
福井県 有限会社上杉商店
「若狭小浜の特産品　小鯛ささ漬を全国の食卓に広げよう！」　個人消費者向けに特化した販路拡大
のパンフレット制作事業

福井県 株式会社横山工藝
オリジナルのよさこい衣装を受注制作販売するネットショップ「オーダーよさこい屋」のリニューアル事
業

福井県 有限会社山本呉服店 訪問着、留袖、喪服レンタル事業の立ち上げ

福井県 野尻コンクリート工業株式会社 建設・設備工事用コンクリート製品の販路拡大、直販体制への移行

福井県 有限会社あまから 飲食店から「食」の企画・総合提供事業へ老舗の味ドレッシング工房事業

福井県 株式会社環境Ｅ・Ｍ・Ｃプロジェクト 福井市中央卸売市場一般開放に合わせた福井の味飲食店併設事業

福井県
カフェ　イル　ヴェンティチェッロ　ヒーリングアロ
ママッサージ

サロンのホームページの作成とカフェとサロンの広告掲示

福井県 田嶋酒造株式会社 ＲＩＣＥ　ＷＩＮＥ（らいすわいん）と新商品（地場産本みりん）の本格的販売に向けた販路開拓事業

福井県 株式会社ウタ 昆布と日本酒を使用したアイス、昆布リキュールの販路拡大

福井県 パッムージファーム株式会社 プラセンタ配合有機肥料「Ｐサンサンみなもと」のＰＲ・販路拡大事業

福井県 リラクゼーションハウス・ゴールドマイン プレママにやさしいサロンとしてのブランディング事業

福井県 毎川金花堂 各地の地産品調査と試食アンケートによる地産新商品開発

福井県 株式会社ケイプラス 純チタン製箸とカトラリーの新商品開発・販路開拓

福井県 株式会社ウチイケ ネットショップ事業推進による販路開拓・拡大事業

福井県 魚よし シニア層開拓に向けた膝に優しい高座椅子・テーブルセットの導入

福井県 株式会社中村加工所 既存サッシ枠をそのまま使える超薄型複層ガラスの販売促進事業

福井県 有限会社ガーデントーク モデルガーデン展示場の設営

福井県 有限会社宝永旅館 新サービスメニューの県外ＰＲ、ホームページ再構築事業

福井県 株式会社グロウプス 販促・プレゼンツールの提案による顧客単価向上と、新規顧客獲得

福井県 ＮＳＫＯ株式会社 生産拡大に向けた刺繍パンチソフトの増設及び刺繍技術の継承事業

福井県 有限会社　タマムラ ＷＥＢを活用したレンタル商材の東京への市場開拓

福井県 株式会社吉光工業 省エネリフォーム効果がわかる、設計施工のワンストップサービス

福井県 パン＆菓子工房ｋｕｎｉ
福井県立恐竜博物館の観光客をターゲットにした化石発掘地域産の雑穀の入った勝山恐竜クッキー
のブランディング

福井県 タツマ・アーキテクチャーデザイン コミュニケーション重視のデザイン提案　知名度アップ事業

福井県 株式会社森健 ＪＡＰＡＮ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ２０１５　への出展を通じた新製品ＰＲ事業

福井県 モータリングうえき 地域密着車屋の知名度アップ事業

福井県 大浦自動車株式会社 就業時間内対応安心・安全・低価格車検サービスの提供による新規市場の開拓

福井県 株式会社ヒロ産業 転倒事故を防止する床面滑り止め加工事業の施工テスト及びＰＲ事業

福井県 ハートランド株式会社 ハイセンスな国産眼鏡をお客様に企画提案するための店づくり

滋賀県 株式会社わたなべ陶器 新たな時代の変化に対応した新複合業態となる「ハイブリッド型ギフティング」の確立

滋賀県 有限会社カイロプラクティックさかい ４０～６０代女性を中心としたカイロプラクティックの認知度向上

滋賀県 株式会社たかはし 住まいと人生のクオリティーを高める　プロジェクト

滋賀県 有限会社清元楼 老舗料亭が作る滋賀発ギフト新商品の開発と販路拡大

滋賀県 キヨシ商会 「キヨシ商会」というブランドを築く為の戦略を実行する事業

滋賀県 ＳＵＰＴＮＩＣ 女性に人気のイタリアンレストランが提供する“男性客おもてなし”プロジェクト

滋賀県 有限会社アイ・エス・エム 地元住民への「利便性」と「専門性」ＰＲ強化による販路拡大

滋賀県 株式会社ナカエ 農業関連機械のレンタル

滋賀県 株式会社Ｔｈｉｎｋ　シンク 建物をスクリーンにしたプロジェクター利用の３Ｄマッピング広告

滋賀県 株式会社清原
若年層向け「ふくさ」と自社ブランド「和奏（わかな）」新商品の販路開拓のためのカタログ・パッケージ
製作

滋賀県 ルーチェ鍼灸整骨院 女性院長による女性目線の高齢者や働く女性にやさしい鍼灸整骨院の開設

滋賀県 株式会社ちゃんてぃ ネットテレビ生配信用の可搬型放送中継システムの構築

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

滋賀県 有限会社螺鈿三寶堂 螺鈿蒔絵を施した位牌の販売システムの構築と販路拡大

滋賀県 林フォーム工業株式会社 ＯＡ環境整備によるプレカットシステム導入とプレカット工法の周知

滋賀県 株式会社滋賀フーズ 配達・出張販売強化とそれらを円滑に行うための生産体制の整備

滋賀県 株式会社テクロム 車室内装備品分析用装置の販路開拓事業

滋賀県 株式会社大橋木工所 現代のライフスタイルを踏まえた試作品開発とお洗濯のＰＲ

滋賀県 株式会社住吉製作所 補修機器及び調査用カメラの展示会出展

滋賀県 グリルストーブ 出来立て洋食のテイクアウトとサンドイッチメニューの開発

滋賀県 ＳＴＹＬＥ 『質の高いキレイ』を求める女性への『プロボディデザイン』の認知度アップ

滋賀県 合資会社　魚　和 和室への椅子・テーブル席の導入による高齢者向け法事会食、宴会の取り込み

京都府 株式会社ビークル 学会展示会への出展とサンプル・小冊子配布による販路拡大

京都府 有限会社西デンキ 高齢者へのＩＨ調理器具普及のための実演システムの導入

京都府 らくらく株式会社 自社オリジナル「ＥＣサイト×メディアサイト」の開発

京都府 光章 「ＫＯＳＨＯ」ｏｕｇｉシリーズの販路開拓

京都府 有限会社シナプス 「視る」「聴く」共に　快適で豊かな生活を提供します

京都府 京都電工株式会社 「京都の街の親切なでんきやさん」サイト構築

京都府 カフェ　デ　コラソン 珈琲豆小売り用及びギフト用品のパッケージ等の作成並びにＰＲ看板の設置

京都府 有限会社豊明 展示会出展での、新規卸先・取扱い店舗の拡大

京都府 株式会社スタジオニクロム 「障害者優先調達推進法」対象事業者への広報ツールの作成と営業活動

京都府 平井株式会社 小規模事業者、高齢者・女性起業家向け事業支援サービス付事務所

京都府 有限会社Ｐ－ｌｉｎｅ 『髪のコーディネイトセット商品により新たな顧客層を開拓する』

京都府 まつい樹木メンテナンス お庭サービス（造園業務）、樹木医業務、特殊緑化業務の宣伝広告事業

京都府 株式会社つえ屋 シンガポール高島屋「日本職人工芸展フェア」（２０１４／１１／１２～２０１４／１１／１９）

京都府 株式会社いづみ 小売強化と、新しい顧客層の開拓

京都府 丸染工株式会社 職人の手仕事による男着物の開発と販売強化

京都府 イケダ労務管理事務所 女性の活躍促進　職場でなくてはならない存在を目指す塾の開設

京都府 ＡＺＵＬ電器 展示会（商談会）出展と新規顧客獲得のための当店ＰＲ事業

京都府 ｋａｉｃａ（カイカ）城陽市役所南教室 ｉＰａｄ出張講座の開始・脳若トレーニング講座導入及びそれに伴う販売促進事業

京都府 Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｈａｒｕｋａ ３６０度全方向が動画提供できるパノラマ動画制作サービスの展開

京都府 株式会社ウェディングプロジャパン 「京都で愛を誓い直すバウリニューアル」事業

京都府 有限会社エフシステム 消防設備分野における一体的業務の対応のための体制確立

京都府 有限会社ゼン パソコン・バイク等の修理業務開始と中古品の仕入・販売の強化

京都府 オフィス・モモ 「大人かわいい文化」を京都から発信！ＨＰとフライヤーを一新

京都府 京洛工芸株式会社 本社ショールームの開設、及び常駐専任社員の新規雇用事業

京都府 株式会社タニムラ ３ヵ国語対応（英語、中国語、韓国語）のチラシの作成、広告掲載、外国語ポップ作成

京都府 有限会社フラワーハウスおむろ 京都小鉢シリーズ（京都発盆栽）および産地直送花卉の販売促進

京都府 株式会社比良多 新商品「むげん餅」の販売促進

京都府 藤平陶芸有限会社 京焼・清水焼の本場で行うバイリンガル作陶体験教室による集客

京都府 髪結処　ａｉｍａｎｔ（エマン） 「新規集客に向けてのチラシ制作及び新聞折込、ポスティングの実施」

京都府 株式会社ＤＦＣ フローケミストリー入門キットの試作開発

京都府 有限会社西デンキ木幡店 アフターサービスで地元に貢献し、まち一番の電気屋さんを目指す

京都府 株式会社コトノスタイル 健康志向、節約志向の消費者ニーズに応える京もの雑貨商品の開発および販路開拓



事業名事業者名都道府県

京都府 有限会社フットクリエイト 空間演出した新フットケアサービスと靴お手入れコーナーの新設

京都府 白糸酒造株式会社 アニメコラボ商品の展示販売・ギャラリー

京都府 かっぽう　仙羽亭 フグの皮から抽出したコラーゲンを主成分とした、美肌効果のあるサプリメントの開発、販売

京都府 Ｃｒｅｐｅｒｉｅ　ＣＵＯＲＥ～創作クレープ専門店～ 創作クレープの移動販売に要する広報、及びＰＲ活動

京都府 株式会社ジェイエムユウ 自社ホームページ・ブログの構築とネットショップ開設

京都府 Ｈａｕｔｅ Ｃｏｕｔｕｒｅ Ｒｅｎｃｏｎｔｒｅｒ 京都の理容店初！髪が傷みにくいクリープパーマを中心に販売促進

京都府 株式会社ケイ・ワタベ 「４０代からの住まいづくり」　自分で創る住まいマイホームデザイン教室の開催

京都府 有限会社ティーエスピー 地域メルマガ＆スマホ利用・顧客管理システムの提案・販売

京都府 ライトアイランド
ボディ・フェイシャルに利用するシアバター、オイル量り売り販売※シアバター（シアの木の種子から
製造するボディ・フェイシャルクリーム）

京都府 バーバーショップ　テト 移転オープンする団塊ジュニア向けメンズサロンのプロモーション

京都府 味人（あじと） 増床による座席数確保のための店舗改装

京都府 プラ・ビダ 冷蔵商品充実のための冷蔵ショーケース更新とＰＲ強化

京都府
株式会社辰馬コーポレーション　京料理　せん
しょう（屋号）

京料理の高齢者向け「柔らか食」の開発

京都府 多文化人材情報センター 中国顧客参加型・日中２言語ホームページ（ポータルサイト）の立ち上げ事業

京都府 京都　雲楽窯 工房見学者に配布及び高級ホテルに設置する英語パンフレット及び英語版ＨＰの作成

京都府 Ｊ．Ｊゴルフスクール 「ゴルフ婚活事業」のための情報収集および広報活動

京都府 うゑちゃん 店内外の照明と客席障子と格子の新設による新規顧客獲得

京都府 株式会社丸嘉 古材を部材化して組み合わせたオリジナル家具類の販売促進事業

京都府 有限会社音羽鮓 新商品「味好みいなり」キャンペーン事業と店舗商品パネルの更新

京都府 株式会社ＣＡＳＡ ｄｅ ＭＩＣＨＩＣＯ 弊社妹ブランド、“ｐｅｔｉｔ ｃａｓａ”の本格展開に伴う商品の販売、ＰＲ

京都府 有限会社クラフトカフェ インターネット販売の、より効率的な受注処理システムの導入

京都府 株式会社金生堂 和菓子の小ロットで製造可能な個包装とネットを使った製品紹介の新たな取組

京都府 ｍｉｓｏ 共同オフィスを併設した伝統工芸メーカー支援型ショールーム事業

京都府 株式会社弥栄 十二単和装小物『弥栄（ＩＹＡＳＡＫＡ）』の開発と全国へ情報発信！

京都府 株式会社石川建設 舗装用両面粘着テープ（アステープ）のアイテム拡大に伴う販路開拓

京都府 株式会社メディアクリエイツ京都 外国人受け入れ飲食店向けＨＰ「日本食　食べ方大辞典」の作成

京都府 有限会社匠建装 「遮熱塗料クールテクト・クール君」の塗装工事の拡大キャンンペーン

京都府 株式会社ＧＳクラフト 東京Ｇｉｆｕｔ　Ｓｈｏｗ出展による販路拡大、企業連携事業

京都府 美容室　美姫 時間外対応・訪問施術等、新サービス強化及び最新機器導入による売上増加策の推進

京都府 株式会社レスキュージャパン プロモーションルームの改装と５Ｓ定着化

京都府 瞬彩　やの 京都市北区における当店コンセプトの訴求

京都府 ｋｙｏｄｅｎ衣笠店 「提案できる街の電気屋さん」の実現のための倉庫改修工事

京都府 株式会社ユーサイド 海外での展示会、商談会への参加。海外での栄養表示分析

大阪府 株式会社日本プロトン 新規顧客獲得の為の「関西機械要素技術展」への出展

大阪府 有限会社新栄精器 海外販路拡大用のホームページ及びチラシ、パンフレット作成

大阪府 巷談舎 百貨店（美術画廊）・店舗での個展開催等による販売促進事業

大阪府 有限会社清水営繕興業 販促用パンフレットと新製品パッケージの作成

大阪府 株式会社泉州ベアリングサービス ウェブ作図ソフト導入および自社ウェブサイトの機能向上

大阪府 ステラマリス株式会社 『ステラマリス　ネイル』の開発・開始による新たな顧客層の開拓

大阪府 株式会社Ｃｒｏｓｓ 「楽棚」「出荷の達人」「見える化推進計画」の海外販路開拓

大阪府 株式会社松電舎 光学機器と耐熱内視鏡の展示会出展等による海外・国内販路開拓



事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社画屋 企業の販売力を高める漫画制作業務受託強化事業および漫画レンタル事業の推進

大阪府 美食屋　こころ こだわり料理とお酒での集客にむけた店舗改装

大阪府 配夢 「内職事業」開設に伴う改装工事

大阪府 船越鍼灸整骨院 足に優しいウォーキングシューズとインソール（中敷き）の販売

大阪府 株式会社丸和 老舗店舗の職人技術を生かした、高級毛皮コートのよみがえり事業

大阪府 北京閣 和式トイレの洋式トイレへの改装

大阪府 株式会社シェアウィズ オンライン教材販売サイトの開発及びＰＣスキル研修教材の獲得

大阪府 有限会社八百源来弘堂 肉桂餅（ニッキモチ：生菓子）の個包装化［商品パッケージ（包装）の改良］

大阪府 株式会社ＡＡインターナショナル ファックスＤＭとＨＰ強化を利用した東南アジア言語翻訳通訳サービスの新規顧客開拓

大阪府 株式会社クラスタープラン 法善寺横丁の横丁焼ブランドの確立による販路拡大事業

大阪府 株式会社ポジティブライト 「地域で一番便利な写真・印刷・販促屋さん」という３つの柱を確立する事業改革

大阪府 ユニバーサルマネーコンシェルジュ株式会社 やりくり上手教室の実施

大阪府 株式会社ＡＲＩ大阪 世界初！小型ノイズキャンセル（騒音低減）機器の開発と販路開拓

大阪府 株式会社コラボレーション 折込チラシやダイレクトメールを活用した販路拡販事業

大阪府 有限会社ファーストシーン 段ボール製キャリーバッグ等新商品の展示会出展による販路開拓事業

大阪府 すこやかキッチン合同会社 ネット通販や直販店舗を通じての健康補助食品の商品開発販売事業

大阪府 サンドイッチピコリ 販売ツール（チラシ他）による販路拡大

大阪府 ルシェルシェ 親子３代・母親が満足して頂ける地域密着型サロンの仕組み作り

大阪府 尾生自動車 店舗改装による「コミュニティー型・街の車屋さん」の実現。

大阪府 水間焼伏原窯 高品質化と時短（スピードアップ）の為の電気窯購入

大阪府 小川機械 防音室設置による売上、粗利の向上

大阪府 心晴（こはる）鍼灸院・整骨院 鍼灸院のオンライン・オフライン集患の拡充と一部店舗改装

大阪府 Ｈｏｐ　ｙｏｕｎｇ ヘッドスパを軸とした新規顧客獲得のための販促

大阪府 株式会社エムテイシステム ブランディング強化を目的としたギフト用ジャムのパッケージ（包装）の改良

大阪府 カフェドコロンビア 自動ドア及びトイレの改修工事宣伝力アップのためのチラシ作成

大阪府 株式会社オーリュクス ＡＢＣａｒｔｅ販促手法の改革（ソフトウェア販売販促手法）

大阪府 株式会社グローバルワーク 「Ｖｉｂｒｏ ｗａｌｋ」と言うウォーキングシューズの効果・効能の検証による販路開拓

大阪府 株式会社若狭屋紙商店 介護離職を防ぎたい企業へ向けた大人用「おむつ定期便」事業

大阪府 サクセスプランニング株式会社 『展示会出展により商品の認知度並びに販売アップを目指す！』

大阪府 株式会社河原商店 コンサート、イベント等で販売、使用するグッズの新商品開発及び販路拡大

大阪府 株式会社ピュアクオリティ ＴＶショッピングとの相乗効果を最大限に生かした自社通販サイトの運営

大阪府 有限会社新家葬祭 販促用のチラシ作成・ポスティングとトイレ改装

大阪府 株式会社ベン 現役自衛隊向けの「宇宙でたったひとつ」の自衛隊フィギュア事業

大阪府 夜長堂 店舗の充実で世界に発信！ニッポンの乙女モダン雑貨の紹介

大阪府 アクシスカイロプラクティック カイロプラクティックベッドの増床で患者の回転率向上

大阪府 株式会社登プリント社 専用ホームページ等を活用したオリジナル商品等の販路開拓

大阪府 株式会社ビクター特販 蒸気使用ユーザーへのエコモルダー（蒸気廃熱回収装置）普及事業

大阪府 有限会社ハイ・メタル
ライトユーザー向け製品（歴史的建築物のペーパークラフト）の開発並びに楽しみ方提案による新規
取引先の開拓

大阪府 株式会社デザインプラス 包装資材を小ロットで製作販売する事業「楽らく小ロットシリーズ」

大阪府 有限会社武美屋 快眠マットレスをＰＲ強化することにより、新規顧客開拓および主力商品にする強化事業

大阪府 高瀬貴金属工芸社
ブライダル情報誌「ゼクシイ」を活用して、二人だけの結婚式を模索中のカップルへの、究極のオリジ
ナルジュエリーのＰＲ、及び販売計画



事業名事業者名都道府県

大阪府 中西美装店 家事代行事業の展開における既存事業への相乗効果と売上拡大

大阪府 株式会社カツラギロジテム ネットショップの開設によるプラスワンの販路提供システム

大阪府 株式会社フィール プレミアムサンドイッチの開発と販売システムの確立

大阪府 株式会社雨風 和食調味料の土台であるこうじと関連商品のレシピ開発とその周知

大阪府 株式会社スピカ 不動産の空室を解消させるインテリアコーディネート付家具販売

大阪府 株式会社ＮＯＷＨＥＲＥＳ 『セルフネイルスクール』の開講・広報活動による新たな顧客層の開拓

大阪府 株式会社みなと 老舗会社のイメージ刷新を図る販路開拓事業

大阪府 オシャレサロンハタダ 「カッコイイ大人のオトコ」サービス開発・拡充と広報活動の徹底

大阪府 株式会社クレオ 電車運転士用小型運転士訓練シミュレータの拡販のためのデモ機開発

大阪府 ビューティプロジェクトＦｕｊｉｋｏ メイクアップをプレゼントする「メイクアップギフト」の拡販

大阪府 株式会社ＴＷトレジャー 和紙（手漉き紙と組紐）　雑貨部門『しゅ・わ・りん』シリーズの新展開による販路拡大

大阪府 株式会社ＴＫランド スイーツ小売店舗のオープンと新商品開発

大阪府 株式会社林塗装 住宅塗装元請け工事の主力事業化

大阪府 株式会社ソリダリティ・ムー 新規顧客獲得とファンづくりのためのコミュニティーの構築

大阪府 長谷川金網株式会社 デザイン金網「メタル・ファブリック」を使用した立体切紙キットによる販路拡大

大阪府 一宮物産株式会社 ３本の矢による、家庭焙煎の認知度向上とブランドイメージの確立

大阪府 司電機産業株式会社 植物育成装置のプロモーション作成及びホームページリニューアル

大阪府 エムレオン株式会社 介護事業所向け介護用品小口宅配事業「介護のこまわりくん」

大阪府 ひので食品 料理に合うお米の少量パックの展開とＥＣサイトの構築

大阪府 Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　Ｓａｌｏｎ　ＣｏＣｏＷａ 女性専門サロンにおける新規顧客獲得とツールの作成事業

大阪府 有限会社プレジュール ①　店内のリニューアルによる販売促進力の強化　②　クーポン割引チケットの配布

大阪府 カラーズ・ジュエリー オリジナルイベント実施による新規客獲得

大阪府 光楽堂光國 売筋商品　フルーツ大福餅　のメニュー拡充と詰合せプチギフト販売

大阪府 株式会社ユメホーム 愛犬家の為の住宅事業の開発と販売促進

大阪府 ヨクスル株式会社 品質工学を活用した中小企業のための短期製品開発セミナー事業

大阪府 ＨＡＩＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ　ｓｐｉ☆ｒｉｃａ 新サービス・商品のチラシとＤＭ・ホームページによる販売促進

大阪府 株式会社山口寝装店
弊社の「強み」を引き出したＷＥＢサイトのリニューアル、ＷＥＢサイトへの顧客誘導を図るための折り
込みチラシやフリーペーパーへの掲載

大阪府 藤井写真館 藤井写真館ホームページリニューアル及びリーフレット小成

大阪府 ＬＢプランニング シニア層をターゲットとした、相続対策、資産運用・管理サービス

大阪府 ヘアーサロン　メトロ すっぴん＆艶髪美人プロジェクト

大阪府 カドヤ こだわり野菜キムチセットの本物志向消費向けネット販売事業の開発

大阪府 株式会社三上 新製品開発に伴う関東、中部、九州方面への販路拡大

大阪府 有限会社ビックバン フルカラーでビジョン看板設置による新規もんじゃファン創造事業

大阪府 合同会社サンキュ パーフェクトダイエットコースの認知・新規顧客の獲得ツール事業

大阪府 株式会社大木組 新事業・通関業で、ワンストップで総合物流サービスを提供します

大阪府 みやざき地頭鶏専門店　門出 みやざき地頭鶏を身近に気軽に。

大阪府 和風ダイニング　心（しん） 地産地消立呑みコーナー増設で、売上・客数・利益ＵＰ！！！

大阪府 ＦＡＮＩ　まつうら 今一番元気のある中高年女性好みの高級感演出に伴う売上の増加

大阪府 ローズ電化株式会社 リフォーム部門のネーミング、ロゴ、看板、オリジナルチラシの作成

大阪府 株式会社ネクストフェイズ 士業向け【付加価値ノウハウ】の動画配信サービスの提供

大阪府 株式会社三和製作所 新商品を全国へ販路拡大するための展示会出展



事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社ＡＬＣ 求職者目線での求人ポータルサイトで確実に集客・売上の向上！

大阪府 株式会社トリ風土研究所 幻の地鶏「ひょうご味どり」発信のための食育イベント開催による販売促進事業

大阪府 株式会社菊川モータース 初心者練習用レンタカーのレンタルと、その車で教習を行う事業

大阪府 ハッピークリエイト 処分される梅の種を活用した靴下等の商品開発事業

大阪府 ＫＯＺＺｃｒｅａｔｅ アイアン雑貨新商品開発

大阪府 株式会社グランマ 長期優良住宅化リフォーム事業

大阪府 ネイルサロンＰ＆Ｂ ケアネイルスクールの生徒を募集するためのホームページやパンフレットの作成

大阪府 有限会社　マイ夢 ヘッドスパ・育毛メニューの導入による、新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社丸福 業界初、２００種類のシーズニングカタログの作成

大阪府 株式会社ＨＩＴ ヤング向け帽子・雑貨ブランドの企画・開発・販売

大阪府 有限会社経営キーワークス インターネット会計を活用した「翌日決算システム（資金繰り円滑サービス）」広報宣伝

大阪府 株式会社森安 遺族が故人を偲んでゆっくりお送りできる小規模葬儀会館

大阪府 栄光技研株式会社 「自動車部品加工ＥＸＰＯ」出展による販路開拓

大阪府 株式会社中野鉄工所 エアハブ販売促進ＣＤ製作・配布、エアハブ付自転車直販

大阪府 中尾食品工業株式会社 展示会出展による木灰こんにゃくの認知度向上と販路開拓

大阪府 株式会社ネクサス 高齢者を対象とした「見守り・御用聞き」付加による販路拡大事業

大阪府 Ｊトップ株式会社 自動再生型活性炭ろ過設備の普及拡大拡販事業

大阪府 やまねの森 収容客数増加と、回転率向上のための店舗改装

大阪府 ゆりや化粧品店 化粧品専門店から安らぎを提供する空間へ店舗改装

大阪府 株式会社アッシュファブ デザイナー発掘プロジェクト。テキスタイル界でデビュー・オリジナル生地を販売

大阪府 鮓　信 日本の伝統ある寿司とアメリカから逆輸入の寿司のコラボ事業

大阪府 株式会社リバイタライズ ＤＭ及び展示商談会出展を活用した、廃棄物適正処理事業所の拡大事業

大阪府 ごまめや 韓国子供服通販サイト開設　実店舗でのカード決済導入

大阪府 桜塚パーキング 女性やシニア層が利用しやすい駐車場へのリニューアル事業

大阪府 ビープラスシステムズ株式会社 予防接種受付予約システム「ちゅうしゃうっ太郎」の機能強化と販路拡大

大阪府 モティーブ株式会社 独立開業希望の代理店オーナー支援事業

大阪府 株式会社アジズ 日本米から製造された「ノンフライスナック菓子の販売及び個包装」の開発

大阪府 有限会社ベイリーフ ウィンタースポーツ用プロテクターの普及活動による販売促進

大阪府 株式会社モリタ 体験教室を通じ一般客と接点を増やし販路拡大に繋げる

大阪府 細川毛織株式会社 自社ブランドの発信・販売を目的としたウェブサイトの構築

大阪府 株式会社メディコスパートナーズ 新しい技術を用いた脂肪溶解ローションの製造販売

大阪府 株式会社つーる・ど・堺 オリジナル紙雑貨の広報およびネット販売サイト構築

大阪府 株式会社つつみ屋 食品・鉄鋼・建築業界及び地域イベントに特化した販促用チラシの作製・配布

大阪府 有限会社千総 自社栽培原料を使用した商品開発とブランドイメージの強化

大阪府 株式会社ブラザーテック ダイレクトメールと動画を活用した自治体向け有害獣（イノシシ等）捕獲器の販路拡大

大阪府 ３．ＣＡＦＥ（サンドットカフェ） 地元味噌ベースの新商品開発と設備増強で集客、販路拡大

大阪府 株式会社鳥居 他店との差別化を図り、集客力向上の為の店舗改装

大阪府 木のめ舎 子育てに関する様々な世代の女性を応援するカフェ事業

大阪府 株式会社ユニオン環境 高圧洗浄機を使用した落書き洗浄業務の展開

大阪府 お喜奈 菓銘、店名の入った包装材の見直し

大阪府 株式会社サインズスクエア 医科・歯科・整骨院へ“看板・外観ごとリニューアル”を提案



事業名事業者名都道府県

大阪府 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　Ａｍ．ＡＣＳ カンボジアの極上シルクを日本で手染めする、新製品開発事業

大阪府 株式会社カーチョイス 店舗の改装・及び販促用チラシの作成・配布

大阪府 ゴトーたたみ製作所 オリジナルキャラクターによるブランド化で販路を拡大する事業

大阪府 株式会社ファッショニスタ 地域の潜在顧客にスクールの存在を認知させる本町駅への広告掲出

大阪府 ちまちま工房 販路拡大のためのお豆腐プロジェクト販促ツール事業

大阪府 株式会社　ホット 独自に考案した新しい装身具ベルト用留め金具の試作品開発

大阪府 Ｌａ　Ｂｅｌｌｅ　Ｅｑｕｉｐｅ お店の外観のリニューアルによる　ディナーコースの新たな客層の開拓

大阪府 美脚職人 天然素材！なでしこさぷり販売に向けての広告戦ｌｌｌ

大阪府 ＴＡＶＥＲＮ　３１７ 商品ラインナップ強化と女性客集客獲得を目指す販路開拓

大阪府 自習室うめだ スマートフォン利用者及び近隣住民への新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社エスタス管財 空室解消ツールのブランド化による管理紹介ルート（販路）の確立

大阪府 ＤｏｗｎＴｏｗｎ
パブリックビューイング・各種イベント・パーティーにおいてホール内のムービングライトやスポットライ
ト、ビデオミキサーによる演出強化

大阪府 ドクター・オブ・ジ・アース株式会社 外食産業向け展示会出展による飲食店向け産地直送野菜販売強化事業

大阪府 多田米穀店 「精米番長キャラクター」の創造による精米番長ブランドの確立と情報発信力強化

大阪府 タウ・ステーション
明るい雰囲気の中で気軽に健康相談ができるコーナーの強化を図り、自店のブランド力を高めるた
めの店舗改装

大阪府 株式会社ｅＷｅＬＬ 訪問看護のスタンダードを目指す「ｉＢｏｗ訪問看護システム」の販促活動

大阪府 大岡株式会社 婦人服製造卸業の新規顧客獲得による販路拡大

大阪府 株式会社美さいん 飲食業界に特化した店舗前看板をネット販売するための広告宣伝

大阪府 株式会社アイ テニススクールコート建屋改修工事・照明工事・ネット広告宣伝による販路拡大事業

大阪府 あっと株式会社 店舗用血流観察ＰＲの販促ツール及び血流観察啓蒙ツールの制作事業

大阪府 Ｋ＆Ｍトレーディング 中古車輸出業界初の「お探し専門ディーラー」事業

大阪府 個別指導Ａｘｉｓ　今里校 未来の子供達の人生と夢を創造するＡｘｉｓ今里校の新規販路開拓

大阪府 Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｃａｆ　ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ お食事ワッフルの開発

大阪府 株式会社淀川製作所 オーダーメイド電気ロードトレインを始めとする電気自動車の販路開拓

大阪府 花あずき 専門学生とコラボしたオリジナルパッケージ（包装）の作成

大阪府 神子エンタープライズ 健康増進に配慮した漢方成分配合１６種健康茶の販促活動

大阪府 有限会社ハーバ・ファーム “自分の免疫力、見てみませんか”看板、ＨＰによる新規客の開拓

大阪府 株式会社シーガルボストン トレーニングに伴うスポーツサプリメントの開発

大阪府 有限会社アルファ・スクール 受講生獲得における情報発信のためのＨＰ・販促ツール・看板作成

大阪府 有限会社アイフコンピューティング
パソコン・タブレット出張授業（安心スペシャルサポート事業）～年をとるごとに若返り、健康になろう
～

大阪府 株式会社Ｔ．ｃｒｅａｔｅ 『放課後等デイサービス』の開設に伴う販路拡大事業

大阪府 株式会社プロテクティア カテキン誘導体ＣａｔｅＰｒｏｔｅｃｔを活用した製品の販路開拓

大阪府 有限会社ティ・エス・ディ 新規顧客開拓の為のホームページ再構築

大阪府 新町クラブ 麻雀をつかって健康の増進と地域コミュニティ強化。健康麻雀教室

兵庫県 アーキテック株式会社 雨漏り赤外線診断事業「雨漏りドクター」

兵庫県 株式会社佐竹商店 足からの健康づくりを、靴と中敷きでできることのＰＲ

兵庫県 株式会社メイワインターナショナル イランＦＡＲＨＡＤＩＡＮ社製手織り絨毯　プレミアムギャベの販路拡大

兵庫県 有限会社デザインルームいわなが シニア向け高級婦人服の開発と販促用カタログ作成

兵庫県 株式会社姫路樹脂化研 住宅塗装元請け工事の主力事業化に伴う企業変革

兵庫県 株式会社トータルリンク ｐｃ－ｓａｆｅアドバイザーによる新規顧客開拓事業

兵庫県 髪心和処（かみごころ・なごみどころ）
４０代の白髪に悩む女性がいつまでも若々しくいただく為の「髪を傷めない頭皮に優しい白髪染め
サービス」の拡販事業



事業名事業者名都道府県

兵庫県 神戸山手法律事務所 Ｂ型肝炎給付金訴訟の専門ウェブサイトの作成

兵庫県 有限会社アクセスコーポレーション 「印刷し放題プリンタ」のＨＰ・チラシ・看板等を用いた顧客拡大

兵庫県 花川製麺 インターネットと看板、紙媒体を使った集客力強化事業

兵庫県 株式会社アルファ商事 可動する永久磁石ネオジムを内蔵した家庭用磁気治療器の販路開拓

兵庫県 癒やし空間なちゅらる 新規集客に向けての、折り込みチラシの制作、及び新聞折り込み、ポスティング

兵庫県 とみおか鍼灸接骨院 市外からの転入者への広報、宣伝活動による経営安定

兵庫県 有限会社ケイ・アンド・ケイ ヘッドケア循環システムを活用した、新美容器具の開発・販路拡大

兵庫県 マルシン 顧客満足度向上のための体験コーナー設置による遠近両用メガネ拡販事業

兵庫県 ｊｏｕｉｒ（ジュイール） フェイシャルと酵素ジュースの導入による全身トータルケアの提供

兵庫県 山田鋼材株式会社 少量プレス製品の代替としての、レーザー加工金製作による販路拡大

兵庫県 えなみ鍼灸整骨院 地域の高齢者を元気にする「訪問鍼灸サービス」の提供

兵庫県 株式会社ナカオストアー じゃこやき御進物で、どうだい？大作戦

兵庫県 有限会社かき庄 高齢者が行きたくなる、ゆったりと過ごせる店づくりとＰＲ活動

兵庫県 株式会社たなか酒店 「輸出事業拡大の為の現地マーケティング活動及び海外ＷＥＢサイト構築事業」

兵庫県 炭火焼肉　呼友 座敷を掘りこたつへ改装する

兵庫県 川福 店舗前階段のスロープ化と手摺り、座敷内に手摺りの取付事業

兵庫県 株式会社アドバンテージ アジア３カ国へ事業展開する企業をサポートするためのパートナー開拓

兵庫県 ビッグホーム流通有限会社
「町の不動産屋」が行う、「小口顧客専門（４，８００万円～８，０００万円の相続財産層）」の相続税法
改正に対応した不動産有効活用の無料相続セミナー・相談会の開催による新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社ウエシン 「家屋とお庭のトータル・リノベーション」開拓事業

兵庫県 ｍｏｃｃｏ（モコ） ３Ｄ　プリンター導入に伴う新たなサービスの提供及び当店認知度アップに伴う利用促進

兵庫県 ロジ・コンビニエンス株式会社 「ロジコン　物流システム相談所」の開設

兵庫県 株式会社　アルフィット 学生制靴に対するメディカルサポートシューズの開発

兵庫県 株式会社ＵＦコンツエル 乗降客数の多い駅近立地を活かした集客力強化事業

兵庫県 大分・中津からあげ　たんでん からあげ屋が始める「焼き鳥」部門事業

兵庫県 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＢａｍＢｏｏ イケパパ委員会　頭皮と一緒に若返りプロジェクト

兵庫県 株式会社　アートプロ 世界初の仕様となる「ブレスレット装着補助器具」の販路拡大

兵庫県 紀祐産業株式会社 様々な顧客ニーズに対応した受託充填加工品事業による販路拡大

兵庫県 上野　裕史
専門家による相続関連のセミナーを開催して、潜在的ニーズを喚起し、その直後に生命保険の有用
性を説明することで、顧客獲得を目指す

兵庫県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＴＲＥＡＴ
３部構成ＰＲチラシ作成によるファン創り事業　～ハーブカラー、エアウェーブの提案及びお子様チャ
リティカットの開催～

兵庫県 長崎伸栄堂 夜ケーキ需要開拓及び知名度向上事業

兵庫県 有限会社クルーズ 「宝塚銘菓　宝塚フィナンシェ」　宝塚大劇場ショップに置く商品サンプルの製造とＷＥＢサイトの構築

兵庫県 株式会社食品館わかさの 「地元野菜の販路拡大に向けた展開」

兵庫県 有限会社市場印刷 集客効果を高める新商品「ポケットチラシ」による販売促進活動

兵庫県 有限会社キョーヒメ
地域密着型・インテリア設計士による「目で見て解る＆触れて解る・住空間の新しいカタチと居心地
良さ」新築・リフォーム総合プロデュース事業

兵庫県 有限会社アイプラ 一般ユーザー新規顧客獲得のための新たな店舗づくり

兵庫県 ルパルタージュ 在住外国人新規獲得に向けた外国語対応のホームページを立ち上げる

兵庫県 有限会社栄光社 『かっこ新しいスタジオ』事業向けの新規顧客開拓の為の販促宣伝

兵庫県 下村産業有限会社 業界初の見る方向により異なる表示が見えるゴム製道路標識の開発

兵庫県 小田鉄工株式会社 ロートアイアン教室の新設と受講生としての新規顧客開拓

兵庫県 安富建具製作所 広域な商圏を実現したビジネスモデルの高度化による新規顧客開拓

兵庫県 エルソル広告相談所 地元女性のための起業・開業・営業応援イベント開催



事業名事業者名都道府県

兵庫県 梅桃企画 ３Ｄプリンター導入による電子機器開発業務の高度化と販路開拓

兵庫県 株式会社中西工作所 車屋だからこそできる介護タクシー開業サポート事業！

兵庫県 有限会社ユアブレーン 中小企業幹部・従業員向けマネジメントゲーム研修事業の販路開拓

兵庫県 ＦＬＯＷＥＲＳ ＹＵＣＡＮＤ 地域住民参加型のフラワーイベントで地域一番店を目指す

兵庫県 ＧＧエンターテインメントサービス株式会社 西宮店のファミリールーム開設とそのＰＲ強化によるファミリー層獲得のための事業

兵庫県 ジャンリュック動物病院 小動物のシャンプー・トリミング事業

兵庫県 株式会社 ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ ランチ客拡大のためのテラス席の整備

兵庫県 定方　真悟
独自システムでニーズを把握し商品を開発する、オリジナルブランド日本伝統工芸品の国内・海外
ネット販売

兵庫県 つついカイロ 新規顧客開拓のための広告宣伝事業

兵庫県 パソコンスクールこねくと 小中学生向けコンピュータプログラミング講座の開設及び教室のＰＲ事業

兵庫県 株式会社ＢａｙＴｒｉｐ マリーナ保管に不可欠な「船台」のリサイクル・販売事業の販路拡大

兵庫県 Ｌａ　Ｃｈｉｃ　（ラ　シック） 新規客獲得のための折込みチラシ作成、ポスティング・駅前での配布活動

兵庫県 みなべ国際行政書士事務所 国際業務サービスの広報拡充と法人向けサービスの展開

兵庫県 コミックバスター西宮駅前店 ランチメニューの充実でＣＳアップと、新規ビジネスマンの獲得

兵庫県 ＫＩＮＧＬＹ　ＣＯＦＦＥＥ 開業２周年およびネットショップオープンセール

兵庫県 茨木酒造合名会社 海外販路拡大のための小容量製品（小瓶）プロモーション事業

兵庫県 有限会社トーメー 薬剤を用いないシロアリ駆除のホームページ集客強化事業

兵庫県 ＢＵＹ　ＭＡＲＴ（バイマート） 染み抜き機材の取り入れによる出品業務の効率化

兵庫県 浜焼酒場　はましん 軒先の席数増加による地産地消と販売販路の拡大

兵庫県 ヘアースペース　Ｂｅｌｌ　ｄｅ　ＴＩＡＲＡ
４０代の白髪に悩む女性がいつまでも若々しくいただく為の「髪を傷めない頭皮に優しい白髪染め
サービス」の拡販事業

兵庫県 ペガサス園田教室 新メニュー「理科実験」「四字熟語カルタ」による新入生獲得

兵庫県 有限会社アドバンスオール 「達成感が得られるＤＩＹサービス」開始による販路拡大

兵庫県 ｓｋｉ経営サポートオフィス 介護事業・運送業に特化し、助成金を入り口としたｗｅｂサイトの開設

兵庫県 有限会社アイエヌインターナショナル 世界と戦うためのブランディング構築とラベルデザインのリニューアル

兵庫県 セバスチャンＤＩＮＩＮＧ ぐるナビ・ホットペッパー・動画でウエディングパーティー事業を強化

兵庫県 ベースボールプロショップＷＩＮ ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋを新設し、リスティング広告、Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告を使って新規顧客獲得

兵庫県 株式会社　播磨紙粧 クールジャパン戦略を活用した和紙クリアファイルの海外展開事業

兵庫県 株式会社　クリエイション 介護・福祉業界の評価制度・賃金制度構築サービスの拡販

兵庫県 コロンビア珈琲株式会社
パンフレット作成及び広告宣伝事業＊当店の魅力をわかりやすく解説したパンフレット作成＊雑誌、
新聞、インターネットなど、あらゆる媒体での広告宣伝

兵庫県 のーとる 『日本土産屋としての専門店化』英語表記の商品説明カード作成・風呂敷（名入れ）ギフトラッピング

兵庫県 甲東ミルクファーム 当社商品・サービスの強みを伝えるＨＰの追加とレジ袋の作成

兵庫県 株式会社はやのや 女性が着物で歩くまち姫路！１０代～２０代の女性をターゲットとした着物ファン作り

兵庫県 合資会社ＳａｋｏｈａｎａＷｏｒｋｓ “武庫川の方のため”の『Ｓａｋｏｈａｎａ アイラッシュ 』の開発と広報活動の徹底

兵庫県 うはら特許事務所 知的財産支援の空白地域解消計画

兵庫県 株式会社荒木商店 外出が難しい高齢者の為に自宅へ日用必需品をお届けするサービス

兵庫県 坂本商店
日本の伝統技術である「鞣し（なめ）」と「漆塗り」の技が融合した姫路黒桟（くろざん）革（がわ）による
異分野への進出について

兵庫県 榊原行政書士事務所 「専門家チームによる手続・遺言手続き相談ワンストップサービスの販路拡大」

兵庫県 有限会社中口漬物 低温スチーム加工による『野菜ドレッシング』の販路開拓

兵庫県
合同会社グローバルエデュケーショントワーズ
トゥモロー

新規Ｗｅｂサービス（サービス名：カナダ留学ノート）の顧客獲得

兵庫県 剣松産業株式会社 特殊チップソーと新開発自走式ブレードの全国的ＰＲと販路開拓

兵庫県 八朔建築
営業エリアを限定した新規顧客獲得のためのイベント開催と営業力強化のための販促ツール制作事
業



事業名事業者名都道府県

兵庫県 リラクゼーションサロンＴＥＴＥ
ビジネスウーマン・オシャレ女子に人気ＮＯ，１雑誌への掲載　「リラックス＆ビューティー」をテーマに
癒し・健康・美容のイベント、スクール活動

兵庫県 株式会社マルサ商店 ホームページ開設、活用による販路拡大

兵庫県 靴専科苦楽園店 劇的にきれいに修理クリーニング、プロ技仕上がりＰＲ事業

兵庫県 ２３３ 週を通してのランチ営業による新規顧客獲得事業

兵庫県 有限会社スーリール 地元小西酒造の清酒を使用した商品開発による『白雪バームクーヘン』事業

兵庫県 ｃａｆｅ　Ｍｏｎ パンケーキ＆フレンチトーストの商品開発と販路拡大に伴う「おもてなし」大作戦

兵庫県 株式会社アイコン ＩＣＴ×認知症予防事業

兵庫県 株式会社ロッコーエンジニアリング 国内自動車メーカー用コンテナ輸送デモ架台の製作（改良型販促デモ機・マザーラック）

兵庫県 株式会社アンジェリーナ．ｊｅ おしゃれ拘束服事業の展開と販促強化

兵庫県 ＳＡＩＪＯ 当店オリジナルの「神戸のお土産の定番」となる新商品開発

兵庫県 株式会社ＭＢＡ ホームページリニューアルと複数店舗一括登録管理システム構築

兵庫県 紅茶専門店・紅茶教室ラクシュミー 紅茶レッスン拡大のための教室整備と広報強化事業

兵庫県 カフェ　ラヴニール 日本屈指のＱグレーダーが厳選したスペシャルティコーヒーの販促事業

兵庫県 ヤマジ工房 地元播州織生地を使ったオリジナル商品の開発・販売による顧客・販路開拓

兵庫県 株式会社創輝 高品質無機塗装による販路開拓のためのチラシ配布と垂れ幕作成

兵庫県 ごはんや凸、からころ凸 ご当地コロッケ・唐揚げ、飲食店販路開拓とさらなる商品開発

兵庫県 けんしん亭 葬儀・法要顧客獲得のパンフレット作成及び店内リニューアル

兵庫県 はぎはらモーター ネット再構築、電光看板設置による商圏拡大・顧客開拓

兵庫県 株式会社ＫＳコンサルティング 路面入口に設置する立て看板の製作・設置

兵庫県 株式会社プロネット 音声応答システム（ＶＩＣ）の開発事業

兵庫県 株式会社アメニティ 一人暮らしを始める女性が安心して相談できる『街の不動産屋さん？』事業

兵庫県 二コ・ファームうえだ イチゴ農家６次産業化、及びネット販売によるブランド確立

兵庫県 和食御馳走ごはん　あの頃 懐かしい昭和を感じていただける“あの頃”事業

兵庫県 株式会社ボディライト ①ＯＬ集客４０％ＵＰの広報と快適空間作り。②新店舗の広報関連

兵庫県 介護ライブラリ デイサービス専用のＪｉｍｄｏテンプレートを使ったホームページの販売

兵庫県 株式会社トライス 新しい情報伝達ツール「デジタルスタジオ」事業

兵庫県 ｍｕｍ株式会社 独自染料または釉薬の開発によるオリジナル食器の企画販売

兵庫県 Ｆａｔａ オリジナル商品の魅力アップと周知

兵庫県 ＬＵＣＯ オーガニックコットン製品のイメージチェンジによる顧客開拓

兵庫県 有限会社ウェルビー 付加価値創造による、販路拡大と顧客満足度の向上で売上アップ

兵庫県 マルタ産業株式会社 ガソリンスタンドを基点にした車のトータルサポートサービスのＰＲと顧客開拓

兵庫県 株式会社市井屋 再発見！ＮＩＰＰＯＮの農力

兵庫県 えんゆう株式会社 「ひょうごイナカフェ・ビアガーデン」実施による新規顧客の拡大

兵庫県 株式会社ＺＩＰＡＮＧＵ－８ 老舗珈琲店が創り上げたおもてなしスイーツのブランド力及び認知

兵庫県 ＪａｐａｎＯｒｔｈｏｐｅｄｉｃｓＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＬａｂ． 設備導入によるインソール（靴の中敷き）の製造コストの削減、ならびに出張販売の展開

奈良県 株式会社中谷堂 外国人観光客を魅了する和テイストの店舗作りと安全の確保

奈良県 割烹　一心
新規顧客層として「近隣の食にこだわる高齢者層」をターゲットに現在、奈良県内に２店舗しかない江
戸前鰻料理を提供し、掘りコタツで味わってもらう為の店舗改装事業

奈良県 やきとり鶏子 「やきとり鶏子」店舗改装事業

奈良県 奈良やまと株式会社 正倉院文様のオリジナルペルシャ絨毯の企画・販売

奈良県 株式会社奈良オートセンター 個人向けトランクボックス賃貸業

奈良県 株式会社オザキ 『地域情報誌への継続掲載と店内快適化でおもてなし強化』



事業名事業者名都道府県

奈良県 和モダンキッチン　にこすたいる 古都奈良の観光地「ならまち」の飲食店が行う販売促進活動と快適な空間提供への取り組み

奈良県 有限会社エンジェ 地元マスコットキャラクター「みくちゃん」ケーキの企画・開発

奈良県 株式会社　ウエムラ 販路開拓のため展示会「第１７回関西機械要素技術展」へ出展

奈良県 大卯商店 看板の改良とチラシによる「食のセレクトショップ」ＰＲ事業

奈良県 株式会社バロン ホームページの改良による販路拡大及び転換率（成約率）の向上

奈良県 株式会社加藤商店 うねび漬（白瓜奈良漬）の需要促進を図る少量パッケージ化事業

和歌山県 漆屋はやし 紀州漆器伝統工芸士として自社高付加価値漆器製品のＰＲ販売促進

和歌山県 地酒みゆきや お酒の熊野めぐりシリーズ化の構想・構築

和歌山県 株式会社おたすけママ 自宅でも、一人でも栄養管理ができる健康応援弁当のＰＲ、宣伝

和歌山県 有限会社樽の味 ネット広告宣伝事業

和歌山県 株式会社野上屋 レストラン・ウエディングパーティー

和歌山県 有限会社畑中香房 展示会への出展による販路開拓、拡大事業

和歌山県 株式会社コーゾー 伝統的な紀州産シュロ製品の開発及び新規販路の開拓

和歌山県 ｍ’ａｆｆａｂｌｙ（エムアファブリー） 「いよいよ和歌山に行ってみようキャンペーン」でＰＲ

和歌山県 ＲＥＩ ＣＡＦＥ 地元の素材を活用した新ジェラード商品の開発と店内バリアフリー

和歌山県 和味 通販サイトの新設、及び地場産品を使ったジェラートの開発

和歌山県 黒　潮　堂 少子高齢化と増加する観光客に対応した快適な売場づくり

和歌山県 おかしのどんぐり 糖質抑制素材と地場産素材を活用した健康で安全な新商品の開発

和歌山県 白井スタジオ 写真技術と写真印象向上一体型パンフレット制作・広報事業

和歌山県 ハマバタ 弁当・惣菜お持ち帰り用商品の販売促進・集客のための改装プラン
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