
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福井県 株式会社甘泉堂 7210001000731 村中甘泉堂本店への洋菓子部併設によるブランドリニューアル事業

福井県 株式会社明道館 7210001015416 地域初！プログラミングが楽しく学べる学習塾の販路開拓事業

福井県 北陸電装工業株式会社 5210001003471 雪国の賃貸居住者へ！タイヤ預かりメンテナンスの販路開拓事業

福井県 学研ＣＡＩスクール福井みゆき校 － 個別指導塾の塾生拡大に向けた新教室への移転・拡張事業

福井県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｄｅ　Ｇ－ＰＨＯＥＮＩＸ － 事業のＰＲ、即時対応サービス付きホームページ構築事業

福井県 株式会社八木秀 7210001007289 店舗（旅館・居酒屋）屋外照明工事による来店促進事業

福井県 株式会社アドバンス・パートナーズ 5210001014931 女性一人でも安心！不安を希望に変えるセミナー開設。

福井県 株式会社海道時計店 2210001000694 家庭内で眠れる宝飾品の出張鑑定・買い取り事業の広報強化

福井県 株式会社角文 3210001008051
高品質オーダーファイル製作システム（Ｏｎ　Ｆｉｌｅ）の短納期化による受注拡
大

福井県 北陸マシナリー有限会社 2210002003936 ものづくりの技術とノウハウを訴求するカタログによる営業促進

福井県 Ｌｅ　Ｌｉｅｎ － 企業ノベルティーを中心としたギフト用菓子の開発事業

福井県 株式会社米五（こめご） 3210001001295 海外販路拡大に向けた味噌工場の生産性・品質向上事業

福井県 下川建築家づくり工房合同会社 8210003000423
高性能ＣＡＤ導入による地域型【超優ＺＥＨ住宅】受注体制の整備及び広報事
業

福井県 株式会社アルマック 7210001000112 生産と連動した通販サイト対応「注文即納出荷システム」構築事業

福井県 冨士屋玩具 － ３世代交流可能な昔遊び伝承玩具の継承と情報発信による販売開拓

福井県 ライフイズ －
イベントやＳＮＳ等での広告を通じて新規顧客の開拓及び店舗案内用看板の
設置

福井県 玩具問屋　大村商店 － カプセル自販機による小規模飲食店販促支援パッケージの展開

福井県 有限会社稲木ケア・サービス 2210002001667 動画を使用した社内研修の充実化による顧客サービス向上

福井県 ＨｅａｄＤｅｔｏｘ　ｃｏｃｏｃｈｉ － 働く女性をターゲットにした北陸初「ヘッドデトックス専門店」認知度向上事業

福井県 大南建設工業株式会社 7210001009822 耐震補強工事、民家・商家再生工事受注へのＷＥＢ活用戦略事業

福井県 豆とくるみ － 餅屋が提供する“本物のお餅”を楽しむランチ

福井県 有限会社　ふせ金 8210002004474 聖地巡礼を後押し「黒龍御前（ランチ）」ＰＲによる観光客増大事業

福井県 株式会社アジチファーム 1210001009349 県内外に向けた新規販売商品「ベトナムフォー」の販促ＰＲ

福井県 丸山晴之建築事務所 － 「地域や社会とつながる建築設計」ＰＲの強化および受注拡大

福井県 ハッピー・治療室株式会社 6210001015854 子宝治療メニューＰＲと認知度向上事業

福井県
ヴィジュアルファクトリーインターナショナ
ル株式会社

8210001009037 写真・映像による撮影や制作の販路開拓

福井県 たきのゆ － 来店を促進する外看板の更新と広報活動を通じた地域密着浸透事業

福井県 ＢＲＯＷＮ　ＳＵＧＡＲ － 視認性向上のための店舗上部サイン設置による館内シェア拡大事業

福井県 ボディメイクサロンスリール － カイロとエステ！シニア層への新サービス開発と販路開拓

福井県 株式会社廣部硬器 7210001003016 国内トップ技術を活かした新商品の、ＷＥＢによる販路開拓

福井県 中村屋呉服店 － リサイクル着物の仕入拡大及びネット販売の充実化

福井県 蕎麦Ｄｉｎｉｎｇ　一福 － 当店コンセプトの周知拡大を図るための広報宣伝活動

福井県 協和テキスタイル株式会社 3210001012400 「銀イオン加工繊維」のブランディングホームページの新設

福井県 有限会社北陸継電器計測 5210002010665 高圧キュービクル等　安全装置試験の体験講習事業の展開

福井県 茶蔵 － 新規顧客獲得に向けたオリジナル・ギフト事業の展開

福井県 株式会社ウチイケ 7210001010466 清掃指導コンサル事業の新サービス開発・販路開拓事業

福井県 整体院　Ｆｏｕｒ　ｓｔｙｌｅ － 整体を通じたスポーツ分野での顧客獲得による販路開拓事業

福井県 有限会社高嶋木工所 1210002011741 ＨＰを立ち上げて伝統工芸唐木指物の修理・リメイク需要を掴む

福井県 ヘアースタジオ　ＳＨＩＢＡ － 女性専用ブースを完全個室化に改装することで新規顧客獲得を目指す

福井県 腸整Ｎｕｋｕ’Ｎｕｋｕ － 現代人の健康維持に必要な体質改善と予防医学のサポート事業の展開
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福井県 麺屋勝木 － あっさり味×こってり接客×看板設置＝新規顧客獲得大作戦！

福井県 オフィス想窓 － 地域コミュニティ再生の拠点づくり「越前・長屋プロジェクト」事業

福井県 有限会社豊莱園 8210002011925 高齢者に向けた老朽設備の改修＆顧客拡大に向けた新たな取組み

福井県 株式会社メガネのバン 5210001015698 新開発した汎用的メガネ部品ＰＲのための販路開拓事業

福井県 アバンダンスプランニング －
アバンダンス式２１世紀の健康法と働き方のブランディングとホームページ制
作

福井県 株式会社オーケン 9210001011512 免疫力向上を促す究極の低温低湿サウナ「抗酸化陶板浴」販路拡大

福井県 アントレ・ベニヤ － トータルな女性の美と心の豊かさを目指す空間作りで新規顧客獲得

福井県 エスニック雑貨衣料ａｌｊａｎｎａ － 新たなオリジナル商品開発の為の市場調査及びネット販路拡大事業

福井県 オステリーアピアット － ピンチをチャンスに！空気清浄機導入により顧客離れを防ぐ

福井県 Ａｍｉｇｏ　Ｔａｃｏｓ － 訴求力のあるオリジナル移動販売車による販路拡大事業

福井県 クラシモンズ － 訪日外国人向けへの販促ツール作成による販路拡大と新規顧客獲得

福井県 有限会社トライブ 2210002011823 卸業者向けＯＥＭ受注と一般消費者向けオーダー受注のための販促事業

福井県 ｈａｉｒ　＆　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｃｌｏｖｅｒ － 写真撮影サービスの提供による満足度向上と来店頻度の向上

福井県 明城ファーム株式会社 8210001014664 完全地産手土産の商品開発とそれに係るブランド化に対する取組み

福井県 株式会社ユメロン黒川 6210001012083
高機能蓄熱繊維HEATRAY®を基にした認知症予防用具ブランド商品「温手
当」手袋の開発

福井県 タナカ工業株式会社 1210001011742 新サービス提供と水廻り目玉商品による顧客獲得と売上アップ戦略

福井県 有限会社アダチ 9210002009308 アダチから見える喜びと聞こえる快感を感じてもらう販路開拓

福井県 有限会社南部酒造場 9210002009571 日本酒「花垣」の海外販路開拓で輸出の拡大を図る

福井県 石塚七左ヱ門商店 － 乾麺専用低温設備新設に伴う製造日数短縮による売り逃し獲得事業

福井県 フイットネススタジオビュート － ネット経由顧客獲得の為ホームぺージ制作と検索上位表示対策

福井県 フラワーショップアカネ － 「長期可能保存生花の販売事業」による新規顧客の獲得

福井県 株式会社森写真館 9210001009936 七五三イベントのワンストップサービスの実施

福井県 魚清 － 健康志向のお客様へ新メニューのＰＲと満足度向上に向けた取組み

福井県 勝山市観光まちづくり株式会社 7210001016380 勝山観光情報の一元的発信による周遊観光の促進と観光消費の拡大

福井県 有限会社ユキチ産業 6210002009905 新たな高齢者向けサービスの実施と事業ＰＲによる販路開拓

福井県 とちき整体院 － 体操を取入れた新サービスの提案と周辺地域への認知度向上の実現

福井県 ｓｈｕｋ蘭 － 地域初！メンズエステ事業等の展開

福井県 古谷製材所 － ＷＥＢサイトで県産材・端材木工製品情報を発信し新規顧客獲得

福井県 スタイル・オブ・ジャパン株式会社 3210001014215 国産間伐材と３Ｄ切削機を活用した若狭塗箸の販路開拓事業

福井県 株式会社リプレッド 5210001015987 漫画制作用背景データ素材の新たな販路開拓

福井県 えいごハウスａｐｌｕｓ（アプラス） － 実践英語の習得、資格取得、高校入試合格を実現する英語教室

福井県 有限会社オプト．デュオ 7210002012833 欧州市場開拓に向けた自社ブランドＰＲ強化とフランス見本市出展

福井県 犬の美容室ハッピー － 北陸初！ペットと食事を楽しめるダイニング事業による販路拡大

福井県 Ａｋａｎｅ　Ｂｉｚ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － 中小企業、小規模事業者への海外販路開拓支援サービスの開発事業

福井県 吉村畳店 － 「縁無し極薄畳」の販売による顧客開拓と新たなニーズの創出

福井県 やまはつ菓舗 － 『個客ニーズに対応したオリジナルスイーツ』の販売促進事業

福井県 松田蒔絵有限会社 9210002013409 百年の継承技法を訴求した「蒔絵師親子展」開催による販路拡大事業

福井県 Ｓｏｌｅｉｌスタジオユウ － 介護施設や介護者向け予防・体操プログラムの新サービス開発と販路開拓

滋賀県 株式会社京都工芸 2160001003645 注文前に安心して購入出来る刺繍画像システムの導入で販路開拓

滋賀県 株式会社みやこ 8160001014835 地元高齢者の認知向上のためのチラシ・看板を利用した売上拡大策
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滋賀県 株式会社エースオブハーツ 7160001017500 簡単・手軽に作れる「キット」販売による新規顧客獲得

滋賀県 ビュキュア － ネイルサロンの革命的「シニア層」中心の新規顧客獲得

滋賀県 株式会社スタディラボ京都 1160001019031 競合激化の中、さらなる認知度アップと新規顧客獲得

滋賀県 株式会社ラクラク・ビータ・スタイル 4160001004476 耐震・断熱・気密・無添加リフォーム

滋賀県 アースカラー設計　一級建築士事務所 － 小冊子を活用した環境浄化型新築住宅の集客強化

滋賀県 大野木　徹 － アメリカ製の整髪料の日本の総代理店としての輸入販売の拡販

滋賀県 ケーキハウス・トップス － 新規顧客獲得を目的とした店舗イメージの統一と刷新

滋賀県 有限会社至誠庵 3160002000252 あの鮒ずしがお菓子になりました！！

滋賀県 株式会社デジタルガーデンシステム 3160001017454 チラシ作成、ＨＰへのデモ版ダウンロード機能付与による販路拡大

滋賀県 おうみ社労士事務所 － 労働紛争・高年齢者雇用を切り口としたプロモーション事業

滋賀県 ＨａｉｒＳａｌｏｎＮＡＳＡ － ヘッドスパ・スキャルプケアメニューの導入による客単価向上

滋賀県 エクスピーエナジー合同会社 9160003001459 デザインデータベースシステム構築による受注成約率の増加戦略

滋賀県 株式会社ミルコ 9160001004042 薬剤不使用のミツバチ駆除・養蜂事業のビジネスモデル開発

滋賀県 トナリ木工 － オーダー家具を注文しやすいツールを作り、新規顧客開拓

滋賀県 ヤマダアールカンパニー株式会社 5160001018566 オリジナルハワイアンローストチキンの移動販売・販路開拓

滋賀県 株式会社Ｌｏｃａｌ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 4160001018427 石窯料理を通じた地域食財の魅力発信事業

滋賀県 Ｌｉａｎ　ｈａｉｒ － リラックスシャンプー台導入！わくわく単価アッププロジェクト！

滋賀県 株式会社松村寝具 7160001007055 広報活動による「体験型寝具店」の認知度向上及び新規顧客開拓

滋賀県 片山木工所 － 轆轤工芸品ホームページ開設等によるファン獲得事業

滋賀県 株式会社吉野 7160001007674 のっぺいうどん発祥の店としてのブランド強化による集客ＵＰ

滋賀県 株式会社ファイバー 8160001009257 彦根の地場産業“縫製”技術を基にした無縫製自社ブランドの確立

滋賀県 株式会社福島建具製作所 6160001008715 保育用パーティション遊具の開発と販路開拓

滋賀県 ホラオーディオ － 彦根発　木製クラフトスピーカーＭＯＮＯの全国への販路開拓

滋賀県 有限会社魚忠 6160002007897 ＷＥＢプロモーションの推進による来店客数および売上高増強

滋賀県 ＣＯＭＭＵＮＥ（コミューン） － 滋賀県産の素材にこだわった新商品開発並びにＰＲツール作成

滋賀県 鈴木工務店 － 古民家再生事業のプロモーションによる受注増加と地域活性化

滋賀県 有限会社吉田松蔵商店 4160002008732 展示会を活用した現代的仏具プロモーションによる収益力向上

滋賀県 ｄｕｂ　ｐｌａｔｅ － お子様連れに対応できるＦａｒｍ　ｔｏ　Ｔａｂｌｅ式テラス席の整備

滋賀県 株式会社銀波 4160001008238 台湾展示会出展による市場調査ならびにプロモーション事業

滋賀県 移動美容まいまい － 訪問美容が利用できないお客様に特化した新店舗による販路開拓

滋賀県 パティスリー　ビヲレ － 製造・保管能力向上による商品充実でアフター５の顧客開拓

滋賀県 工房　吉久保 － 「無垢の木の家具工房」アピールによる認知度拡大と新商品開発

滋賀県 株式会社酒蔵ひのや 8160001009422 地域一番店アピール＆お酒の楽しみの提案によるネット販売強化

滋賀県 有限会社小菅酒店 3160002008122 情報の宝庫！酒専門店が行うＷＥＢショップと地酒の販売促進

滋賀県 株式会社北川鉄工所 1160001008208 製品仕様・価格・図面管理ソフトによる業務の効率化及び販路開拓

滋賀県 和三整体院 － 新しいホームページとブログによる施術内容の発信と新規客獲得

滋賀県 ハッピー太郎 － 発酵食品の魅力を伝えるワークショップの開催と商品展開

滋賀県 リンクスプラス － 福利厚生としての企業向け婚活パーティサービスの展開促進

滋賀県 株式会社ハナデザイン 5160001009350 暮らしの楽しさを伝え、新たな顧客の掘り起し

滋賀県 株式会社エスウィン 4160001009401 不妊にお悩みのご夫婦への相談事業による商品販売力の強化事業
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滋賀県 りーる整骨院 － 産前産後メニューの強化で地域の新たなニーズを掘り起こす！

滋賀県 株式会社おうみ社中 9160001017944 一人ひとりの悩める足”に寄り添ったインソール形成による顧客開拓

滋賀県 株式会社エーワイ 4160001018146 『自分でリフォームする楽しさの発信』及び販路拡大。

滋賀県 株式会社びわこだいなか愛菜館 4160001011497 知名度向上で新規顧客獲得するための直売所の魅力発信事業

滋賀県 株式会社井上硝子 6160001011504 「食料３５０」の口型を変更し、ふたのバリエーションを増やす。

滋賀県 株式会社オフィスＡＫＩ 6160001011537 高齢者向け福祉理美容を促進する低価格小型移動理美容車の拡販

滋賀県 株式会社エクボスタジオ 1160001010642 「接客ツール」のデザイン統一によるスタジオ写真販売強化事業

滋賀県 クッチーナ―カプリチョーザ － 高齢者用の石窯焼ピザ開発と、宣伝広告による新たな販路開拓

滋賀県 瑞晃建築事務所 － 地域から滋賀への販路拡大に向け、ホームページ・現場用幕の作成

滋賀県 西澤司法書士事務所 － 相続並びに相続対策の広報と顧客創造

滋賀県 美容所くるみ － タウン誌広告、リーフレット作成、看板設置による認知度向上事業

滋賀県 株式会社布引焼窯元 7160001010133 新市場開拓のためのアメリカでの展示会の開催

滋賀県 有限会社やまかわ 7160002010322 学童保育専用のインターネットによる受発注システムの構築

滋賀県 魚繁大王殿 － 普段使いできる懐石で働く単身世帯をターゲットに販路開拓

滋賀県 カープロダクション　マスターピース － 若者世代に向けたタイヤ交換・保管サービスによる販路開拓

滋賀県 鈑金塗装・ヒロ － 顧客のニーズに応えるためのホームページ及び看板の作成・設置

滋賀県 カットサロン　ウエノ － 働く男性をカッコ良く癒す新理容サービス展開による新規顧客開拓

滋賀県 Ｓｈｅｒｐａ　ｈａｉｒ　ｓｋｉｎ　ｈｏｓｐｉｔａｌ － ３０代～５０代の女性へ新たなニーズに対応した販路開拓

滋賀県 小澤工務店 － ホームページ開設と新聞広告掲載による手刻み加工の認知度強化

滋賀県 サルティンボッカ － 新たな高齢者用「近江牛“軟らか”ステーキ」の開発と販路拡大

滋賀県 たうち衣料品店 － ホームページ・ネットショップ開設等による販路開拓の取り組み

滋賀県 ＡＵＭＩ株式会社 1160001018090 社会貢献としての人財育成。多店舗化に向けた地域密着の販路開拓

滋賀県 Ｌｕｒｅｓｈｏｐ　ｒｉｐｒａｐ － 「滋賀いきつけの釣具店」になる為、技術力ＰＲ・認知度ＵＰ事業

滋賀県 株式会社ｓ．ｃｒｅａｔｅ 8160001018539 新規事業の注文住宅紹介所「しがのいえ。」開設による販路開拓

滋賀県 パレスチナ・アマル － 対イスラム市場商品開発とブランディング、ＥＣ構築での販路開拓

滋賀県 ＦＯＲＴ　ＧＥＮＥＲＡＬ　ＳＴＯＲＥ － 【雑誌広告による新規集客、認知度、売上のアップの実現】

滋賀県 合同会社ｃｈｏｃｏｌａｔｅ．ＬＬＣ 9160003001161 新規顧客獲得、企業紹介のホームページ作成

滋賀県 伊庭拓也 － 彫金機器と伝統技術で生み出す、新しい金属工芸品による売上増加

滋賀県 株式会社ハコデザインプランニング 9160001019247 店舗リフォームで地域活性、設計事務所の売上アップ大作戦

滋賀県 湖南司法書士事務所 － 動画で紹介「湖南司法書士事務所の西岡です！」

滋賀県 Ａｒｉｍｏｔｏ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｗｏｒｋｓ株式会社 7160001018589 会員制Ｗｅｂサイトの構築による建築設計等サービスの販路拡大

滋賀県 ＡＭＭＹ（アミー） － ファミリー層をターゲットとした事業展開による新規顧客獲得

滋賀県 ｅｎＳｅｉｓｕｉ － ＨＰ作成と展示会による「ごちそう巡り石鹸」の魅力発信事業

滋賀県 滋賀マリン － 小型船舶操縦免許に関するサービス展開を軸にした個人顧客開拓

滋賀県 窓処いしもと － サンドブラスト彫刻加工品販売の展開・販路開拓

滋賀県 株式会社ダイワ住研 3160001014897 ＨＰ刷新・スマホ対応により顧客との関係性強化で売上アップ！

滋賀県 合同会社あかり 5160003001223 ２種類の販促媒体強化で認知度アップ＋新規客獲得

滋賀県 イイダ － ハーブヨガの普及・指導者養成・温活の物販。

滋賀県 ヒラテック株式会社 5160001018211 カタログ制作とホームページの利便性改善による販路開拓の取組

滋賀県 パソコン教室ふらっと － 論理的思考が身につく、子どもプログラミング教室の開設と宣伝広告
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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

滋賀県 有限会社第一観光サービス 2160002013981 小さな旅行会社が地域に愛され生き残るための取り組み

滋賀県 株式会社いと 7160001017327 ムスリムファッションへの和柄展開による売上拡大

滋賀県 株式会社ウンリュウ工芸 9160001019313 店頭広告ツールのセミオーダーシステム開発による販路開拓

滋賀県 遊季造園 － ３ＤＣＡＤソフトによる版築工法庭造りの受注件数アップ

滋賀県 京滋ピアノ調律 － 音声映像を用いた聴かせる広報活動による販路拡大

滋賀県 有限会社西村ミシン商会 9160002014040 洋式トイレ化による高齢者や小さい子供達へ優しい店舗環境の提供

滋賀県 株式会社ウェザーリポート 2160001016044 「自分らしい家具を造る」オーダー家具のインターネット販売

滋賀県 樋上税理士事務所 － 専門サイトによる新規顧客獲得とＧ　Ｓｕｉｔｅ導入による業務効率化

滋賀県 家具屋　ＳＰＩＫＥ － 赤ちゃんも安心、環境に配慮したオーダーメイド家具のＰＲ

滋賀県 Ｃａｆｅ　ｊｅ　Ｊａｒｄｉｎ －
まるで別世界！ヨーロッパ旅行に行った雰囲気になるイングリッシュガーデン
併設のこだわりカフェで癒しのひとときをお届け！

滋賀県 髪ショップマコト － 住民の悩みを解決する溝蓋用騒音軽減具の販路開拓事業

滋賀県 和洋旬季　川端 － 他店にはないワイン、日本酒の試飲コーナーの開設とＰＲ

滋賀県 エブリィー整骨院 － 整骨院でエステティシャンによる滋賀県初の美容サービスの展開

滋賀県 ＡＧ株式会社 6160001017468 ＳＮＳを活用した料理動画レシピアプリの開発・運営

京都府 攻城団合同会社 7130003004813 攻城団のユーザ獲得と認知度向上にむけた販路開拓の取り組み

京都府 有限会社木村卯兵衛商店 2130002017762 西陣織を活かした着せ替えバッグの展示会出展事業

京都府 染のあらたに － 取引先の多角化で１社依存体質の是正～事業拡大を目指して！！！

京都府 旬菜　松なみ － 介護事業所や高齢者等への宅配事業開始及び真空包装機の導入

京都府 ことのは園藝研究所 － オリジナル苔玉モスペットのライセンス事業拡大のための教室新設

京都府 株式会社シュルード設計 8130001053927 ３Ｄプリンター事業の一元体制を図るモデル事業の販路開拓

京都府 株式会社御池 9130001020100 紙と電子の自社カタログのクロスメディアで竹の魅力を発信

京都府 株式会社瀧田 2130001017953 「時計の動き方無料相談会」を通じた販路開拓

京都府 株式会社つえ屋 5130001032165 世界初の杖の移動販売車を活用し顧客開拓および具体的な販路開拓

京都府 合同会社オリジナルペイメント 1130003003647 事業者向け広告を活用して自転車通勤向き駐輪場の販路を拡大する

京都府 株式会社ＳＥＩＪＩＲＯ 6130001051065 組合せが楽しめる新開発のバッグを展示会にて卸売先を新規開拓

京都府 天然色工房　手染メ屋 － 自社草木染めブランドの英語圏海外市場への新規開拓

京都府 補聴器・眼鏡工房よしの － 目と耳の健康を考える補聴器眼鏡専門店、折込チラシで販路拡大！

京都府 ＢＯＤＥＳＡ － 介護予防の筋力トレーニングプログラムによる高齢者への販路開拓

京都府 石川つヾれ株式会社 3130001004315 「西陣爪掻本つづれ織」の若者への販路開拓等事業展開

京都府 株式会社長谷川 8130001001638 ＨＰ等の活用による新規顧客開拓とタイル見習工の雇用促進

京都府 株式会社エーディーディー 6130001024707 英語版ＨＰとデモの視覚化による国内外からの受注拡大の実現

京都府 茶道体験古都 － 外国人観光客向けの新サービス開設と予約システム構築

京都府 有限会社山栄フーズ 2130002019049 「ラーメン店向け総合商社」スマホ版ホームページ作成とＰＲ

京都府 株式会社大西常商店 3130001028149 訪日外国人の生活やニーズに合致した新商品の開発と販路開拓

京都府 Ｃａｆ’ｅ　Ｔ．Ｍ　ｅｎ － 御所エリア観光客向け「京手毬サンド」のテイクアウトによる拡販

京都府 真直屋 － 真直屋の「愛媛県化・見える化」で新規顧客の獲得と客単価の改善

京都府 マグノリア － 医療用ウィッグ開発と販路開拓及び購入者への心のケアー

京都府 株式会社京都八田屋 9130001027302 既存顧客情報のＩＴ化による能動的かつ継続的な販売促進事業

京都府 株式会社イワサキ 2130001000232 人とペットに笑顔を！「うちの子のきろく」サポーターサイトの開設

京都府 岩本印刷株式会社 9130001010035 ポケット付き旅ノートの開発・販路開拓
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京都府 株式会社ふよこファクトリー 6130001056345 「生麩スイーツの手土産」販売事業開始のための店舗出店・改装

京都府 株式会社山中工務店 9130001005621 世界へ竹の茶室「帰庵」の魅力を広め茶室建築の新たな販路を開拓

京都府 丸惣測量株式会社 1130001001933 新たな測量ニーズの掘り起こしによる受注拡大

京都府 有限会社知人社 5150002001101 営業強化で新規顧客獲得と業務統一化による生産性アップ

京都府 市橋精機株式会社 7130001012347 医薬業界向け韓国展示会の出展と外国語対応のＷＥＢサイト構築

京都府 株式会社片山工務店 8130001012494 京都発・緑化住宅モデル「ブルーベリーハウス」からの販路開拓

京都府 ＶＩＳＡＧＥ　Ｌｏｃａ － 健康診断カウンセリングと美容鍼を利用した健康推進サービスの提供

京都府 プリンセスファンタジー － 新規顧客の開拓のためのトリミング高速化システム構築

京都府 有限会社京都唯心庵 4130002021515 弊社オリジナル商品・納骨壇「常楽塔」の広報活動による販売促進

京都府 正絹着物レンタル京てまり － 正絹着物文化の魅力発信による中国系観光客の新規集客用ＰＲＨＰ等作成

京都府 有限会社ノトス 9130002009019 共働き家庭の笑顔を支えるシッター事業の拡大に向けたＨＰの改修

京都府 株式会社ＩＷＡＫＩ　ＳＴＹＬＥ 7130001048184 訪日外国人向け現地派遣型の文化体験ポータルサイト

京都府 ｃｙ＿ｃｌｉｃｋ － きものアップサイクルのイメージを伝えるサンプル開発と店舗作り

京都府 藝佳株式会社 2130001056373 販路開拓：会社ＨＰ作成とチラシの外注

京都府 クリーニング寿 － 新たな顧客を獲得するためのリアルとネットの情報発信事業

京都府 株式会社ジェイエムユウ 6130001023485 オリジナルブランド「ＫＯＴＯ」の海外向けネットショップ構築

京都府 サンエムズ株式会社 6130001031678 熱成型プレスによるオリジナルブランドの開発・販路開拓

京都府
ジャパンコラボホールディングス合同会
社

6130003003956 桑葉由来商品の海外販路開拓事業

京都府 ＧＹＰＳＹ　ＢＵＳ － 顧客データを活かしたポスティングによる販路開拓

京都府 株式会社二十八 1130001053264 展示会開催とホームページ刷新による当社ビジネスの周知事業

京都府 株式会社鈴清 7130001048102 自社ホール専用葬儀プランの開発および知名度向上による販路開拓

京都府 株式会社丹　宇 4130001011153 木造建築物の風合いを保ちながら保護するタウンガードの販売促進

京都府 有限会社エイ・アンド・エム 7130002004822 ４０歳代の次世代白髪染め見込み客を囲い込む為の宣伝広告事業

京都府 エヌアンドエムドーナツ株式会社 8130001058356 体にやさしい手作りドーナツ「ニコット＆マム」ブランドＰＲ事業

京都府 株式会社アトリエＹＯＵ 7130001054414 ３０～４０歳代女性に合う　チタンアクセサリーの開発と販路開拓

京都府 株式会社ラ・フィーネ 8130001024721 スマホ対応ＨＰ制作による専用プログラムで販路拡大

京都府 株式会社森川 4130001058310 京の本草木染めで、くらしを彩る～雲母プロジェクトの全国展開

京都府 有限会社河長 1130002019140 河長金物絵巻（仮）発行プロジェクト

京都府
ＶＩＥＴＮＡＭ　ＦＲＥＮＣＨ　ＸＵＡＮ　－スア
ン－

－ ＸＵＡＮ－スアン－ブランド構築の為の創業２０周年記念事業

京都府 株式会社西川貞三郎商店 2130001009538 京焼・清水焼のブランディングと他産地コラボによる付加価値向上

京都府 株式会社京都未来創造研究所 2130001056027 新たな販促用の会社案内の作成・送付と新たなメディア販促の実施

京都府 株式会社西村庄治商店 4130001022010 商品アピールのためのパンフレット・ホームページによる販促事業

京都府 オフィスキッズワーク合同会社 8130003004746 園長が作った保育現場の事務効率化システムの広域販路拡大事業

京都府 ＬＡＤＥＲ － 常設店舗の開設による販路開拓

京都府 北陵電工株式会社 1130001005430 省エネ補助金活用をＰＲするＨＰの制作によるエンドユーザー開拓

京都府 株式会社Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｔｙｌｅ 1130001045410 安全と運転技術・モラル向上への取組みによる販路拡大と売上向上

京都府 アトモフ株式会社 9130001053736 デジタル窓の市場創出のための北米・欧米での販路拡大

京都府 きずな整体院併設鍼灸院きずな － ３回でオスグッドの痛みを改善【スポーツ障害専門整体院】開院

京都府 Ｍｏｌｆｏ合同会社 2130003003968 ヘンプブレッドバスケット・バッグの開発・販路開拓

京都府 有限会社田辺鈑金 1130002011163 ～ライダーの事故予防に～２輪車専用コーティング剤で販路開拓
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京都府 藤井畳店 － 畳縁（たたみべり）を使用したハンドバッグの製造・販売

京都府 株式会社Ｎ＆Ｌ 4130001058070 無料のマイナンバー管理セミナー開催で給与計算業務の受注獲得

京都府 株式会社茶匠六兵衛 9130001058000 海外への抹茶を中心とした販路開拓

京都府 聚洸 － 賞味期限３日間の「瓶詰め和生菓子」の開発と販路拡大

京都府 株式会社松彦建設工業 6130001008701 京都・奈良県産材普及促進事業

京都府 天然酵母パン教室　ＹＵＫＡＲＩ － パン教室開校を目指す指導者養成コースの集客を図る広報活動

京都府 株式会社トヨダ 1130001015207 古都・宇治で婚活！　お見合いパーティ付き観光・宿泊事業

京都府 麗聲堂 － スキルアップできるワークショップ併設の実店舗の改装・開店

京都府 ＣＳＪプラススタディ － 受験国語過去問通信添削事業の告知と販売網の拡大

京都府 株式会社ＡＬＩＶＩＯ 8130001057011 キッズコレクションで知名度アップ　売り上げ拡大を図る

京都府 株式会社パパガヨ 9130001056631 景観を損なわないディスプレイ筐体の開発・販路開拓事業

京都府 ｎａｅｃｌｏｓｅ － 京都の素材によるオリジナルアクセサリー作りの教室普及事業

京都府 株式会社黒香師工房 8130001028020 丹後ちりめん素材を使ったアクセサリー製作と販路開拓

京都府 ｃｏｎｎｃｅｔ － 「伝統工芸品のコンパクトショップ」事業

京都府 株式会社ハニールネッサンス 1130001052638 販路開拓のための営業資料作成と販促品の制作、営業活動の活性化

京都府 ゆるみや － プロ向け整体技術サービスのトータル教育を提供する事業

京都府 アンジュ株式会社 1130001053314 ハレ舞台、切れ目ない和装着用の機運づくり～伝統文化の親子伝承

京都府 株式会社健幸プラス 7130001052574 「食」と「始末」を通じた地域の健康・安心・環境力アップ事業

京都府 有限会社ファーミス 7130002009219 開発案件に資するホームページによる認知度向上・新規顧客開拓

京都府 たこ焼き酒場　蛸ぼーず － 外国人観光客の集客及びデリバリーの販路開拓

京都府 ガーデン株式会社 9130001050452 二世帯住宅を検討されている方への販路開拓

京都府 Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　８ － ＨＰによる京町屋のＬＧＢＴフレンドリーゲストハウスの情報発信

京都府 株式会社堀九來堂 8130001022519 既存顧客・新規客に対する販売促進のためのホームページ作成

京都府 ｅブックマイン － 人生を豊かにする「自分史作成講座」の開催

京都府 ものレボ株式会社 4130001055935 見込み客への具体的な商品利用イメージの訴求による新規顧客獲得

京都府 有限会社アート・クリエイション 1130002004613 中規模・小規模集会、発表会における舞台看板による販路拡大事業

京都府 株式会社ＲＡＳＣＡＬ’ｓ 8130001052004 スポーツ情報発信サイト「Ｐ－Ｍｅｄｉａ」の開発

京都府 ＣＯＣＯＬＯ株式会社 3130001059045 新規市場開拓・客単価向上に向けたコールドプレスジュースの開発

京都府 中嶋金属株式会社 8130001001489 「高度なメッキ技術」の自動運転車・航空機市場への販路開拓事業

京都府 しゅん太鍼灸整骨院 － 『足を整えるメニュー』による新規顧客数増加、顧客満足度向上

京都府 大華苑フラワーショップ － 集客力（来店率）ＵＰと花文化普及のための教室開講と店舗改装

京都府 菅野屋商店 － ビオ・ワインと希少日本酒の販売開始による新規顧客の開拓

京都府 有限会社ラボット 9130002021394 エクステリア専門店としての認知度向上のための広報戦略

京都府 株式会社杉本工務店 8130001004938 施工一日・組立式「京の和室」の海外販路開拓用ホームページ作成

京都府 株式会社デコ・ジャパン 3130001027679 伝統技術・先端素材融合のファッションブランドを京都から世界へ

京都府 株式会社環境コーポレーション 4130001049020 飲食店向けと整体向け異業種販路開拓

京都府 ムーンサークル － 中小企業向け脳科学ベースのメンタルヘルス管理の顧客開拓

京都府 有限会社グランドキャニオン 1130002019289 ４ＷＤ車専門店ならではの買取サービス強化と顧客満足度向上事業

京都府 有限会社ボイスバーバー 4130002006103 炭酸泉の新メニュー開発による客単価増ならびに新規顧客獲得

京都府 一級建築士事務所　ＯＤＳ － 建築業界の業務補助ソフトの制作及び運用
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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

京都府 有限会社ケイ・アソシエイツ 3130002003662 京都の現代和風デザインによる高級リフォーム市場への販路開拓

京都府 株式会社ミレ・フードサービス 3130001052710 焼肉女子メニュー投入での女性顧客開拓

京都府 株式会社ハヤカワ 5290801019131 中古ブランド品の越境ネットショップの開設と販路開拓

京都府 株式会社高田屋旅館 8130001017931 東本願寺正面の旅館が寺モダンなホテルへ！ＨＰで観光客を集客

京都府 株式会社徳永建設 1130001015181 京町家への「スキマ０工法」によるリノベーション提案事業

京都府 株式会社恵葉＆菜　健康野菜 1130001056168 高機能野菜を使用した全く新しいサンドイッチのテスト販売

京都府 キッチャン有限会社 4130002021606 新サービス　近江牛の「割烹料理」による販路開拓

京都府 株式会社チクノライフ 6130001030754 自然の空気清浄機『チクノキューブ』の販路拡大計画

京都府 有限会社柴屋 3130002013975 地域女性向け民家での複合的な趣味の教室運営

京都府 株式会社スリーシー 4130001028511 空き家情報収集サイト・空き家ショップ認知度向上を図る広報活動

京都府 株式会社和来堂 5130001031150 「公道走行可能なゴーカートによる京都観光」の販売促進

京都府 有限会社Ｒａｓｈｉｋｕ 8130002022377 一部屋丸ごとクリーニングの無料体験会で新規顧客の獲得

京都府 株式会社デザインハウス風 8130001005143 自社ブランド商品直販強化の為のショールーム兼ショップ開設

京都府 有限会社やまと 9130002018795 トイレの洋式化による外国人・小中高生の不満解消

京都府 セブンスリット株式会社 7130001053110 ＥＣサイトを飛躍させるための３つの広告戦略事業

京都府 岡本織物株式会社 7130001002678 海外の高級アパレルブランドへ西陣織金襴地企画販売の為の事業

京都府 川勝直七法衣店 － 新ブランド「ＢＯＯＺＯＯ」による海外市場販路開拓と新商品開発

京都府 ブロン電機株式会社 1130001003764 ＩＴを活用した受注対応力および顧客ニーズに応える製造力の強化

京都府 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　コモゴモ － 広告宣伝による効果で新規客の増大

京都府 もとやま畳店 － 業界初！茶道用「正座しても足が痺れにくい畳」の開発・販路開拓

京都府 キクヤ写真場 － 額装でのナチュラルポートレートの販売強化

京都府 ブロシェット － テラス改装によるブランドイメージの強化事業

京都府 Ｃｕｒｉａｃｅ　Ｔｒａｄｉｎｇ － 日本規格のオリジナルハンモック販売強化！ネット通販の強化

京都府 寝装品の店　いとうてる － 布団リサイクル受注強化及び商品販売増のための情報発信

京都府 工房ゆらるり － 西日本初！本格エッチング設備の導入によるガラス製品の販路開拓

京都府 トゥルーシード株式会社 5130001055810 自社医療機器製品の新規販売に向けた販路開拓の取組

京都府 味彩みたか － 地域の子連れ・高齢者等の団体客取り込みのための店内環境設備

京都府 カポーティー株式会社 8130001047895 紅茶を通して中小規模飲食店の売上に貢献する為の宣伝ツール制作

京都府 西陣はしもと － 店舗と季節限定メニューの広告宣伝、内装の変更

京都府 有限会社鷲野染工場 1130002006493 高精細の手捺染技術を用いた晴雨兼用傘の開発及び顧客開拓

京都府 株式会社京都グランメディカル 6130001058630 「ワンストップサービス」による歯科医院への包括的支援

京都府 合同会社フルーツリキュールフリークス 2130003003555 京都産レモンを使ったお酒「京都りもんちぇっろ」の開発・販売

京都府 株式会社スライヴケア 9130001049338 介護サービス利用者確保・拡充のためのウエブサイト運営

京都府 パン・ド・キ － 目立たない店脱却！パン・ド・キ認知度ＵＰ作戦！

京都府 ＡＮＧＩＥ（アンジー） － 認知度向上による客数増加と新商品宣伝を通じた顧客との関係強化

京都府 工房ごだい － 料理人が提案する日常漆器「ＧＯＤＡＩ」シリーズの開発

京都府 株式会社はしもといんさつ 6130001029631 「認知信頼拡大に向けた当社ＨＰ制作と、新マーケットへの販促」

京都府 株式会社湯浅與七商店 2130003003555 御衣丸洗い、仕立替、補修販促チラシ作成配布による売上拡大

京都府 有限会社大西嘉七法衣仏具店 5130002009699 革新的なホームページ開設と独自ＤＭによる競合との差別化

京都府 有限会社ＮＯＹＡＭＡ 6130002022825 ＰＢブランドハラール調味料（酢・みりん風）の開発・販路開拓
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京都府 かりゆし整体 － ３０～５０代をターゲットにした整体教室を開催して顧客を増やす

京都府 ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＳＬＯＷ － 東舞鶴の外国人来訪者増加に対応した店舗演出整備事業

京都府 株式会社細合実業 2130001042068 資材置き場での直接リース・販売業務による販路開拓

京都府 イロハデザインリンクス － プロカメラマンが行うＷＥＢ専用の写真・動画撮影のＰＲ事業

京都府 有限会社光塗装 3130002032793 家族も安心高齢ドライバーヘの安心装置提供による販路開拓

京都府 にほんまつ動物病院 － 京都府北部初・ドッグラン併設動物病院の販路拡大

京都府 有限会社フジムラ 3130002033461 「身体に優しいメガネ」による顧客の囲い込み

京都府 ＴＡＪＩＲＯ工房 － 絵画造形教室のフランチャイズによる全国展開の販路開拓

京都府 萬代製作所 － 別注家具やリノベーションの受注促進事業

京都府
Ｐｉｃｃｏｌｏ　ｂａｍｂｉｎｏ（ピッコロ　バンビー
ノ）

－ 地元朝採り野菜を使ったイタリア料理の地域浸透による販路開拓

京都府 野尻整骨院 － 整骨院における原因療法の新規患者の獲得

京都府 日本チャレンジ株式会社 7130001058431 一生の財産「かきかた」教室～独自教材と園設置モデルで商圏拡大

京都府 株式会社ＳＥＩＷＡ　ＧＬＯＢＡＬ 1130001058239 インドネシア向けオーガニック化粧品の開発及び展開事業

京都府 小谷自動車株式会社 3130001040491 車検用検査機器の導入及び社用車ユーザーヘの営業強化事業

京都府 青井俊季建築設計事務所 － 「トカイナカ－スタイル」ブランドで、潜在的顧客との出逢い！

京都府 三浦製材株式会社 8130001035958 空き家の予防・活用・運用ビジネス構築による販路拡大

京都府 株式会社テイ．アイ．プロス 7130001038490 当社製品「ヘアスチーマー」のベトナムにおける新規販路開拓

京都府 山城萱葺株式会社 8130001053539 オーダーメイド型茅葺き「茅の庇－ひさし－」製造販売事業

京都府 ＫＩＪＩＹＡ－ＳＨＯＤＡ － 木製品オリジナルデザイン開発と顧客オーダーメイド受託拡大

京都府 エステハウスアンディ － 新規事業のオリジナル化粧品の開発に伴いブランド化を目指す宣伝

京都府 Ｃａｆ’ｅ　ｍ－ａｌｉｅ － 地域農産物を活かした新商品の開発販売

大阪府 リープブリッジＶＪ中小企業診断士事務所 － ＷＥＢマーケティングを通じた海外展開企業の支援

大阪府 株式会社共立陸運 2120001166140 ドライバー待機時間・配達ルートを利用した高齢者サポート事業

大阪府 ＦＵＪＩＹＡ － 八百屋からオーガニック専門グロサリーストアへの展開とＰＲ

大阪府 永井美砂子社会保険労務士事務所 － 電子申請をスムーズに行うための業務改善ソフトの導入

大阪府 株式会社御恩セレモニー 5120002028023 全国対応の人形供養事業（お客様は当社にご郵送するだけ）。

大阪府 ３６５ｗｉｎｅ株式会社 2120001184159 「国内見本市の出展によるスロヴェニアワインのプロモーション」

大阪府 株式会社ファーストネットジャパン 5120001122132 「コーディング専用サービス」の展開による販路拡大

大阪府 ペッシェ株式会社 8010001154885 化粧品トラブルの予測・回避サービスシステムのウェブ広告事業

大阪府
ＰＥＲＳＯＮＡＬ　ＡＲＯＭＡＴＨＥＲＡＰＹ　＆
ＳＣＥＮＴ

－ 介護アロマボディーケアアイテムのサンプル製作と販路開拓

大阪府 Ｃｅｎｔ　Ｐｒａｉｒｉｅ（セントプレーリー） － ＨＰで卸売各社への販路開拓、縫製工場の開拓、ネット販売の確立

大阪府 オレンジブロッサム － スクールと心理部門の顧客獲得のためのホームページ等の拡充

大阪府 根岸・佐々木法律事務所 － ホームページのリニューアル及びＳＥＯ対策による販路開拓

大阪府 あいわ治療院 － 妊産婦の心と体を守る！！出張整体メニューの考案と販路拡大

大阪府 鉄平 － 快適空間・メニュー・パンフ・ＤＭによる売上増加を図る事業

大阪府 昌理容院 － 女性専用スペースの導入による販路開拓

大阪府 株式会社アメリティアラ 9120001167776 ４０代婚活女性の「内面＆外見　印象ＵＰ支援」サービス事業

大阪府 ニュージーランド農産物販売株式会社 1120001120791 海外進出を目指す事業・起業向け実践ノウハウ動画の制作、Ｗｅｂ公開

大阪府 邦楽の会　和奏伎 － 動画教材の配信と会員間コミュニケーション用のアプリの広告

大阪府 株式会社眞田化鋼 8120001017494 ブランド価値を高める新製品の案内のためのカタログ作成
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大阪府 天衣無縫 － 自律神経失調症及び肩こり症の新規患者集客による販路開拓

大阪府 株式会社トラベル・フロンティア 1120001163824 「セブ島でのボランティア体験＋プチ英語研修の企画・販売」　事業

大阪府 株式会社ＡＣＴＪＡＰＡＮ 6120001019344 水だけで除菌可能なＡＣＴ製品のＰＲと検査機を活用した販路開拓

大阪府 株式会社ピュール 3120002063245 生産者の想いをつなぐ、無添加りんごバターの販路開拓

大阪府 岡田枝里行政書士事務所 － ＨＰ等によるカンボジア人中心の外国人客獲得と新事業の販路開拓

大阪府 株式会社ＩＤマネジメント 6120001137922 ホームページのスマートフォン対策及び東京営業所の増員

大阪府 株式会社ＨＵＧ 5120001189717 幼稚園・保育園・自宅間の個別送迎サービスで売上アップ事業

大阪府 Ｒｅｎｅｓｔ － Ｗｅｂ、映像制作を活かした行政書士サービスの開発・販路開拓

大阪府 株式会社ＢＹＲＯＮ 5120001165172 安心して古本買取できる地元来店型「店頭買取」事業

大阪府 株式会社マーケティングテクノロジーズ 3120001199024 創業時に特化した「マーケティング支援サービス」の拡販

大阪府 株式会社新宿屋 5120001194997 ピュアな婦人靴　新ブランド「Ｊｕｎ．Ｊｕｎ」の開発・販路開拓

大阪府 ゆうプランド － ホームページ開設及び動画を活用した販路開拓・ＷＥＢ研修事業

大阪府 合同会社Ｍａｒｃａ 4120003010096 女性向けフルーツビールの開発と、コンテスト出品による販路の拡大

大阪府 ゼク・テック株式会社 3120001185156 日本初の細胞洗浄遠心機で子宮頸癌患者を救い医療費削減を目指す

大阪府 有限会社レインフォレスト・フィルム 8120002039439 コスプレイヤーなど仮装をする人向けの販路開拓

大阪府 合同会社レディーファーマシー 8120003011529 女性薬剤師による女性の健康と美容をサポートする薬局の顧客拡大

大阪府 ＰＣマネジメント － 中小企業、個人事業主向け　地域密着困ったときのＩＴへるぷ　事業

大阪府 る株式会社 9130001053620 ＩｏＴ製品の開発事業支援に有用な技術の広報

大阪府 イーパフォーマンス株式会社 6120901018924 学生向け就活支援無料サイト「就活ガイドネット２０１８」の告知

大阪府 福井化成株式会社 2120001006338 ラクラク収納！展示品ケース！「片ラクくん」

大阪府 石津整骨院 － 治療院の認知向上と健康器具の販路開拓

大阪府 ｓｈｉｎｉｎｇ　ｊａｐａｎ輪島塗 － 輪島塗商品の大阪展示場の開設とＩＴ活用による販路開拓

大阪府 株式会社Ｋａｎａｕ　ｗｏｒｋｓ 5120001176995 働きたいママ活躍！会社のストレスを法人出張マッサージで解消

大阪府 ステーキ専門店ケンジ － マルシェ横丁のＰＲ及び屋根・換気扇の改修、増設による販路開拓

大阪府 株式会社三八商店 9120001049702 三次元プラズマロボット導入に伴うウェブ広報による販路拡大

大阪府 株式会社ビズストーム 3120001184026 ビジネスゲームを活用した研修パッケージの開発と販売促進

大阪府 有限会社松岡クリーニング工場 8120002019226 富裕層、上得意様向け「えこひいき」付加価値サービスの提供

大阪府 ＹＹラジコン倶楽部 － 利用率向上の為にサーキットリニューアル改装

大阪府 みらい労働法務事務所 － ホームヘルパー資格を活かした介護事業所取込みチラシ配布事業

大阪府 賑わいキッチンなにわ花子 － 店舗改装によるブランド力構築による販路拡大

大阪府 有限会社ワコーアート 9120002007584 梱包材のワンストップ対応コーディネート事業転換への取り組み

大阪府 有限会社ＴＫＣカンパニー 5122002016833 インバウンド顧客・宴会顧客獲得にむけた店舗改装と販売促進

大阪府 高桑　あすか － 業界初！！本物の果物がそのまま入ったスマホケース

大阪府 ＣＬＯＶＥＲ － 美骨整体やエステの導入でのトータルビューティサロン転換事業

大阪府 子どもの学びと生活デザイン舎ななつ星 － 子どもの育ちとあそびのライブラリー

大阪府 クロムカスタム工房株式会社 3120001122976 宝石アクセサリー加工例の情報発信による新規受注拡大事業

大阪府 しあわせの枕やさん。みやぐち － しあわせの枕やさん。もっと癒される空間へ！

大阪府 ＭＩＩＨＩＮ － 雄勝硯石ブランドの立ち上げと商品開発事業

大阪府 エービスグローバルズ株式会社 8120001181084 幼稚園・小中高生対象の英会話・英検コース生徒増加プロジェクト

大阪府 酒井商事株式会社 9120001055337 『関西居酒屋産業展』への出展による新たな業態の顧客開拓
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大阪府 Ｆｕｔａｔｅ － Ｗｅｂページ改善・新設をおこない、駐輪場の販路を開拓する。

大阪府 株式会社トラヤクリーニング 6120001000865 新サービスモデルの確立とポスティングによるＰＲ

大阪府 あお動物病院 － 健康診断・予防医療と皮膚病治療の啓蒙と利用促進事業

大阪府 株式会社リバース 5120001197612 ｆａｃｅｂｏｏｋ広告を活用したキャリコン講座の認知度向上

大阪府 株式会社Ａ－ＳＴＹＬＥ 4120001119195 学校写真強化からはじめる経営健全化（売上構成比改善）

大阪府 エム・マーメイド － ボート免許（学科）の学習動画配信システムの開発・販路開拓

大阪府 エムダブ株式会社 3120001114313 インスタ連動型デジタルサイネージを利用した販促支援

大阪府 清水商事株式会社 4120001081255 インターネット販売システムの導入による販路開拓

大阪府 小野商店 － 商空間を演出する大判和紙の開発と海外展開のための体制作り

大阪府 野宮産業株式会社 3120001046440 ＱＣＤの優れた超音波溶着ブラシを機械要素技術展に出展し販路開拓

大阪府 大阪東洋珈琲株式会社 4120001048915 脱・苦手　珈琲を飲む人と飲まない人にも勧める販路開拓事業

大阪府 花田法務事務所 － 建設業許可の専門家が作成する管理組合向けの情報誌事業

大阪府 株式会社アセットブレイン 9120001197674 三代目若手不動産投資家向け、ＷＥＢを活用した新規顧客獲得事業

大阪府 枚岡合金工具株式会社 7120001025036 冷間鍛造部品用超精密異型金型救急修正サービス

大阪府 勝山株式会社 4120001022878 レストランなど施設内の表記の多言語化

大阪府 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｔｈｒｏｂ － 髪・頭皮の悩みを解決する画期的ヘアケアサービスの認知度向上

大阪府 株式会社ホットライン 1120001197392 インターナショナルギフトショー出展による販路拡大事業

大阪府 喫茶オスカ － 地域密着の、女性も若者もリピーターになる空間づくり

大阪府 株式会社ハートクリップ 6120001189385 『喜びと驚き』を創出するオリジナルギフトの企画開発と販路開拓

大阪府 なかばやし整骨院 － 自律神経調整整体の周知徹底による新規患者様の開拓

大阪府 アズコーポレーション － 乳がん患者の為の補助具「多荷物補助ベルト」の製品化と販売、宣伝

大阪府 ベーベリーハウス株式会社 8120001187412 チラシの制作・配布による弁当手配．ｃｏｍ利用者の新販路開拓

大阪府 株式会社ツジウエルネスクッキング 5120001161923 外国人・和食レッスン新受講者募集のためのコンテンツ制作配信

大阪府 有限会社ジャパンビィビィ 3120002057759
肌診断機導入とオリジナル男性用化粧品（メンズスキンケア）の開発・販路開
拓

大阪府 ジュエリーＧＩＮＯ － 業界初！「着物和柄ジュエリー」専用サイトの構築による販路開拓

大阪府 株式会社デザインポケット 2120001125443 食品サンプル出張制作体験の販路開拓計画

大阪府 Ｂａｌｉ　Ｌｕｘｅ － 技術と経営ノウハウの両方を教えるスクール事業の周知と販路開拓

大阪府 株式会社ソルマーケティングマネジメント 1120001097790 特殊撮影機材とドローン導入・内製化によるＮＥＴ関連の販路拡大

大阪府 有限会社リキハート 7120002006373 集配と保管で時間とゆとりのある生活を提供するクリーニング

大阪府 谷町なかの整骨院 － 整骨治療による視力回復効果を数値化するための自動視力計導入

大阪府 株式会社喜多勝商店 5120001005080 最中の美味しさを若者からお年寄りまで幅広く知ってもらう。

大阪府 濱口精版印刷株式会社 1120001024910 顧客の顔が見える来店型オンデマンドプリントショップでの新展開

大阪府 ｙｏｂａｒｅｙａ － 白カレーのブランド化による販路拡大と店舗改装による業務効率化

大阪府 株式会社ウィファブリック 6120001189402 業界初企業間フリマサイトの開発とＷＥＢマーケティングの実施

大阪府 有限会社グッドスピード 5120002048145 【初心者でも絶対にわかる！日本人講師によるオンライン文法英会話】

大阪府 プロメディア株式会社 1120001129263 マンショントラブルを改善する高機能サインの販路開拓

大阪府 馬場万鞄店 － なにわ商人発！大阪異業種連携で、新大阪名物品の開発。

大阪府 株式会社ｍｏｕｓｅｔｒａｐ 2120001122119 ３Ｄ－ＣＡＤ導入による新サービスの提案力と成約率の向上計画

大阪府 ＋ｍｋ　ｄｅｓｉｇｎ　ｗｏｒｋｓ － 「女性の心を掴む」ホームページのリニューアルで販促強化事業

大阪府 ヴェロスタ合同会社 8120003009721 利用者インタビューとチャット接客でニーズが薄い層に販路拡大
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大阪府 アリアレイン株式会社 3120001200286 『空間』と『香り』の融合効果による企業のブランディング化事業

大阪府 株式会社Ｓｉｌｅｎｔ　Ｖｏｉｃｅ 7120001200431 【ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮ　ＡＲＴ　“ＤＩＶＥ”】の販路開拓

大阪府 株式会社源正一本店 4120001090479 刃物の海外への販路拡大

大阪府 ＳＡＹ合同会社 8120003012353 要介護・要支援者向け高齢者施設内バレエレッスン事業

大阪府 マダム・カリー － 内製化によるコスト削減と展示会への出展による新規販路開拓事業

大阪府 有限会社ビーテックコーポレーション 9120002051599 縮毛の悩みを解決する矯正用薬剤の販売に関する広告宣伝事業

大阪府 エイト・ドア － 試飲コーナーの設置とワインカード作成による宣伝・売上向上

大阪府 株式会社資産管理研究所 9120001134116 接客ブース新設のための事務所移転を伴う店舗改装

大阪府 株式会社ＣＲＯＷＮ 1120101023110 自社ブランド展開のためのホームページによる情報発信と販売促進

大阪府 流音 － オリジナル商品開発による直接販売の実現

大阪府 ｂａｉｍａｉＷｏｒｋｓ － 地域商店と消費者をデリバリースタッフがつなぐシステム作り

大阪府 株式会社Ｐｈｏｔｏｓｔｕｄｉｏ　Ｓ 2120101029370 施設の強みを活かした撮影プランの販売による新販路の開拓！

大阪府 株式会社ヨタヨクト 4120001170958 「顔の見えるライター集団」の安心感を訴求し新たな販路開拓！

大阪府 山本ジム － 環境充実による顧客満足度向上と増収および広告宣伝で会員数拡大

大阪府 装和株式会社 4120001111375 インバウンド・着物で和文化体験とミニ座学

大阪府 有限会社ＳＥＪ 2120902022441 介護事業者の経理総務代行サービスの販路拡大

大阪府 はなたか整骨院 － 子育て世代への骨格矯正施術の販路開拓

大阪府 ｔｉｒｔｈａ合同会社 8120003010621 「訪間美容サービス」新規導入に伴うＰＲ・広告宣伝

大阪府 ＳＧ法務事務所 － 【外国人向け】ビザ・帰化申請・翻訳サポート

大阪府 株式会社楽笑家 2120001188110 飲食を通した美味しさと楽しさの提供で記憶に残る思い出創り事業

大阪府 串琢 － 焼鳥屋がシングルマザーを積極雇用してランチ営業を始める取組み

大阪府 有限会社マヴェリック 5120002062930 「ご自宅で再現しやすい！」料理教室への集客による販路開拓！

大阪府 株式会社ピカピカハウス 1120001128595 「クリニック」という新たな販路の開拓による収益倍増！

大阪府 柊谷熔接所 － 多種多彩な溶接ニーズを掘り起こす『溶接お助けサイト』の開設

大阪府 コブカフェ － カレー専門店の本格スパイスカレーが作れるキット販売計画

大阪府 株式会社ヤブキ和漢薬局 9120001105281 「カンタン漢方」Ｗｅｂサイトと「無料試供品」で販路を開拓！

大阪府 株式会社玉川精密 1120001169210 ＨＰと展示会参加によるベトナム金型メンテナンス市場の販路開拓

大阪府 株式会社小林順蔵商店 5120001043304 日本のアルコール飲料や酒器における国内外新規販路獲得事業

大阪府 ツナグ商事株式会社 1120001192229 Ｗｅｂリニューアルによる『Ｔｒｉｃｏｌｏｒｅ』商品販路拡大

大阪府 バンコ株式会社 7120001039639 専門から一般へターゲット変更による得意先流通網の再活性化

大阪府 Ａｎｉｍｅ　Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　Ｃ－Ｐａｒｔ － 外国人観光客をターゲットにした来店促進のための広告宣伝事業

大阪府 株式会社ソリューション・ソフト 4120001112621 自社会員管理シテムをクラウド化構築し対象業種顧客を増加

大阪府 泰三屋 － 三世代が訪れるバリアフリー設計のイタリアンレストランの運営

大阪府 ブレーメン株式会社 5120001172086 ウェブ上で法事の依頼ができる僧侶専門ポータルサイトの開設

大阪府 株式会社築拓 8120001169575 住宅や店舗に最適な照明を提案するＬＥＤプランナー事業の展開

大阪府 サンフォレスト株式会社 8120001140395 「戸建て住宅の売却仲介」部門の立ち上げによる販路開拓！

大阪府 ヒラノクメス株式会社 8120002011918 新規の顧客獲得による、特定の顧客に依存しない経営体制の構築

大阪府 株式会社田中科学 2120001049980 小ロットＰＢ化粧品イージーメイドシステムで販路開拓を進める

大阪府 株式会社エーディエフ 4120001106763 展示会に必須となるＨＰの充実と人員強化による新規市場への参入

大阪府 ｅｓｔｒａｔｔｏ － ■オリジナルブランド【Ｎ．Ｕ．Ｐ】のブランド化■在庫・売上管理ソフトの導入
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大阪府 讃岐うどんつる凜 － 栄養たっぷり！大造さんの“とり天うどん”を東三国名物に

大阪府 ミル株式会社 8120001185580 映像制作やスポーツに特化したデザイン事業による新規顧客獲得

大阪府 ティーエスアート株式会社 2120001129089 地元企業様を強力バックアップ！らくらくテンプレートパック

大阪府 眞下司法書士事務所 － 家族信託サービスを含む相続専門サイト立上げによる販路開拓

大阪府 株式会社阪上商店 5120001079785 オンリーワン！『戒名入りろうそくギフト』の販路拡大

大阪府 株式会社ベストプロポーザル 4120001139185 ＢＣＰ作成・運用を中核とした各種コンサルティングサービス提供

大阪府 合同会社ｔｏｒａｒｕ 7120003011562 おもてなし多言語情報発信サービスの価値向上と総合販路開拓計画

大阪府 ＳＯＡＲｉｓｔ － マイナスがプラスになる性格の見方を変える辞典サイト構築

大阪府 保育ルームてんとうむし － 外国人保護者が子どもの様子を確認できる英語ホームページ作成

大阪府 株式会社Ｔｅｒｒａｎｃｅ 7120001121784 本場イタリア産の靴の良さを全国へ伝え、ファッションを活生化！

大阪府 株式会社園田製作所 3120001123479 産学連携共同開発商品のホームページヘの掲載による販路拡大

大阪府 株式会社マネージメントリファイン 4120001094562 内部通報窓口とコンプライアンス研修の「本気でコンプラ」事業

大阪府 ｍａｇｉｃｏ株式会社 8120001174955 空き家再生ノウハウを活かしたシェアハウス事業の展開・拡大

大阪府 ８０２Ｅｖｅ － 業界初の取り組みで販路開拓

大阪府 株式会社アバントプラス 9120001169855 ＨＰリニューアルによる販路開拓と事務作業の効率化

大阪府 株式会社ギフトパーク 8120001118359 新商品開発による販路開拓・認知度向上事業

大阪府
公認会計士・税理士すえなが会計事務
所

－ 予算実績管理機能を活用した経営診断サービス開発とその販路拡大

大阪府 リルチェンテ － 子育世代や高齢者に優しい店舗作りと売上拡大事業

大阪府 玉置裕子税理士事務所 － ＨＰによる経営や生活サポートについての多言語情報発信

大阪府 株式会社サインポスト 9120001108581 研究用途遺伝子受託解析サービス

大阪府 株式会社おおうら 5120001186557 有料自習室のＢｔｏＢ化事業

大阪府 菓子工房エリオス － 「大阪らしさ」で高級洋菓子店を目指すネットとリアルの販促活動

大阪府 有限会社赤玉薬局 2120002008969 漢方化粧品、サプリメント、ハーブティーの開発・製造。販路開拓

大阪府 日本植物工場株式会社 3120001187623 『純国産きくらげ』の周知向上と販売促進による新規顧客獲得事業

大阪府 アンドスマイル － 「後戻り無し！定着Ｎｏ１！デンタル接遇接客マニュアル」

大阪府 ｃｈｅｅｒｆｕｎ － 女性の疾患と地球環境をケアする布ナプキンの販促事業

大阪府 株式会社ニコプラネット 8120001131469 「写真と動画で巡る人生アルバム～自分史」商品開発と販路開拓

大阪府 ＲＡＷＣＲＥＷ － 「二代目社長の迷わないブランド＆販促戦略」の広報活動

大阪府 株式会社フォレスト 2120001169960 セミオーダー式ＤＩＹ坪庭キットの製作販売・ＰＲ事業

大阪府 モノグラム － 特殊形状キーケースのための広報ツール作成

大阪府 株式会社アクアテイメント 1120001161290 外来種駆除個体の標本化と販路開拓

大阪府 日新税理士事務所 － 中小企業向け経理・財務代行支援サービスの開発及び販路開拓

大阪府 株式会社ＹＥＢＩＳ．ＸＹＺ 4120001194957 釣り人向けのフォト・データブック製本事業

大阪府 ビジューオーガナイズ株式会社 2120001190826 プレシニア向けおしゃれ終活ノート製作と片付けサービス販路拡大

大阪府 Ｒ．ｐｉｖｏｉｎｅ　アールピヴォワンヌ － 心と身体に働きかける新しい温活。ホリスティカルハーブテント。

大阪府 アークスペーステクノ株式会社 2120001192756 機械式駐車場総合コンサルタント企業としての売り込み強化

大阪府 有限会社三翔ファクトリー 6120002009575 「提案力のある商品」自社独自のスマホケースの開発・販路開拓

大阪府 株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｇｏｄ　グループ 5120001186887 超高齢化によりニーズ拡大中の遺品整理、生前整理の集客強化事業

大阪府 ベースファイブ － 地域密着公立中学生学力向上プロジェクトの販売促進事業

大阪府 京智健建築設計事務所 － 当社一貫製造のオリジナルパーツによる強みを活かした販路開拓
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大阪府 ダイヤ事務機株式会社 4120001066405 軽減税率対策補助金を活用したハードとソフトの業務効率化事業

大阪府 株式会社彩凛システム 3120001152214 レンタカー業者向けクラウド型予約システム『レンタカー侍』

大阪府 有限会社エフセンター 6120002010748 ホームページのスマートフォン対応で新規顧客を開拓し販路を拡大

大阪府 永和産業有限会社 9120002079418 英会話教室併設という付加価値を持ってのシェアハウス事業へ参入

大阪府 ムーチャ － ＡＲ動画新規事業

大阪府 やなフアーム － 古着を再加工し、植物を栽培する、「培土」にして新発売

大阪府 有限会社英進建設 9120102000852 住宅専門家による『建築　エイド・ステーション』活動事業

大阪府 株式会社長輝ＬＩＴＥＴＥＣ 2120101052703 海外向けＬＥＤ投光機の販路開拓

大阪府 角野晒染株式会社 9120101002305 自社ブランド「優柔」の商品充実・認知度向上事業

大阪府 株式会社ＬＩＬＩＡ． 4120101053690 「見守り美容サービス」による平日の稼働率向上

大阪府 合同会社ｎｉｃｏｍ 2120103002417
利用者のお子さん世代をターゲットとした訪問介護の見える化による販路開
拓

大阪府 株式会社明和食品 5120101026729 未開拓だった関東エリア外食産業のシェア拡大に掛かる事業

大阪府 エース宅建サービス － 遊休土地所有者に向けた仮測量サービスの実施による賃貸促進事業

大阪府 株式会社リヴエイド 2120101048024 大阪活性！経営コンサルティングサービスの販路拡大事業

大阪府 グリーンエナジー － 「お部屋のニオイ相談サービス」の展開による顧客倍増！

大阪府 アルドネット株式会社 8120101048472 独自開発のＩｏＴプラットフォームの販路開拓

大阪府 日本特殊畳株式会社 4120101023339 幼児教育に適した畳の販路拡大

大阪府 オールカワサキ南大阪 － レンタルピット事業でバイクいじりのニーズを満たし売上アップ

大阪府 アドバンス株式会社 8120101029935 営業力強化および新商品開発に伴う生産性の向上

大阪府 結婚相談アンジェレ － ＩＴ活用した婚活サポートシステム構築で成婚率向上と売上拡大

大阪府 尾崎自動車株式会社 4120101054961 社名変更の認知度ＵＰと新規顧客への集客アピール事業

大阪府 ＤＥＳＩＧｚｍｉ － 外国人向けの似顔絵と漢字表記の名前入りのお土産開発

大阪府 藤井工業株式会社 5120101022471 チラシ作成及びイベント実施により元請け比率向上

大阪府 株式会社辰巳自動車工業所 6120101004155 【現場まで迎えに来てくれる】特別なロードサービスによる顧客増

大阪府 林税理士事務所 － 介護事業者向け「経理宅配経営支援パック」による販路開拓

大阪府 ＳＡＫＵＲＡ　ＴＲＡＤＩＮＧ合同会社 5120103000822 事故現状車買取の、個人および修理業者様からの集客

大阪府 パティスリートレーフル － 新商品開発と販路拡大の為の高性能冷凍庫の導入

大阪府 株式会社しるし堂 6260003001427 外国人や子供達に対するふれあい体験型のハンコ販売

大阪府 株式会社ブッシュマン 7120001088693 記念写真用イスカバーの試作開発・販路開拓

大阪府 Ｂ－Ｌａｂｏ － 次期主要事業（ＶＲ事業）における開発及び販路開拓

大阪府 オシタニプレス工業所 － 平成３０年法人化に向けた販路開拓と業務効率化の取組み

大阪府 株式会社Ｔ２企画 1120101023829 アウトドア市場を「ガオバブ」ブランドで再構築

大阪府 有限会社スマート・アイ 4120102002564 ＨＰ刷新によるＰＭＧゲーム・ワークショップ型研修の販路開拓

大阪府 株式会社リサインズ 6120101052666 危険な看板撤去するための施工補修道具とＨ・Ｐ更新とネット広告

大阪府 ＫＯＺＺｃｒｅａｔｅ － オシャレな木と鉄で作るデザイナーズ家具の開発

大阪府 株式会社Ｃｒｅｅｒ 4120101048311 最終消費者の購買行動変化に対応して、売上安定と企業成長を実現

大阪府 かわもと鍼灸整骨院 － 交通事故外傷・スポーツ専門外来の販路拡大と新規人員雇用

大阪府 サウザンド － 店舗外観等改装による新規男性客獲得および来店頻度向上の実現

大阪府 株式会社グランディーユ 9120101051145 障害者ニート引きこもりが製造する和素材を使用した菓子販売・市場開拓

大阪府 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｓｉｎｇｅ － 新商品「野球ボールペン」の開発に伴う新規顧客開拓および販路拡大
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大阪府 アートししゅう － 新サービス印刷プリント加工の開始と新サービスの販路開拓

大阪府 有限会社Ｄｕａｌ　Ｃ 6120102006828 国内及びインバウンド市場の国産黒毛和牛カレーの販路開拓事業

大阪府 株式会社うなぎ百珍 9120101051384 うなぎ半助商品のＷＥＢサイトとアプリによる個人向け販路の開拓

大阪府 株式会社ＺＥＲＯＫＡＬＡ 9120101054569 情報技術を活用した高知県農産物の販路開拓

大阪府 もじ工房みくにのはんこ屋 － ＩＴと広報をリンクさせたＵＶプリンター印刷による集客ＵＰ計画

大阪府 ｃａｆｅＭＩＮＭＩ － 米粉シフォンケーキ～ＣＯＦＦＯＮ～の販路開拓

大阪府 株式会社八意 4120101029360 
国内外の展示会で認知度とブランド力を上げるための総合的なプロモーショ
ン

大阪府 ハーモニーウェブ － 地元事業者へのホームページ有効活用支援サービスの販路拡大

大阪府 エップヤーン有限会社 2150002002226 定長管理の出来る糸巻き機を購入してカットソー業界に売り込む。

大阪府 ユニオン設計株式会社 5122001028508 住宅ストックの活用と既存住宅の循環のため住宅診断の推進

大阪府 株式会社メタルファンテック 7122001008301 特注品、機械組立など高付加価値化への販路開拓及び人材採用と育成。

大阪府 株式会社ＰＲＤ 7122001025073 わさび成分を樹脂化した原料で、あらゆる世界に有効な商品化を進める。

大阪府 株式会社ミトラス 4120001013753 無人航空機ドローンによる空撮事業への取り組み

大阪府 カインドリーライフ － ＥＣサイトの集客・販売を最大化する「新規ＷＥＢサイト」の運営

大阪府 株式会社三協製作所 7122001008904 自社開発商品の販売促進による脱下請けへの取り組み

大阪府 カット　バルセロナ － 認知度向上による集客　リピーター客増大および客単価向上の実現。

大阪府 ＤＲＡＮ（どらん） － 『ヘア』から『美』へ　～トータルビューティーの提案～

大阪府 株式会社オークマ工塗 9122001001196 柔軟素材への塗装『ワレンコート』の普及推進のための広報事業

大阪府 ビューティスタジオＫ － 小顔スクールの開講に向けた販路開拓

大阪府 ケアアロマきらら － 講習専用ウェブサイト・動画マニュアル制作による販路拡大事業

大阪府 Ｂｏｙ＆Ｇｉｒｌ － 低温によるデジタルパーマの提供

大阪府 手作り弁当　Ｐｅａｃｅ　荒本店 － 顧客満足度の向上による来店客数の増加と、利益の向上の実現

大阪府 株式会社エストロラボ 1122001012589 「エストロロボ」の改良、新パッケージの開発、販路開拓

大阪府 ハタニ製作所 － 工場から工房への転換のための企業ブランディングと商品開発

大阪府 デリバリング株式会社 1122001014692 新サービス導入による付加価値の創造を広く普及させる事業

大阪府 株式会社ジョイエスト 8122001014686 性的マイノリティ（ＬＧＢＴ）のウエディングサポート事業展開

大阪府 Ｔｒａｄ － ～ママにも休日を～親子カット導入による新規顧客獲得事業

大阪府 とうこう整骨院 － 姿勢から健康を促進する姿勢矯正パッケージサービスの提供

大阪府 株式会社アクルス 5122001023483 根域制限シート（名・山内シート）のデーター収集による販路開拓

大阪府 有限会社三喜製作所 5122002006025 六角ボルトを落とさない六角穴付ドライバーの販路開拓

大阪府 有限会社お包み研究所 7120102025744 「風呂敷・手ぬぐい専門店までの日本伝統を味わえる導線づくり」

大阪府 八木塗装工業 － 地元での認知度向上による新規顧客獲得事業

大阪府 ＦＵＷＡＬＹ － 感謝の気持ちを込めて　世界でたったひとつの贈りもの

大阪府 グローフーズ株式会社 3120101047586 「なんでもできるをアピールしたい！ＨＰで自社の魅力を発信」

大阪府 ＩＺＡＫＡＹＡ食堂フジタカナスビ － 新たな麺料理と餃子の開発・販路開拓

大阪府 株式会社Ｋｌｅｉｎ　Ｐｕｄｅｌ 3120901034016 ホームページによる猫専門店としての集客・販路の開拓の実現

大阪府 有限会社シンメ 8120902010465 イ草を使用した新たな文房具など小物の企画、製造、販売。

大阪府 髙岸税務会計事務所 － ホームページによる起業家支援及び新規顧客獲得事業

大阪府 レトワール － 心と身体のモヤモヤが幸せに変わるアロマサロンの雰囲気作りとＰＲ事業

大阪府 有限会社紋珠 4120902011459 自社竹炭ブランド「チャコールファーム」の販促ツール開発
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大阪府 株式会社前田木材 9120101037615 ブリケット（５㎝角・８㎝角）の開発と販売

大阪府 合同会社グルーン 2120103002144 課題への対策及び、イベント開催による新規顧客の獲得

大阪府 はら人形店 － 岸和田でハレの日に家族の絆を呼び起こす人形店の取り組み

大阪府 彩鳥屋てっちゃん － 会員制『ひみつの部屋』作成による「１日１組貸切営業」事業

大阪府 ゆとり － 考える力を身につける教室「ＬＩＦＥ　ＬＡＢＯ」の設立と運営

大阪府 株式会社川伊屋 2120101038066 ギフト商品の新規開発、Ｗｅｂ広告、ＤＭチラシ作成販路開拓

大阪府 リラクゼーションサロンｌｉｂｕｒａｎ － 新規顧客及びスクール生獲得のためのサイト利用と広告掲載

大阪府 南宗味噌株式会社 7120101038805 手づくり味噌普及プログラムのＰＲ活動と麹ドリンクの販促活動

大阪府 ＲＥＶＩＶＡＬ～リバイバル～ － 驚異の時短トレーニング！加圧ダイエット認知度アップ事業

大阪府 Ｒｅ－ｂｏｄｙ研究所 － ウェブとリーフレットによる「音のヒーリング」エステの販路開拓

大阪府 クロスデザイン － 不動産業、建築業向けＷＥＢ動画制作プロモーションサーポート

大阪府 お好み焼き　鉄板焼き　ちっち － 集客力を向上させるための店舗改装

大阪府 株式会社ハヤシ技建 6120101037411 伝統職人など職人の確保及び育成による受注拡大及び海外への展開

大阪府 溝端化学株式会社 7120101038458 １０８年培った粉体加工技術で海外市場を開拓するツールの整備

大阪府 かねしん蒲鉾株式会社 1120101038042 パッケージ刷新およびＷｅｂを活用した販路開拓

大阪府 株式会社太陽クリーニング 9120101050205 全部見せます！『クリーニング工場見学会』による新規客獲得作戦

大阪府 合同会社ユイロード 7120903001836 「速読」による企業向け業務効率化・メンタルケア研修で売上ＵＰ

大阪府 有限会社デンタルテクニカ 6120902012728 「医療用に特化した眼鏡型ルーペ装着ＬＥＤライト販売」事業

大阪府 Ｂｕｂｕ　Ｓａｖｏｎ － ぶぶさぼん「手作り石けんのいろはコース」の開講と販路開拓

大阪府 アトリエ　はらっぱ － 家庭訪問型「アートセラピーの子育て講座とカウンセリング」

大阪府 ＢＯＮＯ　ｃａｆｅ － ホームページのリニューアルと広告出稿による販路拡大

大阪府 有限会社遊学社 3120902001709 海外在住日本人子女に対する受験コンサルタント

大阪府 一本釣　丼丸 － 高齢者向け新規顧客開拓と高価格弁当の市場参入による売上アップ

大阪府 株式会社オーピーエス 6120901016639 国産和紙と木材を使用したクッション材の開発と販路拡大

大阪府 有限会社かまだ 5120902000493 地元密着型店舗を活用したコミュニケーション場作りとそのＰＲ

大阪府 有限会社しま 8120002070204 店の魅力向上で顧客層拡大、システム外販で収益機会多様化を実現

大阪府 合資会社ＰＣラーニング 4120903000527 主に小学生を対象としたロボットプログラミング教室の開講

大阪府 Ｐｏｓｈｄｅｃｏ株式会社 1120902012666 オリジナル障子紙の通販サイトでＤＩＹ需要の取り込み

大阪府 株式会社ボディ・プロ 9120901015448 茨木発！健康で美しい女性を創る美棒メソッドスクールのＰＲ

大阪府 カルナライフ株式会社 6120901037081 トータルエコサービス事業の展開

大阪府 株式会社めりーらんど 5120901033461 英語と認知症予防の融合『シニア向け英語ＤＥ脳トレ』講座開講！

大阪府 有限会社藤熊食品 6120902001409 野菜加工機の導入による生産効率の強化

大阪府 株式会社マツミ 3120901002071 地元への知名度ＵＰ！新規参入へのＰＲ事業

大阪府 株式会社ＪＡＭＰＳ 5120901037883 地域密着型高収益農業ビジネスモデルの普及事業

大阪府 ＷＯＲＫ　ＳＨＯＰ － 若年層に向けてＤＩＹ教室を主とした戸建リフォーム受注販路開拓

大阪府 明るい未来株式会社 1120001199414 療育内容拡充による放課後等デイサービスの売上増加

大阪府 北海ダイニング松之伊 － 地域オンリーワンの北海道料理をネット広告で販路開拓

大阪府 ｕｔｉｌｅ － ＹＵＭＥシャンプー、まつ毛エクステの導入でリピート率ＵＰと新規顧客獲得

大阪府 三栄興産株式会社 4120901006625 新規顧客へのダイヤモンドホイールの拡販

大阪府 ＧＧＧ － ＨＰ開設と特殊ミシン導入によるサンプル作製業務の販路拡大
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大阪府 株式会社アリビオ 2120901018762 “出張型シュレッダー処理サービス”による新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社スマートグリッド 6120901019055 炉端焼　蔵、各店舗に新設にて電光看板及びに電光袖看板の設置。

大阪府 化粧セラピー － 高齢者向け介護レクレーションの推進と開発

大阪府
Ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙ　Ｒｏｏｍ　ｃｕ＊ｒｕ＊ｍｕ
＊

－ 自宅サロンの新規顧客獲得＆サロンオリジナル商品の販路拡大

大阪府 ＫＡＮＡＵ合同会社 6120903001639 訪日外国人向けゲストハウス＆日本文化体験町家プラン事業

大阪府 ＯＮＥ　Ｊａｐａｎ － 世界初！「大阪産（もん）　シュッとした！３Ｄ石けん」の開発と販路開拓

大阪府 クレパス － Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ衣料品の取扱い品増加と売り上げ拡大

大阪府 山田あひる教室 － ロボットプログラミングコース導入編販路開拓事業

大阪府 誉ＦＰライフ合同会社 4120903001913 地方企業の従業員に夢と安心を！スカイプによるＦＰ相談普及事業

大阪府 有限会社セルボ保険事務所 6120902006655 「地域密着型の保険代理店」をめざすための販促力強化事業

大阪府 株式会社キャリ・ソフィア 9120901018822 「キャリア・エレメンツカード」の商品化と販路開拓

大阪府 キャリーテック株式会社 6120901037049
新求荷求車システム Carry on!の構築（マッチングサイト）により、安定利益の
確保

大阪府 株式会社電子技販 8120901007529 基板アート雑貨事業のプロモーションムービーの制作

大阪府 ＭＯＲＩＹＡ － 新しい需要を掘り起こすためのオンラインショップ開設事業

大阪府 株式会社光映 2120101027011 住宅ローン借り換え相談窓口、Ｗｅｂサイト開設による新規顧客獲得

大阪府 株式会社ウエダ美粧堂 7122001017806 海外展示会出展と海外向けホームページ制作による販路開拓事業

大阪府 アトリエウフ － 久宝寺寺内町との連携による地域限定焼き菓子セットの販売促進

大阪府 田邊農園 － 廃棄部分の再利用による『八尾若ごぼう葉粉末』の業務用販路開拓

大阪府 株式会社アベニール 9120901034803 調剤薬局による免疫向上力食品および医療福祉物販への新規参入

大阪府 有限会社アミック 9122002012977 酒ディスカウント店からの脱却及び高収益店化へのＰＲ強化事業

大阪府 セイワシステム － 「楽曲げ」（電熱を利用した塩ビ配管曲げ器）の販売

大阪府 新居紙器株式会社 1120001074063 お客様が本当に欲しかったオリジナルパッケージの販路開拓

大阪府 株式会社シオンハウジング 6122001022022 ＳＷ工法によるゼロエネ住宅の新築及びリフォーム・建替の販路拡大

大阪府 茶米古道 － アジアンスイーツの市場拡大のためのイベント出店

大阪府 株式会社網専 7120001145593 シルクステンの魅力を『魅せる』ホームページ・カタログ制作

大阪府 クックメイト株式会社 3122001028641 当社主催の真空調理法のセミナー活動を通じて新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＭＯＮＤＩＡＬ 4122001025448 環境にやさしいカスタマイズリノベーション住宅の販路開拓

大阪府 藤田金属株式会社 3122001024129 カスタマイズフライパンの国内販売促進と世界への提案

大阪府 テクノグローバル株式会社 2122001022414 商品開発とネット販売によるＢｔｏＣ進出に向けたシステムの構築

大阪府 山口整骨院 － アスリートのための休養・身体のケアの専門性確立事業

大阪府 株式会社ヤマデラ 4120901026012 地域密着型眼鏡店７０周年祭関連事業による認知度向上と集客拡大

大阪府 株式会社英知継承 2120901035452 ３Ｄ技術とシニア技術者の経験を活用した機械設計事業の販路開拓

大阪府 オリジナルまえかけ［　ｙｕｍｉｚｕ　］ － 地域の人々が集う洋裁手芸クラブ発足とまえかけ売上拡大事業

大阪府 あかり鍼灸治療院 － 整形外科と鍼灸施術を融合した訪問型鍼灸治療サービスの普及事業

大阪府 株式会社スノーウェイ 9010001139745 滑走記録投稿用アプリの多言語化及び海外対応による利用者の拡大

大阪府 株式会社ダイワフォート 6120901026613 スマホ時代の店頭受付機ＷＰＳ導入による販路開拓

大阪府 ＣＥサロン　Ａ－Ｒｕｓｈ　長浜章子 － 子育てママさんを路地裏の花畑のあるエステサロンに呼び込む事業

大阪府 株式会社光永ホーム 6120901032017 北摂で耐震化工事を通して愛する家族と財産を守る取組み

大阪府 ハイツサクラ － ＩｏＴ等を活用した広告設備導入による３６５日２４時間ＰＲ実施

大阪府 パン教室ブラウニー － 独立開業も目指せる製パンレッスンの販売促進
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大阪府 有限会社トライマックス 9120002070574 ネット活用による、営農者－消費者間の販売・広報サービスの提供

大阪府 株式会社ディーラリエ 6120901031357 高級宝飾メーカー直販商品の企画提案型販売代行サービス販路開拓

大阪府 有限会社アルファ 5120902021052 オンリーワン整体院実践化事業

大阪府 有限会社テクニカルクリーン 4120902019080 レンジフードから遺品整理までのワンストップサービスの取組み

大阪府 株式会社ふるさと創生研究開発機構 4120901036465 厳格なトレーサビリティにおける獣害肉の販売と廃棄皮革の販路開拓

大阪府 株式会社サクセスシェア 5120901027397 人間力育成による能力アップ勉強法と英検対策の周知・販促事業

大阪府 アクセルブーン － 第四次産業革命時代の担い手を育てるプログラミング教室普及事業

大阪府 ＨＰＡ株式会社 1120001134800 英会話教室拡張に伴う留学支援強化と英会話事業の集客力向上事業

大阪府 合同会社アルルカンプロダクト 5120003009633 アパレル業界進出のためのブランディング～展示会出展等による販路開拓

大阪府 音楽サロンくつろぎ － 「音楽と交流でシニアが輝くサービス」の新規会員獲得

大阪府 いずみアセットパートナーズ － 土地評価の一括受託の販路開拓とシステム活用による業務の効率化

大阪府 株式会社毛利書店 8120901025919 配達サービス等も実施する「地域密着型書店」の認知度向上事業

大阪府 株式会社エンロバ 8120901037740 弊社及び弊社製品の営業ツールとしてのホームページ開設

大阪府 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｂａｒ　ＡＲＣ － ＜安心・安全＞店内ユニバーサルデザイン化でリピート率向上

大阪府 タツミ印刷株式会社 7120901019748 エリアマーケティングＧＩＳを活用した新規顧客開拓事業

大阪府 株式会社金星商店 8120901019508 オーダー事業販路開拓に伴うロゴ、Ｗｅｂサイトリニューアル事業

大阪府 株式会社リホープ 3120901035055 どのような場所でもシャンプーができる出張ヘアカットのＰＲ

大阪府 アーユルビューティ － 駅チカ　タイ式ヨガ×タイ古式マッサージ店ＯＰＥＮの販路開拓

大阪府 スタジオ・ミゲロン － ①チラシ制作とポスティング　②ＷＥＢサイト更新

大阪府 ジンギスカン龍神 － 店内改装とチラシ広告による新規顧客開拓

大阪府 株式会社ＫＥＲＡＫＥＲＡ 5120901036869 美容資格を持った美容メーカーによる販路開拓事業

大阪府 Ｌ－ｔｒｉｐ － 台湾人観光客向けツアーの販路拡大・自社の認知度の上昇

大阪府 鮨ふじ田 － 『脱隠れ家！』どなたでも気軽に来店できる本格派寿司店

大阪府 株式会社くらしスタイルふくろや 7120101054083 健康に配慮した自然素材による空き家リフォーム事業

大阪府 ＬＢコア株式会社 2120001137034 長距離レーザー下げ振り器の開発と新市場への販路開拓

大阪府 株式会社ラビット 7120101053952 発達障がい児のための学習支援「学習支援センターラビット」

大阪府 有限会社古谷ダンボール 3120102023909 ネット販売システム構築による新規顧客の確保

大阪府 株式会社グローアップマーケティング 5120101054820 小規模通販を支援する！月額会員制サービス新規立ち上げ

大阪府 日根野電気イノベーション － ＣＡＤソフト導入とホームページ改善による売上拡大事業

大阪府 株式会社笑顔音 6120101046750 これからの在宅介護を支える『お洒落介護セレクトショップ』展開

大阪府 有限会社岸野セレモニー 1120102024248 自宅家族葬サービスの普及による販路開拓

大阪府 大松商事合同会社 6120103002363 ユーザーの声を取り入れた個性的な釣具企画・販売促進事業

大阪府 株式会社ライツェントベアー 4120001150951 視覚効果を利用した新規顧客・訪日外国人観光客の店舗誘導

大阪府 ヨシミカメラサービス － 新規顧客層開拓のためのウェブサイト改修及び販促動画活用事業

大阪府 株式会社小川瓦工業 8120001149197 パンフレット、看板、写真展開催による販路開拓

大阪府 Ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　ＢＡＲ － セミナー「シガーとワインのマリアージュ」による新規顧客獲得

大阪府 有限会社エヌ・エス 3120002076321 小規模マンション等所有の個人様向け販路開拓

大阪府 株式会社スウィング 9120001185489 訪問看護利用者開拓事業　～「選べる」在宅ケア～

大阪府 行政書士こんどう法務事務所 － インターネット集客とリアル店舗の融合による業務拡大計画

大阪府 Ｚａｚａ　Ｂｅａｒ － ブランド力向上を図る商品開発と利益率向上を狙ったイベント出展
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大阪府 有限会社Ｒａｄｉａｎｔ 2120002077584 企業用ホームページの構築による大口顧客の開拓

大阪府 株式会社岡野商店 9120001147555 高齢者に安全・安心でいきいきとした活性化市場の売場作り

大阪府 ＦＲＯＳＣＨ － コミュニケーション誘発！カフェの増床とワークショップの拡充

大阪府 てい喰あう人 － 店舗設営を見直して、売上増、販路拡大

大阪府 関西環境リサーチ株式会社 1120001147595 地域環境保全の第一歩　手軽見積りウェブサイトを利用した販路拡大

大阪府 アルゴプレスト － ワークショップと連携したＷＥＢによる販路拡大事業

大阪府 株式会社アトリエＭａｙ 8120001185226 地域資源を活用した和紙照明のブランディングと販路開拓

大阪府 ＫＡＮＤＡ　Ｌｅ　Ｍｏｎｄｅ － 駐輪場・駐車場増設による新規顧客・リピーター獲得事業

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｌａ　Ｓｙｌｐｈｉｄｅ － トールペイント教室からの新規美容業界新事業への取り組み

大阪府 Ｊｏｍａ － エステサロン向けコンサルティングにおける広告宣伝の強化

大阪府 拉麺　開花 － チラシ配布による新規顧客の獲得及び店舗改装による再来率のＵＰ

大阪府 有限会社タイトハンマーＭＯＲＩＹＡＭＡ 1120002077107 地域限定小規模工事から始まるＷＥＢによるリフォーム集客の強化

大阪府 株式会社アオイ設備 7120001180310 女性と子どもが集える場所「らもりーる」のＰＲによる受注拡大

大阪府 株式会社ジェイ・リンクス 6120001153242 中東最大の国際観光見本市出展を通じた訪日外国人旅行推進事業

大阪府 枚方テクノカレッジ － 電気の通り道・無接点給電等アクティブラーニング教材を教育現場へ

大阪府 株式会社さくら 2010601044797 店舗を活用したファンクラブの導入による、競合しない販路開拓

大阪府 株式会社トライスター共立 5120001178942 ホームページとチラシによる新企画の施術メニューＰＲ事業

大阪府 七穀ベーカリー － 新商品の開発による喫茶の利用増と、カタログによる販路開拓

大阪府 株式会社ジートップ 8120001160377 子育て世帯を支える「子供用名札」のブランド化に向けた販路開拓事業

大阪府 田中電機工業株式会社 8120001156193 現場のニーズから生まれたマークチューブのＷＥＢ販売体制の構築

大阪府 絹笠商事株式会社 8120001157308 安全・安心への取組み地域Ｎｏ．１を目指す和菓子店の挑戦

大阪府 エルコムデータシステム株式会社 3120001157139 システムをクラウド化して、全国に販路を拡大する。

大阪府 フレックス動物病院 － 生き生きペットライフを推進する動物病院の認知度ＵＰと販売促進

大阪府 フレンド － 宣伝広告環境の整備による、集客力向上と新規顧客開拓。

大阪府 カドマルシェ － 新商品「門真れんこんそうめん」開発による販路開拓

大阪府 活兵衛 － 女性、お年寄りが気軽に入れる店作りと新商品開発による販売促進

大阪府 自家焙煎珈琲笑間 － 笑間１２年目のリスタート

大阪府 株式会社リングス 1120002081513 新規顧客開拓につながる集客率の高いＷＥＢサイトの構築。

大阪府 有限会社ハピネスケア 1120002081364 高齢者が通いたくなるデイサービスの外観作りと認知度アップ事業

大阪府 釜揚げうどん　やしま門真巣本店 － ＷＥＢで毎日うどんの顔見せしながらの広告宣伝活動

大阪府 株式会社やしまフードカンパニー 4120001156874 新メニュー開発とサービス券ポスティングの同時展開

大阪府 ココロハズム株式会社 1120001189373 歯科での管理栄養士採用育成事業

大阪府 富士パッケージ株式会社 2120001148592 「パッケージ制作」に特化したウェブサイトの構築による販路開拓

大阪府 株式会社テクニカルオート 5120001186672 細やかなニーズに対応した受注システム構築による販路開拓事業

大阪府 株式会社マユナ 8120001184558 人とペットが一緒に入れ、新たな幸せをもたらす新型入浴剤

大阪府 天美オアシス整骨院 － 施術満足度の向上によるリピート患者の増加および客単価向上

大阪府 モノプラス株式会社 4120001134566 新商品開発支援サービスの販路開拓のためのホームページ改良

大阪府 合同会社Ｌｅ＇ｃｏｅｕｒ（ル・クール） 6120103001927 いくつになってもオシャレでいたい。おしゃれブランドを創ろう！！

大阪府 御和菓子司　壽屋 － 観光資源を活用したお土産品パッケージの開発と店舗の印象アップ

大阪府 助松モータース株式会社 4120101008208 業務効率化ツール使用による顧客満足度向上に取組む販路開拓
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大阪府 炭火やきとり　きちんとチキン － 大手チェーン店に負けない！中高年が楽しめる焼鳥店の顧客獲得

大阪府 株式会社タモン・ワークス 1120101051276 半日で本格的な機能訓練と入浴介助が受けられるサービス周知事業

大阪府 旬菜や　いなせ － 仕出し弁当、おせち料理販売強化による新規顧客開拓事業

大阪府 キッチンアンドカフェＡＡサービス － 個性的メニューの詳細情報発信ホームページ作成による来店促進

大阪府 サンクチュアリ － 髪を傷めずストレートを実現する新サービスの開発と新規顧客拡大

大阪府 有限会社末田商店 4120902015402 蔵元直送！「日本酒」希少銘柄のＰＲ・販売促進プロジェクト

大阪府 株式会社アルベール・インターナショナル 7120901029714 家庭用ナノバブル発生装置の開発、製品化、販路開拓。

大阪府 合同会社アウトワールド 4120903002060 カジュアルギフトに最適なふんどしのパッケージ開発と販路開拓

大阪府 ｂｌａｎｃ － 髪本来の魅力を引き出す『エイジングケア』の広告宣伝事業

大阪府 昆虫科学研究センターＩＳＲＣ － 『自然教育サービスと商品』を地元に浸透させるためのＰＲ

大阪府 スワイスワイ － ネイルケアを核に、「技術、地域Ｎｏ．１サロン」としてのブランド力強化

大阪府
Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＳＯＲＡ（ヘアーサロン　ソ
ラ）

－ 当店オリジナルシャンプー「ＫＡＭＩ」の開発

大阪府 株式会社ＭｉＢｙｕｔａ 9120003008615 新メニュー「ヨガ」導入による販路拡大・売上増加プロジェクト

大阪府 北摂ワインズ株式会社 5120901032802 オリーブリーフティー開発による『ワインとオリーブの店』ブランド化事業

大阪府 桜教室 － 桜教室の認知度を上げ、顧客を獲得するための宣伝活動

大阪府 ｋｉｎｏｍｉ株式会社 7120901033617 書店の空きスペースを活用したカルチャースクールの開講

大阪府 メガネのサンクス － お客様の立場に立ったホームページとパンフレットづくり

大阪府 ＨａｐｐｙＬｉｆｅ － 高齢者が自分らしく生きるための片付け（生前整理）業務の拡大

大阪府 株式会社ケイ・ジェイ・ワークス 4120901021995 薪ストーブ専用住宅「Ｅ－ＢＯＸ」の拡販事業

大阪府 ツグクリエイト合同会社 4120903001483 全国の中小企業に向けたウェブコンサルティング事業

大阪府 ちぐさ美容室 － すてきな女性の小さな幸せお手軽増毛

大阪府 株式会社オファー 8120901027700 買い物難民に自然派食品を届ける移動販売サービス販路拡大事業

大阪府 あーｃｈａからぁげとねぇねのそうざい － 冷凍冷蔵真空パック商品及び凍結含侵調理商品の開発・販路開拓

大阪府 マルゲン技巧 － タイル・石防滑施工、外国人顧客開拓の為の広報活動

大阪府 ローカルサポート会計事務所 － 飲食店の早期廃業を防ぎたい！創業融資のオンライン相談

大阪府 エム・エム・ケー株式会社 6120101041181 カラオケ専用のネットショップの立上げ

大阪府 ヤマモトデザイン － イベント開催と店舗のＰＲ事業

大阪府 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｃｏｃｏ － 新型高性能機器導入による顧客満足向上プロジェクト

大阪府 ＧｒｅｅｎＧｒｏｏｖｅ － 都市型農業のブランディング戦略による単価向上と販売促進

大阪府 株式会社山田製作所 6122001016040 ちょくレポ（スマホによる進捗報告サービスシステム開発）

大阪府 ＪＳＡＮ－ＳＴＹＬＥ － 最も“旬”なＩＴ戦略・集客関係性・成約のサイクルで売上ＵＰ

大阪府 株式会社シェンゲン 9122001027299 選ばれるホステル化及びコーポレートサイトの作成

大阪府 株式会社ユナ 7120001145445 高齢者・車椅子の利用に適したバリアフリー・更衣室の設置工事

大阪府 株式会社ＲＥＪＯＩＣＥ　ＪＡＰＡＮ 2120001188317 「女性専用の運転代行サービス」開始による販路拡大事業

大阪府 ＵＫ　ｓｐｅｅｄ － オリジナルパーツブランド『油漢』のトップブランド化＆拡販活動

大阪府 マジェンタ － オリジナルリーディング講座の開発と積極展開による事業強化

大阪府 株式会社ＳＳＫ（ササキ鍼灸整骨院） 4120101049409 コンビネーション治療とアロマテラピーとの融合メニューの導入

兵庫県 Ｇｒｅｅｎ　Ｓｕｎ　Ｊａｐａｎ株式会社 8140001087692 日本の中小企業を元気にする新型ビジネスコーチ事業の販路開拓

兵庫県 株式会社リトルメイト 9140001070796 新ツール制作とお得クーポン発行による販路開拓・拡大事業

兵庫県 株式会社正栄技研 6140001016240 国内初！東京パラリンピックに向けた車椅子マラソン練習機の販促

20 / 32 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

兵庫県 風見鶏企画 － ピアノ教室および文化活動普及のための格安空間提供のＰＲ事業

兵庫県 株式会社Ｗｅｓｔ　Ｈｅａｄｉｎｇ 4140001031316 外国人目線に拘り成果に繋げる海外ビジネス支援サービスの展開

兵庫県 アオイコンサルタンツ株式会社 5140001102801 治療院・介護福祉企業向けコンサルティングメニュー販売促進事業

兵庫県 ハードワーカー株式会社 6140001024053 『靴の街』神戸で学ぶ靴作りのスクール　生徒集客促進事業

兵庫県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｉｖｙ － ヘアリセッター技術導入による新規顧客開拓

兵庫県 コンピューターショップＷｅｂ － 店舗業務内容の認識向上による売上および利益率拡大の実現

兵庫県 有限会社オーバー・ザ・トップ 9140002026566 精神科クリニックへのダイレクトメールと狙いを絞った学会展示

兵庫県 認定士プロジェクトグループ － ホームページリニューアルによる客数・客単価の向上計画

兵庫県 神戸長田株式会社 3140001034344 日本で唯一の豚肉専門炭火焼肉店のおいしさを広く知ってもらう！

兵庫県 ザ・パフューマリー＆Ｃｏ株式会社 9140001031749 ＫＯＨブランドのリピート顧客倍増計画

兵庫県 着物リメイク工房　香賀登 － ＨＰとカタログによる着物リメイク事業の認知度向上と販路拡大

兵庫県 ｃａｃｈｉｔｏ　ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ － ブランディングによる家具の受注件数＆受注単価の向上計画

兵庫県 有限会社ビオフローラ 3140002002168 手に取って見る！花がいっぱいショールーム

兵庫県 有限会社理光パール 7140002016528 「大人女子向け」真珠アクセサリーのネットショップ立ち上げ

兵庫県 神港農園芸株式会社 4140001013207 Ｏｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅ　Ｇｉｆｔ’ｓ　～贈答花を視覚化する～　事業計画

兵庫県 神戸ゲストハウス　Ｍｉｎａｔｏ　Ｈｕｔｔｅ － 自社ＨＰ作成を含むゲストハウスのインバウンド対応化と販路開拓

兵庫県 株式会社ナチュラリズム 8140001047250 真空フライヤーを使った有機ケールチップスの販路開拓

兵庫県 株式会社デザイニングパワー 4140001042346 オリジナル文具ブランド販売を促進する商品展示ディスプレイ製作

兵庫県 岡田上鍼灸院 － ２０～５０代の女性を意識したＨＰリニューアルと広報の刷新計画

兵庫県 合同会社オー・ファイン 1140003009973 排尿障害に悩む男性に笑顔・積極性を取り戻す大作戦

兵庫県 ｈａｋｕ＋ － オリジナル商品の開発による新規顧客の増加計画

兵庫県 Ｓｈｉｎｋｙｕ　Ｓｔａｔｉｏｎ　茉莉花 － 神戸のおばさん鍼灸師が「更年期障害から女性を救う！」顧客開拓

兵庫県 有限会社テンプル 8140002015033 ドア改修でマイスターが丹精込めたコーヒー豆売り場を魅せる（見せる）

兵庫県 Ｉ．Ｃ．Ｓ株式会社 7140001090540 スカイプを活用した面接授業と警察官Ｂコースによる販路開拓

兵庫県 唐揚げ専門店揚匠しげ盛 －
真空調理技術導入で味の均一化と販路拡大を図る（真空調理技術導入によ
る高付加価値商品の提案）

兵庫県 株式会社河昌 2140001017399 地元産「須磨のり」販拡による漁業者・お客様との三方よしの実現

兵庫県 リラクゼーションゆず － メタボ対策！　ｗｅｂ・携帯アプリを活用したダイエットコース構築

兵庫県 ＭＵＳＥＵＭ － アイビューティーサロン併設による新規顧客開拓

兵庫県 フォトグラファー　空　里実 － 魂が活き活きと躍動し、家族の絆が深まる瞬間をお届けします！

兵庫県 株式会社フォトサポート 4140001092845 写真館用　撮影画像スタジオ　セレクトシステムの開発・販路開拓

兵庫県 株式会社スマイルケアジャパン社 7140001103632 妊娠中の女性やその家族を対象にした子育て支援商品の販路開拓

兵庫県 浴室再生職人会 － 一般ユーザーの信頼を得る活動による受注・見込客の獲得

兵庫県 株式会社甲南医療器研究所 5140001032791 誤嚥しない完全側臥位法導入セットの開発と販路開拓

兵庫県 はな鍼灸・整骨院 － トータルケアを目指す疾病予防プロジェクト

兵庫県 株式会社エム・スタイル 1140001102342 地元住民をターゲットとしたエクステリア工事受注の増加計画

兵庫県 株式会社ＣＡＳＡ　ＧＬＯＢＡＬ 9140001101948 現地の味を再現、台湾料理『魯肉飯』レトルト食品開発・販路開拓

兵庫県 マック株式会社 7140001010944 神戸の歴史と開港１５０年にちなんだ新商品開発と販路拡大事業

兵庫県 レミワールド － 「世界に一つだけの華レース」をネット販売で販路拡大

兵庫県 アンドナッツ － お客様の思いがつまった革製品を１００年先まで輝かせる事業

兵庫県 レーヴヘアーシエル － 薄毛、抜け毛に悩む女性向け増毛メニュー拡充による顧客獲得
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兵庫県
ピラティススタジオYUKIPILATES-Mind
Body Exercise-

－ 専門機械の追加導入による新規顧客獲得と指導の効率化

兵庫県 ノアドココ － 子育てママのための個室設置による売上拡大作戦

兵庫県 ｈａｌｖａ－ｈａｌｖａ － オーダー靴アトリエショールーム化による来客数と生産効率の向上

兵庫県 ｔｏｕｊｏｕｒｓ（トゥジュール） － 花嫁に寄り添った世界でひとつオリジナルブーケ受注件数の増加

兵庫県 行政書士清水真一事務所 － 地域密着サービス強化による新規顧客獲得のための販路開拓計画

兵庫県 ＭＳＱＵＡＲＥ合同会社 7140003009134 ハラル認証付き和風万能ソースの国内外における販売力強化

兵庫県 レクテ － 速読・国語力を伸ばす学習塾の生徒数向上計画

兵庫県 サイクルショップ　ナカゴヤ － お客様がたくさん集まるお店作りの為の店舗改装

兵庫県 株式会社ヤマオカ 2140001005453 塗装なんでも相談所と塗装体験教室開催による塗装工事の販売促進

兵庫県 株式会社日海プラント機工 6140001009938 ２代目女性経営者がしかける、倉庫業のイメージアップ

兵庫県 有限会社クエスト企画 4140002003041 キッズ珠算会のそろばん教室ベトナム進出計画

兵庫県 泉緑スピリチュアルスタジオ － ＩＴ媒体等の活用による大阪スタジオの認知度向上と新規顧客獲得

兵庫県 株式会社計装サービス 5140001077655 吊り荷の水平保持装置（レベラー）他吊り具のホームページ刷新と動画作成

兵庫県 Ｇａｒｄｅｎ　Ｉｍｐｏｒｔ『新華』 － 中国服・中華衣装・太極拳服の販路開拓

兵庫県 株式会社神戸Ｃａｆｅ 1140001028273 パソコン不要、スマートフォン用のカメラを使ったレコーダー開発

兵庫県 株式会社レジーナリスレ 5140001029053 神戸随一のワンピース専門店としての知名度向上と地域貢献

兵庫県 Ｒ．Ｔｅｃｈ．ＥＺＡＫＩ － オートバイの修理メンテナンス地域一番店を目指す新規客獲得計画

兵庫県 こうべくつ家 － ハンドメイド靴作家の全国出張！ブランド認知度向上と受注増

兵庫県 日興鋳材有限会社 1140002009017 国内外に向けて新商品の企画、自社製造商品販売実現

兵庫県 有限会社石田洋服店 4140002026934 「神戸タータン」デザインによる新商品展開のための販売促進活動

兵庫県 行政書士李法務事務所 － 女性行政書士による建設業許可診断サイトを活用した新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ＣｈｏｃｏｌａＴａｎ 4140001095328 型押し技術を活かしたバリエーション増による販路及び取引先拡大

兵庫県 ひらやま動物病院 － トリミング設備併設事業

兵庫県 主肴　侘ビ助 － 『京料理の技を大阪へ』　移転に伴う新規顧客の獲得計画

兵庫県 株式会社ネクステージ 8140001033564 台湾の現地化粧品容器メーカーより新たな商材の調査・情報収集

兵庫県 アシスト右脳塾 － 「生き生き脳講座」および「新しい塾システム」のＰＲ

兵庫県 三泰工業株式会社 7140001017510 鉄道車輌組立の技術継承を目的としたＩＴシステム開発と販路開拓

兵庫県 内本社会保険労務士事務所 － 女性社労士による外国人向けＨＰ「英語で労務相談」で販路開拓

兵庫県 株式会社河村商会 8140001003212 中古車展示場新設に伴う中古車増販Ｂｉｇキャンペーン

兵庫県 ＡＮＣＨＯＲ　ＢＲＩＤＧＥ － 展示会の新規出店と新たなカタログで知名度アップと新規顧客獲得

兵庫県 スタジオＪｕｎ☆ａ（ジュナ） － ホームページのスマホ対応への変更（レスポンシブ化）

兵庫県 有限会社エムワン 5140002007999 高校コース、小学低学年コースの新規生徒獲得に向けた販促活動

兵庫県 株式会社アールアイズ 4140001027909 外部委託による接客型・越境型ＥＣ自社直販売事業

兵庫県 エスティーム英会話・日本語 － 外国人向けウェブ語学レッスンと母親とベビーの英会話クラス開講

兵庫県 株式会社ＣＩＡＯＬＡ 2140001096113 建築用コンテナ“ＩＮＳＴＡＣＵＢＥ”が建物の常識を変える

兵庫県 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ｓｏｕｒｉａｎｔ 8140001101379 神戸統一ブランドの台湾市場への展開、ＰＲと展示会の開催

兵庫県 ＳＴＵＤＩＯ　ＹＯＲＵ － ステンドグラス職人がつくる新しい食器の開発・販路開拓

兵庫県 株式会社ケイ 4140001104088 水産マッチング事業による新規顧客獲得計画

兵庫県 Ｄａｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｓｅｌｖａｇｇｉｏ － 売上上昇の為、顧客の雰囲気に合わせて調光できる照明設備の導入

兵庫県
トータルインシュアランスサービス株式会
社

6140001024086 地域企業を守る保険代理店になるため「法人新規顧客」倍増計画
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兵庫県 ＧＤＭコンピュートラック神戸 － 新サービスメニュー化によるバイクメンテナンスの販路開拓計画

兵庫県 有限会社ヤスオ疊店 1140002005346 「畳・襖事業から関連の和室リフォーム事業への業容拡大と売上増大」

兵庫県 株式会社ベルハウス 9140001010777 新事業（老人ホーム相談所）立上げのためのＨＰ及び販促物作成

兵庫県 アンジェリカ占い鑑定サロン － ホームページによる集客と差別化

兵庫県 有限会社ニシイ 9140002008993 本革への独自のプレス技術の認知度アップ及び取引先拡大

兵庫県 株式会社ナチハマ 3140001044590 ＨＰ並びに楽天サイトのリニューアルによる売上向上事業

兵庫県 ネイルサロンハーティー － 肌の若返りメニュー導入による客単価アップと新規集客の実現

兵庫県 タヴェルナエレナ － ＷＥＢ広告による集客アップと外販拡大による売上倍増計画

兵庫県 焼肉屋御肉 － 海辺の焼肉屋「御肉」高級焼肉弁当開発による法人ニーズ販路開拓

兵庫県 シェアウッズ － 地域材を活用したオリジナル建材の開発による販売促進計画

兵庫県 特殊梯子製作所有限会社 1140002009033 商品知名度の向上による新規顧客の獲得及び売上向上計画

兵庫県 小田総研株式会社 5140001098123 サンプル配布＆３６０°パノラマ写真でアピール！新規顧客獲得計画！

兵庫県 株式会社ＴＯＭＯＥ 3140001093687 国内寺院向け仏像・仏具の特注販売強化及びＷＥＢサイト開設

兵庫県 Ｇａｌｌｅ　Ｒｏｓｅ － プリザーブドフラワー新規事業展開による新規顧客獲得の取り組み

兵庫県 株式会社ワイズカンパニー 9140001033423 顧客を笑顔にする訪問理美容「お試しキャンペーン」での顧客獲得

兵庫県 行政書士ひかり法務事務所 － ホームページ開設とブログとの連携

兵庫県 Ｂｅｒｒｙ　Ｂｏｕｑｕｅｔ － パッケージリニューアルでのギフト売上増加計画

兵庫県 学習塾みらい － 徹底演習型個別指導法の新規開拓

兵庫県 有限会社六甲技研 8140002019182 オリジナル商品開発による客単価向上・販路開拓

兵庫県 とくなが整骨院 － トムソンベット・ＥＭＳを用いた「自費診療」による健康増進の普及事業

兵庫県 有限会社丸石商事 1140002025278 新規ベトナム産マンゴー、ドラゴンフルーツの調査及びＰＲ

兵庫県 神戸情報機器株式会社 2140001004331 「ＩＴかかりつけ医」サービスの提供による新規顧客の開拓

兵庫県 株式会社フィアーノ 4140001090840 ウェブやアプリで簡単注文できるワインギフトの即日発送サービス

兵庫県 おくゆき工房株式会社 1140001097500 活動写真発祥の地神戸から３Ｄ撮影キットとフィギュアの販路拡大

兵庫県 一級建築士事務所ｈａｕｓ － 建築家と造る、本物の素材感を活かした個人注文住宅の販促事業

兵庫県 ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ － 金属製家具の新規開発による販路開拓計画

兵庫県 株式会社アインズー 5140001067664 外国人観光客をターゲットにした広告物制作による新規販路開拓

兵庫県 株式会社神戸洋服 1140001091684 スーツ一式・靴・鞄を同時にオーダーできるセット販売商品の開発

兵庫県 ヘアスペースＭ － シニア層をターゲットにした上得意客の増加・客単価増加計画

兵庫県 株式会社ｙ＆Ｍ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ 3140001033296 ＦＰ資格を持つ建築デザイン事務所の認知度向上による販路開拓

兵庫県 株式会社フランジュール 9140001031674 女性目線で作るオリジナル刺繍入りタオルの開発による販路開拓

兵庫県 吉田酒店 － 冷蔵設備充実による日本酒（生酒）拡売計画

兵庫県 トップウォーター合同会社 1140003008785 深海魚釣り普及促進による顧客の再構築及び客単価向上計画

兵庫県 株式会社ＳＰｉＣＥ－ＵＰ 6010901024867 貼って剥がせる店舗装飾「店舗デコ．ｃｏｍ」の販路開拓計画

兵庫県 山麓カフェ － グループ客の獲得

兵庫県 株式会社ＫＰＣ 8140001094763 整体手技施術の「独自認定セラピスト」育成事業の販路拡大

兵庫県 株式会社Ｊａｙ　Ｊａｙ　Ｊａｐａｎ 2140001092203 靴のまち長田から世界へ「キセカエシューズ」の海外販路開拓事業

兵庫県 株式会社動輪堂 4140001032388 ２次使用販売の販路開拓計画

兵庫県 萬理産業株式会社 6122001027566 インターネット通販部門新規立ち上げによる販路拡大計画

兵庫県 珈琲店　真 － 新商品「珈琲屋の特製カレー」等の販売促進
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兵庫県 整体処つちやま － ＨＰで当院独自の整体施術内容をＰＲし、販路拡充を目指す。

兵庫県 株式会社イノベーション・アイ 2140001088837 連続３Ｄスキャン技術の効果的なプロモーションツールの開発

兵庫県 岡内公認会計士事務所 － 地方における事業再生ニーズの掘り起こし

兵庫県 株式会社サウンドスパイス 2140001046398 「第１２回　国際雑貨　ＥＸＰＯ（夏）への出店」

兵庫県 株式会社ろーいん 5140001066195 ＷＥＢサイトの開設と専門家の指導・助言による売上拡大

兵庫県 株式会社大坪鉄工所 8140001058116 「金属ものづくり相談室」Ｗｅｂサイトの開設による販路拡大

兵庫県 ステッキ・つえ専門店つえ姫 － 機能性に優れ・デザイン性に富んだオリジナル杖の販路開拓

兵庫県 株式会社カンキョーパーソンズ 4140001092102 リフォーム工事に「安心」をプラスして、販路拡充を目指します。

兵庫県 株式会社マエハラ 2140001061587 サービス内容を明確にしたＨＰ作成と、周知のためのイベント開催

兵庫県 株式会社大成化研 3140001059770 ナノコロオイル（ＣＮＴ入り潤滑油）拡販事業

兵庫県 株式会社つばすサンクリーン 6140001066054 受注件数増加にむけた活気あり信頼できる清掃業のＰＲ！！

兵庫県 みどりの大樹総合事務所 － 身近な士業をＰＲし、相談しやすい環境を整え積極的なアプローチ

兵庫県 あおば整骨院 － 潜在的顧客層に的を絞った販路開拓並びにブランド力強化事業

兵庫県 有限会社エムズ 8140002051945 小規模ならではの教材開発対応力を活かした５万人新市場への参入

兵庫県 Ｍプロジェクト合同会社 6140003011108 生演奏で繋ぐ親子の絆！ＨＰで集客ＵＰ！目指せファン獲得！

兵庫県 岡本法務事務所 － ワンストップでの相続手続サービスを都会から過疎地まで対応

兵庫県 田中・大村法律事務所 － インターネット集客による個人市場の深耕と事業所市場の開拓

兵庫県 株式会社網干造船所 3140001057634 地方郊外型ものづくり体験サービスの展開および普及活動

兵庫県 株式会社ショーワパッケージ 1140001059442 展示会の出展による新規顧客獲得と販路拡大

兵庫県 家具のたにがわ － 季節を楽しむライフスタイル相談所化事業による販路拡大

兵庫県 株式会社みつヴィレッジ 6140001095739 高収益農業ビジネスに向けた加工品の販促力強化と業務効率化

兵庫県 Ｍｕｓｉｃ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＨａＭｏｎＤ － 個性を活かした教育を軸とした販路拡大並びにブランドカ向上事業

兵庫県 パティスリー　ル・プティブルー － 新商品・瀬戸内の島々を軸とした販路開拓並びにブランドカの強化

兵庫県 やさいや － 味噌マヨネーズの販路開拓

兵庫県 有限会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｌｉｎｃ 4140002054035 充実したシニアライフを過ごすための商品販売、サービスの提供

兵庫県 髙見労務管理事務所 － マンガでわかる。障害者が働きやすい労働環境を整備する為の提案

兵庫県 キッチンしまだ － 当店の魅力を発信することによる新規顧客の獲得と販路開拓事業

兵庫県 仕出し・鮮魚　あん西 － 店舗外観リニューアルと新商品ＰＲによる新規顧客開拓事業

兵庫県 ＯＳＳ株式会社 3140001065983 完全無機にこだわった洗浄・コーティング剤ＵＭＩＣ（ユーミック）

兵庫県 株式会社平井商店 1140001061200 生酒を１年中販売できるシステムを構築して販路拡大

兵庫県 株式会社エムス・テック 6140001099418 こだわりの商品を自分たちの手で！内製化に伴う生産力強化事業

兵庫県 ｓｐｉｃｅスエヒロ － ホームページ・看板の作成と新たな設備の導入による販路拡大事業

兵庫県 還元陶板浴虎杖伝説の里広畑店 － 陶板浴サービス周知による新規顧客獲得とリピート率の増加

兵庫県 株式会社ｂｉｔｔｅｒ　ｗｏｏｄ 7140001089293 手に取られ易い可愛いパッケージへの変更とＰＲ用ＨＰの作成

兵庫県 有限会社ムラオマシナリー 1140002053956 待ち工場からの脱却を目的とした独自サービスによる販路開拓

兵庫県 麺　昌まさ － こだわりのラーメンを軸とした販路開拓並びにブランド力強化事業

兵庫県 株式会社オフィスＲｙｕ 1140001065845 ＨＰリニューアルと看板製作で認知度を高め、売上げＵＰを図る。

兵庫県 株式会社エコ・ワールド 9140001066150 日本製中古日用品の輸出及び海外販路開拓事業

兵庫県 ダイニングキッチン輪（サークル） － 「から揚げ年の数だけプレゼント」の認知度向上による新規来店客獲得

兵庫県 株式会社ヒューマンケア 9140001064864 利用者拡大に繋がるホームページ・パンフレットの制作
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兵庫県 割烹白瀬 － 兵庫産海の幸、山の幸を使った「和魂洋才料理」の認知度向上

兵庫県 表瓦株式会社 4140001064217 住宅の資産価値を高める「燻し瓦」の活用を軸とした販路開拓事業

兵庫県 パーツキング有限会社 2140002054111 販路・売上拡大を目的としたＥＤＩ受注システムの導入

兵庫県 有限会社トーメー 7140002044834 飲食・包装工場専門ネズミ防除ホームページ立上げ事業

兵庫県 株式会社尼崎モーター 4140001047353 整備の行き届いた中古車の販路開拓事業

兵庫県 株式会社ラ・ルージュ 2140001051943 真空包装機導入による魚の安定供給体制構築による新規開拓事業

兵庫県 そらまめ整骨院 － 痛みの緩和は免疫力アップから！子どもも通える整骨院

兵庫県 くらもと接骨院 － 姿勢指導等自費治療メニューの推進による顧客開拓事業

兵庫県 Ｐａ’ｉｎａ　Ｗｈａｒｆ（パイナワーフ） － 周辺住民への集中ＰＲ並びにグッズの受注販売事業への展開

兵庫県 株式会社ミクロブ 2120001178169 小型、高分解能エンコーダ付きマイクロロボットの開発と宣伝活動

兵庫県 アルファ物産株式会社 1140001047595 賃貸マンションオーナー向けリフォーム工事推進事業

兵庫県 有限会社白い虹・安心堂 7140002044743 「豆腐スイーツ」の市内老人・幼児施設配達による新規販路開拓事業

兵庫県 株式会社リュウナ 3140001052288 “美と健康サポート会員制ショップ”での販路拡大事業

兵庫県 有限会社エイムランド 5140002044811 アイドルタイムを活用した主婦層・高齢者層向けプログラム開発事業

兵庫県 合同会社ＳＡＩＮＯＷＯＲＫＳ 5140003011678 エクササイズ指導の出張メニュー内容充実による顧客開拓事業

兵庫県 シャラプレマ － 幅広い世代が利用できる安全で快適なヨガスタジオヘの改装とＰＲ

兵庫県 うどん工房悠々 － 評判の天ぷらうどん店による女性向けヘルシー天ぷら専門店

兵庫県 株式会社テトラ 2140001101558 呉服着付教室・着物文化継承講座広報強化による販路開拓

兵庫県 有限会社あわとく 9140002039857 畳替えからリフォームまで【生涯顧客を創出】するための販売促進事業

兵庫県 株式会社大塚綜合自動車 6140001055420 顧客満足度向上のためのカーポート設置およびトイレ改修事業

兵庫県 ＡＭＡＧＡＳＡＫＩクリエイティブサラダ － 地域商店が提案するコールドプレスジュースの販路拡大事業

兵庫県 株式会社プロスペロ 8140001104316 ブランド構築と広告宣伝活動によるエステサロンの販路拡大

兵庫県 有限会社フォトハウス 9140002042340 シニア世代への「生前遺影写真撮影サービス」周知による販路拡大事業

兵庫県 和酒　おのろじ － ラーメン業態部門の顧客拡大を目的とする店舗改装とＰＲの強化

兵庫県 株式会社関西工事 6140001053399 「温芯深プチ悦」のＥＣサイト構築による販路拡大事業

兵庫県 かず鍼灸整骨院 － 美容関連サービスの充実化による女性顧客の開拓と営業基盤の強化

兵庫県 ワイエスフィルタージャパン株式会社 1120001104027 ＷＥＢリニューアルによるスピンフィルターハウジング販売促進

兵庫県 睦ホームサービス － 漏水チェックサービスを核とした事業ＰＲと新規販路開拓

兵庫県 歌舞伎ラーメン － ファミリー層向けメニュー開発と店内改装による新規顧客開拓

兵庫県 株式会社吉田工業所 9140001051846 高機能塗料ガイナの築年数１０年以上の戸建向け販路開拓戦略

兵庫県 株式会社ロダン美容室 3140001052008 地域初の再生医療技術を用いた「発毛・育毛メニュー」の導入ＰＲ事業

兵庫県 からあげ専門店つばさ － 金賞受賞の唐揚げを使った定食メニューの拡充による販路開拓事業

兵庫県 青山電気工業株式会社 5140001053978 ソーシャルメディアを使った防災設備工事の受注増加計画

兵庫県 ヘアー・クラブ・インセンス － 来店困難者対応型の店舗設備改修による新規顧客開拓

兵庫県 三豊工業株式会社 3140001052247 当社加工技術を応用したフルオーダーメイドワゴンの販路拡大戦略

兵庫県 ゲストハウスＬＯＨＡＳＨＯＭＥ －
交流スペースを生かしたＬＯＨＡＳＨＯＭＥの魅力を発信する多言語サイト構
築

兵庫県 エスアール総研 － ウデブエのサンプル同梱ＤＭを有効活用した新規販路開拓事業

兵庫県 内外建設株式会社 8140001096529 企業認知度向上と新商品促進の為のＨＰの更新及び販促物作成

兵庫県
ボディケアサロンＷａｃｈｓｔｕｍ（ヴァクス
トゥーム）

－ 新店舗オープンに際し、よもぎ蒸し導入とＩＴ活用による販路開拓

兵庫県 ユキ建築設計事務所 － エンドユーザーと直接契約を交わす為の販路開拓事業の強化
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

兵庫県 おひさま書道教室 － 大人と子供の成長をサポートする新コース開設とＩＴでの集客促進

兵庫県 グローバルフィット株式会社 9140001067355 新プランによる「続けたいのに続けられない」方の新規開拓

兵庫県 アート・クリアー － 店舗改装による若年層リピーター獲得する為の事業計画

兵庫県 もちづき整骨院 － 新施術サービス提供と顧客満足度追求のための販促物等の作成

兵庫県 株式会社慶緑 4140001099254 ＷＥＢ、チラシ配布による一般個人住宅での造園顧客開拓

兵庫県 趣味工房めいきょう － 「プロカメラマンごっこ」ができるＩＴ工房併設で販路開拓

兵庫県 日置建設株式会社 4140001035374 新規顧客確保のため、店舗を利用したお客様との双方向の広報活動

兵庫県 明石麦酒工房　時 － 自社醸造クラフトビールを皆様に知って頂く為の認知度アップ作戦

兵庫県 櫻井航輝 － 予防・健康維持を実現するパーソナルトレーニングサービスの拡販

兵庫県 有限会社花園写真室 8140002029470 マルチコプターによる空撮での新規事業展開とその販路開拓

兵庫県 三國酒店 － 立ち呑みコーナーのメニューの充実でリピート率アップ

兵庫県 有限会社Ｔ．Ｈ．ボディーバランス 8140002044949 化粧品海外販路開拓の為の販促ツール制作及び海外展示会出展事業

兵庫県 山口マンション管理士事務所 － 積立金の不足と役員のなり手に悩むマンション管理組合の支援事業

兵庫県 楽陽苑 － 新規顧客獲得のための新メニュー開発と既存客へのサービスアップ

兵庫県 株式会社ウズメックス 3120001146257 ハンドメイド資材のインターネットにおける輸出事業

兵庫県 ダンケマム － 世代別・目的別に合わせたＩＣＴ教育講座の開発と販路拡大計画

兵庫県 株式会社セラピスト 3140001072393 営業時間拡大で店舗キャパの拡大及び他社への差別化を図る

兵庫県 有限会社浪越エレクトロニクス 2140002060002 新型エンジン（国際特許取得済）の共同開発企業を募るための広報

兵庫県 ＤＩＳＰＡＴＣＨ　ＨＡＩＲ　今津店 － 訪問理美容車の電源環境の整備と広報強化で顧客獲得を目指す

兵庫県 株式会社オモシロック 2140001088762 奨学金返還支援を特徴とする人材採用サービスの利用拡大

兵庫県
淡路島カレー＆カフェ　ストロベリーフィー
ルド

－ 地域の学生教職員や高齢者への販路開拓とデザートメニューの開発

兵庫県 株式会社ＳＹＯＫＵＮＩＮ 1140001087369 看板・デジタル媒体の活用による新規顧客層開拓と自社宣伝力強化

兵庫県 菜の花 － お弁当・お惣菜の販売の強化とデリバリーサービス事業

兵庫県 アロマテラピー＆ヒーリングｈａｐｐｙｎｅｗｓ － 新規顧客獲得のためのアロマリラクゼーションサロン、スクールの運営

兵庫県 有限会社タケハラ 1140002057065 天然繊維の手織りラグと暮らしの雑貨「ｕｎｄｙｅｄ＋」の拡販

兵庫県 中西正佳建築設計事務所 － 建築家の設計プロセス・料金の見える化及び海外需要の掘り起こし

兵庫県 Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｌｉｆｅスタジオカレン － 中高年向け宿題型セット短期ダイエットプログラム拡販事業

兵庫県 Ｎａｔｕｒ　Ｆｉｔ － 美脚専門サロンのホームページ・ブログ作成による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ホライゾン 6140001091110 「補聴器給付制度」活用による補聴器啓蒙および販売促進事業

兵庫県 株式会社菓一條 8140001097444 店内空間の雰囲気向上による販路開拓と稼働率アップ

兵庫県 太陽商店 － 牛肉の希少部位専門に特化したネットショップの販売促進

兵庫県 スポーツ専門整骨院リセット － 買物弱者地域・過疎地域への訪問サービスの提供

兵庫県 株式会社安田文具店 4140001070603 入口改修及び看板犬ＰＲによる集客力強化

兵庫県 トラットリア　イルモンド － 商圏拡大の為のＨＰ、チラシの制作、老朽化したテラスの改装

兵庫県 Ｒ２ － 「６０歳からの健康教室」の販売促進

兵庫県 ペンギン堂 － 集客力向上のための店内改装

兵庫県 有限会社スリーアップフーズ 2140002060753 新サービス「手ぶらＢＢＱ」で新規顧客開拓

兵庫県 宇地原彩子。税理士事務所 － 電子書籍の発行、ＤＭの配布により新たな顧客をつかむ。

兵庫県 ファームアンドカンパニー株式会社 2140001074630 テイクアウト店舗におけるイートインコーナー設置による販路拡大

兵庫県 旭株式会社 6140001067804 ＣＲＭで顧客との絆を確立。地域密着「電動自転車専門店」新展開
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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

兵庫県 Ｌａ　Ｐｅｔｉｔｅ（ラ・プチット） － デザートメニューを充実したオープン一周年記念祭

兵庫県 スポーツコンテンツマーケティング － 新規事業「卒業記念品モチベーション動画」販売促進

兵庫県
おもちゃひろば～Toys’ Campus（カフェ・
ルーデンス）

－ 幼児教室開講・中古玩具・絵本の売買・人文カフェ開設・販路開拓

兵庫県 シルムクリエーション － 地域活性化のための情報配信環境構築と販路開拓

兵庫県 大垣花店 － 気軽にオーダーメイドの花贈りを実現する町の花屋のＨＰ作成

兵庫県 株式会社タフ＆テンダー 1140001074482 介護・老後資金づくりに特化したＦＰコンサルティング事業

兵庫県 ルリユール合同会社 9140003009999 化粧品研究者が教える世界に一つの化粧品作り教室の常設開催

兵庫県 アテックスデザインワークス株式会社 6140001101216 来店型プレゼンテーションの充実による販売促進計画

兵庫県 有限会社ＥＵＣサポート 2140002059696 地域巻き込み型の地元情報収集システム「ＷＡＣＣＡ（わっか）」

兵庫県 カンターチェ音楽園 － 専門講師と経験豊富な保育士による園児への保育事業の推進。

兵庫県 どん・ライフ株式会社 5140001073571 食べたい時に店と同様の味をご自宅で堪能していただく事業

兵庫県 ゆげ焙煎所 － サンプルロースターの導入によるオリジナルブレンド開発

兵庫県 ｍａｒｉａｇｅ　ｔｕｔｕ（マリアージュチュチュ） － 『イベント施設（デッキテラス）整備による、販路開拓計画』

兵庫県 アントニオ洋服店 － 自社サイトの改善と自社通販サイトの新設による販売促進

兵庫県 北川パリスオートサービス株式会社 3140001078242 エンジンオイルラインクリーニング提供による顧客取込

兵庫県 株式会社エイトライン 7140001080772 建設残土引取処分サービスをＨＰとチラシでＰＲする販路開拓事業

兵庫県 株式会社アヌシ 1140001080571 人間工学設計のお菓子のようなヘアブラシの商品開発と販路開拓

兵庫県 株式会社住環境クリニック 4140001102208 気軽に焙煎が出来る珈琲教室と新規ウェブサイトで販路開拓事業

兵庫県 アラウンド　エム － 木工旋盤を用いた教室開催による新規顧客開拓とリピーター客の増加

兵庫県 株式会社中井家具 7140001078676 高齢者の生活スタイルをより快適にする商品の販路開拓

兵庫県 ドルフィンマジック － スマホ対応ＨＰへの強化、ＳＮＳと連動したチラシのポスティング

兵庫県 焼肉バルエイト。 － 新規販路開拓！商店街連動型精肉販売ＥＣサイト制作事業

兵庫県 ハイジーンシステム株式会社 8120001186827 見守り＋認知症早期の気付きシステムの学会出展による販路開拓

兵庫県 伝心社 － 遺品整理・ハウスクリーニング・特殊清掃の販路開拓

兵庫県 株式会社藤井酒販 2140001077179 地元播州織を使った酒販店の新たな業態店展開による新規顧客開拓

兵庫県 ギフトハウスタナカ － ゆるい「しきたり・マナー講座」の開催ができる店舗への改装

兵庫県 有限会社セイブシステム 1140002061439 タブレットを活用した「ＩＣＴ×認知症予防事業」で販路拡大

兵庫県 食堂Ｏｇｇｉ － お惣菜やケーキなどのテイクアウト新事業展開による新規顧客開拓

兵庫県 株式会社タケベ 3140001075660 新たな「すきま工事」展開に伴うホームページの作製と新規顧客開拓

兵庫県 ナレオフィットネスクラブ － 「個別指導」の強化で２０～３０代女性の新規顧客獲得

兵庫県 株式会社まるふじ 3140001075917 ホームページ拡充による製造商品の周知・宣伝強化

兵庫県 はりま牛穂 － 集客数増大をはかる知名度アップ事業

兵庫県 株式会社ＰＥＥ　Ａ　ＢＯＯ 2140001095214 ３プライス軽自動車専門車屋さんのアピール事業

兵庫県 深山農園株式会社 9140001103390
ホームページ、ロゴ、製品名等を作成することによる統一的なブランディング
計画

兵庫県 株式会社松三堂 3140001039938 自社ブランドのセミオーダーメイド商品の販売促進ＨＰの作成

兵庫県 ゴーマルイチ株式会社 2140001040062 遠方と近隣にわけた新たな販売促進事業

兵庫県 たなべ花店 － お墓参り代行業務による売上拡大事業

兵庫県 有限会社かみや製菓本舗 9140002034313 アレルギー対応・糖質制限者対応ケーキを広く浸透させる。

兵庫県 カフェ・マグノリア（Ｃａｆｅ　Ｍａｇｎｏｌｉａ） － 増築・テイクアウトに伴う、客数・客単価アップによる業績向上

兵庫県 Ｓｗｅｅｔ　Ａｎｇｅｌ － 白髪染めサービスメニューの新規提供による中高齢者層の顧客開拓
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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

兵庫県 トラットリア　ヴィーノ －
顧客満足度の向上による新規およびリピーター客の増大と看板商品の開
発・アピール

兵庫県 桑江さく泉工業 － 自家発電装置と連動した「防災用深井戸」の販売促進

兵庫県 三木刃研 － 商店街等の貸スペースでの実演による刃物研ぎ事業の販売促進

兵庫県 安田眼鏡店 － 高齢者にもわかりやすく優しい店づくりによる来店促進事業

兵庫県 Ｂｅａｎｓ　ｍａｍａ － 一軒家お庭カフェの充実による新規顧客開拓事業

兵庫県 株式会社蒼龍刃物製作所 9140001036392 ＢＳコーンの製造効率化とホームページ制作による需要拡大事業

兵庫県 関西洋鋸株式会社 1140001036144 海外ユーザーへの直接アピールによる当社ブランド品の海外販路拡大

兵庫県 しぶれっと － 移転に伴うリニューアルＰＲ事業

兵庫県 シラミズマート － 事業転換による店舗改装と新規事業ＰＲ広報の実施

兵庫県 淡路島モンキーセンター株式会社 1140001084597 ライブカメラによるサルの生態のリアルタイム配信で入園者増加を実現

兵庫県 Ｃａｒｒａｔ…＋ － オーダーアクセサリー来店促進のためのＷＥＢサイト制作

兵庫県 出口商店 － 通信販売で購入の顧客に対する効果的な広報事業

兵庫県 株式会社朝日丸ｔｈｒｅｅ　ａｒｒｏｗｓ 2140001103819 新メニュー開発・快適空間の提供による販路開拓事業

兵庫県 有限会社松田釣具店 6140002046113 釣具の修理・メンテナンスの専門サイト開設による商圏の拡大

兵庫県 趣味の呉服ゆうき － 古着物の買取り強化及びホームページの開設による販促強化

兵庫県 ゴルフステージ　オーバードライブ － 自社ブランド商品の販路開拓とネット販売システムの構築

兵庫県 株式会社山根 5140002046064 ホームページ作成による取引先開拓事業

兵庫県 カバンツクリエーション０２０３ － 産地職人と一緒に作る鞄＆小物の開発・販路開拓

兵庫県 フルーツハーベスト田中農園 － 幅広いお客様がアクセスしやすいＨＰ作成による販売促進事業

兵庫県 有限会社全但スポーツ 1140002046704 情報発信強化・リニューアルによる販売増加事業

兵庫県 こうぜき写真館 － 写真等展示ギャラリーの開設による利用拡大

兵庫県 スナック銀馬 － 高齢者や女性に優しい店内設備への改修による集客力強化事業

兵庫県 高木自動車 － 商用自動車の買取・販売促進事業

兵庫県 有限会社酒商　川十 5140002037022 播州地酒とワインを世界にＰＲ

兵庫県 株式会社田中久之商店 4140001044094 ターゲットを絞ったホームページコンテンツ増設による業績アップ

兵庫県 有限会社塚本時計店 2140002037149 補聴器の新規顧客獲得と主力商品関連販売促進事業

兵庫県 千和 － ネット販売＆店舗改装による新規顧客獲得及び受注件数増加計画

兵庫県 とり基地ぷらす － 金賞からあげのテイクアウト販売による主婦層顧客の開拓と業績アップ

兵庫県 有限会社キザワ 1140002037109 プロが厳選！旬の野菜・果物を定期便にてご自宅にお届け

兵庫県 インフォミーム株式会社 5140001057839 売り手と買い手を物語でつなぐ地域密着型ＥＣサイトの全国展開

兵庫県 龍野警備保障株式会社 7140001038424 地域初！食材持込・キッチン自由利用レンタルスペース事業の展開

兵庫県 Ｄｒａｇｏｎ＇ｚ　Ｆｉｅｌｄ － 多言語対応型ホームページ作成による、広報発信力強化事業

兵庫県 グランドファーム神尾 － 高品質トマトの直売所改装、看板設置による販路開拓

兵庫県 靴工房ＭＡＭＭＡ － 展示オーダー会開催による、新開発商品の露出強化及び顧客開拓

兵庫県 イタリアンダイニングＤＯＮ９－ｃａｆｅ － 供給拡大に向けた調理・生産体制の構築

兵庫県 株式会社グッドジョブ 5140001088149 認知度を上げ、来客数増加を図る促進事業

兵庫県 有限会社グリーンハーベストジャパン 9140002038974 新商品販売ページの作成　店舗販売用看板の設置

兵庫県 株式会社神戸井相田牧場 6140001046337 国産黒毛和牛の海外向け販路開拓

兵庫県 旭株式会社 2140001042439 「心のおもちゃ箱　つりぐ山陽」ＰＲ事業

兵庫県 有限会社シーズ 9140002036755 「介護のその先へ。」介護保険適用外サービス事業の展開

28 / 32 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

兵庫県 えんや － 新規客の開拓と現在来店のお客様への　より良い空間を図る事業

兵庫県 サイクルライフはりま － 保有資格を活かした、工賃収益拡大・新規顧客獲得

兵庫県 冨工務店 － 住宅の健康診断を行い、安心して住み続けられる家に。

兵庫県 グローバル・シー有限会社 7140002038555 米国の展示会に出展しタイヤチェーンの特許ライセンス販売を行う

兵庫県 万勝寺創庵 － 《女性用及び身障者トイレの新設に伴う心身のゆとり事業》

兵庫県 ＭＡＲＱＵＥＰＡＧＥ（マルクパージュ） － 新設店舗の集客及び新分野商品販売の補助事業

兵庫県 合同会社シーラカンス食堂 8140003008085 オーストラリアで自社ブランドの販路開拓を行う。

兵庫県 タイムハック株式会社 2140001077501 「安い」「早い」「簡単」エントリーサイト機能拡張

兵庫県 河島産業株式会社 5140001076649 手打ち鍛造ステンレス包丁「播鍛」ネット販売による販路拡大事業

兵庫県 有限会社エクステリアート 4140002062707 パリの展示会に出展する“暦（コヨミ）盆栽”の開発とネット販売

兵庫県 エム・ケー自工株式会社 8140001077462 「車を買う前ワンコインレンタルサービス」の販路拡大事業

兵庫県 三輪木工 － 独創的な　Ｗｏｏｄ　Ｂｏｗｌ　による販路・新規顧客開拓

兵庫県 有限会社峰精密金型製作所 1140002062569 デザインと利便性の高い建築資材開発、特許出願、ＷＥＢサイト構築

兵庫県 Ｍａｃｉｍａ － 産官学連携によって目指す、はりまる事業確立の為の販路開拓事業

兵庫県 有限会社栄光社 1140002062230 こどグラファー（こどもフォトグラファー）写真教室と情報発信による顧客開拓

兵庫県 株式会社シックコーポレーション 5140001082325 展示会出展による全国販路開拓事業

兵庫県 天然石のＩＮＯＲＩ － 商品の魅せ方アップによる、天然石の全国ネット販売強化事業

兵庫県 らびっと － 自費出版（俳句集）・和紙名刺の販路開拓

兵庫県 株式会社スリーマインド 1140001102689 専門職を対象にした生前整理の無料セミナーで販路開拓

兵庫県 株式会社テクノアート 2120101008440 電子カタログ自動作成システムで売上アップと経費削減

兵庫県 オフィス宝塚鍼灸接骨院 － 鍼灸による慢性腰痛治療及び不妊・産前産後治療の認知度向上

兵庫県 Ｎ－ＦＩＥＬＤ　ＫＩＣＫ　ＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ － 認知度ＵＰで売上ＵＰ。目指せ！格闘技で心身共に健全な町づくり

兵庫県 Ｍ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ － ＰＲ資料の作成・ホームページの作成による販路開拓

兵庫県 有限会社参福 4140002068019 店舗改装と売り場新設で参拝客にくつろぎの空間と健康を

兵庫県 株式会社エフエム宝塚 8140001082215
「宝塚８３５倶楽部」５周年キャンペーン、「宝塚歌謡選手権」第５回大会の実
施

奈良県 Ｂｉｊｏｕｘ　Ｋｅｉ（ビジュ　ケイ） － 日本を代表する自然素材のアクセサリーブランドの確立と販路開拓

奈良県 ハロー障害年金社労士オフィス － 地域特化型ホームページ作成とＷＥＢ広告による販路拡大

奈良県 株式会社萬勝堂 2150001002292 ホームページのリニューアル等で海外観光客への売上アップを実現

奈良県 天理スタミナラーメン － 奈良県代表ラーメン「天理スタミナラーメン」が取組む販促活動

奈良県 接骨院たなごころ － 顧客満足度の向上の為の店舗改装、および集客増大の実現

奈良県 株式会社平松塗装店 2150001019097 カラーシュミレーションカー＆モバイルオフィス宣伝カーの作成

奈良県 ワイズ英語サービス － 地方を活性化するインバウンド対応接客英語相談サービスの販促

奈良県 フィギエ － 手芸型紙専門店における新規顧客開拓のためのウェブサイト改善

奈良県 Ｐｏｎｔ　Ｇａｒｔｅｎ － インターネットを活用した欧州式デザイン生花の販路開拓

奈良県 有限会社ゆうせい 8150002006031 奈良県の銘牛「大和牛」の進物、大和牛を用いた特選弁当の販路拡大

奈良県 ＬＣＰＭ － 奈良の地酒をアジアの人々へ！

奈良県 ＴＡＯ － ｒｉ－ｂｏ－ｎ　おめかしラボ

奈良県 有限会社ことほぎｌａｂ． 6150002001281 店舗建物の物語・価値を伝えるツール充実によるカフェ集客の促進

奈良県 寧楽菓子司　中西与三郎 － 中西与三郎のファン獲得＆インバウンド客の誘引

奈良県 ＳＵＮＦＵＮＦＵＮ株式会社 8150001017731 自己完結街路灯検証によるリユースソーラーと蓄電池事業への展開
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奈良県 パン屋　福笑 － 子連れママも来店しやすいパン屋　福笑

奈良県 株式会社つるや 6150001018566 古都奈良伝統芸能文化継承のためのＰＲと雇用環境改善事業

奈良県 Ｒａｆｍａｎｉ － 下請から脱却、スタッフ全力で自社ブランドを確立させる事業

奈良県 有限会社多口製菓 2150002001062 外国人観光客に向けたＳＮＳを使った誘致活動・販路拡大

奈良県 有限会社Ｓｈｅｌｌ－ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ 2150002004692 営業力向上による、ＢｔｏＢｔｏＣ・ＢｔｏＣ新規顧客の需要発掘

奈良県 ＦＰオフィスＭｙ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － 社内ＦＰ育成のサポート！老後不安解消への支援事業

奈良県 焼肉千久左 － 和牛と地産野菜で作った焼肉弁当の宅配事業による新たな販路開拓

奈良県 松川　千寿子 － 和テイストの刺繍イラスト画を世界へ販路拡大

奈良県 べっぴん奈良漬 － ＳＮＳ・看板媒体を利用した新規顧客獲得及びリピーターの強化

奈良県 株式会社ＥｖｅｒＧｒｅｅｎ 3150001020211 周年企画のイベントによるキャンペーンの告知チラシの配布

奈良県 ＲｉｎｇｏＤｅｓｇｉｎＷｏｒｋｓ － オリジナルイラスト入りＤＩＹ用品の開発および販路開拓

奈良県 サロン・ド　Ｌｅａｆ（リーフ） － ガン患者の医療用ウィックの試着会とヘナカラー新規顧客開拓事業

奈良県 ここカラダ！Ｐｒｏｊｅｃｔ － 根本的な健康作りと地域住民の繋がり作りプロジェクト

奈良県 じゅえりー工房Ｋ 9122001024313 奈良店での結婚指輪体験教室開始とそれに伴う宣伝活動

奈良県 株式会社ロックヒルズ 8150001020611 動画連動型広告による子供プログラミング教室の新規顧客開拓

奈良県 ピラティスＳＯＲＡ － 新メニューの開発と新規顧客の獲得・リピーター客増大の実現

奈良県 株式会社エコノレッグ 4150001015268 「葛和紙素材の靴下」の開発と売り上げ拡大につなぐ販売方法の確立

奈良県 有限会社エンジェ 2150002010352 地域資源「綿」と「奈良漬」にちなんだ菓子開発による売上げ拡大

奈良県 髙井ニット株式会社 9150001012987 新素材による商品開発と販路開拓による自社ブランド強化計画

奈良県 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＦＥＥＬ　“ＳＭＩＬＥ” － 新規顧客開拓と売上向上を目指したＣＳ向上のためのボイラー工事

奈良県 ポリマーＫＩＤＳ！ － スマートフォン対応型ホームページリニューアルによる販路拡大

奈良県 ゴールデンラビットビール － 地産原料のビール開発による売上向上の実現

奈良県 株式会社Ｔ－ｔｅｃ 7150001008657 顧客層増加を目指すネットの販路活動

奈良県 マザービーンズ － テイクアウト事業向け店舗改装とメニュー開発による販路開拓

奈良県 いこま電力株式会社 2120002067081 マンガ小冊子と情報誌を活用した大阪・奈良エリアの集客強化

奈良県 西川理容所 － 新メニュー「車椅子カット」・と受け入れ環境の整備

奈良県 行政書士　福田尚世事務所 － 遺言作成サポート、相続手続サポート事業

奈良県 スリーウッドタイヤの森 － 「トラック用タイヤ空気圧警報器」の販売網拡大

奈良県 福本畳店 － 日本の伝統敷物である畳の材料を使った新商品（畳雑貨）の開発

奈良県 Ｃｏｃｏｔｅ － サロン特徴「見える化」広告による新規顧客獲得

奈良県 花魁体験スタジオやまと桜 － 子供向けプラン導入による新規顧客獲得

奈良県 経営システムの改善 － 中小企業のＩＴシステム導入を成功に導くＩＴセカンドオピニオン

奈良県 株式会社森脇ビデオ企画 4150001011829 ＶＨＳテープのＤＶＤ変換事業及び受注・支払管理システムの構築

奈良県 伝統食カフェ～楽膳～ － 楽膳おやつの開発、販路開拓

奈良県 かしはらもりもと接骨院 － 動画を利用した当院独自のセルフケア方法の発信と新規患者の獲得

奈良県 貴ナ － 販促用オーダーメイド衣類及びカタログ製作と新規顧客開拓事業

奈良県 創作お好み焼き・季節料理あどりぶ － 健康野菜を用いた新メニュー、新商品開発の取り組み

奈良県 有限会社巽繊維工業所 8150002007590 ＩＴ等を活用した高機能靴下「ガッツマン」の顧客別販売促進事業

和歌山県 ちょこｔｔｏおかたづけ☆ － 子育て世代に有効な「整理収納」ノウハウ支援の広告ＰＲ事業

和歌山県 大彦株式会社 8170001001989 大工職人の復権！手仕事工務店の魅力を伝えたい
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和歌山県 有限会社みの印章堂 2170002000946 世界に一つだけの商品を届けるＷＥＢサイトの構築

和歌山県 株式会社江川 4170001006414 地域密着店の思いを伝えるギフト・米・酒専門店としてのＰＲ強化

和歌山県 廣井整体院 － ２０～３０代女性をターゲットにした顎関節症根本治療サービス

和歌山県 フリータウン・ジャパン － 日本初スティック紅茶『セレビティー』のブランド認知と販路開拓

和歌山県 合同会社日向屋 2170003000714 ＨＰ、ＤＭによる宣伝、営業力強化、設備強化での販路拡大

和歌山県 西中商店 － 「寝具合わせ」で注文の増加計画

和歌山県 保育ルームつぼみ － 認知度アップで０～３歳児童増強作戦

和歌山県 有限会社エヌ・ケイ・ステーション 9170002005360 ドローン導入による空撮映像デザイン事業

和歌山県 カフェモコ － 生姜料理専門店を通じて地元産品である生姜の認知度向上を図る！

和歌山県 有限会社馬場瓦工業 5170002003021 ドローン技術を活用した、点検・メンテナンスサービスの開発

和歌山県 株式会社ジャバララボトリー 1170001005419 サイトの確立による「スーパーじゃばら」商品周知による販路拡大

和歌山県 イストワール美容室 － デジタルパーマとホームページによる競合他店との差別化

和歌山県 ヘア　ボニータ － 自社オリジナル商品の開発、新パーマの開発で販路拡大

和歌山県 株式会社和秋建設 8170001012870 新商品と自社をアピールできるコンセプトブック制作で認知度ＵＰ

和歌山県 株式会社轟 8170001013885 ＨＰ・看板・チラシ作製で自社の強みを明確化し、新規顧客を獲得

和歌山県 株式会社笑顔創造 8170001013200 起業家・小規模事業者へのバックオフィス業務効率化サービス事業

和歌山県 株式会社わかヤン本舗 5170001013847 買い物弱者救済・高齢者見守り等を行う移動スーパー事業

和歌山県 株式会社ライフクリエ 8170001005156 地域産品を活かした煎餅「わせん」の開発・販路拡大

和歌山県 ヒューマンキャピタル・パートナー － 障害者雇用コンサルティング事業の周知による契約数増加計画

和歌山県 有限会社和歌山マリンサービス 6170002006667 ヨット修理への新規参入と、ノウハウを活かした販路拡大

和歌山県 ベルッド株式会社 7170001013309 おもしろレンタカーの予約サイト確立

和歌山県 ＨａＴｅＮａ　Ｐｈｏｔｏ　Ｈｏｕｓｅ － 鮮烈で写真を際立たせる技術をＰＲする独自フリーペーパーの製作

和歌山県 澤株式会社 2170001014113 県産品の開拓（掘起し）と自社通販サイト構築・大手流通への供給

和歌山県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＲＥＬＯＡＤ － より際立ってセンスのある美容室として移転・改装し経営改善

和歌山県 大野スポーツ － 回遊施策の改善によるＷＥＢサイト強化と店頭販売への相乗効果

和歌山県 株式会社藤代化学 1170001005542 紀州漆器の枠を超えて作る、新商品開発と自社ブランドの構築事業

和歌山県 いしもと鍼灸整骨院 － 「健康」＆「美」を求めるお客様へ、鍼灸整骨院の付加価値ＵＰ！

和歌山県 オルポノ整体院 － インデプス導入による客単価向上・広報事業

和歌山県 みやこ － 対面販売ブース新設・健康ヘルシー中華料理提供・バリアフリー化

和歌山県 有限会社山口食品 1170002006639 パッケージデザイン印刷の内製化で「山口豆腐」新商品ラッシュへ

和歌山県 有限会社タイヤ館海南 3170002006505 スマートフォン専用予約サイトを構築し新規顧客獲得！

和歌山県 合同会社アッソオート 4170003000266 時代にマッチした技術・サービスの整備と販売促進で売上ＵＰ

和歌山県 寺尾牧場 － 頑固一徹！「寺尾牧場ブランド」新商品開発と販路開拓

和歌山県 株式会社ダイユーケミカル 3170001002001 “ものづくり”へのこだわりを持って創る、布張りトレーの開発

和歌山県 ＩＣＨＩＥ　ｃａｆｅ － 販路開拓の為の地域メディアのマーケティング調査

和歌山県 有限会社ツボ井 3170002008922 高齢者の心と体の健康をサポートするスポーツ用品移動販売のＰＲ

和歌山県 中村伸吾建築設計室 － 広報活動及びＨＰ強化による県産材住宅の新規受注創出事業

和歌山県 橋市商店 － Ｗｅｂ販売による水産加工品の販路拡大とブランド強化

和歌山県 ＰＩＥＣＥ　ＯＮＥ － ママ向け地域情報誌ｗｅｂ版ＴｅｋｕＴｅｋｕメディアの制作

和歌山県 Ｒｅｚｚｏ － 美容室内での菓子販売とイベントを行うアトリエ「ＦＩＫＡ」
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和歌山県 合同会社ＮＡＲＩＴＡ　ＥＸＰＯＲＴ 5170003000959 日本初！純国産オリジナルノートＰＣスタンドの販路拡大事業

和歌山県 紀南釣具センター － アジの釣果ならおまかせ！オリジナルルアー拡販大作戦！！

和歌山県 たきもと鍼灸院・整骨院 － 脚の悩みを解消！最新トレーニング機器導入による売上向上計画

和歌山県 お食事処まえ田 － 紀州地魚と板前の味を活かしたミールキット事業

和歌山県 たかやま商店 － お客様のニーズに応える！母の味、地元の想いを届ける販路拡大計画

和歌山県 株式会社倉谷建築 6170001013788 紀州材を使用したオーダーメイド家具の新規展開・販路拡大事業

和歌山県 中津接骨院 － 接骨院での酸素ルームを活用した健康増進プログラムで販路開拓

和歌山県 Ａｒｃｔｉｃ － 「お客様思いの売り場」と「イートインの広告」で売上アップ

和歌山県 大岩自動車株式会社 4170001013237 看板設置により地元地区での認知度向上と販路拡大

和歌山県 有限会社エヌ・ワークス 8170002007556 ホームページ作成・店内改装、新サービスによるお客様との繋がり強化

和歌山県 カットサロンクリヤマ － 気軽に、安心、安全、高齢者・障害者おもてなしサービス

和歌山県 Ｍａｇｎｏｌｉａ美容室 － 着付け撮影新規事業およびＨＰ開設で１０～２０代新規顧客獲得！

和歌山県 天龍 － 商談会参加による販売先の開拓及び酸度計導入による生産性向上

和歌山県 株式会社ｎｕｉ 3170001007586 刺繍加工、リメイク等で付加価値をつけ、オリジナル商品の販路拡大
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