
採択者事業者リスト

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

鳥取県 株式会社鳥取フーズ 4270001005694 「団体客取り込みのためのＰＲツールの充実及び設備拡充」

鳥取県 ワンバランスボクシングジム － 女性客をメインターゲットとした満足度向上及び新規顧客開拓

鳥取県 Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｃｏｍｍ － 自社キャラクターの認知度アップ及び販路拡大計画

鳥取県 有限会社フォーディー 9270002009384 アプリを活用したスタンプラリーイベントの製品化と販路開拓

鳥取県 有限会社細田酒店 8270002006969 ＰＢ日本酒で日本文化を深め、広げよう―地元と海外富裕層へ―

鳥取県 中嶋米穀株式会社 1270001000525 オリジナル真空包装パッケージを利用した新規販路開拓

島根県 株式会社高砂醤油本店 8280001003660 新風味！？香りも楽しめる「燻製醤油」の開発・販路開拓

島根県 株式会社ＦＵＮ 9280001005342 ＩＴを活用した提案型営業の展開事業

島根県 槇野理容室 － ・中間年代層獲得のための外装リニューアル事業

島根県 有限会社塩見茶舗 9280002004368 高齢者・外国人観光客に優しい店舗作りによる売上増進

島根県 出雲ゲストハウスいとあん － 「みんなの食堂」化による売上アップと宿泊稼働率向上

島根県 株式会社酒持田本店 5280001003639 築１３０年、見学できる酒蔵への改装による日本酒ファン獲得

島根県 株式会社メデュアクト 7280003000946 新しい需要とターゲット層を取り込むプロモーション戦略

島根県 女性お顔そり専門店クリスタルフェイス － ４０才代以上をメインターゲットとする集客事業

島根県 ４ｃｌａｐｓ　株式会社 2060001025146 東京・恵比寿での新規顧客獲得を目指した期間限定ショップ

島根県 ｇａｉｒ － 簡単スタイリングパーマ導入による売上拡大事業

島根県 オリーブハウス平田店 － オリジナル包装紙を使ったラッピングによる販売促進事業

島根県 有限会社よふきや 9280002007404 高齢者に優しく景観を生かした食事の場の提供と豆腐料理の開発

島根県 有限会社ひらの屋 1280002007246 出雲大社「縁結び箸」の東京ギフトショー出展による全国展開事業

島根県 有限会社林釣具店 9280002007750 大田市の厳選食材販売プロモート事業

島根県 有限会社シャルル 1280002001166 「高齢者のシューズに対するお悩み解決」の取り組みによる販路開拓事業

島根県 平野醤油醸造元 － 新感覚パンフレットを活用した集客力ＵＰによる売上増加事業

島根県 有限会社菓舗みまつ 7280002005351 海外向け和菓子ブランディング専門家から新商品開発に向けた指導

島根県 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｐｌｕｍｅ － 美容師が行う「ハレの日　着付け、写真撮影」ワンストップサービス

島根県 グローバーク株式会社 6280001006681 「看板メンテナンスサービスのＰＲ　及び　海外仕入先の開拓」

島根県 合同会社ＢＰカンパニー 7280003000715 女性顔そり専門の理容スペースのある新感覚の美容室の開設

島根県 株式会社しじみ屋 6280001002821 東京シーフードショーにて販路を開拓し、新規顧客の増加を図る

島根県 有限会社毎日新聞益田江川販売店 3280002010751 紙折り機の導入による新規ポスティング事業の受注量拡大

島根県 トーワ株式会社 4280001000505 誘導マットの認知度向上及び販路の開拓

島根県 有限会社松乃家さひめ野 1260002033962 障害者・高齢者に優しい、新たな旅プランの提案プロジェクト

島根県 ニッチノーマス － 新商品『寄せ書きプレミアム』『新郎新婦ストーリーブック』の販路開拓

島根県 ドッグサロンコラボ － 山陰初「軟水マイクロバブル」導入による新規顧客獲得

島根県 竹下木材有限会社 9280002007692 大工手間削減した高品質内装材（高級赤松・杉等）の全国展開

島根県 有限会社岡富商店 1280002007551 さば塩辛・鯖の旨味ペースト３種の販路開拓事業

島根県 有限会社佐藤モータース 7280002007612 「なんでも修理屋」として認知度向上による新規顧客獲得事業

島根県 憩漢方桃李 － 新店舗で癒しの医療空間を提供し、リピート率向上と新規顧客開拓
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島根県 株式会社フォーシンク出雲 9280001006076 来店型店舗での売上アップとカラーシミュレーション提案促進事業

島根県 株式会社七洋 5280001002946 生花のプリザーブド加工技術向上及び販路拡大事業

島根県 ＭＯＤＥＳＴＯ － オーダーシュミレータ作成し、県外への販路拡大を行う

島根県 株式会社髙島屋呉服店 4280001005256 「着物を着てみたい」の刺激による販路開拓事業

島根県 ミヤ時計店 － 島根で時計修理実績ＮＯ．１を実現する広報事業展開

島根県 有限会社いっしょに子育て研究所 5280002003464 子供が遊べ、親がくつろげる快適な空間づくりと情報発信

島根県 有限会社ディライト 8280002001498 地元産品を使用した新メニュー開発による、新規顧客の獲得

島根県 株式会社つみっく 2280001002346 つみっく首都圏販路開拓・情報収集事業

島根県 株式会社リコスマイル 8280001006201 人気商品による一連の広報展開に連動した販路開拓・顧客単価増加

岡山県 福屋呉服店 － スマートフォン世代に向けたホームページ改修事業

岡山県 アンブロシア － ヘルシー志向の女性に向けたヘルシーサンドの販売促進の実施

岡山県 株式会社ＰＣＭ建創 9260002014261 緊急対応ニーズ取り込みに向けた販売促進計画の実施

岡山県 Ｉｎ　ＳＴＡＴＥ － 客数増加の為の外観変更とフレグランスの取り扱い、受注会の実施

岡山県 ベーカリーハウス　パニーニ － ヤングファミリー層の新規顧客層の開拓による売り上げの向上

岡山県 ＴＨＥ　ＣＨＡＹＡ － イベントスペースの設備充実および利用促進による集客力の向上

岡山県 株式会社上中野不動産 5260001026055 今までなかった不動産調査・コンサル業務の集客及び販路開拓

岡山県 岡山アルディ株式会社 8260001028255 格安葬儀（直葬・家族葬）の普及促進に向けた広告宣伝事業

岡山県 株式会社コスミック・ガーデン 3260001002470 新たな看板設置による集客強化

岡山県 絵画修復工房ＹｅＹ － 油彩画を安全に運送する専用ケースの開発とオームページ開設

岡山県 スマイルファクトリー有限会社 7260002023322 高齢者に生きがいを感じてもらうための玩具開発と拡販

岡山県 株式会社備後屋 7260001014520 ＩＴを活用した「伝統と格式のある老舗料理旅館」の効率的再生

岡山県 有限会社頼鉄工所 4260002010612 ホームページ刷新等による医療機器業界、食品機械業界顧客の獲得

岡山県 美容室ケイズ・プラス － 短時間でサービス提供可能な設備導入による販路開拓

岡山県 フジトレーディング － ワインで大切な日を彩るショッピングサイト

岡山県 株式会社ＦＩＡＳＣＯ 1260001017512 フリーマガジン出版によるアーティストコラボ商品販売事業計画

岡山県 焼肉　つるみ － ファミリールームの設置による新規顧客獲得と客単価上昇による売上拡大

岡山県 ポップフーズ株式会社 3260001024688 スマホ対応とホームページの情報充実による販路拡大と集客力の強化

岡山県 ｃｏｌｏｒｆｕｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ － 保育の質の向上を目指す独自ツールの開発提供による販路開拓事業

岡山県 シスデザイン株式会社 3260001029373 国内素材及び国内加工に特化した寝具類の開発・周知・販路開拓事業

岡山県 有限会社フジワラクリエート 6260002008803 新事業の生産体制の確立と、商品認知度の向上による販売数拡大

岡山県 秋山糀店 － 美容と健康に意識の高い女性に向けた生糀甘酒の販売促進の実施

岡山県 有限会社ワイズ・デジタル・スタジオ 8260002015368 イスラム圏対応スイーツの海外販路開拓事業

岡山県 カワハラ書店 － 日本初のダンボール家具による児童書コーナーの開設による販売促進

岡山県 わやじゃ － テイクアウトコーナー設置による販路拡大・新規顧客獲得計画

岡山県 千道株式会社 9260001027454 「行政とのつながり」を活かした強みで企業市場への参入を目指す

岡山県 有限会社フリーボックス 9260002032602 大型立体造形の高精度、短納期対応と自社のＰＲにより、売上アップを図る
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岡山県 有限会社七島屋エンジニアリング 4260002020165 多言語（日・英・中）に対応したＷｅｂサイト／システムのリニューアル

岡山県 株式会社協和電化リビングセンター 7260001017713 オリジナル訪問カルテの導入による競争力強化と販売拡大

岡山県 ミカド自動車株式会社 8260001002796 ハイブリッド車、高級車販売取扱のためのコンピューター診断導入

岡山県 株式会社４６舎 7260001028751 岡山県内のお母さんの就労支援のためのＷＥＢサービスの提供

岡山県 ワタナベ文具 － オリジナルブランド「蔵６号」のブランド定着と販売拡大

岡山県 株式会社ＢＣＭ 6260001016757 化粧品を減らせる肌断食メソッドの普及及び販路拡大

岡山県 焼肉・韓国料理大ちゃん － 新規顧客が気軽に来店できる明るい店作りとそのＰＲ活動の実施

岡山県 株式会社　尾﨑寝具 9260001022273 オーダー枕の提供による新規顧客の獲得

岡山県 Ｃｈａｒｍａｎｔ＊シャルマン － 一度訪れたら毎日でも通いたくなるお店づくりと魅力発信事業

岡山県 ゴールデンクロス － アクティブシニア層をターゲットにパソコントータルサービス展開

岡山県 プラスマインド株式会社 9260001028089 専門士業向け「伴走型ホームページ作成＆更新サービス」の提供

岡山県 マウントップ株式会社 2260001026999 街の電器屋さんの強みを伝えてワンストップサービスを展開する

岡山県 ｔｅａｍ　ＬＯＶＥ － ＨＰ充実とパンフレット作成による新商品の販路開拓および拡充

岡山県 Ｌｉｂｕｒａｎ － 新規客獲得と再来店率向上のため当店の強みを生かす改装と宣伝

岡山県 株式会社つるの玉子本舗 2260001004451 日本最初のマシュマロ菓子・つるの玉子で岡山をＰＲする。

岡山県 鮨　睡蓮 － 瀬戸内産にこだわった新メニュー開発により、節目需要を取り込む

岡山県 韓国家庭料理　だいせん － これからも地域に愛される店であり続けるためのリニューアル

岡山県 サンク・ラスタ株式会社 3260001016264 インバウンド・海外向けの『折畳み式畳』の開発及び販路拡大事業

岡山県 アトリエ　フルール・ド・ジュアン － プリザーブドフラワーフレームアートの商品開発と販路拡大

岡山県 株式会社あすなろ 1260001010797 カレーメニューの宅配サービス事業

岡山県 株式会社岡野タンス店 8260001012845
ＥＣサイト新規開設！！販路拡大！！実店舗アピール！！ＥＣサイトと実店舗
のリンクで

岡山県 株式会社有鄰 4260001023425 「くらしき＋」のＰＲと人材及び設備導入による販路拡大

岡山県 Ｒｕｊ　ｏｋａｙａｍａ － 付加価値型メニュー提案による新規顧客の獲得

岡山県 有限会社ケイクロージング 2260002023376 革新的デザイン店舗リフォーム及びＨＰデザイン強化計画

岡山県 岡山果物 － 台湾市場の中間所得者層に向けた商品開発と新市場開拓の実施

岡山県 株式会社テンダーハーツ 6260001026574 オーダーメードジュース・サラダ・食材配達による販売促進事業

岡山県 ヨネモノ － オーダー、オリジナル家具の注文窓口と販路の拡大。

岡山県 有限会社津山塗装 1260002028871 顧客に対するプレゼンテーション改善による販路拡大の取り組み

岡山県 倉敷ハウジング株式会社 6260001013119 省エネリフォームを武器に新築市場からリフォーム市場へ販路拡大

岡山県 トムボーイ － 顧客満足度向上のためのトリミング教室の実施

岡山県 恒松建築株式会社 2260001025563 「リフォームの重要性と工事現場公開」のＰＲによる販路拡大

岡山県 有限会社八木商店 8260002021754 潜在的生産者の発掘で既存事業の販路拡大事業

岡山県 有限会社民俗村 1260002013675 本場韓国の田舎を感じられるお店作りとＰＲ活動で新規顧客の獲得

岡山県 株式会社ファイング 7260001024057 家族葬及び終活相談の受注拡大に向けたＷｅｂサイト構築

岡山県 ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＯＲＣＡ － 新たな市場に向けた先進的体験型コンテンツの試作開発と拡散

岡山県 株式会社アドマック 8260001022563 生ゴミ処理機「ゼロワンダー」の販路開拓
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岡山県 しんぱち － 「岡山焼き鳥」の認知拡大の為のネット販売事業強化の実施

岡山県 株式会社なかや宗義 8260001022407 「おかやまブランド」を活かした台湾向けの菓子の開発・販路開拓

岡山県 オフィス君佳・Ｌｕｃｋｙ　＆　Ｇｏｏｄ － 若者の新規顧客獲得の周知広報活動〈ネット広告で認知度の向上〉

岡山県 株式会社身体改善研究所 2260001029424 身体改善プログラムの認知度向上による利用促進事業

岡山県 有限会社中村美創 8260002029062 住設機器の体験コーナーと看板の設置、ＨＰと販促チラシの作製

岡山県 喫茶タンポポ － レンタルスペース事業販路開拓のための体制構築

岡山県 新連携岡山中央市場ネット合同会社 3260003000365 新聞折込広告等による新商品「鉄まぐろ」の妊婦等への認知度向上

岡山県 株式会社Ａｓｓｅｍｂｌｙ 8260001028874 顧客満足度の向上による顧客数増大、および客単価向上の実現

岡山県 株式会社みこと 3260001029175 訪問看護ステーション開業に伴う事業ＰＲで認知度向上及び誘客

岡山県 株式会社梶原食品 5260001012897 移動販売効率化と商圏拡大で新規個人客獲得と下請比率低減を図る

岡山県 フリーダムタコス － 本場メキシコの新メニュー開発による新規顧客の獲得と客単価増加

岡山県 丸山自動車株式会社 4260001018342 高齢者・女性・賃貸住居者向けタイヤ保管サービスによる販路拡大

岡山県 ティーツーケー株式会社 7260001016244 顧客の要望に応えたオリジナル商品提供のための刺繍機能付きミシン導入

岡山県 株式会社パドック 1260001020136 ＨＰ再構築による海外富裕層ライダーのレンタル利用増の実現

岡山県 ｉｎｋｗｏｒｋｓ － 音声編集・動画編集サービス展開による新たな販路開拓

岡山県 株式会社リショウ 8260001015195 ストリートビュー撮影売上アップのための観光ウェブサイト制作

岡山県 ドリームクリエイト早瀬農産 － 健康志向で安全・安心を求めるお客様向けホームページの作成

岡山県 有限会社エヌケーエス自動車販売所 3260002026700 中古車のオーダーメイド型注文販売『車のお探し専門店』

岡山県 畑人（ハルサ） － 新規顧客開拓のための広告と来客増に対応するトイレ改装

岡山県 有限会社加藤本店 6260002017408 新商品の開発と、ホームページの作成で新規販路の開拓

岡山県 金辺オリーブ園 － 日本初！グリーンオリーブを使ったタプナードの開発と販路拡大

岡山県 有限会社谷口保険事務所 7260002019543 自社ホームページの新規作成、リスティング広告による販路開拓

岡山県
Ｄ．Ｓｔ＠ｔｉｏｎ（ディードットステーション）下
中野教室

－ 低価格教室で新規生徒を増やす事とスマホ難民のシニア生徒を獲得

岡山県 有限会社サンライフ 6260002018546 キクラゲを使用したオリジナル健康補助食品の販路開拓

岡山県 吉備の国珈琲焙煎所 － スペシャルティコーヒーの美味しさを広めるチラシ＆ＨＰ制作

岡山県 さくら － ウェディングの思い出を家族の絆に変えるドレスリメイクの提供

岡山県 有限会社みどりカメラ 6260002009743 共働き世帯に向けた当日渡しサービスによる販路拡大

岡山県 ＣＯＴＴＯＮ　ＨＯＵＳＥ　ＬａＬａ － 岡山市・倉敷市等シニア女性に向けた広告強化による新規顧客獲得

岡山県 妹尾石油株式会社 2260001018253 高齢者世帯に合ったやさしいエネルギーのご提案

岡山県 Ｐｒｉｍｅｖｅｒｅ － 地域特産のデニムを使った花バッグ等の販路開拓

岡山県 株式会社井原アルナ 7260001018166 デザイン木工製品の広域拡大に向けた展示会出展事業

岡山県 株式会社ワイズクラフト 2260001024128 特許申請中、新開発リール用ハンドルの展示会出展・販売促進

岡山県 ｃｙｃｌｅＺ － 初・中級者向け「スポーツ自転車」魅力発信事業

岡山県 株式会社ｅｍｂ 9260001023965 ＷＥＢサイトの高度化で全国販売するオーダーメイドスマホケース事業

岡山県 株式会社ゼロビーム 2260001025497 「ＬＥＤ防蛾灯」販路開拓のための展示会出展と代理店募集の強化

岡山県 オルトファーム － 『アヒル＋米』（阿比留屋）」のブランド化
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岡山県 有限会社馬場商店 5260002031938 国内での自社商品ＰＲと海外でのオーガニック味噌の販路拡大事業

岡山県 出　製陶 － 彩色技法を用いた新しい備前焼の販売促進事業

岡山県 有限会社丹生製パン 4260002031906 歴史商品ローマンの広報強化と新商品開発事業

岡山県 いちけんファーム株式会社 4260001028366 自社ブランド商品「香登米（かがとまい）」の開発ＰＲと販路開拓

岡山県 合同会社しるし堂 6260003001427 全国の士業に対し、創業時の必需品をワンストップで提供する

岡山県 作楽整体院 － 継続的な姿勢改善整体による運動機能・学力向上を目指す整体事業

岡山県 奥山いちご農園 － “高鮮度”“高品質”にこだわった販売方式で「いちご」の販売強化

岡山県 山口康史建築設計 － 国産材（間伐材等）を使った『キットハウス』の開発・販路開拓

岡山県 株式会社　Ｏｊコーポレーション 6260001029387 地震に備える「エアー断震システム」販路開拓事業

岡山県 ギャラリー森 － 特許技術「釉襷」による備前焼海外販路開拓

岡山県
一本松商事株式会社（備前焼ギャラリー
山麓窯）

7260001021475 備前焼茶器の台湾での展開と国内展示会等での販路拡大事業

岡山県 有限会社　嘉数燃料 6260002032489 給油場屋根設置と販促活動による集客力向上

岡山県 ｙａ，ｙａ　Ｂｒｏｍａ － 高齢者の美容室利用促進及び地域密着型店舗運営

岡山県 有限会社オノ・フラッツ 2260002002347 岡山県産白桃と無農薬ハーブを使用した新商品開発と販路拡大

岡山県 株式会社ｍａ－ｙｕ 8260001024642 出産を控えた妊婦さんへの不安解消＆交流事業による顧客囲い込み

岡山県 フラメンコスタジオ　アル・アイレ － ＨＰ刷新等プロモーションによる若い世代のフラメンコ人口増大

岡山県 有限会社ディーシャイン 2260002022304 姿勢と健康の講座で地域の皆様に健康になっていただきファン拡大

岡山県 アンダーワンアンブレラ － オリジナルメニュー（ＣＬＧシャイン）のＷＥＢ上位掲載広報による販路開拓

岡山県 グリーンセラピー － 園芸療法でメンタルヘルス市場への販路拡大を図る販促活動の実施

岡山県 合同会社佐藤プランニング 8260003001276 ３次元ＣＡＤ・レーザースキャナによる測量、図面作成サービスの拡販

岡山県 アイジークリーニング － ネットとチラシで固定客獲得を目指す事業。

岡山県 レストランシェパパ － 「女子会コース」を開始し、新たな需要を取り込む

岡山県 ＢＩＧ　ＳＴＯＮＥ　ＢＲＩＤＧＥ － 帽子のオーダーメイド事業の開始による新規顧客開拓と収益力強化

岡山県 ＹＳＰ　岡山南 － 顧客満足による生涯顧客価値向上と新規層の取り込み

岡山県 有限会社大西ランドリー 2260002017023 高齢者見守りサポートサービス実施による新規顧客獲得

岡山県 古今寿司 － ファミリー層、サラリーマン層へ向けて“たち寿司”の魅力発信

岡山県 有限会社岡野カーサービス 4260002017129 移動式巡回サービスカーによる客単価向上と新規法人の顧客創出

岡山県 せのお水産 － パッケージを一新し、高級食材をより高級感溢れる商品に

岡山県 ＴＨＥ　ＢＡＣＫ　ＷＡＴＥＲ － 児島ジーンズブランド発！フィッシング機能性ジーンズの販路拡大

岡山県 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｐｅａｃｅ 6260001028926 ホームページとロゴマーク制作による若年層顧客と法人の開拓

岡山県 バナナハンズ － シャーシダイナモの活用による売上向上と顧客開拓

岡山県 株式会社ターゲット 1260001011242 仕出し料理店の受注機会を拡大するポータルサイトの運営

岡山県 こう株式会社 1260001016282 一般空家住宅解体工事への本格参入事業

岡山県 バースコミュニティ合同会社 2260003001892 リピート率向上と顧客増加に向けた７つの改善による売上拡大

岡山県 Ｌｉｇｈｔｏｏｌ（ライツール） － 現地に持ち運べる作業台（ツールボックス）の開発と販促活動

岡山県 株式会社山桜の郷えがお 8260001024907 車庫を改装して平日利用の促進を実現
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岡山県 株式会社ＴＳＵＯ 2260001017379 通所介護事業所への移行に伴う販路拡大、市外利用者の受け入れ

岡山県 有限会社旅館中林 6260002024560 『しゃこ丼』の復活と『フルーツかき氷』の新商品開発・販売

岡山県 ありｓｕｎ工房 － 顧客が体験購入可能な商談スペース確保と撮影可能な作業場の拡大

岡山県 富士ダルマ株式会社 3260001013055 小回りの利く顧客対応のＰＲにより小規模事業者との取引を拡大する

岡山県 テクロス － ＥＭＣクラブの生徒数増加のための広告宣伝等による売上拡大

岡山県 イーエイム学院 － 積極的な情報発信とＰＲ活動により新規顧客を獲得する

岡山県 ｎａｎａｌａ　ｄｅｓｉｇｎ － ３０代向け新シリーズ展開に伴う直接販売比率上昇に向けた販売促進

岡山県 小河原塗装株式会社 2260001017560 個人客獲得のための販売促進策の実施による売上利益拡大

岡山県 ギャロップヘアー － 炭酸ヘッドスパとリンパマッサージによるリラゼーション美容室

岡山県
有限会社パーソナルリース（屋号ももた
ろうのしっぽ）

2260002013963 コト消費を通じた顧客との関係性強化に向けた自社サイトの構築

岡山県 有限会社田辺商店 4260002025197 お取り寄せＰＲと移動販売の強化による販売拡大

岡山県 牧野鉄工所 － 石臼型製粉機の開発と販路拡大

岡山県 株式会社ＢＡＧＵＳ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＥＲＳ 1260001024343 自社通販サイト開設とＨＰリニューアルによる販路拡大

岡山県 株式会社ＡＣＣＥＬＬ 5260001012179 ＷＥＢ戦略と低金利ローンにより新規顧客獲得を目指す。

岡山県 株式会社ＨＡＵＬ 2260001029309 万年筆買い取りサイトの作成

岡山県 株式会社ＲＥＮＡＴＡＳ 9260001026118 セルフ小顔矯正ＤＶＤの販売強化に向けた動画入りＬＰの実施

岡山県 ＣＯＣＯ　ＭＡＩＬ － ホームページ（スマホサイト対応）作成・ネイル教室生徒募集

岡山県 株式会社プレヴナン 9260001012002 ワイン販売と飲食店の連携強化事業

岡山県 株式会社スーパーワークス 5260001029082 工務店及び不動産業者の差別化の為の３Ｄモデリングサービス

岡山県 リストランテ　カナーレ － ディナーコンサート開催による顧客開拓とオリジナル調味料の拡販

岡山県 カフェマックス － 日本人市場の顧客獲得へ向けて日本語版ウェブサイトの製作

岡山県 株式会社アイトラスト 9260001028840 健康寿命に貢献する高性能住宅リフォームの販売促進

岡山県 ウンプテンプジャパン株式会社 3260001022626 小売の顧客定着化の仕組み作りと卸売の販路開拓・新商品開発

岡山県 ＢＥＬＩＥＦ株式会社 9260001024550 既存顧客・新規顧客とのファン・シンパ化ビジネスの構築

岡山県 株式会社立岡孝一商店 9260001004172 新規事業オーダーメイドシューズの販路開拓

岡山県 株式会社Ｃｈａｎｎｅｌ 1260001017074 ゼロからのものづくりと本物へのこだわりを楽しむデニムブランド

岡山県 株式会社ネクストテラス 5260001027020 地域交流の実現による認知度向上および利用者増の実現

岡山県 かがみの亭 － 店舗周知集客の為の看板設置・駐車スペース改善

岡山県 アース電工 － チラシとｗｅｂを使った新サービス広告戦略

岡山県 株式会社ＳＰＹ 5260001016502 製造現場とアトリエ見学を観光資源の一つとした新規顧客獲得

岡山県 株式会社ＳＵＮ　ＧＬＯＷ 8260001017340 利用者の個性や介護度、機能訓練を組み合せた介護サービスの提供

岡山県 有限会社大成電気工事 8260002019278 エンドユーザー獲得による利益率アップを図るＷＥＢ戦略

岡山県
今井彫刻（ＮＥＩＧＨＢＯＲ　ＣＯＦＦＥＥ　Ｃ
ＯＭＰＡＮＹ）

－ 児島ジーンズストリートでのニューヨークモダンカフェ化ＰＪ開始

岡山県 ＶＩＧＮＥＴＴＥ　（ヴィネット） － 居心地の良い空間作りによる販促活動

岡山県 株式会社Ｂｏｎａ・ｄｅａ 8260001023371 女性向け頭皮用美容液の新商品開発と販売促進事業

岡山県 株式会社大江紙器 2260001001382 販売促進用オーダーメイドダンボール製家具の試作・販売促進。
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岡山県 株式会社エフ・カンパニー 4260001026857 盗聴調査代行サービスで新規顧客の開拓と売上向上を目指す

岡山県 あっとホームサービス株式会社 8260001027190 不要品の出張買い取りサービス事業

岡山県 今八ふたわ － 人気商品への新味追加と新商品開発による販路拡大と販売促進

岡山県 パティスリー　ラ・ビッシュ － 岡山県玉島産白桃、高梁産ピオーネの生ブッセの開発

岡山県 ＢｏｄｙＣｏｒｅ（ボディコア） － 若手パーソナルトレーナー養成事業の拡充と広報宣伝

岡山県 ＣＯＴＴＬＥ － 衣料×生活雑貨×ファッション発信市場の感性によるシナジー創出

岡山県 ’ａ　ｌａ　ｆｏｌｉｅ － 女性向けヘアボリュームアップエクステンションの販売促進事業

岡山県 有限会社岡山県農商 8260002001681 桃太郎ねぎ・きびトマト　新規マーケット開拓事業

広島県 ｒｏｓｅ　ｈａｉｒ － 世界遺産の島「宮島」で唯一の美容院が取組む　島内シェア拡大事業

広島県 株式会社Ｍ－Ｓｐａ 2240001021993 「企業向け出張リラクゼーションサービス事業」の展開

広島県 有限会社Ｆａｎｓ 8240002037471 「品質と提案力による若い世代に向けた視覚的販売戦略」

広島県 有限会社中尾商店 4240002011612 世界に一つだけのハンドメイドブライダルリング作りの広告宣伝

広島県 Ｔｈｅ　Ｍｙ　Ｗａｙ － 「オーダースーツクリニック」の新規開設

広島県 Ｔｏｍｏパートナーズ － ラジオを活用した女性のサポート・コンサルティング事業の展開

広島県 有限会社中林商店 7240002047059 鶏肉専門店の強みを生かした贈答・土産用の商品開発とＰＲ事業

広島県 有限会社ミドリ園 5240002016214 ペット用Ａｇ＋シャンプーの認知度向上と販売営業事業

広島県 パティスリーパンセ － 府中らしさが詰まった商品カタログ兼店舗紹介リーフレットの開発

広島県 野村乳業株式会社 2240001036546 プロバイオティクス発酵食品の販路開拓・販売促進事業

広島県 大海原ビル － 賃貸物件のサンプルルーム開設とＰＲにによる空室率改善への取組み

広島県 楽 － 地域コミュニティーとしてのカフェ機能の強化

広島県 Ｈｅａｌｉｎｇ　ｓａｌｏｎ　ＮＥＷ　ＳＡＷＡＳＤＥＥ － 男性のお客様に来店していただくための新機器導入と販促活動

広島県 有限会社マリンスター 7240002026632 首都圏見本市の出展に伴う地域産品の開発と販路拡大

広島県 株式会社金融財務研究所 8240001041689 【「確定拠出年金・厚生年金基金」情報サービスの展開による新規開拓事業】

広島県 おしゃれさろん樹里 － 顧客満足度を高める居心地の良い癒し空間の実現

広島県 ラーメンハウス － バリアフリー化等による顧客満足度向上のための取り組み

広島県 バーンズヘアー － スタイリングしやすいオリジナルヘアケア剤の販売による販路拡大

広島県 竹内農園 － 地元野菜を使った、安心安全な野菜加工販売

広島県 有限会社タカギ不動産開発 8240002047207 住宅販売と購入に関する情報発信力強化による販路開拓

広島県 和食処　登喜将 － タコのやわらか煮・タコめし・タコ釜めし・仕出し料理の販路開拓

広島県 株式会社大黒屋海苔店 7240001005918 『新たなターゲット層開拓のための新商品開発と販促活動』

広島県 株式会社ビクトリー 3240001034706 ソファ張り替えサービスによる法人向け販路拡大

広島県 オフィス我龍 － ハイエンドな大人向け太鼓教室「山頂の太鼓道場」の開設

広島県 有限会社びんさん 5240002053562 瀬戸内の恵みを感じる、地産地消の仕出しサービス事業

広島県 株式会社鳥徳 9240001039716 三原城築城４５０年祭へ向けた、鶏肉を使った名物料理の開発

広島県 どじょうや － 自社のこだわり農産物を使用した新商品開発「ポンせんべい」

広島県 Ｍ’ｓ　ｗｏｒｋｓ － ３世代同居型リフォームプランのＰＲによる販路拡大
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

広島県 株式会社ハシモト 3240001031686 自社ホームページとオンラインショップの整備による販路開拓

広島県 平の家 － 新メニューの周知と駐車場整備による新規顧客開拓事業

広島県 Ｎａｔｕｒａｌ－Ｌｉｆｅ－Ｋ　ＡｒｏｍａＣｏｕｌｅｕｒ － 業務用アロマの認知度向上とオリジナルオイルの製作

広島県 株式会社　文華堂 6240001012799 国内外の日本好き外国人向けＷａｍｏｊｉ鑑定印の販売事業

広島県 有限会社原洋装店 2240002033732 高齢者が安心しておしゃれを楽しめ、ワクワクする空間作り

広島県 魅力ぶらんど － 「女性視点ブランディング」事業の認知と新規顧客開拓

広島県 有限会社　ぽけっと 2240002028897 エコ洗剤の販売のためのパンフレット・ホームページの制作

広島県 有限会社常藤家具製作所 7240002036697 「お子様連れの顧客層に対する環境整備による商談率アップ事業

広島県 Ｂｒｕｃｋｅ －
認知度向上並びに、お年寄りや子供を持つ主婦層に愛される「パンと洋菓子の
お店」づく

広島県 鳳凰（ホウオウ） －
高齢者・障害者・ファミリー層がゆったりできる空間への設備改装による販路拡
大

広島県 畑林工業株式会社 9240001008951 障害者の就労を支援する自助具「Ｍｏｔｔｅ掃けるんよ」の販路拡大事業

広島県 ＬＵＸＥ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ － 脱毛器導入による客単価増加及び新規開拓

広島県 株式会社渡辺電機製作所 9240001032621 営業力強化のためのホームページ及びパンフレット作成事業

広島県 株式会社泰山堂 5240001034828 英語、中国語版のホームページ作成による「屏風」の海外販路開拓

広島県 フレスコサンドカフェ － 競合大手チェーン店に対抗するための新メニュー開発・販路拡大

広島県 株式会社マルフジ電機 4240001026578 ガス分析用前処理装置の小型、オリジナル製品化とアジア市場拡販

広島県 ワイズドッグカフェ　ル・ジャルダン － 愛犬家のための総合サービスの充実・強化と夜間タイムの強化

広島県 つちや旅館 － 看板設置と駐車場の利便性向上による新規顧客獲得

広島県 株式会社旭工務店 4240001027881 ペットリフォームに向けた体感ショールーム改修と広告掲載事業

広島県 株式会社フラクトス 6240001021313 訪日外国人観光客を対象とした「多言語化」翻訳サービスの事業展開

広島県 健康工房たいよう整骨院 － 新規自賠責患者への販路開拓・治療機器の導入

広島県 リンダ・ベル － やさしく・快適　バリアフリーな店づくり

広島県 ＰＬＡＴＨＥＮＡ　ＤＥＳＩＧＮ － 店舗ブランド化のためのロゴ看板とネットショップのリニューアル

広島県 株式会社大盛センイ 4240001034291 新ブランド『パンツのソムリエ』シリーズの販路開拓事業

広島県 ＤＯＧ　ＬＩＦＥ　ＰＬＵＳ － 鹿肉を用いたペット用総合栄養食の開発、販売

広島県 ＨＡＩＲ　ＡＲＴ　ＳＥＶＩＬＬＡ － 理容師によるエステサロンの新規開店

広島県 株式会社マアル 2010501037190 販路開拓のための展示会出展と生産能力向上による販売機会ロスの低減

広島県 株式会社地域デザイン研究所 1240001040037 １次産業・６次化事業をデザイナーが「つなぐ」セレクトショップ

広島県 お好み焼き殿ちゃん － テイクアウト窓口の設置等によるお好み焼きの販路開拓

広島県 エスポアたかい － 観光客や地域顧客へ向けた“店長厳選”コーナー新設と店舗整備

広島県 合同会社ＰＯＭＰＥＴＴＥ 6240003002229 展示会出展、海外市場調査によるデザイン・ライセンスの販路拡大

広島県 有限会社あかつき 7240002039122 「おやじ進化プロジェクト」による顧客開拓

広島県 株式会社ペンテック 4240001047566 メディア展開と塗装相談会による業界のイメージアップ事業

広島県 Ｔｅｐｐａｎ　Ｄｉｎｅｒ　６ － 地産地消で新規顧客の獲得と客単価アップ、及び顧客満足度の向上

広島県 株式会社かねしょう 1240001039525 初恋プリンの販売強化とオリジナル調味料の再販売

広島県 株式会社クラッチ 7240001021675 一目でわかる！社有車の新幹線柄フルラッピングによる走る広告宣伝事業
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採択者事業者リスト

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

広島県 株式会社川廣 3250001011828 冷凍加工食品の販路拡大に向けた従業員の衣類等の除菌設備の導入

広島県 金光味噌株式会社 1240001034162 グルテンフリー味噌製品の海外市場における販路開拓

広島県 有限会社恵庭屋 7240002036400 調理能力と作業効率の向上で売上増加を目指す！

広島県 鮮魚衣笠 － 福山市鞆地域の買い物弱者対策事業として移動販売業務

広島県 美味いろいろ　いろは － 店舗メニューのＰＲとバリアフリー化による販路拡大

広島県 株式会社ニシナ屋珈琲 8240001008358 最高レベルのコーヒーを届けるための最高のパッケージギフトの開発

広島県 有限会社シリウス 4240002044959 販路拡大の為のオリジナルカラーシステムのカタログ製作

広島県 おがわ屋 － 地産地消フレッシュジュースの飲食スペース開設による販路拡大

広島県 株式会社府中家具の館中島 6240001034414 法人向け木製家具の展示場・ホームページ開設による販路拡大

広島県 ランドビル株式会社 3240001017867 地域初の太陽光発電設備を標準搭載した規格住宅の販売事業

広島県 株式会社　かこ川商店 4240001029473 工場見学実施の為の社内受け入れ体制と顧客関係強化事業

広島県 Ｂｕｄｄｙ’ｓ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｏｆｆｉｃｅ － ショールーム設置による営業力の強化と新規顧客の獲得

広島県 株式会社ゲットレディー 6240001035040 輝く女性を支援する為の新プログラム「コンスタ」の広報活動

広島県 株式会社沖田 5240001001852 ｗｅｂ発信での住まいづくりの提案による新規顧客の開拓事業

広島県 株式会社ラックス 7240001032549 『遮熱塗装による環境分析リノベーションの販売促進』

広島県 久保クリーニング － サービスの充実を地域にＰＲし新規顧客獲得！

広島県 サンフーズ株式会社 7240001004184 ＨＰのリニューアルを行い、事業者向け販売と海外販売の強化を行う。

広島県 松井木工株式会社 8240001034420 府中家具新ブランドの展示会出展等による新規取引先獲得事業

広島県 ギャラリー喫茶環翠堂 － 蔵の店舗を活かし地域コミュニティとしての文化の発信による集客

広島県 ＵＧｇａｒｄｅｎ（ユージーガーデン） － オーガニックシャンプー専用ＨＰの作成による販路拡大

広島県 中華料理きし浦 － 本格中華料理店の自家製調味料の販売用パッケージ作成と広報事業

広島県 子育てサロン　Ｋｉｒａｒａ － 準食学士養成スクールによる新規顧客の開拓

広島県 リベルテ本帆株式会社 1240001047882 広島新銘菓イカフライの海外・全国販路開拓

広島県 ブーランジェリーハル － 看板と幟による認知向上とチラシ・広告掲載による顧客獲得事業

広島県 ルフェリ － 新規顧客開拓とエステスクールの認知度向上

広島県 株式会社オフィスプロスタジオ 8240001043693 多機能ＡＳＰソフトによる業務効率化と物品販売の強化

広島県 岡田被服株式会社 9240001037199 遮光素材を用いた夏場快適製品の販路拡大

広島県 藤井酒造株式会社 7240001037515 ＴＰＰ参加国を中心とした海外新規市場開拓及び既存市場の販路拡大

広島県 有限会社藤本乾物 3240002050875 未利用魚のファストフィッシュ商品の開発・販路拡大・広報事業

広島県 有限会社モンブラン 4240002016792 店内の店づくりの再構築と再構築した店づくりの情報発信。

広島県 有限会社ファッションリフォームエース 3240002033946 健康経営に取組む企業と連携した、ウエストサポーターの販路開拓

広島県 有限会社織田製菓 8240002050235 展示会出展による「瀬戸内ブランド認定商品」の認知向上と販路拡大

広島県 享学塾 － 生徒の自主性を育てる自習室の開設

広島県 グリーンリィーフ 7240001020710 事業者に対する栄養ケアサポートの販路開拓

広島県 ＭＧＭ － フィリピン・セブ島留学斡旋事業の学生に特化した販路開拓

広島県 おうち保育わっか － 育児を応援！広島市の中心部に少人数制保育ルームを新設
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採択者事業者リスト

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

広島県 新屋カイロプラクティック － 店舗ファサードの改良及びチラシ配布による新規客獲得

広島県 株式会社なかくし 8240001035583 福山縁の「蝙蝠」と「鯛」をイメージさせる商品開発と販路開拓

広島県 ＲＵ．ｃｃｈｉ － 実店舗開設にともなう売上向上と新規顧客獲得

広島県 株式会社Ａｓｔｒａｌ 9240001047702 ワンルーム賃貸マンションの高付加価値リノベーション提案事業

広島県 ｇｅｍｉｓｈ【ジェミッシュ】 － 新たな顧客獲得のための集客とパッケージ制作

広島県 美衣食空間うぃすてりあ － 高齢者向けカスタムメイドウィッグ事業の実施

広島県 株式会社アタック 5240001043564 非日常空間の店舗改装と広島県唯一の美容技術特許による販路開拓

広島県 寺岡製畳 － 看板設置及びチラシ配布による認知度の向上と新規顧客の獲得事業

広島県 合資会社丸二製材工場 9240003001772 新規格製品の開発及びネット販売による販路拡大事業

広島県 株式会社キッチンヘルプ 5240001047755 ホテルのブライダル部門及びブライダルチェーンへの新規展開

広島県 有限会社松田技研 1240002034161 高難度・短納期ニーズに特化した金属加工の全国への販路開拓

広島県 株式会社ｔａｖｅｒｎａ　ｇａｂｂｉａｎｏ 9240001042538 加工肉工房「Ｂｏｔｔｅｇａ　ｄｏｎ　Ｃｉｃｃｉａ」販売サイト事業の展開

広島県 有限会社ＳＨサイモスセラピー凛 2240002046346 リンパマッサージスクーリングの広報活動による新規顧客獲得

広島県 Ｓ４　ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ － 新メニュー導入による広告宣伝・新規顧客開拓

広島県 菅建設株式会社 1240001039649 ゼロエネルギーデザインハウス販売活動

広島県 美生技研　（みのうぎけん） － 害獣の一網打尽捕獲を可能にする装置の開発と販路開拓

広島県 ｋｕｒｉｓｕｍａｄｅ（クリスメイド） － 小ロット縫製機能の拡充と周知及びクリエイター育成事業

広島県 有限会社彩花園 6240002027697 ブランド戦略の為のＷＥＢサイトを制作し販路拡大を図る。

広島県
ｎｅｒｉｉ　ｙｏｇａ　ｓｔｕｄｉｏ（ネリーヨガスタジ
オ）

－ 物品販売力向上と滞在時間増加の為の魅力ある店舗作り・広報活動

広島県 有限会社空 5240002046368 ブライダルオプションの充実と広報活動による販促路開拓

広島県 広島ビルド株式会社 5240001042491 土地有効活用のための車愛好家向け賃貸ガレージハウスの提案

広島県 合同会社ことぶき 5240003002923 認知度ＵＰで「介護タクシー」の観光ニーズの掘り起こし

広島県 株式会社クリスタル 3180001107906 総合テーマサロンとしての新サービス展開の開発および広報事業

広島県 さくらや福山店 － 地域初の学生服リサイクル店舗開店にむけた、販路拡大・広報活動

広島県 タフコム株式会社 2240001034310 端材の銘木を使ったＢｔｏＣ向けオリジナル無垢材記念盾の製造と販売

広島県 合同会社価値組プロジェクト 5240003002774 翻訳×販促×経営支援ノウハウを活用したインバウンド対応パッケージ事業

広島県 有限会社一場木工所 9240002029914 個人顧客の開拓に向けた「いちば端材市」のサービス改善と強化

広島県 合同会社フォーユー 4240003002643 宮島から生まれるモノ、コト、サービスを発信していく事業

山口県 有限会社マテリアル風船・遊 9250002007282 夜空に想いを届けるルミエムの飛躍とバルーンショップ販売強化

山口県 株式会社安原設備工業 6250001012575 専門家活用によるシンガポールを拠点とした海外販路の開拓と拡大

山口県 有限会社アクシオン 7250002006674 ロボット・プログラミング教室による次世代ものづくり人材育成

山口県 伊と錦 － 和装文化の再発見・再発信による新規顧客・販路開拓

山口県 うどんの釜屋 － 女性・高齢者の為のトイレのバリアフリー・洋式化及びクリーン化

山口県 長州屋 － 新メニュー「ぎょうざ」の提供開始と販売促進の強化

山口県 株式会社伸和精工 2250001013379 精密加工技術を生かした医療分野への進出並びに新規顧客の開拓

山口県 株式会社ＳＰＡＳＡ 7250001015858 新商品（ノンカフェイン系アルコール飲料）による海外展開
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山口県 嬉楽屋 － シニア向けパソコン教室をメインとした地域交流拠点のオープン

山口県 岩本カメラ商会 － フルサイズ一眼レフによる動画撮影で新たな分野への新規開拓事業

山口県 株式会社柚子屋本店 4250001008006 日本食ブーム到来！海外へ向けて「搾り柚子・橙酢」販路拡大事業

山口県 うまもん株式会社 5250001011215 提案販売等によるうまもんブランドの全国市場拡大と漬物文化発信

山口県 株式会社自由自在 9250001015451 カンボジアにおける自然派化粧品の販路開拓

山口県 株式会社大野 8250001001766 モバイル連動型不動産看板設置による新規顧客開拓

山口県 有限会社クレアツーワン 3250002000532 えごま油とごま油の新商品開発および海外展示会出展による販路開拓（３１字）

山口県 株式会社山水園 9250001000230 料理メニュー提供プロセスの変更と外国人宿泊客へのサービス向上

山口県 周防商会 － ミニ解体工事業“スッキリ”の販促物作成及び集客活動

山口県 株式会社グルメロード 8250001009784 既存顧客の活性化によるレスポンス率の増加、新市場の拡大

山口県 有限会社ディーボックス 3250002001035 断熱体験型ルーム新設による営業・販路拡大事業

山口県 トラストエナジー株式会社 6250001014365 ゴルフ場電動カート、シニアカーの鉛バッテリー再生事業による販路開拓

山口県 がってん承知の助 － 巨大スクリーンで顧客満足向上と、新規顧客開拓の為の販促物制作

山口県 西京の森どうぶつ病院 － 動物を通じた地域コミュニティ形成による販路開拓事業

山口県 甲藤自動車工業 － 「福祉車輌」で快適なドライブライフを！福祉車輌の販売促進事業

山口県 ポッシュヘアー － 高齢者をはじめとした来店困難者向け訪問美容事業による販路開拓

山口県 松美屋醤油有限会社 4250002013459 千石台大根での「松陰漬」復活に伴う販路拡大による売上増

山口県 ＴＲＹ８ － 夜間営業への転換、ヒーリングメニュー開始による販路開拓

山口県 ｋｉｓｈｉ　ｓｔｕｄｉｏ － 設備導入による負担の少ない安全なフィットネスの提供

山口県 蓬莱建設株式会社 7250001000694 新商品開発（ペット用ガーデニング材）及び販路開拓

山口県 レストハウス・たんぽぽ株式会社 2250001013321 山口県産白い根野菜を使った「白い女子美カレー」の卸売販売

山口県 株式会社パナどっと 1250001006706 「街の電器店再生」共通ＣＩブランディングによる新規客の獲得

山口県 株式会社　ライフデザイン研究所 1250001015137 「空き家管理サービス事業」の展開による販路開拓

山口県 株式会社友松商店 4250001009755 光冠梅園で収穫した梅で作った果肉入りドレッシングの開発

山口県 クリエイト － 県内各地での複数回セミナー開催による、知名度向上・受注拡大

山口県 岸田畳店 － 新商品『あとから和空間』の開発と営業エリア拡大による販路開拓

山口県 Ｐ－Ｂｏｘ － 中小企業向けプロモーションの導入による販路開拓

山口県 ベルヘアー合同会社 7250003001798 口コミで広げる現在の毛髪化学で最も傷まないヘアカラー

山口県 ａｒｏｍａ＊ｓｗｉｔｃｈ － 五感で感じるメディカルアロマの提供による顧客増大の実現

山口県 ギャラリー伊藤家 － ギャラリー伊藤家の販売促進

山口県 整体院・接骨院森のくまさん － 「治療から予防へ」根本改善のための身体づくりメソッドの周知！

山口県 株式会社キャッスル 2250001001945 個人・団体向けオリジナルＴシャツ販売ＨＰによる販路拡大

山口県 ほりうち株式会社 3250001014335 ポン菓子製造に関する作業効率化・新商品開発、販路開拓と売上向上

山口県 株式会社テレ・メディア 7250001000439 新規商品取り扱いおよび、サービス向上による販路開拓

山口県 株式会社６３Ｄｎｅｔ 1250001015434 地域農産物のレシピ提案型販売とコミュニティサービスの提供

山口県 グラン・ジュテ株式会社 2250001008478 萩の新店舗に伴う看板設置とパンフレット及び折込チラシ
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山口県 タカダコーヒー － コーヒーリキュールとそれに伴う物品販売コーナーの新設事業

山口県 ＢａｒＢｅｒＰａＰａハウス － 新規出店による販路拡大！

山口県 周南水処理株式会社 9250001008918 配管抵抗低減剤ＬＳＰ－０１（エルエスピー・ゼロワン）の製造および販売

山口県 Ｐｅｔａｌｅｓ　ｄｕ　ｃｏｅｕｒ（ペタルデュクール） － 新サービス導入による新規顧客獲得と顧客満足度向上事業

山口県 喜楽な居酒屋　たか － 個室ニーズ対応の為の改装とラーメン屋イメージ払拭の為の店名変更

山口県 有限会社津々浦々 8250002017497 高齢者に優しい店舗づくりによる顧客満足度向上事業

山口県 株式会社さくら保険サービス 3250001009797 集客の為の看板設置・店舗改装及び社員採用

山口県 有限会社スエカネ紙工 9250002014840 高付加価値型「紙箱」の開発並びに大都市圏への販路開拓事業

山口県 ふくや － 着物の帯地を利用した、革製バッグの商品開発・販売

山口県 Ｃａｆｅ　ＬＵＣＹ － ロコモコの認知度向上で新規顧客開拓

山口県 株式会社中島屋酒造場 5250001010035 伝統の「隠し酒蔵」の魅力体感による誘客促進・直販強化

山口県 有限会社田原屋 1250002002258 予約限定外郎「田原屋外郎」の観光客に向けた販路開拓

山口県 広告代理店アクト・スリー － 子育て応援事業で当社及び企業のブランド力と売上げ向上を図る

山口県 下関メモリー － 施設設備の充実による顧客満足を通じた販路拡大

山口県 犬の美よう室Ｐｕｆｆ． － “市内初炭酸泉による犬の皮膚改善コース”利用頻度アップのＰＲ事業

山口県 ＣＬＯＶＥＲ － パターンオーダーシステム導入による販路拡大

山口県 有限会社貸衣裳千景店 3250002008559 絶景の海を眺めながら過ごす上質で大人のレストランブライダル
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