
都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

島根県 株式会社グラス
地元ものづくり企業との連携によるドッリプオンコーヒーの補助器具開
発・販売促進事業

島根県 有限会社アイナ フットワーク力アップマシン「鬼越」ＰＲ事業
島根県 さつき整骨院 治療院の集客力を高める為の販促活動と治療院改装

島根県 山陰日本海　漁師小屋
サラリーマン層をターゲットとする海鮮（貝類）居酒屋（貝鮮問屋　寺町
酒場）（仮称）の新規出店事業

島根県 翆苑 デリバリー業務の拡充と、ドレッシング製造販売による販路拡大

島根県 浅野種苗園
新聞ちらしによる販路拡大と新規顧客獲得のためのコミュニケーション
事業の実施

島根県 有限会社トーハツ おからせんべいの商品化並びに販路拡大事業
岡山県 株式会社海賊 新店舗コンセプト訴求に関する取り組み
岡山県 株式会社みうら 製作費が高くて諦めていた人への格安ホームページ制作プランのＰＲ
岡山県 Ａｔｔｉｃ　Ｊａｐａｎ インテリア業界への販路開拓事業
岡山県 こくたいちょう動物病院 ペット用超音波診断装置導入による迅速な診断サービスの実施
岡山県 タコスタイル 専門家を活用した販促ツールの強化（来店・デリバリー・通販）
岡山県 ネットリンクス株式会社 介護・医療事業への進出
岡山県 株式会社クリエ・ココ 介護業界向けオリジナルサービスの周知
岡山県 有限会社西口ベンダー工業 ホームペ－ジ刷新と会社案内作成配布による直接受注力強化
岡山県 株式会社大塚デザイン 地元企業を対象にした「※みんロゴ」事業のＰＲ
岡山県 株式会社ＳＬＥＥＰＹ　ＫＥＮ アメリカ販路開拓および英語での販売
岡山県 白神商事株式会社 「やねいろは」（webサイト）による太陽光事業の拡大
岡山県 レストラン＆バイシクル 試乗サービスによる販路拡大
岡山県 BE　FREE 名刺事業販路拡大大作戦
岡山県 カフェバー　ジンジ 集客をはかるための店内設備機器整備と店頭サイン、販促物の製作
岡山県 後藤写真事務所 「弊社撮影顧客を盛り立てる広告webサイト」の構築
岡山県 株式会社福川貿易 当社第２の柱！冷風機の輸入販売の取扱開始！
岡山県 有限会社ノグチ 店舗改装で入りやすい店頭、お客様にとって快適な店内作り
岡山県 コニシ株式会社 岡山県産の食材を用いたメニューの宣伝広告
岡山県 アッパービレッジ有限会社 お客様とハガキでコミュニケーション！『ハガコミュサービス』

岡山県 Ｒｉｖｅｒ－Ｓｔｉｎｇｒａｙ
初心者でも簡単に釣ることができる革新的な鯛ラバ、太刀魚釣り用ジ
グの製造販売のための設備投資

岡山県 ａｒｏｍａ　ｒｏｏｍ　ひなな 新規顧客獲得を図るための販売促進策の実施
岡山県 有限会社原ふとん店 自社ブランド「結」の真綿ふとん等の開発及び販売
岡山県 ぐらすたＴＯＭＯ ガラス工芸体験者増に向けた、ＰＲと設備の改善で売上増を図る

岡山県 行政書士　友愛行政法務事務所
知的資産経営支援センター組織の設立による中小企業に対する知的
資産経営支援事業

岡山県 有限会社谷佳 看板新設・トイレ改修
岡山県 株式会社ハートバード シニア向けタブレットサロンの本格稼働による売上の向上
岡山県 有限会社アクティ ビューティーセラピーについての周知及び弊社取扱商品の広告活動
岡山県 花田食品株式会社 新製品（スティックゼリー）に関する、商品デザイン。
岡山県 植田タンス店 高齢者に優しい店舗造りと情報発信による売上アップ
岡山県 玉島味噌醤油合資会社 自社の改装による多目的スペースの創造とPR力強化
岡山県 有限会社山陽クールサービス ネット販売・修理対応企業ホームページの作成

岡山県 有限会社東海建設
顧客目線に立ったローコスト・ハイクオリティーの木造住宅建設の販路
拡大事業

岡山県 小山製麺 岡山県産食材を使用したオリジナル岡山麺の開発と販路拡大
岡山県 フローリスト・萬 インターネットショップ「ブーケの達人」によるブランド確立と販路拡大

岡山県 株式会社高嶋工業
女性市場を狙った博多とんこつラーメン店のチェーン展開に伴なう、ブ
ランドイメージ確立のための販売促進活動

岡山県 松浦花店
お花離れが進む若い世代に向けた店舗作りと花を生かすアフターサー
ビスの展開

岡山県 今川住宅設備株式会社 愛犬家を対象としたペットリフォームによる販路拡大
岡山県 カットハウス　フィスト 高齢者をターゲットとしたユニバーサルデザイン化した美容室の経営

岡山県 お多福旅館
島ならではの“食”への拘りを持った商品の新たな顧客層の開拓のた
めの、商談会・展示会への出展と、集客力を高めるための館内改装

岡山県 シーボーイ笠岡店
大手チェーン店が持つ販売網と付加価値サービスの融合による地域密
着オンリーワン店を目指すための広報活動の展開

岡山県 有限会社井上石材店
満中陰志、及び年忌法要でのギフトの受注と納品を中心とした供養総
合事業

岡山県 株式会社ティーアイシー ウェブサイト運用事業
岡山県 有限会社備前メディアネット 備前カレーのレトルト化と耐火・耐熱備前焼の販路拡大事業
岡山県 Ｃｕｒｒｙ　Ｓｈｉｂａｂｅ 備前焼の器と当店自慢のレトルトカレーのセット販売
岡山県 ナンバ石油株式会社 ガソリンスタンド撤退地域における灯油配達先と車検顧客の開拓
岡山県 ＳＡヘアーウォーク 「自然派美容室」としてリニューアルし顧客を増やす
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岡山県 株式会社さつき屋
和菓子・洋菓子各統一パッケージデザイン開発による自社ブランドイ
メージの構築

広島県 有限会社イマモト印刷 付加価値をつける小ロット活版印刷によるＷＥＢ通販事業の実施
広島県 株式会社イリエ歯科商社 広島市内に限定した歯科医師検索サイトの開設
広島県 畑林工業株式会社 学習や作業への集中を支援する卓上型パーティションの販路拡大事業
広島県 きものアトリエ　ずいこ 手描き友禅の販路拡大と、新たなコミュニケーション空間の創造
広島県 Ｃｌｏｔｈｏ 登録スタッフ制度による派遣サービス業務の提供
広島県 有限会社加美優 肌に優しい「泡なしオイル石けん」の販路拡大とヘッドスパの広報活動
広島県 有限会社アイズデザイン そら気分
広島県 有限会社ルーラ空間工房 (仮称)遮熱クロス開発事業
広島県 有限会社大蔵笑 顧客獲得に向けた「似顔絵名刺」の販路拡大
広島県 美遊亭株式会社 広島初のオールハンドマッサージによる販路拡大
広島県 有限会社織田製菓 地元地域の食材を使用した粉末飲料の開発と既存商品のリニューア
広島県 有限会社ブルージュ 人の和・想い出プロデュース事業

広島県 株式会社もみじ水産
主力のちりめんに加え、生しらす、わかめ、鮮魚の地産地消を目指した
販売促進・販路拡大

広島県 株式会社昴珈琲店 高齢者向けフレッシュバッグ使用方法についてのＤＶＤ作成

広島県 株式会社日野折箱店
木製折箱の販路拡大と小ロット多品種への対応・製造工程上の衛生管
理向上

広島県 有限会社たんと
瀬戸内の食材を使ったお土産物や贈答品の開発と店頭を含む販路開
拓事業

広島県 株式会社アモロッソ スマートフォンからの新規顧客の獲得
広島県 株式会社エステック マイガレージ用リフトの知名度アップを目的とした展示会への出展
広島県 松葉製作所 取扱製品の動画コンテンツ充実と宣伝PR活動による販売拡大

広島県 小川工芸有限会社
自社商品の売上比率アップのため、ネット販売システムの構築、展示
会出展

広島県 株式会社マザーアンドチルドレン ギフト用ラッピングサービスとインターネットを利用した戦略的広報
広島県 和産業有限会社 子供の想像力を養う木製玩具の開発と販路開拓
広島県 豊田産業株式会社 新商品ピアノボックスの開発とＮＣルーター導入による機械化

広島県 くりじん
ツキ板を素材として作ったバッグ、ステイショナリーの販売促進、新しい
ツキ板の開発

広島県 日本料理　魚池 「日曜日1組限定バリアフリー法事」 トイレ改装
広島県 有限会社山口屋 新顧客獲得のため店頭看板等作製事業
広島県 株式会社宇根鉄工所 BCP対策ゲートの販売促進・販路開拓
広島県 有限会社翠寿園 記念樹と石の銘板をセットにしたアニバーサリー商品の開発
広島県 クープードッグシャンプーサービス広島 移動型ドッグシャンプーサービスの認知度向上
広島県 リカー＆フーズ　タナカ 「酒の専門店」としてのブランド力を高めるイメージ戦略展開
広島県 有限会社常藤家具製作所 高級手作り家具専門店「一枚板のテーブル工房　きくら」　のブランド化
広島県 プロデュースパピヨン 自然派商品／自社ブランド商品の販売促進
広島県 株式会社アーチ トイレ改修などによる顧客満足度改善事業並びに収容客数の拡大
広島県 有限会社イーアンドアール 店舗などのトイレの定期メンテナンスによる環境改善提案
広島県 SEAGLASS 各種宣伝媒体を複合的に活用した積極的な販売促進による売上拡大
山口県 有限会社ふじ珈琲 カフェ・喫茶ショー2014（６月18～２０日）出店と販促チラシの作製
山口県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒａｓｓｕｒａｎｔｓ 新規顧客層獲得のための痩身部門強化及び宣伝・広報力の強化
山口県 有限会社福田フルーツパーク バーベキューで飲食部門開発
山口県 創作料理　鞆の浦 新店舗移転で新規の固定客獲得
山口県 澄田卓哉税理士事務所 紙媒体による相続サポートサービス広告宣伝事業

山口県 中川建設株式会社
高性能住宅及び高性能化リフォーム、家守り事業をアピールするため
の広告宣伝

山口県 株式会社ｐｅｒｃｅ・ｎｅｉｇｅ ダイエッター＆健康志向な女性の為の粉末スムージーの商品化


