
採択事業者リスト

徳島県 テイク 結婚披露宴のインターネット中継サービス提供

徳島県 ハイメール化成株式会社 新商品「吊下げ具付ＰＰフィルム袋」の開発及び広報事業

徳島県 株式会社ソフィアズインターナショナル 学習塾における不登校・学習障害児への子育て支援と学力保障

徳島県 Ｓ．ＶＭＯＢＩＬＥ．ＳＥＲＶＩＣＥ 地物の商品で栄養バランスを考えた「アスリート養成弁当（仮称）の製造

徳島県 株式会社蓮菜 個室増設による新規顧客の獲得

徳島県 有限会社西岡産業 徳島県の勝占いちごブランド普及事業

徳島県 株式会社グローヴ スマートフォン世代のウェディング顧客の獲得～「ナシ婚」層へのアプローチ～

徳島県 有限会社白水園 旅館内のＷＩＦＩ設備充実による顧客満足度向上及び新規顧客獲得

徳島県 城南整骨院 「ポータブル治療器と予約システムの導入による顧客サービスの向上

徳島県 ベジキッチン 「徳島産（四国産）の野菜・果物の販売と新たに加工品の新工場の設置

徳島県 アロマスタディＹ’ｓ　Ｌｅａｆ 店舗用リフォーム（特に水回り）・集客システム販路開拓

徳島県 エル・エム・ピーデザイン株式会社 光造形式３Ｄプリンターを活用した販路開拓及び販売促進

徳島県 合同会社一華 介護支援事業所のＰＲ促進とスタンド看板の設置・介護ソフト借料

徳島県 有限会社豊田商店 他社と差別化できるオリジナル商品のブランド化と販路開拓

徳島県 鳴門レジャーランド株式会社 「モアナ　カフェ」増設と地域１次産品販売による売上向上

徳島県 ザ・コーヒービーンズ 浸出方式コーヒー用ポットＮａｔｕｒａｌ　Ｄｒｅｎｃｈネット展開

徳島県 井上味噌醤油株式会社 当蔵店頭での販売強化と伝統製法のＰＲによる客単価の増加事業

徳島県 リサホリスティックセラピー 新メニューによる既存客へのサービス拡充と新規顧客開拓

徳島県 珈琲院ピーベリー 高齢化社会に対応した店舗強化　及び　珈琲専門店のテイクアウト販売実施

徳島県 おこめパン工房 新商品の投入で販路拡大

徳島県 株式会社ロゼッタコーヒージャパン オリジナルギフト商品の開発とその販路拡大事業

徳島県 有限会社麻植商店 消臭剤の製造販売・販路開拓

徳島県 Ｆｌｏｓ　ｆｅｒｒｉ　（フロスフェリ） 店内の工房での刻印加工、およびロジウムコーテイングの実施。

徳島県 ｂｏｏ　ｂｅｅ　ｂｉｒｄ　Ｈａｉｒ 駐車場整備と自光式看板の新規設置で安全で明るい店舗外装工事

徳島県 マリンイベント企画パーレイ スタンドアップパドルボード・シーカヤックでの海遊び

徳島県 有限会社片岡工務店 「ＦＰの家」販売促進活動

徳島県 ｈｅｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｃｏｃｏｒｏｎｅ 「マツゲエクステ」開始を機に新店舗を再アピールするための改装

徳島県 有限会社あけぼの ネットから直接貸衣装が借りられる、スマホ用ホームページの作成

徳島県 リトルバード有限会社 手提げ袋でファンを増やす！歩く広告塔「夢の手提げ袋」事業

徳島県 株式会社Ｎｅｐａｒｉ 地方から世界の花きブランドを目指して！知名度ＵＰ・販路拡大

徳島県 四国建設株式会社 独自特許技術とエネルギー管理技術による災害に強い家づくり提案

徳島県 有限会社マーキュリー 「移動スーパーとくし丸」事業のための新規移動販売車の製作

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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香川県 堀得感堂 表装技術を活かした帯・着物リメイク商品の開発・販路拡大

香川県 株式会社　ホリ 自社ホームページ及びギフト用パンフレットの作成

香川県 有限会社エビスヤ本店 くつろぎ空間を演出する店舗改装で、人と人の繋がりを深める事業

香川県 株式会社スカイファーム 外国人観光客向け香川県下の観光農園めぐりを企画・ＰＲする事業

香川県 有限会社谷澤数光商店 惣菜用冷蔵ショーケース導入による客単価増加並びに廃棄ロス減少

香川県 トラットリアボンウーノ 女性１人でも安心できるイタリアンｄｅ赤ちょうちんＢＯＮ　ＵＮＯの販路開拓

香川県 安田伊知郎行政書士事務所 「おひとり様」「現役世代」への相続手続き啓発及び販促ＰＲ

香川県 有限会社スエヒロ銀波亭 Ｗｅｂを活用した新規鴨料理顧客の開拓、および既存活性化

香川県 株式会社達人会議 「親の会かがわ」のイベント開催とチラシやホームページでのＰＲ活動

香川県 株式会社ピリコ 災害用浄水機のＰＲによる受注拡大と、新商品開発による差別化

香川県 （有）ヘアーサロン宮武 訪問福祉理容美容サービスのＰＲで売上高２０％アップを実現

香川県 メンホリック 新設備導入によるイタリアンレストラン、パスタ専門店への生パスタの新提案

香川県 王龍ラーメン ＣＳ，ＥＳを向上させる古くて快適な店作りで年商４１０万円増加

香川県 ｗａｂｉ－ｓａｂｉイタリアン 坂出市特産の坂出金時人参を使用したドレッシング開発、販路開拓

香川県 株式会社常磐 ステップボーンカットの新規顧客獲得のためのプロモーション事業

香川県 有限会社末沢写真館 振袖中心の成人式から、カタチに残る「写真」中心の振袖レンタルへ

香川県 森川ガーデン株式会社 個人見込客の来店頻度を高めるための店舗改装事業

香川県 有限会社　ゆ組 店舗と営業内容のリニューアルによる売上拡大事業

香川県 株式会社　行天食品 精肉店と焼肉店の相乗効果を狙った売上拡大事業

香川県 有限会社西田オート 小型・普通貨物自動車のスピード車検による販路開拓

香川県 為五郎 地域密着！ＪＡふれあい産直市出店による販路拡大と営業利益向上

香川県 有限会社エイブル 多度津町内最大の児童数、豊原小学校区への新教室開業

香川県 株式会社パワーネット
子育て女性対象に経理専門派遣＋紹介、代行事業および人材の募集・育成
サイト構築

愛媛県 Ｋｏｋｏ’ｏ 瀬戸内の島育ち　甘酸っぱい「柑橘ジュレ」のギフト商品化

愛媛県 ヤマショウ株式会社 誇りを刻む。感謝を贈る。オーダーメイド退職記念品の販路拡大

愛媛県 みよし整骨院 愛媛初！股関節専門治療院！難治療に明日の希望を！

愛媛県 有限会社カフェー工房松山 県産健康食材を使用した坊っちゃんティーバッグの加工、販売事業

愛媛県 株式会社ＩＡＢ ライスミルクを使用したスムージーの開発および販売。

愛媛県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＣＯＲ ミドルエイジ世代の為のスペシャルアンチエイジングメニューの展開

愛媛県 ＳＬＤ　Ｈｏｍｅｓ 中古住宅を活用した「異文化交流シェアハウス」の簡易リノベーション

愛媛県 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｓｐａｃｅ　２１２ アロマビューティケア（オイルを使用したケア）販促強化　【７０分…９２００円

愛媛県 キッズコンパス 学習障害の子どもたちに対応する学習支援施設（学童保育付き）の実施
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愛媛県 有限会社ビーンズ 特許取得のＣＴＦメニューで新たな販路開拓

愛媛県 株式会社ヒロ建設工業 集客型店舗開設（商圏開拓）・性能・機能向上型リフォームの提案

愛媛県
有限会社クリエイティブ　インシュアランス
コーポレーション

地方代理店によるハイブリッド型インターネット自動保険販売

愛媛県 有限会社味蔵 おいしさを食卓に届け、家族の笑顔を増やす事業

愛媛県 新居浜ジャンドール 「寺院ライトアップイメージＢＯＸ」による販路拡大プロジェクト

愛媛県 株式会社ＣＯＣＯユニオン 愛ある県から全国へ、お財布にやさしいネットで貸衣装レンタル

愛媛県 行政書士ほしくま事務所 １年間修正無料の高齢者向け公正証書遺言ワンストップサービス

愛媛県 株式会社住工房たかせ 新聞型広告・見学会案内チラシの見直しとＨＰリニューアル

愛媛県 創造アトリエあぷりこっと 人間力・地域力復活のための教室リニューアル

高知県 株式会社ケンセン３５ 「消費者と直接取引を強化する珊瑚専門ギャラリー事業の実施」

高知県 株式会社アークリエイト 特許所得技術のＷＡＷＯ構法、ＫＫ－ＯＮＥ工法の販路開拓

高知県 株式会社ＥＰＩＣＵＲＥ 経営力強化を図る”もちもちピザとスイーツの店”への業態転換

高知県 本山印刷株式会社 ウェディングアイテム充実による関東圏の市場開拓

高知県 有限会社　大協工産 防災ＢＯＸ販路拡大プロジェクト

高知県 サロンドシェリ 料理教室の新設の講座のための設備導入とネット広報予約システムの作成。

高知県 株式会社ライフ・カラーズ 不動産起点の家づくりを推進する建築集団「きりん組」の展開

高知県 ｔｏｍｏｎｉ　ｆｌｏｗｅｒ 新サービスの開発と、ブライダル企業連携による新規客発掘大作戦

高知県 村井衣料品店 商店街の衣料品店が行う「顧客の世代交代」を目指す販路開拓事業

高知県 有限会社西川写真 新規顧客獲得を目的とした新たな取り組みと高齢者向けのトイレ改装

高知県 ＲＡＣ 光装飾の集客力を活用したイベントの企画および実施

高知県 有限会社室内装飾リベラル
カーテンのリフォーム修理と小物製作サービスのための職業用ミシンとロックミ
シンの購

高知県 渡辺写真事務所 高知初、写真スタジオのテーマパーク化

高知県 株式会社ＭＩＳＡＫＩ 「”タコライスとコーヒーがおいしいカフェ”への転換とＰＲの実施」

高知県 ａｎｄ　ｐｈｏｔｏ 「イメージカット」による新規顧客開拓

高知県 ＩＳＥＹＡ 新ブランド取扱いに合わせた売り場面積拡張および販売促進の実施

高知県 良水 「域内初の懐石料理ケータリングサービスの実施とハレの日の演出

高知県 藤田屋 清流四万十川でとれた青のり煎餅の新パッケージ開発・販路開拓

高知県 デイナズ　フレンズ　英会話クラブ 世代を超えたサロン的な英会話クラブ

高知県 株式会社井上保険事務所 企業賠償保険啓発

高知県 有限会社はたやま夢楽 個人客を対象とした商品価値を高めるためのデザインの統一化

高知県 有限会社有光酒造場 海外販路開拓、及び取引先との関係強化事業

高知県 株式会社陽和工房 陶芸の楽しみ、暖かさをもっと知ってもらうためのＰＲ活動
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高知県 株式会社アースエイド 葉にんにくを活用した加工食品の開発

高知県 レモレモカヤックス お客様目線による四国アウトドアポータルサイトの構築

高知県 トマトエスエフ有限会社 地球環境にやさしいカーエアコンサービスの提供

高知県 工房刻屋 地方小規模工房の販路開拓作戦！

高知県 株式会社須崎プリンスホテル お客様満足度向上作戦　宿泊環境の向上、飲食スペースの拡充整備

高知県 合資会社森商店 顧客にとって最適な自転車ライフをＨＰやイベント等により提案

高知県 釣吉釣具店 業務用真空パック機の導入及びパッケージデザインの開発

高知県 有限会社吉永 通信販売事業の販路開拓
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