
徳島県 有限会社前田食糧 中京・関西圏への戦略的ポスティングによる販路拡大

徳島県 ココクラブ
・自社ホームページ作成による健康やウエルネスに感度の高い女性客への情報発信と地域におけ
る自社認知度向上事業・自社制作の認定「とくしまバーガー」の知名度向上及びテイクアウト販売に
よる売上向上事業

徳島県 とらや 徳島県の名産「鳴門金時」と「和三盆糖」を使用した新しい菓子の製造。

徳島県 中央環境クリーン株式会社 人と環境に優しい安心工法を用いた害虫駆除サービスの認知度向上と販路開拓

徳島県 有限会社カメラのクワハラ 店舗敷地内屋外スタジオ新設事業

徳島県 小川屋食堂 厨房器具導入による製造能力のアップと販促用チラシの作成、配布

徳島県 株式会社茜庵 徳島地産の“和三盆糖”を使った一口羊羹「和三玉（わさんたま）」の改良新発売

徳島県 有限会社和田の屋 徳島の名所化に向けたＨＰ作成、パッケージデザインの一新・広報

徳島県 ハイメール化成株式会社 ＰＰフィルム袋の片面穴あけ加工による高度な顧客ニーズへの対応

徳島県 上野写真館 衣装展示スペースの改装によるサービス向上と販路拡大

徳島県 株式会社バンブーケミカル研究所 半自動竹粉作製装置の開発、及びその販売促進活動

徳島県 かず接骨院
他機関と連携した交通事故サポートに関する広報事業および交通安全、自動車任意保険加入の呼
びかけ

徳島県 有限会社　三和 手造り冷凍惣菜を使用した新メニュー開発及び新規顧客開拓

徳島県 井関製菓 新商品取扱い並びに販売による販路拡大・売上増加

徳島県 おいし工房 オリジナル商品を活用した新レシピ提案パンフレット作成事業

徳島県 株式会社エーシーネット お見合いサービスホームページ等作成（特設サイト・パンフレットの作成）

徳島県 株式会社菜々屋 オリジナルパッケージサービス／野菜の中身見える化サービス

徳島県 三芳菊酒造株式会社 首都圏、海外向けブランドの開発及び営業アイテムの作成

香川県 吉川和良税理士事務所 相続税概算計算の個人向けＨＰ作成等による相続サポート

香川県 釜出しさぬきうどん　めん一 バリアフリー化等の店舗改装

香川県 株式会社杢創社 無垢材挽き板エンジニアリングウッド商品群によるブランド化「Ａｒｉａ＆Ａｕｒａ」

香川県 株式会社ミスター・クリーン 地域密着を目指した個人顧客新規開拓

香川県 すまいる学習塾 「勉強の苦手な子も通える塾」という認知度を上げる広報活動

香川県 株式会社サンクラッド 通販サイトの構築及び機会ロス減少のための店舗改装

香川県 ＴＩＫ株式会社 貸し手と借り手の想いをつなぐ街中古民家再生プロジェクトＰＲ事業

香川県 菓子処　坂口屋 地域初の土産商品を開発！安心、安全な和菓子の提供！

香川県 有限会社ケーアンドケーカンパニー リフォームコニー「キッチンスタジオ」広告宣伝

香川県 サントラベラーズサービス有限会社 行ってみよう！やってみよう！シルバーエイジ感動再体験！

香川県 株式会社三豊印刷 小部数、短納期、高品質、名刺（カード）印刷技術を活用した販路拡大

香川県 有限会社今屋老舗 水出し番茶に特化したホームページの作成

香川県 ダイエークリーニング 洋服のリフォームメニューの充実と靴クリーニングの技術の習得

香川県 株式会社大地の響 新規顧客獲得！地元地域での認知度アップを図るＰＲ事業

香川県 有限会社高木果実店 地産地消　〝さぬき讃フルーツ〟普及の為の看板工事

香川県 丸亀被服株式会社 理美容業界の展示会に出展し、弊社製品クールクロスをＰＲする

香川県 有限会社寿司伝 坂出ブランドの素材を使った弁当・寿司の店頭販売ブースの新設

香川県 株式会社お寿美 お好み焼き　お寿美ブランドの復活

香川県 有限会社山本縫製工場 建設業・農業等の熱中症対策商品「サマーベスト」の販売促進事業

香川県 森江綜合法務コンサルティング 行政書士合格ネット塾・半サラ起業ネット塾

香川県 株式会社請川窯業
地域の町並みにマッチしたファンタジア瓦の混ぜ葺きを勧めるパンフレットの作成・ダイレクトメールを
利用したパンフレット・見本の配布による営業活動

愛媛県 株式会社オトガ 弊社オリジナル「熱中飴・しおとあめ（仮名）」販路開拓事業

愛媛県 株式会社ＣＯＣＯユニオン シニア世代の写真需要の確保　～あなたを１０歳若く美しく撮りましょう～
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愛媛県 ＴＯＰＡＺ　（トパズ） たもぎたけの全国への販路拡大

愛媛県 鉄板焼き　火ダルマ 「愛媛・松山代表」として自社オリジナル商品を日本全国へ

愛媛県 サンエレクトロニクス株式会社 デコレーションキャンドルの開発事業

愛媛県 ＡＢＣ　Ｒａｉｎｂｏｗ＋Ｓｔｕｄｙ 新規顧客層を定めた体験キャンペーンの展開により販路拡大事業

愛媛県 Ａｌｂｅｒｏ プレミアムトリートメント・スカルプケアヘッドスパの提案

愛媛県 株式会社八久茂 新商品の開発に伴うメニュー及びメニュー表の改定と仕出し部門の強化

愛媛県 株式会社ＳＯＵＮＤ　ＧＡＲＤＥＮ うれしい！たのしい！こどもの音楽教室「こどもウレタノ！」

愛媛県 有限会社沢田酒店 コーヒー、紅茶の販売と新規顧客獲得のための販促強化

愛媛県 Ｓａ－Ｒａｈ 定番服とコーディネートできるデザインの服やアレンジの服作り

愛媛県 株式会社一笑堂 販路拡大のための工場見学と新商品開発

愛媛県 株式会社しまなみコットンファーム 展示会出展での販路拡大事業　新製品の開発　販促用ＰＲ

愛媛県 株式会社ウイン・ドゥ 東予地方の農水産品・加工品を、自店舗ブランド（プライベートブランド）商品として開発、販売促進

愛媛県 焙煎珈房ＮＯＮＡＫＡ 認知度ＵＰの為の自家焙煎珈琲ドリップパック・リキッドベース開発

愛媛県 有限会社スタイリッシュガーデンみたか 「しまの　和」　結婚　－幸せになろうプロジェクト－

愛媛県 いろは工務店 窓からできる省エネ工事で快適住まいを手に入れよう

愛媛県 有限会社上野サイクル スポーツ自転車のトータルコーディネイトができるディスプレイ

愛媛県 ｃｏｓｈａ ポーターズペイント体験イベントの開催

愛媛県 リリーフ 忙しい女性を応援するための時短美「エステ・ネイル融合事業」

愛媛県 株式会社エルパティオ ママセレクトお中元カタログ製作ならびに自社ブランド立ち上げ

愛媛県 四季香るｄｉｎｉｎｇ　たきざわ 外国人観光客向けのメニュー開発とメニュー表の作成

愛媛県 小笠原写真館株式会社 縮小する記念撮影マーケットに対し「親孝行マーケットの創造による売上アップ」を図る

愛媛県 暁　工　房 真珠製品のプライベートブランドの立ち上げ事業

愛媛県 株式会社ひめ美じん 愛媛県産の温州ミカンのエキスを使った新商品クリームの販路拡大と広報事業

愛媛県 三侊スタジオ 出張フォトサービス

高知県 飲み処食べ処　　くもん屋 女性や県外客などの新規顧客の獲得を目的としたトイレ改装やメニュー開発とＰＲ

高知県 ブルースカイ バイク部品、グッズの製作の為のフライス盤の導入と新規顧客層への新たな取り組み

高知県 清水商店 弁当、寿司、惣菜などの中食ニーズをとらえるための冷蔵高湿ディスプレイケースの購入

高知県 石  松 女性客と高齢者層客等の新規顧客を獲得するためのトイレ改装と座敷用テーブル、イスの導入

高知県 だるま味噌株式会社 新顧客獲得のための無添加商品の開発にともなう新ブランド立ち上げ

高知県 蒟蒻芋
団体客獲得のしやすさを目指した店舗カウンター改修と新規顧客獲得のためのチラシ、サービス
カードの作成

高知県 株式会社Ｐ＆Ｐ 循環型リサイクルシステム構築による環境負荷軽減のグローバル化

高知県 宗田鰹作物販売株式会社 宗田肥料及び宗田肥料を使用して栽培した、農産物の販路開拓

高知県 株式会社ＭＩＳＡＫＩ 「選択機能を強化する新パッケージの開発および効果的ＰＲ方法の確立」

高知県 ペンションサライ 動物と憩える場の創出とお客さまの利便性・快適性の向上

高知県 株式会社エールデジタルデザイン
スマートフォンカバーの製作・販売の為の３Ｄ昇華プリントシステム導入と、新規顧客層への新たな取
り組み

高知県 ゆみちゃんストアー 超高齢化の地域を宅配と見守りで支える

高知県 遊食多囲 農家と漁師から直接食材を調達する子育て世代応援型居酒屋の創業にかかる販売促進

高知県 株式会社ＩＣＵ 「見込み客の発掘を行い、作業の標準化を図る簡易ＨＰパックサービスの導入」

高知県 ココフーズ 大津工場「直販所」の周知

高知県 釣吉釣具店 新規顧客獲得を目指しルアー釣りに重点を置いた陳列の見直しと店舗改装

高知県 フェデリコフーズ株式会社
「石窯ピザ」のネット通販開設のためのコンテンツ作成とホームページのリニューアル並びにネット販
売用メニュー開発
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高知県 有限会社はたやま夢楽 個人向けリーフレットと商品価値を高めるパッケージの開発

高知県 高知食鶏加工株式会社 四万十鶏とシチメンチョウを使った新商品開発と販路の拡大

高知県 武政商店 無添加でタウリンたっぷり、家庭で手軽に使える「宗田節」の商品開発と販路開拓

高知県 鳥よし 焼き鳥製造能力アップによる新規顧客開拓と売上拡大

高知県 中央印刷株式会社 全国ゴルフ場向け印刷物の販路拡大

高知県 ふるや酒店 オリジナルビール（ＰＢ商品）の開発による新規取引先の開拓

高知県 有限会社陶器のみやざき 地元芸術家等の作品展示場設置事業

高知県 有限会社新谷商店 宗田節関連商品のパッケージ改良　商品紹介パンフレット制作

高知県 Ｋｉｄ’ｓ　Ｒｏｏｍ　いるかのジャンプ 外遊びイベントの実施による集客力強化

高知県 有限会社せいぶ印刷工房 高知県西部地域活性のための販路開拓・広報事業

高知県 環境企業　エコボロン高知西 「健康被害を起こさないホウ素系防蟻工事の普及拡大」

高知県 ウェアプリントショップ　ぷりん太 冬物ウェアの品ぞろえと、交果的ＰＲ方法の確立

高知県 有限会社クラフトハート 介護職員初任者研修のコース開設

高知県 エクスガーデンズ エクステリア展示場への集客を図るための効果的ＰＲ

高知県 矢野運送有限会社 「ワークライフバランスを推進する、新サービスのプロモーション強化事業」

高知県 株式会社愛光 効果的アプローチによる潜在顧客の掘り起こし

高知県 有限会社下田食品 「量販店で販売しない豆腐」シリーズを扱う小売店の開設

高知県 光の種 チャンスロスをなくす生産体制の構築（生産能力の向上）

高知県 株式会社ニュートンズ 新商品「屋外用ゴルフパット練習マット」の開発・販売

高知県
総合歯科技工所　有限会社ワールドラボラト
リー

インプラント治療に特化した受注の拡大

高知県 株式会社上町池澤 関西圏業務筋への産地直送ＰＲ

高知県 山長 高知県夜須町栽培の『エメラルドメロン』の食べ頃提案の再構築事業

高知県 ひろせ食堂 新規顧客獲得のための店舗外装リニューアル

高知県 有限会社鍋島工芸 下請けからの脱却！　オーダーメイド家具工房としての販路開拓
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