
都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
福井県 美容室　リズム 「ナノスチーム」によるカラー・パーマ・ヘッドスパ施術の付加価値提案
福井県 株式会社山崎漆器商会 国際見本市への出展及びそれに伴う商品カタログ・チラシ等の作成
福井県 株式会社　前澤金型 3次元造形機（3Ｄプリンター）を用いた試作事業の販路開拓
福井県 ヤマイチ漆器店 消費地での個展開催と図録作成
福井県 株式会社サンユー 実店舗にて知名度を上げてからのホームページで世界販売
福井県 有限会社うるし工芸　藤 来店客の利便性・快適さを高める店舗改装
福井県 有限会社ふげつ 「樹脂茶筅」の商品化、現代人にあった茶道具の販路拡大
福井県 クッキング福井株式会社 商品用ギフトボックスの変更
福井県 株式会社北陸濾化 表面改質処理剤（表面改質方法）における商品の新規販売先構築事

滋賀県 有限会社菓匠禄兵衛
和菓子にあう器のギャラリーを併設した日本茶だけではなくコーヒーも
提供する和菓子店の喫茶事業展開

滋賀県 合同会社トレスバイオ技研 アパタイト石鹸・歯磨き粉の販路拡大
滋賀県 有限会社彦根塗装 住宅塗装元請け工事の主力事業化
滋賀県 まえかわ鍼灸院・整骨院 ＩＴと地元情報誌等を活用した集客の強化
滋賀県 タカギ衣料（ＡＸＥ） 店名ロゴ入大円柱及び取扱品目拡大に伴う什器設置
滋賀県 めん処たにむら 外壁工事、屋根工事及び内装改装工事
滋賀県 堀久餃子本舗 インターネット強化の為に商品パッケージ改善

京都府 学習教室てらこや
”学校前ワンストップ習い事教室”になるための教室環境整備と新講座
の開講ＰＲ

京都府 Ｓｏｒｃｉｅｒ（ソルシエ） 新パッケージづくりと販促活動、店内環境の改善
京都府 手染メ屋 効果的なＳＥＭ対策とＨＰスタイルブックによる新作販売促進
京都府 サーカスコーヒー 珈琲豆焙煎機のデータ化システムの導入
京都府 ウェルコ株式会社 「しょうが百花マルセイユせっけん」と「かふうる」の国内販売促進
京都府 森陶商株式会社 首都圏での販路開拓
京都府 アグループ株式会社 商品ラインナップの充実と首都圏での販路開拓
京都府 京都ハラール観光サービス イスラム諸国向け京都観光案内スマートフォン用サイト等運営事業
京都府 Ｎａｇｏｍｉ コミュニティカフェ向けの業務用洋菓子メニューの開発・企画、製造事
滋賀県 株式会社ハウスキューブプラス 「京都・古民家「往時の姿」再生住宅」モデルのＰＲ媒体製作等事業
京都府 株式会社イスト 「京都発・至福の薬膳ケーキ＆薬膳茶」外販商品化事業

京都府 株式会社坂製作所
省エネ・極小型・低騒音「SAKAパーソナルコンプレッサー｣の展示会出
展による販路開拓

京都府 ＢＲＯＷＮＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ 英語で行うカルチャークラスの新設
京都府 出立木工所 薪乾燥度の安定化と受注システムの改善
京都府 株式会社木下金物店 ボルト・ナット商品の特化とその関連商品の絞込み事業。
京都府 株式会社ＤＩＹ　ＳＴＹＬＥ 自社の企画開発力を活かした新たな観光土産の開発と販売
京都府 江戸前握り　華寿司 集客力強化事業
京都府 本庄写真館 撮影スタジオ・撮影背景、リフォーム施工
京都府 株式会社サワダ寝具工業 羽毛仕立て替えのチラシなどによる認知度のアップと新しい市場の開

京都府 エステハウスアンディ
エステティックに関するサービスの販売促進のためのホームページに
連動した新聞折込チラシの配布

京都府 城陽富士工業株式会社 日本 大の専門技術展への共同出展
京都府 泉工業株式会社 メタリック感キープラメ糸「反応ジョーテックス」
京都府 御生菓子司ふたば 地場産業のお茶（抹茶）を使用した新商品の開発と新商品の周知
大阪府 有限会社ガルボプランニング 広告によるバラエティーショップ・ドラッグストアー向け販売促進

大阪府 有限会社種村建具木工所
新しい空間提案　現代の床の間「Ｉｍａｄｏｃｏ」シリーズの販路開拓　「ＩＦ
ＦＴ／インテリア　ライフスタイル　リビング　２０１４への出展」

大阪府 有限会社つるや化粧品店 エステ顧客及び化粧品愛用者の拡大と店内の美化。
大阪府 フローラル花美 お祝い花の専門店に特化した経営基盤の確立

大阪府 焼肉屋マダン
チラシと店外外装の強化による新規集客と内装の美麗化によるリピー
ト率向上

大阪府 有限会社三英舎 汎用性のある下げ札の販売
大阪府 越智社会保険労務士事務所 適性検査ソフトを活用した人材マネジメント事業の創設
大阪府 株式会社ラストステージ 家族葬商品の開発並びに事前相談の大切さのご提案
大阪府 嘉嘉貿易株式会社 新商品のらー麺・餃子の開発／商品販売のチラシ及び製作と広告
大阪府 株式会社ＭＫ翻訳事務所 セミナーおよびセミナー講師業

大阪府 くだもののマルカ商店
フルーツカービングを模した西瓜に生け花などでデコレーションの販売
促進及び販売促進の為の店舗美化

大阪府 株式会社共立百貨 インターネットショップ開店、店舗＆周辺「賑わいスペース」設置

大阪府 カフェ＆ダイニングマリナ
・創作料理の新メニュー開発（茄子のオーブン焼き、豚肉のカリカリサラ
ダ、シイタケのマリネなど）

大阪府 桃 乃 彩 掘りごたつの設置による地元予約客の獲得
大阪府 有限会社テキサス 保存食としても使用できる安納芋の焼き芋パックの販売

大阪府 有限会社アイエルディ
教育事業部：一級建築士製図試験塾「学科製図.com」新イメージ戦略
事業　飲食事業部：ｃａｆé　ｓｅｅｄｓ＋さらにエコなイメージ戦略事業

大阪府 大心 新規集客しやすいリーズナブルな雰囲気の持ち帰り専用窓口づくり。



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
大阪府 ＢａｍＶｉｎｏ 日本初フローズンマルガリータ専門店の新規出店
大阪府 西都速記 民間企業をターゲットとして議事録作成事業の展開

大阪府 島野珈琲株式会社
コーヒーの品質保持を 重要視して、郵便メール便利用の小口販売に
対応する。

大阪府 竹澤ビル株式会社 電子看板を利用したテナント向けの共同宣伝広告
大阪府 株式会社戎 ブランド力を生かし贈答品に特化した戦略的販売の仕組み化
大阪府 株式会社ＭＫオフィス 女性起業家応援のためのレンタルサロンの活用事業の創設

大阪府 Ａｒｉｙａｎａ　アクセサリー
「きれい！可愛い！キラキラアクセでいつもの毎日をワクワクに」をコン
セプトとするアクセサリー商品の広報

大阪府 株式会社山中製作所 展示会への出展

大阪府 株式会社ベストビズシステム
大型展示商談会出展によるプロジェクト管理システム「たすかるナウ」
販路開拓事業

大阪府 とも鍼灸院 高齢者個人宅への保険往療治療の周知と拡充のための広告宣伝
大阪府 株式会社みやびコスメティックス ひあるん玉化粧品のパッケージ改良および販促用ＰＲ

大阪府 株式会社ハウス工芸社
空シャッターガレージを活用した体験型『ガレージショールーム』の展開
における広告宣伝

大阪府 株式会社ほほえみネットワーク竹城 店舗を改装し、地域の認知症に関する困り事を解決する窓口の創設
大阪府 向陵工業株式会社 平行移動式駐輪機「スラーク」の優位性広報事業

大阪府 株式会社ププキン
介護業界シェア拡大用広告材料の作成と、新ニーズ向け医療介護用
品開発

大阪府 桃鼓株式会社 「小中学生演奏チーム」創設による和太鼓スクールの周知広報活動

大阪府 有限会社東阪社
商店街で営業する葬儀社独自の会員制度を導入するためのパンフレッ
ト作成事業。

大阪府 株式会社寿精密 海外展開用のホームページ及びチラシ作成
大阪府 有限会社ガレージオープン 輸入車向け車用品（輸入車用シートカバーと3D立体マット）販売展開
大阪府 ＳＡＳＡＷＡＳＨＩ株式会社 SASAWASHI製品パッケージの一新
大阪府 菓子処ふる里 お客様にとってわかりやすいお店作り
大阪府 有限会社楠本書院 幸せの名前詩(うた)の普及 および 販路開拓事業

大阪府 トップヘアーセブン
髪質で悩まれている20代後半から30代半ばの女性に向けて、インター
ネット上のブランドイメージの確立を行う。

大阪府 有限会社ニシキファーマシー アロマ部門の拡充に伴う店舗改装並びに通販等による販路拡大事業
大阪府 株式会社ＤＢ 新規の部署「仮住まいサポートセンター」の設立
大阪府 株式会社　マイヨーロッパ オーダーメイドのヨーロッパ個人旅行の魅力を周知して顧客拡大。
大阪府 株式会社京都大原野 買い物難民支援のための、オムニチャネル事業
大阪府 株式会社ルオータ・ペル・モンターレ 五感を刺激するオリジナルサラダ・生野菜ジュースの販売
大阪府 株式会社めりーらんど 英会話スクールから英語ＤＥ学べるイベントカフェへの事業展開

大阪府 有限会社ケイエムティエンジニアリング
中古マンションのお庭再生事業『Ａｒｒｉｖｅｄ　Ｇａｒｄｅｎ』（仮称）の開発と販
路開拓営業

大阪府 株式会社大神
家庭向け産地直送便『のんき屋パッケージ』（仮称）の開発と拡販によ
る販路開拓事業

大阪府 リリーアンドデイジー株式会社 ペデイぺドこども靴専売サイトの構築
大阪府 株式会社アイリス 販路拡大・新規顧客獲得のためのホームページ新設
大阪府 株式会社シープロジェクト デザインおみくじ並びに外国語おみくじ販売強化計画
大阪府 寺島義雄税理士事務所 小さくても強い会社をつくる！「江坂No.1社長塾」の運営
大阪府 ぞうさん倶楽部パソコン教室 パソコンを活用して、自分再発見・未来を創ろう・仲間を作ろう
大阪府 有限会社東亜システムクリエイト ガラス塗料ＡＴＭ　Ｓｈｉｅｌｄの販売促進事業
大阪府 株式会社ベッチンヤ 「”装う喜び”おとどけサービス」プロモーション事業
大阪府 美容室ジャルダン 席数増による顧客取り込みと共感型販促によるファン創り促進業
大阪府 株式会社鯖や 飲食店での土産需要獲得と持帰り顧客開拓のための直売所併設事業
大阪府 北摂ワインズ株式会社 地域情報誌「北摂シティライフ」への広告掲載
大阪府 まことの豆富　燈 積極的店舗PRと配達サービス事業
大阪府 有限会社エヌフーズ 店内照明のLED化でのイメージアップによる集客力強化

大阪府 鍼灸香里治療院
自宅での「灸治療」に使える治療着（リラクシングウェア）の企画・開発
による顧客拡大

大阪府 有限会社 トーヨープリント 小ロット対応紙製立体広告物事業
大阪府 木村酒類販売株式会社 蓮のお酒「はすのゆめ」の販路の開拓
大阪府 株式会社ウシオ 関西以外の展示会における紙媒体とホームページの連携営業の確立
大阪府 あんしんケアねっと有限会社 八雲楽楽デイサービス通常規模進化事業
大阪府 株式会社チームスタッフ 学校体育・部活動並びに各市町村教育委員会への参入
大阪府 株式会社ロマンドール 低価格教材の開発による新規顧客の開拓
大阪府 ドーナツデプト 夏場の売り上げ減少を補うジェラートの開発。

大阪府 株式会社Ｋｉｎｄｌｙ　Ｌｉｎｋ
地域包括支援センター、居宅支援事業所ケアマネージャー、病院地域
医療連携室相談員への営業活動の為のチラシ作成及びホームページ

大阪府 ユニバーサルアートミュージック株式会社 第21回　東京国際ブックフェア出店　（2014年7月2日～7月5日）
大阪府 テクテク紅茶や 紅茶の種類とテイクアウト商品の拡充



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
大阪府 ハートフル オリジナルパッケージでギフト販売増強大作戦
大阪府 株式会社　ワイスタイル 「箕面のちいさな宝石屋」店舗チラシによるエリアマーケティング
大阪府 パティスリーワイスタイル 地元イベント出店や雑誌掲載による新規顧客集客獲得事業
大阪府 有限会社フィデス アイラッシュ(まつ毛エクステンション)施術の導入

兵庫県 工房壱
新商品の開発（※１号倉敷綿帆布（極厚物）を使用）　※ちなみに相撲
の稽古まわしは３号帆布であり、もっと厚い帆布を使用。

兵庫県 株式会社御湯所 外国人客誘客のための「３つのおもてなし体験プラン」の実施
兵庫県 株式会社室住設計 電気設計者のレベルアップ教育事業
兵庫県 グランマーマのお針箱 新生児用「ファーストフォーマルスタイ」の開発と販売
兵庫県 ＣＡＦＥ　ＣＯＯＬ 集客力向上に向けた店舗外装（テント張替え）、看板の新設工事
兵庫県 株式会社Ｂｅｅ　ＢＡＬＡＮＣＥ 新規顧客の獲得ならびに既存顧客のリピート率を高めるための広報活
兵庫県 エトワール神戸株式会社 ホームページの改築とオリジナルブランドタグ作成
兵庫県 Ｍｏｖｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 新サービスの提供と「デリバリー・バレエ」の開発・実施
兵庫県 アトリエ・Ｐｅｔａｔａ 未就園児向け保育型アートプログラムの実践

兵庫県 株式会社髙橋
オリジナルアクセサリーの企画販売 ニューヨークで人気のアクセサリー
デザイナーとコラボレーションした弊社だけのオンリーワンアクセサリー
の企画販売

兵庫県 株式会社マジックマイスター・コーポレーション マスコミを活用した地域活性化事業
兵庫県 Ｅ・テック 海外顧客獲得に向けたホームページのリニューアルと販促チラシ等の
兵庫県 株式会社毛利マーク PAST100／NEXT100 毛利マーク 100周年記念事業
兵庫県 株式会社 創喜 ３Ｄフィギュア（生フィギュア）についての宣伝広報活動と撮影機材の拡
兵庫県 ユカクッキングスタジオ Ａｍａｚｏｎ電子書籍に「調理動画付き料理本」を出版
兵庫県 株式会社Ｂｌｏｏｍ 商品PRのための展示会出展

兵庫県 有限会社播磨海洋牧場
トレーサビリティ・システムを活用した安全・安心な商品による革新的ビ
ジネスモデルの構築

兵庫県 株式会社小林宝飾
宝石鑑定士、時計修理技能士による提案型の宝石・時計の専門店の
確立を目指す事業

兵庫県 有限会社アトリエケー 男性用補正下着の新規販売先開拓
兵庫県 株式会社ＭＩＣＣＡＩＮＴＥＲ 「クールジャパンアイアンで急成長するドバイを狙う」

兵庫県 株式会社グートン
・店舗改装・陳列棚板の増設・新ホームページの作成と既存のホーム
ページのバージョンアップ（スマホ対応）

兵庫県 株式会社日本セメント防水剤製造所

"「建築材料・住宅設備総合展KENTEN2014」への出展
［展示会概要］
開催期間：2014 年6 月11 日～13 日、開催場所：インテックス大阪4 号
館
主催：一般社団法人日本建築材料協会、日本経済新聞社、テレビ大
阪、他
2009年まで日本建築材料協会主催で隔年で開催されていた「建築・建

兵庫県 安田時計眼鏡店 新測定器の導入と、補聴器お試し会の開催
兵庫県 有限会社ユアーブレーン 新設法人のための“初年度から黒字化する”経営サポート事業
兵庫県 株式会社　攻房 店内パソコンの性能を期待されるレベルへ向上させる為の基盤改装
兵庫県 株式会社経営人事教育システム 企業の個別人材ニーズに対応するオーダーメイド型研修の販路拡大
兵庫県 みのや飼育園 「夏の金魚祭」　金魚先着１００名様プレゼント
兵庫県 Ｒａｐｉｄ テニス地産カップ大会規模拡大と通販事業による販路開拓事業
兵庫県 フランス菓子ドゥーブル・デコレ アイスクリームロシャーベットの製造・販売
兵庫県 有限会社稲上商事 店舗改装、並びにチラシ看板等による集客増大化
兵庫県 有限会社清左衛門 新規顧客獲得事業

兵庫県 リブネクスト株式会社
動画配信やＳＮＳやアンケートなど他社にない機能を備えた自社サイト
構築による集客力の向上

兵庫県 たかたはりきゅうマッサージ治療院 「ゴルフの飛距離が２０ヤードUPする３００ヤードマッサージ」の広報・宣
兵庫県 株式会社アヌシ 天然素材のベビー用ヘアブラシの開発と販路拡大。
兵庫県 中華料理　開華亭 開華亭イメージアップと広報宣伝事業
兵庫県 株式会社タニワキ建装 愛犬家住宅の新築・リフォームに基づく充実したペット生活の提案
兵庫県 有限会社ラヴィーン デリバリー・テイクアウト・通販による販路拡大＆雇用拡大事業。
兵庫県 千原商工株式会社 ＣＩ戦略の実施とネットの受注システムの構築
兵庫県 株式会社アイ．ワールドカンパニー 赤穂の塩麹開発及び百貨店の催事への出店
兵庫県 株式会社カフェバランタイン 百貨店催事出店並びにパッケージのリニューアルによる販売力強化
兵庫県 株式会社お菓子の木 ふじき 三木山バウムクーヘンの市内外への販路拡大
兵庫県 株式会社アートフィア 自社ブランドの展示会開催及び開催時配布の商品カタログ作成
兵庫県 株式会社ダイイチ 組立てマイ・カラーそろばん新販路開拓
兵庫県 金星大島工業株式会社 アスパラパーク無償貸し出しキャンペーン
兵庫県 トシミ理容所支店（バーバーサルヴェ） 広告宣伝と販売促進物作成（女性対象）及び設備（エステベッド）購入
兵庫県 有限会社からっとコーポレーション 女性客向け内装工事及びランチ対応設備導入事業と販促チラシ作成
兵庫県 藤原製作所 パテベラの品質向上。作業効率を上げ、売り上げ増が見込める。
兵庫県 株式会社シャルム ゆるキャラグッズ・オリジナル商品の開発



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
兵庫県 株式会社宝塚すみれ発電 宝塚すみれ発電サポーター／応援団の募集
奈良県 株式会社スペースドットラボ 「町家に暮らす旅」の贈り物販売事業（宿泊券の販売）
奈良県 たこ焼居酒屋 たこのすけ 新商品開発に伴い、宣伝広告と看板の改装で集客アップ！

奈良県  家系図株式会社
　ホームページの（１）リスティング（有料）広告の整備による訪問者数
増。（２）ホームページの改良による転換率（成約率）の向上。

奈良県 株式会社エコノレッグ 新聞広告を利用した健康補助靴下・サポーターの新たな顧客開拓
和歌山県 株式会社宮源 販路開拓及び販促ツール作成の補助事業
和歌山県 株式会社丸歩 高齢者向け宅配弁当のご試食による新規顧客拡大キャンペーン
和歌山県 ワイン･ラボ 仏ワインの販路開拓事業

和歌山県 東村建築デザイン事務所
自社設計による施工状況を魅せながら、収納の仕方・水周り動線・天
然無垢材などを活用し、シックハウス対策を施した自社設計モデルハ
ウスの内覧会による建築設計業務の受注拡大

和歌山県 Ａ’ｓワークス
『天然素材』と『地産地“生”』にこだわったとうもろこし繊維を活用した浴
用手袋等の開発と販路拡大

和歌山県 有限会社ハンプティ･ダンプティ 新作シフォンケーキを目玉に「ケーキの食べ放題メニュー」の充実
和歌山県 株式会社角田清兵衛商店 紀州漆器の原点である曲げわっぱ技術を活かしたお弁当箱の製造
和歌山県 株式会社Kohane QRコード付スマホカバー「スマQレトリバー」
和歌山県 Ｖ　ＣＯＦＦＥＥ ドリップコーヒーの開発とインターネットによる販路拡大
和歌山県 株式会社アリビオ 社会福祉法人向けセミナー営業による新規顧客獲得事業
和歌山県 プティ・アシェット 集客力を高めるための店舗リニューアルに伴う雇用創出等


