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4360 愛知県 株式会社　三郷製型所 9180001080214
老舗製造業のチャレンジ、自社製品の直販による売
上拡大計画

4361 愛知県 有限会社　竹内宏商店 3180002088303 伝統工芸知多木綿製品の世界販売促進事業

4362 愛知県 永和堂製菓舗 －
写真入りケーキとお菓子の販売に向けたフードプリ
ンターの導入

4363 愛知県
太陽ハウジングリース　株
式会社

4180301014776
ガレージ付賃貸物件を周知するためのチラシ作成と
関係地域配布

4364 愛知県 株式会社　厨房サービス 7180001094752
業務用厨房機器を活用した一般家庭キッチンの新
提案

4365 愛知県
プラナスケミカル　株式会
社

0180001056161
販路開拓の為の新技術の実証実験と学会論文発
表、技術資料作成

4366 愛知県 ヴｧリエ　株式会社 4180301021467
全顧客への炭酸泉シャンプーサービス提供による客
単価の向上

4367 愛知県 株式会社　ねいる屋さん 2180001118879
ベトナムへのネイル製品輸出と国産髪留め製品の
開発と販路開拓

4368 愛知県 妙手健体院 － 健康から美容まで手掛ける整体院の販売促進事業

4369 愛知県 ヘアークラフトカナモリ － 「高齢者客」獲得キャンペーン事業

4370 愛知県 有限会社　ホテル海原 4180002085712
若年層釣客及び健康志向顧客の新規獲得のための
ＨＰ強化

4371 愛知県 有限会社　ヤマセイ造園 6180002085751
オリーブ関連商品開発のための電解水生成装置導
入と広報事業

4372 愛知県 jsk　株式会社 2180301028811
周辺の自然環境を活かした児童発達支援メニューの
開発・提供

4373 愛知県
株式会社　丸山建築事務
所

9180001098347
「お客様参加型リフォーム」事業部開設とその宣伝広
告

4374 愛知県 株式会社　サン・クリエイト 6180001097896
新たな顧客ニーズに答える新しい塗装工法の発信
宣伝

4375 愛知県 株式会社　昭利ブラシ 6180001097905
自社オリジナル商品のカタログ作成による販路開
拓。

4376 愛知県 株式会社　米のキムラ 9180001057278
来店頻度を高める｢玄米だんご｣の開発による販路
開拓

4377 愛知県
株式会社　General Store
Studio

7180001112282
自社製品販売を目的とした独自ショッピングサイトの
構築と販路拡大

4378 愛知県 ＲＥＧＯＬＩＴＨ －
看板設置による周辺顧客に対する当店の周知と新
規顧客の獲得

4379 愛知県 酒と米のおぜき －
ファーストフードの新商品開発と販売によりニーズに
応えることと売上増大

4380 愛知県 大恵建築　株式会社 5180001081348
HP･DMを活用した販路拡大・開拓～地元に愛される
ハウスブランドをめざして

4381 愛知県 株式会社　デンシン 3180002071341
電気工事の工事依頼投稿サイト運営による日本全
国への販路の開拓

4382 愛知県 合資会社　雅風 6180303001614 田原野菜のロールケーキの商品化事業

4383 愛知県 株式会社　HanaNichi 3180001101165
新名古屋名物「なごやちゅろす」の確立およびＦＣ全
国展開

4384 愛知県
有限会社　都築建築設計
事務所

7180302003940
自社ブランド住宅のオープンハウスイベントによる販
売促進事業

4385 愛知県
株式会社　メディカルグ
ローブ

3180301004448 在宅医療を推進する調剤薬局の販売促進事業

4386 愛知県
社会保険労務士事務所
コルトス

－
ワークライフバランス推進による企業の業績改善支
援と経済活性化

平成２７年度　補正予算小規模事業者持続化補助金採択者一覧
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4387 愛知県 山下武彦税理士事務所 －
飲食店向け経営トータルサポート「こみこみくん」の
広報活動

4388 愛知県 株式会社　ハマクニ 8180001092978
入りやすくお買い物しやすい店舗へのイメージチェン
ジ

4389 愛知県 有限会社　ハチスカテクノ 1180002089848
ワイヤ放電加工の新規顧客の開拓と町工場の加工
ネットワークの構築

4390 愛知県 有限会社　立木新聞舗 9180002089799 高齢者のための、お掃除まごころサービス事業

4391 愛知県 ｇｉｎｏ －
ヘアケア専門美容室の認知度向上と顧客獲得の為
の販売促進事業

4392 愛知県 ビューティスタイルラピス －
幸田町初の不妊・産後体調不順を解決するよもぎ蒸
しの展開

4393 愛知県
株式会社　ＯＬＤ　ＭＡＲＫ
ＥＴ

4180301027431
新たに惣菜製造に取り組むための店舗改装と設備
の拡充

4394 愛知県 メガネのアイ －
高品質眼鏡の訴求と集客向上を図るための販売促
進事業

4395 愛知県 有限会社　丸昇 3180002089953
自社ブランド「CrabCove」の確立による新規顧客の
獲得

4396 愛知県 ＰＯＬＡ　エステインＫＯＵ －
新規顧客獲得のための店舗認知度向上に向けた売
上拡大ＰＲ事業

4397 愛知県 ベーカリーカフェタルト －
テイクアウトによる新規販路開拓とスウィーツバイキ
ング認知

4398 愛知県 Ｓｈａｍｍｙ'ｓ　ｃａｆ'ｅ － 「リゾート気分満喫」を味わえる店づくりで販路拡大

4399 愛知県 株式会社　NAon 7180001119113
サロンデザイン会社として広く認知してもらうための
ホームページ製作

4400 愛知県 株式会社　キシオカ 4180001095951 ホームページで認知度ＵＰ！！

4401 愛知県 有限会社　ゆたか寿し 9180002085922 バリアフリー化で居心地の良さを追求！！

4402 愛知県 株式会社　布土精肉 1180001113583
ホームページのリニューアルとパンフレット作成によ
る販路拡大

4403 愛知県 麩屋秀商店 － 乾麺を安定して製造・ＰＲして売上アップをめざす。

4404 愛知県 有限会社　安達建築 2180302023976
看板設置とイベントＰＲで認知度ＵＰ。地元工務店ア
ピール作戦

4405 愛知県 株式会社　スズサン 8180001113420
ファッション市場における有松鳴海絞りの海外販路
開拓

4406 愛知県 てつ接骨院 －
鍼灸ケア、セミナールーム開設による集客力向上事
業

4407 愛知県 株式会社　ウィズホーム 8180001081667 『Kids　Smile』ブランドの認知向上事業

4408 愛知県
有限会社　カネマツミルク
センター

5180002074895
牛乳屋さんおススメ！乳業メーカーを超えたセット販
売事業

4409 愛知県 有限会社　猪飼製作所 0180002091923 試作品開発と営業体制強化で販路開拓を目指す。

4410 愛知県
株式会社　エヌ・エー・
ピー

6180001045095 地域密着・顧客密着ブランディング事業

4411 愛知県 渓流荘 －
ジビエによる販路拡大の為のバーベキューハウスの
整備

4412 愛知県 ＴＭＧａｒｄｅｎ －
「子育てを楽しむ庭・エクステリア」事業展開と販路開
拓

4413 愛知県 michiyo dance studio －
「社交ダンスの魅力を発信する」事業展開と販路開
拓

4414 愛知県 喫茶ちゃいるど －
店舗改装による分煙対策の実施とメニュー一新で女
性客増加を目指す。
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4415 愛知県 有限会社　三嶋商事 3180002062423
海外転造盤メーカーとの代理店契約の推進と販売促
進活動

4416 愛知県 澤野ニット商事　株式会社 2180301002873
自社ブランドのユニバーサルデザイン衣料品新規開
発・販売事業

4417 愛知県 株式会社　リアル 2180301026377
維持メンテ・修理費を抑える産業車に特化した整備
事業の展開

4418 愛知県
伊良湖リゾートホテル　龍
宮之宿

－
館内すべてのトイレリニューアルで、観光客皆様の
満足度を向上

4419 愛知県 ゆばやし －
通行客が手軽に気楽に食事や休憩がとれる需要拡
大プロジェクト

4420 愛知県 有限会社　ヤマト技研 3180302024338
一次サプライヤー向けプレス金型と短納期部品等の
販路拡大

4421 愛知県 エナミセキザイ －
伝統技法を応用した付加価値の高い墓石等の販売
戦略

4422 愛知県 有限会社　コウケツ 3180002051780
一般顧客向けオリジナル特上ボード畳床の販売促
進

4423 愛知県
有限会社　愛北義肢製作
所

5180002051606 一般向けオーダーメイドインソールの新規販路開拓

4424 愛知県 株式会社　ジェイト 1180001099435
国内生産に特化したオリジナルブランドの展開、及
び販路開拓

4425 愛知県
有限会社　メーキングファ
クトリーポリッシュ

4180002075250
カーマニア層への積極情報発信によるコーティング
事業の販路開拓

4426 愛知県 おおぐち･接骨院 －
美容整体専門ＨＰを作成し、悩める女性患者の専門
相談先へ！

4427 愛知県 株式会社　東栄超硬 3180001097189 「魅せる工場づくり」による販路開拓

4428 愛知県 株式会社 スピーガ 6180001103877
新規顧客の獲得と顧客満足度の向上によるリピー
ター客の増大

4429 愛知県 株式会社 マルヤマ 3180001092347
排水管内視鏡カメラを使った技術力の向上と販路開
拓事業

4430 愛知県 丸徳自動車 －
車の調子、すぐに調べます。大型貨物も乗用車も車
検は丸徳で決まり！

4431 愛知県 新美縫製 － 新型ミシンの導入による付加価値向上と売上拡大

4432 愛知県 グラナダヘアーデザイン －
美容機器導入に伴うメニューの拡充とＰＲによる新規
客の獲得

4433 愛知県 おにぎり茶屋 ほたる －
特産品である阿久比米のおにぎり店ＰＲと看板設置
による顧客獲得

4434 愛知県 海鮮市場　徳川 －
海鮮市場徳川に回転寿司と会席料理あり！看板設
置で集客アップ

4435 愛知県 福住園芸 －
温度調節ができるようハウスの屋根と壁を改装して
快適な買物空間を演出

4436 愛知県
サンスターサレーヌ　半田
北店

－ ボディ（全身）コースの増設と男性用メニューの新設

4437 愛知県 御菓子司　冨士屋本店 －
地域の特産品と伝統の味を活かした贈答用の新商
品開発事業

4438 愛知県 株式会社　ハロー 7180301007760
お手軽・気軽に相談できるワンデーリフォーム推進
事業

4439 愛知県
ワールドワイドトランス
レーションズ

－
データベース化による低価格結婚必要書類翻訳の
広報・販路開拓

4440 愛知県 株式会社　イトウ 2180001104268
新規顧客への店舗訴求力強化と客数増加に対応し
た業務効率の改善

4441 愛知県 ＬｉＬｙ接骨院 － 不妊、産前産後の女性をメインにした集客

4442 愛知県 ASA守山西部 －
新聞・牛乳等宅配サービスと老人見守りサービスの
新規顧客獲得事業
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4443 愛知県 大町電工社 －
誰もが気軽に立ち寄れる「街の家電屋さん」店舗づく
り

4444 愛知県
株式会社　メイコー・プロ
パティー・パートナーズ

7180001108693
不動産仲介用ウェブサイトの自前運用と集客改善に
よる受注率向上

4445 愛知県 株式会社　あいさいか 5180001099489
①買い物弱者への支援の宅配事業②集客力アップ
をはかる三つの事業

4446 愛知県 ル　カフェ　プルミエール － 生と旬にこだわる、高利益及び販路拡大戦略。

4447 愛知県
町家カフェ太郎茶屋鎌倉
名古屋緑店

－ お土産生わらびもちの開発・販路開拓

4448 愛知県 CAFÉ DE SMILEY DOGS － 揚げ物商品の導入　並びに　季節商品の導入

4449 愛知県 ケヰテック　株式会社 3188001052276
ホームページですべてのユーザーを弊社のファンに
してしまおう！

4450 愛知県 株式会社 L.F.C 5180001062109
無農薬栽培綿の手織りマフラー・ストールの開発・販
路開拓

4451 愛知県 株式会社　はたらいく本部 4180001073156
フードトラックビジネス参入による食事サービス提供
の多角化

4452 愛知県
株式会社　オーガニックス
タイルズ

8180001120656
広報活動と販促媒体活用による、認知拡大と売上げ
拡大

4453 愛知県
株式会社　ライジングスカ
イ

7180001061249
オフィスのレイアウトに応じて対応可能な移動式天井
照明機器の開発及び販売

4454 愛知県 株式会社　カワムラ商会 3180001045445
当社スタジオの魅力を宣伝して集客率アップを目指
す

4455 愛知県 ブライトペイント －
高品質の外壁塗装工事を広めるための販路開拓事
業

4456 愛知県 いなば農園 －
「身土不二」消費者直売にこだわる米農家のブランド
化計画

4457 愛知県 東海グリーン －
バナナ園のサービス及びＰＲ拡大による販路拡大事
業

4458 愛知県 有限会社　ゴトー 3180002078576
自然素材商品開発とＨＰ等広報ツール改良による販
路開拓事業

4459 愛知県 有限会社　そよ風 3180002079616
リクライニング式車椅子の導入とそのＰＲパンフレット
の作成

4460 愛知県 行政書士犬塚事務所 －
HPを作成し、喫茶店での説明会・相談会を通し販路
開拓をする。

4461 愛知県
株式会社　ツアー・ステー
ション

2180001081367
「昇龍道　山車・からくり街道」欧州富裕層の個人客
獲得の為の販路開拓事業

4462 愛知県 合同会社　HANABUSA 2180003014093
近隣顧客獲得の為の看板設置とタイヤ交換設備の
設置事業

4463 愛知県 ちびっこくらぶアップル － 子ども服店の顧客調査分析に基づく販売促進事業

4464 愛知県 日本貿易　株式会社 7180001099231
看板設置及び折り込みチラシによる当店の周知と新
規顧客の獲得

4465 愛知県 株式会社　フォーネット 2180001109151
タブレットを活用したＩＣＴ×認知症予防　高齢者向け
の新規事業で販路拡大

4466 愛知県 しまうま針灸接骨院 － スマホ専用Ｈ．Ｐ及びＬＩＮＥ＠の導入による通院促進

4467 愛知県 パンと珈琲の店　アミー － デリバリーにむけた広告宣伝事業

4468 愛知県
フィジカルトレーナーＳＵＧ
ＡＭＡ

－
国家資格保持者の技術と医療機器でお客様の真か
らの健康サポート

4469 愛知県 フラグミテス　株式会社 4180001111840
日本発！原材料が希少な無農薬・無化学肥料の薬
草茶の販路開拓

4470 愛知県 ｉ-木構 －
３ＤＣＡＤ導入による複雑・高度な木造建築加工図の
提案体制強化
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4471 愛知県 ヘアーデザインプレゼンス －
本格エステ機器によるリラクゼーションメニューの開
発とＨＰ等によるＰＲ

4472 愛知県
株式会社　ソーレプランニ
ング

6180001089407
エコパンバッグプロジェクトで子供と地球を救うため
の普及活動

4473 愛知県
株式会社　シェアショー
ファー

5180001122969 新しい「お出かけ」手段のPRとマーケティング

4474 愛知県 貊代　合同会社 9180003016769
スコットランド自社農園産「潮麦」を使ったミューズ
リーの開発

4475 愛知県
株式会社　アイディールカ
ンパニー

1180002063695
日本の縫製職人技術の詰まったオリジナルバッグの
販売促進事業

4476 愛知県 富士凸版印刷　株式会社 2180001009260
モバイル端末に完全対応させるためのＥＣサイト刷
新事業

4477 愛知県 株式会社　クリート 8180001028040
提携インストラクター制度の全国展開による売上げ
増加

4478 愛知県 山内陶料 －
陶芸用粘土および釉薬・陶芸材料のカタログ作成に
よる販路拡大

4479 愛知県 水谷酒造　株式会社 5180001097311 通年の冷蔵された吟醸酒の新規販路開拓

4480 愛知県
有限会社　スギコーヒー
ロースティング

5180302020525
ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰや地域新聞に広告を掲載、出張ｺｰﾋｰ教
室を行い刈谷店の想起率を高め

4481 愛知県 株式会社　梅村建材 4180301017696
ネットとチラシを連携させたリフォーム提案セミナー
への来店促進策

4482 愛知県 マルシメ平野酒店 － お酒選びの失敗を解決する試飲販売の開催

4483 愛知県 合資会社　不二商会 3180303002284
イベント開催、広告による集客効果アップと店内環境
の整備事業

4484 愛知県 株式会社　岡田建工 5180301015682
無料住宅診断及びウェブサイトを活用したリフォーム
販路拡大事業

4485 愛知県 高浜木材　株式会社 5180301015823
運送部のサービス内容をメインとした自社ホーム
ページ刷新事業。

4486 愛知県 三州屋根工事　株式会社 8180301015754
「お客様の不安を弊社の技術で取り除く」をＰＲする
事業

4487 愛知県 株式会社　萬秀フルーツ 2180001095714
ターゲット層の満足度ＵＰの為の新商品開発・販路
開拓事業

4488 愛知県 有限会社　木原建築 7180002085791 Ｋｉｈａｒａ　Ｋｅｎｃｈｉｋｕ　のブランディング戦略

4489 愛知県 納屋 ～Cucina creativa～ －
案内看板設置とチラシ活用による新規顧客獲得事
業

4490 愛知県 株式会社　ｔａｓｔｙ 3180001100514
外国人客への販路拡大のための英語パンフレット及
びHPの作成

4491 愛知県 株式会社　ティシュラー 7180301012414 卸問屋向け新商品の開発と家具展示会への出展

4492 愛知県 your style － 2016年夏休み特別講座

4493 愛知県 駒寿し － 店舗改装による寿司屋の世代交代の成功

4494 愛知県 ユーアイ精機　株式会社 2180001001390 新ユーアイ経営ビジョン　販売エリアの拡大計画

4495 愛知県 レストランミノル －
パンフレットの計画的な配布で、宴会利用者を掘り起
こす

4496 愛知県 ＳＯＴ － 品質の向上と生産力安定化による販路拡大事業

4497 愛知県 有限会社　小林電機 9180002055990
看板設置による当社の広告とＷｅｂマーケティングの
充実

4498 愛知県 成瀬製作所 － アンティーク風の金物・製品の開発と販路開拓
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4499 愛知県 株式会社　大山建築 4180001045304
ホームページ・パンフレット作成による「紹介サイク
ル」の形成

4500 愛知県 ヘアークラブ　プロローグ －
シニア層の養毛、ヒアルロン酸パーマメニューの展
開

4501 愛知県 有限会社　ナカシマ金型 8180302026890 三次元測定機をアピールした販路開拓事業

4502 愛知県 株式会社　愛工建設 4180001080656
感じて体感！自然の風でコストダウンを工場・戸建
へ普及する事業

4503 愛知県 有限会社　水野スポーツ 2180002073470
強みを増やす！名古屋地区一番のコアな野球・健康
ケア商品専門店

4504 愛知県 クボタ建装 － 新規顧客を増やすためのホームページ作成

4505 愛知県 山七水産 －
市場、お客様の真空、小容量のニーズに対応する真
空包装機の導入

4506 愛知県 株式会社　コンセラ 7180001072130
潤滑試験法の開発・販路開拓用データの取得とカタ
ログの製作

4507 愛知県
株式会社　働きごこち研
究所

4180301023851 アメリカ西海岸における研修事業の開発・販路開拓

4508 愛知県 有限会社　星野水産 1180302027078 「白身魚のブランダード」の開発・販路拡大

4509 愛知県 株式会社　アッシュ 1180001111793
薄型モジュールによる設置困難な場所への太陽光
発電の拡販

4510 愛知県 有限会社　ビギン 2180002090615
海外展示会出展とHP刷新及び写真スタジオ設置で
新規顧客の獲得

4511 愛知県 Hard and MELLOW －
自社ブランド『chi-bee』の知名度アップのための販路
開拓

4512 愛知県
株式会社　Kitamura
Japan

3180001060394 北米市場での日本製快眠枕販路開拓事業

4513 愛知県 有限会社 アップスイング 5180002052091
発注販路、受注販路拡大のためのホームページ作
成

4514 愛知県 リンパ楽になる －
女性用高級美容トータルマッサージサービスの情報
発信力強化

4515 愛知県 株式会社　コンディション 3180001108367 地域医療に貢献する接骨院のお店作りと情報発信

4516 愛知県 合同会社　西春事務器 4180003014645 ワクワク文房具再発見！　笑顔！楽しさ！大満足！

4517 愛知県 株式会社　ワン・イレブン 1180001120175 BtoB販路拡大のための展示会出展

4518 愛知県 合資会社　増屋 3180003008714 エステ部門の強化による新規客の獲得

4519 愛知県 たばた屋 －
小学生の卒業式に特化した袴レンタルトータルサー
ビス

4520 愛知県 oill　高見真弘 －
Webページによる当社サービスと強みをPRする販売
促進事業

4521 愛知県 ＴＡＳＨＷＯＲＫＳ －
展示会、ワークショップ開催による革小物の販売促
進事業

4522 愛知県 株式会社　森歯車製作所 8180001021144
展示会出展、ＨＰ開設、パンフレット作成等による販
路開拓事業

4523 愛知県 有限会社　ＨＭＣ 6180002090561
ヘアカラーの効果的演出及びプロモーション強化に
よる販路開拓事業

4524 愛知県 株式会社　ビックホワイ 1180001087092
カビ対策、その違いは無視できない！で７０％の売
上増事業

4525 愛知県 株式会社　亀屋 4180001086959
夜間の店舗視認性の向上と創作和菓子を主とした
通販事業の拡大

4526 愛知県 COFFEE & BAGEL KINO －
海辺のまち吉良町と調和したセルフサービス型カ
フェの整備事業
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4527 愛知県 株式会社　インテリア鈴幸 9180301023723
商品倉庫を展示スペースへの改装及びおもてなし接
客サービス事業

4528 愛知県 十色にこにこ － ママの未来を明るく！育児も仕事も楽しく充実

4529 愛知県 有限会社　キラ尾創 9180302027500
ホームページ等を活用した元請け耐震工事受注拡
大事業

4530 愛知県 株式会社　河内屋 6180301022983
茶室を改装した「着物カフェギャラリー」による販路開
拓

4531 愛知県 有限会社　宮嶋館 7180302026719
シニア、新東名高速利用者へ吉良温泉観光を喚起
する需要創出事業

4532 愛知県 榊原畳店 － 一般顧客獲得のための折込広告・ＤＭ広告事業

4533 愛知県 渦.jp － 藍染め製品のカナダ販売拡大プロジェクト

4534 愛知県 N.Style －
旧耐震・連棟建物解体工事に特化した解体工事業
の展開

4535 愛知県 赤玉オート －
「整備の見える化」サービスによる新規顧客開拓事
業

4536 愛知県 有限会社　シュロス 4180302005592 新市場開拓に挑戦する葬儀会社の販売促進事業

4537 愛知県 トータルカーケア艶職人 －
傷・汚れを防ぎ、美麗な艶のあるラバーディップコー
ト事業

4538 愛知県
学習塾　ペガサス中村米
野教室

－
「自分で考え行動できる力」を身に着ける自立学習
型塾の販促

4539 愛知県 美味良酒　マルア －
酒専門店の強みを生かした「美味良酒」の提案によ
る新規顧客獲得

4540 愛知県 福長 － 宅配でお届けする「饗応料理」の開発と販路開拓

4541 愛知県 株式会社　Ｊ-ＲＯＰＥ 5180001111872
『ｍｙなわとび』を可能にする、なわとびパーツ通販サ
イトの構築

4542 愛知県 株式会社　白木 3180001107971 繊維業界の“便利屋さん”プロモーション事業

4543 愛知県 遊建築工房 － 集客増を狙うホームページの再構築

4544 愛知県 株式会社　熊谷 1180001028030
江戸時代からの伝統工芸「有松絞り」技術を活かし
た新商品の販路開拓

4545 愛知県 株式会社　菱庄 7180001109997
小スペースに簡単設置！セミオーダー坪庭キットの
開発・販路開拓

4546 愛知県 プランドル －
広告による販路開拓と顧客満足度を上げるための
店舗改装

4547 愛知県 岬水産　株式会社 7180001093003
「串あさり」のブランド化を進め、「乾燥なまこ」の生産
で増販

4548 愛知県 有限会社　松鶴 7180002086823 新メニュー「生しらす丼」による集客・販売促進事業

4549 愛知県 潮幸 －
トイレの個室化による単価向上・顧客獲得による売
上拡大

4550 愛知県 有限会社　たばこ屋商店 4180302024584
ジビエを活かした新商品とホスピタリティ向上で集客
アップ

4551 愛知県 すいどうみち接骨院 －
カラオケを利用した音楽健康療法による治療補助及
び健康増進

4552 愛知県 ヘアーアレンジＰａｓｓｉｏｎ －
シャンプー台等店舗改装による「高齢者にやさしい
店」づくり事業

4553 愛知県 南国キッチン　アジア －
ＢＢＱ施設開設による新規顧客の誘致を目的とする
看板の設置

4554 愛知県 ハーブ農園リッコ － 観光ハーブ農園リッコの看板設置事業
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4555 愛知県 有限会社　アイム・エイム 7180002087160 車いす用―新型ヘッドレストの全国拡販

4556 愛知県 株式会社　三宅商店 4180301019899 商品拡販目的のウエス保管場所増設

4557 愛知県
漁師民宿たから舟（魚菜
食堂）

－
顧客満足度の向上によるリピーターの増大および客
単価向上の実現

4558 愛知県 合同会社　ありがたや 6180003013991
メニューブック刷新とWEB販売で試みる名産品の認
知向上

4559 愛知県 中華・喫茶　いそべ － 中華・喫茶いそべ　居心地の良い空間の改善事業

4560 愛知県 有限会社　カメヤマ酒店 7180002072633 生き残りをかけた町の酒屋の販売戦略

4561 愛知県 STEEZ HAIR DESIGN － ヘッドスパの新メニューで販路拡大

4562 愛知県 株式会社　ディアーピピ 2180001103245 自社ブランドの再構築による販路拡大事業

4563 愛知県 楽食ひなたぼこ －
喫茶、パン教室、料理研究会の連携強化による新規
顧客獲得事業

4564 愛知県
有限会社　マルキふとん
店

1180302010868 布団のメンテナンス事業の売り上げ拡大

4565 愛知県 株式会社　崋古組 5180301007671
困った土地で悩んでいる方へ、崋古組を知ってもらっ
て業績ｕｐ！！

4566 愛知県 株式会社　柏屋 3180301012211 高齢者専用座敷机・椅子の導入による集客

4567 愛知県 遊食ダイニング　風雅 － 情報発信力強化、及び事業リンクによる販売力強化

4568 愛知県 株式会社　ベルテック 1180001001169
小学生でも回しやすいダブルダッチロープの開発と
販路開拓

4569 愛知県 盆栽　藤原 －
日本の美「盆栽ＢＯＮＳＡＩ」を世界に広げる海外販売
の展開

4570 愛知県 歯仁館 － 金属床義歯の鋳造設備導入による受注機会の拡大

4571 愛知県 花の木公園 －
新東名開通に伴う受入環境の整備と新事業開始に
よる売上向上

4572 愛知県 かくたけ酒店 －
新東名開通効果を狙った地酒ＰＲによる新規顧客の
獲得

4573 愛知県 民宿旅館　川合 －
露天風呂のバリアフリー・浴槽の改修による安心入
浴

4574 愛知県 株式会社　ディーテック 7180301012380 地震、塩害に強い重量鉄骨造農業用倉庫ＰＲ事業

4575 愛知県 渥美の丼屋　まるみ －
季節・期間限定おすすめ商品のＰＲ掲示板設置によ
る販路拡大

4576 愛知県 渥美半島百笑一喜 －
オリジナルブランド八百万農園の設立と新商品の開
発・販路開拓

4577 愛知県 キリヤマガレージ －
お客様の安全性快適性確保と円滑な商談に向けた
専用待合室の設置

4578 愛知県 株式会社　富士観光 4180301003655
高齢者バス乗降負担軽減用自動補助ステップ取り
付け事業

4579 愛知県 有限会社　ひさご 6180302027916 新規需要の開拓に向けた販売促進と館内整備

4580 愛知県 有限会社　三鈴 6180302037932 木材乾燥品の販売比率アップによる売上増加計画

4581 愛知県 有限会社　建造 3180302027638
積極的な広報活動で新規顧客を開拓。下請けから
の脱却への取組み

4582 愛知県 有限会社　三寿園 3180002064007
見込み客・新規客の方をファン＝固定客にするため
の顧客獲得事業
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4583 愛知県 メガネ２１ －
かかり具合と好みを合わせる、世界にひとつだけの
メガネを！

4584 愛知県 株式会社　エムケー 8180001084166
相続会員権発掘と直接取引拡大で中部地区シェアＮ
Ｏ1を目指す！

4585 愛知県 Manabu-no － 宅配ランチパン弁当事業部の開設

4586 愛知県 Rapport － 第２弾キャンペーン周知による新規固定客獲得事業

4587 愛知県 unitedbamboo －
イベント・マルシェの定期開催と情報発信強化による
新規顧客開拓事業

4588 愛知県 南星商事　株式会社 3180001117809
ベトナムの食と文化に触れられるカフェの広報宣伝
事業

4589 愛知県 ゆふ接骨院 －
治療から予防、和太鼓エクササイズ教室により新規
顧客開拓事業

4590 愛知県 四方よし － 水素水を用いた健康経営促進事業

4591 愛知県 合名会社　中定商店 4180003012905
ホームページ改善による販路開拓・顧客固定化と業
務効率化

4592 愛知県 株式会社　東海エスイー 1180001092836
展示会用の試作品開発とチラシ作成による新規開
拓事業

4593 愛知県 株式会社　ＩＮＯＡ 3180001100497
東浦から全国へ！「万人のための体操」を普及する
広告宣伝事業

4594 愛知県 楽塾 －
楽読と塾をコラボしたスクールの開校に際しての顧
客獲得。

4595 愛知県 家田製菓　株式会社 6180001092914
カフェスペース拡大による集客・売上の機会損失の
改善

4596 愛知県 有限会社　サンテック 2180002085623
地域のお客様への企業アピール・スタッフとのふれ
あい事業のＰＲ

4597 愛知県 やさい家咲くゑ －
ホームページリニューアルによる販売促進と高付加
価値商品の開発

4598 愛知県
武藤コンサル＆コーチン
グ事務所

－
人事制度導入支援及びキャリア形成・メンタルヘル
ス支援事業

4599 愛知県 有限会社　大塚製作所 8180002000279
介護用品で培った技術を利用した身体に優しい商品
開発と販路拡大

4600 愛知県 有限会社　魚半日吉苑 9180002085583
クレンリネス向上及び朝食メニュー改良によるシニア
層の取り組み

4601 愛知県 Higtinsky －
「家族のストーリーを残す」家族の記念日ムービー撮
影事業の展開

4602 愛知県 田中屋呉服店 － 顧客満足度、利便性向上の為の店作り

4603 愛知県 飛翔組 －
全天球カメラで工事全体を効率化する「魅せる鉄骨
鍛冶」の展開

4604 愛知県 パナショップ弥富 －
『お役に立ちたい』チラシ配布による『家電弱者』顧客
の掘り起こし

4605 愛知県
カジュアルイタリアン＆生
パスタキッチン　黒ひげ

－
食べたことない！と思う天然素材をジェラートに客単
価向上戦略

4606 三重県 サンショップ・オオタ －
地域資源を活用した「古代米」の商品開発による販
路開拓事業

4607 三重県 IKOI DINING＠憩 －
気ままに楽しめるWINE居酒屋でプチ贅沢がテーマの
店づくり

4608 三重県 張替工房 T's ART －
新規ホームページ開設による受注増加に向けた張
替技術のＰＲ

4609 三重県 喫茶ドリーム －
トイレでおもてなし！女性や高齢者にやさしい快適空
間の提供

4610 三重県 株式会社 ＨＭ 5190001019280
「美し国・おもてなし三重　5つの旅」提案による新規
顧客獲得
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4611 三重県 テールアップ － 新たな設備導入に伴う自社経営力の強化・販路拡大

4612 三重県 明栄丸 －
イカ釣り遊漁船の安全面・衛生面強化による新たな
顧客獲得

4613 三重県 有限会社 マサヤ 6190002010832
台湾から伊勢志摩を訪れる観光客をターゲットとした
販売戦略構築

4614 三重県
喫茶・ログコテージ とちの
木

－
家族連れにも充実！新コテージ増設で幅広い顧客
層への販路拡大！

4615 三重県 松本農園 － 生産量強化のための加工場増床と改装計画

4616 三重県 里の駅ないぜしぜん村 －
地元柑橘・小梅を使った体験メニュー提供による顧
客開拓

4617 三重県 株式会社 エス・アイ・シ- 5190001020775
地震解錠ボックスＰＲのための展示会出展及びデモ
用振動台の製作

4618 三重県 木楽工房Tachi建築 － ホームページの大幅リニューアルによるPR

4619 三重県 café りんごジャム －
店舗環境整備とパンメニューの充実・強化で来店客
数及び売上増加

4620 三重県 株式会社 千海 2190001019630
鮮度で勝負！漁獲量全国４位の町の干物・塩辛・燻
製で販路拡大

4621 三重県 東海不動産 －
自社ＨＰ開設による菰野町の不動産情報の発信強
化

4622 三重県 河武醸造 株式会社 5190001010875
今夏新発売の地サイダー「伊勢志摩サイダー」の販
路拡大事業

4623 三重県
有限会社 三雲新菱自動
車

9190002014913
タイヤ販売事業の強化による新規顧客開拓・売上拡
大

4624 三重県 えんがわ －
市場拡大につながるテイクアウト商品の開発及び製
造拠点の整備

4625 三重県 有限会社 野瀬商店 3190002014761
三重ブランドとの融合による新商品の試作品づくりと
販路開拓

4626 三重県 なごみ接骨院 －
駐車場整備による患者の負担緩和及び広範囲地域
の新規患者獲得

4627 三重県 中西貴金属 －
地域に潜在するジュエリー市場獲得の為の販売促
進事業

4628 三重県 合同会社 味工房わたらい 7190003002209 店舗移転改装による生産性の向上と販路拡大事業

4629 三重県 Revive(りばいぶ) － 「エイジングケア」推進のための販路開拓・広告宣伝

4630 三重県 有限会社 茶工房香肌 1190002015571
自家製お茶シロップの「かき氷」で集客＆認知度アッ
プ！

4631 三重県 有限会社 ヨシキ産業 8190002017470
国内工場の生産力拡大及び自社デザイン製品の量
産

4632 三重県 YOURSむとう －
太陽光パネルの下で育った原木椎茸を使って商品
開発・販路開拓

4633 三重県 有限会社 山善水産 6190002002235
朝採の伊勢湾の恵みの鮮度と磯の香りを保持、加
工し新市場開拓

4634 三重県 車久米穀販売 有限会社 8190002017413
買い物弱者を助けお年寄りに優しい配達での販路
開拓

4635 三重県 訪問美容 髪んぐ －
津市での訪問美容販路拡大と医療用ウィッグ販売事
業強化

4636 三重県 近藤商会 －
安く・早くタイヤ交換が出きる、顧客満足度ＵＰで集客
率もＵＰ

4637 三重県 三重白山物流 有限会社 5190002003077 物流拠点の設置による販路開拓

4638 三重県 株式会社 デアルケ 9190001004634 新商品（フリーズドライ製品）の開発及び商品力向上
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4639 三重県 中井木工 － ＨＰとリーフレット制作による顧客獲得及び情報発信

4640 三重県 廣島製材 －
おじさん達の木工セミナーによる地道な販路開拓へ
の取組み

4641 三重県 珈琲館サム －
ノスタルジック感漂う喫茶店が取組む顧客及び売上
拡大事業

4642 三重県 おそうじ本舗いなべ店 － エアコンクリーニング新規客増加とリピート対策

4643 三重県 トレジャーヘアラウンジ － アンチエイジング及び育毛

4644 三重県 パールグルメイン竹正 － 外国人観光客の誘客に向けたインバウンド対策

4645 三重県 ごみそう商店 －
新商品「熊野古道弁当」「惣菜セット」の開発・販路開
拓

4646 三重県 だんだんキッチン －
販路拡充のための広報の充実と業務効率化のため
の施設整備

4647 三重県 有限会社 久政 7190002011334
和食の原点である鰹節製品を一般消費者に広く販
売する事業

4648 三重県 株式会社 常新産業 7190001013728
当社の思いを全部詰め込みます！ホームページと
パンフレット制作

4649 三重県 Wonder Plants Japan －
商品陳列と保護のためのテラス屋根を設置し展示ス
ペースを演出

4650 三重県 民泊 井戸ばた －
五右衛門風呂整備による魅力発信及び安心安全の
宿の提供事業

4651 三重県 松屋製菓舗 －
『古き良き和菓子屋』への店舗改装・看板設置による
販路開拓

4652 三重県 中野自動車鈑金塗装 －
高精度の板金塗装技術の導入による法人事業者へ
の販路開拓

4653 三重県 丸太水産 －
食品製造卸売業としての新商品開発及び販路開拓
事業

4654 三重県
イタリア料理
Alberetto(アルベレット)

－
地元住民の顧客拡大による月商３０万円売上アップ
対策プラン

4655 三重県 髪泉 －
お客様へのサービス品質向上の為の設備導入と販
路開拓

4656 三重県 喜盛丸 －
駐車場整備に伴う顧客サービス向上による売上向
上対策事業

4657 三重県 有限会社 タキハラムセン 3190002015801
リフォーム提案スペース設置に伴う高齢者向け快適
生活提案事業

4658 三重県 炭火焼肉 まるい －
ロードサイドを活かした伊勢志摩観光客取り込みプ
ラン

4659 三重県
有限会社 M&T AUTO
CUSTOMS

8190002015664
コンプレッサー導入による鈑金塗装分野進出による
販路開拓

4660 三重県 焼肉 出芽金 －
ポイントカード等の導入によるリピーター客の増加と
売上アップ

4661 三重県 有限会社 建築森本 8190002015706
車両カラーリングによる地元での知名度向上による
新規顧客開拓

4662 三重県 小野建築工房 －
超仕上げカンナ盤設備導入と自社パンフレット作成
による販路拡大

4663 三重県 有限会社 前田農機 4190002015734
高性能草刈り機導入による農地保全管理部門の売
上向上事業

4664 三重県 有限会社 西村石油店 6190002015724
鉄骨の補修・災害マニュアル作成を情報発信で固定
客増加

4665 三重県 大紀圏突入 株式会社 7190001022737
サップを活用した自然体験型観光プログラムの開
発・売上向上事業

4666 三重県 大丸商店 －
真空包装機導入による製品の品質向上を目指した
販路拡大事業
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4667 三重県 アッパッパ屋 －
南伊勢町自慢の一粒アッパッパ貝を使ったお弁当販
売プロジェクト

4668 三重県 株式会社 かきうち農園 6190001018975 ギフト用柑橘ジュースの商品化及び販路開拓事業

4669 三重県 株式会社 大将 6190001011889
三重県産ランチメニューの開始に伴う店舗改装によ
る新規顧客開拓

4670 三重県 松屋商店 －
IT活用した営業スタイルへとブランド性の向上による
販促拡大

4671 三重県 ラッティツイスター － 販売促進用カタログの製作と配布による販路開拓

4672 三重県
株式会社 アサヒダイテッ
ク

9190001012868
新市場の開拓及び新規顧客獲得の為の看板改装で
地元にアピール

4673 三重県 はないち弁当 －
お店のロゴデザインで認知度アップ！新規客獲得大
作成！

4674 三重県
森永ミルクセンターなんと
う

－
南伊勢産小麦を使ったパンと牛乳のコラボ宅配によ
る販路拡大

4675 三重県 ひろおか荘 －
洋式トイレに改装して、ファミリー層や高齢者の客層
の開拓

4676 三重県 加藤椎茸店 －
新たなアグリビジネス事業「椎茸収穫体験事業及び
直売所の開設」

4677 三重県 建築板金 山口 －
自社倉庫への看板設置及びチラシ配布による販路
開拓

4678 三重県 ウッドベリー －
新商品を核としたパンフレット、チラシの作成、および
ＰＲ

4679 三重県 海宝亭 －
対面式接客への店舗改修で、新たなる顧客層の取
込を図る

4680 三重県 有限会社 マルヒ海産 7190002005798 目で見える差別化新商品開発とＰＲ大作戦！

4681 三重県 岡田屋来々軒 －
機械化による生産能力強化とブランディングによる
販路開拓事業

4682 三重県 八風農園 雅 －
体験型イベントによる国産天然ハチミツの認知度向
上と販売促進

4683 三重県 株式会社 マツザキ 9190001008676
地域初！土木最新技術を取り入れた新サービス提
供による販路開拓

4684 三重県 株式会社 玉屋商店 3190001004516
機動力を活かした商品・サービス提供による販路拡
大、顧客獲得

4685 三重県 サニーコーストカヤックス －
店舗のリフレッシュと、地元業者との連携強化による
新規販路開拓

4686 三重県 時計・カメラのハシモト －
「キレイ！」「速い！」で顧客大満足のプリントサービ
ス集客事業

4687 三重県 エステサロン Sun Etoile －
オリジナルブランド商材を使った新規業販及び顧客
獲得

4688 三重県 株式会社 出口化成 8190001022810
ウレタンの量り売りに関するネットショッピングシステ
ムの構築

4689 三重県 田中精肉店 －
自家栽培の食材と精肉の最適部位を使った惣菜の
開発で新市場開拓

4690 三重県 マルカメリヤス 有限会社 7190002018222
特殊ミシン導入による縫製デザインの提案力創出・
顧客満足度向上

4691 三重県 体質改善整体ガジュマル － 最新機器の導入で機会ロスの削減による売上向上

4692 三重県 株式会社 うおすけ 9190001010888
看板設置やチラシ作成による懐石日本料理店のＰＲ
事業

4693 三重県 伊藤黒鉛工業 株式会社 7190001012721 仙台工場を拠点とした仙台地区での販路開拓

4694 三重県 有限会社 近藤ソウイング 7190002018197
平型転写プレス機の導入による新分野進出と販路
開拓の実現！

12/145



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

4695 三重県 株式会社 三重フリット 9190001017512 ペット用メモリアル・グラス・ツームの販売

4696 三重県 にぎやか畑 －
同世代のシニアが地域特産品を活用し、新設の道
の駅等で販路拡大

4697 三重県
桐たんす再生工房おおい
し

－
～地元にあって良かった～家族を繋ぐ桐たんす再生
のＰＲ事業

4698 三重県 炙り山賊 －
地域の学生応援！ケ-タリングサ-ビスによる販路開
拓事業

4699 三重県 有限会社 小寺工務店 1190002018194
工務店から総合建築業へ！ワンストップサービスで
顧客満足度向上

4700 三重県 魚保 －
座敷のユニバーサルデザイン化による高齢者顧客
獲得と貸室事業化

4701 三重県 佐太屋 株式会社 3190001004508
甘草根エキスを使用したジェル化粧品の開発・販路
開拓

4702 三重県
有限会社 河井ファーム肉
よし

8190002011317
全農に頼らず、直売比率を上げるためのネット販売
システム構築

4703 三重県 料理旅館 髙曽 －
売上拡大につなげる設備改修による顧客満足向上
事業

4704 三重県 みずほのおかげ市場 －
真空包装による賞味期限の延長で市場拡大を目指
す

4705 三重県 株式会社 永光自動車 9190001007496
急速な高度化とニーズ多様化への対応と周辺地域
の新規顧客獲得

4706 三重県 大安工業　有限会社 8190002017999
受注型ホームページ作成による受注拡大及び売上
高変動平準化事業

4707 三重県 有限会社 サンコウ 6190002011392 安心感を与える新規ホームページで販売促進！！

4708 三重県 上田商店 －
プラスチックセイロへの切替と金属探知機導入によ
る安心安全事業

4709 三重県 Café.C.C －
ＨＰのリニューアルとショップカードで潜在顧客を獲
得！！

4710 三重県 有限会社 中井荘 3190002011577
浴室リニューアルによる新規顧客獲得のＰＲ活動とＣ
Ｓ向上計画

4711 三重県 うれし野ラボ 株式会社 6190001010726
フレーバーオイルを核にした自社商品の海外販路拡
大

4712 三重県 ミシシッピー英語学院 － 成人への販路拡大に向けた英会話教室の新規開校

4713 三重県 カネミツ建築 －
リフォーム需要を切り口としたＨＰ，パンフレットによ
る販路開拓

4714 三重県 有限会社 ミズグチ 9190002015597
周辺環境とスタッフの強みを融合させたオリジナル
商品開発事業

4715 三重県 つじ萬 －
プチ贅沢層に向けた接客プロモーションの強化と空
調設備の導入

4716 三重県 ハローズ －
CRMとRFMによるファミリー新規客の獲得と既存顧
客の会員化

4717 三重県 マックスカンパニー －
オリジナル二輪加工用バンドソー導入による業務効
率化と販路開拓

4718 三重県 ビーワン空～そら～ －
ＤＭ送付で新規顧客の開拓とパンフレット作成による
口コミ強化

4719 三重県 ロハスサンエイ 株式会社 5190001011782
地域課題である銃外に対するセンサー式箱罠の開
発と販路開拓

4720 三重県 柿の木自動車 －
顧客への新サービスの為の機器購入と看板設置に
よる販路開拓

4721 三重県 語らいの里 噺野 －
テント泊需要に対応したテントサイト設営による販路
拡大事業

4722 三重県 鍼灸整骨院 ツナグ －
看板・チラシを作成しＨＰと口コミによる若年層中間
層の販路開拓
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4723 三重県 株式会社 下村屋 9190001011176
看板・チラシを作成し公共工事からの脱却と一般顧
客への販路開拓

4724 三重県 三瀬電装 －
冷媒回収再生充填装置導入による中規模以上の事
業者への販路開拓

4725 三重県 有限会社 立井石材 8190002015714
ペット市場を切り口の販路開拓に向けたＨＰ、商談ス
ペースの整備

4726 三重県 藤原鉄工所 －
サービス力強化で挑戦！創業１００年を目指し新し
い顧客獲得へ

4727 滋賀県 株式会社　可以登楼 1160001011855
音楽合宿の新規開拓の為、若年層女性目線での優
しい合宿所つくり

4728 滋賀県 ヘアーサロンサワダ －
背もたれ分離・ステップ着脱式理容椅子を導入し高
齢者等へ対応

4729 滋賀県 有限会社福松フーズ 3160002007438
新たな一歩！洗濯代行業の開始による売上アッ
プ！！

4730 滋賀県 有限会社　竹平楼 1160002008314 広告宣伝による認知度のＵＰと新規顧客獲得

4731 滋賀県 新鮮組 －
健康志向に対応した五島列島直送鮮魚使用の本格
寿司の出前業務

4732 滋賀県
京屋クリーニング　有限会
社

5160002008070 老人介護施設の私物クリーニングの開拓

4733 滋賀県 かやき自工 － 予防整備と視界明快なＬＥＤヘッドライトの提案

4734 滋賀県 有限会社滋賀セレモニー 6160002010050
利用者ニーズである家族葬の拡大でシェア率拡大を
図る

4735 滋賀県 つるや旅館 － 新規女性客を取り込むための女性浴場改装事業

4736 滋賀県 大西農機　株式会社 4160001008139
倉庫の有効活用による常設展示会場の設置で販路
拡大

4737 滋賀県 早川造園 －
プチ造園プランの提案と一坪庭園モニター募集によ
る販路開拓

4738 滋賀県 有限会社　アイアムイケダ 6160002009258
商品ラインナップの転換とPRイメージ刷新による新
規顧客の獲得

4739 滋賀県 久田工芸 － オリジナル飛び出し人形の製作による新規顧客拡大

4740 滋賀県 PECOS －
「美容室×まつげエクステ」で新規客獲得と売上Ｕ
Ｐ！

4741 滋賀県 平木木材工業株式会社 1160001005188
地域の保育園と連携したイベントで、子育て世代へ
販路拡大

4742 滋賀県 神田たたみ店 － 縁無畳（琉球畳）製造販売による販路開拓事業

4743 滋賀県 ツタ薬局栗東店 － 送迎・配達サービスによる新規患者数・売上アップ

4744 滋賀県 ザルツブルグ洋菓子店 － 特産菓子の写真を全面に押し出した店舗づくり

4745 滋賀県 御馳創家 －
店舗改修で複数組の団体様を取り込む「団体様顧客
化計画」

4746 滋賀県 鉄工房　樂 －
「三方よし」を実現する、工芸色の強い商用鉄製品の
市場拡大戦略

4747 滋賀県 株式会社つかもと 3160001019236
化粧品店情報最大検索サイトと連動させるための
ホームページ開発

4748 滋賀県 久保田電気 －
外壁パネル看板とポール看板・チラシによる販売促
進事業

4749 滋賀県 富味屋　寿司店 － ニーズに応えバリアフリー化を進める店舗改修事業

4750 滋賀県 サイクルショップひろせ －
ガレージ創設、町内外へのPRで町内一の自転車店
へ
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4751 滋賀県
司法書士法人　瀬田法務
事務所

2160005010027
「終活」ニーズの更なる取込のための積極的プロ
モーション事業

4752 滋賀県 株式会社七黒 8160001016963
足場サービスの知名度向上に向けた販促ツールの
整備

4753 滋賀県 楽　振 － 看板設置とパンフレット作成による新規顧客開拓

4754 滋賀県 箕作工務店 －
ホームページと会社案内パンフレットで新規顧客の
獲得

4755 滋賀県 本間鉄工 －
デジタル溶接機導入によるユーザーニーズへの対応
と提案力の強化

4756 滋賀県
株式会社ヴァリエスライン
ズ

3160001017090 中古車買取・販売による売上増加と地域貢献

4757 滋賀県 株式会社泰山堂 3160001006779
来店動機拡大型のチラシ作りと主力商品のサンプル
提供

4758 滋賀県 麺屋銀JIRO －
集客・回転率・お客様満足度を向上させて、自慢の
麺屋へ！

4759 滋賀県 SPORTS BAR HANABI －
使い勝手の良さをプラス！より顧客価値の高い店へ
の変身！

4760 滋賀県 ｌｅａｎ　ｂｏｄｙ　ｓｔｏｒｅ －
ホームページ刷新等及び新機器導入による顧客獲
得事業

4761 滋賀県 おしゃれの館　髪　タナカ －
店舗イメージアップによる顧客誘引を図るための外
壁リニューアル

4762 滋賀県 ＬＡＫＥ　ＬＯＶＥＲＳ － 出張美容サービスによる新規顧客開拓・売上アップ

4763 滋賀県 image －
店舗ファサードの改装＆接客対応の改良により集客
力をアップ！！

4764 滋賀県 有限会社ワークロード 3160002005045
展示・商談スペースの新設、及びＨＰ・チラシ・広告で
販路拡大

4765 滋賀県 有限会社　エーワイ 9160002005898
在留ブラジル人へ向けた「安心創出」のためのホー
ムページ制作

4766 滋賀県 ＲＵＤＤＥＲ － シングル（ソロ）カヤックの体験ツアー開設

4767 滋賀県 岡田設備 － 溶接技術の導入による新規顧客獲得

4768 滋賀県 肉の松山 － ファミリー層をターゲットにした販路開拓事業

4769 滋賀県 有限会社　徳本輪業 3160002010986
保育園の送り迎えで気軽に寄れる女性にやさしい車
屋さん

4770 滋賀県 ラーメン　桃李路 －
健康・安全志向のこだわりＰＲと店内環境の改善に
よる顧客開拓

4771 滋賀県 株式会社　ワタセ 9160001010602
天然繊維ラファスと科学繊維シーコアを組合せた新
製品で販路開拓

4772 滋賀県 ｍａｃｃｈｉ　ｃｙｃｌｅｓ －
自社ブランド自転車フレームの認知度向上による販
路開拓

4773 滋賀県 菊水飴本舗 －
パッケージリニューアルによる商品力アップと販路拡
大

4774 滋賀県 丸三ハシモト　株式会社 5160001007313
中国伝統製法を忠実に取り入れた新絹絃で中国演
奏家を音色で魅了

4775 滋賀県 まさご旅館 － 宿泊需要に向けた店舗改装と営業活動の開始

4776 滋賀県 株式会社吉挑 6160001011660
分煙個室化改修に伴う新規顧客層の獲得による販
路拡大事業

4777 滋賀県 市田食品 －
「明るいお店づくり」照度で空間改善　高齢者向き店
舗

4778 滋賀県 ㈱ジー・ツー・パッケージ 9160001000982
顧客提案型ショールーム改装による全国販路拡大
計画
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4779 滋賀県 株式会社　阪口 7160001000844
造園屋の一級建築士が行うリフォーム業の販路開
拓

4780 滋賀県 ㈱輪 7160001017608
おしゃれな看板の移動販売車に改造しケータリング
事業の拡大

4781 滋賀県 中西鉄工 －
新しい商品の提案による顧客満足度向上と新規顧
客獲得

4782 滋賀県 伊庭吉菓舗 － 女性客をターゲットにした新商品の開発と店舗改装

4783 滋賀県 有限会社　魚岩安曇川店 6160002011222 湖魚の味をつなぐ高齢者・観光客にやさしい店づくり

4784 滋賀県 林忠酒食料品店 － 飲料部門の強化で新規顧客の増加

4785 滋賀県 株式会社イノダ 9160001009751
専門業者への発注に不安を感じる顧客への販路開
拓事業

4786 滋賀県 髪空間心 －
快適性提供のための新機器導入と新メニュー提案
による顧客獲得

4787 滋賀県 株式会社ＥＧＳ 5160001014342
映像制作に関する内容を詳しく発信できるホーム
ページの制作

4788 滋賀県 株式会社シービック 8160001002195
空き家対策と田舎暮らしをマッチングさせるホーム
ページ集客

4789 滋賀県 有限会社　鮒味 2160002011052
外国人観光客や若年層をターゲットにした鮒寿司燻
製の開発

4790 滋賀県 アクアフィッシュ －
動画を中心とした情報発信で、見込み客のニーズを
キャッチ

4791 滋賀県 L-planning. －
賃貸オーナーの満室経営サポート及び一般住宅の
プチリフォーム

4792 滋賀県 Ｄｏｇｓａｌｏｎ　ＯＺ －
草津、大津地域顧客獲得のためのトリミングサロン２
号店の開設

4793 滋賀県 ハレルヤ有限会社 1160002006136
姿勢講座を組み入れた無料体験施術会での新規願
客開拓

4794 滋賀県 有限会社ツジノオート 6160002009704 夜間営業時間延長による販路開拓

4795 滋賀県 合同会社　滋賀の旅人 2160003001250
発地型と着地型旅行で地域とお客さまをがっちり獲
得大作戦

4796 滋賀県 株式会社マルタ陶喜 6160001005596
海外販路開拓(展示会出展）における市場調査と新
商品開発

4797 滋賀県 くめや菓舗 － 工場隣接型のパン専門店(工場直販店)改修工事

4798 滋賀県 安井酒造場 － 麹の少量生産による新たな販路開拓

4799 滋賀県 カットスタジオ　ロデオ －
体にハンデキャップがある方に対応するための店舗
バリアフリー化

4800 滋賀県 バーバーヒライ －
高齢者や身体の不自由な方にも優しい店舗入口の
バリアフリー事業

4801 滋賀県 有限会社　千野写真 6160002011395 看板は当店の魅力を伝える最強営業マン

4802 滋賀県 株式会社　スリーエー 6160001016478
地域の暮らしを支えながら地域の健康を守るコイン
ランドリー事業

4803 滋賀県 北川牛乳店 － キタガワチャレンジ「知名度ＵＰ大作戦」の巻

4804 滋賀県 株式会社　くらま 3160001008065 シニア向けすし宅配事業（日常出前型）・販路開拓

4805 滋賀県 Mon Ange －
新感覚の木製こいのぼりで来客数増大と当店知名
度向上の実現

4806 滋賀県 Ｈomey －
新部門であるアンティーク商品販売用売場の為の２
階倉庫改装
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4807 滋賀県 ｉ-ｈｏｐｅ．． － 理容所・美容所の重複開設による新規顧客獲得

4808 滋賀県 茶坊・もくもく －
洋式トイレへの改修工事と新メニューによる売上アッ
プ

4809 滋賀県 タイヤセレクト土山 －
屋根設置によるお客様満足度の向上及びＰＲチラシ
の作成

4810 滋賀県 有限会社魚兵 3160002005788
新規機械設備導入により料理の品質向上を行い新
規顧客獲得

4811 滋賀県 有限会社　たくみ商会 6160002005026 服を購入したくなる空間の演出

4812 滋賀県 LIBERA － 女性が紹介したくなる発毛促進事業

4813 滋賀県 吾嬬 － しじみブラックバスマヨネーズの開発・販路開拓

4814 滋賀県 サラダ館　大萱店 －
若い主婦層をターゲットにした来店型ギフト店で新規
顧客販路開拓

4815 滋賀県 直江建具店 －
最新工具の導入による受注の拡大と新しい顧客の
獲得をめざす事業

4816 滋賀県 プロショップツノカワ －
気軽に立ち寄れる店を目指して　花とDIYで販路開
拓

4817 滋賀県 SAEリマックス株式会社 4030001034494
新事務所認知度ＵＰ用看板設置・販促用パンフレット
の作成

4818 滋賀県 めぐみ塗装 －
下請企業から元請企業へと転換するための新規広
報活動の実施

4819 滋賀県 湖都経営法律事務所 －
顧客の信頼度向上を図るための個室化した相談ス
ペースの設置

4820 滋賀県 一井美容室 － まつ毛エクステで顧客の満足度ＵＰをめざす

4821 滋賀県 hohabba. －
パーマスタイルの推進で、地域の女性に美と活気を
生む！

4822 滋賀県 しんにょ陶器株式会社 3160001005533
陶芸教室事業を充実し、来客数・客単価増加に向け
た環境整備

4823 滋賀県 まるい本舗 － 顧客満足度向上によるグループ客取り込み作戦！

4824 滋賀県 Ｉｓｉｓ（イシス） －
心のコリをとるリラクゼーションサロンとビーワンシス
テムの強化

4825 滋賀県 西澤板金工作所 －
地域に根差し、「ありがとう」と言ってもらえる職人へ
の転換

4826 滋賀県 ジュンブライダル －
草食系男子の成婚実現性を高めるメンズ講座のPR
による売上拡大

4827 滋賀県 山脇源平商店 －
シルクブランドの情報発信と未来へと続く近江眞綿
誕生への道

4828 滋賀県 株式会社高倉屋 5180002033950
ホームページ制作による木製品加工技術の販路開
拓事業

4829 滋賀県 小澤農園㈱ 3160001007736
東京の商談会出展で、滋賀県産米と自然薯ギフトで
新規客獲得を

4830 滋賀県 有限会社北和住宅 2160002009237
チラシ配布及びホームページ開設による新規顧客獲
得事業

4831 滋賀県 株式会社　三徳 6160001007246
ブランディング戦略によるパッケージの刷新と新規顧
客開拓

4832 滋賀県 有限会社　松新 5160002001752 ペット仏壇の販売による新販路開拓

4833 滋賀県 ダイチ塗装 － 消費者へ直接ＰＲし、新規顧客の獲得と売上増加

4834 滋賀県 有限会社　松泉 8160002001782
高齢化社会に対応した店舗改装による宴会場稼働
率の向上
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4835 滋賀県 有限会社カヤノ自工 8160002000512
中古車リメイク技術を活かした新たな販売チャネル
の確立

4836 滋賀県 ASIAN KUU － 防音対策のための工事

4837 滋賀県 eclat-natural beauty- －
身体の内部から体質改善を！ＨＰ開設と販促ツール
で新規客開拓

4838 滋賀県 松居農園株式会社 5160001010234 一般個人向け植木の販売促進強化による販路開拓

4839 滋賀県 七福堂製菓 －
滋賀の特A獲得ブランド米『みずかがみ』を使った米
菓の開発

4840 滋賀県 Ｒｉａｎｇ －
働く女性を応援するリラクゼーションサロンの売上
アップ大作戦

4841 滋賀県 株式会社ヤススポーツ 2160001015715
レイクスオフィシャルショップリニューアルによる販売
拡大事業

4842 滋賀県 有限会社　ネヌケン 6160002006049
ＨＰとパンフレットによる滋賀県産材家づくりの販路
開拓事業

4843 滋賀県 有限会社　茶のみやぐら 1160002005724
商品PR・店舗イメージ刷新のための新デザインの看
板設置

4844 滋賀県 ソフトコルギサロンhioli －
地元密着・魅力発信型ソフトコルギ専門サロンの新
規顧客獲得事業

4845 滋賀県
株式会社リットー不動産
センター

8160001014133
ターゲットの明確化などウェブサイトの全面刷新によ
る集客アップ

4846 滋賀県 楽楽 －
特定の職業をターゲットに新「リンパ・ツボコース」を
アピール

4847 滋賀県 ｃｈｏｕｅｔｔｅ －
新メニュー「セルフ腸もみマッサージ」のＰＲと販路開
拓事業

4848 滋賀県 髪処　玉垣 －
外構のアスファルト化による、高齢者・着付利用者の
新規開拓

4849 滋賀県 株式会社タチイリ 8160001016807
車をおりて徒歩0分　来店しやすい店舗づくりで新規
顧客獲得

4850 滋賀県
株式会社　綜合設計アトリ
エ

6160001004929 地域ＮＯ.1　販路拡大を狙った特殊建築物調査!!

4851 滋賀県 株式会社リバーズ 4160001017131
働く女性と乳児撮影に安全と信頼を得る機器と撮影
背景の設置

4852 滋賀県 洋風割烹松井 － ３世代でフレンチが楽しめる店づくりによる集客拡大

4853 滋賀県 割烹　吉泉 －
こだわりの京料理を味わうストレスフリーの極上空間
づくり

4854 滋賀県 ＬＩＡ － 再毛プログラムによる頭皮改善美容室の展開

4855 滋賀県 株式会社都リース 5160001018582
「抗菌」「無臭」「防カビ」おしぼりの品質向上で販路
開拓

4856 滋賀県 有限会社スポットクリミ 4160002009631
リフォーム事業推進に伴う、展示スペース確保のた
めの店舗改装

4857 滋賀県
近江牛　焼肉　すき焼き
池もと

－ 案内看板設置による集客力強化事業

4858 滋賀県 ＳＵＮＮＹ － 出張訪問福祉美容で、“喜びと癒しを”

4859 滋賀県 株式会社　萩原建設 1160001006962 「一坪庭」ブランドによる民間・個人庭の販路開拓

4860 滋賀県 山内建設 － 先人の想いを未来に繋ぐ

4861 滋賀県 八兆 －
全メニューのリニューアル告知と宅配サービスによる
売上向上事業

4862 滋賀県 有限会社　丸忠 4160002007362
老舗京懐石料理店の調理時間短縮による新規顧客
の獲得
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4863 滋賀県 tanaka wooden works －
工場のショールーム化により新規顧客の獲得を目指
す

4864 滋賀県 はたらくのミカタ －
新役務「Googleマップとドローン空撮サービス」による
販路開拓事業

4865 滋賀県
株式会社　ＬＡＬＡ　ＨＯＭ
Ｅ

7160001016733 「家づくりセミナー」開催による新規顧客開拓事業

4866 滋賀県 光の穂 －
自家製ハーブの販路開拓とメニュー見直しで売上
アップ！

4867 滋賀県 有限会社　山川工務店 3160002012900 注文住宅の自社ブランド「アウレホーム」の販路開拓

4868 滋賀県 株式会社　びわ湖タイル 5160001013583 茶殻タイルを使用した靴の消臭材の開発

4869 滋賀県 ＺａＺａ －
自動車シートレールの塗装技術改善による国内シェ
アの拡大

4870 滋賀県 北村自動車 － 店舗の安心感・認知度向上による新規顧客開拓

4871 滋賀県 株式会社丸善奥村 7160001007708
予約システム・ＳＮＳ連携のＷＥＢサイト構築による
新規顧客獲得

4872 滋賀県 粕渕工務店 －
地域密着工務店のホームページ等ＩＴ活用でリフォー
ム受注獲得

4873 滋賀県 株式会社　紙eco 9160001009702
古紙回収業界にはないデザイン性に溢れる看板で
宣伝し販路拡大

4874 滋賀県 整体院　うらべ家 －
看板設置、ライトアップとパンフレット配布による新た
な顧客獲得

4875 滋賀県 豊辰 － 看板設置による女性客及び若年層の新規顧客開拓

4876 滋賀県
有限会社　オフィスイマニ
シ

9160002000395 地元新規顧客開拓の為の店舗看板の設置

4877 滋賀県 ポキポキ堂 － トレーニング事業強化による実費メニュー移行推進

4878 滋賀県 田中電機株式会社 2160001004734
HEMS導入を呼び水にした新しいビジネスモデルの
構築

4879 滋賀県 山庄製麺所 － オリジナル地域特産うどんの販路開拓事業

4880 滋賀県 有限会社マツク五 4160002001761
旨い海鮮と酒にこだわった会席料理予約専門店とし
ての宣伝戦略

4881 滋賀県 料理　魚石 －
新規事業”近江のおもたせ”ロゴデザイン作成による
顧客開拓

4882 滋賀県 万吾樓 －
健康志向のお菓子開発と店内飲食スペースの確保
による販路開拓

4883 滋賀県 ＰＡＲＴＳ―ＤＥＰＯ －
購入相談・修理及び整備用窓口開設によるドローン
の販売促進事業

4884 滋賀県 株式会社糀や儀平 5160001011736
家庭用食材宅配販路に対応するためのパッケージ
開発

4885 滋賀県 茶ろん坪六 － 「茶葉ビジネス」から「リラックスビジネス」へ

4886 滋賀県 株式会社フロウライド 5160001018624
ゴルフ場の「コース紹介動画」サンプル専用サイト制
作で販路拡大

4887 滋賀県
株式会社リノベーション
ホーム

1160001019064
工務店難民の地域にチラシを配布！まずはお試しリ
フォームから

4888 滋賀県 藤本酒造株式会社 3160001005203
海外市場への販路拡大に対応する英語併設ホーム
ページの整備

4889 滋賀県 株式会社セシマ 1160001017992
市内への折込み広告と看板を活用した顧客獲得の
ためのPR事業

4890 滋賀県 株式会社Ｍ・Ｒ 8160002004802
完全予約制サロンによるフルオーダースーツ販売店
舗の認知度向上
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4891 滋賀県 日本料理　糀屋 － 女性小グループの夜間利用を増やす販路開拓

4892 滋賀県 パン工房　ル・クプル － 新商品の開発と既存商品販売強化による販路開拓

4893 滋賀県 株式会社長谷川 8160001015767
瓦の高精度な施工図面のデータ化とＨＰによる販路
開拓事業

4894 滋賀県 魚仙 －
外国人観光客をお出迎えする日本らしい玄関設えと
荷物棚の設置

4895 滋賀県 お好み焼　のん －
店のアニマルイメージキャラクター“ぞう”のブランド
確立事業

4896 滋賀県 株式会社三立建工 7160001013375
最先端のアスファルト舗装工法を武器にした販路開
拓事業

4897 滋賀県 アプリ　栗東バウム工房 －
「栗東バウム×馬」にちなんだ新商品開発による販
売促進事業

4898 滋賀県 有限会社平井百貨店 4160002009796 店舗前看板の設置による新規顧客の獲得事業

4899 滋賀県 Ｓａｌｏｎ ｄｅ ＭａＬｕ － お試しコースの新設による販路開拓事業

4900 滋賀県 竹井商会 － 店舗のイメージアップを図ることによる販路開拓事業

4901 滋賀県 株式会社ブロッサム 8130001052490
好立地の土地オーナーを取引先にするための販路
開拓

4902 滋賀県 有限会社南製茶 7160002014496 女性目線の日本茶新商品企画開発による販路拡大

4903 滋賀県 有限会社　丸駒 3160002008592
地域高齢者に優しいバリアフリートイレがもたらす顧
客満足度向上

4904 滋賀県 竹山建設株式会社 7160001008474 コミュニティ―サロンを兼ねたスポーツジムのＰＲ

4905 滋賀県 グリーンの未来 －
研修用に改修した空き部屋利用による新規販路開
拓

4906 滋賀県 株式会社　ＧＯＫＩＧＥＮ 9160001014306 懐石料理等の宅配事業における販路開拓事業

4907 滋賀県 Ｅｌｖｉｔａ －
インターネットと電子媒体を活用したブランド発信と
顧客開拓事業

4908 滋賀県 前崎大工 － 忍者の町の「体験型家づくり」をPRし販路拡大！

4909 滋賀県 福井市之進商店 － 観光客に愛される店舗づくり

4910 滋賀県 株式会社デンキーズ 3160001018601
お手軽出張サービス、イベント開催で地域密着度ＵＰ
をめざす！

4911 滋賀県 川島酒造 株式会社 5160001011851
湧水を活用した“かばた”型ポケットパーク事業によ
る販売促進

4912 滋賀県 司工建 株式会社 8160001012319
老舗屋形舟「大井丸」事業継承による観光分野での
売上拡大

4913 滋賀県 小島建設 －
精密機器に係る工事対応による工場向けピット工事
の新規獲得

4914 滋賀県 千晃織物 －
塗装業界向け「養生シート」の新製品開発による販
路開拓

4915 滋賀県 髪処おかもと －
３０～５０代女性のネイル・リンパマッサージによる新
規獲得

4916 滋賀県 株式会社　植杢 1160001011822
エコプロダクツ2016出展による癒しの空間つくり販路
開拓事業

4917 滋賀県 石本指圧物療院 －
トイレ改装による高齢者に優しい店舗づくりとＰＲ事
業

4918 滋賀県 御菓子司　亀屋森吉 －
観光客をターゲットとした土産物開発による販路開
拓事業
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4919 滋賀県 薪来歩 －
薪ストーブの販売促進のための情報発信とリピート
利用推進事業

4920 滋賀県
MIHO HOLISTIC
HEALING SALON

－
販促ツールの作成による健康・美容サロンの広告・
宣伝事業

4921 滋賀県 有限会社グリーン藤栄 0160002011216
ホームぺージの再編による有機農産物・有機加工食
品の販売促進

4922 滋賀県 Yukio's farm － ＥＣサイト構築による「みずかがみ」の販路開拓

4923 滋賀県 リ・ソート株式会社 2160001018825
現場支援者との連携と事業分野拡大による新規顧
客獲得事業

4924 滋賀県 松井建設株式会社 6160001002230
木組み工法のサイクルスタンドの制作販売による新
規顧客獲得事業

4925 滋賀県 ヒール・ガーデン －
比良の豊かな自然環境を活かした独自のヨガセラ
ピーの販路開拓

4926 滋賀県 さくらい整骨院 －
来院障壁対策・強みアピール・整形外科連携による
新規顧客獲得

4927 滋賀県 株式会社二五八のうけん 1160001019320
ホームページ及び新聞折り込みチラシによる宣伝・
広告

4928 京都府 株式会社Ｇｙｏｂｕ 9130001055897 丹後初のグランピングサイトの構築による集客力ＵＰ

4929 京都府 堀池商店 － 洗車のスピードアップでお客様を待たしません

4930 京都府 庭　楽遊 － 販売促進活動の改革による販路拡大

4931 京都府 海辺の宿　夕凪 －
顧客管理機能を使った販促活動と食事提供時の顧
客満足度向上事業

4932 京都府 有限会社　炭平旅館 1130002033851
サイトリニューアルによる新規顧客獲得とオフシーズ
ンの稼働率アップ

4933 京都府 日本料理　閑清居 －
団体向けﾗﾝﾁ営業強化の為の店舗改装と、販路の
開拓

4934 京都府 来来亭　京丹後店 － 店舗改装とイベント実施による販路開拓

4935 京都府 水里舘 －
「心も体もリラックス！」サロン＆カフェの併設による
新事業

4936 京都府 株式会社谷口清風園 3130001037918
自社のこだわりの鮮度保持技術をPRする媒体作成
による新規顧客開拓

4937 京都府 おしゃれサロン　エミー －
高齢者向け訪問美容サービスの拡充による販路開
拓

4938 京都府
有限会社ウィルコンサル
タント

1130002029916
杭の打ち直し工事をゼロにする地盤調査の提案で、
販路を開拓する

4939 京都府 セイビデンキ花住坂店 －
リフォーム及びトータルサポート事業のためのチラシ
作成及び配布

4940 京都府 ㈱京都栄養科学研究所 8130001037013 １００％京都による「Made in Kyoto青汁」の販売

4941 京都府 松田餃子店 － 子育て世代への認知拡大、来店顧客数向上事業

4942 京都府 三和薬局 －
無料紙のコラム連載と郵便局窓口での手渡しチラシ
による顧客獲得

4943 京都府 お食事処　なかじま － 高齢者ニーズに対応した椅子付きテーブルの導入

4944 京都府 ヘアーリゾートリペ －
リンパマッサージで満足頂き、トータルビューティーを
目指す

4945 京都府 JAHPON LAND －
ステンドグラス遊園地改装計画により集客、売り上げ
を伸ばす

4946 京都府 株式会社　プロキダイ 0190001005343
サイクルイベントへの出展で効果的なプロモーション
を行う事業
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4947 京都府 Chaines　Couture － バレエグッズの開発と販路開拓

4948 京都府 老犬ホームあん －
犬の住環境の向上及び受入体制の強化を図り売上
を拡大する

4949 京都府 株式会社伸輝開発 0130001030149 空き家管理サービスと資産活用による販路開拓事業

4950 京都府 pave　nature －
お客様の要望に応える為の新商品の開発、新しい
素材への取り組み

4951 京都府 ほっこり食堂 －
新規顧客獲得の為のオープンキッチンへの改修・Ｗ
ＥＢ販促

4952 京都府 イヌイモーターワークス －
海外製タイヤのネット購入代行・取付を入口とした新
規顧客の開拓

4953 京都府
株式会社　WAIRA
TAMBA

3130001055052
丹波特産規格外原材料をフル活用した自社商品構
築による販売拡大

4954 京都府 プチ・ラパン －
ホームページを利用した『オンライン予約システム』
の導入

4955 京都府 株式会社タミヤ 9130001038778
京田辺の特産品である玉露を使った玉露そばランチ
メニューの実施

4956 京都府
フィトンチッドジャパン株式
会社

3140001086435
新規販路構築の為の広告ツール政策と直販サイト
の充実

4957 京都府 有限会社ハート 8130002031238 無農薬・無肥料農産物の産直ネット販売

4958 京都府 石堂ふとん店 － きものリメイク布団とこだわりふとん店の発信事業

4959 京都府 ibuki －
椅子張替の新規客を6倍UPするwebサイトリニューア
ル

4960 京都府 ウッドワークスＭＩＮＯ －
店舗什器市場への参入に向けたＮＣルータプログラ
ミングの簡素化

4961 京都府 有限会社　龍雅設備 4130002031365
自社ＨＰ再構築によるエンドユーザー及び新規取引
企業の販路開拓事業

4962 京都府
株式会社丹後岩木ファー
ム

9130001043159
「特別栽培米から作る最高級米焼酎」の販路開拓と
ブランド構築

4963 京都府 カットハウス あ・ぽいんと －
自社製作商品の販促ツール作成と美容トータルプロ
デュース活動

4964 京都府 たつみ印刷 －
ホームページのリニューアルによる新規顧客獲得事
業

4965 京都府 珪鋼商事株式会社 3130001038718 短納期ニーズをとらえるための生産性向上

4966 京都府 株式会社ケイスタンダード 8130001055147 展示場のライト設置

4967 京都府 有限会社真鍋組 0713000203387
当社開発工法をわかり易く纏めた小冊子の作成と活
用した営業活動

4968 京都府 有限会社　中井製茶場 6130002029713
海外向けホームページとパッケージ制作による小売
向け販路の拡大

4969 京都府 山城書店 －
受注コーナー新設による客注強化　レジカウンター
改善事業

4970 京都府 オースティン －
定期ライブイベントの開催で新規顧客の獲得と販売
促進事業

4971 京都府 cut space noel － エステベット等を購入し、売上アップと新規顧客獲得

4972 京都府 創作工房　糸あそび －
ショールーム、商談室の整備による新規顧客へのプ
レゼン力の強化

4973 京都府 有限会社　堀岡建材 2130002029758
防犯対策はバッチリ！安心生活のお手伝い（戸建住
宅の防犯対策）で販路開拓

4974 京都府 hair salon ARY －
店舗環境の充実及び情報誌活用による顧客獲得と
リピート率向上
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4975 京都府 有限会社コマキデンキ 9130002033910
新規住宅設備分野への設備投資を通じての販路開
拓と社員研修事業

4976 京都府
有限会社京丹後ふるさと
農園

2130002033982
自社ＨＰのネット販売体制の強化と販促ツール充実
による販路開拓

4977 京都府 アトリエＨiro －
店舗バリアフリー化と新型椅子導入及びチラシ配布
による販路開拓

4978 京都府 きむらフローリスト －
教室部門の強化とコミュニティスペースの有効活用
による顧客誘導

4979 京都府 宿院　幹久 －
美味しいからまた欲しいと思わせる乙訓みやげの開
発と販路開拓

4980 京都府 株式会社林自動車工業 1130001043199
診断機導入による電気・ハイブリット車の取込み売
上アップ事業

4981 京都府 山崎電気株式会社 6130001040670
店舗改装工事による展示スペースの拡充と店舗機
能の強化

4982 京都府
有限会社 関西土地管理
センター

0130002028493
新たな測量ソフト導入によりビジネス機会を確実に
掴む

4983 京都府
小野甚味噌醤油醸造株
式会社

2130001042654
国内外における新規顧客獲得に向けたブランディン
グ戦略事業

4984 京都府 尾﨑林産工業株式会社 0130001037797 国産材木製品をネットでオーダーメイド

4985 京都府 株式会社久保工務店 5130001043006
新ターゲット若年層向けＷＥＢ戦略強化と施工住宅
見える化事業

4986 京都府 嶋岡工務店 －
新しい事業であるホームインスペクションによる販路
拡大

4987 京都府 株式会社ベーカリータカタ 7130001047161
インターネット販売と移動販売の販路開拓及び飲食
店集客事業

4988 京都府 喫茶ブルータンゴ －
地元海産物を活用した食の提案による集客拡大事
業

4989 京都府
株式会社Challenge Of
Soul

0130001053953 楽天市場内ホームページのリニューアル

4990 京都府 有限会社鹿間工業 5130002031793
元請け工事受注を目的とした営業力強化と情報発
信能力の強化

4991 京都府 有限会社　岩本製作所 6130002030927 シリコン製、蓄光防災商品のオリジナルブランド事業

4992 京都府 株式会社とト屋 5130001042957
多言語化対応による外国人観光客の集客力向上事
業

4993 京都府
Bar Belini (バー　ベリー
ニ)

－ 出張Bar及び特産品のセールスプロモーション事業

4994 京都府 有限会社アリアソシエイツ 5130002032387
顧客満足度向上に向けた自社ブランドの確立と生産
力の強化

4995 京都府 檜-ひのき-鍼灸接骨院 －
「足と靴のスペシャリスト」で健康的な未来を実現及
び販路拡大

4996 京都府 有限会社創造工房 4130002033799
世界に通用する丹後のハイレベル食材をＥＵトップ
シェフに！事業

4997 京都府
株式会社アルファゼミ
ナール

4130001054482
看護学校受験に特化した通信制高等学校のサポー
ト事業

4998 京都府 三景印刷株式会社 5130001040812
冊子・伝票を極小ロットで発注可！モバイルユー
ザーへの販路拡大

4999 京都府 株式会社　亀田屋 8130001042946 顧客ニーズに応えるレンタリース事業への新規参入

5000 京都府 ヴァニーユ －
自社ブランドの焼き菓子「椿姫」の認知度向上と広報
強化

5001 京都府 クスカ株式会社 8130001040636
KUSKAレディースブランドを立ち上げ新たなマーケッ
トの獲得に繋げる

5002 京都府 株式会社　ベニー 2130001048429
お誕生日ケーキの販路開拓と、写真チョコプレートの
販売
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5003 京都府 はしもと英会話教室 －
業務改善で時短！独自カリキュラムの確立と生徒募
集ツールの構築

5004 京都府 居酒屋てんてん －
両面式ガスグリル導入による失注分減少と収益構造
の改善

5005 京都府 堀井クリーニング店 －
システム導入による業務効率化と販促による高付加
価値品への特化

5006 京都府 ボックス　ヒシダ － 七五三用組立箱の生産体制の確立

5007 京都府 京北石油株式会社 3130001026053
融雪剤による自動車塩害防止の為の温水洗浄機に
よる塩落し事業

5008 京都府 米嶋銘木 － 自動水圧皮剥き機械の新型システム導入事業

5009 京都府 Hair's ZakuZaku －
高まるエステ・髪の健康ニーズに応える設備導入と
営業活動の開始

5010 京都府 藤本林業 － 林業家が提供する自然のままの「割り薪」販売計画

5011 京都府 株式会社サンタン不動産 9130001042672 情報提供の強化による顧客サービスの拡充を図る。

5012 京都府 有限会社　亀屋廣清 8130002022947
店舗改修店前広告とイートインスペースで観光客を
集客する事業

5013 京都府 ひろせのさん髪や －
女性客の声を活かした新メニュー開発と店販商品の
販路拡大

5014 京都府 舟屋の宿 蔵 － インバウンド対応によるＷＥＢサイト作成

5015 京都府 パール染色株式会社 8130001034943
来春夏向けのサンプル帳作成とHP開設による提案
型受注の実現

5016 京都府 有限会社布安商店 9130002028373
直送！宮津漁港から家庭の食卓へ！販売促進で売
上アップ事業！

5017 京都府 京北すえひろ －
外国人観光客向け「鯖寿司づくり体験」のメニュー化
及びＰＲ

5018 京都府 舟屋の宿　まるいち －
舟屋で泊まり、舟屋から釣船に乗り『釣りラクゼー
ション！』

5019 京都府 長岡銘竹株式会社 9130001030322
異業種ネットワークを使ったインテリア商品の開発と
販売促進事業

5020 京都府 有限会社コルクハウス 1130002030337 高齢化社会に対応した住宅ソリューション事業

5021 京都府 ボディーショップ岩前 －
ネットで購入！持込パーツ修理・取り付けサービスの
販路開拓

5022 京都府 地域プロデュース越治 －
地域の生産者の営業・広報事業を活かした販路開
拓

5023 京都府 北村写真研究所 － シニア層の新規顧客を獲得するための写真館づくり

5024 京都府 料理旅館きぐすりや －
インバウンド獲得！文化と会席料理を里山の古民家
で味わう

5025 京都府 コウジュササキ株式会社 4130001040838 新規販路開拓、並びにコンビネーション新商材開発

5026 京都府 与謝娘酒造合名会社 1130003002764
世界初！与謝野ホップの地酒スパークリングとソフト
クリーム開発

5027 京都府 アストグリーン －
醸造で生じる廃棄物「酢の澱」を有効活用した農業
資材の商品開発

5028 京都府
有限会社シバタシステム
サービス

7130002026494 生体組織カッティング器具の開発と販路開拓

5029 京都府 株式会社　水口 2130001049385
オリジナルメニュー等をHPでPRすることで客数の増
加を図る

5030 京都府 プロショップフジイ －
ホームページ開設等によるプロモーションの推進と
販路開拓
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5031 京都府 焼肉金竜 －
高齢者及び外国人の満足度が向上する「堀こたつ」
の設置改装事業

5032 京都府 株式会社福山 8130001042962
かにすきセットの商品化及び通信販売による顧客満
足度向上事業

5033 京都府 株式会社　橋本水産 6130001056155 京都伊根産イワガキ販路拡大事業

5034 京都府 有限会社コテラ企画 2130002028652
価値のある短納期印刷実現のためのWEB受注サー
ビスによる販路開拓

5035 京都府 ふくふく庭 －
特殊伐採専門業者としての確立を図り、地域の住環
境を維持する。

5036 京都府 アイハウス － BBQ事業本格展開の為の施設整備による販路開拓

5037 京都府 アルモニーア －
利便性向上と作業効率改善による顧客満足度向上
と売上の拡大

5038 京都府 THE CARS －
自社ブランドの立ち上げに於ける商品開発及び宣伝
広報活動

5039 京都府 Nail School＆Salon*LBL* －
くつろぎの空間演出と店舗イメージ一新による顧客
開拓と売上拡大

5040 京都府 河田建材 －
設計業務部門設立による会社体力強化と販路拡大
による売上アップ

5041 京都府 有限会社 桐村製材 8130002032970
檜端材を使っての新商品開発とリアルとネットを活か
した販路拡大

5042 京都府 blueto － 暮らしのリノベーション メディアサイト構築事業

5043 京都府 十倉計治郎商店 －
地域の子供の安心・安全を守る！遊具の点検・修理
サービス強化

5044 京都府 京和あずま株式会社 8130001036675
自園自製の「オーガニック宇治抹茶」をアメリカ市場
へ販路開拓

5045 京都府 串揚げ　おでん　岡花 －
グリラーを導入することでサービス充実を図り新規顧
客を獲得する

5046 京都府 株式会社　ＬＩＶＥ 9120001188822 買い物！お手伝い！安心サービス

5047 京都府 株式会社小川電気商会 1130001037795 地元顧客向け販路開拓のための取組

5048 京都府
株式会社システムクリエイ
ト

1130001039651
防犯監視カメラ事業の広告宣伝及びカメラ制御用ソ
フト開発事業

5049 京都府 養父織物 －
独自の引箔織物で新たなOEM商品開発と生産強化
による販路拡大

5050 京都府 村山木工 －
立体的組子細工を製造する村山木工のWEBサイト
製作事業

5051 京都府 登　喜　蔵 － 「登喜蔵」ブランドの情報発信による販路拡大

5052 京都府 株式会社ヒロパラボ 5130001027181
鋳造加工が特徴の独自ブランド開発と展示会＆ネッ
トでの販路開拓

5053 京都府 はなだや印刷 －
京丹波町産野菜をラベルでブランド化！農家さんの
販促シール販売

5054 京都府 トシアンティークス － オーダーメイドステンドグラス制作・施工の販路開拓

5055 京都府 ナカヤス －
ワークショップ教室の実施とオリジナルノートの制作
販売

5056 京都府 ちりめん山椒　千京 －
ちりめん山椒のリピート率向上の仕組みづくりと新規
開拓

5057 京都府 MLG －
ピンゴルフ　フィッティング店舗としての充実・販路開
拓

5058 京都府 シミズクリーニング － 染み抜き技術の実演による販路拡大事業
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5059 京都府 居酒屋　一心 － 男が惚れる居酒屋へ！メニュー充実と店舗改装

5060 京都府 株式会社ゲットバリュー 0713000104884
予約システムの構築によるポータルサイトの強化と
交流人口の増加

5061 京都府 株式会社　文京堂書店 5130001030400
生活うるおい提案型顧客満足・店舗内外商販路開拓
事業

5062 京都府 株式会社マツダ 7130001053242
ホームページ開設と会社案内作成による新規販路
開拓

5063 京都府 有限会社　すなお美容室 7130002033879
最新ヘッドスパ用シャンプー台増設によるお客様の
満足と売上ｕｐ事業

5064 京都府 株式会社　糸利 7130001040736
素材メーカーから自社製品販売への転換（下請けか
らの脱却）

5065 京都府 洋風酒膳　うまかろう － 女性・家族向け商品提供等による販路拡大

5066 京都府 有限会社ゆすら 5130002025333
スーパードルフィー愛好者への本格的な和テイスト
衣装の製作販売

5067 京都府
株式会社アッシュコーポ
レーション

0130001027939
当社ビルへの大型看板設備設置によるサービス内
容のアナウンス

5068 京都府
乙訓イケダ住設建材有限
会社

0130002025078
高齢者世帯向けのきめ細やかなまごころリフォーム
の販路開拓

5069 京都府 株式会社　上辻園 4130001037891 高級スーパー向けの新商品開発及び販路開拓事業

5070 京都府 株式会社西出製茶場 7130001039745
フレーバー宇治抹茶、フレーバーティーバッグ開発と
海外販路開拓

5071 京都府 トップス（TOPS） －
大学生を対象にしたバイク運転マナー教室開催など
による販路開拓

5072 京都府
HAIR STAGE  Y’s
COLOR

－
増毛エクステ導入・営業時間の延長・店頭メニュー看
板の設置

5073 京都府 有限会社Spark kei 1130002025774
理想のなりたい髪形をかなえてくれる美容室実現に
よる収益拡大

5074 京都府 有限会社リープフード 8120002075392
ＰＯＳレジ導入による商品管理、新規顧客獲得と高
齢者対策

5075 京都府 伸幸建設 －
ご先祖のお墓を大切に長く守るための石材メンテナ
ンスの販路開拓

5076 京都府 坪国造園有限会社 5130002033807
樹木内診断装置を導入し、売上アップと新規顧客の
開拓

5077 京都府 熊野酒造有限会社 9130002033869
香港最大級の酒と食の物産展出展により海外で新
たな販路を獲得

5078 京都府 株式会社　エチエ農産 7130001043136
イメージアップにつなげる大型看板と誘導看板による
新規顧客獲得

5079 京都府 梅鉢園 －
高齢者が孫世代とも楽しめる庭のバリアフリー化事
業

5080 京都府
シェルサウンド尾江有限
会社

7130002033796
高齢者、足腰の不自由な方への負担を軽減する１階
離れの活用

5081 京都府 株式会社　奥田 1130001038678
希少価値のある襖紙・屏風等の建築デザイナーへの
販路拡大事業

5082 京都府 高田茶園 茶濃香 －
西欧の展示会参加と日本茶講座開催により新たな
マーケットを獲得

5083 京都府 株式会社小谷常 7130001042856
ホームページ活用による四季型観光推進に向けた
新設旅館ＰＲ事業

5084 京都府 理容ヤスイ －
理容室で頬と口角をひき上げるエイジングケアと頭
皮ケア

5085 京都府 大谷茶園本店 －
訪日外国人旅行者向け茶製品自社ブランド商品開
発事業

5086 京都府 有限会社　吉野理容室 0130002030525 レディースシェービング＆エステ・マッサージ
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5087 京都府 Puut Cocous －
Webショップ・ホームページ製作による販路開拓、新
規顧客開拓

5088 京都府 工房南十字星 －
ホームページのリニューアルによる来店客数の増加
策と売上向上

5089 京都府 冨士モータース －
最新スキャンツール導入による業務効率化と売上向
上

5090 京都府 藤田接骨・鍼灸院 － 若年層確保のために視覚に訴える内外装工事

5091 京都府 株式会社ナカムラ 0130001030316
デザイン・ホームページ・イベント等を入口とした高性
能住宅の販路

5092 京都府
plusSHIN設計一級建築士
事務所

－
デザイナーズブランド設計の受注に向けたホーム
ページ開設

5093 京都府 味工房ひさみ －
ＷＥＢサイト及びＥＣサイトの活用による加工商品の
販路開拓事業

5094 京都府 Farm おかよし －
トイレ新設とサービス充実による新規顧客獲得及び
リピート率向上

5095 京都府 靴かじりウィンディ －
地域のｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ空きスペースで「つながるﾏｰ
ｹｯﾄ」イベント開催

5096 京都府 山ちゃん －
高齢者等のための健康長寿弁当等の開発及び販路
開拓

5097 京都府 やってみる －
宇治茶などの産地、相楽3町村ストップ限界集落！・
地域活性化！

5098 京都府 民宿　砂の館 －
使用できなかった狭い部屋を繋げ、十分な広さと高
齢者に配慮した部屋へ改装

5099 京都府 宇野　勝 －
営業ツールを充実し、薪ストーブ市場のシェア獲得を
狙う

5100 京都府 高野竹工　株式会社 3130001001246
古材に関する海外展示会でのテストマーケティング
とHP作成

5101 京都府 田勇機業株式会社 9130001042879
海外向け新商品（生地）の開発と海外展示会出展に
よる販路開拓

5102 京都府 （株）シャレード 4130001030145 新規顧客獲得の為のイベント及び店舗改修事業

5103 京都府 TMゼミ －
中高一貫コースの設置とその販売促進による収益
向上事業

5104 大阪府 ヒヨシ木材株式会社 7120101042798
製品ホームページの制作による広域的な新規顧客
開拓事業

5105 大阪府 株式会社Ｒｅｂｏｒｎ 5120101049291
ホームページリニューアルによる新規顧客獲得とス
マホ対応化事業

5106 大阪府 つくし － 女性客を集客するためのリフォーム計画

5107 大阪府 神戸来来 － 売上拡大のための店舗改装事業

5108 大阪府 株式会社オアシス 6120101042898
地球に優しいカーコーティング及びリフィニッシュ商
品販促事業

5109 大阪府 Chatto工房 －
繊維のまちの技術を活かした多様な縫製加工対応
による受注拡大

5110 大阪府 アイソック株式会社 5120101053566
高野山開創１２００周年記念作務衣・頭陀袋の宿坊
ルート販促事業

5111 大阪府 エルグテクノ株式会社 9120101042912
国産材使用ＪＡＳマーク付ＣＬＴ流通拡大に対応する
加工機販促

5112 大阪府 すぎはら鍼灸整骨院 －
薬に頼らない東洋医学自費診療メニュー強化による
利用者拡大事業

5113 大阪府 ひろっちゃん －
食を通じた高齢者のコミュニティスペースへのリ
ニューアル事業

5114 大阪府 松井建設株式会社 7120101042823
地域の小規模工事受注強化による新規取引先開拓
事業
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5115 大阪府 櫻井善章税理士事務所 －
簡易税務相談無料サービス広報強化による地域顧
客開拓事業

5116 大阪府
ペットケアサポート ゆい
はぁと

－
新規ペットホテル事業展開の為の設備充実化、新規
顧客開拓

5117 大阪府 とくたけ司法書士事務所 －
相続人の時間と労力と精神的負担軽減のための
サービス広報事業

5118 大阪府 奥野ぶどう園「美果園」 －
インバウンドを含む団体客の受入れによる直売所の
売上向上

5119 大阪府 玄米屋の玄さん －
美味しく食べて健康に！お米と玄米の魅力を情報発
信して販路開拓

5120 大阪府
株式会社ピース・ファクト
リー

2120101050327 外国人観光客が入店したくなる店舗開発事業

5121 大阪府 ドッグサロン　ユン － 犬の美容、会員制フリースポーツクラブ

5122 大阪府 南花台田辺整骨院 －
軆バランス整体・骨盤矯正ができる治療院の認知度
UP事業

5123 大阪府 河洋美容室 － 女性専用の育毛システムを活用して集客率ＵＰ事業

5124 大阪府 ＢｏｄｙＳｈｏｐ神谷 －
定期的ご来店商品（タイヤ交換・オイル交換・車検）
の販路開拓

5125 大阪府 とんかつダイニング大地 －
銘柄豚・地産地消食材を使用したとんかつ料理店の
プロモーション

5126 大阪府 合同会社キャリアジェンヌ 5120103001093
女性の社会復帰・キャリア支援を行う人材を養成す
る会員組織構築

5127 大阪府 吉田鍼灸整骨院 － 地域医療に貢献する総合的介護予防サービス

5128 大阪府 向井装飾 －
業務拡大にともなう顧客新規拡大のためのチラシ及
びＨＰ制作事業

5129 大阪府 有限会社　摂津防災設備 9120902008789
設備・建設業者に対して見積書・確認書を迅速に提
示する

5130 大阪府 株式会社ピーシー販売 1120901008079
“小型・軽量・パワフル林業ウィンチ”展示会出展とＨ
Ｐによる販路拡大

5131 大阪府 株式会社エルエフ関西 7120901030606
パッシブサンプリング法を用いた個人ばく露測定
サービス普及推進

5132 大阪府 なっちのプリン －
お客様の感動を育む『オンリーワンバースデイケー
キ』開発・ブランディング

5133 大阪府 モリモトクリーニング －
地域に徹底的に密着した衣服への想いを届ける
POS活用した販路拡大

5134 大阪府 天戸瓦 －
「息をする屋根が体感できる」体感型屋根瓦ショー
ルームの展開

5135 大阪府 beans － 雑貨の委託販売新設に伴う販路拡大

5136 大阪府 内藤ピアノ教室 － マタニティ接点の増加による新規顧客拡大

5137 大阪府 株式会社ハウスイン 2120101034395
新規オリジナル開発おおさか河内材インテリア製品
の販売促進事業

5138 大阪府 Ra‐ffinee DOUX －
縮毛矯正専門店に特化した強みの明確化による顧
客拡大

5139 大阪府 ﾊﾞﾙｰﾝｼｮｯﾌﾟ Angela Luce － 　店舗向けオリジナルロゴバルーン商品の展開

5140 大阪府 (株)冨士屋製菓本舗 1120101031170
ブランド再構築と新販路開拓のためのホームページ
リニューアル

5141 大阪府 株式会社　GAUDI 1120101024562
大形物件の省エネ改修工法を中心としたリフォーム
受注増加

5142 大阪府 今昔の玉手箱 － 彫貼紙のセールスの海外展開と技術の継承
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5143 大阪府 株式会社ワコー 5120101034632
遠隔市場の本格参入を目的とした新商品開発による
新規顧客の拡大

5144 大阪府 株式会社ムク 0000512090101
レンタルスペース開放による新規顧客や集団客への
販路開拓

5145 大阪府 ウエダ住宅設備 －
新技術や機器導入による「施行管理一本化」で販路
拡大を実現

5146 大阪府 きむら鍼灸整骨院 －
イベントや行事への積極的活動による院のPR活
動！

5147 大阪府 雅工房 －
当町　近隣市町村への当社認知度アップとリフォー
ムの受注増加計画

5148 大阪府 有限会社神谷鉄工所 3120102017951
技術訴求型ホームページとDMによる販路開拓での
脱下請け戦略

5149 大阪府 小田電業 －
企業向け空調工事業務拡大のための冷媒回収サー
ビスの開始

5150 大阪府
株式会社リカーアンドフー
ズ

8120101044835
弁当・惣菜のブランドイメージ定着・販路拡大（大口
受注含む）

5151 大阪府 ワナビー －
大阪トーフスープのお持ち帰り、ギフト用商品の開
発、販路開拓

5152 大阪府 株式会社佐渡家具 5120101044615
ホームページ作り替え、チラシ折り込み、野立て看板
設置及び店内写真撮影

5153 大阪府 ナカイ製菓㈱ 4120101044715 製造工場における衛生面強化PR事業

5154 大阪府 株式会社　和紙の布 4120101045795
環境に優しい展示会に出展することによる販路開
拓。

5155 大阪府 べじたぶるぱーく －
六次化を実践する安心安全の野菜ジャム・お米ジャ
ム販路開拓事業

5156 大阪府 株式会社　谷尾 1120901021239
インターネットによる弊社の伝統技術の発信及び顧
客獲得増大

5157 大阪府 有限会社金田家具 2120102027514 既存顧客への新商品提案と新規顧客の獲得

5158 大阪府
有限会社ビビディバビディ
ブ

3120102028057
当社オリジナル商品の開発と全国子供服店への販
路開拓

5159 大阪府 株式会社ベリーデコ 8120101046815 ネット販売の強化による市場の拡大と知名度の向上

5160 大阪府 ニコニコ太陽介護タクシー －
愛され信頼される介護タクシーを目指す顧客関係性
強化の取り組み

5161 大阪府 下中自動車株式会社 6120101040415
安全運転促進による地域貢献と顧客接点の強化に
よる固定客増大

5162 大阪府 坂口佐タオル有限会社 1120102024132
医療用施設のニーズに応える新製品の開発と試作
品の配布

5163 大阪府 株式会社ルート１ 2120101048817
平屋建築をブランド化にする事で建築請負の販路開
拓

5164 大阪府 ぎょーざやさん －
様々なツールを活用したインバウンド観光客集客に
よる売上向上

5165 兵庫県 英建設有限会社 7140002037796 固定客の囲い込みと同業者との差別化

5166 兵庫県 麗萌書道教室 － 生徒数の新規獲得と指導内容の充実事業

5167 兵庫県 大田産業株式会社 6140001044497
災害時には収納された機材が取り出せるベンチの開
発、販売

5168 兵庫県 株式会社アムデック 1140001063304
ホームページ刷新による新規顧客の獲得及び販路
拡大

5169 兵庫県 牛尾立正園 －
移動用商談スペースによる「人工芝」施工の成約率
の向上計画

5170 兵庫県 鮮魚・氷　竜中 － リーフレット作成・店内改装による新規顧客の獲得
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5171 兵庫県 株式会社久下 8140001101230 ホームページ有効活用による戦略的販促活動

5172 兵庫県 ROLL OUT株式会社 5140001091929 施設利用者拡大に向けた取組み強化

5173 兵庫県 イマニシ毛皮 －
設備強化（専用ミシンの導入）による小売部門強化
事業

5174 兵庫県
有限会社レストランみず
ばしょう

2140002039211
観光地「天滝」のブランドを活用した情報発信による
集客強化事業

5175 兵庫県
有限会社タイム企画旅行
社

5140002068653
タイ国で訪日に特化した旅行支店を開設し海外展開
事業を図る

5176 兵庫県 ＴＲＥＡＴ －
女性力アップのための「まつ毛エクステ」サービスで
売上拡大計画

5177 兵庫県 大樹園 －
お客様ニーズに沿った新メニューを周知する販路開
拓事業

5178 兵庫県 Pizzeria da FIORE － 視認性の良い看板・サインパネルの製作設置

5179 兵庫県 こころの里　懐 －
新たに発見した観光資源「不動滝」を活用した新宿
泊プラン開発

5180 兵庫県 株式会社松田アルミ 3140001047016
動画コンテンツ・SNSを利用した新規個人顧客獲得
事業

5181 兵庫県 くめだ食品 －
移動販売車での販売拠点を増やすことによる新規顧
客の獲得

5182 兵庫県 Ｙショップ　かげやま －
イートインコーナーの設置によるくつろげる憩いの空
間を提供

5183 兵庫県 有限会社光栄製作所 8140002033068
バイオコークスを燃料としたロケットストーブの開発
販売

5184 兵庫県 道満 －
移住者が作る田舎の恵みを楽しめる新メニューによ
る新顧客の開拓

5185 兵庫県 株式会社碧木商店 9140001040320
明瞭計量！出張先でもお客様に見てもらえる計量で
信頼の商売を！

5186 兵庫県 株式会社ゑびすや百貨店 7140001075335
健康教室開催情報の発信による地域高齢者の健康
増進と売上増進

5187 兵庫県 株式会社西脇印刷 2140001075760
看板製作部門の新規立ち上げに伴う販路拡大の取
組み

5188 兵庫県 株式会社メイク 5140001075948
一般消費者向けオーダーカーテン事業化による販路
開拓事業

5189 兵庫県 柏原加工紙株式会社 8140001040981
成功体験のビジネスモデルをめざす花業界展示会
への初出展

5190 兵庫県 クレハ綿業 －
新たなプリント技術の導入・周知による売上向上計
画

5191 兵庫県 STUDIO　Ciel － シニア向けコースの開講による新規顧客獲得

5192 兵庫県
有限会社関西創愛ファニ
チュア

1140002063138
販路開拓を目的にした『東京ゲームショー２０１６』へ
の出展

5193 兵庫県 78株式会社 5140001066229
看板設置及びチラシポスティングによる認知度向上
と集客力アップ

5194 兵庫県
ベースボールプロショップ
ＷＩＮ

－ 店舗二階倉庫を売り場へ改装し販売力向上

5195 兵庫県 エソラワークス －
オーダーメイドぬいぐるみ・子供向け携帯電話カバー
の販路開拓

5196 兵庫県 株式会社天然温泉石道 9140001079499
食事処の座布団席から一部テーブル席移行に伴う
シニア層販路開拓

5197 兵庫県 こさかや － 小規模人数に対応できる「宴会部屋」の増設

5198 兵庫県 株式会社こころ 9140001096981
増築による顧客、地域ニーズに沿った体制の構築、
安定した運営
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5199 兵庫県 ミウラ株式会社 8140001039363
城下町にあった店舗看板改装と看板刷新記念セー
ル事業

5200 兵庫県 有限会社ＮＡＫＡＧＡＷＡ 6140002032658
改修工事による顧客満足度向上とＰＲによる新規顧
客獲得作戦

5201 兵庫県 Linda Linda －
とうとうやります！まつ毛エクステ専用ルームでご新
規獲得大作戦

5202 兵庫県 ヘアーメイク　フレーバー －
男子大学生をターゲットとした認知度アップによる新
規顧客獲得

5203 兵庫県 Rita' －
好立地とソーシャルメディアを生かした新規顧客獲
得計画

5204 兵庫県 囲炉裏の宿　豊楽 －
旅館客室用洗浄機能付便座とAEDの設置による宿
泊客増加事業

5205 兵庫県 あすなろ －
メニュー増加を反映させた看板リニューアルによる客
数アップ事業

5206 兵庫県 喫茶ナウ － 店舗のリニューアル化による来店客数の増加計画

5207 兵庫県
メナード化粧品東播代行
店

－
「モノ売りからコト提案へ…」新たなファンづくりのた
めの取組

5208 兵庫県 アディック兵庫 －
空撮事業ＰＲを目的とした自社サイトのレスポンシブ
デザイン化

5209 兵庫県 岸本鍼灸整骨院 －
女性客の好感度を高める、落ち着きある院内の雰囲
気作り

5210 兵庫県 足立織物株式会社 2140001075257
既存の真空パック技術を応用したSP分野向け新
サービスの展開

5211 兵庫県
TOTAL PHOTO LIFE サ
ンダ

－
SNS連動の新ホームページとタウン情報誌広告によ
る新規顧客獲得

5212 兵庫県 ＨＡＲＵＮ －
喫茶コーナー活用による新規顧客獲得、および客単
価向上計画

5213 兵庫県 西山畳商会 －
高齢者向け市内巡回サービスによる新規顧客獲得
計画

5214 兵庫県 株式会社夢街人とうじょう 6140001075154 北播地区特産品「田舎巻きずし」売上アップ計画

5215 兵庫県 株式会社おぐら 6140001041429
手づくり赤ちゃん布団の販路開拓による新規顧客獲
得の取組み

5216 兵庫県
株式会社丹波悠遊の森
協会

8140001041518
設備充実と燻製事業立ち上げによるバーベキュー
ユーザーの獲得

5217 兵庫県 アンヌ　マリー －
イキイキと元気な女性を創出させる「健康美」のＰＲ
事業

5218 兵庫県
株式会社まさゆめさかゆ
め

1140001094489
カフェスペース設置による観光客のお土産需要の拡
大と台湾への販路開拓

5219 兵庫県 クチネッタ　コメプリマ －
店舗拡張による機会損失の削減を図り、売上高２
０％向上を目指す

5220 兵庫県 茶寮　ひさご －
40代～60代女性の『美容と健康を応援する料理』提
供によるﾘﾋﾟｰﾄ率向上

5221 兵庫県 アール － 当店独自のエステシェーブサービス強化事業

5222 兵庫県 株式会社栄建 2140001041572
リフォーム案件の受注増による売り上げ増加の取組
み

5223 兵庫県 井上農園 －
井上農園の周知・新たな切り口による新規顧客の獲
得

5224 兵庫県 中岡電化設備建設 －
リフォーム広報活動による顧客との繋がり継続と快
適な環境の提供

5225 兵庫県 細尾布帛有限会社 5140002061947 介護ニーズに対応した布帛商品の販路開拓

5226 兵庫県 臼井商店 －
お餅の製造・販売力の強化による売上と利益率向上
の取組
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5227 兵庫県 足立醸造株式会社 1140001075258
蔵見学の新規事業化に伴う顧客ニーズ対応と販路
開拓事業

5228 兵庫県 有限会社畑中義和商店 3140002062071
新商品販売促進のための新たな広報戦略による新
規取引業者の獲得

5229 兵庫県
有限会社近藤設備工業
所

7140002061739
広報活動の拡充により新規の民間工事受注数を増
大させる

5230 兵庫県 株式会社ヴィラージュ 7140001096050
ブラスト事業売上増加のための最新ブラスト設備の
広告活動

5231 兵庫県 株式会社セントラルゲート 8140001095142
水回り商品に特化した販売促進による集客増加計
画

5232 兵庫県 なるみ堂創作工房 －
保存版カタログのような印象を与える「折込」による
新規顧客の開拓

5233 兵庫県 ファームハウス － 米農家が新たに取り組む加工品”玄米コーヒー”

5234 兵庫県 ヨシダ総合印刷 － 戦国時代の足軽陣笠の新たな開発とＰＲ事業

5235 兵庫県 有限会社タスク 3140002046891
福祉車両改造のブランド向上と身体障害者に対応し
た店舗改装事業

5236 兵庫県 鮎のなれずし会 －
地域伝統食文化の継承による鮎のなれずし等の製
造販売促進の取組

5237 兵庫県 和ごころ福久 －
新規顧客獲得を目指した安全性と機能性を高めた
店舗改装事業

5238 兵庫県 株式会社内海電化ハウス 5140001038756
介護支援商品の販売強化と店舗のバリアフリー化に
よる顧客獲得

5239 兵庫県 Be HAPPY －
開業二年目、お店の認知度アップによる集客増加計
画

5240 兵庫県 コンパス個別指導教室 －
ターゲットを絞った入塾者勧誘による経営基盤の整
備

5241 兵庫県
株式会社坂井建築事務
所

6140001079337
家づくり展示会の開催と周知チラシによる受注棟数
増加計画

5242 兵庫県 株式会社あさじ 3140001097705
新店舗オープンによる新規顧客獲得のためのＰＲ活
動

5243 兵庫県 株式会社源平 5140001085360
海からアクセス～船が停泊できる桟橋の架かる飲食
店ＰＲ推進事業

5244 兵庫県 福条モータース －
淡路島内初”レーシングカー事業”の宣伝広告による
新規顧客獲得

5245 兵庫県
株式会社ＳＴＥＬＬＡ・ＭＡＲ
ＩＳ

1140001096015
認知症予防にもなる「アロマハンドセラピスト養成講
座」全国展開

5246 兵庫県 jewelry Glad －
訪日外国人へ神戸グルメ、夜景と組み合わせたジュ
エリー販売

5247 兵庫県 株式会社一GOA一 2140003009675
子供を対象としたダンススタジオの新設で新規顧客
の開拓

5248 兵庫県 Hair design GARDEN －
店舗改装によるバリアフリー化とキッズルーム開設
で新規顧客獲得

5249 兵庫県 欧風家庭料理　福亭 － 一目でフランス料理店と分かる広報活動

5250 兵庫県 喫茶　聖日亜 －
昼間の利用客、仕出しの注文増加を図るための向
上事業

5251 兵庫県
有限会社川戸家具セン
ター

4140002032560
「自分で創る別注家具」サービスによる新規顧客の
獲得

5252 兵庫県 株式会社日新 2140001039105 客室美化・環境改善による集客増加計画

5253 兵庫県 フリージヤ －
「女性向けの顔そり」を軸にした既存顧客の単価増
加と囲い込み

5254 兵庫県
カーライフコンサルタント
はるな

－ 外装一新・ＨＰ開設による新規お客様獲得
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5255 兵庫県 広岡写真館 － 新サービス「ペット撮影」の販売促進

5256 兵庫県
crystal & aroma healing
SERENA

－
新商品「オリジナルブレンドアロマ」の開発と販売促
進計画

5257 兵庫県 平野製麺所 － ホームページで顧客開拓・利益アップを目指す。

5258 兵庫県 MENS HAIR ONCE －
独自ブランドの整髪料の開発と商品専用ホームペー
ジで販路拡大

5259 兵庫県 セノヲ株式会社 4140001039053
ポイントカード会員とのコミュニケーション強化による
来店数増加

5260 兵庫県 株式会社とくさや 3140001039087 本店ショーウインドを活用した高付加価値商品のＰＲ

5261 兵庫県 有限会社植木石材店 8140002032524
顧客管理ソフトを導入して戦略的営業を展開しリピー
ト顧客増加

5262 兵庫県 マルヤ水産株式会社 4140001056370
資源の有効活用による自社オリジナル高付加価値
商品の開発と販売

5263 兵庫県 太助 －
「伝える」から「伝わる」へ、人に優しい「太助」魅力発
信の取組

5264 兵庫県 富士美装 －
「一般住宅のリフォーム事業」から「地域の便利屋さ
ん」へ

5265 兵庫県 夕香楼　しょう和 －
ソフト（ノウハウ）の向上とハード（改修）による顧客満
足度向上

5266 兵庫県 しばやま荘別館　山水苑 －
情報戦略強化による新顧客「若年層・外国人観光
客」獲得の取組み

5267 兵庫県 株式会社松井マリン 2140001096328
水産資源を活かした新たな価値創造（用途開発）に
向けての取組

5268 兵庫県
株式会社今子浦臨海セン
ター

3140001056322
「愛しい家族と想い出でづくり」香住で唯一ドッグラン
のあるお宿

5269 兵庫県 有限会社田中管工所 4140002065008
管内カメラ導入による緊急時のサービス向上による
販路開拓事業

5270 兵庫県 山の駅 －
トレイルスポーツ関連商品販売に伴う顧客満足度向
上及び売上拡大

5271 兵庫県 株式会社医芯 9140001047051
リハビリデイサービスの周知と利用者を増やす為の
販売促進事業

5272 兵庫県 株式会社ミキホーム 3140001046612
企画住宅開発による販促と積算システム構築による
業務の効率化

5273 兵庫県 ささき鍼灸整骨院 －
医学的見地から施術する鍼灸整骨院併設エステサ
ロンＰＲ事業

5274 兵庫県 Hair Garage D-FLOOR － まつ毛エクステンション導入の設備の完備

5275 兵庫県 宮田クリーニング －
リフォームお直しが得意なクリーニング店として発信
し競争力向上

5276 兵庫県 株式会社テレマン楽器 7140001039083 インディアンフルートのインターネット販売を開始する

5277 兵庫県 株式会社伊藤拡播社 2140001040822
ＨＰの充実とチラシの配布による顧客と売上の増加
計画

5278 兵庫県 田中正一商店 －
山の芋新商品の開発及び売上アップに直結する
HP・販促品作成

5279 兵庫県
株式会社青山産業研究
所

2140001092954 「こはぜ」に特化したホームページによる販路開拓

5280 兵庫県 植雅造園 －
植雅造園　持続的発展大作戦！　丹波焼盆栽で新
たな販路開拓！

5281 兵庫県 ＢＲＥＭＥＮ －
親子で来店しやすい店づくりによる新規顧客獲得事
業

5282 兵庫県 篠山食料品店 － 店舗とネットユーザーＭＩＸ事業
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5283 兵庫県 いなみ観光開発株式会社 3140001044475 情報発信の充実による来客数の増加計画

5284 兵庫県 手づくりケーキの店　エル －
店舗の認知度向上と新商品試食会による潜在顧客
獲得事業

5285 兵庫県
有限会社六甲味噌製造
所

9140002000934
日本の味噌文化を欧州へ…。世界無形文化遺産の
戦略的販路開拓。

5286 兵庫県 株式会社コニシステム 8140002027276
「派遣事業社向けクラウドサービス」商品宣伝用ホー
ムページの作成

5287 兵庫県 株式会社サン恵 7140001000375 サロンPRの為の広報活動

5288 兵庫県 株式会社三光堂 7140001096034 ちーたん焼きを使ったイベント実施による売上アップ

5289 兵庫県
hair studio naty（ﾍｱ-ｽﾀｼﾞ
ｵﾅﾃｨ）

－
デジタルパーマによる新たなヘアースタイル提案で
顧客満足度ＵＰ

5290 兵庫県 株式会社大島屋 4140001040952 競合が少ない分野に特化した販路開拓計画

5291 兵庫県
有限会社ホープサンジャ
パン

7140002062992
本格的な企業等ＰＲ動画撮影事業の開始による新
規顧客獲得計画

5292 兵庫県 有限会社シャイン 9140002061159
高齢化に備える年配者向けサービスの拡充による
販路拡大事業

5293 兵庫県 増田文具教材 －
一般客に向けて学校教材販売による売上向上(新規
顧客獲得)計画

5294 兵庫県 Hair tech Jan －
電子ポイントカード導入による新規顧客獲得・リピー
ト率向上計画

5295 兵庫県 中国料理　福龍苑 －
レスポンシブデザイン対応ウェブサイトによる新規顧
客層の開拓

5296 兵庫県
株式会社エルエルシーコ
ンピューター

4140001077417
観光アプリ開発事業の営業パンフレット作成による
販路開拓

5297 兵庫県
井上セメント工業株式会
社

4140001074876 長方形桝の製品化による販路拡大計画

5298 兵庫県 藤原モーターサービス －
女性支持率№1整備工場として地域の方や女性客の
集客UPをはかる

5299 兵庫県 レストランワイルドダック －
女性客へ向けたくつろぎ空間づくりとホームページリ
ニューアル

5300 兵庫県
有限会社日興ダイカスト
工業

6140002061228
NC工作機械プログラムの保存の為の読取リーダー
の導入

5301 兵庫県 有限会社田村土建 5140002046304
ホームページ制作による新サービス宣伝で利益向上
計画

5302 兵庫県 ペンション　ポム・アンナ －
本格的なカフェ営業のための店舗一部改装による新
規顧客獲得

5303 兵庫県 Maple Tree English Club －
幼児教育強化のための教材（CD付英語絵本）制作・
販売計画

5304 兵庫県 株式会社コンフレックス 2140001056793
快適に過ごせる施設の改修による新規顧客とリピー
ターの獲得

5305 兵庫県 ペンション　スノーランド －
付加価値料理の提供による客単価・利益率・リピート
率向上計画

5306 兵庫県 たけなわ －
特別な日プランの広報活動と顧客管理の徹底による
客数増加計画

5307 兵庫県 酒とくすりのにしがき －
高齢者に向けた宅配サービスの実施による新規顧
客の獲得

5308 兵庫県 名色荘 －
機能食と保有スポーツ施設のＰＲによるオールシー
ズンの集客

5309 兵庫県 株式会社昭栄 4140001056404
量産型オーダーメイドの取り組みによる売り上げ向
上戦略

5310 兵庫県 株式会社有斐軒 1140001099018 竹田城址に訪れる宿泊客獲得事業
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5311 兵庫県 わだやま整骨院 －
積極的な広報活動による認知度向上と新規顧客獲
得事業

5312 兵庫県 此の友酒造株式会社 1140001046804
WEB活用で「杜氏のお勧め旬の地酒」の情報提供・
購買促進

5313 兵庫県 台湾カフェ福苗 －
「台湾スムージー」の導入及びテイクアウト商品によ
る売上向上

5314 兵庫県 株式会社ハートフルワン 9140001047010
「ALS等難病患者等」向け輸送サービスへの特化と
営業地域の拡大

5315 兵庫県 こむらさき醸造有限会社 4140002039440
「田舎の醤油屋」の満喫を「蔵見学」と「土産物探し」
で実現

5316 兵庫県 有限会社アモール 2140002039260
姿勢と健康の講座による地域の皆様の健康増進と
ファン拡大事業

5317 兵庫県 メルカート株式会社 1140001097335
都市部在住の朝来市出身者獲得のためのネット販
売強化事業

5318 兵庫県 田治米合名会社 1140003006450
“旨味とキレ”の食中熟成純米酒の国内外への販路
開拓事業

5319 兵庫県 やくの麺業株式会社 1140001046911
自社ブランド商品の開発と新たな販促による新規顧
客獲得事業

5320 兵庫県 株式会社ハイロン 4140001046990
モップ製造の縫製技術を応用した自社ブランドバッ
グ販路開拓事業

5321 兵庫県 生野高原開発株式会社 9140001046747
顧客ニーズに即したホームページの改修による新規
顧客獲得事業

5322 兵庫県
ボディ＆フットケアサロン
リフージュ

－
既存サービスの強化と新規サービスによる新規顧客
獲得事業

5323 兵庫県 有限会社朝日 9140002039353
地元の全女性をターゲットにした新エステ事業の導
入

5324 兵庫県 平山接骨院 －
地元高齢者に向けた「運動機能改善サービス」周知
増強事業

5325 兵庫県 坪井農園 －
一般向け「坪井農園こだわりトマト」の「漬物開発・顧
客層拡大」

5326 兵庫県 ホッとHOTcafe　花音 －
オーガニックスイーツメニュー拡大と歌声喫茶開催で
売上ＵＰ事業

5327 兵庫県 和田商店 －
「自然食品」取扱い開始と、地酒充実による若年層
新規顧客獲得

5328 兵庫県 三楽園 －
ワンランク上の素材、空間の積極的ＰＲで阪神間の
顧客獲得事業

5329 兵庫県 株式会社寺西工務店 7140001085136
無垢材をPRする立て看板で差別化促進、売上UP事
業

5330 兵庫県 今井ファーム －
「淡路島産玉ねぎ」および玉ねぎを使った新商品の
販路拡大事業

5331 兵庫県 株式会社森水産 9140001086727 国内天然魚刺身グレード品の海外輸出事業

5332 兵庫県 Chang panna －
新規顧客獲得のための新メニューチネイザンの宣伝
広告事業

5333 兵庫県 株式会社西村清月堂 6140001066509 北摂ニュータウンにお住まいの新規顧客獲得事業

5334 兵庫県 株式会社おおにし農園 1140001097269 販路拡大のためのイベント企画・開催事業

5335 兵庫県 有限会社元川製畳 3140002032413
事業所向け売上への依存を脱却する為の一般顧客
向け広報活動

5336 兵庫県 株式会社朱里逢 4140001096375 Web受注（消費者直売）増加計画

5337 兵庫県 有限会社上田商店 5140002052946
商品ブランド力の強化による来店客数及び買上げ点
数向上計画

5338 兵庫県 谷間の家さんきら －
飲食スペース付き農産物・加工品直売所設置による
販路拡大計画
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5339 兵庫県 岩本土木重機株式会社 8140001038869
施工管理システムの導入とホームページ制作による
販路拡大

5340 兵庫県 株式会社堀米商店 7140001038498 移動販売による販路開拓

5341 兵庫県
川西名産ケーキのおおた
に

－
チラシとネットメディア活用によるリピート顧客づくり
事業

5342 兵庫県
株式会社ネクストセンセー
ション

8140001099531
学校を新ターゲットにした芸術鑑賞会・講演会の受
注アップの取組

5343 兵庫県 粋彩屋 －
地元個人ユーザーへの安価な板金塗装サービス訴
求事業

5344 兵庫県 株式会社いのり 6120901033691
ホームページ制作による仏壇供養・人形供養等の実
施

5345 兵庫県 りーふ －
女性をターゲットとした新商品の開発とＨＰ再構築に
よる販売促進

5346 兵庫県
株式会社献祥（屋号Ｆａｉｔ
ｈ）

2140001079308
頭皮ケアが気になる女性を虜にする炭酸泉導入で
売り上げ向上計画

5347 兵庫県 料理旅館　大平山荘 －
顔出し看板を活用した新サービス提供と販促ツール
強化による販売促進事業

5348 兵庫県 やまざと －
対面販売によるご当地アイスショップ開店に向けて
の取組

5349 兵庫県 旅館　みつば － 新しいサービスの提供による新規顧客獲得事業

5350 兵庫県 ヘアサロン　ヒデタニ －
美光色ＬＥＤ照明導入によるヘアカラー発色の施術
確認の最適化

5351 兵庫県 有限会社本井建設 5140002034060
お客様に四季を通じて快適に過ごして頂ける商談交
流スペース作り

5352 兵庫県 かどうめ興産 －
ＩＣＴ活用による情報提供と接客品質向上による来客
増と業務拡大

5353 兵庫県 青木衣料品店 －
当店の看板を付け替え、お店や商品のＰＲ力を強
化。

5354 兵庫県 有限会社エム 2140002033965
生涯顧客化と健康美容を提案し新規客増と地域貢
献をめざす。

5355 兵庫県 小林材木店 －
工場壁の名称看板を新設し、一般顧客の新規獲得
を目指す。

5356 兵庫県 株式会社アイテック西岡 4140001056635
住宅設計から生活設計までのお手伝いライフスタイ
ル総合サポート

5357 兵庫県 美方ファーム株式会社 2140001056991
但馬の恵み『但馬牛』ブランド訴求のためのメッセー
ジ発信の取組

5358 兵庫県 株式会社日本健康の郷 3120001039428
地元農家との連携強化で但馬米流通促進による地
域活性化の取組み

5359 兵庫県 株式会社オー・エム・ジー 8140001036798 自動車整備サービス強化による売上増加の実現

5360 兵庫県
チーズ工房＆ピザレストラ
ンＢＯＳＳ＆ＭＯＭ

－
自家製のチーズとピザの認知度向上と集客のため
の販売促進事業

5361 兵庫県 國嶋モータース －
女性向けチラシ作成と店舗環境整備による自動車整
備の女性顧客の開拓

5362 兵庫県 香りのお宿　庄屋 －
「わかりやすく・見やすく・お得な」情報提供で集客・
売上アップ

5363 兵庫県 きもの　おかだ －
着物のある暮らしを通じ「女性磨き講座」で魅力を高
める取組み

5364 兵庫県 炭火串焼き　ひよっ子屋 －
立地を最大限に活かす事業ＰＲで売上アップを目指
す

5365 兵庫県 株式会社森田材木店 5140001056584 子育て世代を対象とした新築住宅売上増強

5366 兵庫県
株式会社重機建設水田
組

8140001056697
ホームページ開設による自社の事業内容の広報と
新規顧客の開拓

36/145



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

5367 兵庫県 Patisserie repos － 地元食材を活用した新商品開発と販売拡大事業

5368 兵庫県 さくら整骨院 － 芦屋在住の皆様の健康バロメーターチェック会

5369 兵庫県 株式会社ＹＵＮＡ　ＳＴＹＬＥ 9140001087096
「働く女性の人生第２章を応援するジーンズブランド」
販路開拓

5370 兵庫県 ヴェルデピアット －
新商品開発に伴う販路拡大および自店への誘導促
進事業

5371 兵庫県 有限会社野崎工務店 2140002039153
住まいのことを気軽に相談して頂く為のプロモーショ
ン事業

5372 兵庫県 株式会社ダイボウ 8140001086117
最後の旅立ちに『心と技』を添えるサービス開始告知
事業

5373 兵庫県 Remercier（ルメルシエ） －
地方のリピーターを掴む為ネット通販にて販路拡大
させる

5374 兵庫県
鉄板焼き　お好み居酒屋
ピース

－ 強力なダクト設置による店内分煙化スペースの確保

5375 兵庫県 mobile seven株式会社 8140001046095
地元住民をターゲットとした酒類買取受注100本/月
への増加計画

5376 兵庫県 ｈａｉｒみるきぃ － バックシャンプー台導入による客単価の向上計画

5377 兵庫県 有限会社うんつく 6140002037987
読んでもらえるチラシ作りによる受注金額の増加計
画

5378 兵庫県 ＫＣＳセンター播磨 － 地域住民・通行人をターゲットとした新規客獲得計画

5379 兵庫県 KENホテルズ株式会社 1130001039552
外国人エンジニアの滞在環境向上のための専用宿
泊ガイド制作

5380 兵庫県 山本化粧品店 － 『健康コーナー』の設置による販路拡大事業

5381 兵庫県 パソコン教室　ゼロプラス －
目を惹く看板の設置による、認知度向上と新規客獲
得

5382 兵庫県 有限会社かわた 2140002032950
多様化する家族葬に対応するための新たな家族葬
プラン設計

5383 兵庫県 有限会社ＭＯＮＤＯ 4140002033328
エキゾチックレザーで若者が欲しなる新ブランド立ち
上げ

5384 兵庫県 有限会社カネトモ水産 8140002046367
地産甘えびで新製品を開発し、新たな販売チャンネ
ルを開拓する。

5385 兵庫県 高村設計事務所 －
「魅せる」プレゼンテーション力の強化・情報発進力
の強化

5386 兵庫県
有限会社香住観光旅館
丸世井

4140002046362
「心からのおもてなし」で世界を繋ぐインバウンド誘客
事業の取組

5387 兵庫県 有限会社藏林商店 1140002046381
こだわりの“焼魚”を食卓へ届けるための展示会へ
の出展

5388 兵庫県
有限会社五色センタープ
ラザ

3140002068820 小学生～高齢者までに幅広く愛される施設づくり

5389 兵庫県
株式会社山本クリーニン
グ

9140001086074
お困り解決！お客様を笑顔にする「ハッピーステー
ション」の取組

5390 兵庫県 理容うえたけ －
ハイブリット型理容エステサロン展開のための情報
発信の取り組み

5391 兵庫県 琴井谷ふとん店 －
「待つ」から「攻める」へ。老舗ふとん店の新たな事業
への挑戦

5392 兵庫県 淡路どり　上原 －
淡路島『淡路どり』を贈り物の名産品として販路拡大
する事業

5393 兵庫県 やませグリーンサービス － 新たな価値を創出する「グリーンライフ」提案事業

5394 兵庫県 有限会社都冷蔵 6140002069064
高印象度のデザインで、オリジナルブランド企画開
発・発信の取組
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5395 兵庫県 小麦工房　麦の穂 － 新規顧客開拓のための新オーブン導入とチラシ作成

5396 兵庫県 まんま －
「まんまのおみそ」を中心とした商品の開発、販路開
拓

5397 兵庫県 有限会社サンデー 2140002034930
和式トイレを洋式へ、バリアフリーでお客様に優しい
宴会場づくり

5398 兵庫県 アオキ装飾工芸 －
内装工事店が事業所や施設に是非とも勧める室内
環境改善事業

5399 兵庫県 トラットリア　アル　ラグー － 増産増量＆新規メニューで顧客倍増計画2016

5400 兵庫県
有限会社オーディーエー
ワークス

8140002055079
新商品の開発による、新規顧客開拓及び客単価アッ
プ事業

5401 兵庫県 サロンドリュクス －
外出困難な高齢者層の開拓のための移動美容室
サービス事業

5402 兵庫県
株式会社クリーニング・セ
ンターおさき

2140001066330 三田市の高齢化に伴うバリアフリー化事業

5403 兵庫県 株式会社坂林盛樹園 6140001066368
狭小住宅顧客開拓のための体験型展示場を使った
庭園造り事業

5404 兵庫県
株式会社関西リスクシェ
アリング

6140001080641
ホームページを活用した保険相談・申込み販路開拓
事業

5405 兵庫県 合同トレーディング －
新規事業、中近東の高品質アパレル商品の輸入販
売

5406 兵庫県
株式会社Saveurs de
linstant

5140001090591
糖尿病等の食事制限者向けケーキの開発・販路開
拓事業

5407 兵庫県 有限会社世光商会 5140002061410
灯油の「お任せ配達」システム構築による販路拡大
の取組み

5408 兵庫県 株式会社ＥＮＤＯ 4140001096383
法人向け販路拡大に向けたホームページ作成と営
業ツールの作成

5409 兵庫県 株式会社イマナカ 5140001075312
土砂販売事業並びに自社事業の周知と販路拡大の
為の広報事業

5410 兵庫県 笹倉政芳織布工場 － 自社ブランドのPRによる新規顧客獲得の取り組み

5411 兵庫県
行政書士わたなべ法務事
務所

－
障がい者施設向けの新サービスに特化したＨＰ開設
による全国展開

5412 兵庫県 A．D．C －
木拾い見積りシステムのチラシ・リーフレットの作成
と営業活動

5413 兵庫県 太田工務店株式会社 9140001096684
多可町産ヒノキを活用した事業PRによる新規顧客獲
得の取り組み

5414 兵庫県 Welina －
限定営業から本格営業へのシフトに伴う新規顧客獲
得の取組み

5415 兵庫県 山口工務店 －
看板の新設と建築プレゼンソフトの導入による新規
顧客開拓事業

5416 兵庫県 書家ごとうみのる －
文化・芸術の伝統師、女性の集客力アップによる売
上増大

5417 兵庫県 有限会社森安木材店 7140002061409
看板の新設による来店者数の増加と新たな取引先
販路の拡大

5418 兵庫県 藤本電機株式会社 2140001075884
看板リニューアルによる新規顧客の獲得及び休眠客
の再顧客化実現

5419 兵庫県 アヴォンリーハウス －
女性マーケットの獲得及び名物「多可スイーツ」の販
路拡大

5420 兵庫県 播但 － 外国人旅行に観光拠点となる宿を提供する

5421 兵庫県 ひらまつ食堂 －
屋外看板の設置・トイレ改修による顧客満足度の向
上

5422 兵庫県 石窯ピザ丸 －
石窯ピザ丸、お客様を固定化する取り組みを強化す
る作戦!!
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5423 兵庫県 正木屋商店 －
地元情報誌への掲載により新規顧客の獲得とリピー
ト率の向上

5424 兵庫県 株式会社エルシーエム 2140001087657
相続・贈与の保険コンサルティングで新規顧客開拓
事業

5425 兵庫県 有限会社イチイ 7140002070005
個人ユーザー向け給食獲得のためのWEBサイト制
作

5426 兵庫県 菓子工房　菓のん －
店を華やかに活気づけて新規客や観光客の取り込
み。

5427 兵庫県
淡路島しふぉんの店
fortune

－ 店舗の存在感アップと新規顧客の獲得・売上の向上

5428 兵庫県 介護タクシー　よねおか －
ホームページの作成により「事業広告を強化」し、売
上増加を図る

5429 兵庫県 鉄板ダイニング　楽空 －
新メニューの開発と販促チラシ作成配布・看板設置
による顧客獲得

5430 兵庫県 ｓｐａｉｍ － 平日の非稼働時間を売上げに変える集客戦略

5431 兵庫県
ペットショップ　ワンスマイ
ル

－
病気になる前に愛犬をケアする為の新サービスで新
規顧客を開拓

5432 兵庫県 麺diningだいふく －
店舗外観の改装とメニューのリニューアルによる昼
間の売上アップ

5433 兵庫県 四季之宿　鶴(KAKU) － ３世代家族の思い出作り「鶴(KAKU)」楽しさ発信事業

5434 兵庫県 株式会社はりま産業 1140001038628
店舗・誘導看板によるイメージ・サービス向上による
新規顧客獲得

5435 兵庫県 焼肉ハウス北山 －
トイレ改修と新メニューPRの為のチラシ作成で新規
顧客開拓

5436 兵庫県 アン・グラフィックス －
笑顔あふれるＴシャツ作りのワークショップ運営への
事業転換

5437 兵庫県 ing －
みんなでうるおう安らぎのある商品の設置・販売の促
進

5438 兵庫県 有限会社井河原フーズ 6140002032071
広報手段の充実による顧客満足度の向上と新規顧
客獲得

5439 奈良県 ヘアーウイズエステＭ＋Ｄ － カウンセリング強化でヘッドスパ利用者倍増事業

5440 奈良県 ヘルト株式会社 5150001011308
「ＡＶＩＲＩＶＡ」ブランド力向上！“体感”による受注増
強事業

5441 奈良県 やすだ整骨院 －
薄毛・はげに悩む男性の安心と自信を取り戻すヘッ
ドスパ事業

5442 奈良県 Ｙ理美容室 － 女性を美しく、新たなターゲット獲得事業

5443 奈良県 桶巳自動車整備工場 －
スタッドレスタイヤの保管サービスの強化による顧客
サービスの高度化事業

5444 奈良県 株式会社山本寿司本舗 1150001013588
できたてをそのまま自宅で味わう「なごみ御膳」販路
拡大事業

5445 奈良県 堀口縫製 －
町の小さな縫製工場が高品質で低価格の縫製オリ
ジナル商品を開発

5446 奈良県 阪口製材所 －
プレゼンテーターが吉野の製材所！県内初の吉野
式新イベント広報による新規

5447 奈良県 並井商事株式会社 4150001015549
地域初！高齢者専門喫茶店による高齢者生きがい
事業

5448 奈良県 Atelier Lien(ｱﾄﾘｴ　ﾘｱﾝ） －
アトリエ改装による親子で『学び』『遊び』『集う』居場
所づくり

5449 奈良県 住生活Liv工房 － 「こぶたハウス」の販路開拓によるブランド化事業

5450 奈良県 有限会社ビクトリー 9150002011096
顧客ニーズに応えるスピーディーなタイヤ販売交換
事業
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5451 奈良県 カットクラブマニッシュ － 立地を活かした新規顧客呼び込み事業

5452 奈良県 ヒカリオート －
「安全な車に乗る幸せを届ける」車の健康安全サ
ポート事業

5453 奈良県 レ・デュ －
地域初！「高齢者無料送迎サービス始めました」事
業

5454 奈良県 嘉兵衛本舗 － 一般販売先販路拡大におけるブランド力強化plus。

5455 奈良県 大東理髪店 －
おじ様族に最高の笑顔を！！神の手と髪のマシーン
で創る夢の新メニュー

5456 奈良県 焼肉一番 －
感動を生む最高の焼肉を五感で体験　～肉の色彩・
風味・香り・音～

5457 奈良県 金剛 － Ｗｈａｔが無くなる外国人　注文しやすいメニュー作成

5458 奈良県 花保鉄工 － ステンレス金物による錆ないインフラ整備事業

5459 奈良県 ヘアーサロン　アローズ －
「レディースシェービングエステサービス」の展開によ
る女性客の獲得

5460 奈良県 みろく整骨院 －
坐骨神経痛、ヘルニア専門整骨院での新規患者集
客事業

5461 奈良県 株式会社磐城 8150001012385
「墓守・永代供養付き墓石」販売事業と新規顧客層
への販売開拓

5462 奈良県 株式会社ＬＣＩＰＡＲＴＳ 1500001018580
高品質で低価格を実現したカスタムオーダー腕時計
の販路開拓事業

5463 奈良県 上島織布工場 －
和テイスト商品の高付加価値化とネットを活用した販
促強化事業

5464 奈良県 旬のおさかな玄 －
相撲発祥の地奈良（香芝）「大和ちゃんこ鍋」創作事
業

5465 奈良県
有限会社みなとテント工
業

9150002011162 安全性と美観向上の天井膜事業

5466 奈良県 株式会社　川本食品 7150001005654
奈良県産農産物を使ったお土産商品の新規開発お
よび販路開拓

5467 奈良県 おうち珈琲　珈豆 － 珈琲豆専門店の認知度アップと店舗空間の充実

5468 奈良県
株式会社 カーペンターズ
ハウス

8150001017814
「ZEH」ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの販路開拓
促進事業

5469 奈良県 上辻豆腐店 －
賀名生豆腐をみんなの食卓へ！豆腐の食べ切り
パック化。

5470 奈良県 新宅分店 －
試飲サービス・観光客への休憩所提供による増強事
業

5471 奈良県
有限会社エイアンドティグ
ローブスタディオ

4150002009772 救助用手袋のＰＲと国内外での販路開拓事業

5472 奈良県 髪切り処　楽 － 白髪ぼかしでシニアを常連客に取り込む事業

5473 奈良県
有限会者　クリエイトフー
ズ

4150002008898
食べて納得、頼んで納得、奈良やまとで中華一番店
へ

5474 奈良県 フカセ種苗株式会社 4150001006713
県内農業発展に向けた新規就農者を獲得する為の
店舗リニューアル

5475 奈良県 有限会社上市魚市場 9150002011303
町内顧客獲得の販路開拓及び新たな料亭メニュー
開発

5476 奈良県 株式会社天理三和畳 5150001006613
ストーリー性ある販促物作成による国産畳の復興に
向けた事業展開

5477 奈良県 北宇智石油株式会社 9150001015445
安心して工事が出来る配達給油ガソリンスタンド検
索システム

5478 奈良県 パン工房ＹＵＭ-ＹＵＭ －
子どもから高齢者まで、みんなが来たくなる店づくり
事業
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5479 奈良県 癒しﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝ　菜の鈴 －
古都奈良発アーユルヴェーダリラクゼーションによる
新規顧客開拓

5480 奈良県 ＡＫＡＯＮＩ －
夏場限定メニューやサービスイベントの展開周知に
よる販路開拓

5481 奈良県 有限会社　あうる工房 9150002010850
『外国人さーん、いらっしゃぁ～い！』がんばる玉や
国際化の巻。

5482 奈良県 株式会社　華金剛 0091500014752
商品情報の充実を図り購入後の安心を訴求する販
促活動

5483 奈良県 株式会社　井上自動車 0150001018455
介護用特殊車両の自動車整備に特化した法人向け
新販路開拓

5484 奈良県 キッチン　季 －
子育て真っ最中！　カッコイイ魚パパ・魚ママ応援企
画

5485 奈良県 株式会社　山本きのこ園 1150001016327
TPP加盟国における新たな市場獲得に向け、可能性
を引き出す事業

5486 奈良県 株式会社北田源七商店 0215000100645
新開発商品の販路開拓を通じた奈良県産「大和茶」
の普及活動展開

5487 奈良県 リリィ美容室 －
高齢者向け店舗設備を新設　地域貢献とともに顧客
数・売上アップを目指そう

5488 奈良県 ドリーム西大和店 －
新店舗移転にともなう新規顧客開拓とホームページ
作成事業

5489 奈良県
有限会社つばさプランニ
ング

7150002009150
新サービス”ハイブリッドシステム学習”による新入塾
生獲得・販路開拓

5490 奈良県 肉バルＡＢＵＲＩＹＡ －
高齢者・女性等のお客様に優しい店舗改装及びホー
ムページの作成

5491 奈良県 ぱん処ととかか －
CS向上による販路開大+オンリーワン地産地消パン
の開発事業

5492 奈良県 きのこの舘 －
きのこオリジナルロゴ・パンフレットによる新規顧客獲
得事業

5493 奈良県 居食酒場　くるり － 仕事帰りのお父さん。「くるり」に来て、気分爽快！！

5494 奈良県 株式会社　創喜 2150001019601
自社ブランドの新商品の開発及び新規取引企業の
開拓

5495 奈良県
株式会社DESIGN SETTA
SANGO

3150001020079
三郷町の雪駄を「奈良から世界へ」海外販路拡大事
業

5496 奈良県 アンファンス株式会社 1150001019916
大阪インターナショナルギフトショー２０１６出展によ
る販路開拓

5497 奈良県 株式会社スギモト 5150001012900 独自路線での販路開拓と経営資源である人材確保

5498 奈良県 パティスリー・アナンダ －
観光客をターゲットにしたカフェスペース設置による
販路開拓事業

5499 奈良県 海鮮中華料理　呑 －
女性グループ・家族連れを中心とした「お客様に優し
い」店内改装

5500 奈良県 株式会社　ざんまい 2150001006517
ウェブサイトを活用した観光客を取り込む為の販路
拡大事業展開

5501 奈良県 すぎた珈琲 －
高品質で美味しい珈琲豆及びギフト商品の新規顧客
を獲得する戦略

5502 奈良県 河井工務店 － HPの資料請求を利用した新規顧客獲得事業

5503 奈良県 山本松産業株式会社 5150001006778
環境に優しい布団のリサイクル事業をWEB活用によ
り販路拡大

5504 奈良県
日本空手道双龍會平群
玉井道場

－ 郷土文化を育む風流な空手道場に向けた告知計画

5505 奈良県 多賀米穀店 － 買い物弱者に向けた移動スーパー事業

5506 奈良県
ビアカウンターちょこっと
王寺駅前店

－
「昼呑み」本格的に始めました～お客様ニーズはここ
にあり～
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5507 奈良県 焼肉 こが屋 －
「良い肉を良い空間で！」新規顧客・リピーター増大
プロジェクト

5508 奈良県 斑鳩産業株式会社 7150001006891
女性向け「ノンオイルヘルシー全粒粉素麺」商品・レ
シピ開発事業

5509 奈良県 中平林業 －
スペシャリストチームだから出来る特殊伐採技術ＰＲ
による販路拡大

5510 奈良県 我家2 －
勤め帰りの「ちょい飲み」とファミリー向け夕食需要の
刈取り戦略

5511 奈良県 貝谷製麺所 －
アレンジ素麺料理をお客様同士シェアすることで新
規顧客獲得事業

5512 奈良県 花のたかや －
お花の育成相談コーナー開設事業～大切なお客様
が求めているもの

5513 奈良県 有限会社ＯＫＤ 7150002004754 新規顧客獲得のための改装と入会販促の取り組み

5514 奈良県 天ぷらの福 －
持ち帰り・宅配サービス用商品の新開発による販路
開拓事業

5515 奈良県 株式会社家族の森 3150001008669
セミオーダー型住宅の開発と販売による地域シェア
の拡大

5516 奈良県 西川自動車整備工場 －
輸入車専門整備工場だから出来るユーザー満足度
向上事業

5517 奈良県 橋戸 －
卸売脱却に向けブランドイメージを高めるためのＨ
Ｐ・チラシ作成

5518 奈良県 ＧＲＩＮＤ　ＰＥＮＣＩＬ －
踊る接客♪躍動する壁画♪パフォーマンス型野外販
売への挑戦！

5519 奈良県 ドッグサロン夢見月 －
トリミング店の再出発　店舗機能と広報強化による新
規顧客開拓

5520 奈良県 アヤブリッジ株式会社 8150001014497 中国で日本花卉および日本盆栽の販路開拓

5521 奈良県 山口建材株式会社 4150001013593
デザイン性に優れたコンクリートブロックの知名度向
上と販売促進

5522 奈良県 株式会社松本 9150001016253 『Ｒｅｎｏｖａｔｉｏｎ ｏｆ 松八』新ビジネスモデルの構築

5523 奈良県 奈良仏像彫刻舎 － 営業強化を主とした販路開拓への取り組み

5524 奈良県 水本米穀店 －
「吉野山でおいしいごはんを食べよう！」店舗改装事
業

5525 奈良県 太田商店 －
「奈良漬の効能で健康を強力サポート！」周知・販促
事業

5526 奈良県 有限会社ケーウィンズ 3150002002290
一般家庭・事務所・店舗・工場をターゲットとした防犯
カメラ設置事業

5527 奈良県 有限会社ブリーズ 6150002003690
ヨーロッパ製ブランドスピーカーを日本車に装着する
ことができる

5528 奈良県 有限会社　吉川住研 9150002005346
新商品・コンパクト住宅を実体感するモデルハウス内
覧会の情報発信事業

5529 奈良県 方有株式会社 8150001008565
現地展示会の出展による東南アジア市場への販路
開拓事業

5530 奈良県 畦地工務店 －
「安心」を提案！防犯に特化した工務店 周知・販促
事業

5531 奈良県 株式会社ヒロセ家工房 4150001006060
たった１日で完成する“１dayリフォーム”による新規
顧客開拓

5532 奈良県 株式会社ヤマ一・フード 2150001006137
団体客獲得のための空きスペースを活用したイベン
トスペース新設事業

5533 奈良県 コラボ －
・簡易包装市場を開拓せよ！地域梱包商社の新広
告媒体提案事業

5534 奈良県
株式会社介護のおくむら
さん

8150001016824
「奈良のシカ」の鹿角を使用した新商品の開発とネッ
ト販売事業
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5535 奈良県 モリカ米店 －
地元の果物や豆、古代米を使用したかき氷の開発
による販路開拓

5536 奈良県 ミヤマプランニング －
『みんなで楽しめるシェアスペースとリフォームカフェ
のコラボ』

5537 奈良県 ボディーショップ　ナカガワ － 自社の独自性を活かして新規顧客を獲得

5538 奈良県 ガレージハーフウェイ －
自動車の地域密着型オークション形式販売の周知
及び販路拡大

5539 奈良県 株式会社森のくまさん 7150001020100
近隣・障害を持つ高齢者・ケアマネージャーに対して
知名度アップ

5540 奈良県 朝日堂 －
手作りパン・ケーキのお店朝日堂のご自宅出張おも
てなし大作戦

5541 奈良県 株式会社水幸製材所 1150001006757
大和高原製材所で家族ＤＩＹ教室！新築・リフォーム
建材販促事業

5542 奈良県 FLORA － 快適あったか布ナプキンの卸販売の拡大

5543 奈良県 とりひめ郡山大御門店 － キッズスペース設置による販路開拓

5544 奈良県 株式会社　ヒガシ 3150001015896
お家周りの町医者さんを目指す外構工事に特化した
販路開拓事業

5545 奈良県 サン自動車 －
品質永久保証を取り入れた新しいサービスによる販
路開拓

5546 奈良県 株式会社吉川ジオテック 1150001011749
ＤＩＹニーズに対応するホームページを作成し顧客獲
得を狙う

5547 奈良県 共育塾 － 地域密着学習塾による新学童共育サービスの展開

5548 奈良県 まめのんき －
都祁の農産物を使った米粉カステラ・とうきびパン開
発と販路開拓

5549 奈良県 アトリエ・クチュール －
リアル愛犬ぬいぐるみ教室と初のリアル愛猫ぬいぐ
るみ商品化事業の実施

5550 奈良県 自然工房　Wood Warmth －
外で遊ぼう！幼稚園・こども園・公園向け無垢木材
遊具提案事業

5551 奈良県 旬魚菜　㐂一 －
地域にしかできない「中食」商品をつくり、売上アップ
を目指す

5552 奈良県 株式会社岡島電設工業 6150001019481
販路開拓の安心・信頼性の高いホームページ作成
事業

5553 奈良県 松島商店 －
配達車両による買い物弱者支援の必要性と販売地
域拡充・売上増加

5554 奈良県 株式会社M's工房 5150001007727 防犯カメラレンタル開始と実店舗体験型店舗のＰＲ

5555 奈良県 有限会社パルファン 6150002005183
金魚すくいサブレと郡山城の石畳（生チョコ）の販路
拡大

5556 奈良県 藤井工務店 －
職人的工務店の4代目親方が新規顧客を獲得する
ための事業

5557 奈良県 Chalco 天理 －
「料理教室、トレーニング、ファッション」の3本柱から
の新規顧客獲得事業

5558 奈良県 株式会社アルファー 1150001005528
ポータルサイト作成による商店街の情報発信と販売
促進システムの確立

5559 奈良県 トキワスタジオ － "日本一最後の写真が奇麗なまち"プロジェクト

5560 奈良県 奈間蔵　栄 －
セントラルキッチンの新設による新商品の開発と情
報発信事業

5561 奈良県 ＲＴ商会 －
軽トラックのカスタム部品メーカーとしてブランド化を
目指す

5562 奈良県
仕出し・折詰料理　アオヤ
マ

－
奈良県唯一の「金魚カフェ」のこだわり特化と情報発
信事業
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5563 奈良県 共栄ネット株式会社 3150001016829
ステンレス文具の「商品開発・拡充」と「新規販売
ルートの開拓」

5564 奈良県 株式会社永澤住宅設備 2150001010205 介護用品専門店　しあわせ介護隊の確立

5565 奈良県 とほん －
本に関心の高い層に向けたオリジナル雑誌・雑貨の
企画・試作品製作

5566 奈良県 キノコ倶楽部 － ハイブリッドキノコ「松きのこ」の販売促進計画！

5567 奈良県 津乃国屋 －
観光客やシニア層に向けた「和紙、和文具」の販売
促進事業

5568 奈良県 山本造園土木 －
伐採原木の有効利用のための薪ストーブの薪材　生
産加工と販路開拓事業

5569 奈良県 山崎商店 －
主婦層へ届け！山崎商店の新商品開発による販売
促進事業

5570 奈良県 オフィスマーラス －
接遇・新入社員・マナー研修、講演等の事業におけ
る新規顧客の開拓

5571 奈良県 Ｆｒｏｎｔｉｅｒ －
国内生産自社オリジナルブランドのエアロパーツ開
発事業

5572 奈良県
酒蔵レストラン
GIROCCO

－ 「照明による」メインホール個室化事業

5573 奈良県 産直市場　海道 －
鮮魚・高級魚の宅配小売事業の開始による海道ブラ
ンドの情報発信

5574 奈良県 Ｋ　ＣＯＦＦＥＥ －
夏場の需要減を補完する新たなカキ氷事業の展開
とブランド化

5575 奈良県 内外製薬株式会社 5150001013931
新商品（高付加価値シャンプー）の投入による高級
路線への挑戦

5576 奈良県 株式会社宇埜鐡工所 4150001006382
技術力の結晶　高品質サンプル製造品による販路
拡大事業

5577 奈良県
株式会社グリーンワーム
２１

1150001010197 有機野菜を使ったレストランの販路開拓、広告宣伝

5578 奈良県 健康サロン　ナカムラ －
忙しいママを笑顔に。癒しの「隠れ家」で心身リフレッ
シュ

5579 奈良県 植平工業株式会社 8150001009712
利用価値の少なくなった溜池での溜池発電設備ＰＲ
事業

5580 奈良県 Kaming －
天理初！古民家を再生した美容室のﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝ
に伴う広報強化

5581 奈良県
株式会社ホログラムサプ
ライ

4150001007158
新事業の販路開拓。優れた消臭ショーツにより女性
の悩みを解消！

5582 奈良県 ビューティサロンK －
まつ毛エクステ専用スペース設置による新規顧客獲
得事業

5583 奈良県 御菓子司　丹波屋善康 － 一般向け新商品開発、及び販路開拓

5584 奈良県 ベーカリーモグモグ － 包装資材の変更で商品力アップ↑売上アップ↑

5585 奈良県 カフェアトリカ － 広げよう受け皿を！客席増加事業

5586 奈良県 biotope － お客様への提案力アップによる売上アップ計画

5587 奈良県
ﾘﾗｸｾﾞｰｼｮﾝｶﾌｪ ｼｬﾝﾄﾞｩﾙｰ
ﾙ

－
アロマオイルを使ったオリジナル消臭剤の開発で誘
客アップ

5588 奈良県 有限会社テュエベル 7150002006379
「理美容師とお客様に役立つ理美容器具」業界初の
施術時短マシン

5589 奈良県 カフェクランベリー －
お店の存在アピールと新メニュー開発で観光客の獲
得事業

5590 奈良県 ヘアーサロン・ウエノ －
「送迎サービス」「訪問サービス」による新規顧客獲
得事業
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5591 奈良県 にしかわ不動産 －
あなたも整理名人！！留学・転勤者者向けレンタル
収納庫の情報発信

5592 奈良県 ＴＯＣ建設株式会社 3150001019294
わかりやすさ重視！水廻りリフォーム専門ＷＥＢサイ
トで販路拡大

5593 奈良県 太鼓判/花夢花夢 －
ターゲット別のスマホ対応ホームページ作成による
販路拡大事業

5594 奈良県 風人園 －
庭園設計における顧客へのプレゼンテーションの強
化事業

5595 奈良県 今西誠進堂 －
串団子の新商品開発による、観光地に特化した食べ
歩き推進事業

5596 奈良県 株式会社　共栄 5150001016059 吉野から心に響く贈り物事業

5597 奈良県 福本商店 －
高齢者向け行商サービス販売の為の顧客データ管
理等のよる販売促進事業

5598 奈良県 株式会社カキモト 8150001006957
カキモトメタルワーキングツアーによる新規顧客の獲
得

5599 奈良県 株式会社　メイプル会 1150001016517
三郷町初！新サービス山盛りの一日ゆったり家庭的
サービス。

5600 奈良県
PC AUTOMATION
SERVICE

－
訪日外国人向け対応ロボットのパッケージ変更と総
合販路開拓

5601 奈良県 中山諒司 －
外国人が欲しがる日本製レア中古カメラ販売による
販路開拓

5602 奈良県 今中醤油 － 奈良の醤油から世界の調味料へ

5603 奈良県 柿本家 －
ＨＰ×ＳＮＳで情報量ＵＰ！ＣＳ向上と雇用拡大、働き
たい企業へ

5604 奈良県 有限会社　日吉商会 8150002011469
当社ブランド『ねこたま』の商品販売とライセンシー募
集

5605 奈良県 株式会社　花心 8150001016808
男性でも照れずに買えるお花デリバリー事業による
販路開拓

5606 奈良県 美・空間Style　Lotus －
親子お片付け教室開催の為のホームページリニュー
アルと広告作り

5607 奈良県
ホリスティックアロマテラ
ピースクール＆サロン　雅

－
セルフケアのための家庭でつくるキッチンアロマ教え
ま

5608 奈良県
株式会社クボクリーン
サービス

8150001012682
徹底的透明性で事業拡大！次世代に求められる産
廃処理業者を目指して

5609 奈良県 株式会社　マユミフ-ズ 1150001018546
ブランド認知と商品の販促・周知・店舗集客のための
事業

5610 奈良県 庭旅 －
ターゲットは４０代！お庭の提案と宣伝強化による販
路開拓事業

5611 奈良県 Ｋａｈｕｎａ － 美容ハリで老若男女・身も心もスッキリ大作戦！

5612 奈良県 Luff　hair＆spa －
女性客のセラピスパ事業～お客様自身へのご褒美
のために～

5613 奈良県 株式会社アスタリズム 3010601033931 NIGOROファン倍増・販路拡大計画事業

5614 奈良県 ガラス彫刻工房ＯＮＯ －
ガラス彫刻等の小売や教室集客、作業場確保のた
めの店舗移転

5615 奈良県 Ｍａｕｖｅ －
子供服セレクトショップの知名度向上！ＳＮＳとネット
販売事業

5616 奈良県
有限会社室生ふるさとセ
ンター

2150002007467
道の駅室生を楽しむ観光プラン提案によるバスツ
アー客の獲得事業

5617 奈良県
株式会社アスカグリーン
ファーム

9150001016328
「明日香きくらげ」周知アップと販売促進による新規
顧客獲得事業

5618 奈良県 ビルバンテ －
テイクアウトでおもてなし！～見える本格ピザのユニ
バーサルデザイン化～
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5619 奈良県 株式会社JUNKEI-GLOVE 9150001011948
グラブメンテナンスで革新！グリス効果で変わる野
球道具の意識改革事業

5620 奈良県 株式会社TRIO 5150001018757
新規事業”Trio de PARTY”PLANによる新規顧客開
拓事業

5621 奈良県 株式会社　アンテック 2150001020492
ママとキッズが笑顔になれるサロン作りのための販
路開拓

5622 奈良県 INACLO －
「世界でたったひとつ」　あなただけのオリジナル壁
紙の販路開拓

5623 奈良県 合同会社ヴァレイ 8150003001411
自社ブランド商品の開発とネットショップでの販路開
拓事業

5624 奈良県 デザイン花心 －
デザイン教室新ターゲット募集・デザイン業務効率化
と新媒体受注

5625 奈良県 おけ常 －
桶職人から始まった”三代バリバリ現役寿司店”の顧
客獲得事業

5626 奈良県 株式会社　北浦木工所 7150001015991
下市の伝統工芸品・三宝をインテリア雑貨に用途展
開する販路開拓

5627 奈良県 hair'sClaiR －
女性万来！"アットホームなユニセックスサロン"イ
メージ一新・販路開拓

5628 奈良県 株式会社ワイ・エー企画 2150001009627
教室改装とVPN接続環境の構築による受注拡大体
制の整備

5629 奈良県 リネンハウス株式会社 0150001010097
ラグジュアリーというブランディングに向けたおもてな
し再発信

5630 奈良県 一刀彫 髙橋勇二 －
クールジャパン工芸「奈良一刀彫」ひな壇の試作開
発と販路開拓

5631 奈良県 株式会社ヴァンベル 8150001009514
地域資源「漢方のメッカ・奈良」のブランド認知と販路
開拓

5632 奈良県 玉井製麺所 －
奈良ギフト『ほんまもんの三輪素麺』のブランド認知
と全国展開

5633 奈良県 池田工房 －
珍ジャパンメイド工芸「奈良べっ甲」のブランド認知と
全国展開

5634 奈良県 表具師 高梧堂 －
販促ツール作成による「三輪の七福素麺」の販路開
拓・売り上げ拡大

5635 奈良県 有限会社　エフミ 1150002005618
高齢者層をターゲットにした新メニュー展開による売
り上げ増加事業

5636 奈良県 南田商店 － 土壌診断ソフト導入による顧客満足と販売促進事業

5637 奈良県 Irohaデザイン建築 －
古民家再生プロによるカフェ・レストランのリフフォー
ム事業

5638 奈良県 Ｈ＆Ｈ合同会社 4150003001407 新聞折込チラシで地域密着型販路拡大事業

5639 奈良県
株式会社三輪そうめん松
田

5150001009558
油不使用による手延べ三輪素麺の商品パッケージ
の改良および新商品開発

5640 奈良県 大和 本陣 －
新装開店で高齢者にアピール！うどん人口掘り起し
事業

5641 奈良県 五條酒造株式会社 9150001015461
現地の人の嗜好にあったリキュール開発及び海外
販路獲得事業

5642 奈良県 株式会社三輪山勝製麺 9150001010116
新規顧客獲得と販路開拓のための会社情報ホーム
ページ改修事業

5643 奈良県 文殊房 －
「プレミアムまごころギフト」の生産性向上と販売ス
ペース拡大

5644 奈良県 はっぴー整骨院 －
新アイテム活用で店舗型サービスから出張型サービ
スへ

5645 奈良県 ブルームルーム合同会社 3150003000558
「ロボット・プログラミング教室」・「看護・医療コース」
の開設

5646 奈良県 大原住建 － 空き家対策特別措置法に伴う空き家有効活用事業
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5647 奈良県 有限会社藤万 9150002011006
奈良県初情報発信型肥料商　農業シンクタンクを目
指して！！

5648 奈良県 旅館　紀の国屋甚八 －
新規顧客獲得のためのソフト・ハード両面の充実計
画

5649 奈良県 川合館　まえひら －
料理旅館「まえひら」の新・川魚料理　新規顧客獲得
事業

5650 奈良県 角甚 － 「角甚」館内有効活用で稼働率UP計画事業

5651 奈良県
いろは旅館・吉野葛本舗
理源堂

－
「おもてなしの宿」特製　吉野葛新商品開発で売上
アップ事業

5652 奈良県 今西商店 －
「今西商店」オリジナルスイーツの新サービス展開！
販路開拓事業

5653 奈良県 おおとり －
「おおとりのジビエ料理をご家庭でも」新商品開発事
業

5654 奈良県
杉本銘木・ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟとち
お

－
身障者・高齢者等に優しいキャンプ場へ！新顧客層
の獲得事業

5655 奈良県 天川アロマ　杣 － 木の良さを伝える「天川アロマ」の販路拡大事業

5656 奈良県 茶房　空 －
チベタンシンギングボールを使った個別サウンドヒー
リングサービスの提供

5657 奈良県 福西商店 － ジビエの提供体制の構築と販路拡大事業

5658 奈良県 有限会社　ニシウラ 6150002011297 伝統薬「大峯山陀羅尼助丸」の販路拡大事業

5659 奈良県 根来商店 － 新規事業に伴う新顧客獲得のための販売促進事業

5660 奈良県 ゆり庵 －
吉野の良さ伝える手作りこんにゃく店の新商品開発
と販路開拓事業

5661 奈良県 南芳園 －
歴史深い吉野から茶産地のブランディング発信と新
規顧客獲得事業

5662 奈良県 en-factory －
子育て世代と高齢者の「癒し空間」を創るギャラリー
カフェ事業

5663 奈良県 あすか野株式会社 2150001010262
日本最古の貨幣「富本銭」を活用した飛鳥地域特産
品・販売事業

5664 奈良県 株式会社　大和建設 6150001016958
建設会社のノウハウを生かした住宅リフォームへの
新規参入事業

5665 奈良県 前田クリーニング －
顧客サービス満足度向上とクリーニング店の集配
サービス革新事業

5666 奈良県 徳星醤油醸造場 －
老舗醤油醸造所によるネット販売と新商品開発によ
る販路拡大事業

5667 奈良県 久住林業 －
奈良県内の雑木林から始まる新しい暮らしの価値観
創造事業

5668 奈良県 お菓子工房　南の風 －
飛鳥発！素材の魅力を活かしたケーキ店による販
売促進事業

5669 奈良県 ㈱島田工務店 2150001011649 「明日香村・田舎暮らし」を体感する創造空間PR事業

5670 奈良県 桜山荘　花屋 －
『吉野山で民宿ステイ！』外国人向け宿泊改善・情報
発信事業

5671 奈良県 株式会社　宝の家 2150001019080
吉野山旅館初！訪日外国人参加イベント×５ヶ国語
対応情報発信

5672
和歌山
県

コリノヘア －
高齢者にターゲットを絞った訪問美容による集客力
アップ

5673
和歌山
県

ナカノ時計メガネ － 補聴器部門の販売強化事業

5674
和歌山
県

運転代行　代打くん － 店舗改装による待合所の快適空間事業

47/145



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

5675
和歌山
県

株式会社　アズマ 2170001010905
旧店舗を生かした防犯防災関連商品販売の強化事
業

5676
和歌山
県

ジーゼット －
盗聴・盗撮器発見の強い調査力宣伝・新規顧客の開
拓

5677
和歌山
県

有限会社　船山木工 7170002007086 作業動線の改善の為の資材置き場の導入

5678
和歌山
県

湯浅醤油　有限会社 2170002007446 外国人観光客と高齢者向け和式トイレの洋式化

5679
和歌山
県

hacca（はっか） －
地域と子育て世代に限定したフリーマガジン創刊号
の発行

5680
和歌山
県

ふたばの梅干 － 新商品の開発・製造量の増加・販路の開拓

5681
和歌山
県

LOVE HAIR GREeN －
お客様に合わせたオリジナルのアロマヘッドスパメ
ニューの導入

5682
和歌山
県

㊀製菓 －
店舗内の商品照射のための照明・スポットライトのリ
ニューアル

5683
和歌山
県

安全自動車 －
自動車展示場における商談スペースの環境整備に
よる販路開拓

5684
和歌山
県

三恵自動車株式会社 5170001007196 ユーザーが満足いく環境整備によるリピート率アップ

5685
和歌山
県

ジュエルイワモト － 住民への広報活動実施により集客アップを図る

5686
和歌山
県

玉市丸 － 女性のお客様も楽しめますよ、楽々フィッシング！

5687
和歌山
県

シュリンプワールド － 真心で搬送する民間救急救命搬送事業

5688
和歌山
県

花莚 － 食事をしながら会議や商談ができます！

5689
和歌山
県

あみ清数見商店 － おしゃれな発酵食品を全国のお客様へ

5690
和歌山
県

有限会社紀州高田果園 3170002009895 有機シソ南高梅干しの製造環境整備事業

5691
和歌山
県

アドワイズ －
新事業含む事業所ＰＲの為のＨＰとパンフレット作成
事業

5692
和歌山
県

古久保建築 － 耐震補強用工具の購入による売り上げアップ

5693
和歌山
県

茶房梅樹庵 － お客様の獲得のための“御案内リーフレット”作成

5694
和歌山
県

有限会社龍神自然食品セ
ンター

4170002009556 乾燥物をパウダー化することによる加工食品の開発

5695
和歌山
県

トータルビューティ　琥珀 －
ネイルプリンターを導入し、チラシにて新規顧客開拓
事業

5696
和歌山
県

株式会社マルハ石油 8170001013919 高齢者目線のコミュニティー施設（トイレ）に変更事業

5697
和歌山
県

竹中水道設備 －
管内カメラにより信用、信頼度アップで新規顧客拡大
事業

5698
和歌山
県

株式会社丸石造園土木 5170001007568
ＣＡＤを見ながらお客様の希望を叶える商談スペー
ス作り事業

5699
和歌山
県

紀州株式会社 1170001005195
釣った魚を三枚にし、真空パックにして団体客獲得
事業

5700
和歌山
県

丹台木材工業株式会社 1170001007051 パレット廃材をホームページ、パンフレットでＰＲ事業

5701
和歌山
県

有限会社セレネ 8170002008414 紀州備長炭商品の海外展開

5702
和歌山
県

常伸建設 －
自社ブランド（自然素材の家）の確立による新規顧客
開拓事業
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5703
和歌山
県

anfy of hair － ヘアエステ(髪質改善)を活用した顧客創造事業

5704
和歌山
県

有限会社若竹商事 6170002011543
外国人観光客向けＨＰの作成と安全・安心体験の
サービスの提供

5705
和歌山
県

ダイビングサービス　サン
マリン

－ ＨＰを使った販路開拓と店舗広報事業

5706
和歌山
県

株式会社　朝日楼 4170002009432
仕出し業務拡大の為のＨＰ製作と折込チラシによる
広報事業

5707
和歌山
県

読売新聞　名手ＹＣ － 地域高齢者の買い物難民お助け隊

5708
和歌山
県

焼肉の牛太　本陣 －
熟成肉を使用した付加価値の高い商品の開発及び
販売

5709
和歌山
県

有限会社　家具のあづま 8170002008273
若年者をターゲットにした様々な木材を使用した生
活雑貨の製造と販売

5710
和歌山
県

カットの店あっこ － 究極のサービス提供で販路開拓事業

5711
和歌山
県

フローリスト花はる － バルーンとお花の融合・コスト管理

5712
和歌山
県

羽山農産 － 黒ニンニク加工、販売による６次化事業

5713
和歌山
県

株式会社Ｋozacara 5170001013995
消費者と一次産業をつなぐECサイト開設による販路
開拓事業

5714
和歌山
県

松林農園 －
ロータリースライサー導入による業務効率化と都市
圏販路開拓

5715
和歌山
県

家具の富士 －
修繕、改修、リメイク分野の受注範囲拡大による販
路拡充事業

5716
和歌山
県

ライスショップこにし － ライスキッチン

5717
和歌山
県

前田蒲鉾店 － 商品のバリエーションを増やして販路拡大

5718
和歌山
県

辻自動車 － コンピューター機器による整備力の向上

5719
和歌山
県

サンラピス － 高齢者に優しい補聴器、メガネ、贈答品の販路開拓

5720
和歌山
県

株式会社南紀黒潮ファー
ム

7170001013696
檜のバウムクーヘン・イチゴのバウムクーヘン・マド
レーヌ　販路開拓

5721
和歌山
県

バイクランドモリユキ － 高齢者に優しい補聴器、メガネ、贈答品の販路開拓

5722
和歌山
県

うどん・そば　はし杭 －
訪日外国人観光客・ツーリング客の増加を目的とし
た客室リニューアル

5723
和歌山
県

有限会社ササヤ薬局 2170002011695 ｢かかりつけ薬局｣経営を目指した店舗改装事業

5724
和歌山
県

キタノヤ化粧品店 － 顧客満足度アップのための店舗改装

5725
和歌山
県

株式会社　岩谷 6170001012039
自社商品の販路拡大のための商品紹介パンフレット
及び商品パッケージの作成

5726
和歌山
県

西岡建築一級建築士事
務所

－
無垢材でつくる家のよさをアピールする自社ホーム
ページの構築

5727
和歌山
県

カービューティープロユア
サ

－ 集客と企業イメージアップの為の広報活動事業

5728
和歌山
県

安藤鍼灸院 －
改装と設備強化＆口コミ促進カードで、鍼灸院来店
障壁の解消！

5729
和歌山
県

龍神地釜とうふ工房るあ
ん

－
とうふのオリーブオイル漬けの販路開拓と大豆コー
ヒーの商品化等

5730
和歌山
県

シンフォニー商事株式会
社

6170001013904
海外展開も考えた食料品製造部門の強化による販
路開拓
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5731
和歌山
県

ドンキー － 明るい綺麗な店内空間で名物シラス丼を提供

5732
和歌山
県

有田ユースホステル － 地場産品を居心地の良い民宿で味わって下さい

5733
和歌山
県

かんじゃ山椒園 － 『山椒』の海外販路拡大と、国内の新市場開拓事業

5734
和歌山
県

とんかつ　渡来亭 －
直接販売用HP、PRチラシ・ポスティングによる販売
推進

5735
和歌山
県

三洋住宅株式会社 3170001007198 顧客開拓のための住宅建築パンフレットの作成

5736
和歌山
県

有限会社三洋メンテリ
フォーム

3170002007131
顧客基盤を活用した紹介受注獲得のためのパンフ
レット作成

5737
和歌山
県

れんげ　Kitchen －
お客様に高い満足を提供する「当店のいいところ」Ｐ
Ｒ事業

5738
和歌山
県

有限会社クスベ産業 6170002007203 二重井桁枠工及びウッド筋工（強化版）の販路開拓

5739
和歌山
県

株式会社　フォーラル 9170001007226 商品企画の効率化及び広報による販路開拓

5740
和歌山
県

麺dining　月乃家 － 店舗の魅力向上による集客ＵＰ事業

5741
和歌山
県

ナチュラルガーデン －
本格フレンチバーガー・ランチボックスの開発・販路
開拓

5742
和歌山
県

果樹園紀の国株式会社 3170001007594 搾汁機器導入による搾汁量産に伴う販路開拓

5743
和歌山
県

Kohaku kitchen －
『１.５次会』という名の会費制新パーティー形式の開
催

5744
和歌山
県

目ヂカラLAB －
新規顧客獲得の為！ＱＲコードを使った予約管理シ
ステムの導入

5745
和歌山
県

はた商店 －
制作体験・店頭販売を取り入れた自店販売力強化
事業

5746
和歌山
県

赤玉 －
顧客ニーズに応えた商品の開発と新たな販路拡大
事業

5747
和歌山
県

山本創建 －
自社サービスPR・相談ルームへの誘客看板設置事
業

5748
和歌山
県

合名会社丸正酢醸造元 3170003000597
ラベルデザイン・リーフレット作成による海外市場拡
大事業

5749
和歌山
県

民宿　亀の井 － 目指せ、営業マン一押し民宿！

5750
和歌山
県

宮澤養蜂園 － 風味はそのまま！若者向け蜂蜜あめの開発

5751
和歌山
県

あさの屋 － 新規顧客＆団体客誘店　ＰＲ大作戦！

5752
和歌山
県

谷国水産 －
谷国ブランド「ＤＵＫＥしらす」「揚げしらす」の新展
開！

5753
和歌山
県

コバヤシメタル工業 － 地域に根ざした「ものづくり職人」ＰＲ大作戦！

5754
和歌山
県

HAIR＆HEAD SPA　loco －
新店舗でのオープンを地域以外の広範囲に広告す
る販路拡大事業

5755
和歌山
県

株式会社平家製作所 2170001011060
多言語の会社パンフレットと展示会での販路開拓事
業

5756
和歌山
県

有限会社吉備インターゴ
ルフ

6170002007120 ゴルフ練習場の施設の整備とＰＲカンバンの設置

5757
和歌山
県

三軒屋　和楽 － 当店の新サービスを素早く発信。

5758
和歌山
県

髙垣酒造株式会社 7170001007500
販路拡大「蔵見学・酒造り体験」に伴うトイレの改装
事業
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5759
和歌山
県

焼肉森谷 －
新しいＰＲ方法を使用しての情報発信により新規客
獲得！

5760
和歌山
県

有限会社昭和自動車整
備工場

4170002009201 お客様の店舗誘導による販路拡大

5761
和歌山
県

ピザハウス　ＭＩＥＵＸ － 店舗の存在をアピールする屋根大型看板設置

5762
和歌山
県

有限会社　南横手商店 5170002010637
販売促進のためのパッケージの刷新とパンフレット
作成

5763
和歌山
県

有限会社　大陽食品 1170002010632
新たな事業連携による九度山産富有柿を使った商
品開発と販路開拓

5764
和歌山
県

有限会社亀田鮮魚 9170002009840
ホームページの作成と鮮魚の出荷作業効率化を通
じた販路拡大

5765
和歌山
県

下谷 渡船 － レジャーと食の魅力 開拓事業

5766
和歌山
県

壷田石材店 － 石材を使った遊具の試作開発による販路開拓

5767
和歌山
県

有限会社安田農園 3170002009219
加工梅製造環境とホームページの整備による販路
開拓事業

5768
和歌山
県

株式会社久保農園 7170001012450
梅干しが好きになる、調理梅の相互広報・販路開拓
事業

5769
和歌山
県

株式会社永井建設 7170001009257
ＨＰとパンフレットを使った外構設備広報・販路開拓
事業

5770
和歌山
県

株式会社紀州梅香 2170001012026 紀州梅香産、加工梅の開発・販路開拓

5771
和歌山
県

（有）まるた産業 1170002010319
琉球畳に代表される新種畳の展示スペースを重視し
た事務所の改築

5772
和歌山
県

司法書士・行政書士　掛
井事務所

－
司法書士イメージを払拭し認知度向上と地域に密着
した事務所づくり

5773
和歌山
県

ｓｏｉｎ － パーマ機械の導入による顧客満足度向上事業

5774
和歌山
県

温泉民宿　小阪屋 －
外国人観光客獲得の為の新たな販売促進ツールの
作成

5775
和歌山
県

江戸安 － 店舗改装による新たな販路拡大

5776
和歌山
県

マツシタ住宅設備 － 準備と行動でお役様をキャッチ！

5777
和歌山
県

紀の松島観光株式会社 4170001011703 インバウンド向け新パンフレットの企画・制作

5778
和歌山
県

あさひ玩具模型店 － 装飾テント改修による集客力向上事業

5779
和歌山
県

堀忠酒店 －
納得して気持ちよく買い物して頂くためのトイレ快適
改造計画

5780
和歌山
県

株式会社　モリカワ 9170001011839 ガス温水床暖房・住宅リフォーム・販売促進

5781
和歌山
県

ｃｏｍｐｉ － カフェスペースの改装による新規顧客獲得事業

5782
和歌山
県

フラワーショップ西浦 － 店舗のリニューアル

5783
和歌山
県

古居衣料店 － 高齢化社会に対応した店舗改装と店作り事業

5784
和歌山
県

赤帽早田運送店 － 受注の拡大を図るための集配所の遮熱工事

5785
和歌山
県

ぽち － 積極的な広告宣伝により、販路拡大を目指す

5786
和歌山
県

有限会社山中石油 6170002010306
ＬＥＤ電灯によりお客の不快感の解消と夜間客の増
大を図る
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5787
和歌山
県

西和食品株式会社 1170001010213 低温倉庫断熱処理による品質の向上と販路拡大

5788
和歌山
県

印南交通株式会社 6170001010199 サービスと新たな取り組みを含めた相互広報事業

5789
和歌山
県

有限会社　日生商事 6170002010297 工期圧縮化を図り販路開拓のための設備導入事業

5790
和歌山
県

川村鉄工所 －
看板広告による販路開拓、会計・工程管理強化によ
る経営の安定化

5791
和歌山
県

古川薬局 －
店舗改装による顧客満足度の向上と作業効率の
アップ

5792
和歌山
県

印南モータース － 新規顧客の獲得に向けた機器の導入

5793
和歌山
県

アップス － 観光情報誌を利用した新規顧客開拓事業

5794
和歌山
県

有限会社なかやま 3170002009185 顧客満足度アップ演出のための店舗改装

5795
和歌山
県

おざきのひもの － 持ち帰り顧客のための製氷機設置事業

5796
和歌山
県

谷本石材店 － 墓石の清掃、彫刻石の開発による販路開拓

5797
和歌山
県

民宿加茂 － 民宿外装の改装によるイメージアップ

5798
和歌山
県

咲來鳥・ルーナ －
咲來鳥ランチ営業宣伝、ルーナ夜間営業での新規
顧客獲得事業

5799
和歌山
県

〇吉商の会 －
必要業種とされるべく、近隣地域への遺品整理士業
の周知活動事業

5800
和歌山
県

ココロ介護タクシー － 介護タクシー事業の折込チラシによる販路開拓事業

5801
和歌山
県

有限会社　深見電器商会 9170002009626 補聴器販売強化の為の補聴器設備機器購入

5802
和歌山
県

熊野石油 －
新型機械によるタイヤ交換サービスおよび看板作成
による販路拡大事業

5803
和歌山
県

OZAKI代行 －
ＨＰ・スマホ対応サイトによる運転代行業の販路開拓
事業

5804
和歌山
県

魚彦水産 － ＨＰと看板による店舗周知広報事業

5805
和歌山
県

オーシャンフロントステイ －
究極のエグゼクティブリゾート！貸別荘販路開拓事
業

5806
和歌山
県

叶計算実務学校 －
ＨＰと折込チラシを使った販路開拓とイメージアップ
事業

5807
和歌山
県

きのくに乗馬倶楽部 －
お世話体験コース、預託馬増数のための繋ぎ場増
設による販路拡大事業

5808
和歌山
県

国民宿舎ホテルシラハマ － 外国人観光客向け宿泊施設の販路開拓事業

5809
和歌山
県

小さな宿　白南風 － 小さくても満足度の高い宿泊施設の販路拡大事業

5810
和歌山
県

合同会社犬御殿 1170003000871
ペット同伴とインバウンドに特化したサービスの販路
拡大事業

5811
和歌山
県

ナギサビール株式会社 5170001009110
新工場の紹介ビデオと作業工程の動画製作による
販路拡大事業

5812
和歌山
県

株式会社ＫＣＲ 2170001013032
看板変更・店内改装・ケバブマシーン購入・宣伝広告
での販路開拓

5813
和歌山
県

株式会社 空港 3170001012784
訪問介護事業と介護福祉タクシー事業の売り上げ拡
大事業

5814
和歌山
県

株式会社テンシュカク 9170001012829
高圧洗浄「エコロビーム」及び便利屋の販路拡大事
業
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5815
和歌山
県

有限会社マリーンピア 2170002009426 ＨＰを使った販路開拓とサービス向上事業

5816
和歌山
県

有限会社中甚 4170002009374
海鮮レストランHP多言語化による外国人客への販路
拡大事業

5817
和歌山
県

紀和産業株式会社 1170001007778 プロ仕様のオーダーメイド業務用合羽で販路開拓

5818
和歌山
県

有限会社　麺彩工房ふる
里

9170002008371 「フルーツ大福」で地域ＰＲと収益性アップ

5819
和歌山
県

有限会社柑香園 7170002008266 海外への販路開拓と市場調査事業

5820
和歌山
県

料理・仕出し　ふみや －
創業104年老舗が直面した店舗移転による更なる長
期的持続事業。

5821
和歌山
県

グラスヘアー －
　シニア世代集客のための“理美容の融合“によるユ
ニセックスな店舗づくり

5822
和歌山
県

ヘアーサロン　タキモト －
出張理容車導入による売上向上に繋がる長期的持
続事業計画。

5823
和歌山
県

株式会社　八旗農園 7170001013259
あら川の桃スムージーの商品力強化による販路開
拓拡大事業。

5824
和歌山
県

有限会社　コーキ建設 3170002007718
コンテナハウスの販路開拓による経営基盤強化計
画事業。

5825
和歌山
県

紀和石油株式会社 4170001008105
買い物弱者に対する配達サービスによる販路開拓
事業

5826
和歌山
県

北山製麺所 － 顧客ニーズに応えたＯＥＭ対応による販路開拓。

5827
和歌山
県

Ｒ・ｓｔｙｌｅ －
地域密着型カードクターによる“安心・安全”販路開
拓事業

5828
和歌山
県

株式会社　石大家具 9170001008240 リビングダイニング家具専門店へのリニューアル

5829
和歌山
県

ウッディーハート吉本 － 安心・安全かつ、介護しやすい家づくりのＰＲ

5830
和歌山
県

株式会社　藤桃庵 4170001014078
厳選素材をふんだんに使ったオーガニックジェラート
カフェの展開

5831
和歌山
県

サラダ館　まるよ －
ニューファミリー層のギフトニーズを掘り起こし販路
開拓

5832
和歌山
県

チリ化成株式会社 1170001007844
施工時間を大幅に短縮できる擁壁裏面排水材の開
発・販路開拓

5833
和歌山
県

道 － お好み焼きのテイクアウト始めました

5834
和歌山
県

かね七商店 －
干物のイメージを一新！おしゃれなパッケージで時
代の流れに

5835
和歌山
県

曲里サービス －
ミッションオイル交換機の導入による顧客単価アップ
事業

5836
和歌山
県

芝　滝　米　穀　店 － 人気のよもぎ餅の製造販売による新たな販路開拓

5837
和歌山
県

桑添民之助商店 － 新型漁網用ロープの小分け販売事業

5838
和歌山
県

森のぱん屋さん － 屋内座席を確保する為のウッドデッキ改修事業

5839
和歌山
県

有限会社　ＭＣＳ 8170002006806 葬儀業者が運営する仕出し料理店の展開

5840
和歌山
県

有限会社　パナルック西
山

7170002006831 看板設置による自社サービスの訴求

5841
和歌山
県

農家民泊　JINと小梅 － 屋外調理体験設備の整備による販路開拓事業

5842
和歌山
県

TAKE　OFF　factory － バイク・自動車の修理及び車検業務への進出
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5843
和歌山
県

山東建築 －
古民家リフォームの販路開拓のための看板設置事
業

5844
和歌山
県

風の古民家　うえみなみ － 若い世代をターゲットにしたサービス設備設置事業

5845
和歌山
県

株式会社　上中林業 8170001012730 ピザ屋開業に伴うピザ釜の設置事業

5846
和歌山
県

(有)シマダ電器 3170002006991
販売イベント開催のための駐車場スペースへの屋根
と看板設置事業

5847
和歌山
県

成相商店 －
遠方からのお客様でも一目で当店だと分かる看板設
置事業

5848
和歌山
県

(株)ひがし電器 3170001014211
消費電力を見える化した省エネ体験型店舗への改
装事業

5849 鳥取県 理美容室リール － 新サービス開始と宣伝広告による顧客獲得

5850 鳥取県 ㈱シーサイドうらどめ 5270001000991
モバイル対応ホームページ作成と客室在庫一元管
理による販売促進

5851 鳥取県 鳥取紙工㈱ 7270001002350
規格外サイズ・仕様の自動機械貼加工による貼箱の
販路開拓

5852 鳥取県
㈱キューブ表面実装技術
研究所

6270001002005 電子基板実装の印刷工程用治具の開発・販売促進

5853 鳥取県 ㈲ササキ 6270002004108
新サービスの提供による販路開拓と高齢者顧客の
満足度向上

5854 鳥取県 ㈲池原建材店 4270002004002
女性スタッフの営業力による顧客のつなぎ留めと顧
客の開拓事業

5855 鳥取県 ㈲三谷石材工業 9270002004071
自社オリジナル新商品「手元供養納骨堂」の販路開
拓

5856 鳥取県 （同）やずメモリーパーク 2270003000910 新規墓苑の開設にともなう顧客開拓事業

5857 鳥取県
ドライフーズきんさいか工
房

－
コンセプト商品のシリーズ化と新商品の開発による
販路開拓

5858 鳥取県 Kozy’s Kitchen －
新たなターゲットに対する積極的な広告宣伝と満足
度向上

5859 鳥取県 ㈲西本機器水道 6270002009536 新規顧客獲得のための営業計画

5860 鳥取県 三幸丸 －
海藻商品の開発と量産体制の構築による売上高の
増加

5861 鳥取県 ㈲おき 2270002009713
店舗外観及びトイレ床面の改修による女性客・夜間
利用客の取込み

5862 鳥取県 苺工房ファームむらかみ －
積極的な販路開拓・販路拡大を実現するための生産
管理の効率化

5863 鳥取県 ㈲姫田石材店 1270002009755
手叩き加工・手彫り加工商品の販売とＰＲの実施に
よる売上の増加

5864 鳥取県 お菓子屋　たけたけ －
トレンド商品の取扱とアイス系商品の開発による売
上の増加

5865 鳥取県 レストラン　フクモト －
本格的なソムリエ技術によるワイン提供を行い、売
上の増加を図る

5866 鳥取県 ㈲土海建設 7270002010848
「リガーデンサービス」開始による新規顧客獲得と利
益率向上計画

5867 鳥取県 オフィスうたことば －
講演内容PR用小冊子・チラシ活用による新規顧客
獲得計画

5868 鳥取県 伊藤畳店 －
「縁無し畳」製造参入による畳需要の掘り起しと利益
率向上

5869 鳥取県 田宮畳店 －
部屋のトータル提案と工事の内製化により売上と利
益の増加を図る

5870 鳥取県 ヘアーサロン　ナニワ －
上質なヘアーデザインの施術による顧客満足度向
上と新規顧客獲得
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5871 鳥取県 小谷食品 －
追加納品や老人福祉施設等への販路拡大と製造設
備導入事業

5872 鳥取県 ヘアーデザイン　モリ －
販促活動の強化により、店舗の周知と新規顧客獲得
を図る

5873 鳥取県 CROWD SURF － 店舗への誘導看板設置による販路開拓の強化

5874 鳥取県 ㈲わかば 7270002011012
店舗の存在アピールとお客様のおもてなし環境整備
事業

5875 鳥取県 カフェアチェリーノ －
新たなビアガーデン営業の開始と外部イベントへの
積極的参加

5876 鳥取県 Hair make BiDaN －
店舗の外装工事を行い客単価が高い美容客を増や
し売上増加を図る

5877 鳥取県 ㈲田中知義商店 5270002009636 酒類専門店の“強み”を活かした販売促進

5878 鳥取県 ㈲宇田川呉服店 5270002009710
高齢客の購買満足度を高める「おしゃれ」と「コミュニ
ティ」の提供

5879 鳥取県 野間田建築設計 －
積極的な営業活動により「健康住宅」の受注増加を
図る

5880 鳥取県 ㈱ヨシムラ 8270001005435
商談スペース環境の改善と販路開拓によるリフォー
ム工事の獲得

5881 鳥取県 湯治湯　etCaféゆのか －
バリアフリー化によるリピーター、首都圏の新規客の
獲得

5882 鳥取県 Jewel －
「セルフホワイトニング」ルームの開設による顧客拡
大

5883 鳥取県 ㈱リーフクロス 2270001005317
鳥取県産の米粉を使用した“新感覚”スイーツの開
発・販路開拓

5884 鳥取県 ㈲山内 8270002010789
各種パーティー・イベントの空間コーディネート事業
の展開

5885 鳥取県 ㈲秀栄自動車 1270002010738
車検を契機とした新規客獲得のためのホームページ
リニューアル

5886 鳥取県 味処　華 －
オリジナル看板メニューの定番化と店舗の視認性向
上で新規客獲得

5887 鳥取県 ㈲小椋スレート工場 1270002009598
外構メンテナンスサービスの開始による元請工事の
獲得

5888 鳥取県 福羅酒造㈱ 5270001005487
香港での食品展示会出展による海外販路開拓への
取組み

5889 鳥取県 いづみや靴店 －
お客様のおしゃれと健康を足もとから応援する店舗
づくり

5890 鳥取県 河本魚店 － 新たに取り組む移動販売事業による販路開拓

5891 鳥取県 りふれがーでん －
アロマ系講座・講演活動の強化と周知によるスクー
ル拡大事業

5892 鳥取県
夢作り菓子工房　ヤコブ
の杖

－
ランチカフェ顧客満足度向上と配達強化による売上
増進

5893 鳥取県 門脇旅館 －
郡内初のバックパッカー型インバウンド宿泊サービス
の新規展開

5894 鳥取県 ㈲大岩酒造本店 3270002008375
個人ユーザー拡大による地域唯一の「地酒」販路開
拓と売上増進

5895 鳥取県 ㈱コーセン 7270001004248
新たな広告コンセプトによる新工法の市場開拓と販
路拡大

5896 鳥取県 ㈲米子屋旅館 8270002008404 地域元祖の「大山おこわ」新商品開発と売上拡大

5897 鳥取県 ㈲エーアンドエフ 5270002008209
地産「栗」の商品化と、山あいカフェの一体的な販路
開拓事業

5898 鳥取県 ㈲井上食品 5270002005321
「どこでも豆腐製品」開発と実演販売による新販路開
拓促進事業
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5899 鳥取県 井上製茶機械店 －
ステンレス焼けとり機械導入による商品力向上と販
路拡大事業

5900 鳥取県 スタジオ情熱アップル －
空き家改装、店舗、ショールーム開設による地域へ
の情報発信

5901 鳥取県 ㈱大山観光物産館 9270001003941
大山の絶景ロケーションを生かした集客力アップに
よる販路拡大

5902 鳥取県 味一 －
店舗PRの強化と個室改修による店舗稼働率向上及
び販路拡大

5903 鳥取県 ㈲鳥取潜水 7270002008264
ウエットスーツ及び海藻販売の事業PRの強化による
販路開拓

5904 鳥取県 宮脇鉄工所 －
鍛冶屋のファンをつくるホームページ開設による販
路開拓

5905 鳥取県 味処　四季 －
お客様満足度向上とイベント参加で店舗周知による
販路拡大

5906 鳥取県 冨士印刷㈲ 9270002008502
営業ツール「デジタルカタログ」とサンプルの作成に
よる販路拡大

5907 鳥取県 ㈲たけうち 8270002008180
新規ギフト需要を見据えた店舗改装による売上向
上・販路開拓事業

5908 鳥取県 OKスポーツ －
新分野（テニス競技）への進出による新規顧客獲得
計画

5909 鳥取県 沖村ペンション －
「アクティブな若者層」をターゲットにした新規顧客獲
得

5910 鳥取県 ペンション暖暖 － 「山暮らしを体験できる」宿をコンセプトに販路拡大

5911 鳥取県 ㈲トータルサービス 1270002008625 空き家管理ビジネス開始による販路開拓事業

5912 鳥取県 もち工房　日南ふっくら娘 －
冬期の売上集中を平準化させるための新商品開発
計画

5913 鳥取県 井谷旅館 －
女性客を取り込むための店舗改修および販路開拓
事業

5914 鳥取県 日南トマト加工㈱ 1270001004518
道の駅構内へ移転に伴うネット通販開始による販路
開拓事業

5915 鳥取県 日南建工㈲ 6270002008620
旅行中の顧客満足度向上およびリピーター創出によ
る売上増加計画

5916 鳥取県 日南振興㈱ 1270001003981
高付加価値の贈答用トマト鍋商品開発による販路開
拓事業

5917 鳥取県 蓬莱 －
店舗改装による顧客満足度向上及び宴会での売上
増加計画

5918 島根県 せつこ美容室 － 店舗リニューアルによる新規顧客獲得事業

5919 島根県 柿谷商店 －
「安心購入」ネット販売システム構築による販路開拓
事業

5920 島根県 株式会社　大社木工 4280001003482
新商品「純金箔製福こづち」を前面に押し出しての販
路開拓事業

5921 島根県 青木水道　有限会社 4280002006492
リフォーム工事会社としての認知度アップを目的とす
る広告宣伝強化

5922 島根県
本格手打蕎麦　出雲　砂
屋

－
当店の存在と強み(特徴)のアピール強化による販路
開拓事業

5923 島根県 吾妻そば － ホームページ開設等による県外観光客の誘客

5924 島根県 blanc －
「オン・オフ」２スタイルカットのＰＲ強化による新規顧
客獲得

5925 島根県 （株）clover 8280001007117
「全車３か月３０００ｋｍ保障」による低価格指向の新
規顧客獲得

5926 島根県 ふくろや旅館 －
非効率な洋間を改造して宿泊客と宴席を増加させる
事業
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5927 島根県 美好乃 －
高齢者に優しいスタイルで法事会食の受注をアップ
させる事業

5928 島根県 有限会社　直久 6280002011747
トイレの改造で女性客のイメージアップを図り高齢顧
客を開拓する

5929 島根県 ブルースカイ －
駅前に電飾看板を設置してお客様に認知され来店を
促す事業

5930 島根県 松浦商店 －
「そろばん最中」のパッケージを改良して新規顧客を
生み出す事業

5931 島根県 有限会社 松葉屋 7280002011762
国道への看板の設置による店舗への集客と商品ブ
ランド力の向上

5932 島根県 有限会社プレアティス 9280002006835 補聴器聴力検査の環境整備による販路開拓

5933 島根県 松園 －
露天壺風呂の設置により都市圏女性客の増加を目
指す!!

5934 島根県 斐川園芸有限会社 6280002006409
観光客をターゲットに新商品開発と既存品のリ
ニューアル

5935 島根県 有限会社ほくよう 3280002006452 販促活動の強化によりポン菓子の販路拡大を図る

5936 島根県
ネロリ カイロプラクティック
ホーム

－ 「女性専用サービス」による女性新規顧客開拓事業

5937 島根県 槙野酒店 －
店舗改装によるこだわり客へ向けた新酒ＰＲ強化事
業

5938 島根県 配食のふれ愛　出雲店 － 直接営業の仕組みづくりによる新規顧客獲得事業

5939 島根県 なぎら写真館 －
「ペットと一緒に写る家族写真」撮影サービス提供に
よる販路開拓

5940 島根県 馬庭開運堂 －
ホームページを活用したプロモーションによる販路開
拓事業

5941 島根県
理容のぶたに　美容室ち
え

－
トイレ改修とルーフ設置を行い、女性シニア層獲得を
目指す

5942 島根県 マツザキヘアースタジオ －
高齢者にやさしく、老若男女に来店していただけるお
店作り

5943 島根県 味処玉峰 －
トイレ改修等を行い女性、シニア層、観光客等の顧
客獲得を目指す

5944 島根県 有限会社 森田醤油店 2280002011692
冷凍庫導入により、２種類の本物甘酒の出荷拡大を
目指す

5945 島根県 藤原写真館 －
最新の高性能撮影カメラ導入による顧客満足度向
上事業

5946 島根県 株式会社 ふく 4280001006436
新規市場獲得に向けた鮮度保持袋・箱パッケージの
試作開発事業

5947 島根県 株式会社エムネット 7280001006243 快適な待合場所の提供により販路拡大を目指す

5948 島根県 三浦設備 －
新技術導入による工期短縮・低コストによる顧客開
拓事業

5949 島根県 有限会社三松堂 5280002010460 太鼓谷稲成神社へ朔日参りをし、一日餅を！

5950 島根県 長嶺建設 株式会社 6280001005254
学んで・見て・賢く買う一生ものの“家”づくりの為の
一体的提案

5951 島根県 株式会社鷗外村ふる里 2280001005200 インバウンド対策　外国人団体旅行客受入事業

5952 島根県 万禧亭 －
サンプル作っておせち料理売上ＵＰ！看板直して来
店客数ＵＰ！

5953 島根県 株式会社松尾 4280001005355 インバウンド客獲得プロジェクト

5954 島根県 株式会社 杣の里よこみち 1280001005184
季節も天候も虫も準備片付けもバッチリＯＫ！快適Ｂ
ＢＱハウス
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5955 島根県 しまね有機ファーム㈱ 8280001004634
HPリニューアル及び新規英語ページ作成による海
外販路拡大事業

5956 島根県 吉岡醤油 有限会社 3280002009389
効果的な情報発信による新たな顧客拡大及び売上
拡大事業

5957 島根県 原田酒店 － 店舗改装と日本酒セラー導入による顧客拡大事業

5958 島根県 石州勝地半紙 －
新たな設備導入による量産体制の構築及び販路拡
大事業

5959 島根県 有限会社　森脇電器店 4280002009685
生花部門の売り場を広げ、作業効率高め店舗環境
を向上させる事業

5960 島根県 有限会社　創修 7280002009716
オリジナル商品開発のための木工旋盤導入と販売
促進を行う事業

5961 島根県
ベスト電器フレンドショップ
川本店

－
高齢者等に配慮した洋式トイレ改修と店内お客様
サービス向上事業

5962 島根県 三宅時計眼鏡店 －
補聴器の機器整備と店舗チラシＰＲで販売力強化を
図る事業

5963 島根県 春夏秋冬 －
店舗視認性を高める店舗看板・スタンド看板等の設
置を行う事業

5964 島根県 新栄寿し －
店舗看板設置で観光客や町外客への認知度を高め
る事業

5965 島根県 旅館みかみ －
洋式トイレの整備と館内英語表示プレートの整備を
行う事業

5966 島根県 安原蒲鉾店 － 自社ブランド新商品「へか焼きゼリー」の製造販売

5967 島根県 (株)ティーアールワイ 6280001006558 集客した顧客の囲い込みと来店頻度向上事業

5968 島根県 日御碕ドライブイン － 宣伝強化と施設快適化による販路開拓事業

5969 島根県 (有)幸洋丸 7280002006556
民宿施設快適化による販路開拓と食堂との相乗効
果による集客向上事業

5970 島根県 日真蒲鉾店 －
こだわり製法で作る揚げたて厚天ぷらの直売展開事
業

5971 島根県 江島牡丹園 － 高齢者ターゲットによる販路(顧客)拡大事業

5972 島根県 片江プロパン － 高齢者をターゲットにした販路(顧客)拡大事業

5973 島根県 hair create Large －
ウェブサイト作成による店舗の認知度向上・新規顧
客開拓事業

5974 島根県 ヘアーサロン　華 －
美容室でお肌リフレッシュ！顧客満足度を上げ販売
促進

5975 島根県 大嶋鮮魚店 －
昼食サービス開始と観光客等へのアプローチで売上
アップ！

5976 島根県 民宿　福来朗 －
優しさと思いやりを提供する店舗づくりと販路開拓事
業

5977 島根県 さくらや －
安らぎとおもてなしを提供する店舗づくりと販路開拓
事業

5978 島根県 旅館　みつけ島荘 －
真心と清潔感で快適な旅を提供する店舗づくりと販
路開拓事業

5979 島根県 足田美容院 －
体型に合った設備と時間短縮のための設備で高齢
者に快適なおしゃれ時間提供

5980 島根県 有限会社トム 3280002012038
乾燥機導入により生産効率を高め、取引拡大・売上
増加を目指す

5981 島根県 （株）イトーケミカル 7280001003703
床塗り替え工事による民間企業からの元請工事受
注増加事業

5982 島根県 Ku:nel －
パーマ機導入による５０代の新規顧客獲得及び客単
価増加へ
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5983 島根県 福泉堂 －
新商品開発とＳＮＳを活かした営業による新規「親子
客」獲得事業

5984 島根県
曽田克之土地家屋調査
士行政書士事務所

－
測量・図面作成セットの新サービスによる新規顧客
獲得事業

5985 島根県 大竹屋 －
贈答用商品の新商品セット販売による新規顧客獲得
事業

5986 島根県 仕出し宴会いとう －
未活用地域資源を活用した新商品開発並びに既存
商品の魅力向上

5987 島根県 にしこおり理容館 － 固定客６０人増加を目指して販路開拓に挑戦！！

5988 島根県 金沢屋松江店 － チラシ・広告掲載による販路拡大事業

5989 島根県 有限会社　鹿島緑化 4280002002632 ホームページリニューアルによる新規顧客開拓事業

5990 島根県 潮風サロンなぎさ －
目につく看板と入店しやすい雰囲気づくりで集客力
アップ！

5991 島根県 芳美堂印舗 －
オンリーワンの手彫り仕上げ印鑑の魅力で新規顧客
開拓

5992 島根県 丸善商店 －
宴会会場のリニューアルによる祝事・法要部門の顧
客開拓事業

5993 島根県 株式会社丸加石材工業 1280001002883
地域産石材を使用した石窯の商品開発と販路開拓
事業

5994 島根県 ＮＥＥＤＳ －
受注キャパの拡大によるカーディリング市場の顧客
創造事業

5995 島根県 有限会社　ＡＫＮ 1280002011974
聴力検査精度を高める防音室設置による補聴器の
販路拡大事業

5996 島根県 hair make mer. －
顧客情報を経営に活かす！ｻﾛﾝ業務の効率化と販
路拡大のための顧客情報管理

5997 島根県 ライフスタイル － 展示会出展・広告掲載等による販路拡大事業

5998 島根県 合同会社おちらと 9280003001059
調整用車いすデモ機・座圧センサーを用いての新規
開拓・販路拡大

5999 島根県 フェリーチェ －
飲食店の空間整備とラッピングカーによるパンの移
動販売で販路拡大

6000 島根県 有限会社　美保館 2280002002758
展望大浴場の立寄り湯ＰＲによる日帰り客利便性＆
満足度ＵＰ事業

6001 島根県 松田十郎商店 － 地域の産物を活用した「島根アカモク」商品開発事業

6002 島根県 有限会社　喜多川板金 6280002004684
パソコンスクール事業におけるイベント実施および周
知活動

6003 島根県 重田建築 － 特殊床貼り工事対応による売上増加

6004 島根県
有限会社　湖陵オート
サービス

7280002006671 「女性に喜ばれる店づくり」のための店舗改装事業

6005 島根県 株式会社　日本海建設 1280001003510
一般住宅へのヘルシークレー工法導入による新規
顧客獲得

6006 島根県 Ｈｏｒｉｚｏｎ珈琲 －
強みを活かし弱みを克服する広告宣伝の活用と集
客力向上の取組み

6007 島根県 雲藍 －
「出雲の燻製（イズモーク）」の製造能力向上による
販路開拓事業

6008 島根県 田村旅館 －
人気商品鯖棒寿司で店舗の情報発信をして新規顧
客獲得

6009 島根県 杉原魚店 －
リーズナブルな京料理提供と仕出し弁当の開発で売
り上げアップ

6010 島根県 余村板金株式会社 7280001007191 自社アピールの為の看板設置による需要拡大事業
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6011 島根県 有限会社 石鹿商店 7280002002786
山陰の地魚を使った本物の蒲鉾づくりをＰＲし新規開
拓

6012 島根県 株式会社サンエーセイミツ 5280001002731 精密測定機の導入ＰＲによる新規顧客開拓

6013 島根県 株式会社コウダイ 5280002004628
企業カタログと工場のショールーム化による新規顧
客開拓

6014 島根県 株式会社高橋産業 7280002003132
社屋を広告塔にしたＰＲと専門知識をまとめた冊子
による営業促進

6015 島根県 有限会社角田工務店 2280002002873
マスコットキャラクター起用でイメージアップによる顧
客拡大事業

6016 島根県 有限会社塚谷三方園 3280002002872
ホームページと広告チラシを活用した潜在市場開拓
事業

6017 島根県 居酒屋ぐでんぐでん － 店舗リニューアルによる新規顧客獲得事業

6018 島根県 グランディア赤名峠 － イノシシ肉を使った新商品及び既存商品のＰＲ事業

6019 島根県 木村アルミ －
ＰＲ活動により自社の認知度向上による新規顧客開
拓事業

6020 島根県 山本写真スタジオ －
機材及び備品購入による新規顧客開拓・販路開拓
事業

6021 島根県 株式会社　カガヤキ 9280001006398
ＡＲ機能による営業強化のご提案から新規顧客獲得
へ

6022 島根県 （有）宍道湖 4280002007417
訴求力のある媒体活用による集客力強化と新規顧
客獲得

6023 島根県 Beau Belle － 機器導入によるサービスの充実と営業強化事業

6024 島根県 有限会社　フィリンク 4280002006988
オリジナル車いすの開発から展示会出展による販路
開拓

6025 島根県 有限会社　本多石材店 5280002004883
ガラスを使った新しい墓石、モダンな墓石等の販売・
販路開拓

6026 島根県 横川伯鳳堂 －
当店ＰＲチラシ作成による販路開拓と店舗整備によ
る顧客満足の実現

6027 島根県 加納山佐屋 － 新規顧客獲得に向けたＰＲ展開と店内設備の充実

6028 島根県 清水商会 －
自動車塩害対策サービスの向上と同サービスＰＲ展
開

6029 島根県 平木建築工房(株) 2280001006909
広告看板設置による自社認知度の向上と新規顧客
開拓及び販路拡大

6030 島根県 まーるい －
店舗修繕による顧客満足度向上と宴会需要開拓に
よる顧客単価向上

6031 島根県 (有)梅林商会 6280002004651
農機車輌展示場の改装による展示スペースの拡大
と展示機能の拡充

6032 島根県 (株)大谷屋たたみ店 2280001002981
営業ツールの作成と情報発信強化による新規顧客
開拓及び販路拡大

6033 島根県 （有）フォト文具いちかわ 5280002004751
魅力的かつ有益な情報発信による需要喚起と販路
拡大

6034 島根県 吉田畳店 －
戦国大名尼子氏に関する観光関連商品の企画開発
と販売体制の構築

6035 島根県 まつやま －
機密性の高い包装で鮮度期間の長期化とＰＲチラシ
で販路拡大事業

6036 島根県 さとう建築株式会社 4280001002773
建築３次元ＣＡＤで魅せる営業とチラシ広告による販
路拡大事業

6037 島根県 後藤屋呉服店（後藤屋） －
自動クロス糊付機導入で信用力の向上とチラシ広告
による販路拡大

6038 島根県 美容室エナ －
店内改装でコミュニティの提供と新聞チラシによる販
路拡大事業
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6039 島根県 武 －
店舗移転に伴なう新規顧客の獲得と顧客満足度向
上

6040 島根県 有限会社吉賀自動車 5280002010667
クリーンディーゼル車整備・修理対応による新規顧
客獲得

6041 島根県 中村旅館 －
老舗旅館自慢のデザート「野草スイーツ」を使っての
販路の拡大

6042 島根県 株式会社　大和興産 3280002009579 らくらく草刈り、限界集落で新たなビジネス

6043 島根県 大和観光　株式会社 9280001007041
安心・安全な運行管理を目指して経費削減と競争力
アップを狙う

6044 島根県 有限会社ゆずのふる里 3280002010520 お餅の包装デザイン刷新による販売力強化

6045 島根県 有限会社　森　本　石　材 6280002010757
新サービス「永代供養墓・(合同墓)」のホームページ
による提案事業

6046 島根県 増本建設　有限会社 8280002010581 宣伝PR強化による新規顧客獲得事業

6047 島根県 ひきみ森の器工芸組合 －
ネット販売システムの構築及び新商品開発による販
路拡大事業

6048 島根県 金口理容院 －
出張散髪で、弥栄町になくてはならないお店を目指
す

6049 島根県 岡見技建 － 自社ウェブサイトの構築で、新規顧客の取り込み

6050 島根県 美都食堂ハジメ －
移動販売・テイクアウトメニュー・店舗整備による販
路開拓事業

6051 島根県 有限会社　幸楽 8280002010458 縁（ゆかり）の宿に来てみんさい

6052 島根県 アコテド －
「国府初！本格スイーツ店」を発信し、新規顧客を獲
得する。

6053 島根県 有限会社　紅梅しょうゆ 8280002011539 こだわり醤油の発信基地！PR全開の店舗改装事業

6054 島根県 都間石油　有限会社 8280002011431
新聞広告による洗車、宅配灯油等の周知による新規
顧客の獲得

6055 島根県
有限会社森山自動車工
業

6280002011581 クイックサービス強化による、売上増加計画

6056 島根県 有限会社ニシカワ 3280002011460 輸出用の木材梱包材の小ロット対応PR

6057 島根県 有限会社天野館 3280002011171
ニーズを刺激するプロモーション強化による販路開
拓事業

6058 島根県 株式会社陶山建設 8280001005698 「笑ルーム：絆」新規オープンに伴う広告宣伝事業

6059 島根県 有限会社　カネマツ建設 7280002011291 大東エコ堆肥の新パッケージ開発、販路拡大

6060 島根県 株式会社　岩佐塗装 8280001006705
元請工事受注増に向けた広告宣伝強化による販路
開拓事業

6061 島根県 第一印刷　有限会社 8280002011415 ドローンによる空撮事業

6062 島根県 Nailsalon　Ｃ －
安心ゆったりの店舗づくりと認知度アップによる販路
開拓事業

6063 島根県 パティスリーHanaHana － 視認性を高めることによる販路開拓事業

6064 島根県 アルプロン製薬株式会社 1280001005812
アルプロントップアスリートシリーズ商品説明動画の
作成による販路拡大事業

6065 島根県 株式会社　結システム 1280001002495
菅谷たたら日本遺産指定とのコラボ企画による販路
拡大事業

6066 島根県 スナック四季 －
カラオケを充実させて客単価のアップを図り売上の
増加に繋げる
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6067 島根県 杵築商店 －
料理寺子屋の研修生とともに地域の活性化と売上
のアップを図る

6068 島根県 有限会社脇谷商店 1280002011157
ホームページ・チラシを活用した高付加価値商品の
販路開拓

6069 島根県 株式会社隠岐桜風舎 9280001007116 後鳥羽通り土産屋リニューアルプロジェクト

6070 島根県 株式会社　島ファクトリー 5280001006443
リネンサプライ業における販路拡大による雇用増加
を目指す取組

6071 島根県 版吉亭 －
民泊業と画業をリンクさせての相乗効果による販路
開拓事業の展開

6072 島根県 海鮮処　味蔵 － 足の不自由な方や高齢者が利用しやすい店舗づくり

6073 島根県 株式会社　宇野 3280001007195
古民家を改修し宿泊棟を増設することで売上増加に
繋げる

6074 島根県 ㈲らくいち 9280002009441 「新メニュー」の大々的な宣伝による販路拡大

6075 島根県 ㈲浜田交通 4280002009009
「パンフレットとＷＥＢ・スマホの連動による販路拡
大」

6076 島根県 hair design aco －
店内を改装し高齢者等にやさしいサービス向上させ
新規顧客の獲得

6077 島根県
大賀モータース　有限会
社

3280002007913
顧客満足活動の推進と新規顧客の獲得による売上
向上対策

6078 島根県 株式会社　ますや 2280001007089
高齢者や外国人観光客にやさしいイス・テーブルの
提供による販路拡大

6079 島根県 麺ズいそべ － 日本の食文化・国民食の持続的発展事業

6080 島根県 スマイル － 明るくいきいき、みんなが「スマイル」

6081 島根県 株式会社金城観光ホテル 3280001004457 美肌リノベーションで販路拡大事業

6082 島根県 株式会社シャトラン 6280001004306
ホテルの本格スープ・ソースをご家庭で！新商品開
発による販路開拓事業

6083 島根県 ㈲大賀商店 7280002008882
ポイント制と保安サービスの導入により新規顧客を
獲得

6084 島根県 れすとらん　ココット －
SNS活用による販路開拓及び魅力的メニューブック
作成事業

6085 島根県 山内モーター有限会社 4280002007904
車検の顧客獲得のためのチラシ作成配布、看板設
置、店舗改装

6086 島根県 エンジェルハンド －
「天然すっぽんの飼育・養殖事業」の展開による販路
開拓

6087 島根県 ㈱かくれの里ゆかり 3280001004473
「高齢者にやさしい宿」として積極的にＰＲし新規顧
客を獲得する事業

6088 島根県 ヘアーサロンＫ －
顔剃りやマッサージを強化し「癒しを与える」ことで、
新規顧客を獲得

6089 島根県 ㈱未来販売堂 9280001004757 新事業である飲食事業に乗り出し新規顧客獲得

6090 島根県 斎木酒店 －
地酒の種類を増やすことで競合店と差別化を図り顧
客を拡大する事業

6091 島根県
猪加工販売センター榎木
の郷

－
効果的な情報発信による猪肉の販路拡大及び売上
拡大事業

6092 島根県 さくらや －
『さくらやの桜模様豆腐』で訴求力アップによる売上
拡大事業

6093 島根県 風 －
潜在ニーズ喚起による新たな顧客拡大及び売上拡
大事業

6094 島根県 有限会社 住江建設 7280002009377
ホンモロコを使った特産品開発による顧客拡大及び
売上拡大事業
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6095 島根県
フィッシャーマンズ・ファー
ム川戸

－
江の川産の鮎を使った特産品開発による売上拡大
事業

6096 島根県 株式会社　楓ジェラート 4280001006452
店舗改装による席数増設+メニューの充実＝目指せ
売上ＵＰ！！

6097 島根県 有限会社　カイ 7280002008825
合宿・長期宿泊大歓迎！顧客満足度を上げるため
の設備整備計画！

6098 島根県 クールヘア＆スパ －
お客様からお客様へ！パンフレットを活用した魅力
PR大作戦！

6099 島根県 林数学英語教室 － ジュニア英語授業開校に伴うPRプロジェクト！

6100 島根県 よろず庵 － 店舗看板・のぼり旗設置による売上の増加

6101 島根県 食楽酒遊　みうら － 店舗看板設置・外装の改築による売上の向上

6102 島根県 池月酒造(株) 2280001004796
蔵の修繕により製造量を増加させ、売上の向上につ
なげる

6103 島根県 有限会社　三共製菓 2280002010926
「パイもち」のパッケージリニューアルによる販路開
拓事業

6104 島根県 竹の坊 －
リピーターと外国人利用者を獲得するための広報
ツール整備事業

6105 島根県
エステティックサロン　ソワ
ン

－
ガンバル女性を応援するための外看板設置による
店舗PRと顧客獲得

6106 島根県 有限会社池田材木店 3280002010850 ショールーム設置による販路開拓事業

6107 島根県 Pure One 工房 －
元請け工事受注のための、作業用工具の導入によ
る販路拡大。

6108 島根県 長尾木工 －
作業用機械の購入による、受注業務の拡大と品質
向上

6109 島根県 (有)みずほ食品 3280002009653
冷蔵機器の導入による、販売数の拡大と品質の維
持

6110 島根県 加藤商店 － トイレの新設による売上の拡大

6111 島根県 ハヤシ美容院 －
ホームページやSNSを活用した情報発信による売上
の拡大

6112 島根県 Ｙショップはまのや － 店舗案内看板設置による、販売の拡大

6113 島根県 有限会社六日市石油 6280002010658 自動車販売ＰＲによる新規顧客獲得

6114 島根県 古永ふとん店 －
「クローゼット・押入れのスリム化のお手伝いはお任
せ下さい」

6115 島根県 柿の里 － 「柿の里ブランドイメージ確立化大作戦！」

6116 岡山県
日本システムエンジニアリ
ング株式会社

1260001005005
「スマートグリッド住宅」リフォーム事業の展開と販路
開拓

6117 岡山県 五果苑 － 新たな保存技術を活用した新鮮果物の販路拡大

6118 岡山県 アート工房　風 －
収益の安定化を図るための再加工技術によるリメイ
クスクール開講

6119 岡山県
株式会社大森機械製作
所

6260001012822
廃蛍光管分別破砕処理機の海外販路開拓に向けた
ホームページ改良

6120 岡山県 有限会社いろは屋 5260002011898 看板の設置による来店率のアップと新規顧客の獲得

6121 岡山県 株式会社　杣 9260001021052
現場に行けない山主へ映像を使って営業活動を実
施する事業

6122 岡山県 有限会社　醍醐の里 7260002034096
集客力ある看板商品製造のための機器導入と販促
チラシ作成
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6123 岡山県 タカシ産業　株式会社 5260001022806
FRP材料を一般消費者へ販売するためのWEBサイト
構築

6124 岡山県 備前焼　安田龍彦 －
展示会「ドームやきものワールド」への出展及び販路
開拓

6125 岡山県
株式会社　ふぃーるど・
わーく

3260001012288 庭づくり・庭の楽しみ方を伝えるパンフレット作り

6126 岡山県 チクリ・ピオニエーレ －
初心者向けライドスクールの取り組み強化による販
路開拓

6127 岡山県 砂田園芸 －
若い世代のニーズに対応したギャザリング寄せ植え
による販路開拓

6128 岡山県 有限会社　奥津荘 6260002027927
日本語と英語併記の旅館パンフレットの作成及び配
布事業

6129 岡山県 ミント －
高齢者向け衣料品販売強化のための一部店舗リ
ニューアル

6130 岡山県 ＹＳガーデン －
花苗の育苗設備の導入による生産能力の強化及び
販路拡大

6131 岡山県 有限会社　藤原工務店 7260002029848
『木組みの周知とリフォーム』のチラシ・リーフレットに
よる販促

6132 岡山県 有限会社みやけ家電 1260002033285 介護施設を起点とした販売促進事業

6133 岡山県 有限会社ツチダ車輌 8260002032405
クリーンディーゼル車の車検強化及び新工具導入に
よる販路開拓

6134 岡山県 坪井造園 －
庭園施工部門の売り上げアップの為のホームページ
作成

6135 岡山県 有限会社　浅野呉服店 2260002027633
日本の伝統文化を次世代へ！“もっと、着物を楽しも
う”

6136 岡山県
ヤマザキ Yショップ ナカシ
マ

－
地元産ミルクを主原料とした“ミルクプリン”で集客力
アップ！

6137 岡山県 スタイル　アコリエンテ －
倉敷大橋開通等による交通量増加に伴う新規顧客
獲得及び店舗PR

6138 岡山県 有限会社山陽ビデオ 9260002025077
健康寿命増進のための自炊体験フェアの開催及び
販路開拓

6139 岡山県 有限会社　田中製作所 6260002019528
新規顧客の信頼と受注率向上のためのＩＴツールの
作成

6140 岡山県 株式会社芳花園 3260001024358
寺社仏閣・一般家庭への剪定・造園サービスＰＲによ
る販路拡大

6141 岡山県 有限会社池崎堂 4260002025577
ホームページ、パンフレットを活用した商品PRによる
販路拡大

6142 岡山県 渡辺製麺所 －
紅麹ひやむぎのブランド化とホームページ作成によ
る商圏拡大

6143 岡山県 合同会社　大橋 3260003000761
『リフォーム事業』を周知するためのホームページ新
設事業

6144 岡山県 nap hair NAGAHARA －
オリジナルサービスのＰＲとチラシ作成で新規女性
客獲得へ

6145 岡山県 佐藤商店 －
新期需要拡大のためのネット販売の導入・ホーム
ページ開設

6146 岡山県
有限会社斎藤鈑金工業
所

3260002028374
ホームページ開設により試作品開発の受注を目指
す。

6147 岡山県 有限会社坂手商店 7260002028404
棚田の魅力を発信するポータルサイト制作による新
規顧客の獲得

6148 岡山県 有限会社昭和堂 6260002028537
イートインスペースへの改装による新規顧客獲得事
業

6149 岡山県
イタリア料理イル・バン
ビーノ

－ テイクアウト専門商品でブランド化による販売促進

6150 岡山県
株式会社ケンジャミン・フ
ランクリン

3260001025562 地産地消オリジナルメニューの開発とその広報活動
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6151 岡山県 有限会社　小松組 3260002030446 空き家管理業務による販路拡大

6152 岡山県
有限会社　生和ハウジン
グ

4260002005513
地域老人会・行政機関との連携による「見守りサービ
ス」の展開

6153 岡山県 有限会社　創宏芸 7260002005683
病院等屋外広告に特化した保守メンテナンスサービ
スの展開

6154 岡山県 ピッツェリア　マル屋 －
本場「ミラノピザ」と観光施設のコラボによる新規顧
客の獲得

6155 岡山県 株式会社薫製倶楽部 4260001013186
7大アレルギー物質不使用を伝える新聞広告による
販路拡大

6156 岡山県 ふーふー －
オープンガーデンカフェの併設による新規顧客獲得
の販路開拓

6157 岡山県 絹田建設株式会社 5260001020751
土木技術と農業知識を生かし中山間地の問題を解
消する提案型営業

6158 岡山県 有限会社 備南農産 4260002015173
国産パプリカの生産内製化に伴う新たな販路開拓及
び広報事業

6159 岡山県 備前焼　橋本 勘介 －
陶芸教室の新規顧客獲得及び電気窯制御装置によ
る新サービス展開

6160 岡山県 山下石工所 － 新規顧客開拓のための「墓守サービス」のＰＲ

6161 岡山県 株式会社襟立製帽所 1260001025135
インバウンド消費対応、和紙ブレードのギフトハット
のPR事業

6162 岡山県 名刀味噌本舗 －
工場見学サービスの充実と直接販売強化による売
上拡大

6163 岡山県 高井印判店 －
創業７０年の顧客リストを活用しシェアアップを目指
す取り組み

6164 岡山県 ボディショップエル －
お客様思いの鈑金・塗装による新サービス等の販売
促進

6165 岡山県 岡竹建設　有限会社 9260002032370 アンティーク建具・レストア建具の販路開拓事業

6166 岡山県 住まいるネット東畦店 －
地域密着型高齢者向け「健康・福祉」中心の品揃え
の商品販売PR

6167 岡山県 竹吉 － 特別な竹あかりを当たり前の竹あかりにするＰＲ

6168 岡山県 井上石材有限会社 7260002025946
墓石からオリジナル製品へのシフトで新たな需要を
掴む

6169 岡山県
株式会社ヘルパーステー
ショングリーン

4260001025090
介護予防拠点産地直売所（幸せをつなぐ小さな直売
所）のＰＲ

6170 岡山県 株式会社　ミサイ 1260001028162
チラシ集客及び悪立地条件克服目的の外観整備・
収容能力増強事業

6171 岡山県 株式会社リンパーツ 7260001029122
四輪カスタムユーザー向けの雑誌掲載による二輪
パーツの販路開拓

6172 岡山県 株式会社勇建工業 8260001029237
リフォーム業進出に伴う新聞広告による新規需要の
掘り起こし

6173 岡山県
倉敷エンターテインメント
合同会社

7260003000774
動画特化型ホームページへのリニューアルによる映
像部門の強化

6174 岡山県 整体ジムトライアングル －
整体＋スポーツで健康づくりをPRする看板とチラシ
作成

6175 岡山県 有限会社三榮建装 3260002028366 “顧客との架け橋”ホームページを開設

6176 岡山県 太郎茶屋　鎌倉　花尻店 － 看板作成によるランチタイムの集客強化事業

6177 岡山県 永井建設株式会社 8260001020815
スマートフォン対応ＨＰへの改修等による営業力及び
提案力強化

6178 岡山県 株式会社ようび 8260001025789
ＢｔｏＣ転換のための自然体験提案等による販路拡
大
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6179 岡山県 有限会社港石材店 1260002031512
移動式設備による墓石の追加字彫りとクリーニング
サービスの提供

6180 岡山県 磯千鳥酒造株式会社 4260001018020
ウェブサイトによる視覚に訴える「甘酒」と「発酵力」
の販路拡大

6181 岡山県 有限会社中島防災 5260002024644
ホームページを活用した、防災関連商品販売による
顧客拡大

6182 岡山県 寿美容室 －
”美容室がお客様の悩みを解決”新設備の導入と新
サービスの提供

6183 岡山県 倉敷塗装株式会社 7260001025402
特許技術を生かした、新聞折込による新規顧客の積
極的獲得作戦

6184 岡山県 ささい薬店 －
漢方薬等による生活習慣病の予防と宅配サービス
のＰＲ

6185 岡山県 QualiArtz － 地域密着型クラウドファンディングの顧客獲得

6186 岡山県 株式会社　酒井工務店 3260001022790
展示場宿泊体験実施における「地域密着型販路開
拓」

6187 岡山県
有限会社ビジネスホテル
にしな

3260002025347
新規顧客獲得・顧客定着のための情報発信ツール
の整備

6188 岡山県 株式会社　清川屋 3260001021537 高齢者や子育て世代にやさしい店舗環境の提供

6189 岡山県 有限会社佐藤建具 9260002024624
店舗周辺へのチラシ配布による、建具家具製造修理
の直接受注拡大

6190 岡山県 川上商店 － 選別機導入による付加価値の向上と新規顧客獲得

6191 岡山県 装寝具のカトウ －
顧客に対する知名度・サービス認知度拡大による業
績向上

6192 岡山県 有限会社　磯 6260002031598
スイーツで集客力アップ。観光・おでかけ客の需要を
取り込む。

6193 岡山県 ホットケークス －
工場看板と進入路看板で誘導・イベント出展で顧客
認知度アップ

6194 岡山県 Ｏｎｅ株式会社 3260001028755
「わんこと泊まれる宿　わんこあん」オープン告知事
業

6195 岡山県 Ｂｒｉｃｏ － 紙媒体でのＰＲと紹介による新規顧客の獲得

6196 岡山県 森下石油 株式会社 4260001021718
車検ビジネスへの本格参入で利益体質へ、経営体
質の強化を図る。

6197 岡山県 有限会社　嶋屋 7260002033560 真庭産品にふれてもらうための来店促進事業

6198 岡山県 グリル森 －
ランチ営業におけるオリジナルメニュー開発PRによ
る集客確保

6199 岡山県 樋口設備 － 水道・ガス トラブル対応サービスの顧客開拓

6200 岡山県
IL RICOTTARO（ｲﾙ ﾘｺｯ
ﾀｰﾛ）

－ 自家製チーズ販売強化の為の店舗改修

6201 岡山県 なかやま農場 －
販促物作成による無農薬無化学肥料栽培野菜及び
加工品の売上向上

6202 岡山県 ピースオブライフ合同会社 8260003001607
アロマで差別化。赤ちゃんから高齢者・介護者を支え
る新事業

6203 岡山県 株式会社辻本店 2260001022684
歴史があり認知度が高いロゴマークを活用した誘客
事業

6204 岡山県 ツボテック工業株式会社 9260002030201 除菌・消臭水の販路開拓

6205 岡山県 株式会社　落酒造場 3260001022931 観光客を対象にした販路開拓事業

6206 岡山県 ひなせキッチン － 弁当宅配とカスタマイズ弁当で新規顧客獲得
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6207 岡山県 滝の茶や －
当店及び神庭の滝の情報発信強化のためのホーム
ページ開設

6208 岡山県 移動ヘアーサロン車Chum －
「完全プライベート空間」移動型ヘアーサロン車PR事
業

6209 岡山県 株式会社　大輝建設 5260001020792
民間工事にシフトしたトイレの改修工事特化型事業
の展開

6210 岡山県 焼肉レストラン慶州 － 多様な顧客ニーズに応える販促ツール作成と配布

6211 岡山県 池田農機 －
店舗改装によるトラクター整備・修理の受注拡大計
画

6212 岡山県 創作おもてなし料理　美膳 －
新鮮な地元食材をふんだんに使ったヘルシーランチ
の提供

6213 岡山県 茶処　夜星屋 － オリジナルドレッシングの商品化と販売促進

6214 岡山県 株式会社ライフアドバンス 7260001023843
ホームページとパンフレットを活用した、新電力事業
者への取引拡大

6215 岡山県 GG　FARM － グルメガーデンガイド事業の認知強化と販路開拓

6216 岡山県 株式会社ＹＴＣ 7260001023208 主力工事の変更による収益の安定化事業

6217 岡山県 Cafe Mulberry －
オーガニックカフェの魅力発信による販路拡大と来
店促進

6218 岡山県 有限会社建匠 5260002003524
提案力を活かした「遮熱施工事業」のＢtoＢ展開によ
る顧客獲得

6219 岡山県 有限会社渡辺源二商店 4260002022137 い草製品商品ＰＲによる新規顧客の開拓事業

6220 岡山県 株式会社スカイピット 7260001011699
顧客管理システムの導入により顧客にマッチした販
売促進の実施

6221 岡山県 多久工房合同会社 7260003001211 工房内での親子手作りパン教室の開催

6222 岡山県 ジーオー不動産 －
強みを活かした空き家活用サポート事業展開による
新規顧客獲得

6223 岡山県 でんきのテルテル －
自社発行地域密着新聞と連動させたリフォーム関連
需要獲得大作戦

6224 岡山県 株式会社HAKKEIJAPAN 7260001023034
香港メディア・食の有識者向け「板前ダイニングPR冊
子」制作

6225 岡山県 ナカニワヤ －
高齢者を中心とした「買い物注文配達サービス」と自
店ＰＲ

6226 岡山県 利守酒造株式会社 6260001007293
海外市場における販路開拓、拡大及び訪日外国人
旅行者への販売。

6227 岡山県 株式会社OriginalQuchi 4260001026535
Bar向けの「なぎビーフ」を使った新商品の開発と販
路開拓

6228 岡山県 株式会社マサ・ユメライク 4260001027599
認知度向上と地域ニーズに合致したメニュー開発に
よる顧客獲得

6229 岡山県 野波晶也 － 新商品ワイン市場投入のためのブランディング構築

6230 岡山県 有限会社三島建工 5260002030709 新規顧客獲得のための空き家管理事業への進出

6231 岡山県 花恋株式会社 5260001027879
オーダーメイド生花祭壇と小売部門進出による営業
強化

6232 岡山県 藤原　立志 －
肉厚きくらげの改良・生産性向上と売場でのＰＲ力の
強化

6233 岡山県 タナカ製麺所 －
機能性うどんの開発と既存商品販売促進のための
ホームページ作成

6234 岡山県 株式会社　藤枝被服 7260001029007 アメリカンレディースオリジナルブランドの立ち上げ
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6235 岡山県 阿新クレーン株式会社 4260001019290
市外利用者獲得の為のWebサイト再構築による販路
開拓事業

6236 岡山県 山本石材 －
墓石撤去・移設需要を取込む為の、ホームページ開
設とチラシ広告

6237 岡山県 合同会社　Move on 8260003001425 新規顧客獲得のための営業ツール作成事業

6238 岡山県 ビストロna菜　総社店 －
モバイル端末導入とＨＰ＆チラシの広報による企業
顧客の確保

6239 岡山県 ダンススクールDELIGHT －
ホームページ及びリーフレットを活用した新規顧客獲
得事業

6240 岡山県 塩見木材株式会社 2260001021397
「相決り加工付本手焼き杉板」の販路拡大と自社事
業ＰＲ

6241 岡山県
メディカルクラフトン株式
会社

7260001028181
高機能・高品質を演出（イメージ）できるパッケージデ
ザイン開発

6242 岡山県 五城米 －
「五城米」ブランド確立のためのＰＲと、シーリング作
業の効率化

6243 岡山県 有限会社福島鉄工所 3260002033894
鉄工所だから作れる「本格派バーベキュー鉄板」PR
事業

6244 岡山県 大庭屋旅館 －
宿泊客の新規開拓のためのＨＰ改訂とリーフレット作
成

6245 岡山県 有限会社瀬島石材工業 6260002034196
高齢者を対象にした「墓地の維持・管理サービス」の
展開

6246 岡山県
有限会社赤木薫畳工業
所

3260002023425 新商品「わら床新畳メンテナスパック」の提供

6247 岡山県 株式会社竹内瓦 9260001021168
ＨＰとドローンの活用による、快適な住環境リフォー
ムの受注獲得

6248 岡山県 有限会社　景山建設 9260002011837
団塊世代向けに特化したリフォーム提案による新規
顧客獲得

6249 岡山県 FONTEC R&D株式会社 8260001027018
糖尿病患者を救う！独自製法の天然甘味料「羅漢
果」のＰＲ事業

6250 岡山県 有限会社高山モータース 6260002028751
「新車スマートプラン」による地域のママさん世代へ
の販路拡大

6251 岡山県 8knot garage －
バイク整備用リフト導入によるバイク整備分野への
進出

6252 岡山県 旭テックス有限会社 5260002031574 「牡蠣せんべい」の開発によるお土産分野への進出

6253 岡山県 有限会社内田縫製 9260002027800
国産ジーンズの新たな展開～津山発ファクトリーブラ
ンドへ～

6254 岡山県
有限会社久本電化ドク
ター

6260002026623
電気店が行う歯科医院向け手術台・治療器具の販
売促進

6255 岡山県 株式会社渡辺タンス本店 6260001018992
カーテンショップリニューアルオープンのＰＲによる顧
客開拓

6256 岡山県 日営住設 －
建築業者が提案する「ユーズドハウス」の取組と広
報活動事業

6257 岡山県 司建設有限会社 6260002019668
施工事例満載ホームページによる、地域の住環境守
り隊事業の拡大

6258 岡山県 ヘアーサロン　ペペ －
新サービス投入による新規顧客獲得を実現し顧客
の定着を図る

6259 広島県
有限会社ライジングサン
コーポレーション

9240002017927
障害児から継続的に利用できるトータルデイサービ
ス事業の広報

6260 広島県 株式会社マツシマ電器 1240001011021
小型EVを活用した訪問サービスの展開による買い
物弱者への貢献

6261 広島県 HAIR SALON KAMEDA －
顧客満足度の高い新高付加価値サービス提供によ
る売上向上

6262 広島県 有限会社世羅ゆり園 2240002052708
インバウンド観光客の受入れ体制構築とブランド化
による販路開拓事業
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6263 広島県 ガーデンカフェ　io －
イングリッシュガーデンで「くつろぎ空間」と「ゆとりの
時間」を提供

6264 広島県 株式会社かわかく農機 1240001044566
品質保証による中古農機具販売「蔵出し市」の商
圏、顧客拡大

6265 広島県 宮脇建設株式会社 3240002046064
免震システム工法による住宅建築のテレビＣＭによ
る顧客拡大

6266 広島県 瀬戸川鈑金塗装 －
詳細な商談により売上向上を図るための商談ルー
ム改装

6267 広島県 有限会社檀浦機工 2240002038434 自社ホームページ作成による営業力・販売力の強化

6268 広島県 ヘアーサロン　ＳＮＩＰＳ －
新規顧客確保のための営業活動と高齢者等に優し
い店舗づくり

6269 広島県
福山クライミングジムＳＯ
ＲＡ

－
新ホールドを使用した新コース設置によるリピーター
の獲得

6270 広島県 Ｔ．Ｔ建設 －
水道管及び排水管清掃作業の多様なニーズ対応に
よる事業拡大

6271 広島県 渡辺電気 －
高所電気工事作業への対応と安全確保による受注
拡大事業

6272 広島県 株式会社松村水産 5240001027682 ホームページリニューアルによる販路拡大

6273 広島県 株式会社神石高原 5240001042789
冷凍庫購入により廃棄ロスを、販路拡大と売上増加
へ転換

6274 広島県
有限会社広島入力情報
処理センター

7240002013011
自社オリジナル商品「自立型メモ紙」の商品化、販路
開拓事業

6275 広島県 中原商店 －
広島県初！オーガニック栽培したオリーブオイルの
販路開拓事業

6276 広島県 岡本醤油醸造場 －
昔ながらの製法で作る醤油屋の「製造工程見える
化」プロジェクト

6277 広島県 児玉牛乳店 －
新規事業「手打ちそばの開発」と「手打ちそばの宅
配」

6278 広島県
バルーンショップ
pokomoko

－
来店客の増加と居心地の良い店舗づくりによる顧客
の獲得をねらう

6279 広島県 合同会社よーそろ 9240003002622
未利用資源『柑橘と果汁搾汁後の皮』を利用したお
土産開発

6280 広島県 トムの写真館 －
写真事業・英会話教室事業展開の為のトイレ改修事
業

6281 広島県 SELECT　EYE －
業界ネットワークの構築による買取及び販売強化事
業

6282 広島県 エレファントヘアー －
リラクゼーション部門強化による頭部のトータルケア
推進事業

6283 広島県 ＣＯＺＹ －
店舗イメージの強化による顧客への訴求力向上事
業

6284 広島県 こふじもち －
高齢化やファミリー層に対応するための店舗の利便
性向上事業

6285 広島県
有限会社吉野仏壇製作
所

9240002048831
小売部門強化に伴う店舗の利便性向上による地域
顧客獲得事業

6286 広島県
株式会社カシワダイリンク
ス

3460101004578
ヨーグルトの商品化による酪農関連商品のブランド
化事業

6287 広島県 盛文堂 －
地域の文化を豊かにする文化センターとしての店づ
くり

6288 広島県 有限会社アルファ企画 2240002046569
バレエ、フィギュアスケート衣裳のニーズに対応し販
路を開拓する

6289 広島県 魚嵐 港町店 －
店舗施設の改装による顧客満足度の向上と店舗イ
メージの統一化

6290 広島県 工匠くつろぎ株式会社 3240001018171 SNS強化による30代・40代に向けた販路拡大事業
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6291 広島県 有限会社田治米鉱泉所 7240002054402 自社オリジナル商品・受託生産の販路拡大事業

6292 広島県 有限会社瑞穂 8240002048576
自社ブランド海外拡販促進のため新・広報戦略の策
定とツール開発

6293 広島県
スターアテンダント株式会
社

6240001047696
当社の介護の品質・付加価値提供の取組みを理解
してもらう活動

6294 広島県 安芸七軒茶屋 －
足踏み式餅つき機を活用した新製品の開発と新規
顧客の開拓

6295 広島県 raxa hair －
新規顧客獲得のための若手スタッフの増員と育成、
店舗改装事業

6296 広島県 サン電機株式会社 8240001004266
地域に密着した、高齢者など家電弱者への販路拡
大

6297 広島県 美肌工房ますたに －
新規顧客獲得のためのターゲットを絞った広報の実
施

6298 広島県 だるま屋食堂 － 区画整備地域の若手家族層の取り込み活動

6299 広島県 株式会社西岡工業 5240001008311
曳家工事の情報発信による新規顧客開拓と若手人
材確保

6300 広島県 ジョイテックいしでん －
料理教室開催の為の倉庫改装・新規顧客の増加及
び現顧客の定着化

6301 広島県 松井製畳 －
縁なし畳ニーズ増加に対応する折曲器を導入し販路
拡大

6302 広島県 有限会社三上電機 1240002046165
電気・工事設備の受注拡大のための空撮動画説明
サービス事業

6303 広島県 ひこばえの杜 －
終活イベント出展によるお墓撤去ワンストップサービ
スの販路拡大

6304 広島県 株式会社日昌クリエイト 9240001016946
ホームページ／会社案内／販促ツール作成による
新規取引先数増加

6305 広島県 大内商事株式会社 7240001033571
地場特産品を使ったオリジナル薔薇・味噌ピザの開
発と販路開拓

6306 広島県 甲斐畳店 －
新規顧客獲得と国産畳ＰＲのためのチラシ作成によ
る売上増加事業

6307 広島県 有限会社甲斐瓦工業 4240002039926
板金関連工事参入のための設備導入による売上増
加事業

6308 広島県
篠原テキスタイル株式会
社

4240001030885
生地見本等の出荷効率改善による新規顧客獲得と
顧客満足度向上

6309 広島県
合同会社三良坂フロマー
ジュ

6240003001288
ブランドイメージの統一とホームページの改良による
販路拡大事業

6310 広島県 まるしょう － 登山客取り込みにより、5年後売上目標達成事業

6311 広島県 株式会社恐羅漢 8240001040889 リバーラフティング開始による新規顧客獲得事業

6312 広島県 有限会社ベックワークス 3240002048977 粉塵防止システム等の新規販路開拓

6313 広島県 株式会社松田紙店 1240001028288
新規顧客獲得を目標としたシート状乾燥剤のサンプ
ル製造

6314 広島県
佐伯国際アーチェリーラン
ド

－
外国人対応のための弓具と英語対応販促ツールの
整備

6315 広島県 津保美堂 －
何時でも人気商品を買っていただける体制づくりとＰ
Ｒ

6316 広島県 株式会社ちどり 4240001039274
自社商品の季節別デザイン制作と視覚的提案によ
る販売数の拡大

6317 広島県 合同技研株式会社 3240001028591
バーコード印刷等の印字用フィルム交換サービスの
販路開拓事業

6318 広島県 株式会社フィールランド 3240001045835 かき小屋のインバウンド対応による販路拡大
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6319 広島県 有限会社おきな堂 6240002037861
品揃えと付加価値拡大の為の「乳紅葉（にゅーもみ
じ）」の開発。

6320 広島県 洋麺食堂ＢＯＮＢＯＮ －
大画面ムービーの新規サービスとクーポン付キャン
ペーンで集客

6321 広島県 cirkel mote －
平和メッセージ入り子どもＴシャツ制作・撮影イベント
の開催

6322 広島県 前川印刷株式会社 1240001010865
新規サービスの案内、受注拡大をめざした会社案内
作成と広報活動

6323 広島県 サンウッド鍼灸接骨院 －
広報宣伝の実施とＷＥＢ予約システム導入による販
路開拓

6324 広島県 ガーランド －
店舗の魅力度向上と業務効率化のための屋外温室
の新設

6325 広島県 St. －
熟成肉のお持ちかえりで、外食産業から中食産業へ
の参入

6326 広島県
Shiny Kids（シャイニーキッ
ズ）

－
ネイティブの活きた英語が学べる小中学生向け英語
教室のＰＲ

6327 広島県 有限会社モトダ鉄工所 4240002049636
ボイラー製品の紹介・技術の可視化・カタログ製作に
よる販路開拓

6328 広島県 有限会社浅野屋建設 8240002035070
瀬戸内のカタクチイワシを原料にした口内環境を守
るペットフード等の開発

6329 広島県 合同会社　Re・ベルグ －
竹の有効利用（炭パウダー化・竹の漬物ぬか床製造
など）による販路開拓

6330 広島県 株式会社Ｈ・Ｒ 8240001021798
広島県産柑橘を使用した高品質アロマオイルの販路
拡大

6331 広島県 盛川酒造株式会社 2240001026943 フランス展示会への出展・日本酒「白鴻」の海外展開

6332 広島県 五月荘、 －
ご当地呉の「海軍さんの料亭」として情報発信するこ
とによる販路開拓

6333 広島県 宇田敬商店 －
高齢者や子供にやさしい3世代がくつろげるための
集客力向上事業

6334 広島県 奥崎モーターサイクル －
要介護者向けの訪問美容に対応した移動式シャン
プー台導入とＰＲ

6335 広島県 株式会社よこまち 9240001012219
洋室にマッチした広島県産のい草を使ったインテリア
置き畳のＰＲ

6336 広島県 株式会社スキャット 6240001045279
増加する医療ケアニーズに対応する障碍者デイサー
ビスのPR活動

6337 広島県 有限会社西川工業 1240002024773
大切な田畑を荒らす動物から農作物を守る有害鳥
獣捕獲檻のＰＲ

6338 広島県 小原石材 －
地域の無縁墓を減らすことを目指したお墓の管理事
業の強化とＰＲ

6339 広島県 株式会社中美 3240001019319
販路拡大とコスト削減そして雇用拡大を目指した新
店改装計画

6340 広島県
グリーンライフ損保株式会
社

8240001004019
事務所から来店ショップへ転換するための応接設備
等の導入

6341 広島県 川合工務店 －
高齢者が安心できるリフォームの提案による販路開
拓事業

6342 広島県 有限会社東壮 2240002048409
高齢化する商圏に対応した補聴器販売戦略で売上
アップを図る事業

6343 広島県 有限会社フォトサービス 1240002048681
高付加価値システムの導入による顧客満足度アップ
による販路拡大

6344 広島県 有限会社武田牛乳店 4240002048935
高齢者むけヨーグルトに漬ける漬物-新商品開発-で
販路拡大

6345 広島県 株式会社仿古堂 1240001036209
英語版インターネット販売の構築による海外向け販
路拡大事業

6346 広島県 合同会社博雲堂 7240003002772
女性客リクエストの洋食惣菜テイクアウトで利益アッ
プ
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6347 広島県 松浦酒類食料品店 － 駐車場整備による快適なお買い物環境の提供

6348 広島県 株式会社河本建設 5240001037434
次代のための販路拡大及び技術者雇用獲得に向け
た広報力強化事業

6349 広島県 有限会社モリシタデンキ 5240002049817 離島の幹線道路から商品が見える店舗づくり

6350 広島県 有限会社シスコム 7240002049773 離島における情報通信ネットワーク拠点の構築事業

6351 広島県 水井工務店 － 過疎地域の安心安全な住宅環境促進事業

6352 広島県 株式会社しまのみらい 9240001046448 離島からのキャリア教育普及による販路開拓事業

6353 広島県 大安 －
伝統文化「儀式料理」サービスと本格的日本料理の
提供による販路開拓

6354 広島県 有限会社乗越造園 9240002028148 若き職人によるお庭リフォーム事業の展開

6355 広島県 有限会社マツカワ 1240002054440 中山間地域での農地維持管理業務の強化拡大

6356 広島県 有限会社果実の森 7240002054377 入場者数拡大のための改装事業

6357 広島県 株式会社greenhand 1240001045168 お好み焼・鉄板料理笑楽家のバリアフリー化事業

6358 広島県 株式会社風呂迫建設 8240001039064
住まいチェックリストを活用した住宅診断と提案型保
守事業の実施

6359 広島県 有限会社アトラスケア 5240002052556
接骨院の整復術を活かした小顔・美顔術導入による
顧客層の拡大

6360 広島県
有限会社ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝﾀｲ
ﾆｰ

9240002052775
地域食材を活用したメニュー開発と観光需要の取り
込み

6361 広島県 株式会社恵 9240005011588
卸売業者向けビジネスモデルの構築と量販店での
売上拡大

6362 広島県 食品センターたかはし －
創業100年の八百屋が作るスイーツのパッケージ改
良による売上拡大

6363 広島県 田中石油有限会社 3240002052715
コンテナハウスを活用した観光客向けアウトドアニー
ズの取込み

6364 広島県 さつき荘 －
高齢者をターゲットとしたサービス導入による販路拡
大

6365 広島県 アイランド理容室 －
高齢者から低年齢層まで配慮した理容用椅子の導
入による顧客開拓

6366 広島県 citrusfarmsたてみち屋 － ＨＰとパンフ作成による新規顧客の開拓と販路拡大

6367 広島県
フルーツ夢工房
MUKAISHIMA

－ サイクリスト要望の新商品開発とパンフレットの製作

6368 広島県
株式会社立花テキスタイ
ル研究所

5240001044199 帆布小物類の新たな商品の開発・販路拡大

6369 広島県
株式会社尾道熱帯植物
研究センター

7240001046895 尾道パパイヤ全国進出に向けた商品開発・ＰＲ

6370 広島県 株式会社尾道柿園 6240001049346
柿の活用促進と情報発信による販路拡大の取り組
み

6371 広島県 はやしなちゅらるふぁーむ －
関東エリアの消費者をターゲットとした卵の定期宅配
便の増加計画

6372 広島県 有限会社森川石油店 4240002016834
地域に愛される店づくり「待合室の分煙と待合時間
の快適化事業」

6373 広島県 有限会社宮本プロパン 1240002016457 地域に愛される店づくり「店舗改装による販売促進」

6374 広島県 株式会社沼田総合印刷 8240001008688
会社の視認性向上と営業品目のＰＲのための案内
看板設置
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6375 広島県 ヘアーサロンエキ － 三世代が気兼ねなく一緒に来店してもらえる店づくり

6376 広島県 イタリア料理 Ciao!Ciao! － お客様がより来店したくなる店舗・環境づくり

6377 広島県 leaf+ －
業務効率化を合わせた多肉植物・リメイク缶の生産
販売強化

6378 広島県 ゼンドー株式会社 6240001046203
販路拡大のためのネット販売力強化と商品パッケー
ジデザイン更新

6379 広島県
日本サポートアットホーム
株式会社

8240001048445
地域住民が集える環境整備（看板設置、バリアフ
リー工事等）事業

6380 広島県 有限会社佐古工務店 8240002027662 広告チラシ作成・販路開拓による顧客獲得事業

6381 広島県 有限会社ナカムラ鉄工 7240002028091 新工場及び、新サービスのPRによる販路拡大事業

6382 広島県 株式会社大丸商事 4240001006126 対面販売を通じた大丸商事FUN育成計画

6383 広島県 有限会社千客 4240002008807
自家製麺を使ったお好み焼でデリバリー強化と優し
いお店作り

6384 広島県 はな凜 －
信頼情報を発信するHP導入による商品訴求力と利
便性の向上

6385 広島県 松村石材 －
地域住民へお墓参り代行サービスをPRする看板設
置と広報活動

6386 広島県 株式会社倉橋匠栄堂 6240001040123 和室に特化したリフォーム事業の新規展開

6387 広島県 株式会社オキコバランス 6240001045568 インターネットによるゴルフパーツ組み立て販売

6388 広島県 暮らしの工房　楽 －
健康・安心の快適リフォームサービスの新規始動・
販路開拓事業

6389 広島県 株式会社宮島ビール 7240001029058
地域発「宮島ビール」ブランド確立に向けた広報によ
る販路拡大

6390 広島県 株式会社宮島一和 6240001048918 団体客受注の強化及び客室の付加価値向上

6391 広島県 株式会社ハタヤデザイン 3240001048012 多面的なアプローチによる新規取引先の増加

6392 広島県 株式会社郷田組 3240001023989 北広島町産トンネルワイン保管サービス

6393 広島県 有限会社佐々岡工務店 4240002029844
ホームページを活用した販路開拓により受注拡大を
目指す

6394 広島県 株式会社チヨダインテリア 2240001023940 コンシェルジュ機能の発揮による売上のアップ

6395 広島県 株式会社ＫＯＳＨＩＮ 7240001045690
「マイホームはじめの一歩相談会」実施による認知度
向上

6396 広島県 橋本有限会社 2240002029581
「女性でも入りやすい店」をテーマとした新規顧客獲
得事業

6397 広島県 ＵＮＤＥＲＳＣＯＲＥ －
日本最大のファッション展『ファッションワールド東
京』への挑戦

6398 広島県 株式会社勝原白貫堂 2240001043716
泡雪の卸売り拡大に向けてニーズ別の新パッケージ
の開発

6399 広島県 有限会社ぐりーんはーと 8240002030988
バラのプリザーブドフラワー生産装置導入による新
商品の研究開発と売上向上

6400 広島県 睦 －
60年の伝統がある鯖の姿寿司の総合ブランド戦略と
販路開拓

6401 広島県 beaute －
ネット予約で新規顧客30％増と売上高20％増を目標
に販路開拓

6402 広島県 花酔酒造株式会社 6240001025198
売り上げ拡大のための瓶詰作業改善による日本酒
の増産事業
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6403 広島県 長曽りんご園 －
ジューサー導入による生搾りジュースの体験型観光
事業

6404 広島県 中畑ストアー － 惣菜・仕出しの強化と看板設置で来店客数を増やす

6405 広島県 株式会社ハナタニ 6240001034505
ＷＥＢサイトの開設で営業力を強化し新たな受注を
獲得する事業

6406 広島県 リュラルブーランジェ －
豊栄町店リニューアルオープンの為の施設強化とＰ
Ｒ活動の実施

6407 広島県 前川農園 － 設備導入による新規顧客の獲得と販売促進

6408 広島県 ダルマ園 －
外観を「和モダン」に改装して、イメージアップで集客
拡大

6409 広島県 牛ちゃん － 店舗改装によるイメージチェンジで売上増加を図る

6410 広島県 森貞畳商店 －
看板リニューアルと畳表折曲機購入でインテリア畳
の売上拡大

6411 広島県
合同会社ドクターネイル爪
革命広島

2240003003081
看板・ホームページのリニューアルと設備の拡充に
よる販路拡大

6412 広島県
株式会社ジーンコーポ
レーション

8240001001230
新サービス美容サロンとコラボして婦人服販売の売
上アップ

6413 広島県
日比谷鳥こまち楽々駅前
店

－
ファミリー層や女性グループをターゲットとする顧客
開拓

6414 広島県 株式会社ウッドタウンゆき 5240001019977 カタログ作成・送付に伴う営業

6415 広島県 間宮造園 －
箱庭の魅力をアピールし、箱庭のファンを増やすこと
で売上を拡大

6416 広島県 ちいさなおはぎ屋 －
夏季新商品の開発による夏場のてこ入れにより売上
の拡大を図る

6417 広島県 合同会社フロムフォレスト 8240003002144
間伐材を満喫できるスペースを作り、林業対策と湯
来町の活性化

6418 広島県 ボッサ －
大人のお客様にゆっくり料理とお酒を楽しんでいただ
けるお店へ転換

6419 広島県 柴崎米穀 －
オリジナルチラシを毎月発行　地域密着型営業強化
による販路開拓

6420 広島県 株式会社くいしんぼう 6240001017204
空調環境の改善、分煙化による顧客満足度向上、集
客向上

6421 広島県 めんで酒店 －
惣菜の製造・販売、生花のアレンジ販売による販路
開拓

6422 広島県 協和ハウジング株式会社 5240001002504
外観リニューアルによる販路開拓／一見客外国人
客女性客

6423 広島県
有限会社プランニングす
まい

3240002014789
相続・空き家問題に関するコンサルティング業務の
販路開拓

6424 広島県 グッドライフサポート － 訪問美容サービスの認知度向上／販路開拓

6425 広島県 仔ぐま － 宅配事業者／カタログ通販事業者への販路開拓

6426 広島県 有限会社リプルクリエイト 2240002024995
看板設置とチラシ広告による店舗の認知度向上、受
注拡大事業

6427 広島県
有限会社タナストーン工
業

5240002020034 店舗ショールーム機能の強化による販路開拓

6428 山口県 せきや商店 － 高齢者をターゲットにした店舗リニューアル事業

6429 山口県 なかむら畳店 －
「置き畳」の製造システム構築及び畳素材の小物製
作による販路開拓

6430 山口県 風林 －
お客様に憩いの場を提供するカフェスペースの設置
で売上げアップ
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6431 山口県 福田設備事務所 － 電気設備の設計業務への販路拡大

6432 山口県 サカモト瓦店 9250001013406 瓦エクステリアでお庭をまるごとプロデュース事業

6433 山口県 のんの花園 －
付加価値を付けた新商品開発のための花工房改装
による販路開拓事業

6434 山口県 竹林電化有限会社 2250002020011 家電販売とリフォーム事業拡大で増版

6435 山口県 株式会社　熊毛タクシー 2250001009906
ホームページを使った提案型営業で、バス旅行ニー
ズを掘り起こす

6436 山口県
有限会社　カーアシスト・
吉田

6250002020560
子供が行きたくなる「小さな街の頼りになる車屋さん」
づくり

6437 山口県 うどんの釜屋　平生町 － 明るく入り易い店内改装で女性客・若者層の集客UP

6438 山口県 山口観光交通株式会社 4250001014441
デジタルタコグラフの貸切バス搭載による安全性向
上と販路拡大

6439 山口県 有限会社　エヌテクノ 3250002017329
植物工場ビジネス参入を機会に知名度アップで販売
促進する事業

6440 山口県 SNOWKAR － 販路開拓による店舗改修工事

6441 山口県 みらいガーデンファーム －
広報活動強化による観光農園の直売・集客力アップ
事業

6442 山口県 株式会社　オオサキ 4250001015555
お客様の信用と信頼に応える地域密着型の買取店
を目指す認知度向上計画

6443 山口県 はこやのおはこ －
露光機を使用した技術による新商品開発及び新規
顧客の開拓

6444 山口県 宇佐川株式会社 6250001013037 魚醤油「瀬戸内コラトゥーラ」全国展開販売事業

6445 山口県 有限会社　扶双 6250002018935 展示会開催による集客促進事業

6446 山口県
株式会社　フェアリーS
ガーデン

8250001014941 店舗外観のイメージアップによる店頭販売の強化

6447 山口県 ｔｅｔｅ －
山口県パティシエが本格的チョコレート商品開発で
の販売促進事業

6448 山口県 阿武の鶴酒造合資会社 9250003000848
新酒ラベル・販売促進用品のデザイン開発及び作成
による販路拡大事業

6449 山口県 ガーデン・ファーム・SUIZU － ピーマン農家の新商品開発事業

6450 山口県 小河呉服店 －
イメチェン！老舗呉服店の店舗サロン化による新
サービス展開事業

6451 山口県 菓舗　よこみち －
観光客をターゲットとした土産用菓子｢タコノマクラ｣
製品化事業

6452 山口県 株式会社　和木不動産 7250001012319
ネット広告による集客力アップと顧客管理ソフトによ
る業務効率化

6453 山口県 手打ちうどん克本店 － 「本格手打ちうどん店」の確立と看板設置事業

6454 山口県
ドルフィンサイサイみとう
店

－
高齢者にやさしいコインランドリー、新サービスで新
規利用客獲得

6455 山口県 有限会社　竹園 6250002011675
日帰り入浴客や一般客を新規獲得するための旅館
内カフェの設置

6456 山口県 スリー・ビー株式会社 8250001012342
大通り看板の掛け替えと厨房内壁のタイル地変更に
よる販路拡大

6457 山口県 有限会社　福八 3250002014235
「長州黒かしわ」を活用したオリジナル「チキンナゲッ
ト」販売促進事業

6458 山口県 伊ヶ崎石材工業 －
展示場の開設・販売促進強化による来店客数・決定
率の向上
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6459 山口県 株式会社　日本フーズ 8250001007219
化学調味料を使用しない新商品の開発と海外での
販路開拓

6460 山口県 有限会社　三和 9250002007695
顧客志向の追及・店舗イメージアップによる売上高
の向上

6461 山口県 イガワ製菓 － 収益構造を変えるための店頭販売促進事業

6462 山口県 有限会社　むら喜 7250002020378
客席椅子の新たな購入により近郊都市の新規顧客
を獲得

6463 山口県 豊自工 － 新規機械導入と新サービス開始による事業拡大

6464 山口県 須ヶ牟田商店 －
加工施設整備（高付加価値新商品開発）による販路
開拓事業

6465 山口県 有限会社　田中工作所 2250002007702 新サービス開始による顧客満足度向上・利益の確保

6466 山口県 うな道 －
夏場の新商品（ジェラード）導入と店内デザートへ応
用で販路開拓

6467 山口県 有限会社　美東大理石店 8250002007721
オリジナル新メニューの開発～販売促進による来店
客数の向上

6468 山口県 Design＋ － 外構設計業務の販路拡大

6469 山口県 有限会社　石川果樹園 9250002013669
プレゼント企画の案内葉書、パンフレットを使った新
規顧客開拓

6470 山口県 笠原養蜂場 － 新規オープンしたカフェのテラス席設置

6471 山口県 渡辺水産有限会社 9250002001814
車えびの新たなデザイン化粧箱及び梱包用箱の試
作・開発

6472 山口県 かわい寿し －
高齢者の方々、外国人観光客にむけての洋式トイレ
への改善

6473 山口県 さくら丸 － 遊漁船キャスティングデッキ及び柵の設置

6474 山口県 ふくの駒ちゃん －
商品内容・利用方法の周知と店舗の演出力向上に
よる集客力アップ

6475 山口県 黒木建築設計 －
ガラス工芸体験教室の開催による新たな収益源確
保と販路拡大

6476 山口県 長州路菓子処　だるま堂 －
「角島に来たら必ず行きたい和菓子屋」になるための
販売促進事業

6477 山口県 株式会社　河原商店 4250001014383 事業承継したダスキン岩国店の販路拡大

6478 山口県
Asian　farm　house　百姓
庵

－ 長門の特産品を活かした塩アソート制作

6479 山口県 有限会社　中山建設 5250002020504 出来形展開図作成ソフトの導入

6480 山口県 OLIVINE －
知名度アップと顧客誘導で、ネイルサロンへの来店
者を増やす

6481 山口県
有限会社　滝口自動車修
理工場

8250002007325
大規模店舗に負けるな！地域密着店の販路拡大・
売上向上計画

6482 山口県 お食事処　慶 － トイレ内装整備・かき小屋店舗内環境美化

6483 山口県 有限会社　中村石油 1250002012208
新規顧客獲得を目的とした車検整備業務の拡充と
周知・広報活動

6484 山口県 和屋（なごみ屋） －
車輌通行客への周知看板と販促活動による主力商
品の売上アップ

6485 山口県 株式会社　中道 3250001013411 新商品【塩かんてん】の開発及び販路開拓

6486 山口県 サルワーレ －
メニュー開発、試作のため必要な薪窯の発注及び設
置
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6487 山口県 農家民宿　くら里木 －
日本初の間伐材を利用した森を守る自家焙煎コー
ヒーの商品化

6488 山口県 せとうちつなぐキッチン －
飲んだついでに気軽に泊まれる朝ごはんのおいしい
滞在型食堂

6489 山口県 アロハステーション －
ハワイアンイベント「サタフラ」の出演ビデオ撮影サー
ビス拡大

6490 山口県 和木生花店 －
寒冷紗設備と陳列棚で花の鮮度増、癒し空間創出で
顧客満足度向上

6491 山口県 有限会社　田村自動車 5250002020322
家族で楽しむカーライフの提案が可能な店づくり・接
客強化事業

6492 山口県 株式会社　AKR　Group 0125000103875
高齢者の買物弱者を救え！移動販売による地域貢
献と売上拡大

6493 山口県 有限会社　おがた 1250002020391
店舗の視認性向上とイメージアップの為の外壁・看
板の改善

6494 山口県 ゴルフクリニック －
看板や照明の設置、新機械のＰＲと顧客誘導で来店
者を増やす事業

6495 山口県 有限会社　飯田石油 3250002007346
告知看板とホームページを活用して工事部門の顧客
拡大

6496 山口県 yucafe －
夏（新）メニュー開発とカプチーノ体験で新規顧客獲
得を図る事業

6497 徳島県 カフェレスト　イスバ －
新メニュー導入に伴う店舗改装、看板設置による新
規顧客開拓

6498 徳島県 有限会社　大野自動車 3480002010054 オパシメーター導入による車検の販売拡大事業

6499 徳島県 須見光栄堂有限会社 6480002010076 和紙を利用した写真掛軸の商品開発事業

6500 徳島県 天野農園 －
関東圏への梅関連商品を取り入れた食の提案によ
る販路開拓事業

6501 徳島県 有限会社写真のイナトミ 9480002011798
チラシを活用した顧客ニーズの顕在化による新規顧
客獲得事業

6502 徳島県 株式会社　カタオカ 2480001007762
ホームページ開設及びインターネット販売による個
人顧客の開拓

6503 徳島県 竹虎堂本店 －
新商品「ひとくちとらまき」の販売・宣伝による販路拡
大事業

6504 徳島県 ココカラハッピー －
Reborn candy seriesのブランド化を意識したギフト展
開のパッケージ戦略

6505 徳島県 有限会社ふじや 9480002015007
ＨＰリニューアルによる個人顧客への新商品・主力商
品の販路開拓

6506 徳島県 浜口造船所 －
気軽さとフットワ―クの軽さで短納期実現、顧客満足
度向上事業

6507 徳島県
有限会社　杉山クリーニン
グ

5480002014813
衣服リフォーム取扱いと顧客満足度向上による顧客
開拓

6508 徳島県 糸谷電機 －
エアコン洗浄サービス提供による新規顧客層獲得事
業

6509 徳島県 ドライブインむさ志 － ドライブインむさ志の高齢者向けトイレ改修工事事業

6510 徳島県 かねぎん坂野 － かねぎん坂野の高齢者・障害者向け店舗改装事業

6511 徳島県 有限会社　林商店 8480002009802 新商品の開発・販売・宣伝による販路拡大事業

6512 徳島県 有限会社サワダ 6480002014762
ホームページ構築による店舗認知度向上と新規顧
客の獲得

6513 徳島県 株式会社　ぴっぴ 7480001009382
うどんの手打ちスペースの新設と製麺販売PRによる
ブランド化推進

6514 徳島県 ラトリエ ブラン －
ホームページ等活用による新規顧客獲得～客単価
アップ取組み事業
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6515 徳島県
株式会社フォトアート・コジ
マ

6480001007775
味わいのある阿波和紙プリント（絵画調写真）の市場
開拓

6516 徳島県 合同会社　BUAISOU 9480003000908 ニューヨークを拠点とした海外販路の開拓と拡大

6517 徳島県 有限会社　木村組 5480002009904
生コン水分計導入による土木工事の受注額増加事
業

6518 徳島県 あさん農園株式会社 8480001007971
「おやつを野菜に持ちかえる」プロジェクトによる販売
促進事業

6519 徳島県 阿波中央バス株式会社 6480001004830
看護師添乗型旅行ツアーの開発による新規顧客獲
得事業

6520 徳島県
高橋利明建築設計事務
所

－ 若手建築家と行う“30代の家づくり”情報発信事業

6521 徳島県
ひのきこども美術アート教
室

－
宣伝募集による新入生生徒数の向上・顧客年齢層
に応じた設備投資

6522 徳島県 ｖｅｌｌｇｏ －
店内控室約2.5坪のスペースを，個室のＶＩＰルーム
に改装

6523 徳島県 有限会社コスモエナジー 1480002001724 機械工具導入とスペース確保による販路拡大

6524 徳島県 Solana　Hair －
新メニュー「ヘッドスパ」提供による新規顧客層獲得
事業

6525 徳島県 丸あ産業株式会社 1480001006848
ホームページによる情報発信とグローバルな店舗づ
くり

6526 徳島県
有限会社フードセンターい
ずみ

1480002014296
高齢者に優しく気軽に寄れて町に必要とされる地域
密着の店づくり

6527 徳島県 前野商店 －
ホームページ構築による、利便性提供と幅広い年齢
層の集客事業

6528 徳島県
ウォールデザイン　よねか
わアルミ

－
大地震の時も、安全に屋外避難できる「耐震扉ユ
ニット」の開発

6529 徳島県
株式会社イーグルタイヤ
ショップ

3480001005393
女性客・シニア客を取り込むためのチラシ配布・トイ
レ改装

6530 徳島県 ビューティサロンu －
最新式パーマ機器導と新メニュー開発による新規顧
客獲得事業

6531 徳島県 つかさ縫製 －
ゴミゼロ理念にリユースの仕事着商品化とショー
ルーム開設による販路開拓

6532 徳島県 合同会社　花・花 1480003000477
就労施設支援Ｂ型事業立ち上げによる施設利用者
拡大事業

6533 徳島県 iDEAL －
潜在ニーズ発掘！販促と業務効率化による新規販
路拡大事業

6534 徳島県 株式会社阿波酢造 2480001003679 新商品のサンプル配布による新規顧客の獲得

6535 徳島県 海達合同会社 8480003000834
美波町ダイビング事業での新規顧客獲得とリピ―タ
―化促進策

6536 徳島県 お好み焼　天花 －
地域の食材を活かしたおせったいの心でお客様の
満足度アップ

6537 徳島県 泉林産 － 特殊加工機械の導入による販路拡大

6538 徳島県 髙木林業有限会社 9480002014363
自社オリジナル商品の製作販売のための特殊機械
導入

6539 徳島県 折坂ショッピングセンター － 移動販売業務拡大のための新規設備導入

6540 徳島県 どん栗 －
小グループ宴会の需要を取り込むための広報及びト
イレ改装

6541 徳島県 有限会社　安福石油 8480002013795
大型ホイールのタイヤ交換対応による、タイヤ販売
強化・顧客拡大

6542 徳島県 株式会社　百姓力 7480001008310
6次産業化を踏まえた新商品の開発と新たな販路開
拓
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6543 徳島県 津田千寿苑 －
老舗の味、商品力を活かした、新しい定番商品の開
発

6544 徳島県 川端工務店 －
リノベーション事業に集客するためのモデルルームと
して雑貨店開店

6545 徳島県 福永板金 － 高所作業用ゴンドラ導入効果による販路開拓策

6546 徳島県 川口指物家具工房 －
新木工機械導入と展示会出展による新規顧客獲得・
販路拡大策

6547 徳島県 クラフトワークス・ゼン －
高品質のカーコーティングによる販路拡大及びリ
ピート率向上

6548 徳島県 有限会社　亀吉製麺 4480002014657
独自の商品特徴を活かしたレシピパンフレット作成
による販路拡大

6549 徳島県 Refre（リフレ） －
販路開拓による店舗内装、販路開拓用看板実施事
業

6550 徳島県 有限会社 南ガラス 3480002016010
『部屋単位』リフォーム工事の周知による販路開拓事
業

6551 徳島県 めぐみ整骨院 －
予防医学の観点から健康な身体作りを目指す実費
診療メニュー開拓

6552 徳島県 かなやでんき － チラシ等広報活動による販売促進事業

6553 徳島県 有限会社　山下 3480002015945
不動産事業の開業と空き家有効活用提案事業ＰＲ
のための広告宣伝

6554 徳島県 株式会社トラストホーム 2480001009098
認知度向上と事業内容ＰＲのためのホームページ開
設等広告宣伝

6555 徳島県 有限会社　松浦住建 9480002015840
リフォーム受注の営業ツール（サーモグラフィカメラ）
導入と広告宣伝

6556 徳島県
株式会社リバーサイド開
発

1480001008274
看板改修と観光案内所設置による集客強化からの
販促事業

6557 徳島県 本家 阿波おんな －
常温販売化おたふくしょいのみの商品パッケージ開
発と販路拡大

6558 徳島県 株式会社玫瑰 1480001009363
WebサイトのSEO対策と品質・食味維持に要する設
備の導入

6559 徳島県 株式会社徳水 6480001001530
養殖鮎販路拡大事業　～”温めるだけの”鮎の塩焼
き販売～

6560 徳島県 金井精肉店 －
個人顧客の獲得と販路開拓を目標としたホームペー
ジ作成事業

6561 徳島県
阿波半田手のべ株式会
社

7480001007262
個人顧客の獲得を目標とした新商品開発及び販路
開拓

6562 徳島県 本田製麺有限会社 1480002015030
「とくしま特選ブランド」の認定商品による個人顧客市
場の拡大

6563 徳島県 有限会社濱原石油 4480002014946
ガソリンスタンド利用客への各種サービスによる顧客
満足度の向上

6564 徳島県 砂美かたやま －
新商品開発に伴うパッケージ制作と販促ツール作成
事業

6565 徳島県 アヴァンアージュ －
チラシ折込・ＨＰリニューアルによる商圏の拡大、新
規顧客の獲得

6566 徳島県 ゆづ動物病院 － しつけ教室開設とクライアント教育・満足度の向上

6567 徳島県 民宿大砂 －
水道水ろ過装置純水製造機による料理評価向上で
売上増を図る

6568 徳島県 めしや － テラスの改装で、女性、若者、ペット同伴客を増やす

6569 徳島県 株式会社きとうむら 5480001007025 小売店舗改装による売上増進プロジェクト

6570 徳島県 (有)オザキ工芸 9480002005809 塗装を中心とした家具のリメイクによる顧客拡大
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6571 徳島県 デュラム －
自家製にこだわった飲食店のテイクアウトによる新
規顧客獲得

6572 徳島県
Ｎａｉｓｈｕ　Ｃｕｒｒｙ　Ａｍｅｒｉｃ
ａｎ

－
健康的かつボリューム満点赤身肉のアメリカンス
テーキの新提供

6573 徳島県 株式会社　かみくぼ住宅 4480001003776
町内地域など重点的にリフォームを増やすための新
規顧客獲得

6574 徳島県 タカラ株式会社 7480001003666
屋内レジャー施設・工場・倉庫向け商用ＬＥＤ投光器
の販路開拓

6575 徳島県 遠藤印刷株式会社 5480001002851
画像対応のカラー印刷と季節に合った商品をピー
アールする看板

6576 徳島県 株式会社カミカツーリスト 2480001006401 上勝町の農産物を活用した新商品の開発

6577 香川県 株式会社　カワイ時計店 9470001011263 オンリー１のＭＹメガネで快適“視”生活プロジェクト

6578 香川県
有限会社高松ソリューショ
ン

3470002008371
難聴者、聴覚障害者を笑顔に・・・ホームページ制作
事業

6579 香川県 株式会社　大谷 6470001012132
新サービス「Ｋｅｅｐｅｒコーティング」による新規需要獲
得事業

6580 香川県 ＤＵＮＮＹ －
強みを活かし「お客様の細かいオーダーに応える」売
上向上事業

6581 香川県 有限会社メガネの平田 7470002009589
多機能付聴力検査機購入による補聴器売上高増と
当店全体売上高向上

6582 香川県 そば工房納屋 － 田舎の隠れ家で楽しむこだわりの蕎麦の魅力をＰＲ

6583 香川県
有限会社かがわ木材加
工センター

1470002009173
県産材普及を図るための研修施設兼商談スペース
の設置

6584 香川県 有限会社藤川牧場 4470002009195 顧客満足度向上のための施設整備

6585 香川県
株式会社ＴＯＳＨＩ電設工
房

6470001006101 エンドユーザーが来訪出来る事務所への環境整備

6586 香川県 有限会社薄谷写真館 4470002016332
新事業展開！一眼レフカメラによる動画撮影事業に
よる販路拡大

6587 香川県 有限会社山下建設 6470002016751
空き家管理事業のＨＰリニューアルによる、新規顧客
の獲得事業

6588 香川県 三好石油株式会社 2470001010214 手洗い洗車機導入による売上拡大

6589 香川県 有限会社　大斗開発 6470002016371 ゼロエネルギー住宅促進販売

6590 香川県 米谷写真館 － チラシ作成・配布による自社の認知度向上

6591 香川県 ヘアーサロン　くわしろ － おじいちゃんおばあちゃんも孫と一緒に散髪

6592 香川県 寺西共育塾 －
電子黒板導入による協同授業の理解向上と同地域
内の差別化戦略

6593 香川県 高橋地蔵餅　本舗 －
お遍路さんへホカホカのお餅を提供するための設備
導入と継続購入事業

6594 香川県 トートコーヒー －
県産希少糖を使用したギフト商品開発による販路開
拓と業務改善事業

6595 香川県 株式会社リプリ 1470001013531
アンチエイジング料理のケータリングサービス開始に
よる健康応援事業

6596 香川県 まんぷく亭 －
季節感のあるﾒﾆｭｰ（翡翠麺を使った冷やし中華）の
開発・販売による差別化

6597 香川県
atelier Baron（アトリエバロ
ン）

－
ネット予約システム導入による若年層の獲得と店舗
改装による業務効率化

6598 香川県 トナリ食堂 －
ランチ提供時間の短縮に伴う販売数量の増加（ラン
チの販売数を２倍にする）
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6599 香川県 前田精肉店 －
対面販売が出来るショーケースの導入と備蓄可能商
品の販路開拓

6600 香川県 朱洋菓子店 －
包装パッケージ開発によるブランド力強化と販売促
進事業

6601 香川県 山本建設 株式会社 4470001007836
営業マンと化したパンフレット」作成による全社員の
営業職兼用戦略

6602 香川県 株式会社　井筒屋 7470001011281
統一パッケージデザインによる自社商品の認知度向
上事業

6603 香川県 津田産業株式会社 7470001011422
「職人技のファー＆レザー」ＨＰ等作成による新規顧
客開拓

6604 香川県 株式会社アリスプラン 3470001013538
CS向上によるリピーター増大、効率的な予約での売
上拡大の実現

6605 香川県 阪井石材 － 乾燥しいたけの開発で売上アップ事業

6606 香川県 株式会社ＦＡＣＥ 6470001012792
小規模事業者によるＢtoＣ取引開拓スキーム実践プ
ロジェクト

6607 香川県 小倉塾 －
個人学習塾のICT化促進と顧客満足度向上のため
の公式サイト製作

6608 香川県 レガロビズ －
漆の美しさとオリジナリティを兼ね備えたお店の知名
度アップ事業

6609 香川県 ひろおか接骨院 －
ﾉﾙﾃﾞｨｯｸｳｫｰｸ用品の充実化・販路拡大のためのPR
方法

6610 香川県
有限会社アイヴエモーショ
ン

4470002018196 Tyrell Web Storeのリニューアル

6611 香川県 有限会社　西日本顕微鏡 4470002009518
顕微鏡メンテナンスのパンフレット作成・発送による
売上高向上

6612 香川県 毛利鉄工所 －
製造能力アップによる受注拡大のための消音コンプ
レッサーの導入計画

6613 香川県 有限会社　ヨシカワ企画 0470002009907
ＡＲ広告を中心とした受注拡大の為の販売促進及び
顧客管理の効率化

6614 香川県
株式会社リフォームセン
ター三野

1470001004745
新規事業専用サイト及びイメージシート作成による
若い顧客への販路拡大

6615 香川県 カットショップ　床文 － 快適な理容空間の提供による顧客満足度の向上

6616 香川県 有限会社　おおもり 2470002018867 店舗の地下倉庫を改装して、ワインバルを開業

6617 香川県 株式会社三福土建 5470001010384
ホームページの作成による自社開発発電監視シス
テムの普及

6618 香川県 株式会社　藤田萬翠園 2470001008258
民間受注獲得のためのホームページ作成と公共事
業の効率的受注体制の確立

6619 香川県 ふるーるbee －
売上拡大のための店舗イメージの向上と装花提供
能力の向上

6620 香川県 久保動物病院 －
店舗改装と情報コーナー新設による来院者数・来院
頻度改善事業

6621 香川県 有限会社 丸井石油 3470002013487
新規設備導入による混合油の販売体制確立と売上・
利益率向上事業

6622 香川県 有限会社 岡坂商店 4470002013395 ＯＥＭ麺の提案力の強化による売上拡大事業

6623 香川県 丸剛産業株式会社 8470001014878
「オリーブ豚」を活用した食肉加工品の認知度向上
のためのＰＲ事業

6624 香川県 ヘヤーブティックあとりえ －
高齢者等の来店客促進のための店舗のバリアフ
リー化

6625 香川県 beauty design solna － 顧客満足度の向上と業務効率化のための店舗改装

6626 香川県 ありえす － 機能性弁当を通じて高齢者の健康見守り隊事業
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6627 香川県 ニューマーク株式会社 9470001014621
「地域ブランディング相談窓口」の設置の為の環境整
備

6628 香川県 Flower Station NIINA －
各種情報提供と移動販売実施による知名度向上と
販路開拓

6629 香川県
有限会社里ちゃんグルー
プ

6470002009202 客単価向上のためのコミュニティースペースの設置

6630 香川県 サクライ美容室 －
顧客の高齢化に伴う3世代家族みんなで来店いただ
ける店舗づくり

6631 香川県 タチバナ塗装 －
閑散期を活用した、家具修理事業への参入と売上拡
大

6632 香川県 office1103 －
ターゲティング精度を高めた情報拡散による新規顧
客の獲得

6633 香川県 Ayurveda Salon gashe －
メディアミックスの相乗効果で、サロンデビュープロ
ジェクト

6634 香川県 千金丹ケアーズ株式会社 8470001005225 オンリーワン（企業・商品）の価値を世界に発信

6635 香川県 学習舎シオン － 小学生の塾生獲得ための宣伝活動について

6636 香川県 田中鉄工 －
田中鉄工の宣伝、広告、目印用看板の設置、事務所
の確保。

6637 香川県 株式会社丸幸 7470001013484
店舗内のリノベーションによる快適環境の提供に伴
う来客喚起事業

6638 香川県 高橋哲夫 －
ふすま張り替えの新規顧客発掘とふすま張り替えに
よる効果

6639 香川県 ヘアーサロンやました － 癒しと健康の理容クリニックサロンとして

6640 香川県
株式会社琴平国際ホテル
八千代

7470001008154
訪日旅行者増に対応する為の和をコンセプトにした
食事処にリニューアル

6641 香川県 株式会社　富田商店 1470001008184 住宅設備事業の拡大

6642 香川県 西日本環境保全センター －
新規顧客の獲得のためのホームページ作成等によ
る自社ＰＲ事業

6643 香川県 金比羅醤油株式会社 5470001008156
自社商品ＰＲリーフレット作成・配布による売上の向
上

6644 香川県 有限会社カタオカ 4470002012835
カウンター席の改善による店舗稼働率と集客力の向
上

6645 香川県 船岡建設株式会社 7470001008195
会社看板・車輛ロゴステッカー製作及び会社ＰＲイベ
ント開催事業

6646 香川県 カフェ　クララ － 外観リニューアルによるカフェ認知のための事業

6647 香川県 有限会社春日 7470002013203 店舗のリニューアルとPR事業による集客力の向上

6648 香川県 株式会社ハガタ屋 5470001011580 国際航空宇宙展出展により航空関連分野への進出

6649 香川県 有限会社　てつや商店 3470002018528
全国のお客様に喜ばれる焼き菓子専門店への転換
事業

6650 香川県 有限会社パイプライン 8470002010942 産品で味付けた焼豚の販路開拓

6651 香川県
株式会社　ハウジング大
空

5470001006903 高齢者・身体障害者対応住宅・リフォームのPR事業

6652 香川県 田村　うどん － 顧客の利便性向上のためのトイレ改修

6653 香川県 フラワーガーデン　エビス － 寄せ植え教室の開催・販路開拓

6654 香川県 株式会社ＴＥＣ 1470001007005
販路開拓　　高齢化する顧客減少を防ぎ、新たな顧
客開拓を目指す。
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6655 香川県 合同会社　ほくろ屋 6470003000936 店舗の印象アップのための日除け自動テント設置

6656 香川県 伊賀精肉店 － メインショーケースの照明設備の改修

6657 香川県
有限会社　森川クリーニン
グ

5470002019128 シミ抜き新サービスを軸とした、１点単価上昇事業

6658 香川県 トライ！豊島ドライＦ＆Ｖ －
パウダー商品の開発による新事業展開と販路拡大
事業

6659 香川県
有限会社　クライム・オー
ト・レア

3470002017562
顧客満足度ＵＰと幅広い客層獲得のためのトイレ改
修事業

6660 香川県
株式会社せとうちビオ
ファーム

5470001014724
小豆島産有機オリーブオイルのみを使った化粧品の
製造販売

6661 香川県 金両株式会社 6470001012272 販売拡大に伴う、ホームページリニューアル

6662 香川県 株式会社　三木建設 9470001012229
自社ホームページの開発による新規見込客獲得事
業

6663 香川県 木村米穀店 －
「小豆島のお米」を活用した新パッケージ商品開発
及び販促事業

6664 香川県 合同会社　志育ラボ 1470003000957
子供英語革命「レプトン」勉強カフェ岡山スタジオ教
育告知ＰＲ事業

6665 香川県 ひだまり －
広告宣伝と情報発信の相乗効果による認知度向上
と新規顧客獲得事業

6666 香川県 hairsalon taiju － 新聞折込による新規顧客獲得と客層の拡大

6667 香川県
株式会社　則包たたみ製
作社

7470001010341 個人宅向けの畳販売の強化施策事業

6668 香川県 hairmake エフロード －
ヘッドスパサービス導入による来店率アップと客単価
向上事業

6669 香川県 café Ta蔵 － イベント出店を活用した新規来店顧客活用施策

6670 香川県 株式会社　森鉄工所 8470001010357
図面管理システム構築等によるリードタイムの短縮
と生産能力向上

6671 香川県 SHUガレージ －
ブランド力強化のための広報力強化と強みアピール
事業

6672 香川県 FooDoo’ｓ －
消費者モニタリングを活用した、高付加価値資料の
作成

6673 香川県 有限会社　ヒカリ企画 6470002000053 外国人旅行者の受け入れ改修事業

6674 香川県 株式会社　八光 6470001000021
安心・新鮮な「直島産ヒラメ」をおいしく食べられる食
堂のＰＲ

6675 香川県 ＳＰＡＲＫＹ‘Ｓ　Ｃoffee － シャッターを活用した販売促進

6676 香川県 おんりぃＷＡＮ － ドッグホテル拡充事業

6677 香川県 Ｃomuni －
あなごや蛸料理の開発・オーガニックスイーツの販
売促進

6678 香川県 須崎食料品店 －
ホームページ開設による県外顧客の集客力拡大事
業

6679 香川県 ブギナイト －
移転開業に伴う看板設置と広告宣伝による事業拡
大

6680 香川県 三豊オリーブ　株式会社 1470001015049 三豊オリーブの認知度の向上と売上の拡大事業

6681 愛媛県 錦屋化粧品店 －
老朽化した店舗内装の一斉改装による顧客吸引力
の強化と癒しの空間づくり

6682 愛媛県 細川重機有限会社 7500002012036
商談・相談専用ハウスの設置による提案・営業力の
強化及び新規顧客獲得
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6683 愛媛県
有限会社マナベモーター
ス

7500002011112
オパシメーター導入による顧客満足度の向上と整
備・商品売上の増加

6684 愛媛県 有限会社　坂見輝月堂 2500002011991
飲食店営業許可の取得のための手洗い場の整備及
び和式トイレの洋式化

6685 愛媛県 レストラン・喫茶　シャロン －
店舗２階民宿の和式トイレの洋式化と各照明のLED
化による安全確保

6686 愛媛県 旅館　茶梅 －
スマートフォン、タブレットに対応したホームページへ
の移行

6687 愛媛県 田中商店 － 青果、鮮魚の店頭販売のための日よけテント設置

6688 愛媛県 いなりや －
店舗1階及び2階の和式トイレの洋式化による高齢顧
客の維持拡大事業

6689 愛媛県
建築工房たかとり株式会
社

4500001017237 ウェブサイトによる自社ブランド住宅の確立推進事業

6690 愛媛県 有限会社　玉井石材店 5500002012005
お墓のリフォーム・移設事業拡大のための商談ス
ペースの改善

6691 愛媛県 亀川旅館 －
安らぎ里島からの情報発信（ホームページ及びパン
フレットの作成）

6692 愛媛県 Café＆Bar 奏 －
店舗のコンセプトにマッチしたイス・テーブルの刷新
による売上増大事業

6693 愛媛県 ナイトインろまん －
店舗和式トイレの洋式化及び段差解消による顧客満
足度向上

6694 愛媛県
有限会社　大森自動車整
備工場

1500002012867
オパシメーター導入によるディーゼル車検対応の迅
速化

6695 愛媛県 株式会社久万高原開発 2500001019053 ウエブサイト改良及び看板製作による顧客獲得

6696 愛媛県 きっずゼミ －
スマートフォン対応ホームページに改良して新規顧
客獲得事業

6697 愛媛県 藤岡萬建設有限会社 3500002011099
モデルハウス運用によるオリジナル商品販売促進事
業

6698 愛媛県 はるき観光 － ありそうでなかった！？「観光」×「就職活動」ツアー

6699 愛媛県 忽那醸造株式会社 2500001000070
ホームページ更新によるネット通販と営業訪問の相
乗的な販路開拓

6700 愛媛県 Ｇｏｏｄｙ北条店 － プロモーション戦略によるメンズエステの顧客開拓

6701 愛媛県 株式会社　タムラ工務店 2500001010961 スマホ対応ホームページにリニューアルし販路拡大

6702 愛媛県 お好み焼き　和 －
お客様のニーズに合った集客のためのより良い空間
作り

6703 愛媛県 井上製瓦 －
認知度ＵＰのためにチラシ配布し、日本瓦（いぶし
瓦）の販路拡大

6704 愛媛県 新岡製菓 － 店舗入り口の改装及び飲食スペースの設置

6705 愛媛県 有限会社永井商会 7500002008793
ガソリンスタンド照明のＬＥＤ化による顧客満足度の
向上

6706 愛媛県 セルフうどん　がんてつ －
洋式トイレのリフォームで高齢者や女性等に配慮し
た店づくり

6707 愛媛県 善家鮮魚店 －
駐車場の新設と店舗改装で地域に支持される「魚
屋」を継承

6708 愛媛県 有限会社　まきの 7500002023636
絵手紙教室の充実強化で、趣味を楽しむ世代の誘
客事業

6709 愛媛県 近永カメラ －
小さなお子様の笑顔が自然な明るさで撮れるフォト
スタジオ作り

6710 愛媛県 藤川旅館 －
洋式トイレへのリフォームで高齢者等に配慮したくつ
ろげる店作り
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6711 愛媛県 有限会社　日吉タクシー 7500002023685
高齢者に利用しやすい優しい店舗づくりと環境整備
強化

6712 愛媛県 碧花 －
バーベキューコーナー新設による新規顧客獲得と固
定客化の取組み

6713 愛媛県 風来坊 －
高齢者に優しい店舗環境整備強化で顧客満足度向
上と集客力強化

6714 愛媛県 有限会社　赤松酒店 1500002023567
店舗の視認性を高めるため看板等のデザインを一
新し集客力強化

6715 愛媛県 喫茶　村さ樹 －
「ほっと一息」できる店舗づくりで顧客満足度向上と
新規顧客獲得

6716 愛媛県 日吉石油 －
洋式トイレへの改修により顧客満足度向上と集客力
強化

6717 愛媛県 憩ふ食空間　風 －
明るく、楽しく、憩える空間の創造により新規顧客獲
得

6718 愛媛県 小田まちづくり株式会社 8500001008109
新ブランド“オダメイド”シリーズの新商品開発及び販
路拡大

6719 愛媛県 かじか亭 －
「たらいうどん」認知向上のための移動生産販売体
制と設備の強化

6720 愛媛県 日切食堂 － 和式洗面室の洋式化による女性リピート客の獲得

6721 愛媛県 空豆 －
店舗和式トイレの洋式化による顧客要望対応と満足
度の向上

6722 愛媛県 米田酒店 －
店舗看板と極大のれんによる通行客への広報力強
化による売上拡大事業

6723 愛媛県 小番食堂 －
店舗入口扉及び周辺の改修と、入口階段及びトイレ
の手すり付与

6724 愛媛県 株式会社ＦＦＴ 1500001008676
　『久万高原町産の雑穀とトマトを活用した加工食品
の製造・販売』

6725 愛媛県 株式会社　楽農研究所 1500001018007
ドライ食品のパッケージデザイン構築によるブランド
力向上

6726 愛媛県 (株)吉田宅建不動産 8500001016078
店舗内美装改修の快適空間演出による新規顧客獲
得による売上増

6727 愛媛県 珈琲館花の木 －
洋式トイレへの改修による顧客満足度向上、新規獲
得売上向上策

6728 愛媛県 喫茶アルファ －
幼子から高齢者まで気持ちよく食事を楽しめるトイレ
の洋式化

6729 愛媛県 喫茶ことぶき －
幼子から高齢者まで気持ちよく食事を楽しめるトイレ
の洋式化

6730 愛媛県
オフィス　伊藤フォトデザ
イン

－ 提案営業に向けた告知物の作成

6731 愛媛県 西岡自動車 －
トイレ改装による女性ドライバー層の誘客・滞在時間
の延長

6732 愛媛県 有限会社　内子タクシー 4500002011957 ホームページの開設とＰＲチラシの作成・配布事業

6733 愛媛県 株式会社　森髙リゾート 9500001019071 魅力あるパンケーキのメニュー作り

6734 愛媛県 居酒屋　長太郎 － 女性客・高齢者にやさしい店づくり

6735 愛媛県 與那原浩建築設計室 －
住宅省エネルギー技術に対応した設計作業の効率
化と高水準化事業

6736 愛媛県 青木水産 －
真空包装機導入による販路拡大と顧客満足度アップ
事業

6737 愛媛県 銀なべ －
ファサード整備、トイレ改修による顧客満足度アップ
事業

6738 愛媛県 宮野そば製粉製麺所 － マキ釜の改修及び新商品パッケージのデザイン
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6739 愛媛県 陶房くるみ －
機械ロクロ及び３Ｄプリンター活用による新商品開
発・販路開拓

6740 愛媛県 有限会社　雲石 8500002010757
伝統的染付技法を活かした和飲食器の開発と若年
層ユーザー取込み

6741 愛媛県 車ハウスＴＯＢＥ － 看板効果による個人修理客の獲得

6742 愛媛県
ジュヴィアヴェックフルー
ル

－
ステージ衣装・中古ウェディングドレスのインターネッ
ト販売

6743 愛媛県 閏木醤油工場 － 売上アップのための店舗改修事業

6744 愛媛県 玉井石材有限会社 8500002012679
石の温かみを活かした省エネ＆エコな環境（店）づく
り

6745 愛媛県 luce candle －
ハンドメイドキャンドルの販路拡大・体験教室の生徒
獲得

6746 愛媛県 有限会社　メガネハウス 9500002010467 店頭看板リニューアルによる新規顧客開拓

6747 愛媛県 有限会社グルーヴ 8500002008454
DMハガキによる顧客誘導及びコミュニティ形成によ
る販路開拓

6748 愛媛県 有限会社関谷 7500002008521
手洗い洗車のデモンストレーション場所確保及び導
線確保のための改装

6749 愛媛県 株式会社OZカンパニー 7500001008687
和式トイレの洋式化による女性客、家族客、高齢者
への販路開拓

6750 愛媛県 関西お好み焼き　福美味 － ・新規客層拡大プロジェクト

6751 愛媛県 ラーメンショップR56号店 －
外国人向け看板の改修と店内商品案内および注文
ガイドの作成

6752 愛媛県 カットスペースレベルワン －
看板及びトイレの改装による新規獲得及びリピート
率上昇

6753 愛媛県 有限会社　中島石油 5500002008580 トイレの改装による利便性アップでリピート率増加

6754 愛媛県
オッペン化粧品(株)　彩生
営業所

－ エステ客増加のための環境整備

6755 愛媛県 とらや － 誘客を促すためのファサード整備

6756 愛媛県 有限会社鳥生工務店 3500002018788
ドローンの空撮診断・空撮サービスで新規顧客獲得
事業

6757 愛媛県
株式会社フラワーショップ
西川

1500001019533
自社のブランド力の発信による顧客との情報共有か
らなる販路開拓

6758 愛媛県
ボディケアハウススノード
ロップ

－
クチコミ周知での事業の認知度向上及び新規顧客
獲得・販路拡大

6759 愛媛県 しろかわ農機株式会社 2500001008205 展示場拡張による商品差別化の実現・販路拡大。

6760 愛媛県 トミ美容室 － ＬＥＤ変換とイメージアップによる顧客獲得

6761 愛媛県 寿司　和泉屋 －
和室改装（掘りごたつ化）による利用率向上と収益
アップ

6762 愛媛県 シーサイドうわかい － お客様用トイレ改修による宿泊環境の改善整備

6763 愛媛県 宇都宮モータース －
最新設備導入による顧客満足度向上と新規顧客獲
得

6764 愛媛県 俵津自動車整備工場 －
タイヤチェンジャー導入による集客効果と収益性向
上

6765 愛媛県 御食事処　弁慶 －
店内照明のLED化によるイメージアップの集客力強
化

6766 愛媛県 コオノヤ －
販路開拓・拡大のためのチラシ作成と店舗イメージ
アップ事業
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6767 愛媛県 トータルファッションアサイ －
店舗内装リニューアル及び、フィッテングルーム及び
トイレ改装事業

6768 愛媛県 アイファクトリー株式会社 5010001124239
ナチュラル素材で作った無添加ジャーキーのECサイ
ト構築

6769 愛媛県 Flore（フロール） －
フラワ-アレンジ全国発送・中高年層向け宣伝強化し
新規顧客獲得

6770 愛媛県 坂本鮮魚 －
ショッピングサイト充実で新規客獲得と地域の活性
化を実現

6771 愛媛県 山本木工所 －
お客様を惹きつける店舗看板及び車輌看板設置に
よる販路拡大

6772 愛媛県
SALT HOUSE（ソルトハウ
ス)

－ 伯方島ゲストハウスプロジェクトによる販路開拓

6773 愛媛県 有限会社三共商店 3500002020554 顧客の憩いの場となる環境整備事業

6774 愛媛県 有限会社　ムラカミ組 5500002020585 空き家リフォーム事業のための設備導入

6775 愛媛県 なかうら － 集客力向上のための店舗改装

6776 愛媛県 カットハウスヤマウエ －
学生をターゲットとした新規顧客獲得のための店舗
改装

6777 愛媛県 生名石油 － 商談スペースの新設による設備工事の強化

6778 愛媛県 すずらん美容室 － 店舗改装による明るく清潔な店づくりで集客力向上

6779 愛媛県 福寿司 － 店舗改装による老若男女が楽しく集える店づくり

6780 愛媛県 宇藤モータース － 簡易塗装ブース設置による販路開拓

6781 愛媛県 （有）松田モータース 4500002013565
大口径対応タイヤチェンジャー導入による顧客の確
保と売上アップ

6782 愛媛県 菊池酒店 －
訴求力・認知度アップのための看板並びに店頭販売
用テント設置

6783 愛媛県 株式会社ニュウズ 8500001008505 ネットショップリニューアルによる新規顧客の獲得

6784 愛媛県
株式会社　オートファクト
リー

5500001016824
接客ブース設置による顧客の居心地の良い空間づく
りで売上アップ

6785 愛媛県 合名会社　辻三親商会 7500003001021
醤油製造工程見学者受け入れによる新規顧客獲得
事業

6786 愛媛県 クロス・バーバークラブ －
店舗利便性向上による顧客満足度上昇及び新規顧
客獲得

6787 愛媛県 山洋渡船 － 釣り客用休憩所のトイレ洋式化による新規顧客獲得

6788 愛媛県 DINING 桜坂 － 客席空間の快適性向上による顧客満足度向上事業

6789 愛媛県 有限会社ひらた 1500002023906 光の照度向上効果を活かした来店したい店づくり

6790 愛媛県 かどや化粧品店 － ひとに優しく、心の潤う店内環境整備と販路開拓

6791 愛媛県 古川渡船 － 待合所及び休憩室の空調整備事業

6792 高知県 森脇自動車 －
大型インパクトレンチ（25.4ｍｍ角）導入による販路
開拓事業

6793 高知県 高岡自動車 －
タイヤチェンジャー等の導入による新規顧客の取り
込み

6794 高知県 ひだか和紙 有限会社 5490002009580
一枚から和紙染色をオーダーできるサービス提供事
業
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6795 高知県 ゆう木工芸 －
お客さまの木製品による居心地のいい生活提案事
業

6796 高知県 マンマ亭 － ファミリー層向け快適空間提供事業

6797 高知県 澁谷自動車 － 故障探求設備導入による自動車修理部門強化事業

6798 高知県 山本土木 －
低騒音機械導入による住宅密集地での施工能力向
上事業

6799 高知県 戸梶設備 有限会社 8490002009537 維持管理部門強化に係る設備導入事業

6800 高知県 ヘアーサロンひかり － 高齢者とその家族が訪れやすい店づくり

6801 高知県 パニパニ －
新メニュー導入による固定客の取込みと新規顧客の
開拓

6802 高知県 有限会社　古味商店 3490002010045
イベント販売部門とカフェスペース新設による客数・
客単価向上

6803 高知県 Café　Ayam －
インターネットによる話題の発信と来店へのおもてな
し

6804 高知県 正岡石油店 － タイヤ交換サービス向上による販路開拓事業

6805 高知県 ﾌｧﾐﾘｰｼｭｰｽﾞ・イワモト － 店舗改装による新規顧客の獲得

6806 高知県 日向農園 －
生産性向上と加工商品のブラッシュアップによる新
規販路の開拓

6807 高知県 西岡自動車 － 作業効率UP信頼性UP付加価値UPで売上UP

6808 高知県
大阪なにわ道頓堀たこや
き　日高店

－ イベント出品に向けた屋台等導入事業

6809 高知県 株式会社　岡林農園 2490001005682 海外へ向けた英語対応版自社ウェブサイトの構築

6810 高知県 香りの教室　帆南 － 販促ツールの整備による営業力向上で販路開拓！

6811 高知県 料亭　三秀 －
高齢者に配慮した店づくりによる顧客囲い込みと潜
在需要の開拓

6812 高知県 株式会社　岩や 7490001005414
人口樹木部門における独自技術確立につながる人
口竹の研究開発

6813 高知県 ＷＩＴＨ美容室 －
リラクゼーションサービスの充実による顧客満足度
の向上

6814 高知県 植村商会 － 自動車関連サービス充実による顧客囲い込み事業

6815 高知県 有限会社　森田自動車 7490002011403 オパシメーターの導入

6816 高知県 コスモス農協日高給油所 － ガソリンスタンドによるカーライフサポート事業

6817 高知県 株式会社　甲藤鉄工所 6490001007502 機械装置の導入による生産効率向上と雇用維持

6818 高知県 亀泉酒造 株式会社 8490001005438
ホームページの多言語化と海外営業活動の推進に
よる販路開拓事業

6819 高知県 松鶴堂 －
季節のお茶席用生和菓子のパンフレット及び見本帳
の製作事業

6820 高知県 魚松 － 店舗改装による販路拡大事業

6821 高知県 有限会社　大松 8490002010726
障がい者・高齢者に優しく、遺族及び会葬者に配慮
した設備の導入

6822 高知県 西山料理店 －
トイレとテーブル席の改修により子供連れの女性客
取込
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6823 高知県 ミシマファーム － 事業拡大に伴うビオワインの製造・販売事業

6824 高知県 エムクッチーナ － 地域資源（鹿肉）を使ったペットフード事業への参入

6825 高知県 有限会社　中央自動車 1490002010897
全自動トルコンチェンジャー導入による商品力強化と
販路拡大

6826 高知県 大西建築 － 地域色溢れる流木の木工製品を、観光客に販売

6827 高知県 柿本産業株式会社 3490001006432
大型ドラッグストア進出によるこだわり酒販コーナー
の改装

6828 高知県 ぽっちり堂 － HP改良と人気ブログの連動による売上向上計画

6829 高知県 ワイズクラフト － 新規ホームページ、パンフレット作成による販路拡大

6830 高知県
吉野川源流あめごセン
ター

－
あめご商品の真空パック化とHP改修による販路開
拓

6831 高知県 有限会社　筒井理容店 8490002012391
理容技術高付加価値化による安心安全と店舗イメー
ジの向上

6832 高知県 ヘアーズ・クルー －
天井美装とＬＥＤ導入で「清潔感＆経費削減」店舗へ
転換

6833 高知県 ｆ＠KT － 照明販売施工事業の実施による新販路の開拓事業

6834 高知県 株式会社　大進商工 7490001006214 新カタログ制作による販路開拓活動

6835 高知県 浪漫亭 －
掘り炬燵への改装及び店内ロールスクリーン設置事
業

6836 高知県 ビューティーあい －
「キレイになり、心もからだも元気になれる」美容室へ
の改装

6837 高知県 大石自動車 －
ホイールバランサー導入による顧客の安全性および
自社強みの向上

6838 高知県
有限会社　スリーアーム
ズ

1490002010096 観光客をターゲットとした新事業展開

6839 高知県 モア －
女性客をターゲットとした設備の充実による販売戦
略事業

6840 高知県 有限会社　西岡酒造店 5490002010737 店舗販売強化の為の、店舗改装事業

6841 高知県 有限会社　ファイン 3490002010144
陳列棚・レジスター・ブログ導入及びチラシ作製によ
る集客力強化

6842 高知県 株式会社　池川茶園 4490001005730
作業効率化及び受注対応に向けての機械等導入事
業

6843 高知県 ペロリ －
パン販売用車両購入による買物弱者のためのパン
販売と商圏拡大

6844 高知県 横矢食品 －
製造卸から小売へ、手造り蒟蒻を直接お客様に提供
する為の改装

6845 高知県 どぶろく工房香南 － ブランドイメージの向上と増産対応による販路拡大

6846 高知県 田上鉄工 －
農機機械販売商談ルーム設置による成約率向上と
来店者増加

6847 高知県 マルミ化粧品店 －
地域密着型のCATV利用の広報・当店の情報発信に
よる販路拡大

6848 高知県 カゴノオト －
ウェブサイト改良と生産設備改善による焼き菓子製
造販売強化事業

6849 高知県 有限会社　小原製瓦 4490002009929 下請け業から元請け業への転換

6850 高知県 高知WESTタイヤ販売 －
大宮盆地栗生産小売販路開拓拡大事業（四万十栗
ブラウン事業）
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6851 高知県 株式会社三彩 6490001005381
土佐和紙の力で生活に彩を届ける新商品デザイン
開発・HP改修

6852 高知県 気ままｓｗｅｅｔｓ甘音 －
トイレとテーブル席の改修により子供連れの女性客
取込

6853 高知県 四万川交通ハイヤー －
じいちゃんもばあちゃんもらくらく乗車用ステップの導
入事業

6854 高知県 刈谷農園 － 直販所の開設による直接購入希望セグメントの開拓

6855 高知県 鉄板焼き　酔狂 －
明るく清潔感あふれる店舗に改装でランチ営業も始
めます事業

6856 高知県 有限会社　西田木材 7490002009991 住宅建築受注拡大のための当社ＨＰ改良事業

6857 高知県 中村商会 －
中古車展示場・展示場の屋根設置及び情報発信並
びに雇用の増加

6858 高知県 四万十郷 － 四万十ファン獲得事業

6859 高知県 有限会社　仙頭酒造場 5490002012857
酒蔵直営の酒小売店舗の改善及び宣伝強化による
集客率の向上

6860 高知県 岡スエ商店 －
おいしい鯖寿司をそのまま食卓に届けるためのパッ
ケージ作成事業

6861 高知県
たこ焼き・お好み焼き・い
ちかわ

－
地域要望の多い肉や海鮮の鉄板焼き導入・案内看
板設置

6862 高知県 有限会社　トヨクニ 6490002011874
東アジアを重点商圏とした、海外ＨＰのスマートホン
対応事業

6863 高知県 株式会社　StoryCrew 8490001008300
高知食材の県外販売と顧客と生産者をつなぐイベン
トの実施

6864 高知県 有限会社　横田燃料店 8490002013002 『お助け隊』事業の認知度向上と、作業効率向上

6865 高知県 お山の茶　明郷園 － 製茶機械「茶葉チョッパー」の導入

6866 高知県
有限会社　暮らしのにしも
り

3490002011019
綿からニット厚地も薄地もどんな素材の洋服もお直し
賜ります事業

6867 高知県 井上糀店 －
冷凍ストッカーを活用した新商品販売および店舗へ
の顧客誘導事業

6868 高知県 株式会社　さかわのわ 7490001007559
事業の安定を図る為の利用者サービスの充実と広
報活動

6869 高知県 ケアラーズカフェ　Smile －
チラシ作成とポスティング及びイベント開催による販
路拡大事業

6870 高知県
有限会社土佐佐賀産直
出荷組合

2490002008882
設備投資による新商品開発と販促ツールによる販路
開拓事業

6871 高知県 居酒屋ぽこぺん －
女性専用トイレの増設と様式トイレへの改装による
新規顧客の取込

6872 高知県 有限会社　高知アイス 8490002010263
ＨＰ改良による販路拡大とＣＭによる高齢者層の取り
込み

6873 高知県 まるみ屋 －
店舗改装及び交流スペース設置による来店者アップ
事業

6874 高知県 柿内自動車サービス工場 －
ホイールバランサー導入による作業効率の向上と新
規顧客獲得事業

6875 高知県 ニュー佐賀温泉株式会社 5490001005052 貯水タンク（3ｔ）増設による集客機能のアップ

6876 高知県 有限会社　芝崎電器 4490002008796
リフォームコーナーの新設による顧客拡大と売上増
加

6877 高知県 西地塗装 －
雨天時の仕事獲得とアフターケアを行うための高圧
洗浄機導入事業

6878 高知県 舛耕水産 － 販促ツールの作成及び設備投資による販路拡大
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6879 高知県 有限会社　ソルティーブ 7490002008878
都内への販路拡大の為の商談会参加及び販促ツー
ルの拡充

6880 高知県 いき土佐硯製作所 －
顧客満足度向上による販路拡大のための包装資材
の作成事業

6881 高知県
柏島ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ　ﾓﾀﾞﾝ
ﾋﾞｰﾄ

－ ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾀﾝｸ増設による業務効率化と顧客拡大

6882 高知県 農家食堂　青空屋 －
販路拡大に向けた新商品の開発並びに販促パンフ
レット等作成事業

6883 高知県 株式会社　ベストグロウ 8490001007062
新商品開発に係る販路開拓及びパンフレット作成事
業

6884 高知県 有限会社 原石油 4490002009573 テイクアウト拡販に向けて包装紙、宣材の一新

6885 高知県 ディセット －
立地を活かした店頭プロモーションによる来店促進
事業

6886 高知県 マリンドリーム柏島 － 柏島での遊び時間延長事業

6887 高知県 農家食堂ＮＯＫＯ －
顧客満足度向上によるリピータ客等獲得のための店
舗改装事業

6888 高知県 魚兼 －
老舗鮮魚店の鮮度と加工技術の強みをいかした売
上拡大事業

6889 高知県 かつ庵 －
陳列式冷蔵庫導入によるメニュー開発とＣＳ向上に
よる顧客の取込

6890 高知県 農家食堂つの － 新規顧客開拓のための店舗改装事業

6891 高知県 ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ ピノッキオ － ふるさと納税商品開発事業

6892 高知県
株式会社　パークビュー
ふぁーむ

1490001005221
HP改良による販路拡大と集客グッズ導入による観
光客呼込

6893 高知県
株式会社 浜田兄弟和紙
制作所

5490001007395 土佐手漉き和紙新製品開発、販路開拓事業

6894 高知県 喫茶ＡＯＩ －
洋式トイレとマッサージチェアー導入による顧客満足
及び売上向上

6895 高知県 松田農園 － ヒガシヤマ増産による６次産業化と地産外商

6896 高知県 有限会社 大国屋酒店 5490002009507
ＨＰとリーフレット作成によるオリジナル商品の販路
開拓事業

6897 福岡県 しもがわ福祉タクシー －
看護師のスキルを活かした安心安全な福祉タクシー
事業の展開

6898 福岡県 漁師・割烹　安徳丸 －
ホームページのリニューアルとスマホサイトの製作及
びチラシ制作

6899 福岡県 株式会社　正直亭 7290001036693
ホームページのリニューアルとスマホサイトの製作及
びチラシの製作

6900 福岡県 エルカミーノアフロ －
髪に優しいパーマと予防美容の提案、賞美期限提示
による顧客開拓

6901 福岡県 有限会社　皆川釣具店 4290802016517
エサに使う小魚の販売と釣り専門誌への実釣レポー
ト付広告の掲載

6902 福岡県 株式会社やまと 1290001043316
全身のリラクゼーションを重視したデイサービスの運
営と顧客獲得

6903 福岡県 京城ホルモン －
店舗改装によるイメージチェンジで若い世代の新規
顧客開拓

6904 福岡県 株式会社　ハーフィーズ 2290001037580
関東での売上拡大および新規ターゲット顧客を開拓
する事業

6905 福岡県 ケーキのメルシィ －
フードプリンターの導入による新商品の開発・販路開
拓

6906 福岡県
パティスリーてるてるぼう
ず

－
ケーキ屋と一目で分る看板設置とチラシの配布によ
る新規顧客獲得
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6907 福岡県 株式会社　武田リテール 6290002043673
構築物（造園）及びトイレを改修し快適空間の提供に
よる顧客獲得

6908 福岡県 有限会社　クリハラ 4290002019221
カーライフをワンストップで対応するサービスのPRに
よる売上拡大

6909 福岡県 池田設計・企画 －
３Ｄﾌﾟﾘﾝﾀｰの導入とホームページリニューアルによる
販路拡大

6910 福岡県 とどろきクリ―ニング －
ホームページ設置による自社を深く、広く知らせて販
路拡大

6911 福岡県 DIGO HAIR －
家族のヘアスタイルをプロデュースするための機械
導入及び広報

6912 福岡県
合同会社ソーシャルサ
ポートぷらんぷらん

8290003005910
発達障害児の方々が安心した環境で過ごすことがで
きる空間の提供

6913 福岡県
ムナカタ キュイジーヌ イ
シダ

－
ホームページを使った情報発信による顧客の固定客
化促進

6914 福岡県 未来テラス株式会社 8290001065007
「無料相続相談センター（仮称）」を告知、広告して集
客増加する事業

6915 福岡県 有限会社　江崎ふとん店 6290002048524
店内商品の展示・陳列の大幅リニューアルによる商
品提案力のアップ

6916 福岡県 有限会社　益田石油 9290002044537 高収益商品拡販による収益構造の改善

6917 福岡県 有限会社職彩工房たくみ 8290002042302
高濃度のストレート果汁ジュース商品の開発・販路
開拓

6918 福岡県
癒悠館カイロプラクティッ
ク

－ 移転に伴う店舗改装及び広報PRによる販路開拓

6919 福岡県 株式会社　華鳳 8290001039893
剣道防具用消臭剤「りくり～ん」のリニューアル及び
販路開拓

6920 福岡県 株式会社　黄河 9290001024003
「資源有効活用」によるアロマ事業体系化、農林業者
向け市場開発

6921 福岡県 美容薬理株式会社 8290801011696
当社独自の製品開発を伝達する「図録」作成による
新規顧客の獲得

6922 福岡県 平瀬　竜二 －
目玉サービス「ヘッドスパ」装置の導入およびＰＲプロ
ジェクト

6923 福岡県 ae The Sounds Company －
睡眠用耳栓普及のための販促活動、活気あるサイト
整備

6924 福岡県 ドアーズ －
アイディアが形になり売上となる中国委託製造販売
代行業の立上げ

6925 福岡県
九州ウォール建材株式会
社

5290001038254
「ライフスタイルを実現させる」ための事前勉強会の
促進

6926 福岡県 Ｊｏｉ＆Ｃａｒ － ワンポイント刺繍サービス提供による販路開拓

6927 福岡県 株式会社　ﾊﾞｲｵｻﾌﾟﾗｲ 6290001059209
販路拡大にともなう自社サイト製作による販売ツー
ル整備

6928 福岡県 有限会社　老木園 2290002052505
欧州市場に向けた日本製植木・盆栽の輸出事業の
展開

6929 福岡県 舌間造園計画 －
モデル庭園作庭・看板設置・ホームページ作成によ
る販路開拓事業

6930 福岡県 焙煎屋 －
海と緑に囲まれた自家焙煎コーヒーショップへの来
店客増加事業

6931 福岡県 味処　大丸 －
真空機を利用したお土産品の製造・販売による売上
アップ

6932 福岡県 むなかた整体療院 －
「低価格メニュー」による集客と「通常メニューへの
アップセル」まで

6933 福岡県 株式会社 地域のチカラ 7290001069396
今求められる“地域の関係性の構築”提案ツール制
作・販路開拓

6934 福岡県 手打ち蕎麦いの上 －
手打ち十割蕎麦の普及による地域住民向け健康促
進事業
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6935 福岡県 ＢＩＯ∞ＰＲＩＫＡ －
エステサービスの本格展開に伴う専用機器導入によ
る販路開拓

6936 福岡県 合同会社穀菜ワーカーズ 1290003006188
当社農場で作る健康野菜（農薬不使用野菜）のブラ
ンド構築と販路拡大

6937 福岡県 あしや企画 － 芦屋釜を題材とした電話アクセサリー等の金型製作

6938 福岡県 海扇寿し －
高齢者向けの料理と座敷の提供による、高齢者層
への販路拡大

6939 福岡県
有限会社　奈良漬さろん
安部

5290802023280 新製品のＰＲと店舗改装による集客

6940 福岡県 ローテンブルグ －
新規移住者へのＰＲおよび開店20周年記念に向け
た販路開拓事業

6941 福岡県 Verity － 女性の悩み解決！「スリムビューティへの道」

6942 福岡県 有限会社ラビット 8290002045180
高気密・高断熱住宅、ゼロ・エネルギー住宅の販売
促進

6943 福岡県 エールプロ － 「フレンチスタイルのカフェ　Café do ℛ」の展開

6944 福岡県 有限会社堀内石材店 4290802016509
オリジナルのモニュメントや記念碑の製造による販
路開拓

6945 福岡県 中華バル武遊 － 持ち帰り汁なし担々麺の開発による販路開拓

6946 福岡県 株式会社Heat　Wave 8290801020177
移動販売車専用搭載設備及び機材の販売に関する
販路開拓

6947 福岡県 舛添工業 － 冷媒回収再生装置導入によるフロンリサイクル実施

6948 福岡県 株式会社　海宴 9290002035073 インバウンドと国内観光客を取り込むWIFI設置

6949 福岡県 福祉タクシーあかほし －
移動困難者を救済！福祉タクシーの充実と屋根付き
カーポートの設置

6950 福岡県 Hair Make ALARM －
美容業界最先端の動画マーケティングによる売上
増！

6951 福岡県 菓子工房　菓楽 － 「自慢の焼き菓子」売り込み効果での業績アップ

6952 福岡県 SAMBO Café －
太宰府天満宮への参拝ライダーを受け入れる店舗
展開

6953 福岡県 有限会社　白木造園土木 4290002035185
一般(民間)の顧客獲得の為のインターネット広告宣
伝事業

6954 福岡県 ３trois － 販売店舗の設置、新規顧客開拓のためのPR活動

6955 福岡県
glan-ce for hair(グラン
チェフォーヘアー)

－
看板設置・媒体活用による販路開拓と、機器導入に
よる生産性向上

6956 福岡県 おやつ屋　風樹 －
5/1移転ＯＰＥＮに伴う新規ソーシャルビジネス事業
のＰＲ

6957 福岡県 宅配の宗像屋 －
宗像全域への商品サービス広告チラシとWEB連動に
よる集客拡大

6958 福岡県 総合情報企画　萌 －
印刷通販による販路拡大のためのホームページのリ
ニューアル

6959 福岡県 髪処T・room －
カラー剤頭皮トラブル者へ当店の「安心・安全カ
ラー」の宣伝広告

6960 福岡県 みどりの設景室 － 自主開催の教室拠点とサンプルガーデンづくり

6961 福岡県 有限会社ヒローズ 5290002019716
若年層向けハウスメーカーの地域密着型販路拡大
事業

6962 福岡県 Hulw＆Co. －
福岡を含む主要都市に向けてHP及び小冊子設置で
の販路開拓
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6963 福岡県
株式会社アクティブ・ライ
フ

1290001036550 看板設置による認知度のアップ及び販売促進

6964 福岡県 ガレージ・コロニー －
板金屋がジムニー専門店!?販売・メンテまで総合サ
ポート事業

6965 福岡県 ミラクルグリーン㈱ 3290001064715 国産モリンガを使った新製品開発と販路開拓

6966 福岡県 栄屋旅館 －
客室からの豊かな自然の眺めと季節料理で癒される
旅館造り事業

6967 福岡県 有限会社たまや 3290002036597
外国人観光客までターゲットを拡大した販路開拓事
業

6968 福岡県 ＰＯＴ －
女性の天敵である「冷え」から守るよもぎ蒸しの販路
開拓

6969 福岡県 守窯 －
窯元ブランド向上のための若年層世代向けの商品
開発と展示会販売

6970 福岡県 pas a pas Marie －
よもぎ蒸しエステ初「月額法人会員システム」導入と
固定客増加

6971 福岡県 宮西建設有限会社 5290802023215
高付加価値住宅提案ホームページ制作、SEO対策
による販路開拓

6972 福岡県 菓子工房エレナクレア － イートインの取り組み強化による販売促進

6973 福岡県 合資会社土師物産 6290003002348
作業効率アップの為の設備導入と、新商品パッケー
ジ製作

6974 福岡県 楽+楽（らくらく） －
高齢者を快適な生活を！「よぅそうバリアフリー工事」
による新規顧客獲得

6975 福岡県 立石蒲鉾店 －
新規顧客獲得を目的とした魅力ある店頭販売のた
めの外観改装

6976 福岡県 そばきり桜花 －
店舗庭園のライトアップとライト付看板設置による販
売促進事業

6977 福岡県 お食事処うきは － 店舗外観の改装による新規顧客の開拓

6978 福岡県
トラットリアジラソーレひま
わり

－ ホームページ開設で当店の具体的なアピール

6979 福岡県
株式会社　ユニテック北九
州

3290801021436
北九州エリア・福岡エリア地域密着。リフォームサイ
ト設立

6980 福岡県
有限会社　アポロ燃機工
業

3290802016542
営業エリアの拡大及び若年層・中年層への販売拡
大

6981 福岡県 花伝 －
販売施設リニューアルオープンによる売場環境整
備・販売促進

6982 福岡県 うらら整骨院 －
産後女性をターゲットとした「産後骨盤矯正」の販路
開拓・拡大

6983 福岡県 クレッシェンド － 部活動のオリジナルチームＴシャツ制作・販売事業

6984 福岡県 合同会社　ビューガード 9290003005678 チラシや広告、ホームページにより売上を増やす

6985 福岡県 呑み喰い　Ze好頂 －
持帰り用窓口設置に伴う店舗改装と看板や広告掲
載による宣伝強化

6986 福岡県
株式会社　岡田インダスト
リ

9290001066342
「もち麦生活」　もち麦を使った新たな商品開発・ブラ
ンドの立ち上げ

6987 福岡県 株式会社ウインドファーム 3290801011247
新デザインパッケージ・新商品の導入による販路開
拓

6988 福岡県 革研究所福岡店 －
革製品の特殊洗浄クリーニング事業の周知による新
規顧客獲得

6989 福岡県 有限会社　緑 6290002041586
スマホ用ＨＰ作成や外観改装で新患者の開拓と、休
眠患者へＤＭによるＰＲ

6990 福岡県 まる歩靴工房 －
来店型店舗への改装に伴う広告、ホームページ作成
による販路開拓
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6991 福岡県 株式会社　今任自動車 9290001066318
店舗外装による顧客に合わせた自動車プランの提
案

6992 福岡県
櫻コーポレーション株式会
社

6290001040886
安心安全な手作りドッグフードの製造販売と販路開
拓

6993 福岡県 有限会社牟田商会 9290002040296
洗濯教室とオリジナル自社洗剤の販売による販路開
拓

6994 福岡県 美容室　セラヴィ －
カラーと縮毛矯正の同時施術を周知することによる
新規顧客開拓

6995 福岡県 山ノ里 －
塩分を気にせず食べられる「酢梅」の商品化と販路
開拓

6996 福岡県 割烹　桂川 －
女性や高齢者でも安心して駐車できる駐車場スペー
ス拡大工事

6997 福岡県 株式会社　渡辺農産 2290001042853 新商品「皮付きはと麦」の開発及び販路拡大事業

6998 福岡県 小石原焼　秀山窯 －
秀山窯ロゴマーク開発とＷＥＢサイト開設による顧客
獲得事業

6999 福岡県
Curry and Café
KOKOPELLi

－ 眺望デッキ新設による犬同伴利用客の販路拡大

7000 福岡県 あきつ葬祭 －
一日一組限定・家族葬専門葬祭業者の認知度向上
事業

7001 福岡県
株式会社オフィス・スロー
ライフ

1290001073156
児童発達支援事業所「マママとままま」の利用者の
増加化事業

7002 福岡県 株式会社アノベント 1290001065178
家から一歩も出ずに洗濯物が仕上る。洗濯代行デリ
バリーの展開

7003 福岡県 からあげはうす　ぽぷり － 新商品（味付チキンカツ・オードブル）の販売展開

7004 福岡県 株式会社ＴＤＨ 7290001061626 餃子製造の一部機械化による売上増強

7005 福岡県 有限会社　アンアン 3290002037736 老若男女に訴求できる店舗への改装

7006 福岡県
hair make GARDEN・patio
hair

－ 美容機材（炭酸泉発生器、育毛促進機）の導入

7007 福岡県 トニーズクラフト －
地域公共施設と自社工房での「個別指導」レザーク
ラフト教室による人材育成

7008 福岡県 アンドカフェ －
店舗の有効活用によるディスプレイの充実及び新商
品の販路拡大

7009 福岡県 オフィス　エラン －
笑顔で生きる為の遺書　映像遺言『縁ディング
Movie』事業

7010 福岡県 オーガ自動車 －
ヘッドライトテスター導入による販路拡大と新たな顧
客獲得

7011 福岡県 熊谷瓦工業 －
日本の屋根に最適な粘土瓦の良さを伝える広報活
動

7012 福岡県
有限会社　二反田醤油本
店

2290802022021 新旧製品のパッケージデザイン変更による販路拡大

7013 福岡県 矢野酒店 －
地元米を安心して買える配達販売のＰＲによる新規
顧客開拓

7014 福岡県 野上商会 －
レッカー車の導入および看板設置による新規顧客開
拓

7015 福岡県 サンアップユニフォーム － 新たな市場開拓のための製造機械導入

7016 福岡県 西依建設株式会社 4290001044245 住宅事業、商業建築における更なる販路開拓

7017 福岡県 絵届け問屋「kousuke」 －
絵届け問屋「kousuke」の販路拡大を目指した認知度
向上事業

7018 福岡県 かしわ屋 －
拡大する中食ニーズを意識した鶏肉惣菜テイクアウ
トサービス展開
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7019 福岡県 あすなろ整骨院 －
福岡県内美容師対象！治すプロ直伝の解し方でＣＳ
アップ事業

7020 福岡県 OVERCOME －
海外輸入ファッション販売の為のネットショップ作成
での販路開拓

7021 福岡県 (株)早田組 1290801016628 屋上庭園付き住宅の販路開拓

7022 福岡県 ＷａｎＣａｌｌ －
「店舗の場所のわかりづらさ」を克服する広告宣伝事
業

7023 福岡県 有限会社 KidsOnly 2290002034882 女性顧客への新ブランド展開と販路開拓ＰＲ事業

7024 福岡県 炭焼工房　暖 － 新規独自ホームページの開設による販路開拓事業

7025 福岡県 ひぐち工房 －
ホームページを開設し当社の強みＰＲによる顧客獲
得

7026 福岡県 吹きガラス工房　琥珀 － LED照明のコードレス卓上ランプの開発・販路開拓

7027 福岡県 ma couleur － 主婦層のハンドメイド技術を活かした地域縫製事業

7028 福岡県 有限会社　サカキ 2290002051705
顧客データを活用した効果的な広告宣伝による販路
拡大

7029 福岡県 S･T Beauty －
看板設置とポスティング・サロンカードによる新規顧
客の獲得

7030 福岡県 株式会社博多の味本舗 4290001065308 ＥＣサイトリニューアルによる直販売上高の拡大

7031 福岡県 有限会社　徳永家具 1290802016486
店舗アピール向上のための看板設置と商圏拡大に
よる新規客獲得

7032 福岡県 CAR RELATION藤村 － くるまのトータルサポートによる販路開拓

7033 福岡県 癒し処　縁 －
足岩盤浴「あしがる」導入とチラシ作成による販路拡
大

7034 福岡県 株式会社　森事務所 1290001046797
「育てるからつなぐ」へ！筑紫地区キャリア向けスキ
ルアップ事業

7035 福岡県 千代海苔株式会社 3290001049856 小売りに特化したインターネット販売体制の確立

7036 福岡県 (有)原野製茶本舗 6290002047492
奥八女茶の伝統と日本の文化を映像で紹介する事
業

7037 福岡県
ファッションハウスやまし
た

－
制服販売に重点、一目でわかる看板とインターネット
で販売促進

7038 福岡県 株式会社S.style 3290001071050
従業員を増加させ更なる事業拡大or売上の増加。
色々な用途に使えるブース

7039 福岡県 酒のメイトーク －
空き家活用！！オーナーと利用希望者のマッチング
サービスの提供

7040 福岡県
有限会社ファーストグルー
プ

4290002048559 さらなる新規客の獲得、顧客満足度UPの実現。

7041 福岡県
ヴェルデマネージメント株
式会社

1290001058099
スタッフのモチベーションアップと新規顧客獲得のた
めの事業

7042 福岡県 dragonfly －
新事業のラバーディップ塗装事業の取り組みによる
顧客拡大

7043 福岡県 建築塗装ヤマシタ －
倉庫・作業場・HPの新装や拡大での人員確保及び
売上・利益増加

7044 福岡県 タナカ自動車整備工場 －
地域密着のサービスと企業イメージＵＰとＨＰによる
新規顧客の開拓

7045 福岡県 株式会社 若大将 9290001047581
顧客満足度の向上による新規顧客の増加売上向上
の為の設備投資

7046 福岡県 有限会社 丸の内建設 7290002047624
業界最低価格！！当社初「水周りリフォーム」のHP
販促事業
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7047 福岡県
青山ジュータンクリーニン
グ

－
レンタル寝具事業の取組みにより売上増進と経営安
定を図る。

7048 福岡県 角商店 －
新規顧客開拓のための看板設置及び憩いの場とし
ての店舗整備等

7049 福岡県 マークスパフォーマンス －
新規顧客獲得の為の情報発信強化・店頭陳列ス
ペース改善等

7050 福岡県 株式会社　ネクストラ 5290001064184
整理することで業務効率化を実現するデスクユニット
の開発

7051 福岡県 やきもの処工房「石」 －
提案型営業による新規顧客獲得の為の市場調査及
び情報発信

7052 福岡県 ＦＥＥＬ －
タイヤチェンジャー導入により新規顧客の獲得と売り
上げ増大

7053 福岡県 有限会社野口住建 3290002053766
家作り情報配信サービス「ステップメール」による見
込客掘り起し

7054 福岡県 有限会社　北島うなぎ店 9290002053190
新事業のお客様をうなぎのぼりに向上させる広報事
業

7055 福岡県 住マート不動産 － 建物解体工事業者向けコンサルティング事業の展開

7056 福岡県 株式会社　川端組 2290001045170
クローラ運搬車導入による効率化を利用した販路開
拓

7057 福岡県 平山モータース －
自動車故障診断機等を使った迅速丁寧な診断と新
たな顧客の確保

7058 福岡県 ハタヤマ内装・表具 －
「あなたに身近な内装工事屋」、地域への浸透プロ
ジェクト

7059 福岡県 ハートボックス㈱ 0229000106051 インターネット販売で受注増を目指す

7060 福岡県
ＪＡＰＡＮＨＡＳＳＹＯＵＯＦＦ
ＩＣＥ：店舗名　麸稲豊

－
急速冷凍設備導入で生産能力のアップと生産量増
加による販路開拓

7061 福岡県 Ｙｏｕ　Ｓｅｌｅｃｔ －
顧客のニーズに対応及び従業員の環境に優しい開
発・販路開拓

7062 福岡県 昭進産業株式会社 9290001050437 当社オリジナル製品の拡販による利益率向上事業

7063 福岡県 株式会社Ｔ・フェローズ 3290001060937
福岡県産のジビエ（イノシシ、シカ）加工食品での販
路開拓

7064 福岡県 ぴ～ぷるサロンこのみ －
パーマ利用率増による売上拡大と後継者育成の取
り組み

7065 福岡県 独楽 － 自社通販人気商品の高品質化及び生産拡大化事業

7066 福岡県 株式会社春山モータース 2290801014424
自社サービスカー導入による出張修理及びメンテナ
ンス実施事業

7067 福岡県 有限会社サンコー 8290802021645
ＩＴ導入に伴う生産性向上による事業拡大と利益率増
の取り組み

7068 福岡県 ミーミーモコ － 独創的家具等製作の量産化による事業拡大

7069 福岡県 くらてガス株式会社 9290801014401
既存顧客への情報発信強化による顧客満足の向上
と新規顧客獲得に向けた事業

7070 福岡県 有限会社　花六 6290802020830
会員制導入に伴う新たな葬儀プランの提案推進事
業

7071 福岡県 四五久うどん － 販促活動による認知度向上と来客増の取り組み

7072 福岡県 からだ環境総研株式会社 9290001037731 地域密着！「足育」関連商品の店舗販売強化事業

7073 福岡県 向日葵商事　株式会社 2290801019225 生前・福祉・遺品整理

7074 福岡県 株式会社ASINA・ｱｼﾅ 9290001051732
ヘルメットにおける冷却システムの部品提供先の拡
大
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7075 福岡県
有限会社　ティ・アンド・エ
ム

8290002037764 情報発信による新規ユーザーの開拓

7076 福岡県
メタルコーティング　ラン
ナー

－ 新商品｢ＲＸボルト｣の一般ユーザーへ向けての販売

7077 福岡県 GOMA Project 2000 －
介護予防及び軽度の介護者に特化した、シニアウェ
アの開発と拡販

7078 福岡県 株式会社ＮＡＯ 4290001057461
女性従業員雇用及び取引先受け入れ体制確保によ
る売上向上の実現

7079 福岡県 カフェ観音 －
店外観リニューアルと新企画で魅力倍増！更なる集
客を図る。

7080 福岡県 株式会社玉広食品 9290001033350
糸島産の食材にこだわった惣菜品の商品化と販路
拡大

7081 福岡県 ふじの整骨院 －
「悶絶足つぼ」でインパクト大。心も身体もがっちり
キャッチ！！

7082 福岡県 創筵 －
国産い草を使ったインテリア商品の販路開拓につい
て

7083 福岡県 野中酒店 －
ふる里タクシー待合所設置による買い物弱者支援の
展開

7084 福岡県 花田司法書士事務所 －
身近な法律相談にお答えします！コラム風広告の掲
載で集客ＵＰ

7085 福岡県 ロジカルベイト －
ホームページを活用した日本及び海外への宣伝・販
売活動の実施

7086 福岡県 晋の整骨院 －
動的ストレッチジムホグセルのPR活動による新規顧
客の獲得

7087 福岡県 ケイエルテック株式会社 6290001038781
ホームページ作成によるサービスの周知および販路
開拓

7088 福岡県 カットルーム　Origin － 「照明付き看板」の設置による夕方以降の顧客獲得

7089 福岡県 apexmore合同会社 5290803002671
若者が集まる芦屋町の新スポット「ASHIYA-BASE」
の情報発信事業

7090 福岡県 高木茶園 － 越境ECを利用した日本茶の海外直接販売

7091 福岡県
ティーケーピーネットワー
ク株式会社

4290001043585
レーダ海上防犯システム販促促進のための説明会
及び教育実施

7092 福岡県 OFFICEWIN － 販路田委託農業支援システムの開発及び提供

7093 福岡県 江藤竹工所 － 「手作り竹箸キット」製作とネット販売事業開設

7094 福岡県 福盛醤油醸造元 －
「希少糖醤油」のシリーズ化による、「福盛醤油」のブ
ランド構築

7095 福岡県 デントリペア　スピリット － ハイブリットリペア事業立ち上げ

7096 福岡県 有限会社　九州光洋 3290002038957
クリアくんを「キレイの連鎖」での新価値でＰＲして販
路拡大計画

7097 福岡県 宝寿司 －
地元ブランド米『夢つくし』を活かした寿司提供での
農商連携事業

7098 福岡県 有限会社黒木商会 0729000205350 スマートフォン対応型ホームページ制作

7099 福岡県
株式会社サザキＭテクノ
ロジー

3290001054559
即日納品!?一般向けスピード対応の加工プリントで
販路拡大事業

7100 福岡県 有限会社亀乃屋 6290002036223 篠栗唯一の『天然温泉旅館』宣伝強化事業

7101 福岡県 子どもの家　あおぞら園 －
教具を活用した子供達の創意工夫による屋内統合
教育の実現

7102 福岡県 有限会社　中尾電気 6290002036751
安全安心のフルオーダー「あなたの町の電気工事
店」事業
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7103 福岡県 株式会社　サポート 3290001037480
販路開拓のための展示会機材の準備とパッケージ
のリニューアル

7104 福岡県 With styling ayano －
骨格診断とカラー診断を組み合わせたオリジナルメ
ソッドを開発

7105 福岡県 株式会社　豆達 5290001066189
接客を重視した新鮮野菜・果物の移動販売で買い物
弱者に笑顔を！

7106 福岡県 Blue　Roof － ジュース区レンズセットの開発・販路開拓

7107 福岡県 株式会社　重富印刷 5290001033057
九州初・クラウド型名刺作成システム「ザ・名刺」事業
の販路開拓

7108 福岡県 山歩 －
贈答用バック製作とホームページリニューアルによる
販売促進活動

7109 福岡県 HIPSTER HAIR IMAGE － 女性向け店舗外観改善事業

7110 福岡県 水巻まちづくり有限会社 2290802017211 野菜・果物のカット及び包装作業場新設

7111 福岡県 アトリエＭＯＧＡ －
オーナーの変更に伴う、本格的な店舗のリニューア
ル事業

7112 福岡県 株式会社　泰賀 4290001052405
デリバリー商品の製造・開発による販路拡大のため
の瞬間冷凍機購入

7113 福岡県 菊池畳製作所 －
博多織を畳へりに使った新商品開発ならびに販路開
拓

7114 福岡県 株式会社里山商会 4290801021402
小売店舗における販売力強化のためのオリジナル
ギフト包装の開発

7115 福岡県 アンダンテ整骨院 － 移転拡大に伴う社会貢献・サービスの向上事業

7116 福岡県 （有）ビジテック 5290802016937
高齢者が扱いやすい製品が並んだ簡易展示ブース
の設置

7117 福岡県 株式会社フローラ 3290001041136
「太宰府らしさ」を強調した外看板にリニューアルして
集客を図る

7118 福岡県 亀崎鉄工所 －
下請け企業からの脱却！営業活動強化による販路
開拓事業

7119 福岡県 レディメイドプロダクツ －
オンラインショップの展開（ネット販売システムの構
築）

7120 福岡県 Petani coffee －
紙パックのリキッドアイスコーヒーの開発による販路
開拓事業

7121 福岡県 タビノキセキ －
セレクトショップ及びアクセサリー製作教室の開始に
よる販路拡大

7122 福岡県 やなぎ司法書士事務所 －
家族信託普及及び糸島市民の法律過疎を防ぐため
の広報活動

7123 福岡県 株式会社小林酒造本店 7290001038244 日本酒の海外販路開拓

7124 福岡県
楽市焼肉ホルモンセン
ター

－ 楽市焼肉ホルモンギフトの真空包装による販路拡大

7125 福岡県 こころ整骨院 － ホームページ制作とホームページリニューアル

7126 福岡県 福田養鶏場・たまごらんど － 新商品の大口受注に対応する生産体制作り

7127 福岡県
有限会社　ペイントメイクト
シ

7290802017181 「フラット７」の認知拡大による新規販路開発

7128 福岡県 あおぞら整骨院 －
トルマリン温熱セラピーを導入した新たな施術メ
ニューの作成

7129 福岡県 みのう山荘 －
自然のぬくもりを感じることができる温泉と食材によ
る癒しの提案

7130 福岡県 たこやき大王 － デリバリーサービスの開始による新規顧客の獲得
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7131 福岡県 株式会社　巨峰ワイン 6290001050670
おしゃれなワイナリー観光地として満足度ＵＰによる
顧客獲得

7132 福岡県 ㈲総合緑化コガキュー 3290002056645 樹木根の障害抑制設置板の商品化と販路の開拓

7133 福岡県
株式会社　ハッピーホー
ム

9290001039819
独自開発の廃油ポンプを活用した新たな廃油回収ビ
ジネスの構築

7134 福岡県
ロバートイングリッシュア
ライブ

－
新たな年齢層をターゲットにした英会話教室づくりと
ＰＲ事業

7135 福岡県 株式会社二光 6290001037362
門廻りのエクステリア販促と女性目線の外観と庭空
間づくり提案

7136 福岡県 株式会社ビーキューブ 4290001031879
地元九州素材を使ったギフト商品開発による新たな
販路開拓

7137 福岡県 株式会社　小樋建設 8290001036478 大工がつくる犬小屋ネットショップ

7138 福岡県 エステサロン　Mahana －
実演エステの導入による出張サービスの販路強化
事業

7139 福岡県 なじみ －
高齢者・女性に優しいトイレの洋式化による新規顧
客の開拓

7140 福岡県 末廣寿し －
『老舗寿司店で洋食を』ダイナー風サービスの浸透
で顧客の開拓

7141 福岡県
株式会社
BoofoouooJAPAN

6290001050365
ミャンマーにおけるクレープ試食会開催で海外市場
を開拓する事業

7142 福岡県 味噌・麹や 松むら －
「職人の母と、管理栄養士の娘がつくる味噌屋の購
買促進策」

7143 福岡県
ベリーガーデン菓實（この
み）

－
「このみロイヤル」プレミアムアイスの提供体制、魅
力発信向上

7144 福岡県
有限会社 岩崎自動車整
備工場

7290002033599
新型ライトテスタ導入による自主メンテナンス事業の
展開

7145 福岡県 藤井ランドリー －
藤井フレンドリー・ランドリー　75周年大感謝祭で需
要を開拓

7146 福岡県 株式会社　石兆 5290001050688
ビジュアル重視のホームページへのリニューアルで
新規顧客を開拓

7147 福岡県 べこや －
国産牛カルビを気軽に食事し、臭いがつきにくい焼
肉店をPR

7148 福岡県 KIJI －
ヌードルライターの記事コンテンツサイトの充実化と
アプリ化

7149 佐賀県 未来はりきゅう整骨院 －
当院オリジナルサービス「土方式低負荷ダイエット」
PR事業

7150 佐賀県 饂飩屋 －
最高級材料で作ったこだわりの「万能出汁パック」PR
事業

7151 佐賀県 日の出電気商会 －
他社に先駆けたＨＥＭＳ需要の開拓で地域№１企業
を目指す

7152 佐賀県 日高薬店 －
ダイエット・健康コンサルティング市場拡大のための
広報事業

7153 佐賀県 株式会社マール 0430001004817 新事業である焼肉屋のオープン後の告知事業

7154 佐賀県 鳥巣窯 －
土選びから料理盛付まで、唐津焼の全てを体感する
新しい陶芸体験

7155 佐賀県 株式会社body make ONIX 5300001009006
「健康づくり」を「運動」と「食」でサポートするカフェの
展開

7156 佐賀県 東宝丸 －
唐津漁師直送！！冷凍シラスの通販展開に向けた
出荷体制構築事業

7157 佐賀県 たいようアウトドア―！ －
子ども向け“いろは島自然体験型アクティビティ”の
新事業展開

7158 佐賀県 株式会社アートヒルズ 9300001004762
新商品開発と展示会出展を通じ有田焼の魅力を世
界に発信する
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7159 佐賀県
株式会社三和オートメー
ション

1300001004803
プロの目利きで、電子制御備品の中古備品リサイク
ル販売事業

7160 佐賀県 ミッションウィル － 公式Webサイトの作成による販路開拓

7161 佐賀県
有限会社旅館初音荘新
館

8300002006354
自社ホームページ作成によるwebでの情報発信力強
化事業

7162 佐賀県 ハラダマシンサービス －
農業機械の長寿命化宣伝による顧客満足向上及び
新規顧客開拓

7163 佐賀県 有限会社野口商店 3300002006409
「作業工程が多く受注単価の高い上着類」の新規受
注拡大事業

7164 佐賀県 株式会社割烹はちや 4300001004073
「営業体制の見直し」と「高齢者向け什器の導入」に
よる売上増加

7165 佐賀県 有限会社魚ゑびす 3300002009510
外国人観光客向け「佐賀御膳の開発」と受け入れ体
制整備事業

7166 佐賀県 株式会社土井組 6300001007603
新規事業展開へ動画フォトを活用した土木・除草の
紹介と情報発信

7167 佐賀県 田島サッシ店 －
安心・快適な「陽のあたる暮らし」提案の為のHP開設
ほか販促強化事業

7168 佐賀県 裕翠窯 －
“東の皿山”の伝統技法を活かした新商品開発と情
報発信事業

7169 佐賀県
ヘアーサロンニューカトレ
ア

－
高齢者等にも配慮した新しい店舗づくりと顧客の開
拓

7170 佐賀県 鶴田乳業商会 －
テレアポサービスの活用による当事業所取扱い乳製
品の紹介による販路拡大

7171 佐賀県 ムゥの森 －
アレルギーの子供も喜ぶ「町の小さなパン屋さん」の
天然酵母パン

7172 佐賀県 ひえだ美容室 －
時間に追われる女性を優しくスピーディに仕上げる
美容室の周知

7173 佐賀県 割烹いまむら － 「名物マスターが提案!」みやき特産品販売促進事業

7174 佐賀県 大坪クリーニング －
クリーニングに関する新たな需要の掘り起こしによる
顧客増加

7175 佐賀県 大塚米穀店 －
味と鮮度にこだわった業務用「鮮度保持米」商品開
発と販路開拓事業

7176 佐賀県 株式会社山水 7300001007973
「老舗弁当屋の手造りにこだわる新規顧客開拓の為
の情報発信」

7177 佐賀県 ハーモフィル株式会社 9300001009951
システム屋によるＩＴを活かした健康食品の販路拡
大！

7178 佐賀県 有限会社あらき 2300002009791
高齢者に優しい、椅子に座ってゆっくり食事ができる
販路開拓事業

7179 佐賀県 有限会社　三宝 6300002007065
ＨＰの再構築によるリアルタイムの情報で売り上げ
アップ

7180 佐賀県 天建寺うなぎ －
商品のイメージ向上による関東地方等への新たな顧
客の開拓

7181 佐賀県 ボン・プレサージュ －
古代ロマンの味「吉野ヶ里赤米マドレーヌ」開発と販
路拡大

7182 佐賀県
株式会社三友ファニ
チャー

5300001008107
商品情報を効果的に発信できるホームページの開
設による販路拡大

7183 佐賀県 有限会社アリギス 1300002004959
法要から食事までを可能にする会場整備と法事用会
食プランの開発

7184 佐賀県 有限会社光陽閣 9300002006502
客室の半露天風呂化による顧客満足度と単価アップ
事業

7185 佐賀県 おおとみ接骨院 －
出張型施術プロモーション及び若年層への施術内容
説明の充実

7186 佐賀県 本田商店 － 新商品「飲むこんにゃくゼリー」の開発・販路開拓
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7187 佐賀県 玉峰陶園 －
「銀河釉」の魅力を国内外のお客様に向けてダイレ
クトに情報発信する

7188 佐賀県 ビオラコーポレーション －
買取専門店から中古軽自動車の小売事業へ転換す
るＰＲ看板設置

7189 佐賀県 佐藤商会 －
自社製品のＰＲ動画制作による販路拡大及び新たな
売上創出

7190 佐賀県 一吉うどん －
うどん屋の本格レトルトパック「ピリ辛つけ麺」の開発
と情報発信

7191 佐賀県 中島電器株式会社 5300001006960
『まちの電器屋』が実施する新規顧客獲得のための
情報発信事業

7192 佐賀県 吉田鮮魚店 －
「有明海産干物真空パック」「まえうみもの惣菜」開発
による販路開拓

7193 佐賀県 一光合同会社 9300003001056
運動弱者や介護予防の為の機能訓練スペース設置
による新規開拓

7194 佐賀県 シェ・ヤマモト有限会社 5300002001820
酒粕を廃棄物とせず活用する「酒蔵スイーツ」の拡販
事業

7195 佐賀県 プログレス － 働く自動車！カスタム軽トラックで全国に販路開拓！

7196 佐賀県 エディオンフジト電器 －
「リフォーム地域1番店」を目指した水廻りリフォーム
PR事業

7197 佐賀県 名古屋表具店 －
簡単見積機能付きホームページと顧客獲得の為の
効果的な広報事業

7198 佐賀県 有限会社松尾石油店 1300002007400
タイヤホイールバランサー導入によるタイヤ販売事
業

7199 佐賀県
有限会社アサヒ・アグリ佐
賀

2300002004248
糀粉末パウダー使用の和製スーパーフード“甘酒”
の商品化と販促事業

7200 佐賀県 焼鳥　花串 －
「サークル活動後のランチを楽しむ!」高齢者グループ
受入事業

7201 佐賀県 有限会社カラーハウス 7300002005712
旧車をレストアできる自社の高い技術・サービスの情
報発信事業

7202 佐賀県 新和食品 －
当店オリジナル佐賀牛加工品のチルド商品とパッ
ケージ用シール開発

7203 佐賀県 やきとり「薪」 －
高齢者及び障害者の方に飲食を楽しんでもらう空間
づくり

7204 佐賀県 有限会社吉丸商事 9300002007368 「ガス屋さんが行う水回りリフォーム」推進事業

7205 佐賀県 手塚製麺 －
唐津上場の豊かな食材を使った“玄海塩ちゃんぽ
ん”販路開拓事業

7206 佐賀県 六田旭豆本舗 －
伝統ある“無添加 豆菓子”の新たな市場における新
規顧客の開拓

7207 佐賀県 株式会社藤田工務店 4300001007448
家族みんなで思いっきり深呼吸できる“本物の自然
素材住宅”ＰＲ

7208 佐賀県 千生ひょう太 －
地元食材を使った料理と店内環境改善による“家族
団らん”の実現

7209 佐賀県 下自動車 －
「子育て世代の女性ドライバー」の安全なカーライフ
支援事業

7210 佐賀県 味彩あらい －
四季折々の草花が彩る和食料理店への道標による
集客力の向上

7211 佐賀県 たかだ電動機株式会社 1300001009513
障害者差別解消法における視覚障害者への合理的
配慮を推進する取組

7212 佐賀県 株式会社ZERO式 5300001009063
車椅子利用者の来店客増加に伴う事業所屋外のバ
リアフリー化

7213 佐賀県 野田の元湯株式会社 7300001009037
アトピーに効果のある天然水を使った和菓子の販路
開拓事業

7214 佐賀県 そば処 たからい － 夜の懐石料理をメインにして新規顧客獲得事業

102/145



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

7215 佐賀県 株式会社整宏土建工業 9300001007435
「もしもし、HPを見て電話しました」を通じた元請受注
開拓事業

7216 佐賀県
ポンポコ村ベゴニアガー
デン

－
世界に広がるベゴニア通販の構築による海外顧客
の獲得事業

7217 佐賀県 ＫＵＲＯＫＡＭＩgraphic －
打合せに行きたくなる総合デザイン事務所開設によ
る新規顧客獲得

7218 佐賀県 舩津自動車 －
カー用品持込取付サービスから整備受注への体制
構築・ＰＲ事業

7219 佐賀県 神埼宿場茶屋 －
個人観光客開拓のための魅力PRによる地域のにぎ
わい創出事業

7220 佐賀県 おみやげ村 －
高齢者・障害者とインバウンド客獲得のための優し
い店作り

7221 佐賀県
株式会社スチール・ラボラ
トリー

1300001009868
コンパクト台車「ＴＯＲＯＣＣＯ」の販路拡大による新た
な売上の創出

7222 佐賀県 Barbershop Hashimoto －
既存の利点と看板を組み合わせた新規利用客獲得
の取り組み

7223 佐賀県 イザキエンジニアリング － 自動車の修理と整備に一手欲しい溶接機の導入

7224 佐賀県 有限会社白石開発 2300002007548 小規模工事への対応による販路開拓事業

7225 佐賀県 川﨑建築 －
設計ソフトの導入による設計部門の強化・販路開拓
事業

7226 佐賀県 鍼灸かつき －
ﾓﾊﾞｲﾙHi-Voltageを使ったｽﾎﾟｰﾂ競技者へのｱｽﾚﾃｨｯ
ｸﾄﾚｰﾅｰ事業

7227 佐賀県 徳太郎窯 － 『ＴＯＫＵＴＡＲＯＵ-ＫＩＬＮ』シリーズ　ＵＤ商品開発！

7228 佐賀県 バルビーア －
ダメージヘアの修復技術で髪のドクター美容室へ進
化する

7229 佐賀県 有限会社きたむら商店 3300002001814 商品紹介パンフ、のぼり旗の作製と店舗看板の設置

7230 佐賀県 株式会社フリーマム 6300002005713
広島大学との共同研究開発品「デイリーミスト」の販
路拡大事業

7231 長崎県 須崎屋 －
須崎屋ホームページ作成による知名度アップを図る
事業

7232 長崎県 有限会社白川重家 3310002018989
湯の本温泉・新名所『壱岐焼酎七蔵めぐり館』による
販売促進事業

7233 長崎県 食堂よしもと －
地域の顔・交流・情報発信拠点としての「おもてなし」
強化事業

7234 長崎県 フードセンター土肥増商店 －
壱岐牛の真空包装加工体制の整備による通販市場
拡大事業

7235 長崎県 下條くだもの店 －
こだわり農家との連携による家伝「手作りジャム」の
販売促進事業

7236 長崎県 有限会社 対馬林業 3310002018997
壱岐市初の「住宅資材ショールーム」開設による販
売促進事業

7237 長崎県 有限会社　西海園 7310002012583
新商品開発（抹茶）機械導入・衛生環境整備内装工
事事業

7238 長崎県 紙谷製茶有限会社 6310002012576
催事を活用した若者の緑茶に対する意識改善と若
者獲得事業

7239 長崎県
株式会社アインシンモー
ター

1310001012813 エンジン診断と電子システム分析事業

7240 長崎県 CAKEHOUSE Honda －
長崎県内製茶業との連携による「抹茶」洋菓子シ
リーズの新商品開発

7241 長崎県
森田アトリエ一級建築士
事務所

－
ＨＰを活用した独創的な建築設計デザイン提案によ
る販路開拓事業

7242 長崎県 アート・ロー －
インクジェットプリンタ導入による自社ラインナップの
強化
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7243 長崎県 株式会社マルマス 9310001006948
【無添加あごつゆ 七椿】の開発と販促ツールの作成
とＨＰの更新

7244 長崎県 有限会社　福田陶器店 5310002012494 実店舗とネットショップの整備による小売部門の強化

7245 長崎県 株式会社　野田武一商店 4310001013172
首都圏へのリメイクキャンドルとオリジナル線香の販
路拡大事業

7246 長崎県 小田モータース －
小型船舶に特化した出張修理・ワンストップサービス
の実現

7247 長崎県 荒木電器 －
中古良品家電の積極的販売に取り組み、売上増を
図る

7248 長崎県 株式会社冨喜 3310001013867
新上五島町で獲れた五島魚・五島イカの超低温冷凍
で品質保持

7249 長崎県 丸京 －
選び易いレンタル着物の陳列改善と宣伝力アップに
よる販路拡大

7250 長崎県 有限会社　和泉苑 0310002006424
夏時期売上拡大のための安定仕入・商品開発その
ための設備投資

7251 長崎県 シーサイドイン　白鴎 －
美しい海を眺め、潮風を感じ、開放感あるシーサイド
テラスで集客

7252 長崎県 みのり苑総合葬祭光会館 － 仮安置所の新設及び駐車場前看板の設置事業

7253 長崎県 Ｄｅｉｃｙ＆Ｃｏ － 店内照明の創生による訴求効果の向上と売上増加

7254 長崎県 デザイン　アルジュナ － 新サービスのメリット見える化による販路開拓

7255 長崎県 シエスタ －
看板設置とトイレ改装による高齢者・障がい者の取り
込み

7256 長崎県 長崎東洋針灸館 －
漢方販売開始に伴う店舗改装工事による新規顧客
獲得事業

7257 長崎県
有限会社　電化プラザ
サークル

6310002007766
新装オープンの広告宣伝による水回りリフォーム需
要掘り起し

7258 長崎県 スイートソレイユ －
LED照明・反射トレイ導入によるデコレーションケー
キ販売促進

7259 長崎県 長機コート株式会社 5310001003338
工場内照明の省エネLED化による作業効率、競争力
の向上

7260 長崎県 片岡産業有限会社 7310002008029 長崎和牛ホルモンの通販事業

7261 長崎県 浜んまちPUDDING －
「買い易い」環境づくりと、「買いに来たい」メニューづ
くり

7262 長崎県
九州ドライクリーニング株
式会社

4310001003413
多様化する繊維製品の高品質洗いと地域貢献によ
る明確な差別化

7263 長崎県 重家酒造株式会社 9310003002177
海外及び国内の販路開拓に向けた商談会参加と製
品ＰＲの実施

7264 長崎県 波矢司 －
水イカ等の地域資源を活用したお土産品の開発及
び販路開拓

7265 長崎県 Ｐ．toys －
付加価値の高い「木育」の新商品開発と販路開拓事
業

7266 長崎県 スマイルクローバー － 田舎商品を売り込もう！ ＩＴ活用販路開拓事業

7267 長崎県 有限会社　大丸厨設 8310002002963
「業務用厨房設備専門店」が一目でわかる看板設置
で集客アップ

7268 長崎県 村木自動車 －
納車期間短縮と美しい仕上がりで効率化と女性客獲
得

7269 長崎県 松本屋 － 商品拡充で、奈留島産品の売上増加

7270 長崎県 浜村自転車商会 －
高齢者・女性が安心して楽しめる社交場による活性
化事業
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7271 長崎県 城田運送 － 積極的なアピールで、顧客･売上の増加を目指す。

7272 長崎県 宮﨑鍛冶屋 －
「鍵付きショーケース」による鍛冶師手作り「椿包丁」
の拡販事業

7273 長崎県 讃岐屋 － 看板、日除け幕設置による観光客来店アップ作戦

7274 長崎県 津田耕平商店 － 島内外への商品パンフレット作成による販路拡大

7275 長崎県 惣菜　えびす －
観光客向け認知度アップのための、のぼりと看板設
置

7276 長崎県 Ｌｉｎｏ-Ｂｏｏ －
ネイルサービスを武器にチラシ配布・看板設置を行
い新規客を獲得

7277 長崎県 酒のタナカ －
新たな赤白ワインのギフトボックス販売による新顧客
への販路拡大

7278 長崎県 L’ ECRIN － 長崎初、体が大きい人用の貸スーツ　商品開発事業

7279 長崎県 有限会社太田電機 5310002013006
リフォーム展示会及び看板設置、改装による新規顧
客開拓

7280 長崎県 株式会社　倉前工業 3310001006210 個人客リフォーム業【steel(鋼)業】の推進事業

7281 長崎県 さいとう木箱 －
シルク印刷機導入による陳列用木箱・ポップボード
開発と販路開拓

7282 長崎県 つしま亭　さと －
対馬の食材とサービスで韓国人観光客をもてなし売
上向上を目指す

7283 長崎県 株式会社平山旅館 9310001010223
島の天然素材から作った「安心・安全の美味しさ！」
を全国に発信

7284 長崎県 御手洗自動車整備工場 －
損傷部品は捨てずに直す！新型板金サービスによ
る顧客獲得計画

7285 長崎県 双須自動車整備工場 －
エアードライヤー導入による塗装品質の向上と新規
顧客獲得事業

7286 長崎県 鷹島物産　株式会社 6310001010655
買い物弱者対策車両による移動販売の実施と販路
拡大！

7287 長崎県 活魚料理　民宿　海幸 －
絶景オーシャンビューを活かした野外設備設置によ
る売上拡大

7288 長崎県 大河内商店 －
長崎五島列島産にこだわる「山下んそば」・「椿そば」
の販路拡大

7289 長崎県 有限会社　吉村陶苑 4310002012553
新しい陶土を利用した雑貨店向け商品の開発・販路
開拓

7290 長崎県 有限会社　藍水 2310002012332
観光客向け、食と器のイベントスペース整備と販路
開拓事業

7291 長崎県 有限会社　岩永製陶 5310002012338 「ttyokzk」岡崎ブランド商品開発と販路開拓事業

7292 長崎県 ワコールショップみうら －
「韓国人旅行客の囲い込みと店舗アピールのための
H P作成事業」

7293 長崎県 株式会社ながいけ 3310001009741
衣食住を網羅したTV電話を使ったバーチャル買い物
支援事業

7294 長崎県 磯料理　あじ彩 － 高齢者が安心して来店できる店舗作り

7295 長崎県
株式会社　グリーンライフ
大島

5310001013477 庭園モデル展示場「GREEN-DEAR♥PLACE」

7296 長崎県 有限会社　手のべ陣川 4310002018575
新商品有期手延べ麺を開発し、販路開拓の商談会
を有効活用する

7297 長崎県 有馬自動車整備工場 －
鈑金ブース新設による販路開拓と顧客満足度の向
上

7298 長崎県 味処　うちだ屋 － ファミリー客・女性客獲得に向けた店舗改装事業
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7299 長崎県
合資会社　松尾開亀鉄工
所

1310003002110 短納期溶接加工サービスによる新規顧客獲得事業

7300 長崎県
株式会社ディアー・カンパ
ニー

1310001009801
自社ネットショップ構築と新規開拓および休眠顧客
への販売促進

7301 長崎県 ビューティーセンター山本 －
新規顧客獲得、顧客満足度向上の為のリニューア
ルオープン事業

7302 長崎県 WARA WARA －
移動販売による商品拡大事業　ポップ、看板などに
よる宣伝広告

7303 長崎県 スタジオシロタニ －
グローバル戦略に向けての新規ホームページの立
上げ

7304 長崎県 アイアカネ工房 － 藍関連食品の商品開発と販路開拓

7305 長崎県 パインテールファーム(株) 3310001012811 自社販売体制強化による売上増加・新規顧客獲得

7306 長崎県 株式会社天洋丸 2310001013406 漁師体験観光を活用した漁業サポーターづくり事業

7307 長崎県 有限会社田中ファミリー 9310002016566 居酒屋部門の強化による顧客獲得事業

7308 長崎県 田中鮮魚店 －
鮮魚店オリジナル蒲鉾の商品力向上による顧客層
拡大事業

7309 長崎県
ふくやまクリーニング有限
会社

4310002016579
クリーニング店の「染み抜き技術強化」による顧客拡
大事業

7310 長崎県 料彩三國 －
飲食店による日帰り観光客をターゲットにした広告・
宣伝事業

7311 長崎県 アシストゆめ塾 －
認知度アップのための広報及びイベントによる塾生
獲得の実現

7312 長崎県
有限会社　マイホームセ
ンター

9310002005098
スマホ対応ＨＰ作成及び看板刷新による、顧客数
増、売上増

7313 長崎県 ハッピーヴォイス －
販路拡大・人材確保のためのチラシ等の配布による
売り上げ増大

7314 長崎県 炭火焼肉　あおい － ランチ営業とお弁当事業の展開による顧客開拓

7315 長崎県 プレタポルテロワール －
パーソナルカラー診断の新サービスで新規顧客獲得
事業

7316 長崎県 山本喜久栄堂 －
蒸し器導入により、新商品の製造販売を行い、競合
他社との差別化を図る事業

7317 長崎県
有限会社　古舘自動車工
業

8310002008309
カーエアコンサービスステーションの導入による顧客
増加と固定客化

7318 長崎県 (有)ドラックすみや薬品 2310002019410
町内初！！漢方の訪問販売と店舗リニューアル事
業

7319 長崎県 宮崎商店 －
くつろぎスペースとイートインスペースで来客数と売
上げアップ

7320 長崎県 中道畳店 － 縁無表折曲機導入による売上アップ

7321 長崎県 有限会社　民宿　海老簀 5310002013311
バリアフリー化による満足度向上とHP開設による新
規客獲得

7322 長崎県 株式会社　こじま 7310001009812
「こだわり御馳走ちゃんぽん」の催事販売・展示会出
展による販路開拓

7323 長崎県 株式会社　狩野食品 9310001009810
国産野菜たっぷり冷凍ちゃんぽんの大都市圏への
販路拡大

7324 長崎県 白石製麺 －
冷風除湿乾燥機導入による手延べ素麺の生産性向
上事業

7325 長崎県 (株)タムラ電機 8310001013004 業務用空調機を手掛けることによる業務拡大事業

7326 長崎県 太田製麺所 － 既存最終顧客へのDM～Web誘導によるCRM施策
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7327 長崎県 明治牛乳川棚センター －
販売支店の接客スペース改装による新規顧客取り
込み事業

7328 長崎県
株式会社アグリ・コーポ
レーション

5310001011431
赤ちゃんと健康志向の大人を対象としたおしゃぶり
の海外販路開拓

7329 長崎県 竹市製麺 －
新商品開発と新たなジャンル・世代への市場展開事
業

7330 長崎県 髙屋設備 －
特殊機械導入と看板設置による収益向上と新規顧
客獲得

7331 長崎県 山中鈑金 － 地域初の低燃費車用特殊鋼板加工による販路拡大

7332 長崎県 徳永建設株式会社 2310001008612
次世代技術による「耐震性と省エネに優れた木の
家」ＰＲ事業

7333 長崎県 イトヤマ株式会社 2310001009024
すべて手作りのオーダーメイド高級路線弁当による
販路拡大

7334 長崎県 炉端焼き　凪 －
高性能オーブンによる女性客向けの新メニュー開発
事業

7335 長崎県 有限会社イービック 6310002019191
ペットも飼い主も楽しくなるようなお店のイメージ改革
で売上拡大

7336 長崎県
株式会社　アグリコマース
藤

8310001014076
壱岐初の野菜の乾燥粉末の試作品開発、販路開拓
による売上拡大

7337 長崎県 三益寿司 －
壱岐の新鮮食材をまるごとおもてなしするお店づくり
による売上拡大

7338 長崎県 お食事処　みうらや －
壱岐で一番顧客思いの「ウニめし」店の店舗づくりに
よる売上拡大

7339 長崎県 髪処美容室ピュア －
新サービス及び既存サービスの拡販と周知による新
規顧客獲得事業

7340 長崎県
有限会社スタァリング総合
企画

9310002014421 買物弱者支援販路開拓事業

7341 長崎県 合資会社　小林大洋堂 9310003001427 地域密着型の健康向上アドバイザー事業

7342 長崎県 株式会社ティエムエヌ 9310001012153
ドローンを活用した空撮事業の販路開拓と新規顧客
の獲得

7343 長崎県
有限会社エフ・ピー・マエ
ダ

2310002014337
自社独自商品の開発とオンライン環境活用による顧
客・売上増

7344 長崎県 いしばし薬局 －
患者様に親切な「まちの薬局」を目指した店舗づくり
事業

7345 長崎県 fleur・fleur －
観光客向け自社サイト開設と市場高齢化に伴うバリ
アフリー化

7346 長崎県 カギ大将　株式会社 1310001007656
マイナンバー制度で増える金庫トラブルを解決し顧
客獲得

7347 長崎県 YSautoSERVICE －
車輛塗装サービスの開始による万全のお客様カーラ
イフサポート

7348 長崎県 Ｓｈｉｎ’５ －
長崎初のナポリピッツァ認定職人による本格ピザの
移動販売！

7349 長崎県 御茶の宝緑園 －
催事出店強化による新規顧客獲得とホームページ
への誘導ツール作成

7350 長崎県 からあげジャック －
移動販売車の内装・外装工事及び調理設備導入に
よる商圏拡大

7351 長崎県
カリオモンズコーヒーロー
スター

－ 新店舗オープンにかかる設備導入による販路拡大

7352 長崎県 いな整骨院 － 「産後骨盤矯正」PRのためのHPとタペストリー制作

7353 長崎県 有限会社　富士自動車 7310002007922
自動給水ポンプ導入でお客様満足度アップによる販
路拡大

7354 長崎県 炭火串処　吉吉 － 大型看板設置による店舗認知度アップ
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7355 長崎県 有限会社　宇宙模型 6310002007642
ニッチ市場とマス市場の顧客獲得を両立するホーム
ページ作成

7356 長崎県 新個別指導塾らいと － 多角的な広報戦略による会員数増

7357 長崎県 有限会社　藍染窯 7310002012328
透光性陶土と振動スピーカーを用いたIOT照明の開
発

7358 長崎県 たたみの福田 － 新たな商品開発・納品時のお客様の負担を減らす

7359 長崎県 有限会社　翔芳窯 5310002012395
自社ブランド商品「ブルーの器」周知とおもてなし事
業

7360 長崎県 株式会社　永泉 4310001006201
スタイリッシュ・お洒落なボウルとプレートの試作品
製作事業

7361 長崎県 株式会社　桐谷商店 1310001012334
対馬の「西あなご」、鮮度、美味しさ保ち「パック化」販
路開拓

7362 長崎県 田中水道浄化槽設備 －
高性能レーザーロボで測量の簡素化。新規受注の
創出事業

7363 長崎県 ファミリーショップおきつ －
呑みたいお酒のあるお店。対馬№1の提案力で顧客
満足の徹底化

7364 長崎県 株式会社梅野組 3310001010781 環境にやさしい機器導入による売上拡大事業

7365 長崎県 株式会社田口自動車 4310001010913 女性や高齢者にやさしいショールームの開設事業

7366 長崎県
有限会社　海産物のわた
なべ

2310002019641
当社初のギフトセット需要掘り起こしによる販路拡大
事業

7367 長崎県 合同産業　株式会社 4310001010418
樹脂加工メーカーにおける広報媒体作成による取引
先獲得事業

7368 長崎県 加賀江石塔店 －
石材店におけるＣＡＤソフト導入による提案型セール
スの展開

7369 長崎県 県央電設 －
若い設備業者の複数現場対応のための設備導入に
よる取引拡大事業

7370 長崎県 虎屋 －
経営革新計画を着実に実行するための商品改良と
製造体制の改善

7371 長崎県 美容室Ｃｒｅｏ －
斬新すぎ？！かわいいマスキングテープを島の土産
品として開発！

7372 長崎県 有限会社　江口食品 5310002014334
今後の社会構造変化に対応した商品の販売強化の
ため包材を試作する

7373 長崎県 田尻自動車 － 高度なメンテナンス対応による顧客獲得

7374 長崎県 ＴＯＵ －
フレンチレストランのウエディング及び団体客の販路
開拓

7375 長崎県 おかし工房　Ｌｏｃｏ －
『いつでも安心・安全なこだわりシフォンケーキの販
路開拓』

7376 熊本県 平井石材店 － ホームページによる情報発信と新規顧客獲得事業

7377 熊本県 森山工務店 － 企画住宅「トラント」の開発、販売

7378 熊本県 宮本ダンススクール － レッスンスタジオ増設による新規レッスン生獲得事業

7379 熊本県 フルーツ歌坂 － 客数増加のための訴求型店舗ファサード設置工事

7380 熊本県 有限会社　梅崎 5330002022038
庭内ウッドデッキ設備充実化による顧客満足度向上
の販路開拓事業

7381 熊本県 有限会社喜久屋 5330002022434 長洲町にスマホ世代を呼び込め！

7382 熊本県 一茶園 －
『思相の店』買い物弱者の拠り所として店舗改装で
販路開拓
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7383 熊本県 石嶋　畳店 － 縁無畳の製作の効率化による販売強化事業

7384 熊本県 上村工務店 － 手づくり木工品製造販売事業

7385 熊本県 ピアパレスみいけ 4330002016395 郷土の心を大切に、温かな心と料理をお届けします

7386 熊本県
(有)マツイアンドパート
ナーズ

3330002023624 HPの作成 及び 店舗紹介のリーフレット作成

7387 熊本県 株式会社花富亭 4330001010408 外国人観光客向けホームページ作成事業

7388 熊本県 株式会社あんず 9330001014791 西日本一の山鹿和栗スイーツ販路拡大事業

7389 熊本県 ガット張り屋 －
ウエイト測定マシンの導入で地域一番のラケットス
ポーツ専門店

7390 熊本県 合同会社土和竹香 8330003006251
ほおずきブランディング及び新商品提案による新規
顧客開拓事業

7391 熊本県 株式会社　斎藤建設 9330001015682
不動産事業部開設に伴う周知事業で定住促進での
販路開拓

7392 熊本県 有限会社　池田工務店 3330002029885
｢地球にやさしい、家族にやさしい、災害に強い家｣の
周知による売上拡大事業

7393 熊本県 横島自動車整備工場 －
専用タイヤチェンジャーで交換迅速化し顧客ニーズ
即応で売上ＵＰ

7394 熊本県
合名会社 上村佃煮製造
所

4330003002485
佃煮ラベル刷新及び新規詰合せ専用箱の開発・売
上増進

7395 熊本県 有限会社　田村商店 1330002030309 リスニング広告による新規顧客の獲得

7396 熊本県 萩原木工所 － 木工所の特殊素材加工機導入による受注拡大

7397 熊本県 翠香園ぷくぷく・ふくまめ － 前例のない快適な空間と質の高い店舗づくり

7398 熊本県 革工房Buddy － レザークラフト及びレザークラフト教室のＰＲ活動

7399 熊本県 割烹ふじ有限会社 7330002030658 高齢者顧客対応のための和モダンテーブル導入

7400 熊本県 木村三味線教室 －
九州民謡用「短棹三味線」購入による若年層のお弟
子さん募集

7401 熊本県 カーショップ安田 － 農産物販売所の開設（店舗改装）

7402 熊本県 美術看板ペインター － オリジナルグッズ販売のためのホームページ作成

7403 熊本県 きくすい学習舎 －
プログラミング教育による理科系、技術系人材育成
事業への参入

7404 熊本県 有限会社　ミヤガワ 8330002015872 ＨＰ開設からの顧客層の拡大

7405 熊本県 株式会社　桜井組 1330001011524
防草対策専門工事部門の新設による新分野進出事
業の広報活動事業

7406 熊本県 南西石油株式会社 3330001016876
高齢者障害者等が快適に過ごせるサービスステー
ション創造事業

7407 熊本県 ピースサインニシキ － くつろいで撮影できる快適なスタジオ作り

7408 熊本県 本田水道電気店 －
路面切断機購入による作業の効率化に伴う受注促
進

7409 熊本県 井上クリーニング所 － くつ、財布のお手入れメンテナンス

7410 熊本県 (有)ホテルベンデナート 1330002024681
｢外国人宿泊客と高齢者をお迎えするため｣サービス
環境向上を図る
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7411 熊本県 ＶＩＬＬＡＧＥ-ＵＰ －
小規模事業者（女性）向けＨＰのオリジナルテンプ
レート販売

7412 熊本県 まごころコンシェルジュ －
旅館貸切型の低予算婚と、県産品ギフトの広報サイ
ト製作

7413 熊本県 合資会社　本薩摩屋 5330003002344
地元の若者に結婚式を挙げてもらうお店になるため
のブランド戦略

7414 熊本県 牛力 －
快適空間を提供するトイレ改装による顧客満足向上
と新規顧客獲得

7415 熊本県 藤原石材工業 － 高い技術力でまごころをこめて作るお墓のＰＲ戦略

7416 熊本県 高呂木畳店 －
畳メンテナンス事業を展開するためのホームページ
作成

7417 熊本県 味処　政 －
商品アピールの為の看板設置及びフロアー間仕切り
改装事業

7418 熊本県 組脇商会 － バイク屋が特殊鍵製造事業で新規顧客獲得

7419 熊本県 サロンＫＦ －
お手入れサービス、新商品説明会、商品展示のス
ペース確保で販路拡大

7420 熊本県
株式会社Ｎ’sコーポレー
ション

8330001017093
婚礼支度、ブライダルエステ、訪問美容の新規サー
ビス充実化で差別化

7421 熊本県 株式会社絵瑠夢 1330001018965 大型量販店での実演販売による販路開拓事業

7422 熊本県 エリナKAyoko販売店 －
新たなお客様と、新たな商品との出会いの場を提供
する空間づくり

7423 熊本県
ヘアープロデュース
JAPAN

－
トイレのバリアフリーと女性客の洗面化粧台付きの
清潔なトイレの改装

7424 熊本県 スナックかっちゃん －
女性客の心を引きつけ、手料理が取りもつ出会いの
場となりたい。

7425 熊本県 園田悟税理士事務所 －
ホームページ開設による若年経営者及び事業承継
検討企業の取込み

7426 熊本県 株式会社　那須自然農園 6330001013202 インターネット通販による顧客の拡大

7427 熊本県 有限会社入江商店 8330002022662
突板貼を施した集成材の製造販売への新規参入に
伴う広報事業

7428 熊本県 株式会社エコ・ハピ 9330001018990
お客様の要望に沿った加工でのネット販売と地物を
活かした販路開拓

7429 熊本県 竹下自動車 －
クラッシックカー専用部品加工供給事業参入に伴う
販路開拓事業

7430 熊本県 佐海木材 －
合決り加工を施した材木供給事業への参入に伴う新
規販路開拓事業

7431 熊本県 有限会社 大東ビジネス 2330002022577
当社特徴の給排水設備工事関係周知広報による売
上増進

7432 熊本県 ふるすいんぐ倶楽部 － インドア練習場及び実績周知のための広報活動

7433 熊本県 合資会社　平野商店 5330003002666 阿蘇小国ジャージー牛乳　ミルクブッセの開発・販売

7434 熊本県 がまだす堂 － 販売機会のロスを防ぐ機械導入事業

7435 熊本県 リフレッシュプラス －
サロン部門の集客のための看板設置及び情報誌掲
載とパンフ作成

7436 熊本県 Ｃａｆｅ　Ａｄｏｍａｎｉ － ＳＭＰ活動による新規顧客層の開拓事業

7437 熊本県 株式会社　ベルポ化粧品 2290001048041
新集客方法での新規顧客獲得と代理店の販路開拓
サポート事業

7438 熊本県 山都酒造株式会社 4330001020456
ウェブサイト充実とチラシ配布による高付加価値商
品の販路拡大
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7439 熊本県
株式会社歌瀬アウトドアラ
イフ

4330001017196 秋冬グランピングプラン

7440 熊本県 くさかべ酒店 －
高齢者にやさしい駐車場整備と看板設置による集客
向上

7441 熊本県 他力鮮魚店 － 冷凍庫導入によるマグロ安定供給戦略等

7442 熊本県 スワン －
女性の顔そり、男性の髭剃り時の素肌ケアのための
美顔器導入事業

7443 熊本県 株式会社高田建材 8330001015403 ゼロエネルギーハウスの販路拡大事業

7444 熊本県 民宿　竹内 － 高齢者や乳幼児に配慮した浴室改修で集客アップ

7445 熊本県
有限会社ヨミヤクリーニン
グ

6330002029858
看板の設置でサービスを解りやすくし店舗の認知度
を上げる

7446 熊本県 田吾作 －
女性にやさしい“まち歩き”拠点づくり支援で新規の
顧客拡大

7447 熊本県 浜鮮魚店 －
高齢者向け地魚煮付けの宅配サービスによる販路・
顧客拡大

7448 熊本県 和田たたみ店 － 畳表ギャラリー開設で商談成立倍増事業

7449 熊本県 株式会社　井本工務店 4330001013914 「健康維持増進」を実現する住環境改善サービス

7450 熊本県 有限会社　よし美 1330002027370
トイレバリアフリー化による高齢者にやさしい店舗づ
くり事業

7451 熊本県 有限会社　本田石油 5330002022302
高齢者に優しく観光客が入り易いサービスステーショ
ン創造事業

7452 熊本県 ㈲百商 9330002017496
野菜の品質とお客様へのおもてなしを確保する改装
事業

7453 熊本県 株式会社熊本旭機工 2330001017801 サツマイモを原料とした「せん」の製造販売

7454 熊本県 株式会社アイエヌ 3330000109582
お客様のニーズに応える製品作り！～オリジナル刺
繍加工事業～

7455 熊本県
ギャラリー＆和カフェ水車
物語

－
テイクアウトもできる新商品（米粉・玄米粉ドーナツ）
の開発・販売促進

7456 熊本県 有限会社　玄海 6330002023101 玄海の限界に挑戦！今世紀最大の売上拡大計画～

7457 熊本県
株式会社　AUTO　BODY
K&T

9330001012663
高性能コンピューター診断機導入によるカードクター
事業の展開

7458 熊本県 有限会社　児玉酒店 3330002023104 HPでの潜在顧客への販売体制再構築

7459 熊本県 きら星 －
単身赴任者や高齢者向けの旬野菜弁当のデリバ
リー

7460 熊本県 特産品専門店ひごや － 販路拡大のため機材（野菜乾燥機・粉砕機）購入

7461 熊本県 ぱんのわ －
物語商品を伝える動画ＰＲ発信とランチセット提供と
交流会事業

7462 熊本県 Slapstick-Photo － 「儂の和紙」mado　in　人吉球磨の写真提案

7463 熊本県 渕田型枠有限会社 3330002030496
建設業閑散期マリン事業強化のためサップ（スタンド
ボート）導入

7464 熊本県 有限会社ヴルスト阿蘇 4330002023193
ご贈答商品等販路拡大並びに作業効率化のための
設備導入

7465 熊本県 有限会社　長田屋 4330002031031
バイク雑誌広告掲載でマニアックな新規顧客獲得を
行う事業

7466 熊本県 有限会社　よかよか通信 6330002031203
マグネット（磁石）広告によるＩＣＴサポート事業の販
路開拓
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7467 熊本県 合資会社大石酒造場 7330003004297
海外ニーズに対応するためのタンク増設による売上
増進

7468 熊本県 株式会社　ドラゴン 7330001011378
全国中古車検索サービスの認知度向上及び会員ク
ラブの創設

7469 熊本県 株式会社馳走Ｉｎｃ 6330001018399
こどもから高齢者まで幅広い新規顧客獲得のための
店舗改装事業

7470 熊本県 ホームヴィジョン － 建物リフォームをターゲットとする集客と販路開拓

7471 熊本県 タケモトデンキ株式会社 8330001019073
住宅トラブルをワンストップで解決する駆け込み寺機
能の構築

7472 熊本県 有限会社　熊本有機農産 8330002003539
法人向け販路拡大及び新ブランド立ち上げによる個
人販路の開拓

7473 熊本県 有限会社　おん田 9330002001888 ペット用施設の充実化

7474 熊本県 坂口商店 －
コインランドリーの駐車場整備による高齢者や雨の
日の利用増進

7475 熊本県 宮田建設株式会社 8330003002341 HPの活用とプラン提案の迅速化

7476 熊本県 下田クリーニング －
ウェットクリーニングと照明、看板設置による集客力
向上

7477 熊本県 BOON － 消費者応援サービス事業

7478 熊本県 ㈱イエイリ 3330001009120
「ファッションと温もりをお届けします！」販路開拓事
業

7479 熊本県
株式会社ワクワクカンパ
ニー

1330001010550
商品PRを含めた看板の作成とホームページ制作で
の新規顧客開拓

7480 熊本県 ゴルフ上達計画 － ゴルフレッスンを認知して頂くための告知、情報発信

7481 熊本県 寺中設備 － ２４時間「大切な資源”水”」水漏れを即座に発見

7482 熊本県 合同会社　ひとむすび 2330003006257 ピッツァ・マルコのブランド化・ピザ生地の販路開拓

7483 熊本県 制作会社　千千 － 小規模保育室をターゲットとした営業活動

7484 熊本県
有限会社カドオカ（民宿大
漁丸）

9330002029368
障がいを持つ方も使いやすい工夫ある廊下・トイレ
の改装

7485 熊本県 三和商店 － 味付き豚足と煮込みホルモンで販路開拓

7486 熊本県 株式会社　飯干板金工業 9330001021004 自社及び自社商品(ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板)の認知度向上

7487 熊本県 有限会社　大山興産 6330002028307
洗面所の個室設置と男女別トイレの設置による新規
顧客獲得

7488 熊本県 藤本製茶 －
新たなフレーバーの「やまが復刻紅茶」の新商品開
発

7489 熊本県 岳間の郷ひがし －
4種のドリップ式茶改良及び販路開拓とインターネッ
ト販売の構築

7490 熊本県 古田製茶 － 安全で快適に過ごすためのお茶屋の店舗環境整備

7491 熊本県 あやすぎ製材所 －
製造時に排出される不要物の価値を見出すことによ
る販路開拓事業

7492 熊本県 株式会社　司隆建設 8330001005684 販路開拓のためのアルバイト雇用およびＨＰ作成

7493 熊本県 有限会社松本養魚所 8330002020699
ブランド化に伴う商品力強化、生産力強化事業で見
えた弱点強化

7494 熊本県
（株）ファインガスエンジニ
アリング

3330001020572
クリーンブース導入によるガス供給ユニット・パーツ
等の販路拡大
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7495 熊本県
シーラスコンサルティング
株式会社

1330001018585 海外での販路開拓を目指す地域商社の設立

7496 熊本県 石田鈑金 － 計測機器のデジタル化による顧客拡大

7497 熊本県
有限会社原田食品製造
所

7330002018678
熊本県産発芽玄米を使用した麹加工食品の開発及
び販路開拓

7498 熊本県 Ogawa本舗 －
熊本県産規格外無農薬玄米茶の開発による販路開
拓

7499 熊本県 しずく屋 － 新商品「大籠包」の開発と屋外看板設置で販路開拓

7500 熊本県 有限会社稲葉製材住宅 7330002022184
看板（掲示板付）設置で住まいの情報公開と販路開
拓

7501 熊本県 コネクト －
地域に根付いたサービスで自店の強みを活かした販
路開拓事業

7502 熊本県 めん吉 －
そば屋らしさを出す店舗改装とお客様へ優しい店舗
づくり

7503 熊本県
株式会社菊鹿フラワーバ
ンク

1330001010245 「美」「心」そして「癒し」を与える押し花普及事業

7504 熊本県 小山製茶 － ギャバロン茶・ギャバロン紅茶の販路開拓

7505 熊本県 ECCジュニア三角町教室 － 九州初のサップヨガを利用した地域発展

7506 熊本県
合資会社大山オートサー
ビス

4330003004300
お客様満足度のため、新サービス提供のための店
内トイレの改装事業

7507 熊本県 やさしい整体FOREST －
新素材オーダーメイド枕・簡易計測アプリ開発と新規
販路開拓

7508 熊本県 有限会社　平田建装 5330002016626 スマートフォンを活用した顧客獲得事業

7509 熊本県 平住産業 －
畳表の新評価基準導入による自社ブランド『男前表』
の販路拡大事業

7510 熊本県 アデコベジフル －
野菜王国くまもと農業加工品販路拡大及び付加価
値商品開発

7511 熊本県 髪工房ＡＧＯ －
ホームページ作成による新規顧客獲得とリピーター
確保

7512 熊本県 川辺畳店 －
新サービス提供・生産量増産計画のための作業場
の改装事業

7513 熊本県 庄籠製菓舗 －
知名度の向上による、リピーター客の増大と新規顧
客の開拓

7514 熊本県
（株）温泉の駅リバージャ
ンプ

2330001016241 スマートフォン対応のホームページ制作とSEO対策

7515 熊本県 有限会社　坂元製作所 2330002004435
「かくはん機のコンパクト化と省スペース化による売
上拡大」

7516 熊本県 有限会社 内尾商会 1330002021555
専用機器ライトテスター導入で新規受注対応・顧客
開拓売上増

7517 熊本県 竹原大工 －
「伝統建築からリフォームまで”町の大工さん”プロ
モーション強化」事業

7518 熊本県 蕎麦茶屋矢護庵 －
車いすのまま利用できるバリアフリーによる屋外席
の設置

7519 熊本県 有限会社鹿北ガーデン 6330002018407 里山の庭園を活かした癒し体験プラン

7520 熊本県 株式会社　阿蘇ホテル 5330001012592 顧客のグローバル化と高齢化に伴う環境整備事業

7521 熊本県 大石電気管理事務所 －
ＰＡＳ設備導入による地域経済や防災の支えとなる
サービスで新規顧客獲得

7522 熊本県 免田石油店 － 販路拡大のためのチラシ作成折込事業
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7523 熊本県 株式会社中球磨木材 9330001016367
機械式ベルトサンダーの導入による特殊加工板材
の大量生産

7524 熊本県 中村自動車有限会社 8330002031028
お客様満足度向上、新サービス開催のための店内ト
イレ改修事業

7525 熊本県
有限会社ツザキ電化セン
ター

8330002031011
家電製品の展示即売会を開催するためのチラシ広
告・案内状作成事業

7526 熊本県 有限会社料理三昧彦六 3330002031131 店舗内の客席間仕切りでプライベート空間を作る。

7527 熊本県 小川洋品店 －
お客様満足度のため、新規顧客獲得のための店舗
入り口の改装事業

7528 熊本県 ベーグルの樹 － 商品の包装パッケージのデザイン変更

7529 熊本県 有限会社玉屋 2330002031074
学生服のリサイクル販売を行う新規事業のためのお
客様駐車場整備事業

7530 熊本県 有限会社　吉田屋 8330002022943 地域顧客と新規客の集客アップ事業

7531 熊本県 株式会社セレモニー典苑 1330001016309
ホームページを開設し、当社サービスの販路開拓事
業

7532 熊本県 中下商店 －
自家農産物の加工品販売に係る乾燥機・粉末機の
導入

7533 熊本県 ビストロパザパ － 特別な日に買って帰る。テイクアウトピザの開発。

7534 熊本県 Ｂarｅエルシャン － トイレ改修に伴う中高齢者層の顧客獲得

7535 熊本県 合資会社　肥後竹材 8330003004362 モデル庭園の設置による自社商品の周知事業

7536 熊本県 有限会社梅田工務店 6330002030865 枠型工事用建設機器の購入による販路拡大事業

7537 熊本県 Ａｑｕａ －
カラオケ設備を活かしたカラオケ喫茶の開業に伴う
販路拡大事業

7538 熊本県 串焼きモダン －
店舗改装による大人数宴会場の設置に伴う団体客
の取込み

7539 熊本県 株式会社南九州家具 4330001016157 ネット販売の構築による販路の拡大と新規顧客獲得

7540 熊本県 みず江 － 常連のお客様に対する、いやし空間の提供事業

7541 熊本県 有限会社フジ写真館 5330002027598
新たな取り組みとしてのロケーション撮影と展示会の
開催

7542 熊本県 有限会社創生実業 6330002027548 快適環境の提供、トイレ設置

7543 熊本県 時計メガネ宝石のキモト － 補聴器の出張アフターケアによる販路開拓

7544 熊本県 有限会社　綱田牧場 4330002027566 ドリンクメニューの拡充に伴う製氷機設置

7545 熊本県 大関自動車 －
展示車両の充実と地域貢献のための展示場舗装工
事

7546 熊本県
芦北鍼灸院・健康サポー
トセンター㈱

0830001022481 新規事業周知のための多面的な広報事業

7547 熊本県 株式会社泉建設工業 1330001014238 高齢者が安心して過ごせる住環境の提案事業

7548 熊本県 車工房土肥 － 新型鋼板に対応した低温溶接での受注増計画

7549 熊本県
株式会社　MSフュー
チャー

5330001020538 短時間通所介護の利用者獲得事業

7550 熊本県 ひかりの庭の多肉植物園 －
癒しを求めているお母様方への多肉植物寄せ植え
の販路開拓
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7551 熊本県 株式会社大登技建 0330001021251
カラーシュミレーション、３D設計によるイメージ図の
提案

7552 熊本県 HairRoomLUXURIS － 新サービス開始に向けたプロモーション事業

7553 熊本県 有限会社リッチ・コム 2330002018278
男性客のニーズを取り込み販路拡大するため、男性
用施術室の新設と店内改装

7554 熊本県 ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰぐちり庵 －
相談環境の整備および広報活動の強化による被対
象者の発掘

7555 熊本県 かみの店 － 店舗リニューアルとＰＲの強化による売り上げ拡大

7556 熊本県 有限会社　健寿 3302020000754
施術メニューの情報発信による集客アップとそれに
関わる人材の育成

7557 熊本県 セラピーサロン楽楽 －
心と体を健康にする癒しのためのサロンの広報・販
路開拓

7558 熊本県 東部ラジエータ －
中古車ではなく旧車ユーザーを新規客に取り込んで
売上を伸ばす

7559 熊本県 リサイクルSHOPダルク －
個人から未開封の酒の買取を行い、ネットで販売す
る

7560 熊本県 村上仏壇建具店 －
店舗改装しディスプレイも改善することで来客増・売
上向上

7561 熊本県 村上自動車整備工場 －
「地域のコミュニケーションスペースを目指す整備工
場リニューアル」

7562 熊本県 とうふ屋じだん －
「プレス機導入による生産能力の増大と新たな販路
開拓への取組」

7563 熊本県 カフェレスト　大使館 － 冷凍技術の導入による、顧客開拓及び販路拡大

7564 熊本県 株式会社　大正組 5330001017212
養鶏場ケージ組み立て工事に伴う特殊工具購入に
よる需要の拡大

7565 熊本県
株式会社グリーンコーポ
レーション

9330001007275
「ふるさと納税」から届く「ふるさと収穫便」をあなたの
元へ

7566 熊本県 Maururu Hair Design －
いまどきニーズに対応！ホームページ・広告掲載で
の新規集客

7567 熊本県
水産加工平家の里かしの
うら

－
御所浦産タコを使用した「冷凍タコ焼き」の販路拡大
計画

7568 熊本県 寿司正 －
ビアガーデン風ウッドデッキテラスで集客力アップ計
画

7569 熊本県 有限会社　日東防疫 3330002007940 チラシ・リーフレットによる認知向上計画

7570 熊本県 ヘアーショップクタニ －
アイビューティシャン認定講習とそれに伴う新規顧客
開拓事業

7571 熊本県 あみいご美容処 －
高齢者に向けたバリアフリー対策による新規顧客の
開拓

7572 熊本県 (株)クリエイト光 0333000202438
対外的にアピールできる広告掲載ホームページの作
成

7573 熊本県
有限会社熊本クリーン
サービス

8330002024386 自社ホームページ作成による新規顧客の開拓

7574 熊本県 善板金工業　株式会社 9330001019543 駐車場整備工事、看板設置による販路拡大

7575 熊本県 スナックＭａｒｕ －
見た目もキレイ・心も満腹。料理自慢による新規顧客
開拓

7576 熊本県 山の台所 －
弁当・惣菜向けジビエ料理開発と販売促進・販路開
拓

7577 熊本県 瀬　崎　商　店 － 冷凍技術の導入による、顧客開拓及び販路拡大

7578 熊本県 有明オレンジ園 －
「子育て・高齢者世代へのおもてなしを追求する園施
設リニューアル」事業
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7579 熊本県 有限会社　苓北真珠 4330002029331 インタネットホームページ刷新による販路拡大

7580 熊本県 合資会社　龍栄荘 9330003001301
「旅館の顔“トイレ改修”で老若男女のお客様へ快適
さと利便性アップ」事業

7581 熊本県 株式会社　夢アグリ 0330001019281
業務用一次加工商品開発のための加工場整備と販
路開拓事業

7582 熊本県 ペットサロン　Ａ・ＳＨＵ －
ドッグランでペットと飼い主の幸福度向上に努め売上
高増強

7583 熊本県 眞原豆腐 －
観光客向け直売所開設、イートインコーナー開設に
係る環境整備

7584 熊本県 グッドファーム株式会社 3330001020696
紅はるかを使用した干し芋の販路開拓及び他農産
物製品開発

7585 熊本県 紅葉 －
集客力向上のための店舗誘導案内看板及び知名度
アップのための看板設置事業

7586 熊本県 Ｙショップひのしま荒木 －
高齢化社会に対応する地域に密着した小規模店舗
の生き残り戦略

7587 熊本県 有限会社　斎藤商会 9330002028535
新規顧客開拓や来店頻度増加の為のイメージアップ
リニューアル

7588 熊本県 有限会社　坂西商店 9330002028551
「トンテキみそ」と「万能だれ」のネット販売による全国
展開

7589 熊本県 丸京の文六 －
ホームページの制作と販促ちらしの作成による情報
発信強化

7590 熊本県 有限会社　浜町鉄工所 8330002020303
次世代ツール導入による作業の効率化サービスメ
ニューの充実

7591 熊本県 松下建築 －
自社で足場を購入しリースに頼らない現場で安価な
施行を目指す

7592 熊本県
ボディケアサロンRadiant
Story

－
ホームページを活用した様々な施術方法の紹介によ
る販路開拓事業

7593 熊本県
合資会社　竹下建具製作
所

2330003004335
NCルーターを使った木製加工品の開発による販路
開拓事業

7594 熊本県 株式会社 万兩 1330002021588
ホームページリニューアルで自社アピールと受注の
増進・売上増

7595 熊本県 畳ふすまの天草屋 －
看板で悩みを解消し、雨でも入口を気にせず来店で
きる店づくり

7596 熊本県 ＵＲＢオート －
カスタム車事業本格参入に伴う展示会開催による新
規顧客開拓事業

7597 熊本県 うなぎの吉鶴 － 季節のメニュー紹介できる看板設置による販路拡大

7598 熊本県 川辺製菓店 －
当店へ足を運んでもらう案内看板設置による販路拡
大

7599 熊本県 パナランド犬童 －
家電のよろず屋、ホームページ開設による販路拡大
事業

7600 熊本県 鮎のさかた － 店舗改装による多目的宿泊客の受入事業

7601 熊本県 レディペネロープ －
店舗改装によるキャンペーン活用で新規客と再来店
客の掘り起こし

7602 熊本県 株式会社アマーサ 0330001015423 天草ハーブショップ開業にかかる店舗改装事業

7603 熊本県 株式会社　日興水産 3330001015424
他社に負けない戦略で、安定的な売上を実現させる
集客力向上事業

7604 熊本県 朝日屋精肉店 －
トレサービリティによる安心安全のおもてなし向上事
業

7605 熊本県 おぐに天然食ほこすぎ －
「阿蘇ボルケーノステーキ」で熊本小国を元気にする
売上拡大事業

7606 熊本県 後藤商店 －
健康野菜の整地・山都町産直野菜拡販の為の新店
舗開設とPR事業
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7607 熊本県 六調子酒造株式会社 2330001016019
球磨焼酎・六調子を食中酒として訴求する消費拡大
チャレンジ事業

7608 熊本県 旅館　海舟 －
食堂・宴会場の洋式化による顧客満足度・集客力の
向上

7609 熊本県 モーターリンク熊本 － 地元をターゲットにした新規顧客獲得事業

7610 熊本県
ノーウェイリスクコンサル
合同会社

2330003006364
無料で即応するロードサービスの強化及び提携サー
ビスの導入

7611 熊本県 kiritoco －
加齢の悩みを持った中高年層への提案型カットの
PR事業

7612 熊本県 ㈱イースト不動産 330001022448 ホームページ作成及び見学会開催事業

7613 熊本県 salon de Jake －
部分痩せコースの導入で整体＋美容で女性客の増
加を狙う

7614 熊本県 白川造園工業　株式会社 6330001002436 冬場の売上げ拡大のための温室設置工事。

7615 熊本県 ハチドリ珈琲 －
ホームページの開設とネット販売の構築による販路
開拓

7616 熊本県 株式会社ＵＥＴファーム 330001017635 ブランド確立の為の営業促進ツールの開発

7617 熊本県 株式会社 サンライフ２１ 5330001015554
次世代型エコシステムを地域へ提案！受注件数大
幅アップ計画

7618 熊本県 株式会社チーム天草 9330001022126
試供品提供及び紹介キャンペーンとDMによる顧客
獲得事業

7619 熊本県 Ibu　Laut － 食を取り入れたトータルビューティ

7620 熊本県 有限会社タケモト 330002029707 眠れる和服・衣類の販売代行による販路開拓

7621 熊本県 よろずやクリーニング －
新しいクリーニングのカタチ「クリーニング＆保管パッ
ク」事業

7622 熊本県 有限会社ヴァンプー 4330002016643
新商品開発及び商品カタログ製作による新規顧客
獲得事業

7623 熊本県
株式会社　あさぎり・フレッ
シュフーズ

6330001016353 地元産品を使った新商品開発による販路開拓事業

7624 熊本県
株式会社Ｈ＆Ｓプロモー
ション

8010401093246
観光コンテンツと催事を紹介するパンフレットの作成
ならびに情報発信事業

7625 熊本県 有限会社ＡＲＴ 9330002016837 焼き栗製法活用により画期的に進化する栗加工品

7626 熊本県 料理酒房　富さん亭 － トイレも快適に！店内統一コーディネート

7627 熊本県 宮崎自動車整備工場 －
外部診断機導入による新規顧客の獲得と整備技術
の向上事業

7628 熊本県 有限会社　那須宝来堂 9330002031035
集客を目標にした新メニューへの取り組みによる販
路開拓

7629 熊本県 Tickle －
ECサイトを活用したチャネル拡大と広告出稿による
認知拡大

7630 熊本県 酒楽家　しゅう －
県産牛の新メニューで外国人客獲得に向けた店つく
り

7631 熊本県 ホーム電設 －
緊急事態にも対応、設備導入による顧客満足度向
上への展開

7632 熊本県 有限会社　岩根建築 1330002017578
自社の強みを最大限ＰＲ・周知し新たなる販路拡大
事業

7633 熊本県 有限会社梅ずし 0933002017587
女性や高齢者などにやさしい店づくりによる新規顧
客確保

7634 熊本県 株式会社熊本建材 0533001012832 安心安全リフォーム推進で受注収益ともに倍増
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7635 熊本県 有限会社　伊藤商店 2330002030852 三種のＰＲによる来客数増加・売上向上事業

7636 大分県 とら吉 － とら吉「チキン南蛮」、野津を出る。

7637 大分県 有限会社　アリタ商店 7320002015569
旨いお酒を見つけるための店舗改装事業（試飲コー
ナー設置）

7638 大分県 有限会社エイコー水産 2320002016423
品質の優れたトラフグ加工商品の直販事業による新
たな顧客の開拓

7639 大分県 有限会社　幸華すし 5320002020083
顧客ニーズ対応とランチ販促強化による新規顧客獲
得と客単価向上

7640 大分県 株式会社　おおいた姫島 2320001014353
トータルデザインを作成し、全国に販路拡大して「姫
島ブランド」を確立

7641 大分県 the Salon 株式会社 5320001013047
シャンプーバーを併設した美容室でのヘアケアアド
バイス

7642 大分県 有限会社　ライフサポート 5320002007857
電光掲示板による早朝、深夜による集客力アップ事
業

7643 大分県 やのとうふ店 －
大型看板新設での店舗認知度向上による新規顧客
獲得事業

7644 大分県 くす旅サービス －
どんな要望にもお応え出来る店作りによる販路開拓
事業

7645 大分県
株式会社ドリームファー
マーズ

4320001011786 地域で連携した新商品開発による販路拡大事業

7646 大分県 株式会社　夢のぼり工房 3320001008635 おかず移動販売による新規販路開拓事業

7647 大分県
有限会社　久住ワイナ
リー

8320002018133
新規誘導率ＵＰ看板＆オブジェの配置、外装のブ
ラッシュアップ

7648 大分県 株式会社　三浦石材 3320001009518 自社ホームページ作成による新規顧客の獲得

7649 大分県 くいしんぼう工房 － 土産品向けのパッケージ改良及び商品PR事業

7650 大分県 切り絵工房 工家 － ノベルティ品を活用した広報活動強化

7651 大分県 有限会社お墓の愛 8320002018257 分譲（マンション）型お墓の売り出しに伴う広告宣伝

7652 大分県 有限会社　麻生本店 9320002009123 日本酒・焼酎の新商品開発と販路開拓

7653 大分県 ハマコート －
30～60代の女性を対象とした、室内コーティング事
業

7654 大分県 有限会社川合工務店 7320002016550 「ガレージのある家」の提案およびＤＩＹサポート事業

7655 大分県 木本仏壇店 －
店舗での数珠ブレスレット教室開催による新規来店
客の集客事業

7656 大分県 佐藤酒造株式会社 4320001009475
新規顧客（県外）獲得に向けた周知活動による販路
開拓事業

7657 大分県
コスメティックルームソレイ
ユ

－
店舗改装で新たな商品販売、提供方法による来店
客向上の実現

7658 大分県 久恒山林株式会社 7320001013929
分野・商圏の拡大のためのアロマ成分分析・催事・
英語対応

7659 大分県 オーマーム －
食材有効活用による全粒粉そうめん開発と商品パッ
ケージ改良

7660 大分県 有限会社　たかはし薬局 3320002016190
漢方部門立ち上げによるチラシ及び告知用看板によ
るPR

7661 大分県 有限会社　津崎商事 8320002017969 貿易管理業務のシステム化による販路開拓

7662 大分県 株式会社　百花 1320003001870 大分県を中心とした九州販路拡大事業
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7663 大分県 ヘアーサロン　リーフ －
若者向けヘアメイク・着付けの認知度向上による新
規顧客獲得事業

7664 大分県 サロン・ド・さんあい －
認知向上による新規客獲得及び店舗・設備改善によ
る利便性向上

7665 大分県 宮野モータース －
設備導入による整備のワンストップ化と顧客満足の
向上

7666 大分県 株式会社ベース 7320002017318
自社ECサイトの開発、およびBtoC（個人商取引）領
域への販路開拓

7667 大分県 有限会社　志まる 5320002015232
高齢者向け宴会に対応した座敷用高座椅子等導入
の取組み

7668 大分県 山下食品 －
地元国東産の大豆と軟水を使用した豆腐の販路拡
大

7669 大分県 カタリヨ －
新メニュー導入と作業効率化による客単価及び集客
力向上事業

7670 大分県 有限会社　家具の梶原 9320002020039
高齢者に優しい店内環境改善による介護部門強化
での販路開拓事業

7671 大分県 有限会社　小野信自動車 7320002007608
営業拠点新設に伴う、顧客獲得のための看板設置
事業

7672 大分県 串厨房SAKURA － 店舗内快適化と購買意欲の増強事業

7673 大分県 ささや寿司・れと絽 －
古い洋館店舗の趣の向上とバリアフリー化による集
客力アップ

7674 大分県 揚屋味好 － 店舗ファサード改良による新規顧客獲得事業

7675 大分県 有限会社　万千百園 3320002021298 高齢者・車椅子利用者等に配慮した店舗見直し事業

7676 大分県
有限会社サングループ浜
田

6320002016766
料理提供効率化と安心して食事ができる環境づくり
で売上拡大

7677 大分県 BACKSTAGE － 独自サービスの周知による新規顧客獲得

7678 大分県 コクエイ消毒有限会社 3320002020085
新広報戦略で業務内容・企業イメージの認知度向上
による販路開拓

7679 大分県 フレイザー九州 － 塗装事業自社化による利益率改善のための事業

7680 大分県
有限会社コンビニマートム
ラセ

5320002015307
店内改装、セラー改装による商品品質管理と販路開
拓

7681 大分県 窪田酒店・ほのぼの茶屋 － もちもち炊きこみ飯の素（仮称）

7682 大分県
有限会社　介護ショップゴ
ロちゃん

6302202016080
新商品（介護用品、福祉用品）展示会、介護個別相
談会開催

7683 大分県 オーガニックcafé ciel －
オーガニックカフェの店内サービス強化と製造の効
率化

7684 大分県
タオ・オーガニック・キッチ
ン

－
販売拡大に伴う材料確保と生産量アップのための設
備増強

7685 大分県 佐伯機工 －
「プロ向け工具販売」から「個人向け電動工具分野」
への販路拡大

7686 大分県 有限会社　志賀金物店 8320002017911
漏水探知機購入に於ける地域貢献と密着型事業の
拡大

7687 大分県 有限会社　植杉自動車 1320002014238
ＨＰ作成・看板設置による新規顧客の獲得と新車中
古車の販売促進

7688 大分県 有限会社　新開 9320002014263
ＰＣ及びスマートフォンのＨＰリニューアルによる通販
拡大事業

7689 大分県 有限会社はまや 8320002017143
配達の強化と店舗入り口の改装による顧客満足度
アップ

7690 大分県 からあげ花ちゃん －
ふるさと納税の受注に対応する為の店舗改装とチラ
シ・箱の作成
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7691 大分県 小田自動車整備工場 －
スキャンツールを使用した作業効率向上による販路
拡大

7692 大分県 カーファクトリーT's －
最新式コンプレッサー導入とパンフレット作成による
新規客の獲得

7693 大分県 イデア学園 － 塾経営の効率化と営業力強化

7694 大分県 ラーメン・カフェ明星 － 看板作成及び店舗改修による観光客集客事業

7695 大分県 株式会社　涛音寮 8320001008762 海外市場獲得へ向けたPR事業

7696 大分県 有限会社　清家造船所 2320002016869 船台増設とパンフレット製作による売上強化事業

7697 大分県
株式会社交栄農事営農
組合

9320001011443
「プレミアム夢イチゴ」の商品開発及び先行予約ネッ
ト販売事業

7698 大分県 住本商店 －
貯蔵用冷蔵庫新設による原価率改善と商品陳列改
善による売上増加

7699 大分県 パンとケーキの店　アン －
新商品開発と提案型レシピ・手作りPOP作成による
販路拡大

7700 大分県
CONFECTIONARY　おが
わ

－ 新店舗（夢店）でのケーキ販売・広告宣伝

7701 大分県 ふるさとキッチン　かのん － 看板設置・チラシ配布による集客

7702 大分県 安達石油 －
女性向け店舗環境改善と接客サービス向上による
新規顧客獲得事業

7703 大分県 山京石油 －
看板設置による店舗の周知及び集客による販路拡
大

7704 大分県 喜笑 －
店舗改装と外販強化による顧客満足度及び売上高
向上事業

7705 大分県 Gypsy's mile －
店舗の視認性向上および誘導看板設置による新規
顧客の獲得

7706 大分県 直入自動車整備㈱ 1320001009767 車輌展示場の整備に伴う販路開拓事業

7707 大分県 森食品 －
商品パッケージの改良及び新機械導入による新商
品開発事業

7708 大分県 ウッドアート楽 －
看板改修・店舗改善による認知度向上と新規顧客の
獲得事業

7709 大分県 菅原農園フキ工房 －
ホームページ及び新サービスの導入による販路開
拓・販売促進事業

7710 大分県 サロンド・ユキ －
最新設備導入による新規顧客の獲得及び顧客満足
度向上事業

7711 大分県 田島山業㈱ 7290001008676 林業用防護服の知名度向上及び販路開拓事業

7712 大分県 理美容　片桐 － 高齢化に対応した店舗内整備事業

7713 大分県 家具工房　木正舎 － 新商品「Pen Log」による販路開拓事業

7714 大分県 河北うずら － 特注釜の導入による営業活動強化事業

7715 大分県 かじか荘 －
旅館によるエステサービス提供と看板設置による販
拡事業

7716 大分県 create only one HI-CHA －
一括した広報戦略提案型事業推進による新規顧客
開拓事業

7717 大分県 フレンド － 新事業展開による新規顧客開拓事業

7718 大分県 ㈱玖珠温泉 3320001010327
情報発信強化とサービス向上による客単価、新規顧
客獲得向上事業
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7719 大分県 三和石油 － 新たな車の展示場展開に伴う販路開拓事業

7720 大分県 玖珠観光㈱ 4320001010318
レストランメニュー及び広報活動強化による集客力
向上事業

7721 大分県 焼き鳥　秀吉 －
本来の強みを活かしたサービス提供による売上高・
利益率向上事業

7722 宮崎県
カレイアサ・ジャパン合同
会社

4350003002459 国内初イスラエル産・生はちみつの販路拡大

7723 宮崎県 サロン・ド・エフ － 「デトックス＆体質改善ボディトリートメント」の導入

7724 宮崎県 有限会社みなと電器 2350002004540 まちの電器店のバリアフリー化

7725 宮崎県 有限会社渡邊酒造場 1350002005374 「風土で醸す酒」の確立とＥＵ市場開拓への取り組み

7726 宮崎県 有限会社小川自動車 7350002000915
「自社のＰＲ活動の強化とニューサービスによる販路
開拓事業」

7727 宮崎県
日髙商会モトショップウィ
ザード

－
快適性の実証に向けた車両診断の取組みと工場内
の防音整備

7728 宮崎県 株式会社九建 6350001000090
南九州初！ＭＢ工法（環境配慮型特殊洗浄）の販路
開拓事業

7729 宮崎県 悠瑠里 －
お客様への提供を１００％にするための厨房施設
「釜」の増設

7730 宮崎県
アナーセンFlower
Boutique

－
新商材の販売への取組みによる新規顧客獲得・売
上拡大事業

7731 宮崎県 弁当のつつみ － 厨房設備の刷新による生産性拡大・販路拡大事業

7732 宮崎県 らべんだぁー －
エリア初の女性も安心【夜カフェ】のメニュー開発・販
路開拓

7733 宮崎県 株式会社原金物店 2350001009581
観光客向け陶器・和雑貨類の販売拡充による店舗リ
ニューアル事業

7734 宮崎県 阪元醸造合名会社 5350003001682
江戸時代から続く木桶手塩仕込みを行う工場見学に
よる販路開拓

7735 宮崎県 明月堂 －
地域資源かつおをモチーフにした新商品開発による
販路拡大事業

7736 宮崎県 ふるさとや　福永トーフ店 －
配送効率化と新デザイン採用によるシーラーパック
導入とHP開設

7737 宮崎県 株式会社樹昇 8350001009213 アウトバウンドによる販路開拓

7738 宮崎県 福元理容室・バルバカフェ －
トータルファッションコーディネートによる新たな販路
開拓事業

7739 宮崎県 有限会社長友工務店 7350002007159
「木育ランド」での木工体験及び「大人のはなれ」の
販路開拓

7740 宮崎県 株式会社ASAMI 1350001013295
オーガニックレシピの万能お持ち帰り商品開発と販
路開拓

7741 宮崎県 株式会社山口製作所 8350001010542
製造ラインの改善に伴う生産性アップによる新規顧
客の獲得

7742 宮崎県 生楽陶苑 － 曜変天目茶碗の展示会出展による販路開拓

7743 宮崎県 我生庵 －
どぶろく味噌漬けの販路拡大に向けた取り組みおよ
びHP開設

7744 宮崎県 株式会社ウェルネス 6350001008456
ドライブスルーで楽々テイクアウト！軽減税率を勝機
にチェンジ！

7745 宮崎県
合同会社IWCあおぞら整
骨院

4350003002500
①施設拡充（増床、駐車場整備等）による顧客拡大
と満足度ＵＰ

7746 宮崎県 中西たたみ店 － 町内外へ向けた自社宣伝のための看板設置
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7747 宮崎県 有限会社タグ 5350002015650
レーザー加工機による文字刻印導入による顧客満
足度の向上

7748 宮崎県
Holistic salon & school
ARCUS

－ サロンの整備と広告・宣伝拡大事業

7749 宮崎県 サロンドもあ －
新型清掃機器導入による経営多角化と売上促進事
業

7750 宮崎県 有限会社観音池ポーク 8350002016010
メンチカツの売上を1.5倍にするお土産用ケースと看
板の設置

7751 宮崎県 有限会社庄内建設会社 1350002014284 耕作放棄地等のリメイクによる販路開拓事業

7752 宮崎県 株式会社トモエ 6350001010197 監視カメラでの母牛の管理による生産拡大

7753 宮崎県 有限会社玉光園 5350002018257
外気処理ユニット導入による生産量アップとコスト削
減

7754 宮崎県 株式会社いずみ 7350001010163
漁船から直接仕入れた新鮮な魚を使った食事の提
供による販路拡大

7755 宮崎県 プリズム鍼温灸治療院 －
鍼灸治療による予防医療と美容鍼２両面掘り起しと
顧客の獲得

7756 宮崎県 株式会社おのみつ 6350001010809
看板設置による顧客数増大及び新規事業ＰＲの実
現

7757 宮崎県 エイチプラスシステム － 女性用ハイヒール部分の補修用キッドの製造販売

7758 宮崎県 ドッグサロン　ココナッツ － ドライヤー等を利用した効率アップと新規顧客獲得

7759 宮崎県 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ ＲＯＯＭＳ －
洗い場の改修及び最新機器導入、広告の作成・配
布による顧客獲得

7760 宮崎県 美容室　tenten － エステスペースの増設による売上アップ

7761 宮崎県
キムラ漬物宮崎工業株式
会社

2350001005721
フレキシブルな商品企画開発と高度な顧客管理シス
テム導入

7762 宮崎県 株式会社新緑園 2350001005787
ＰＲイベント・店舗フェアの実施と通信販売強化によ
る販路拡大

7763 宮崎県 工藤製茶 －
オリジナル有機茶のインターネット販売による全国展
開事業

7764 宮崎県 有限会社ほてい 8350002010343
川南町産の食材を使用した魅力あふれる商品の販
売強化事業

7765 宮崎県 有限会社フタバ商店 1350002009672
リニュアルによる店頭イメージの活性化・新規商品に
よる販路開拓

7766 宮崎県
アグリストリームきむら農
園

－ 商品成分「分析・表示」による販路開拓事業

7767 宮崎県 有限会社協同ファーム 7350002009592
まるみ豚ロールステーキのパッケージ・販促物開発
と販路開拓

7768 宮崎県 畑尾石油 －
ガソリンスタンドにおける新規顧客獲得の為の新
サービス展開事業

7769 宮崎県 日幸刺繍 －
オーダーメイドワッペンを縫い付けした新商品の販売
展開事業

7770 宮崎県 福浦食堂 －
炉端ケース導入等で鮮度・衛生面向上による販路拡
大

7771 宮崎県 有限会社ＡＫＡＺＡＷＡ 3350002010348
買い物弱者対策デリバリー事業を維持・拡大するた
めの販路開拓

7772 宮崎県
有限会社都農農産加工
工場

2350002009779 多品種多品目、小ロット生産の設備導入

7773 宮崎県 Tree alive 合同会社 2350003002592 純木製コンポスト『樹erie box』の開発・販路開拓

7774 宮崎県 むっちゃん － 高齢者・女性・家族連れに優しい店舗への改装
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7775 宮崎県 有限会社飛鳥 9350002011464 葬儀保険サービス展開に伴う新規看板設置事業

7776 宮崎県 岡林フェンダー －
シャッターグラフィック製作による地域密着型店舗の
確立

7777 宮崎県
イチマル食品加工有限会
社

6350002011095
高付加価値商品を加えた贈答用ギフトセット販売開
始

7778 宮崎県 ミツル・プラス株式会社 8350001007695
「親しみのある菓子店」追及による顧客囲い込み戦
略

7779 宮崎県 スーパー平城 －
イートインスペース新設で『老若男女の集う店』創造
事業

7780 宮崎県 栗きんとん はな恵 －
栗きんとん・栗おはぎに続く第３の商品化に向けた取
り組み

7781 宮崎県 川口機工 － 当事業所製薪ストーブの販路拡大

7782 宮崎県 OttO-OttO －
イタリアンジェラートの商品開発に係るインターネット
販売の開始

7783 宮崎県 株式会社栗処さいごう 4350001006362
新商品開発とパッケージデザイン等のブランディング
の実施

7784 宮崎県 地蔵の里一軒家 －
新商品開発と屋台ＰＯＰ・パッケージ開発・広告活動
での販路開拓

7785 宮崎県 創香 －
「ひと」と「自然」が一体化した空間　オープンカフェ事
業

7786 宮崎県
ベスト電器フレンドショップ
諸塚店

－
地域に根差した「音響業務」新事業展開に伴う販路
開拓事業

7787 宮崎県 甲斐写真館 －
新たな訪問写真撮影・デジタル化サービスによる顧
客獲得事業

7788 宮崎県 椎葉マツノ酒店 －
店舗における憩いスペース設置と改装による顧客獲
得事業

7789 宮崎県
椎葉村地場産品開発株
式会社

9350001006250
地域の伝統食を扱った商品のネット販売による販路
拡大事業

7790 宮崎県 株式会社山茸 9350001013750
原木自然栽培しいたけの海外・国内への販路開拓
事業

7791 宮崎県 有限会社椎葉モータース 8350002011382
新サービスによる顧客獲得と作業効率化による収益
向上事業

7792 宮崎県 旅荘　陣屋の里 －
顧客ニーズに対応した飲食スペースの改装による売
上増加事業

7793 宮崎県 森造船所 －
ドッグ拡張に対応した船舶修理体制の整備による受
注拡大事業

7794 宮崎県 合資会社高島荘別館 6350003001269
ホームページの多言語化による海外からの集客拡
大事業

7795 宮崎県 アイショップ野上店 － 冷蔵設備導入による地元野菜の販売開始事業

7796 宮崎県 平川鮮魚店 －
冷凍冷蔵機能付き小型移動販売車導入による買い
物弱者支援事業

7797 宮崎県 えびす島鉄工 －
漁船のステンレス機械機器修理対応等による売上
拡大事業

7798 宮崎県 高千穂グリコ －
ＰＯＳシステム導入等で取扱品目を増やして販路拡
大を図る

7799 宮崎県 やまとや －
高齢者が集い、語らいながら楽しく買い物できる店舗
づくり

7800 宮崎県 合同会社神楽館 4350003001329 看板設置で、観光客の集客倍増を目指す事業

7801 宮崎県 ねこのしっぽ －
独自ブランド高千穂HARBS新製品開発・高齢者等向
け改装事業

7802 宮崎県 株式会社ひむか造園土木 6350001007276
高所での特殊伐採剪定技術の導入および事業化に
よる業務拡大
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7803 宮崎県 岩戸精米 －
世界農業遺産認定後初の新米商戦に向けブランド
力確立と販路拡大

7804 宮崎県 Ｂ＆Ｂ浮き雲 －
外国客のさらなる獲得に向けた外装・設備改善によ
る魅力向上事業

7805 宮崎県 日之影自動車整備工場 －
事業用車両整備獲得の為の大型車両用リフト導入
事業

7806 宮崎県 有限会社シンコー設備 4350002013597 漏水探知機導入で調査期間短縮による受注拡大

7807 宮崎県 有限会社日之影車両 1350002013410 診断機器導入による新規顧客獲得

7808
鹿児島
県

ダイキチ食品園芸 －
企業イメージと商品価値を高める店舗改装工事の実
施

7809
鹿児島
県

おみやげのふじた －
外国人観光客の需要を取り込む外国語表記の店舗
看板設置

7810
鹿児島
県

徳之島物産株式会社 6340001012995 菓子製造工場の知名度を高める店舗看板の設置

7811
鹿児島
県

有限会社安房タクシー 9340002019608
車両整備の外部発注廃止で整備時間短縮と経費削
減で収益増

7812
鹿児島
県

有限会社日高石油店 3340002019720
灯油計量機にPOSシステム導入でお客様待ち時間
を短縮

7813
鹿児島
県

株式会社ヘルシーアイラ
ンズ

8340001019064
向春草（アマミシマアザミ）の機能性を活かした販路
開拓

7814
鹿児島
県

つる屋菓子舗 －
冷凍庫を設置活用による観光客、地元客への売上
増大を図る。

7815
鹿児島
県

Ｌｅａｆ － ハンバーガーショップに相応しい店舗看板の設置

7816
鹿児島
県

創作串揚げ花乃衣 －
お店のお洒落な雰囲気を表現する店舗入口の改修
工事の実施

7817
鹿児島
県

Ｆマート －
お店のイメージアップに繋げる店舗外装・看板改修
工事の実施

7818
鹿児島
県

山形ストアー － 店舗改装によるお客様に優しい店づくり事業

7819
鹿児島
県

屋久島ジェラートそらうみ －
世界遺産の恵みで作った地産地消ジェラートの出張
販売拠点の増設

7820
鹿児島
県

有限会社とくやま 4340002020090
「お客様用トイレ、店舗看板、店舗外装」改修工事の
実施

7821
鹿児島
県

有限会社たつみ商事 1340002020044 「徳之島町北部地域」買い物弱者対策支援事業

7822
鹿児島
県

ラーメン旬庵 －
テーブル席、座敷コーナーへの業務用エアコンの設
置

7823
鹿児島
県

新撰組・武 － おいしさ・やすらぎ・スマイル倍増計画

7824
鹿児島
県

株式会社アールツカサ 8340001015724
そうだ！？ツカサへ行こう！島人による島人のため
の店舗づくり

7825
鹿児島
県

荒木商店 －
宿泊施設改修工事（共同浴室の増設）による宿泊客
利便性向上

7826
鹿児島
県

株式会社新月堂 7340001018109
店頭で即時手に取って貰えるような冷凍商品の開発
と販売促進事業

7827
鹿児島
県

八百八 －
店舗ドアを改修し取扱い商品を表示し誘客を図る店
舗販売強化事業

7828
鹿児島
県

菓子司中村屋 －
温水床暖房リフォームで、お客様に快適空間の提供
を

7829
鹿児島
県

有限会社カワノすり身店 2340002018888 薩摩揚げ直営食堂の規模拡大に伴う内外装事業

7830
鹿児島
県

ハマサキ巧芸 －
設備導入による新規販路開拓及び顧客へのサービ
ス拡充
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7831
鹿児島
県

秋津写真館 －
集客力を高め、お洒落な雰囲気を醸し出す写真館入
口ドアの改修

7832
鹿児島
県

クローバー美容室 －
新規顧客獲得に繋げる店舗入口全体の改修工事の
実施

7833
鹿児島
県

セタ電機産業有限会社 2340002020019 店頭商品をより良く見せる為の照明取換え事業

7834
鹿児島
県

株式会社漁師の店・さか
な

8340001017010
販売拡大のための冷蔵片面平型オープンショーケー
ス及びフリーザーの購入

7835
鹿児島
県

有限会社大崎書店 1340002027618
販路開拓と新規顧客獲得のための印鑑の製造販売
事業

7836
鹿児島
県

株式会社コーセン 7340001014974
首都圏での展示会出店及び商品パッケージ改良等
による販路開拓

7837
鹿児島
県

カフェド･グリル サザンク
ロス

－
自慢のオリジナル商品の生産性・貯蔵能力の強化に
よる販路拡大

7838
鹿児島
県

黒瀬技建 －
機械設備導入で、生産効率アップと周辺環境問題の
クリアを図る

7839
鹿児島
県

まんま屋 － 世界遺産のリラックスタイムお届け事業

7840
鹿児島
県

スタジオ・ミスト －
オリジナルブランド（衣類・お土産品）販売の為の店
舗改装

7841
鹿児島
県

有限会社西田 4340002020124 顧客への心の休まる場所と時間の提供

7842
鹿児島
県

有限会社上門自動車商
会

3340002019935 新規顧客獲得に繋げる店舗看板４カ所の設置

7843
鹿児島
県

重田石油 －
イメージ刷新！ＧＳキャノピー・お客様用トイレ改修と
看板設置

7844
鹿児島
県

松岡商店 －
「お茶処　島じかん」の売上増加に繋げる客室エアコ
ンの設置

7845
鹿児島
県

ふとんの和田 －
「布団のメンテナンスはお任せを！」誘客看板新設に
よる販路拡大

7846
鹿児島
県

古里庵 －
「田舎に泊まろう！」非日常的空間の宿泊サービス
で売上増加！

7847
鹿児島
県

ちゃばな －
店舗周辺のバリアフリー化と屋根補修・強風対策事
業

7848
鹿児島
県

ペンション菜の花館 －
宿泊予約窓口の拡大と外国語版ホームページの製
作で販路拡大

7849
鹿児島
県

くるくる鮨し雅 － お寿司を更においしく見せる為の店舗改装

7850
鹿児島
県

やよい美容室 －
美容は未来の宝物！しまんちゅ美容室の顧客拡大
計画

7851
鹿児島
県

美容室ＲＯＹＡＬ － 「アンチエイジング」を重視した美容の提供

7852
鹿児島
県

株式会社きかい村 9340001015327 新アトラクションアイテム導入による顧客増加を図る

7853
鹿児島
県

有限会社　アキ建設 9340002027544
ファミリー層の新規個客獲得のための事務所リ
フォーム事業

7854
鹿児島
県

古民家キッチン四季の膳 －
紹介看板作成と客席増の店舗一部改装により売上
増を図る

7855
鹿児島
県

有限会社四元自動車 6340002012805
事務所等の改装による新規顧客の来店と作業効率
のアップを図る

7856
鹿児島
県

基島ドライクリーニング － 設備投資事業及び広報事業

7857
鹿児島
県

こころ動物病院 － お客様院内環境の改善

7858
鹿児島
県

恵比寿大黒とし － 集客力アップのためのトイレ改装
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7859
鹿児島
県

おしゃれの店　みなみ －
高齢者及び体の不自由な方でも来店しやすい環境
整備

7860
鹿児島
県

岳南工芸 － 売上増を目指す作品展示スペースの整理

7861
鹿児島
県

こもれび － 新商品開発及び店内見える化による新規顧客獲得

7862
鹿児島
県

株式会社St.Pote 3340001009937 店舗内環境改善及び広報活動による新規顧客獲得

7863
鹿児島
県

有限会社田代館 1340002019664 田代別館ホームページリニューアル

7864
鹿児島
県

中華料理　龍鳳 －
リピート率アップ・口コミによる集客のための店内環
境改善

7865
鹿児島
県

有限会社久木山運送 3340002019803 民宿番屋別館改装

7866
鹿児島
県

有限会社中島モータース 4340002019694
観光客へのレンタカー事業広報のための看板設置
事業

7867
鹿児島
県

屋久島ユースホステル －
外国人客の集客増及びサービス向上（屋久島ユース
ホステル）

7868
鹿児島
県

霧島スポーツ －
プリント加工部門の内製化によるユニフォーム・グッ
ズの販路拡大

7869
鹿児島
県

屋久島ヴィータキッチン － 食品加工スペース拡張の為の厨房改装工事

7870
鹿児島
県

寿し　いその香り － 店舗内ユニバーサルサービス施行事業

7871
鹿児島
県

株式会社ＫＩＮＥＮＢＩ 7340001016756
商品画像入り看板設置とチラシの配布による入りや
すいお店づくり

7872
鹿児島
県

株式会社堂 8340001006203
快適な食空間を構築し顧客満足度をＵＰさせるため
の店内改造

7873
鹿児島
県

株式会社ビッグファイブ 3340001006216
中規模飲食店向けオリジナル餃子製造による販路
開拓・販促事業

7874
鹿児島
県

ヘアーサロン中原 －
理美容機器の導入による新サービスの提供と顧客
満足度の向上

7875
鹿児島
県

有限会社ボートの新福商
会

1340002026396
モートルブロック導入による生産性の向上と販路開
拓

7876
鹿児島
県

有限会社くまさき 2340002027088
店舗外壁塗装と看板文字書き換えによる販売促進
計画

7877
鹿児島
県

アリムラドライ －
鮮やかな電照看板設置で呼び込め！新規顧客と事
業の明るい未来

7878
鹿児島
県

合同会社一歩一歩 4340003001932
安心安全な施設環境整備で創出する！新販路拡大
と事業の発展

7879
鹿児島
県

花工房　花芳 － 名札カード作成システムの導入

7880
鹿児島
県

民宿　くろしおの宿 －
お客様のニーズを満たす飲食設備改善等による集
客力強化事業

7881
鹿児島
県

食堂醍醐 －
トイレのバリアフリーによる優しいお店づくりで売上
販路拡大

7882
鹿児島
県

ハブロード奄美 －
新商品クレジングリキッド「森の神」の販路開拓と売
り上げ増大

7883
鹿児島
県

株式会社松山コンクリート 2340001010739
マンゴーの品質向上と御客様満足度アップに繋がる
糖度計の導入

7884
鹿児島
県

居酒屋わいわい － 顧客満足向上によるリピート率向上と売上拡大

7885
鹿児島
県

きくなが動物病院 －
しつけＤＶＤ無料配布からしつけ教室への誘導によ
る顧客化の実現

7886
鹿児島
県

株式会社エス・イ・ティー 9340001005740 女性の為のパーソナルトレーニング開発・販路開拓
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7887
鹿児島
県

有限会社谷口商店 9340002018320 無洗米製造装置の導入による売上拡大の実現

7888
鹿児島
県

レストランことぶき －
「リニューアルオープン」のための店舗改装による販
路開拓

7889
鹿児島
県

株式会社竹之内組 1340001013981
新商品開発と販路拡大のための設備導入による生
産性向上

7890
鹿児島
県

有限会社新小倉自動車 7340002027802
顧客満足度向上を目指したショールーム環境整備事
業

7891
鹿児島
県

諸木農園 －
非有機商品から有機商品へと価値ある商品の製造
事業

7892
鹿児島
県

安田農園株式会社 5340001015090
店舗販売増強のため誘客に繋がる店舗屋外広告の
設置

7893
鹿児島
県

貴味亭 －
スピーディーな料理提供体制構築のための調理機
器の導入

7894
鹿児島
県

有限会社寿司割烹浪花 6340002027811
鮮度の良い料理を提供するための厨房へのスポット
エアコン設置

7895
鹿児島
県

有限会社別府電気工事 8340002027999 迅速な電気工事完成のための作業効率アップ事業

7896
鹿児島
県

せいわ整骨院 －
学生の能力向上をサポートする整骨院の治療イメー
ジ転換事業

7897
鹿児島
県

株式会社屋久島白川茶
園

8340001016045
展望茶室設置によるくつろぎ空間の提供による店舗
販売強化事業

7898
鹿児島
県

NINA －
バレエ教室の練習環境を整備して御客様の満足度
を高める事業

7899
鹿児島
県

スマイリー －
製氷機導入によるコールドドリンク充実による販売促
進事業

7900
鹿児島
県

ショッピングプラザ　コスモ
永田店

－
屋久島の観光地として有名な永田地区におけるレ
ジャー事業の展開

7901
鹿児島
県

株式会社マルサンファー
ム

7340001014578
生産情報開示のためのホームページ改良と新規顧
客の開拓

7902
鹿児島
県

絵付ヶ舎　薩摩志史 －
伝統工芸品「白薩摩」を活用した薩摩ボタンの海外
展開

7903
鹿児島
県

有限会社オートサービス
コーポレーション

7340002025054
設備導入と看板設置による新規販路開拓及び業務
効率化

7904
鹿児島
県

中島工作社 －
こだわり注文家具の販路開拓に対応した機械導入
による生産効率化

7905
鹿児島
県

丸源水産 －
生簀導入による育成と出荷期間のスピード化による
安定売上の確保

7906
鹿児島
県

アットウーマン有限会社 3340002012849
女性ならではのきめ細かな視点を活かした相続不動
産サービス

7907
鹿児島
県

村山製油株式会社 7340001014660 真空パック導入による新商品開発と販路開拓の実現

7908
鹿児島
県

東串良町商工会女性部
ぱわふる会

－ 新聞折り込みによる認知度向上と新規顧客獲得

7909
鹿児島
県

御食事処　喜楽里 － 世界遺産の悠久時間が味わえる空間の提供事業

7910
鹿児島
県

有限会社はつゆき屋 3340002000614
カップシール機を導入し、少量カップ入り味噌製品の
製造販売

7911
鹿児島
県

橋本自動車株式会社 7340001011443
「大切な一台」を提供する高品質、低価格の販売車
両展示場設置

7912
鹿児島
県

美容室　アピス －
店舗入口のスロープ施工による高齢利用者の利便
性の向上

7913
鹿児島
県

有限会社江上電機 9340002014889
高齢者にやさしい御用聞き営業や業務PRのための
営業車サイン掲載

7914
鹿児島
県

有限会社ニースカンパ
ニー

3011202004553
ド田舎のレストランで、貴方もイタリア料理を作ってみ
ませんか！
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7915
鹿児島
県

パン・ド・シュクル － 焼き菓子系パンの充実による売上拡大事業

7916
鹿児島
県

屋久島物産展 －
屋久島産「春ウコン」の販売促進を行うための製品
管理事業

7917
鹿児島
県

株式会社垂水南 1340001014749 カンパチを使った新商品のパッケージデザイン開発

7918
鹿児島
県

森の弁当やまだ屋 －
山間部等過疎地へ手作り惣菜を届ける買い物弱者
対策事業の実現

7919
鹿児島
県

株式会社祁答院土木 9340001011607
ＨＰによる新規顧客獲得と機械導入による墓石清掃
業務の効率化

7920
鹿児島
県

キッチン シュエット －
豆乳豆腐の商品化と看板設置による販路開拓･新規
客獲得事業

7921
鹿児島
県

弓削商店 － 本格焼酎のインターネット販売形態の確立事業

7922
鹿児島
県

株式会社草原商会 1340001016786
スピーディーなかつ高品質な仕上げ作業のための溶
接機導入

7923
鹿児島
県

有限会社海潟ドライ 8340002025193
キャンペーン実施による新規顧客層への販路拡大と
サービス向上

7924
鹿児島
県

有限会社大川内石油 3340002028135
設備導入による顧客のニーズに応えたサービスの提
供

7925
鹿児島
県

徳重モータース －
設備投資で顧客のニーズに応え、新たな売上の創
出に取り組む

7926
鹿児島
県

財部オートサービス －
事業の「選択と集中」で目指す！売上・利益・新販路
の拡大三拍子

7927
鹿児島
県

南園看板店 －
「まちの看板屋ＮＯ．１！」事業領域拡大で受注先拡
大と売上増加

7928
鹿児島
県

松山製茶 －
限界突破！限られた事業領域の拡大による新販路
開拓と持続的発展

7929
鹿児島
県

やくし化粧品店 －
美と癒しと生きがいの「元気塾」から波及する売上増
加と新規顧客

7930
鹿児島
県

福永自動車整備工場 －
新型リフトで事業領域の拡大！売上と新たな顧客を
吊り上げろ！

7931
鹿児島
県

有限会社今西創建 6350002010659
夜間の緊急工事も対応可能！最新低騒音設備導入
による販路拡大

7932
鹿児島
県

有限会社村山工務店 5340002028331
夜間の市街地も安心安全施工！低騒音防塵設備導
入による販路拡大

7933
鹿児島
県

インテリア忍 －
バリアフリー化でだれもが住み易い空間作り！新規
設備で受注拡大

7934
鹿児島
県

前野電器 －
電飾看板設置と店舗名外照用照明器具設置による
店舗周知を図る

7935
鹿児島
県

たまり農園 － 高付加価値黒豚の精肉直売事業の整備

7936
鹿児島
県

南州園茶舗 －
店舗環境整備による受け入れ態勢を整え新規顧客
の獲得を図る

7937
鹿児島
県

株式会社京屋呉服店 1340001014856 新技術フルカラー転写プリントで販路開拓事業

7938
鹿児島
県

有限会社ケイ・ショップ味
彩館

4340002027433
看板設置による宣伝広告と新規顧客獲得を実現す
る

7939
鹿児島
県

ほっかほっか弁当 － 設備強化による販路拡大事業

7940
鹿児島
県

日本トラックサービス株式
会社

7340001013398
ＷＥＢを一新することで新たなニーズの取り込みと販
路拡大を図る

7941
鹿児島
県

最幸 －
新しい形態の整骨院を過疎地域で普及させる取り組
み

7942
鹿児島
県

坊泊新聞販売所 －
新聞配達を通じ「地域伴走型（地域見守り・買い物代
行）」事業の展開
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7943
鹿児島
県

小松原鍼灸整骨院 － 健康をサポートする地域の整骨院としての院内改装

7944
鹿児島
県

桃の木 －
続・青果市場発!!主婦・主夫を応援する商品開発と販
売体制の構築

7945
鹿児島
県

一心道整骨院 － 医療機器による健康促進とダイエットメニュー導入

7946
鹿児島
県

徳南製糖 －
黒糖の新たな需要と生産性向上に対応する黒糖粉
末製造機械の導入

7947
鹿児島
県

有限会社そのだストアー 9340002024269
買物弱者のための店舗内環境改善事業（ショーケー
ス・空調整備）

7948
鹿児島
県

ヘアープロデュース　アト
リエ

－
新たな客層を取り込むエステ事業のための設備導
入

7949
鹿児島
県

有限会社宮下商事 8340002000667 高齢者等に配慮した店舗づくりのための店内改装

7950
鹿児島
県

野布のさと － 新規顧客獲得の実現に向けた店舗誘導事業

7951
鹿児島
県

手描きアート筆工房 － 快適空間創出による販売促進事業

7952
鹿児島
県

有限会社正留産業 2340002000219
相談しやすいお店づくりで農家さんの満足度を高め
る店舗へ

7953
鹿児島
県

有限会社大樂園 8340002000196
自社栽培巨峰の消費者に向けた造園管理事業への
販路開拓

7954
鹿児島
県

日置南洲窯 －
販売訴求に向けた来店客への提案型レイアウト移行
事業

7955
鹿児島
県

ビストロルポゼ －
夜間の集客アップと雰囲気のある店舗づくりのため
の設備整備

7956
鹿児島
県

株式会社キロク 6340001017243
新メニュー導入のための店舗改装とチラシ作製によ
る販路開拓

7957
鹿児島
県

いなづみ整骨院 －
キッズルーム製作と各種媒体による広報で集客アッ
プ事業

7958
鹿児島
県

株式会社梅月堂 4340001013434
喫茶事業による会社，商品及び地域のﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞと
顧客の創造

7959
鹿児島
県

株式会社森の動物病院 4340001012469
バリアフリー化による持続的な顧客確保に向けた取
り組み

7960
鹿児島
県

株式会社休庵 2340001013072 新規ランチメニューの開発による販路開拓

7961
鹿児島
県

有限会社アクティブスポー
ツ・ガンコ

6340002012549
海の見える芝生でくつろげるカフェとバーベキュー事
業

7962
鹿児島
県

アトリエＡ －
B2B戦略によるアイシングクッキーの企業広告媒体
としての活用

7963
鹿児島
県

有限会社荒木陶窯 9340002012554
観光客が一目でわかる，立ち寄りやすい三角塔看板
設置事業

7964
鹿児島
県

あまみこダイバー －
顧客満足度の向上を目的としたお客様専用施設の
充実化によるリピーター確保

7965
鹿児島
県

ユニマーレ － 新規顧客獲得のための集客力向上の実現事業

7966
鹿児島
県

マリンヴィレッジ奄美 －
多彩なマリンレジャーの提供によるリピート率獲得、
売上高向上の実現

7967
鹿児島
県

西洋料理グリル　アントゥ
ラルデ

－ 事業の高効率化と新メニュの開発

7968
鹿児島
県

モトショップ　Yamamoto
Speed

－
オンリーワンカスタムの充実化・レンタルバイクの展
開

7969
鹿児島
県

HAIR&SPA　あんぶるー － デジタルパーマ機導入による販路開拓事業

7970
鹿児島
県

有限会社新光車輛 7340002017357 福祉車両のメンテナンス部門の拡充事業

129/145



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

7971
鹿児島
県

焼肉れんが屋 － 新規顧客獲得のための店外環境の整備

7972
鹿児島
県

有限会社南国自動車整
備工場

2340002019688
次世代整備に向け、診断機や修理機材による新規
顧客の開拓

7973
鹿児島
県

シードリーム沖永良部 －
ＨＰの改善による潜在顧客開拓と作業効率化による
顧客満足度向上

7974
鹿児島
県

有限会社サンプランニン
グ

3340002020471
多目的スタジオの空調・照明設備改装による販路開
拓と売上拡大

7975
鹿児島
県

髪切り処　東屋 －
顧客満足度の向上を目的としたユニバーサルスタイ
ルへの改装事業

7976
鹿児島
県

沖永良部島珈琲研究所・
Noah coffee

－
ＨＰ強化による全国のコーヒー愛好家をターゲットに
した販路拡大

7977
鹿児島
県

旭電気工業株式会社 7340001006930
ＷＥＢを活用した新たなビジネス展開と認知度アップ
への取組み

7978
鹿児島
県

ゆい －
石窯で造るピザの薪焼体験を通じた田舎暮らし伝承
拠点づくり事業

7979
鹿児島
県

20Kitchen+ －
種子島の地域食材を使った料理の提案による顧客
獲得と食育の拡充

7980
鹿児島
県

株式会社國上屋 1340003000788 新たな顧客獲得のための認知度アップ事業

7981
鹿児島
県

種子島自然卵農場 －
余剰卵を利用した新たな薫製卵の商品化と直売所
の環境改善

7982
鹿児島
県

有限会社キクナガ観光 7340002019634 天然資源（地下水）を利用したエコ楽事業

7983
鹿児島
県

テコの屋 －
高齢者及び家族向けの空間創出と販売促進による
客単価向上

7984
鹿児島
県

Nami no ne　～波の音～ －
子育て主婦に向けた美と健康の新たなサービスと交
流拠点の創出

7985
鹿児島
県

能野焼　福元陶苑 － 種子島の素材をいかした能野焼の販路拡大

7986
鹿児島
県

おしゃれ館よしなが －
立地を有効活用したPR強化及びサービス向上によ
る集客促進

7987
鹿児島
県

種子島松寿園 －
新たな顧客獲得のためのデザイン開発と商品力アッ
プ事業

7988
鹿児島
県

Lusu　Lusu －
PR強化による新スタイルカフェへの集客及び新事業
への取組み

7989
鹿児島
県

株式会社シマヤ商事 5340001009844
販売店常設化による新たな顧客創出と高性能の機
械導入による市場拡大

7990
鹿児島
県

渡辺パン －
安納いも用の洗浄自動洗浄機導入による作業効率
化と菓子成形技術の向上

7991
鹿児島
県

Island Jam －
新たに「ハワイアンイメージの喫茶・アウトドア用品販
売」を行う事業

7992
鹿児島
県

油久げんき村 －
地域高齢者の知恵を結集した油久オリジナルブラン
ド商品の開発

7993
鹿児島
県

八汐スイーツファーム －
自ら栽培した「種子島産コーヒー豆」の加工及び販売
事業

7994
鹿児島
県

ひまわりマッサージ鍼灸
院

－
女性客をターゲットとした腰痛、産後の骨盤矯正に特
化した専門治療

7995
鹿児島
県

池田製茶株式会社 5340001000407
モダンダイニングと融合するスタイリッシュな急須の
開発・販路開拓

7996
鹿児島
県

有限会社ＳＵＩＳＭ 5340002001453
自社開発した美容商品の販売拡大と品質向上に向
けた取り組み

7997
鹿児島
県

丸航丸 －
冷凍庫増設によるタカエビ等の保冷と安定供給体制
の強化

7998
鹿児島
県

北神食堂 － 店舗改修による店舗イメージアップと売上回復
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7999
鹿児島
県

老上海香蔵 －
朝型の元気な町へ！「朝粥の朝食タイムをカフェテラ
スで」計画

8000
鹿児島
県

株式会社aroma-aroma 8340001015518
スクール資格のメニュー創設に伴う顧客拡大と広報
強化事業

8001
鹿児島
県

木工秋廣 － 新規販路開拓に伴うカタログ作成と展示会への出展

8002
鹿児島
県

BIKE SHOP 導楽 － 若年層誘引のための広告によるイメージ戦略

8003
鹿児島
県

はり・きゅう・あんま小屋寿
限無

－
看板設置による認知度アップと治療器導入による顧
客満足度アップ

8004
鹿児島
県

活魚料理の店　網元 －
店舗設備の改修による顧客満足度向上と売上げ増
大の実現

8005
鹿児島
県

中華料理　珍萬 －
看板設置によるお店の認知度向上とお客様の増加
の実現

8006
鹿児島
県

ダイビング＆ペンション
RIKI

－
食材確保と鮮度維持を目的とした冷凍保管の改善
によるＣＳ向上事業

8007
鹿児島
県

Hair-Design Stage(ﾍｱｰﾃﾞ
ｻﾞｲﾝｽﾃｰｼﾞ)

－
入り口階段リニューアル工事によるＣＳ度向上と新規
開拓事業

8008
鹿児島
県

Ｇｒｏｗ － ヘアカラーに特化した新規顧客の開拓・集客

8009
鹿児島
県

有限会社大友商事 9340002020714 作業効率アップによる顧客満足度向上と売上の増大

8010
鹿児島
県

有限会社西田竹材工業
所

9340002018353
人に優しい陶芸施設の改善と教室の受入能力強化
による集客向上

8011
鹿児島
県

ヘアーメイク　フェリス －
サービス向上に繋がる機器導入による客数増加及
び売上増加

8012
鹿児島
県

EBISU　SURF －
サーフィン人口拡大のためのスケートボード設備事
業

8013
鹿児島
県

株式会社エフエー 3340001005853
自社製品を周知するための，ＨＰ作成による販路開
拓

8014
鹿児島
県

シューワ －
高圧洗浄機及び吹き付け機械による迅速なアフター
ケア事業

8015
鹿児島
県

有限会社花のなかま 8340002012761 お花のある暮らしの提案と集客力を高める店舗改装

8016
鹿児島
県

有限会社しのぶ企画 9340002000542 女性に優しい快適な店舗実現事業

8017
鹿児島
県

ａｒｕｍｅｉ －
新事業と店舗ＰＲの為のホームページの開設と個室
風間仕切りの設置

8018
鹿児島
県

お食事処むかえ － 顧客のニーズを捉えた新メニューの開発事業

8019
鹿児島
県

ユウコジャズダンスカンパ
ニー＆ラピッド

－
認知度向上による「ダンスセラピー」事業の顧客開拓
と売上げ増大

8020
鹿児島
県

ヘアーサロンありま － 新たな顧客層を引きつける店舗リニューアル事業

8021
鹿児島
県

隈元弁当 － 飲食コーナー設置で弁当外商品売上２０％アップ

8022
鹿児島
県

古民家風カフェハナハナ
茶屋

－
古民家カフェのゆったり空間提供とリピーター作り事
業

8023
鹿児島
県

窪山商店 －
買物弱者の高齢者ニーズに応えられる販路拡大事
業

8024
鹿児島
県

有限会社高倉産業 9340002021019
『真美大島を満喫!!」観光ルート提案型レンタカー事
業

8025
鹿児島
県

畑島石油店 － お客様の車を潮風から守る車輌洗浄サービス事業

8026
鹿児島
県

合資会社池畑印刷 2340003000531 デザイン力を活かした看板事業への事業拡大
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8027
鹿児島
県

ピザ　アモーレ －
空きスペースを活用したオープンテラスでのビアガー
デン

8028
鹿児島
県

民宿ガラッパ荘 － 「癒しの空間創り」室内改装事業

8029
鹿児島
県

株式会社沖田黒豚牧場 4340001016643
自社牧場生産による黒豚レストランのロゴマーク作
成と看板の設置

8030
鹿児島
県

株式会社加藤工業 3340001013848
飼料用稲の適期収穫の効率化をはかる為の設備投
資

8031
鹿児島
県

株式会社平和ゴルフ 7340001014099
来場者向け経路案内表示床面マット設置による顧客
満足度向上事業

8032
鹿児島
県

株式会社かごしまんま 8340001014833
冷凍食品の開発による販路開拓の為の冷凍設備設
置事業

8033
鹿児島
県

花之家 － 接面道路看板設置による新規顧客獲得事業

8034
鹿児島
県

鶏酒苑ＨＩＲＯ場 － ウッドデッキ新設によるＢＢＱメニュー提供事業

8035
鹿児島
県

御菓子司　大坂屋 － 水質改良機導入による、高機能菓子製造・増産事業

8036
鹿児島
県

鈴家 －
液晶モニター設置による個室コーナーの高付加価値
化事業

8037
鹿児島
県

三光農機 － 出張修理サービスによる販路拡大・売上増大

8038
鹿児島
県

味処はくつる －
美味しいご飯、お米料理によるリピート率向上と売上
増大

8039
鹿児島
県

有限会社鮮陣おばま 3340002025702
自社の経営資源を活用した惣菜の製造販売による
売上拡大

8040
鹿児島
県

有限会社東京屋菓子店 3340002025999
包装パッケージデザイン作成による認知度向上と売
上の増加

8041
鹿児島
県

草庵 －
商品イメージを高めたラベル作製による新規顧客獲
得・販路拡大

8042
鹿児島
県

鷹丸 －
食品粉砕機導入によるタカエビ粉末の販売と既存商
品の品質向上

8043
鹿児島
県

有限会社江口商事 1340002017643
真空包装機導入と新ラベル作成による自家製カマボ
コの販路拡大

8044
鹿児島
県

合資会社上田屋商店 2340003000738
美容機器導入によるエステ効果を高め、リピーター
増加の実現

8045
鹿児島
県

美容室　髪工房 －
HPの作成、美容機器の導入に伴う認知度向上と販
路開拓

8046
鹿児島
県

和氣精米所 －
ネット販売のためのホームページ開設と商品保冷保
管庫の導入

8047
鹿児島
県

もず食堂 － トイレの設置や駐車場の整備に伴う売上増加の実現

8048
鹿児島
県

夢進 －
販路拡大のための看板設置・チラシ作成・シールデ
ザイン作製

8049
鹿児島
県

ふじ食堂 －
店舗の一部改装及び冷蔵ショーケース導入による売
上増加

8050
鹿児島
県

有限会社山口園 8340002018445
ティーパック展開に伴う商品完成度向上と広告によ
る売り上げ増加

8051
鹿児島
県

笑や　ききょう －
広告宣伝の充実による販路拡大・認知度向上並び
に売上増加。

8052
鹿児島
県

マエゾノスポーツ －
グラウンドゴルフ専用倉庫設置による売上拡大の実
現

8053
鹿児島
県

有限会社ぎんざ薬局 7340002018231 相談スペースを設置し相談業務強化による売上拡大

8054
鹿児島
県

有限会社エスランドル 3340002024729
鹿児島県産高品質野菜を活かした幼児むけおやつ
の新商品開発
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8055
鹿児島
県

株式会社かごしまツーリ
ズム

2340001012867
ＨＰの全面改修と多国語化で見込予約者数１０%ＵＰ
を目指す

8056
鹿児島
県

オカノ時計眼鏡店 －
時計店９０年・油屋から２３０年の大創業祭及び補聴
器販売拡大

8057
鹿児島
県

マツモト工芸 － PR看板新調による認知度向上と集客力向上

8058
鹿児島
県

福元自動車整備工場 － 集客力増加の為のショールーム改装

8059
鹿児島
県

写真の黒木 － オリジナルアルバムの品質向上による販路開拓

8060
鹿児島
県

合同会社佐多岬スタイル 2340003001546 業務IT化による業務効率向上への取組

8061
鹿児島
県

有限会社黒木石油店 5340002025386
顧客満足度向上の為の空間づくり及び認知度向上
への取組み

8062
鹿児島
県

永岡設備工業 －
看板、名刺、マグネット、屋号ステッカーによる効果
的な宣伝、新規顧客獲得

8063
鹿児島
県

有限会社あらかぶ亭 2340002023319
店舗入口を自動ドアに変更し、顧客の利便性を高め
る優しい店舗づくり

8064
鹿児島
県

髙橋農園 －
冷蔵保存による商品販売時期変更に伴う付加価値
向上と経営安定化

8065
鹿児島
県

パーマ屋さんYOU －
新装開店に伴う設備導入と宣伝広告による売上拡
大

8066
鹿児島
県

海の恵み －
アオサ入りさつま揚げの真空用包装袋の開発と商品
チラシの作成

8067
鹿児島
県

有限会社かわそえ 1340002023187
チラシ作成、配布、ホームページ作成によって店舗
の周知を図る。

8068
鹿児島
県

株式会社山川屋 9340001011862
長島の情報発信をこのテントから！目指せ集客力
アップ

8069
鹿児島
県

有限会社レガーレ・ワキタ 2340002023351
新商品（ご当地ゼリー）販売に伴うカップ蓋用シール
機の導入

8070
鹿児島
県

株式会社住宅総合支援
松原

1340001017330
町内唯一無二の塗装サービス提供のための塗料噴
射機の導入

8071
鹿児島
県

くんちゃん家 －
新商品の開発及び商品イメージを高めたラベル・ロ
ゴの作成事業

8072
鹿児島
県

阿多理容室 －
バックシャンプー台導入による顧客満足度向上策の
実施

8073
鹿児島
県

株式会社市比野温泉 1340001018832 幅広い世代に愛される温泉施設の実現

8074
鹿児島
県

株式会社福山花店 7340001011204 広告及び設備導入による切花の島外販売の強化

8075
鹿児島
県

サロンバー　エスポワール －
新店舗の宣伝と新サービスの提供による新規顧客
の取り込み

8076
鹿児島
県

株式会社楽珍 5340001010397
真空パック商品の認知度向上と来店客の利便性向
上による販路拡大

8077
鹿児島
県

さくら美容室 －
和泊町の高齢化に対応する店舗改装および新規客
の開拓

8078
鹿児島
県

民宿くちのえらぶ － 工事業者向けの風呂の改装工事

8079
鹿児島
県

有限会社光明産業 6340002019825 不快害虫駆除のための薬剤散布機の導入

8080
鹿児島
県

有限会社ファミリータウン
きはら

3340002017047
商品ブランディングの為の店舗ロゴ制作と看板等の
作成事業

8081
鹿児島
県

栄匠建 －
ＨＰ制作と集客力・認知度・信頼度ＵＰの為の販路開
拓事業

8082
鹿児島
県

合同会社堀之内農機商
会

9340003001878
オリジナルロゴ開発とＨＰ・看板・のぼり作成による販
路開拓事業
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8083
鹿児島
県

きもつきエッグ － 取扱商品拡充による顧客満足度向上事業

8084
鹿児島
県

有限会社佐伯商店 2340002025562 看板設置による観光客へのPR事業

8085
鹿児島
県

日高建築 － 自社モデル提示によるリフォーム顧客獲得事業

8086
鹿児島
県

株式会社二宮鉄工 3340001014202
熟練工と最先端機械の技術による顧客満足度向上
事業

8087
鹿児島
県

ダイキュー自動車整備株
式会社

1340001015648 高性能スキャンツール導入による個人客獲得事業

8088
鹿児島
県

柿元商店 － 宅配サービスによる買い物弱者支援事業

8089
鹿児島
県

有限会社有馬電建 8340002024848 「住まいのトータルショップ」確立事業

8090
鹿児島
県

ｃｉｅｌ －
美容機器導入による回転率アップと顧客満足向上事
業

8091
鹿児島
県

竹之下製パン － 新規顧客獲得のための職場衛生改善事業

8092
鹿児島
県

豊名マンゴー園 － 冷凍マンゴー商品開発事業

8093
鹿児島
県

福原菓子店 － 看板設置による認知度アップ事業

8094
鹿児島
県

有限会社コウエイ環境 1340002015779 エコ肥料の販売拡大の為の宣伝費

8095
鹿児島
県

松田整骨院 －
携帯可能な最新鋭低周波治療器の導入による新規
患者の獲得

8096
鹿児島
県

有限会社やまさき 6340002016252
新商品導入と店舗一部改装による販路開拓と回転
率、売上改善事業

8097
鹿児島
県

大楠亭 －
待合室改修による座席数の増加と落ち着いて待てる
待合室の移設

8098
鹿児島
県

茶句庭ながの －
飛び出せ！蒲生　電光看板付移動販売車による新
たな魅力発信事業

8099
鹿児島
県

株式会社レッドスター 7340001008340
シェア拡大！来店型店舗への改装及び事業強化計
画

8100
鹿児島
県

株式会社ラピス 3340001013427
ケーキを生かしたパンの製造販売と新規顧客開拓Ｐ
Ｒ事業

8101
鹿児島
県

有限会社ロアジス 1340002026768
お子様連れ家族をターゲットにした販路開拓とサー
ビスの向上

8102
鹿児島
県

有限会社垂水喜鶴 5340002025849
店舗改装による店内販売の強化と新しい販路の開
拓

8103
鹿児島
県

有限会社北園製材所 7340002012580
新建築工法モデルハウスの制作とウェブを使った情
報発信事業

8104
鹿児島
県

御茶碗屋つきの虫 －
小型電気窯導入による多様化する消費者ニーズへ
の対応力強化事業

8105
鹿児島
県

有限会社順 7340002019997 島人不動産屋の農産物販売事業

8106
鹿児島
県

株式会社Kago-le 9340001019022
鹿児島の農産物を活かした「おとなごほうび」ブランド
の構築

8107
鹿児島
県

上野菓子舗 － 新規顧客獲得と知名度アップを図るための店先造り

8108
鹿児島
県

カトレア天神店 －
顧客満足度向上の為のトイレ改装とホームページに
よる販路拡大

8109
鹿児島
県

La・Luce －
キャビテーション導入でリンパトリートメント効果増大
事業

8110
鹿児島
県

ショッピング橋口 －
売上増加と認知度向上の為のチラシ作成と新聞折
込実施事業
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8111
鹿児島
県

森建築設計事務所 － ホームページ開設による新販路開拓事業

8112
鹿児島
県

castano（カスターノ） －
奄美大島産の素材を積極的に活用したジェラートの
全国展開

8113
鹿児島
県

スリ浜鍼灸院 － 認知度・サービス向上による新規顧客の獲得

8114
鹿児島
県

寺子屋 徳進さくら塾 －
新指導システムの導入と指導内容の徹底周知によ
る売上向上

8115
鹿児島
県

田原製菓店 －
「黒糖かりんとう」原材料確保を図るための在庫管理
事業

8116
鹿児島
県

西商店 －
小売店が行う、観光客向け商品開発及びＰＲによる
販路開拓事業

8117
鹿児島
県

有限会社榮商事 9340002021910
高齢者に喜びを！移動販売型コミュニティ形成によ
る販路開拓事業

8118
鹿児島
県

朝日酒造株式会社 5340001011016 海外展開を視野に入れたホームページ作成

8119
鹿児島
県

株式会社夢ながしま 6340001016410
杜仲茶を食べて育った健康な魚「真東風ブリ」を皆様
へ

8120
鹿児島
県

有限会社大路自動車工
場

9340002028138
経営環境の変化に対応した設備導入等による増収
増益

8121
鹿児島
県

Ｗ＆Ｗウェルアンドウェル
地域福祉・芸術推進合同

1340003001860
広告宣伝媒体等による事業所とサービス内容の周
知と販路開拓

8122
鹿児島
県

上永測量設計有限会社 7340002028131
デジタルカメラを使用した３次元測量による業務効率
化と販路開拓

8123
鹿児島
県

有限会社サンワ技研 9340002028360
顧客ニーズに的確に対応したものづくりで増収増益
を実現

8124
鹿児島
県

サテライツ株式会社 6012301008260
氷温熟成技術を活用し顧客ニーズに応えた商品の
製造と販路開拓

8125
鹿児島
県

小迫商店 －
高齢者顧客に寄り添った施策によるリピート率、客単
価向上の取組

8126
鹿児島
県

洪家苑 －
好感度アップの為の、外壁看板店内補修、照明器設
置

8127
鹿児島
県

手打の南舟 － 販路拡大のため外観のリニューアル化

8128
鹿児島
県

ひかり整骨院 －
新機器導入で自由診療拡大どの症状にも質のいい
治療で嬉しい事業

8129
鹿児島
県

立山工房 －
スイッチポンで時間創出！顧客満足向上（塗料攪拌
機導入プラン）

8130
鹿児島
県

有限会社いしはら 7340002015286 看板デザイン刷新による入りやすい店舗づくり

8131
鹿児島
県

深迫建具店 －
受注件数増大を図るための機械導入及び売上増大
の実現

8132
鹿児島
県

カフェ　オーシャン －
営業時間の拡大・新メニュー追加による新規顧客開
拓

8133
鹿児島
県

Lucky　Penny
Motorcycles&Knick-

－
センチュチオンスーパープロ　ディレクトリンクフラッ
シュッチューン

8134
鹿児島
県

株式会社山下 5340001013755 新規客から見込み客へ繋げる販路開拓強化事業

8135
鹿児島
県

森の太鼓店　TECO･
TECO

－
太鼓に触れてもらうため、HP・看板設置等による自
社への誘客

8136
鹿児島
県

有限会社田代水産 4340002015082
霧島サーモンのPRの為のＨＰ及びPOP等販促アイテ
ムの制作

8137
鹿児島
県

Yショップ田中 －
老舗商店の地域密着営業と観光地ならではの新
サービスの提供

8138
鹿児島
県

えびす屋 －
デジタル計量秤の導入で、顧客の満面の笑顔が増
える事業

135/145



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

8139
鹿児島
県

そば処 甲貴 －
店内改装による顧客満足度向上と地域貢献度UPを
ねらった広報作戦

8140
鹿児島
県

田中精肉店 －
地域の有名精肉店としての認知度を高め、集客を倍
増させる事業

8141
鹿児島
県

株式会社二川交通 5340001014431
南大隅町観光大使業者として認知度を高める看板
作成設置事業

8142
鹿児島
県

和風味処 喜多 － 地域の“ホットスポット”となる為の店舗改装等事業

8143
鹿児島
県

竹下クレーン － クレーンサービスの幅を広げる各種機材の購入事業

8144
鹿児島
県

株式会社 タイガースポー
ツ

6340001015024
顧客満足度向上・新規顧客獲得のための各競技別
コーナー整備事業

8145
鹿児島
県

有限会社荒田商店 9340002019599
エアコンフレッシャー導入とその周知のための広報
活動

8146
鹿児島
県

有限会社栗野タイヤ 3340002014903
～THE　PERFECT　TIRE～　安心してください、換え
ますよ！

8147
鹿児島
県

古市モータース －
作業場拡張による効率化で「安さとスピード」の実現
を目指して

8148
鹿児島
県

亀沢機械店 －
貴方に汗は似合わない。効率良く作業するための大
切な一台を！

8149
鹿児島
県

有限会社上永吉商店 6340002025253
顧客満足度の向上とリピート客増加による売上増大
の実現

8150
鹿児島
県

有限会社青戸自動車 7340002024519
ウェブサイト作成による広報及びソーラー式街路灯
の設置

8151
鹿児島
県

せごどんファーム － 店頭販売の実施による新規顧客の開拓事業

8152
鹿児島
県

株式会社　宴彩　黒潮 7340001009850
美味しいご飯の提供による顧客満足度アップを目的
とした販路開拓事業

8153
鹿児島
県

居酒屋　金太郎 －
冷凍庫導入による季節メニューの安定提供による売
上獲得事業

8154
鹿児島
県

焼肉ソウルキッチン －
２号店改装で新規顧客獲得による売上高増加と地
元雇用創出事業

8155
鹿児島
県

サンライズ －
顧客受注管理システム導入による利用者の顧客化
事業

8156
鹿児島
県

合同会社マイマイ企画 3340003001553
新素材・新技術を導入した商品開発事業（サーフ
ボード）

8157
鹿児島
県

株式会社知覧心茶堂 3340001012932
高機能性茶品種を使ったタブレット錠の商品開発事
業

8158
鹿児島
県

有限会社新留商店 9340002024632
店舗前面の塗装及び看板取付によるイメージアップ
事業

8159
鹿児島
県

株式会社京都きものサロ
ン

1340001001350
モダンでお洒落な店づくりとお客様満足度向上のた
めのトイレ改装

8160
鹿児島
県

café  &  bar　ガーデン － お年寄りや女性子供にやさしい店舗環境作り事業

8161
鹿児島
県

合同会社まるごと種子島 2340003001521
県天然記念物「インギー地鶏」を使ったご当地カレー
製品開発事業

8162
鹿児島
県

AOZORA studio
HaPiSuMa

－
画像と動画を組み合わせたＤＶＤ製作サービスによ
る売上獲得事業

8163
鹿児島
県

有限会社菓子処渡辺 7340002019361
商品パッケージデザインの一新により御客様満足度
を向上させる事業

8164
鹿児島
県

中村自動車整備工場 － 自社サービス内容の宣伝と新規サービス導入事業

8165
鹿児島
県

有限会社浜上水産 9340002019145 自社「灰干し」商品のブラッシュアップ事業

8166
鹿児島
県

有限会社幸福住建 5340002019124 自社事業内容の宣伝及び発信力強化事業
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8167
鹿児島
県

湯砂菜企画 － オクラパウダーを活用した新たな特産品の開発

8168
鹿児島
県

トップ電設 － 看板の設置による自社サービスの内容宣伝事業

8169
鹿児島
県

肥後染色 － 新規泥染め体験顧客に対応する体験場の屋根設置

8170
鹿児島
県

有限会社高野食品 9340002021010 冷蔵ショーケース導入による販路開拓事業

8171
鹿児島
県

サイゴーパーキング －
パーキング案内の看板と駐車場内の誘導案内板の
設置事業

8172
鹿児島
県

ダイビングショップ　ルプラ － ホエールウォッチング開催の為の船の改造

8173
鹿児島
県

有限会社徳永製菓 1340002021083
黒糖かりん糖の販路拡大に向けたパッケージ刷新、
国内外展開

8174
鹿児島
県

亜熱帯オーベルジュ ヴィ
ラゆりむん

－
顧客満足度の向上を目的とした客室の改装・整備事
業

8175
鹿児島
県

株式会社大島紬村 6340001010561
和式トイレから洋式への修繕することでお客様の満
足度を高める

8176
鹿児島
県

ペットホテル里親 －
古くて分かりにくいホームページ全面リニューアル事
業

8177
鹿児島
県

有限会社大勝うなぎ 7340002020690 ホームページ活用による商品認知度向上事業

8178
鹿児島
県

久夫モータース － 展示場リニューアルに伴う車輌売上アップ事業

8179
鹿児島
県

炭火焼居酒屋 わがえ －
ボトルキープ棚等の導入及び店舗改装による顧客
満足度アップ事業

8180
鹿児島
県

城ケ崎表具店 －
壁紙施行機器(自動壁紙糊付機)の導入に伴う販路
開拓事業

8181
鹿児島
県

有限会社靴の京屋 2340002024218
証明をＬＥＤ化による店内商品の売上アップと経費節
約事業

8182
鹿児島
県

chouchou. － 新たな看板設置に伴うイベント企画実施事業

8183
鹿児島
県

宝代自動車商会 － 新たなリフト導入に伴う販路開拓事業

8184
鹿児島
県

株式会社あおき 9340001013272
車いす利用高齢者・買い物・通院・外出サポート(自
主事業)支援事業

8185
鹿児島
県

有限会社知覧新聞販売
所

2340002024291
『わくわくドキドキスポーツ・健康』事業に伴う店舗改
装

8186
鹿児島
県

片野坂製茶 －
販売促進と販路拡大に向けた新たな取り組み“片野
坂製茶ブランド力”アップ

8187
鹿児島
県

前田いちご園 －
体験交流館の外観リニューアルと地域情報発信
ボードの設置事業

8188
鹿児島
県

上木原鮮魚店 －
安心・安全に当店の食材をお客様のもとへお届け配
達サービス事業

8189
鹿児島
県

まかや精肉鮮魚店 －
当店の食材を求めているお客様へお届けする配達
事業

8190
鹿児島
県

有限会社橋口石油瓦斯 7340002024345
顧客満足度の向上を図ったホームページの開設と
新たな販売システムの構築

8191
鹿児島
県

ちらんタクシー － 「タクシー代行」「買い物タクシー」の利用客拡大事業

8192
鹿児島
県

株式会社知覧農園 8340001017811 製造者を表示するための最終加工(石臼購入)事業

8193
鹿児島
県

肉匠いづみ屋 －
新たな調理器具導入に伴う時間短縮と商品メニュー
開発・提供拡大事業

8194
鹿児島
県

株式会社愛大光 2340001011596 安心・安全を強化した伴走型介護施設の形成
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8195
鹿児島
県

食彩　いこい －
新たなメニューの提案と機能的な店舗空間の創出に
よる顧客獲得

8196
鹿児島
県

こうのみね合同会社 9340003001928
生姜」をメインに地元食材とオーガニック食材に拘っ
た顧客創出

8197
鹿児島
県

活魚料理　和 － くつろぎの快適空間を創出した新規顧客獲得事業

8198
鹿児島
県

株式会社ＲＥＩＭＥＩ 1340001011465
ホームページリニューアルによる購買欲促進及び安
納芋魅力発信

8199
鹿児島
県

有限会社興土木工業 2340002019201
新たな事業としての冷凍焼芋の商品化による販路拡
大と顧客創出

8200
鹿児島
県

上村養蜂場 －
ラベルシールとギフトケース製作による商品の高付
加価値化事業

8201
鹿児島
県

有限会社肉のこせど 7340002027926
ホームページ作成による販売促進と信頼度アップ事
業

8202
鹿児島
県

有限会社一坪 4340002027581
お客様が買い物しやすい店づくりによる集客力アッ
プ事業

8203
鹿児島
県

株式会社かごしま屋 5340001014951
お客様にお買い物を長時間楽しんでもらうためのトイ
レ改装事業

8204
鹿児島
県

ショッピングセンターほりう
ち

－
店舗照明ＬＥＤ化による店舗環境改善に伴う売上拡
大事業

8205
鹿児島
県

クラッシックブドウ浜田農
園

－
個室作成とテーブル・椅子の設置で顧客満足度を向
上させる事業

8206
鹿児島
県

有限会社野村電設 5340002022706
ホームページのリニューアルと看板設置（のむ電ＰＲ
作戦）

8207
鹿児島
県

旬彩　味新 － 「おいの惣菜」シリーズを自宅で味わって！！

8208
鹿児島
県

福永写真館 － 写真のことなら福永写真館へ！

8209
鹿児島
県

クリーニングキリノ －
ワクワクドキドキしながらクリーニング店に行きたくな
るＨＰ作り

8210
鹿児島
県

宮本商店（アイショップみ
やもと）

－
龍店舗を拡張し、既存顧客満足の向上と新規顧客
獲得を目指す事業

8211
鹿児島
県

アイショップみやもと出水
総合医療センター店

－
大手コンビニに近づくレジを導入し、顧客満足度向上
を目指す事業

8212
鹿児島
県

有限会社クリーンショップ
エース

7340002022365
「ふるさとで共に見守りお見送り」寄り添いサポート事
業

8213
鹿児島
県

湯田事務所（司法書士・
土地家屋調査士・行政書

－
GNSS導入による業務の効率化及び店舗正面の改
装による利便性の向上事業

8214
鹿児島
県

志岐畳店 － 畳作業場を展示営業に活用して売上アップ

8215
鹿児島
県

鉄板焼MARARA －
店舗床改装と冷凍ストッカー導入による顧客満足度
向上事業

8216
鹿児島
県

有限会社山下織物 4340002022062 簡易見積り機能を搭載したホームページの作成

8217
鹿児島
県

しちりん焼肉かっちゃん －
年配者を中心とする新規顧客獲得のための柔らか
い焼肉商品の開発と宣伝

8218
鹿児島
県

よろんサンゴセンター － 店舗ホームページ改良事業

8219
鹿児島
県

あかつき産業株式会社 9340001014832
顧客満足度向上と職場環境改善による売上拡大の
実現

8220
鹿児島
県

NAIL　HOUSE　illri －
あなたの“キレイ”をサポート！新サービスで取り込
む新たな顧客

8221
鹿児島
県

Auto Service Secret Base －
新たな作業場誕生！受注可能量拡大が生み出す売
上増加と新販路

8222
鹿児島
県

徳石石油 －
安心安全な事業動線の改善が導く！売上増加と新
たな販路開拓
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8223
鹿児島
県

大良ストアー －
冷凍ショーケース、アイスクリームケースの更新によ
る品揃えの強化

8224
鹿児島
県

原田酒造株式会社 2340001010243
「小さな島の黒糖焼酎をwebサイトで情報発信」販路
開拓事業

8225
鹿児島
県

niraikanai(ニライカナイ） －
客室内の個室化（空調機を設置）で顧客満足度のＵ
Ｐ

8226
鹿児島
県

かめや －
冷房機器と惣菜用冷蔵庫の改善による来店者満足
度向上事業

8227
鹿児島
県

与論奉菓はな －
安定した製造のための調理施設設備改善による販
路拡大事業

8228
鹿児島
県

Natural＆Diving あおいろ
クジラ

－
ウエットスーツ等ダイビング器材の充実化による顧
客満足度向上

8229
鹿児島
県

有限会社田畑美軒 8340002022018
オリジナル化粧品のパッケージリニューアル試作品
による商品開発

8230
鹿児島
県

サロンド・ティファニー －
店舗駐車場と入口のバリアフリーによる顧客満足度
向上

8231
鹿児島
県

居酒屋ひょうきん －
店舗入り口のバリアフリー化等改装工事による来店
客満足度向上

8232
鹿児島
県

有限会社谷山 9340002022017
店舗の塗装工事と看板設置によるイメージアップ事
業

8233
鹿児島
県

ゆんぬ整骨マッサージ院 －
院内内装工事・運動教室用具等の導入・HP作成に
よる満足度向上

8234
鹿児島
県

ヨロンダイビングサービス －
軽量スキューバ用タンク導入による新規顧客獲得事
業

8235
鹿児島
県

ミライズケアサービス株式
会社

5340001016931
新規市場へ開設する、ワクワクする介護ショップへの
集客UP

8236
鹿児島
県

泰斗寿司 －
作業効率化と衛生面・鮮度の追求による新規顧客獲
得

8237
鹿児島
県

株式会社オニツカ興産 7340001018091
加工所厨房機器の整備及びマリンスポーツ器材整
備による販路拡大

8238
鹿児島
県

割烹たけだ －
掘りごたつ導入による、全年齢層にとって居心地の
良い空間の提供

8239
鹿児島
県

ラーメン無愛想 －
新規顧客獲得に向けた、店舗認知度向上と販売促
進事業

8240
鹿児島
県

こまみず酒店 －
ＷＥＢサイト構築で全国へ！希少性の高い焼酎の
ネット販売事業。

8241
鹿児島
県

味処　土筆 －
地域住民のニーズに応える宅配サービスによる新規
顧客獲得事業

8242
鹿児島
県

有限会社こうへい写真館 1340002027725
空撮サービス導入による販路開拓ならびに新規顧客
獲得事業

8243
鹿児島
県

鹿児島海産物流通セン
ター有限会社

8350002013940
高齢客ならびに観光客の要望に呼応した洋式トイレ
への改装事業

8244
鹿児島
県

ヘアメイク　SUN CIEL －
周知度向上及び心身が癒される空間づくりによる販
路拡大事業

8245
鹿児島
県

コスメティックユミ －
ブランド性向上のための店舗リニューアルによる新
規販路開拓事業

8246
鹿児島
県

こころ水産 －
電子はかり導入による新規販路開拓・売上増加・雇
用創出

8247
鹿児島
県

ＥＩＧＨＴ －
顧客のニーズに応じた機械導入による新サービスの
実施

8248
鹿児島
県

株式会社志布志タイヤセ
ンター

7340001015007
店舗設備改修による顧客満足の向上および新規顧
客獲得事業

8249
鹿児島
県

おひさまこども園 －
新園舎設立の充実した広報活動による認知度の向
上

8250
鹿児島
県

あけみ丸 －
ジオパーククルージング客用オーニング設置による
顧客満足度向上
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8251
鹿児島
県

株式会社マルカワ青果食
品

1340001016191
生鮮野菜のカット・小分け販売遂行の為の機械導入
事業

8252
鹿児島
県

民宿かいもん － 古民家宿泊施設の魅力向上事業

8253
鹿児島
県

イーグル －
トンボロカツカレーの開発、カフェメニューの充実とそ
の広報

8254 沖縄県 もずくの竜宮城 －
安心安全な沖縄のもずくドレッシングをネット販売で
全国展開

8255 沖縄県 株式会社　あじとや 5360001019453 沖縄ご当地レトルトカレーの開発と販路開拓

8256 沖縄県 ゆるあみ企画 － 地域有望農産物「沖夢紫」焼芋の販路開拓

8257 沖縄県 かなもり鮮魚 －
新ﾒﾆｭｰ開発とイートインスペースの改修及び看板・
チラシによる誘客力向上

8258 沖縄県 山城窯 －
生産量を拡大し、取引業者のニーズに答え収入の増
加に繋げる

8259 沖縄県 VoicePlus（ボイス・プラス） － 外国人観光客を集客する為の広告宣伝費

8260 沖縄県 くまのみ自然学校 －
マングローブ観察トレッキングの学習教材と広告冊
子制作と送付

8261 沖縄県 民宿 さわやか荘 －
バードウォッチング需要層と由布島セットツアー顧客
掘り起し広告

8262 沖縄県 株式会社　タム 2360001005233
看板の塩害・経年劣化による崩落事故を防ぐ非破壊
検査の販路開拓

8263 沖縄県 kiddo.com － 新規顧客開拓に向けての店舗作り

8264 沖縄県 株式会社 北谷海遊 7360001018882
遊戯ポイントへ中間地点（イカダ）設置でサービス、
安全性向上

8265 沖縄県
訪問鍼灸マッサージ
NUUJI

－
新たに人目を引く店舗を構えての患者層の拡大と自
費治療費の増収

8266 沖縄県 有限会社　サンブランド 9360002014986 中古品の買取り業務・オリジナル商品の開発。

8267 沖縄県 民宿アガイ浜 －
古民家リニューアルによるインバウンド若年層カップ
ルの新規獲得

8268 沖縄県 オクマナビ －
マリンアクティビティショップに伴う店舗改装及び設備
の導入

8269 沖縄県 とけし商事株式会社 1360001008988
飲食店の売り場にて白米商品販売のためのスペー
ス作り事業

8270 沖縄県 Ｈ・Ｙマリン －
小型クルーザーによる渡船とマリンアクティビティの
販路拡大

8271 沖縄県 民宿　美島 －
ホームページ作成による新規顧客（観光客）開拓に
ついて

8272 沖縄県 機織工房しよん －
売上増につながる洗練されたトータルパッケージの
デザインの製作

8273 沖縄県 民宿　泉屋 －
閑散期における集客アップ・新規顧客獲得のための
宣伝ツールの作成

8274 沖縄県 株式会社　万果 6360001016854
沖縄の素材等を使用したキャラメルポップコーンの
パッケージ開発

8275 沖縄県 株式会社　平真塗装工業 7360001019063
HP等を利用した価値・品質の見える化による販路拡
大

8276 沖縄県
海と星空の小さな宿
WASSA WASSA

－ 雨等に負けないガーデンテント新設で売上増

8277 沖縄県 洋食堂タロウ －
パイナップルポークを使ったシャルキトリー商品の開
発・販路拡大

8278 沖縄県 シーバーズ・スタジオ －
高性能カメラを搭載したドローンによる高画質（4K）
空撮事業

140/145



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

8279 沖縄県 外食家 くじら －
電飾看板導入によるディナー客及びホテル利用客の
誘導

8280 沖縄県 本部ホンダ合名会社 7360003004773 ルームクリーニング導入による新規顧客獲得事業

8281 沖縄県 有限会社　宇根自動車 5360002020798 エアコン修理内製化による新規顧客獲得計画

8282 沖縄県 plants喫茶　greenmama －
店舗拡大改装、製氷機導入による経費削減、ドリン
クの改善、開発

8283 沖縄県 Indigo － 通販サイトへの集客強化と、成約率UP施策

8284 沖縄県 みそのこ食品 －
県外（主に首都圏）への販路拡大へ向けた商品パッ
ケージの改良

8285 沖縄県 井口工房 －
販路開拓に向けた真空土練機等の導入による量産
化の取り組み

8286 沖縄県 旭潜水技研 －
障害を持った方向けの動力を使った水中安全対策
移動器材の導入

8287 沖縄県
有限会社　キャプテンリ
ゾート

4360002009719
スタンドアップパドル（ＳＵＰ）の導入による新規メ
ニューの提供

8288 沖縄県 鉄鍋家 － 持ち帰り用冷凍餃子の開発・販路開拓

8289 沖縄県 有限会社　豊見山石油 6360002022422 観光客をターゲットにした集客と販路拡大事業

8290 沖縄県
農業生産法人 株式会社
アンビシャス

9360002020943 高齢者等の買い物不便を解消する店舗開設

8291 沖縄県 Taion －
リネンを使った新商品の開発及び広報等を利用した
販路拡大

8292 沖縄県 株式会社オールマイティ 1360001019457
オリジナルクラブ製作を目指したゴルフ工房の設置・
充実化

8293 沖縄県 ちゅらら工房 － ホームページの革新で、新規顧客獲得への事業

8294 沖縄県 サポート・リハ －
顧客要望に応える整体×ダイエットメニューで相乗
効果を狙う事業

8295 沖縄県 髙江洲陶磁器 － 切り絵（オリジナル技法）の器の開発、販路開拓

8296 沖縄県 川武タタミ店 －
高級和室畳・フローリング簡易設置畳間・特殊畳の
開発・販路開拓

8297 沖縄県 フローモ －
店舗拡張によるライフスタイルショップの展開並びに
とカフェ新設

8298 沖縄県 株式会社　ナンクル 3360001008045
PC・スマホの普及に伴い情報発信の強化で新規顧
客を獲得

8299 沖縄県 サンブラ工房　プログレス － 一般顧客獲得に伴う店舗整備事業

8300 沖縄県
農業生産法人もとぶウェ
ルネスフーズ株式会社

1360001017353 もとぶウェルネスフーズ直販所開業事業

8301 沖縄県 株式会社　長堂屋GROUP 3360001017921
大型看板の設置を行い、来客者をスムーズに店舗
に誘導する。

8302 沖縄県 ライフ －
沖縄初！！オートネイルマシーンを使ったネイル事
業の立ち上げ

8303 沖縄県 Plus・Plus －
沖縄の激しい暑さにオアシスを。冷たいスイーツで幸
せを。

8304 沖縄県 司法書士宮城事務所 －
「家族信託・企業法務は堅苦しいものじゃない！顧客
獲得事業」

8305 沖縄県 自家焙煎珈琲　凡 －
オーニングの設置とパンフレット及びホームページに
よる販売促進

8306 沖縄県
有限会社 エル・ビー・カ
ヤックステーション

4360002021070
外国人観光客をターゲットにした英語サイト構築によ
る販路開拓
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8307 沖縄県 しまんちゅ工房 －
ブライダル用琉球ガラスの高付加価値化と新規サイ
ト制作

8308 沖縄県 SunRoom Sweets －
冷蔵シフォンケーキの販売導入で新規獲得、売上
アップ

8309 沖縄県
農業生産法人　有限会社
白川ファーム

3360002009488
ジャムの量産・品質向上・安全計画を担うスチームコ
ンベクションオーブン

8310 沖縄県 片桐ラーメン － 夏場の主力商品（冷やし麺）メニューの研究と開発

8311 沖縄県 アコークロー西表 － オリジナルプライベートエコツアーの開発・販路開拓

8312 沖縄県 株式会社シー・テクニコ 2360001013252 顧客獲得のためのＷｅｂサイトモバイル化事業

8313 沖縄県 ロヂウラキッチンISOLA － 「島」ジェラートカフェＩＳＯＬＡ

8314 沖縄県 居酒屋　割烹　友遊亭 －
観光客並びに外国人向けのランチメニュー開発・提
供と販路開拓

8315 沖縄県 本格ほぐし村上 －
新たな宣伝媒体又は情報誌の枠の拡張による新規
開拓

8316 沖縄県 ダイビングサービスコナン －
子供用ウエットスーツの導入で、ファミリー層の通年
の集客拡大

8317 沖縄県
有限会社ハナムロ・イン
ターナショナル

7360002008668
機能性ウエットスーツ導入による外国人客のツアー
参加率向上事業

8318 沖縄県 ふぇるまーた － 需要増加に伴う安定供給にむけた生産体制の強化

8319 沖縄県 株式会社 ケラマブルー 1360001005738 陸域体験メニューの充実を図る体制作り

8320 沖縄県 アイリーキッチン － 個人客受入態勢の強化に向けた整備

8321 沖縄県 寅次郎 － 全天候対応の店舗にする為の設備設置

8322 沖縄県 ざまみレンタカー － レンタルバイクの展示スペースの設置

8323 沖縄県 ペンション高月 －
外国人観光客と団体客の誘客強化に向けたダイビ
ング器材の拡充

8324 沖縄県 海畑食堂 －
インバウンド対応に向けたメニュー及びホームペー
ジの作成

8325 沖縄県 ダイブイン浜 －
ＨＰ改設による集客と、ＧＰＳ魚探でのダイビングポイ
ント新規開拓

8326 沖縄県 Pain de 515 －
新規客の来店促進・購買意欲の向上を図る店舗の
印象改善

8327 沖縄県
トータルケアにしざき整体
院

－ マーケティング活用！健康ダイエット新規顧客獲得

8328 沖縄県 有限会社だいにちシール 3360002010520 『看板で新サービスとホームページのＰＲ事業』

8329 沖縄県
琉佐美　Nails Beauty
Castle

－
『雑誌(おきなわ倶楽部）掲載とラジオCMにより新規
顧客開拓』

8330 沖縄県 沖縄南観光 － スマホ対応、Facebook連動させたホームページ制作

8331 沖縄県 沖縄子育て良品株式会社 4360001011634
ﾈｯﾄ販売の為の営業ツール強化と商品案内の営業
ツール強化

8332 沖縄県 オフィス梅田 －
イベント催事司会派遣と企画運営のHP構築とメディ
アMIXでのPR事業

8333 沖縄県
yu-iFACTORY（ユーイファ
クトリー）

－ 彫刻機を使用した金属加工ハブ革製品

8334 沖縄県 株式会社 秀建工業 7360001006466 宣伝広告による販路開拓
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8335 沖縄県
総合リフォーム専門　護工
業

－
営業の提案力向上ツールの活用とチラシを活用した
ポスティング

8336 沖縄県 大田シール印刷 －
カッティング機械＆Macソフト導入によるスピードへの
挑戦！

8337 沖縄県 株式会社グローバル企画 7360001007084 一枚板テーブル専門の修理部門を新たに設置する

8338 沖縄県 工房　春うらら － 新商品の開発と看板設置による販路開拓事業

8339 沖縄県 ラヴィアンローズ －
短期間でサイズダウンが可能なブライダルプランに
よる新規客獲得

8340 沖縄県 G.hair － 県内初のテラス席を活用した美容室の改装事業

8341 沖縄県 株式会社琉球ファクトリー 1360001010085
国産島ぞうりの新たな顧客開拓に向けた、販売促進
ツールの開発。

8342 沖縄県 株式会社FSO 9360001016141 オリジナル販促物開発による航空ファンの掘り起こし

8343 沖縄県
ロルフィング　オフィス　沖
縄

－
ロルフィング認知度向上に伴う新規顧客増加及び獲
得事業

8344 沖縄県 たたら整骨院 － ホームページのリニューアル等に伴う集客増加事業

8345 沖縄県 ギャラリー　プルミエ － 絵画レンタル事業の認知度向上の為のPR事業

8346 沖縄県 ジェイケーウェーブ － サービスの認知度向上・新規市場の開拓

8347 沖縄県
RN　ENTERTAINMENT
STUDIO OKINAWA

－ ホームページ製作に伴う集客強化事業

8348 沖縄県 三創株式会社 5360001020543
住宅工事に纏わるIT動画広告と為になる外装塗装と
遮断防水の話

8349 沖縄県 JYO GOOカフェ － 観光客集客のための店舗コンセプト変更計画

8350 沖縄県 優設備 －
販売スペースの設置による新たなリサイクル商品販
売事業の展開

8351 沖縄県 居酒屋ねぎ左馬 －
HPのリニューアル及びチラシ作成による新事業展開
基盤の整備

8352 沖縄県 マリンハウス阿波連 －
一人旅、バックパッカーなど少人数の顧客獲得店舗
設備事業

8353 沖縄県 桃香 －
中華圏の富裕層リゾートウエディング客獲得に向け
た販路開拓

8354 沖縄県 オキナワ料理やんばる －
主に外国人観光客に向けた看板・ロードサインの制
作

8355 沖縄県 株式会社ブルーリンク 4360001017796 スマートフォン最適化による中国語圏若年層の獲得

8356 沖縄県 犬の美容室　windy －
カウンセリングケアサービス実施による販路開拓と
客単価向上

8357 沖縄県 株式会社　ラプラス 2360001020496
外国人旅行者への販路開拓・恩納村　バウ婚、体験
旅行商品の開発

8358 沖縄県 有限会社　華絵 8360002020143
ギフト商品購入促進にむけたイベント提案による地
元顧客獲得事業

8359 沖縄県 ワラビ企画 － 邦人観光客をターゲットとしたライブサービス

8360 沖縄県 恩納スポーツ －
テニスのワンポイント指導とガット張りサービスによ
る新規顧客獲得

8361 沖縄県 丘の上の料理工房SARA －
世界に一つのアニバーサリー挙式事業による販路
開拓

8362 沖縄県 ブルーポエム －
完全母国語対応で、安心参加！安全に楽しむスノー
ケル体験。

143/145



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

8363 沖縄県 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　Ｚ1 － 観光客獲得・客単価向上のための販路開拓

8364 沖縄県 南恩納トロピカル －
安定した質の供給と業務用大口顧客獲得のための
設備投資

8365 沖縄県
株式会社農業生産法人
沖縄葡萄

1360001016207
沖縄原種山葡萄リュウキュウガネブを使った新商品
開発と市場調査

8366 沖縄県 有限会社うらわ印刷 3360002019405
これからの世代に伝える世界に一つだけの本製作
委員会

8367 沖縄県 株式会社　グラスアート藍 1360001017329
「琉球ガラス×沖縄料理」コラボした琉球ガラス食器
の販路開拓

8368 沖縄県 ごや電機 －
家電ソムリエによる家電修理事業による単身住宅へ
の販路開拓

8369 沖縄県 沖縄マンゴー実りの園 －
高品質マンゴー（バール）の県外個人客向け販路拡
大

8370 沖縄県 ブランジュジュ － リゾートウエディングの引き出物開発と販路開拓

8371 沖縄県 大熊猫 － 大熊猫　地元ファミリー層獲得のための広報戦略

8372 沖縄県 株式会社　FMやんばる 5360001014330 インターネット放送導入における聴取範囲拡大事業

8373 沖縄県
耳つぼダイエット れいら
ん

－
「キャビテーションメニュー」創設による若年層及び主
婦の獲得

8374 沖縄県 有限会社　徳村食品 6360002019641
地域の名店・地産レトルト商品のネットによる個人向
け販路拡大

8375 沖縄県 平仲電気 －
自社情報と施工可能な工事内容をPRするHP・チラシ
の作成

8376 沖縄県 atelier+shop COCOCO －
沖縄色強化による紅型陶器と陶器作品の販路拡大・
訴求力強化

8377 沖縄県 有限会社アドーン開発 8360002010813
営業範囲を広げたポスティングとソフトフェア導入で
効率化を実現

8378 沖縄県 カフェ風樹 －
子連れ客・団体客集客のための4名掛け席の増設及
び改装

8379 沖縄県 有限会社パッケージランド 5360002018850
移動販売に使用するカタログとチラシを作成し販路
開拓に取り組む事業。

8380 沖縄県
農業生産法人有限会社
アグリット久米島

1360002010225
久米島産素材にこだわる自社商品を県外のお客様
へ伝えるためのHP制作事業

8381 沖縄県
OKINAWACHANNEL株式
会社

3360001020124
地元密着観光ポータルサイト"OKINAWA CHANNEL"
の登録店舗獲得

8382 沖縄県
スマイルフィッシュ　ダイビ
ングサービス

－ 「サイクルモード2016」へのブース出展とＰＲ事業

8383 沖縄県 西表自然学校 －
西表島で唯一の星空の見えるオープンカフェで売り
上げアップ

8384 沖縄県
トロピカルリゾートリビング
マータク

－ ホームページリニューアル及び販路開拓事業

8385 沖縄県 株式会社　丸光 5360001019585 インターネット活用による戦略的営業展開事業

8386 沖縄県 おきなわ薬膳美人 －
県産ハーブを使った薬膳茶開発と薬膳教室の充実
化、ショップＰＲ

8387 沖縄県 ＴＥＳＩＯ －
県産豚肉を活用！本格ドイツ式製法ハム・ソーセー
ジの販売促進

8388 沖縄県 マリンクラブ カナロア －
宿泊商品やサービスを掲載したホームページの新設
及び多言語化

8389 沖縄県 島あしび － ライセンス取得客を呼込む為、講習施設改修事業

8390 沖縄県
上田電気サービス合同会
社

5360003006937
電球一個から取り換えます！小さな電気工事サービ
ス販促事業
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8391 沖縄県
民謡ライブ＆カラオケ とも
み

－ ミュージックライブ強化による集客と店舗改装

8392 沖縄県 合同会社　キンアグー 9360003004945
「キンアグー」豚　余剰部位を活用した加工品試作開
発事業

8393 沖縄県 ほぐし処　ぬちぐすい －
高精度の体組成計及び電動式ベッドの導入による
顧客満足度の向上

8394 沖縄県 株式会社やんばる．クラブ 7360001012704
「やんばる．クラブ」ファンクラブ専用ページを含む
ウェブサイト構築

8395 沖縄県 やえせ司法書士事務所 －
「わかりやすい登記のしくみ」パンフレットによる販路
開拓

8396 沖縄県 ユーピー北谷合同会社 5360003005534
誰もが使いやすいユニバーサルデザインの客席づく
り

8397 沖縄県 夢の扉楽園王国 －
体験施設整備による集客と加工品販売による売上
アップ作戦

8398 沖縄県 合名会社　崎元酒造所 6360003005095 もろみ酢開発

8399 沖縄県 大泊食品 －
八重山の健康食・油味噌を観光客をターゲットにした
商品に！

8400 沖縄県
ＯＫＩＮＡＷＡＪＡＰＡＮ　ヘ
ナサロンＭＡ

－
「沖縄産ヘナ」の魅力・可能性を市場へ訴求し、販路
開拓の強化

8401 沖縄県 沖縄インデックス －
インバウンド向けコンセルジュ事業の販路開拓、環
境整備

8402 沖縄県
合同会社島の元気研究
所

8360003005878
安心を主題にした高付加価値の商品開発と新しい販
売戦略の構築

8403 沖縄県 アルファダイブ － レスポンシブルサイトの作成

8404 沖縄県 有限会社みのり 5360002015591 バイオソリッドコンポストの販路開拓及び販売

8405 沖縄県 知花たたみ店 － 和紙畳の置き畳の製造・販路開拓

8406 沖縄県 Caféがらまんじゃく －
新規客獲得に向けたテイクアウト商品開発及び宣伝
広告

8407 沖縄県 有限会社本部自動車 6360002020277 軽自動車に特化した新業態のリース販売

8408 沖縄県 奥原製陶所 －
与那原町の地域資源・特産品を活用した体験型観
光の開発・販路開拓

8409 沖縄県 神谷酒造所 － 吟醸香を有する甘味のある泡盛の開発・販路拡大

8410 沖縄県 与儀商店 －
店舗前スペース活用による売上アップ及び看板によ
る知名度アップ

8411 沖縄県
太陽ぬ家(てぃーだぬ
やー)

－
夢実現のシュガートレイン復活に向けた土産品開発
事業

8412 沖縄県 マリソル － 販路開拓、真空チキン、夜間営業開始、雑貨販売

8413 沖縄県 有限会社　ケラマ 5360002009874
新規ターゲット(日帰り客)に向けたガーデンＢＢＱプラ
ン
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