
都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

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

茨城県 伊太利亜食堂　燈屋 本格ナポリピザ開発および販売所設置とデリバリーサービスの提供
茨城県 株式会社ＮＥＭＯＴＯ 新事業「近視回復サポート事業」の広報活動強化
茨城県 わんだふる わんちゃんと飼い主様のおもてなし空間創設
茨城県 リ・オルグ 地域中小企業向け人材育成支援事業
栃木県 株式会社グルメコンガーズ 『新里ねぎ加工品をマーケットの一年生に入学させよう』事業
栃木県 岩船クリーニング商会 クリーニングとリペア（衣類等の復元、再利用）の融合
栃木県 有限会社ニュー霧降 日光酒粕ディップソースのパッケージデザインおよび容器の大幅な改

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

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

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

栃木県 美容室ブレス 大田原市初の増毛サロンのブース開設
栃木県 丸昌産業株式会社 脱衣料、機能性糸加工の安定した受注拡大事業

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

栃木県 第一酒造株式会社 海外市場を目指した常温管理可能な発泡性日本酒の開発
栃木県 ブルーベリーファーム有限会社 ネット販売を用いたブルーベリーチーズケーキの自社製品全国販売
群馬県 まほろば司法書士事務所 新たな顧客層を開拓！自分でできる相続手続キット
群馬県 有限会社ＤＹＣ 物産展市場に特化したポータルサイト事業の拡大
群馬県 株式会社彦部科学 糸巻き技術を応用したオリジナルランプシェードの全国販路開拓事業

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

群馬県 有限会社ブライダルファッションつるや ”県内初”ベビーフォトに特化した、フォトスタジオの新設
群馬県 株式会社アミコ 国産初のフルモードソファー開発による販路拡大
群馬県 株式会社桐生さくらや 織都桐生の職人が作る特選商品に特化したウェブ販売事業
群馬県 株式会社松井ニット技研 国内展示会へ出展による販売促進と感性の高いヤング層の取り込み
群馬県 大内栄＋空間工房 ①注文住宅のWeb受注拡大×②新商品もくべぇの販売促進事業

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

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

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

群馬県 有限会社　インカローズ占翠社 着物リメイク教室による顧客層拡大と、“織都”の着物資源確保
群馬県 ブリックブロック 上州メガドッグによる都内での販路開拓
群馬県 伊田繊維株式会社 「和粋庵」「IKISUGATA」ブランド作務衣・甚平で展示会への出展・販路
群馬県 大橋メリヤス 各展示会等の特徴に合わせて行う、新商品開発及び販路拡大事業
群馬県 剣持豆腐店 直販への新規事業での店舗外観の刷新とパッケージリニューアル
群馬県 株式会社Ｆｌｏｓ 新規顧客獲得に向けた広告宣伝ツールの作成

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

群馬県 株式会社アパートメント・プロ 新素材壁紙「ぐんまロイヤルシルク壁紙」の販売展開
群馬県 有限会社エイ・ティー・エムオフィス 看板設置やチラシ配付による名刺や一般印刷物の販路拡大事業
群馬県 光工芸有限会社 エコ素材と高機能プリンタを活用した新商品開発・販売
群馬県 奥利根自然菜園株式会社 ティッシュ箱として再利用可能なパッケージの開発
群馬県 有限会社ナカッツ 製品の品質精度の向上と、生産プラントの自動化による受注機会の増
群馬県 株式会社福島商店 木質ペレット及び薪用ストーブの販路拡大事業
埼玉県 有限会社大野農場 ネット販売システムの構築
埼玉県 ラーメン　アキラ ネット戦略と女性客増を目的とした事業展開
埼玉県 有限会社鈴木自動車商会 販路拡大及び顧客満足度向上
埼玉県 有限会社メリィ 工場機能の拡張、及び展示スペースの改装による販売力の強化
埼玉県 ジャパニメ有限会社 自社製品の販路拡大の為の海外展示会への出展
埼玉県 株式会社タナクロ ＷＥＢ広告の強化、ＥＣサイト顧客・在庫情報のシステム化
埼玉県 堀内製菓 「メッセージ入り末長く」の新発売に伴う法人営業強化
埼玉県 株式会社炭道楽 常設商品及び新パッケージ製作と販路拡大
埼玉県 株式会社マンモス 色々相談できる保険カフェの新規開設
埼玉県 有限会社三河屋 和菓子・洋菓子部門を統一した、新たなブランドイメージの構築
埼玉県 有限会社煉創 「キュアガーデン」を活用した新たなリアル営業等による、地元顧客の
埼玉県 ウスキングベーグル くつろぎ空間としてのイートイン環境の改善

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

埼玉県 株式会社栄進 保険代理ＪＶ（ジョイントベンチャー）「４社会」
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埼玉県 日商テレコム株式会社 ゆるキャラを活用した商品包装パッケージのデザイン開発
埼玉県 ｋｎｏｃｋ　ｏｎ　ｔｈｅ　ＤＯＯＲ ファッションとして楽しめるオリジナルオシャレステッキの販促活動
埼玉県 株式会社ステラコンサルティング 中小企業向け勤怠管理ソフトウェア「勤怠ママ」の開発
埼玉県 エムテック科学株式会社 展示会「国際粉体工業展　東京２０１４」出展
埼玉県 有限会社黒臼洋蘭園 蘭のイベントに「ふらっと遊びに来てもらう」仕掛けの構築
東京都 有限会社岩井精機製作所 海外展開も視野に入れた積極的な情報発信
埼玉県 浅見織物 集客施設出店による売り上げ拡大と利益率の向上

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

埼玉県 和風レストランきむら 高齢者向けの料理の開発及び高齢者が来客しやすい場所の提供
埼玉県 未来塾 「速読」による小学生塾生増員（売上拡大）計画
埼玉県 株式会社ケイズコーポレーション 全国市場を捉えた大規模展示会への参加による販路拡大
埼玉県 有限会社坂部 虹色のじゅうたん展
埼玉県 澤田園 気軽に寄れて茶が楽しめる　中山道深谷茶屋

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

埼玉県 有限会社彩北 和（座敷席）を洋（テーブル席）へチェンジし、メニューの店頭紹介
埼玉県 株式会社レッドグラッシーズ 日本国内向け、海外向け、少量多品種冊子とカードの自社生産
埼玉県 葵 増席による顧客来店お断りの解消

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

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

埼玉県 株式会社デンソン コンクリート省エネルギー養生設備拡販計画。
埼玉県 おおとも接骨院 他院との差別化とその認知

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

埼玉県 株式会社吉澤建設工業 リフォーム事業専用ＷＥＢサイトの構築
埼玉県 有限会社弁天 高齢者の特化した配送サービスに関する情報発信
埼玉県 有限会社アイ電気 「下請け工場からメーカーへ！」自社製品（野球表示板）の販路拡大事
千葉県 税理士　中野寛也事務所 金融機関及び不動産業と連携し地域に貢献する税理士業の展開
千葉県 メディアック船橋教室 「iPad講座」の新設
千葉県 有限会社まきの 環境への配慮・生活環境へ変化に対応した販売販路拡大
千葉県 グリーン社会保険労務士事務所 WEBセミナーの提供、教材の販売、会員制度の開設
千葉県 福田海苔店 広告の作成・配布。パッケージのデザイン一新。
千葉県 アローフィールド 中国（上海）でのネット販売システムの構築による販路拡大
千葉県 養神館合気道蒼龍 生涯スポーツとしての合気道普及のための道場環境整備

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

千葉県 株式会社ベル・ヴォア エンターテイナーバンク（アーティストやパフォーマーの人材バンク）
千葉県 行政書士瀬戸川法務事務所 建設業許可業務のPR強化事業
千葉県 株式会社ボワール 新規顧客の獲得
東京都 株式会社富田染工芸 業種転換事業
東京都 ＭＯＭＯ 表参道ヒルズのギャラリーでの展示販売
東京都 有限会社ランドバッグ 幼稚園・学校カバンの海外市場開拓
東京都 English　Plus Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐｌｕｓのサービスの周知と留学サポート事業の拡大
東京都 銀座総合行政書士事務所 シニア起業に関する、起業・経営についての個別相談受付

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

東京都 株式会社アクアクリエイティブラボ バーチャルリアリティ（ＶＲ）の開発、及び販促
東京都 アンブラグロウ株式会社 携帯型新食感オリジナルサプリメントの開発
東京都 エヌ・ピー産業株式会社 自社ネット販売サイト※の認知度アップと顧客の利便性改善
東京都 ユアブライト株式会社 ＦＡＸと郵送を利用したダイレクト広告の作成
東京都 株式会社 シー、オー、シー合理化センター ＣＤ／ＤＶＤ紙ケースおよび留め具の売上げ増加の方策の実施
東京都 株式会社日本バリアフリー マリンプラセンタ、マリンコンドロイチンの販路拡大
東京都 株式会社ＳＡＴ スポーツ障害者の機能回復サポートサービスの強化
東京都 ゼンドラ株式会社 イドカバネットの消費者周知

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

東京都 株式会社ドマーチェ ライセンスブランド下着の開発および販売
東京都 有限会社船津塗料店 店舗改装による提案型店頭販売力強化
東京都 株式会社富士越写真機店 店舗リニューアル

東京都 株式会社エクシードワン
ファイル権限デザイナー販売強化のためのホームページリニューアル
および展示会への出品

東京都 ファインテック株式会社 新たな高分子微粉末の販路開拓
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東京都 有限会社井上鞄製作所 オリジナルブランド「ＷＯＬＦ＆ＤＯＧ］（ウルフ＆ドッグ）の販売強化
東京都 株式会社中江 新聞型メニューブックの開発と配布
東京都 合同会社ｉｎ-ｈｅｅｌｓ キーワード広告の活用によるオンラインショップへの訪問者増大計画
東京都 株式会社無重力 生花入りコップ製品の販売・サービスの販路拡大
東京都 株式会社竹澤古典建築設計事務所 大判スキャナの導入及び会社案内リーフレットの作成
東京都 花いなり 販促用チラシの作成と配布、商品包装の改良、PR
東京都 株式会社Ｍ＆Ｋカンパニー 当初負担０円のカスタム・オフィス・リノベーション事業
東京都 坂井善三商店 オリジナルお土産袋の作成、レジスターの導入
東京都 株式会社和える 『0から6歳の伝統ブランドaeru』海外向け販路開拓事業
東京都 小口尚思 全日本陶器市をニューヨークをで開催

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

東京都 株式会社プリントワークス 営業から納品までの一貫した短納期対応体制構築による顧客開拓
東京都 株式会社ＦＯＲＫ イベント出展とそれに伴う新カタログの製作及び商品パッケージの改良
東京都 有限会社サンハイド・コーポレーション 自社内での修理による利益率の向上
東京都 ティートサイト プリザーブドフラワーの新商品及び新パッケージの開発及び販売
東京都 アトセンス株式会社 販路拡大に直結する販売促進資料の作成
東京都 有限会社リネーチャー 完全化学物質フリーの健康下着の広告宣伝物の作成

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

東京都 株式会社エヌエフコンサルティング 隠れた日本の陶器、生地の良作の海外展開支援
東京都 株式会社ミドリ 医療連携型就労支援
東京都 ＣＯＬＬＡＤＥＳ（コラデス） LINEスタンプ作成サービスの開発・ネット上の販路開拓
東京都 有限会社アーキデザインクラフト 工務店の戸建て住宅商品企画力・設計力向上サービス
東京都 株式会社ヨシタケ リフォームイベント（感謝祭）及びチラシ
東京都 株式会社TGI インディペンデント 動画就活サイト（ホームページ）の追加開発及びWeb広告
東京都 Ｒ＆Ａ株式会社 クールジャパンと融合したサービス拡充の為の変身写真ニーズ調査
東京都 ヒューマンプロデュース 売れる個人事業ＰＲ講座＆コミュニティの開設
東京都 ハーティー ブライダル専用美容矯正メニューの開発と販売促進
東京都 ユニバーサル・リーディング株式会社 電子書籍レンタルサービス開発・サイト改装事業
東京都 株式会社ローズマロウズ オリジナルリングピローによるブライダルジュエリーショップ開拓
東京都 有限会社十字屋 店前のリニューアル

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

東京都 株式会社サウンドファン 代理店、販路開拓事業
東京都 株式会社クリベーション 地方企業に対する都内拠点サービスの認知度向上と顧客満足の向上

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

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

東京都 株式会社ＡＵＱＷＡ　Ｗｏｒｋｓ インターネット広告、ポスティング広告による集客
東京都 有限会社中央バフ製作所 研磨業務の請負サービス（研磨請負事業）
東京都 株式会社田邊研電 第２６回　国際宝飾展　ＩＪＴ２０１５　出展

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

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

東京都 メンタルサポートマネジメント株式会社
顧客関係構築の仕組みを活用した効果的かつ効率的な運営によるカ
ウンセリング業務の構築

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

東京都 株式会社Ｔｒｙｆｕｎｄｓ 世界各国の情報を取り扱うウェブサイトの作成
東京都 有限会社サンコー　 ・ウェブサイトでの広告掲載　・展示会への出展
東京都 株式会社ハピネス 幸染めホームページ・コンテンツの作成
東京都 株式会社アルーシャ 集客強化スマホ対応ＨＰ構築＆ネイル関連商品のネット販売
東京都 株式会社ウェイビー Ｅコマースの制作事業の強化、商品開発

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

東京都 フューチャーサポート株式会社 ＣＭＳのホームページを活用した新たな顧客層の開拓
東京都 株式会社永和 設計・解析請負業務の販路拡大
東京都 株式会社ファーストアセント ベビーシッター事業者向け運用支援サービス
東京都 東京食品株式会社 販売店舗向けの王様ヨーグルト販促物作成と広報
東京都 ノースフィールド株式会社 新郎衣装レンタル事業及び服飾雑貨自社ブランド出展事業
東京都 株式会社マルサ斉藤ゴム 海外向け商品の多言語化
東京都 株式会社Ｆ　ＷＥＳＴ 店舗イメージ向上による顧客拡大事業



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
東京都 レ・ベスパ株式会社 竹繊維とカシミヤ生地・製品開発
東京都 いろいろ好房 超高齢社会の「匂い」のある生活推進プロジェクト
東京都 株式会社しまや出版 コスプレイヤー専門の写真撮影用貸スタジオの構築・運営

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

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

東京都 オレンジトーキョー株式会社 国産莫大小（メリヤス）製品の国内外への販路拡大
東京都 株式会社ダイワバッグ ホームページ作成による、知名度向上とリアル店舗への誘導事業
東京都 ガイアモーレ株式会社 自立を目指すプロキャリアカウンセラー養成講座の開講
東京都 株式会社ＴＩＡＮ 新設法人の顧客獲得プロモーション
東京都 モンスーンジャパン合同会社 ケニア産インテリアのＰＲ、販売促進
東京都 キットバイオリン教室 バイオリン工作教室のキャラバンと工作キットの開発
東京都 株式会社ヘクセンハウス インターネットを通じてクッキーをノベルティとして販売する事業
東京都 株式会社イーワイトレーディング ホームページの再構築
東京都 いっしょに株式会社 チェーンストア理論に基づく中小企業の経営サポート
東京都 株式会社ホスピタリティ・ワン 訪問看護事業におけるフランチャイズ本部の立上と加盟店の募集
東京都 株式会社Ａｉｒ　Ｍｅｄｉａ 屋内環境向上のための製品開発
東京都 株式会社友成工芸 アクリル素材を利用した自社ブランド製品の販売促進
東京都 花プロ 花のセレクトショップ「ＢＯＴＡＮＩＣＡ」のブランド力向上及び販売の強化
東京都 株式会社木村不動産鑑定　　 看板設置、ホームページ作成、ちらし等掲出、相談ブース改装
東京都 株式会社エアリーライム 未発見のクールＪＡＰＡＮの魅力を世界に広める電子出版大作戦
東京都 かじまやワークス オタク専門の婚活イベント『オタコ（Otaco）』の企画・運営
東京都 株式会社山乃屋 ネット通販新規顧客獲得及び、実店舗での集客強化事業
東京都 株式会社ハッピーリス 食事介助のための嚥下音確認装置の開発・広報
東京都 株式会社ｅａｔｍｅｅｔ 販路拡大を目標としたサンプル提供と牧場見学による取り組み強化
東京都 株式会社Ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎ＆Ｐｒｏｄｕｃｅ 「ぼくの絵アニメ」（仮称）
東京都 居酒屋集っこ 店舗内設備老朽化に伴う設備更新事業
東京都 有限会社トゥロッシュ パペット型電子楽器ネコ型・並びに新型パペット開発販売
東京都 株式会社エモーヴ 弊社で形成するコミュニティをＰＲするアプリ開発
東京都 株式会社タコスマイル 増収大作戦
東京都 株式会社コンセプト 大規模画像認識アルゴリズムによる拡張現実感プラットフォーム
東京都 株式会社ケイアイ 座位保持装置キャプスの販売促進
東京都 株式会社葵製作所 ＷＥＢ受注システム（「架台オーダー．ＣＯＭ」）構築事業
東京都 ワタナベホイストサービス 新規開拓に向けた知名度アップのための広告ツール製作事業
東京都 菅清織物株式会社 昭和３０年代の織物工場跡地を利用したロケーション業務のサービス
東京都 八王子辛味噌ラーメン　いっしん 「いっしん辛味噌」ＰＲグッズ製作事業
東京都 株式会社ジェットラグ ネットショップデザイン変更及び商品、在庫管理のシステム化
東京都 有限会社アイ・エス・エフ 迅速な配送・配布によるエリア情報の確認
東京都 株式会社テクノメイト 展示会出展に向けた販促グッズ製作事業
東京都 ピエゾ パーツ株式会社 新商品情報発信を目的としたHPの構築及びカタログの作成
東京都 土居健造法律事務所 法律相談会の広告宣伝による顧客開拓事業
東京都 株式会社テイスティングルーム ワインショップの品揃え充実と、ブランドイメージの向上
東京都 有限会社イワタ精機 複合ＮＣ旋盤の導入による新製品開発
東京都 ソーシャルダイニングルーム・立川 「野菜もたっぷりカポナータ弁当」の開発・普及事業
東京都 ｃａｆé　こもれび家 冷凍惣菜の開発、製品化、販路拡大
東京都 ｈｏｃｃｏｒｉ　＊ｃａｆｅ（ほっこり　かふぇ） 立川野菜＆名品マルシェ
東京都 ペンタメローネ ゆるキャラ「ウドラ」を用いた、全年齢対象ボードゲームの開発
東京都 株式会社ケアラポール 歯科業界での販路開拓の為の医院デザインフェア出展事業計画
東京都 有限会社浅見酒店 東京産にこだわった情報発信やオリジナル商品開発の為の一部店舗
東京都 立川伊勢屋製菓株式会社 多摩・立川コーナー新設に伴う改装・普及事業

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

東京都 合資会社ｗｉｎ－ｗｉｎ 美容室ｅｎｎにおける100％天然ヘナカラー.の普及促進事業
東京都 ＹｕＮａｉｌユーネイル ホームページ改善、及びその認知のためのサイン看板設置
東京都 株式会社日本ネオライン マテリアセラピスト養成講座を活用した販路拡大
東京都 キャラメリーゼ 商品パッケージ、包装紙の変更
東京都 株式会社ダン・モーリス商会 夢倉庫本店メイン看板ならびに別館サブ看板リニューアル事業
東京都 有限会社ミュー・ジョイント バナー（横断幕・懸垂幕）補強システム製品の普及
神奈川県 銀座セカンドライフ株式会社 シニア起業に関する交流会・セミナー開催
神奈川県 株式会社メディケアー 中国製超音波エコー装置の接骨・整骨院、大学等への販売促進

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

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



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
神奈川県 トレジャー イン ザ ハート カウンセリングによる思い出の品を取出す遺品整理役務の販路拡大

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

神奈川県 横須賀カレー本舗株式会社 よこすか海軍カレー弘前りんご入りの開発
神奈川県 ｄｏｇｇｙ　ｄｏｌｌｙ　ｊａｐａｎ 顧客訴求力を高めるためのショッピングサイトリニューアル
神奈川県 有限会社小林家具店 地域メディアを活用した新規顧客開拓
神奈川県 有限会社森定商店 既存商品のギフト化プロジェクトによる新たな市場への参入
神奈川県 株式会社ぺっとぼーど ワンコイン「ペット健診」サービス
神奈川県 株式会社南信社 個人住宅の耐震診断・耐震補強事業
神奈川県 アースクリーン株式会社 テレビ壁掛けシステムの耐震性試験と実証ビデオ制作による販売促進
神奈川県 株式会社テレメディカ フィジカルアセスメントe-learningシステムの機能拡充による売上拡大
神奈川県 株式会社共栄堂 ホームページリニューアルをしてインターネット通販の充実
神奈川県 株式会社バイオクロマト 化学合成研究を効率化する多検体同時濃縮装置の開発
神奈川県 有限会社おかむら 通信販売可能なホームページの作成とパッケージデザインの新規作成
神奈川県 まるなかベーグル お土産用パッケージの制作と広報活動
神奈川県 Ｂａｓｓｏ１－２－１ 新規開拓のためのホームページ再構築とちらしの製作
神奈川県 有限会社ティーケイトインターナショナル ウェットスーツ製造体験事業の展開と広報活動
神奈川県 株式会社リンクス バイオディーゼル燃料の製造・販売

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

神奈川県 有限会社シノハラ 台湾客家花布化粧箱の開発及び輸出販売事業
神奈川県 食堂ＣＯＢＡＫＡＢＡ 内食＝自宅での家庭料理を支援する食料品雑貨の販売強化

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

神奈川県 CURAスタイル CURA新商品展示会・受注会in関西

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

神奈川県 有限会社大原 海外通販サイトの構築による海外市場浸透と国内でのブランド強化
神奈川県 株式会社日本シンクマスター 台所用人工ゼオライト入り浄水器の販路開拓

神奈川県 ヘアーアトリエ　リリアン
事業名：親子ルーム新設による子育て世代の満足度向上および新規
顧客獲得

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

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

神奈川県 トラットリア　メルカート 地場食材のたまご・無農薬野菜を使った特製料理でイベントに出展
神奈川県 ハリマ梱包株式会社 個人向け輸出梱包用木箱販売及び利用促進
神奈川県 株式会社カー・ビューティー・サービス ＢｔｏＣ型総合カーアフターメンテナンスショップの販路開拓
神奈川県 サステナブル・クルー株式会社 お試し品を活用した新規顧客獲得と休眠顧客へ向けた販促展開
神奈川県 有限会社久保田写真館 高齢者を対象としたストーリーアルバム写真集企画
神奈川県 株式会社星山商店 高所作業用安全ハンマーの販売ルート開拓
神奈川県 木俣商事株式会社 車の買取り販売とレンタカーネット予約システムによる顧客数拡大
神奈川県 株式会社つるや呉服店 外国人観光客・在日外国人に対する日本文化体験事業
神奈川県 株式会社おおぬき 「エステをきっかけとした更なる美しさのトータルサポート提案」
神奈川県 株式会社ミトライフデザイン 大型ワインセラー導入とプロジェクター設置によるパーティー獲得
神奈川県 株式会社クリエイティヴパワー ワインメニュー増加と新シーフードメニューの開発
神奈川県 株式会社　Ｍａｍａｔｕｂｕ　Ｐｌｕｓ ギフトラッピングの強化、ギフトページ新設及びギフト商品充実化の告
神奈川県 株式会社トモエレクトロ BGAリワーク・リボール事業の販路開拓
神奈川県 有限会社宮﨑教室 習字の筆っこ　教室　の立ち上げ
神奈川県 Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｋｉｃｋｂｏｘｉｎｇ　Ｒｅｆｒｅ’Ｋ 『レディースキック/Regkk(レジック)』と『ピラティス』で輝く女性へ！
神奈川県 オフィスコクブン合同会社 通販サイト「ドッグフード案内センター」の新規開設
神奈川県 有限会社アドリブ スマートフォン有線化キット「アトラス」の国内外への販売促進事業
山梨県 株式会社スタンプマート チタン印販路拡大事業
山梨県 株式会社アサヒジュエリー 香港における宝飾製品展示会出展事業
山梨県 株式会社産業革新研究所 「製造業向け生産性向上ビデオ教材の制作・販売事業」
山梨県 株式会社峰岸商会 取扱商品の在庫を顧客に見せる化「特殊鋼加工．Ｃoｍ」サイトの開発

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

静岡県 株式会社ベルエキップ・プラス
静岡地酒「正雪」純米大吟醸酒粕の静岡酵母と清見みかんの酵母を
使ったベイクドチーズケーキの開発

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

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



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

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

静岡県 有限会社　ネイティブグラフィック
富士山麓の軽石を使用し加工処理した新商品のWeb販売及び販路拡
大のためのツール作成

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

静岡県 TENYNEO 実店舗・WEBサイトの認知度やブランド力向上事業
静岡県 渥美尚人特定社会保険労務士・行政書士事務所 社会保険労務士の農業界浸透事業
静岡県 ヤマヤ醤油有限会社 百年企業『ヤマヤブランド』価値再構築プロジェクト
静岡県 株式会社ＩＳＫ 「販路拡大のためのネット予約・販売・顧客管理システム構築事業」
静岡県 鳥居食品株式会社 リニューアルパッケージと工場直売所での試飲試食

静岡県 有限会社コスモグリーン庭好
「うなぎいも」関連製品のイメージキャラクター「うなも」の着ぐるみを活
用したビジネスフェアでの販路開拓

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

静岡県 加倉水産
高級志向向け、こだわりギフトラインの開発および新ブランドの確立と
新商品開発

静岡県 有限会社はらこめや 「みしまのおむすびころりん」の製造販売

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

静岡県 有限会社田中家具 工務店などBtoB向け新規顧客獲得にむけた販促事業

静岡県 株式会社グルッペ
みしまから日本全国へ！三島野菜を活用した商品の大規模食品展示
会への出展

静岡県 株式会社高村園 「三嶋縁起茶」、「大杜袋（おおもり・不苦労）販売」等の開発
静岡県 アイキ樹木メンテナンス株式会社 樹木に予防的観点を提案する樹木ドック事業
静岡県 ゴールデンフィールド株式会社 フリースクール「つくし」(仮称)の運営、通信制高校のサポート業務
静岡県 二宮整骨院 女性客と学生客を新規開拓するための屋外看板による広報活動
静岡県 マスダテクノ株式会社 フィルムラッピングの新しい販売モデルの構築に係る広告事業

静岡県 株式会社ニューハレックス
ランガール等のウェアにマッチするバリエーション豊富なテーピング
テープの販売

静岡県 株式会社ＧＴ　ＣＡＲプロデュース 軽キャンピングカー専用サスペンションキットの開発

静岡県 株式会社ジャストワーク

「短納期、特急品に対応する試作品支援開発事業をPRするための
ホームページ作成」産業用機械や装置の試作等の受注において、緊急
性を必要とする特急品において短納期にて対応する試作支援開発事
業を当社の新事業として着手し、ホームページにおいて積極的にPRを
行ない販路の拡大を目指す。

静岡県 ベルエキップ ダイニングルームの改装
静岡県 有限会社西島木工所 木製皿ｆａｃｅ　ｔｗｏ　ｆａｃｅのデザイン及びパッケージの刷新
静岡県 藤田商店 誰でも簡単に出汁が取れる「無添加だしパック」の試作品改良
静岡県 和洋係 新規顧客を獲得するための展示会の開催
静岡県 株式会社ととや新兵衛 平日、夜の売上アップを図る　販売促進事業
静岡県 マスダグリーン株式会社 ジュエリープランツ制作教室の展開と制作キットの販売

静岡県 青島建設株式会社
『つよいえ（耐震補強）・あったかいえ（断熱補強）』(仮称）の提案および
販売促進

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


