
鳥取県 大阪屋　田中商店 地域に密着した高齢者に優しいたこ焼き・たい焼き屋の店舗づくり

鳥取県 株式会社山陰経済新聞社 セミナー拡大による新聞購読者及び広告出稿者の獲得

鳥取県 株式会社Ｋ＆Ｓコーポレーション 遊休地活用実例・太陽光発電による売電事業、モデルステーション提案

鳥取県 株式会社神田 エステルームの改装によるリピート顧客数増加

鳥取県
アロマテラピーサロン＆スクール　アロマティコ
★

新規顧客獲得の販促および、既存顧客の定着化するための販促事業

島根県 有限会社海士物産 菌検査機導入による品質保証と新パンフレット配布による販促事業

島根県 有限会社フラッシュ 移転１０年記念改装リニューアルオープン事業

島根県 有限会社ブライダルセンター雅 提案力・宣伝力強化のためのホームページリニューアル

島根県 有限会社岩﨑目立加工所 自社生産「インサートチップ刃」の販路開拓

島根県 ｃａｆｅ住留 心和む空間と地元食材が充分に堪能できるよう店舗の増改築

島根県 一宮酒造有限会社 店舗改装及び看板設置による集客力の向上

島根県 有限会社せと 高齢者の見守りと買い物支援、生活サポート等の新事業展開

島根県 有限会社竹内畳店 畳の良さを再認識するワークショップ開催と啓蒙広告展開事業

島根県 金山工業株式会社 デザイン墓石の販路拡大のためのＰＲ看板設置事業

島根県 美容室ＡＬＯＨＡ 託児施設の広報活動強化による新規顧客拡大

島根県 合同会社益田自立支援センター 農福連携によるマルシェ強化事業

島根県 長岡海事代理士事務所　小型船舶免許センター 海事代理士業務のＰＲと船舶免許更新手続き代行の顧客拡大

島根県 有限会社ミカミ 美容所登録に伴う店内設備改装

島根県 松島屋有限会社 少量サイズの無添加醤油及び関連製品の開発製造、販路開拓事業

島根県 有限会社カートピア石橋 デジタルサイネージを活用した情報発信による個人客の誘客

島根県 建設興業タイムス社 「建設産業イメージアップ委託による広告収入・購読者数獲得増加事業」

島根県 株式会社むらたや 情緒的な付加価値の提案プロモーションによる顧客の囲い込み

島根県 荒木建具店 木製内窓「いずもシャット」及び　「透かし入りスリット建具」販売促進事業

島根県 有限会社岡伊三郎商店 商品パッケージ改良及び展示商談会出展と直売店舗改装事業

岡山県 株式会社エフピー通販 食品のパッケージ改良と広報による販売促進と売上向上

岡山県 株式会社ニッコーテック 医療機器製作の高精度化とリードタイム短縮による販路拡大

岡山県 水島スズキ販売株式会社 女性・シニア層の方でも、入りやすく停めやすい駐車場の整備

岡山県 株式会社タカハシカメラ ＬＥＤスタジオを自社導入し一般客と写真関連店への販路拡大事業

岡山県 池田電業株式会社 「住まいのおたすけ隊池田電業」のブランディングとサービスの訴求

岡山県 小林産業株式会社 ８つ切り商品開発と“一番摘み”のネット通販・チラシで販売強化

岡山県 石原田園ギャラリー 新規顧客開拓、来店促進、商品・サービスの魅力発信を目的とした広報事業

岡山県 株式会社クレソン 高齢者向け花モチーフ（花飾り）付介護シューズの試作・開発

岡山県 Ｐｒｏｆｕｍｏ 店舗改装と新メニュー開発で近隣の医療関係者の利用の拡大を図る

岡山県 Ｇｅｌａｔｅｒｉａ（ジェラテリア）一休 新商品「アツアツワッフル＆ジェラート」の開発と販売促進活動

岡山県 きびコンサルタント 不動産に関する相続や事業承継等の相談及び鑑定業務の販路拡大

岡山県 坂本織物有限会社 真田紐の広域展開及び児島産業観光の集客力向上対策

岡山県 株式会社Ｇｌｏｂｅ ｆｉｔｎｅｓｓ ＆ ｓｔｕｄｉｏ 適正カロリー摂取で身体の内から綺麗にする健康オープンカフェ事業の展開

岡山県 自活支援塾　香レント 実就労部門（サブサポート）の新規展開に向けた広告宣伝

岡山県 スマートハウス 専用測定機を使用した太陽光発電設備メンテナンス事業の広報宣伝

岡山県 株式会社オハヨーミルクネット 「魅力ある商品カタログの作成とカタログを活用した営業強化」

岡山県 テスターズⅡ フィッシングプロの釣れる情報提供とＩＴを活用した来店客数の増加事業の実施

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

岡山県 株式会社中国楽器 ホームページを活用した新規顧客層開拓で、教室生徒数の拡大による売上向上

岡山県 有限会社アン企画 集客力アップによる新規顧客獲得と顧客との強い絆づくり事業

岡山県 ＨＩＲＯＭＵ株式会社 業界情報誌への広告、看板設置による販売促進事業

岡山県 アイフィット 新事業展開に伴う広告宣伝

岡山県 ハラ時計店　益野店 地域での認知度向上とお客様の要望を取り入れた店舗営繕の実施

岡山県 ディスカウントかなみつ ネット・紙媒体を使った中古着物の認知度向上

岡山県 株式会社西日本マックス 中小企業者に特化した産業廃棄物事業のワンストップサービス事業

岡山県 江尻アルミセンター 建設関連業種から６次化産業へ、菊芋加工品の販売促進

岡山県 株式会社佛心堂 仏壇修理業の存在の周知・販路拡大事業

岡山県 中華快席　福幸 高級志向の本格中華弁当の販路開拓

岡山県 有限会社シャロン 焼き菓子ギフトの増販事業

岡山県 アグロ厨房 「新規顧客獲得のための販促事業」

岡山県 あっとくれーん株式会社 自社製造消臭剤の広告宣伝強化による認知度向上

岡山県 株式会社大江紙器 紙製体験式玩具“知育キューブ”の販路開拓

岡山県 同和商事株式会社 店舗改装等による紳士服「卸売業」から「小売業」への転換

岡山県 合同会社三五八 洋式トイレへの改修工事を含めた販売促進の実施

岡山県 有限会社とみや水島 太陽光発電システムのアフターサービス充実による顧客拡大

岡山県 瀬戸内クルージング 瀬戸内牡蠣船屋～瀬戸内オイスターを食べる船旅！～

岡山県 リバティーブライト “ペットのプレミアムおやつ”の大都市圏への販路開拓事業

岡山県 西家工房 オリジナルデザイン家具の販路拡大事業

岡山県 ミツハタアーキテクト 施工品質、低価格を実現するリフォーム事業の販売促進戦略

岡山県 パティスリーココロ ショーケースの導入及び新商品開発と新パッケージによる売上向上

岡山県 株式会社みゆきやフジモト 岡山県産果物を活用した新商品の海外販路開拓事業

岡山県 豪渓開発株式会社 顧客の快適性を追求した洋式水洗トイレへの増改築による売上アップ

岡山県 合同会社Ａ＆Ｍ　Ｂｒｏｏｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ 顧客ニーズに沿った新たなサービス技術の習得による新規顧客の獲得と販路拡大

岡山県 株式会社岡山直売所ネットワーク 岡山県産果実及び農産物加工品（主に乾燥野菜）の輸出

岡山県 ラグロフ設計工房 防災技術と三次元化を融合した技術の周知と広報による販路開拓

岡山県 菊池酒造株式会社 菊池酒造の会社・商品案内パンフレットの作成

岡山県 エコ・ロジ　ネットワーク ＥＬＮアカデミーサービス強化と生徒増加による地域国際活性化事業

岡山県 リージョン株式会社 ウエブ、ＳＮＳ広告を活用した成功報酬式就職支援サイトのＰＲ

岡山県 割烹さかもと 新規顧客・リピーター獲得のための店舗改装、販売促進の実施

岡山県 難波酒造株式会社 清酒の更なる品質向上に関する設備導入並びに全国販売用リーフレット広告作成

岡山県 お好み工房Ｓａｎｔａ 客層の高齢化に伴う高齢者の方にやさしい店舗作りによる収益向上

岡山県 ｃａｆｅ＆雑貨　Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ 駐車場の整備（アスファルト舗装）とチラシ配布による販売促進

岡山県 Ｋｏａｒａ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 真空商品の強化ともち粉パン開発で売上増加！

岡山県 株式会社ヒーリングガーデンアイル 働く女性のための美と健康応援事業

岡山県 パソコン教室ひだまり パソコン教室「自分史作成プログラム」で２ｋｍ以内のシニア層を呼び込む

岡山県 有限会社オギノ商事 大学で行われる学会・学校行事への出張販売事業による売上拡大

岡山県 有限会社Ｎ＆Ｋ 総合販売管理システム開発による業務効率化と売上拡大への布石

岡山県 総社妹尾電気工事有限会社 「困りごと解決」に特化した広告宣伝活動による新規顧客の獲得

岡山県 有限会社　鈴木建具店 デザイナーズ建具（ドア）による販路拡大事業



事業名事業者名都道府県

岡山県 ＨＩＧＨ－ＲＯＣＫ 児島ジーンズストリート発　ライダースブランド“ハイロック”の新製品開発と販路開拓

岡山県 全権興業株式会社 ジーンズの「選ぶ、飾る、組み合わせて個性を楽しむ」を提供するネットショップの構築

岡山県 毛利織物株式会社 現物見本とインターネット写真集を駆使した畳縁の提案のための仕組みの提供

岡山県 Ｆｒｉｐｏｎ＇ｓ（フリポンズ） ニーズ変化による商品構成に合わせた店舗改装で売上向上をはかる

岡山県 有限会社キイデンキ 家電プロフェッショナルとしてスマホ等を利用した新しい住宅リフォームの提案

岡山県 有限会社ぷろだくつ 知名度向上のための高感度チラシの新聞折り込み

岡山県 薔薇ｎｉｃｏ（バラニコ） 薔薇専門店の薔薇関連雑貨の新規取扱い開始を告知、販売増を行うための販促策実施

岡山県 株式会社タッチ 合同展示会ＤＯＯＲＳに出展、新規取引先獲得計画

岡山県 ヒューマン・リンク社労士事務所 専用ホームページを活用した広報強化による新規顧客の獲得と販路の拡大

岡山県 有限会社宮雀 岡山県内の食材を使った新しい和菓子ブランドの開発と販売促進

岡山県 ＣＬＲ 「木部の磨きサービス」の集中広報戦術で新規顧客獲得と収益改善

岡山県 岡山新堀ギター音楽院 「津山新堀ギター音楽院移転オープン」生徒募集計画

岡山県 株式会社ターゲット ＷＥＢを活用した求人チラシ作成システムの構築（ＷＥＢサイト名称：岡山の求人チラシ特急便）

岡山県 株式会社田岡仏壇店 販促パンフレットの開発による既存顧客を活用した口コミ集客強化

岡山県 有限会社橋本管工事 消費者に親しみやすいロゴマークで会社の認知度を上げる

岡山県 株式会社つながる手 介護求職者の掘り起こしとサービス告知強化事業

広島県 株式会社流通プランニング研究所
支援コンテンツの動画配信システムの構築（保有する支援ノウハウを動画で配信するための体制整
備）

広島県 ラーメンくまごり ラーメンスープで地域事業経済活性化プロジェクト

広島県 株式会社谷岡保険事務所 キッズスペースの創設

広島県 美容室ｐａｚ  －ぱす－ 展示品の購入、及び、店舗改修（展示棚設置と試着スペースの確保）

広島県 有限会社　なか川 首都圏進出！「瀬戸内なか川麺ブランド」プロモーション拡販実動

広島県 株式会社坂昆 新商品を開発し、ホームページ・カタログを活用した販路拡大

広島県 メディカルコート株式会社 顧客管理の向上と新商品オーガニック石鹸による販路拡大

広島県 株式会社ライフパートナーズ 個人事業主に特化した経営情報サービスの発信および保険サービスの提供

広島県 三国酢造株式会社 販路拡大、新規顧客獲得に向けたイベント出店計画

広島県 株式会社Ｃ’ｓ　ＰＯＲＴ
当社開発ツール「職業はつらつ診断」による地域密着型、不調者を出さない元気でいきいきとした職
場づくりの販路拡大と開発システムの改良

広島県 プレシャスサービス株式会社 大人のための会員制読書ラウンジ創設事業

広島県 有限会社峰和 機能性ドッグフード（犬用サプリメント）の新規製造販売

広島県 美容室　リッシュ 新メニュー『まつげエクステ』の導入及び新メニュー導入に伴う店舗改装

広島県 あおやま会計事務所
あおやま会計事務所　認知度向上プログラム～効果的な広報活動等による新サービス体系の普及
促進～

広島県 有限会社千幸堂
子宝に恵まれるための東洋医学の知恵をまとめた小冊子並びに腸内環境をキレイにして健康増進
する快便セットのチラシの作成・配布

広島県 ロイヤルインテリア株式会社 ＨＰや会社案内等の有効活用で、既存客のリピート率と追加工事アップ、新規顧客の開拓事業

広島県 広島焼き鳥処よし坊 高齢者・女性客のための、ユニバーサルデザインを取り入れたトイレへの改修

広島県 有限会社ユニリース広島 契約につながるＨＰの製作とチラシ・広告による自社の認知度アップ

広島県 株式会社大成自動車 『ＨＰとＤＭを活用した販路開拓と新規顧客獲得事業』

広島県 株式会社ＴＡＮＥＭＡＫＩ（たねまき） 接客力を活かした養成スクールにより、新たな顧客を創出する事業

広島県 有限会社セカンドグリッド 海外販売体制の構築並びに「日本茶」ブランドのブランド力向上事業

広島県 株式会社ＴＡＸインフォメーション 販路拡大・新規顧客獲得のためのセミナーの実施とそれに伴うＨＰの改善

広島県 松浦本店 オリジナル包装紙による贈答用地元産野菜ケーキの販路拡大

広島県 フリージーネット 独自の保守モデルの周知により、顧客開拓と販路拡大を図る事業

広島県 ｐｏｏｌ　ｃａｆｅ　ＮＩＣＯ カフェスペース活用による地域住民と高齢者の憩いの場として集客取組事業



事業名事業者名都道府県

広島県 株式会社ダイレクトジャパン中国 空気清浄器の医科歯科医院に対する販路拡大推進事業

広島県 株式会社こでまり 地域ナンバーワンのあなご専門店になるためへの改革

広島県 株式会社食元 農業者、実需者、中間業者間の情報交流促進のための自社ＨＰ作成

広島県 有限会社シーマーケット 自社ブランド商品「けん玉関連グッズ」の本格的な販路拡大

広島県 サロンえいこ つまづき防止のための、段差解消スロープの設置

広島県 株式会社ライフハック 高品質高糖度トマトの商品販促手段の開発と販路開拓

広島県 株式会社サード 新たに女性客を獲得するためのブランディング向上プロジェクト

広島県 有限会社西山水産 府中市「道の駅」基本計画に伴い本社移転による事業拡大推進事業

広島県 株式会社芦田水道工業所 顧客満足を高める為のシステム構築と広報活動強化による売上向上

広島県 素肌美容研究所ＡＮＥＡ福山 販売促進資料の作成とお試し品を活用した新規顧客獲得事業

広島県 大和屋製パン工場 給食ぱんラスクの製造販売における生産体制と広報戦略の強化

広島県 有限会社中林商店 顧客ニーズに対応した加工品のＰＲと販売の強化

広島県 パティスリーパンセ カフェスペースの改良と駐車場のバリアフリー化事業

広島県 手打ちそば　廉 ①持ち帰り用蕎麦の製造販売開始にむけた商品開発、試作、テストマーケティング

広島県 ジンジャーダイヤモンド セミオーダーメードの生姜シロップ販売事業

広島県 ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ｂａｒ　ｉｌ　Ｇｉｏｒｎｏ 和食の技法で作るイタリア料理『イノベーティブイタリアン』でジビエ料理提供リストランテに刷新

広島県 有限会社シャルム菊寿堂 お土産に適した新商品開発とパッケージ改良による売上拡大事業

広島県 きはる 店舗販売体制の強化と地場産品を使った中食の開発による売上拡大

広島県 うちだ 太陽光発電を安価で安心して導入していただける仕組み作り

広島県 有限会社ぬまくま夢工房 備後地場産品の専門店としての店舗改装

広島県 株式会社本家中村屋 アグリフードＥＸＰＯへの出展による全国へのＰＲ活動

広島県 株式会社カエルカンパニー 飲食業界で活躍する人材を育てる「メニュープランナー講座」の開設

広島県 浅数興産有限会社 新規顧客獲得のための新規ＨＰ開設ならびに広報活動

広島県 株式会社広通 身体に優しい「本格中華料理」を女性客にアピールする体制作り

広島県 レトワールフリヨン 広島の天然酵母パン屋「レトワールフリヨン」のブランド力向上と認知

広島県 ＳＵＰＩＮ 新規顧客獲得のための運動教室ならびにセミナーの実施

広島県 瀬戸内焙煎倶楽部合同会社 新聞折込広告での集客と観光客用無料休憩スペースの整備

広島県 株式会社広瀬印刷 印刷デザインのクラウドサービスと受注システムの開発

広島県 株式会社ジョイナス 営業エリア拡大に伴う新規顧客開拓のための広報事業

広島県 株式会社リシェス 上顧客様限定特別ＶＩＰルーム新設　紹介ツールの作成

広島県 有限会社シマタニ時計店 『しあわせの時計』　ブライダル特化プロジェクト

広島県 株式会社福々庵 パッケージや販促物等を統一したトータルブランディングの実現

広島県 Ｌｅ　Ｒｅｖｅ 未開拓の若年層をターゲットとした美容室の経営改革

広島県 株式会社西本ミシン 既存法人顧客の継続から個人向け新規顧客の販路開拓

広島県 有限会社　東山 高齢者や外国人に優しいお手洗い改修工事

広島県 株式会社アシスター 工場へのお客様窓口を作ってのカウンセリング型販売の開始

広島県 チャイサロンドラゴン 集客拡大とお客様の満足度ＵＰの為の店舗イノベーション及び新商品開発

広島県 ｂｉｅｎｖｅｎｕ 働く女性客が、子供を連れて安心して通える美容院にするための店舗改装

広島県 浅野味噌株式会社 視認率と取り扱い易さを改善したパッケージの開発

広島県 株式会社ヤスダ 通販向け商品カタログの作成による販路拡大事業

広島県 ＤｏｇＨｏｕｓｅ・かのん 顧客満足度を向上させファン拡大を目指す！



事業名事業者名都道府県

広島県 有限会社シリウス 一般消費者向カラー選択自由な組立式スチール製ボックスの開発

広島県 志和住設株式会社 新規顧客を取り込む為のチラシと既存客へのＤＭの配布

広島県 白銀 店舗のバリアフリー化と高齢者向けメニュー提供による集客事業

広島県 髙橋佛檀店 ＷＥＢと店頭でのイベントを組み合わせた新規顧客開拓事業

広島県 昇高建設株式会社 「わたしだけの一畳空間ＢＯＸ　」の開発及び販売促進

山口県 うさみ労務経営事務所 〔グッド・バランス・ラボ〕コンサルティング事業の展開

山口県 杉の湯 誘導サイン（看板）の設置工事並びに休憩室の改装による集客増

山口県 山城屋酒造株式会社 山口の数少ない酒造会社が取り組む　自社ブランドの再構築

山口県 株式会社前田石油 石油定期配送の「はいたつハッチ」

山口県 株式会社インテリア紅葉 熟練社員による「輸入壁紙」の提案型営業

山口県 有限会社末廣 刃物メンテナンスと買回り品を集客エンジンとした新規顧客獲得とファン化

山口県 Ｃａｆｅ　ＣＨＩＡＣＣＨＩＥＲＡ　（カフェ　キアッケラ） オリーブオイル普及のための専用売場設置・販促事業

山口県 株式会社エボリューシュン 追加受注強化と、インターネットと会社概要作成による販路拡大

山口県 Ｍｉｌｌｅ　Ｄｅ’ｌｉｃｅｓ 光市特産の果物を原料としたドライフルーツで作る洋菓子

山口県 有限会社太陽商会 販路拡大のための新商品ＰＲの折り込みとポスティングチラシの作成

山口県 マルヤマ水産有限会社 田作りの新商品開発と販売促進事業（店舗改装・商品デザインの統一）

山口県 株式会社Ｇｅａｌ ｉＰｈｏｎｅ修理事業

山口県 株式会社グリーンハート 栄養医学を取り入れた人間ドックの提案とヘルスツーリズムの宣伝

山口県 有限会社レンタックス 「ちょっといいな！　灯り」イベント企画

山口県 株式会社村上組 新規家具販売事業のブランド構築による販路開拓

山口県 三井ヘルプ株式会社 「お父茶んへ」、「ヤーコントコロテン」の売上拡大

山口県 廣華楼 時間が経って美味くなる？プロがつくる本格中華料理の宅配事業

山口県 ＢＥＬＬＥ 「男性エステ最新マシン導入で理容業主体から５年で売上１３８％達成」

山口県 Ｙａｍａｔｏ＇ｓ　Ｗｅｂ　Ｇａｌｌｅｒｙ インターネットを使った販売及び認知・ブランディング

山口県 ＲＩＤＥ　ＴＯＴＡＬ　ＳＥＲＶＩＣＥ 新商品・サービス「ＲＩＤＥカスタムハーレー」開発事業

山口県 有限会社スミヤ 全国初「珈琲の花蜜で食べる珈琲ゼリー」新開発

山口県 タキテクノ お客様の安心と信頼に応える地域密着型店舗のオープン

山口県 サンフォト　タケノ 建築写真撮影ニーズへの対応による新規顧客の獲得

山口県 周南造園株式会社 造園技術を駆使したカフェ、雑貨ショップの開設

山口県 株式会社ヤマウチスポーツ 卓球で楽しく集える店に！

山口県 株式会社　帆万里 ホームページとパンフレットを活用した平日新規顧客の開拓

山口県 株式会社流王 巌流島飲食季節営業

山口県 とくぢ味噌株式会社 販売拡大を目標とした、みそ商品パッケージの改良

山口県 有限会社　小松 こまつ会館の新パンフレットの作成

山口県 有限会社金子植物 花が枯れて土だけになった「プランターの土買い取り事業」

山口県 Ｌｏｃｏ　ｃａｒ　ａｕｄｉｏ　ｓｈｏｐ 自分だけの移動式オーディオルームの提案
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