
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜追加公募分＞
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 有限会社匠工芸 6210002002174 日本伝統ＴＡＮＳＵ！海外展開を見据えた販促宣伝事業

福井県 リカーズ川ばた － 店舗改装による地元客獲得・販路拡大と省エネ化

福井県 サラマンジェフ － 「福井らしいお土産品・通販商品」「お節料理」の開発と販路拡大

福井県 有限会社坪川自動車 3210002002342 どこにでもある自動車店から脱却！貨物ミニバン専門を打ち出す！

福井県 丸勝建築株式会社 5210001003942 大規模な共同広告によるリフォーム工事の受注

福井県 株式会社松井家具 8210001003857 子供連れ客にゆっくり店内を楽しんでもらう為の店舗改修

福井県 安本酒造有限会社 4210002004040 創業１６０年以上の老舗酒蔵が醸す若者向け地酒の新商品開発

福井県 小松屋 － 名物料理のＰＲ動画を活用した、新規顧客獲得事業

福井県 株式会社ＨＡＵＭＥＡ 3210001016285 ふくいのアクティブ中高年女性の美意識向上事業

福井県 ＬＯＯＳＥＹ株式会社 9210001016759 若手作家が作る「越前焼皿・若狭塗箸」セット商品の販路開拓事業

福井県 有限会社まる八 8210002004268 内装一新！顧客開拓のための「お客様にやさしい店」ＰＲプロジェクト

福井県 有限会社ＰＩＮＯＣＣＨＩＯ 8210002008970 顧客高齢化に合わせたバリアフリー化による法事、慶事促進事業

福井県 焼肉酒家　鶴橋 － 真空パック機の導入と新メニュー開発による販路拡大

福井県 はっけんすく～る　うえの － 暗算力養成に特化したそろばん授業と認知度向上のための広報展開

福井県 フィットネススタジオＰｕｒｅ・Ｓｕｐｐｏｒｔ － 新たな販路開拓の為のチラシ作製とウェブサイトの構築

福井県 有限会社チモトコーヒー 8210002010407 設備導入　及び　有資格者による焙煎体験を通じての新規顧客拡大

福井県 株式会社マップトラベル 6210001010780 店頭集客による販路開拓を目的とした店舗改装及び広報ＰＲ事業

福井県 ハル教育企画 － 探究・創造型学習塾「ハルキャンパス」新規顧客獲得事業

福井県 ＳＵＭＩＫＡＲＡ － 墨絵アーティスト「上田みゆきアート」のブランディングと国内外の販路開拓

福井県 ペットサロン　はなうた － 新規顧客獲得の為の事業展開および環境改善店舗改装事業

福井県 中原設備 － 目に入る効果的な宣伝方法の確立と「リフォームお助け隊」事業の確立

福井県 毎川金花堂 － 地産土産開発による販売拡大事業

福井県 株式会社大岸正商店 9210001013905 全国の温泉旅館と連携！箸の文字入れでインバウンド消費拡大事業

福井県 木五商店 － 小口化商品の販売により、関西・関東地区の売上高を増加させる

福井県 有限会社木屋傳 2190002012139 店舗改装による若年層の取り込み拡大事業

福井県 有限会社ニシザワ紙文具 3210002013240 老舗文具屋の３Ｄオフィスレイアウトを活用した売上ＵＰ

福井県 ろくろ舎 － 遊休資源を活用したオリジナル商品「ＳＯＵ」の商品開発と販路開拓

滋賀県 いざかっぱ － 地域に活きる大衆居酒屋の２Ｆ稼働による新規顧客獲得

滋賀県 株式会社ＯＵＲＳ 3160001017025 当塾の認知度・満足度向上および販路開拓事業

滋賀県 株式会社ゼンゾー 1160001020220 時代着物を利用したアパレル開発と制作・販路開拓

滋賀県 初音屋楽器株式会社 5160001004707 自社サロンを活用し、少子化・高齢化の逆境市場で新規顧客を開拓

滋賀県 ふわりでざいんわーくす － 等身大ベビーフォトサービスの認知度アップによる新規顧客獲得

滋賀県 ＤＩＡＭＡＮＴＥ － 爪の痛みにくい商材の導入の周知をはかり集客拡大

滋賀県 株式会社わくわく共育ステーション 9106000101787 利用者確保の口コミ増を狙うおやつプログラムの確立・販路開拓

滋賀県 みず田 － 地元滋賀でオープン、まちのお寿司屋さんの新規顧客開拓

滋賀県 合同会社ＳＣＡＮＤＩＣ 1013403000647 古民家改修による新しいショールームの開設

滋賀県 三五化建有限会社 6160002006511 ＨＰ・リーフレットを活用した自社の認知度向上と新規開拓

滋賀県 株式会社一湖房 5160001006447
季節アイテムの開発提案による「顧客の開拓」と「年間売り上げの平準化」を
目指す

滋賀県 Ｓｐｏｒｔｓ　ｂａｒ　ｃｌａｎ － 気軽に楽しく（男女問わず）地域の若者の交流を促進するお店の認知度向上

滋賀県 株式会社長四郎 3160001007744 ひとりひとりに合ったキレイをサポートするお店の認知度向上
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滋賀県 檜のログレストラン　ヘンリーイン － 高齢者顧客増加に伴う課題解決と地域交流ができる店舗を目指す

滋賀県 有限会社山近 4160002007098 湖北の返礼文化と共に歩み続ける贈答品店の認知度拡大と顧客開拓

滋賀県 西川博之税理士事務所 － アニメーションムービーが語る柔らかなホームページ

滋賀県 株式会社井上 3160001009501 インターネットを活用した集客による伝統的仏壇等の販路拡大

滋賀県 有限会社滋賀飲料 4160002008204 オリジナル自動販売機による顧客満足度並びに売上の向上

滋賀県 タノシニア合同会社 3160003000887 健康寿命に寄与する「ウォーキングポール」の普及事業

滋賀県 株式会社カルネ・ジャパン 1160001010709 新たな写真による訴求力強化のためのＨＰ及びカタログ製作

滋賀県 てらい整骨院・寺井しんきゅう院 － 学生のスポーツ選手に焦点をあてた早期復帰治療サービスの提供

滋賀県 島田屋 － 会社接待ニーズ取込のための、店内整備と宣伝広告による販路開拓

滋賀県 手打ちそば　たぬき － 地域の高齢者にとって魅力ある店舗づくりへの変革事業

滋賀県 アドミックス － ｉＰｈｏｎｅ液晶パネル再生事業による修理品質向上と売上拡大

滋賀県 松利老舗 －
東海道草津宿の伝統と文化を継承する和菓子屋の次の百年に向けた経営
戦略

滋賀県 株式会社やまもと笑店 4160001019887 近江の新鮮食材を用いた商品開発と店舗の魅力発信で集客ＵＰ！

滋賀県 コミックパラダイス － ドローンによるゴルフ場ホール紹介空撮と動画編集の新事業展開

滋賀県 ｉｆ… － 巡回型訪問美容サービスの実施による売上の増加

滋賀県 小川左官店 － 滋賀で唯一、スタンプコンクリート工法の導入による新規開拓

滋賀県 株式会社Ｔｒａｎｑｗｉｌｌ 2160001003785 短期間で結果を出す個別指導塾の認知度向上と新規顧客開拓

滋賀県 株式会社ＣｏｍｅＡｌｉｖｅ 9160001018050 ・ホームページの構成変更とデザイン刷新、英語ページの追加

滋賀県 淳バレエ学園 － ホームページのスマホ対応化による情報発信力強化で新規生徒獲得

滋賀県 有限会社中島産業 6160002014035 地元に愛される和室文化の担い手として次の百年へと繋がる販売戦略

滋賀県 吉川行政書士事務所 － 建設業のお客様の取込のための積極的プロモーション事業

滋賀県 ＨＩＫＡＲＩ屋 － カウンター席改修とスポーツ観戦システムで集客アップ事業

滋賀県 株式会社Ｅｖｅｒ　Ｊｅｗｅｌｒｙ 6160001020026 店舗認知度向上のためのプロモーション強化と将来顧客の獲得

滋賀県 株式会社アドバンスフォート 7160001020132 小規模事業者向け　無料で使える集客サービスの開発

京都府 有限会社ヘアーサロンスワロー 5130002012760 女性向けお顔そり事業のプレミアムコースの販路拡大

京都府 株式会社田村屋 7130001051056 西陣織製品の直販ルートを切り拓くネットショップの開設

京都府 株式会社ファン・タップ 5130001048764 「楽譜アプリフェアリー」　販売促進キャンペーンの実施

京都府 ｌｌｅｎｏ － オーダーメイドノートの情報発信の強化による顧客開拓

京都府 株式会社東五六 8130001009490 東五六ブランド商品の確立～卸売機能も兼ね揃えた小売業への挑戦

京都府 佐々木酒造株式会社 9130001003014 閑散期の売上・利益確保に向けたマーケティング活動

京都府 和次元　滴や － オンラインショップ（日本語版・英語版）開設による袴の販路開拓

京都府
ジャパンフードエンターテイメント株式会
社

1130001057785 外国人観光客を集客するための当店ホームページのリニューアル

京都府 株式会社オライ 3130001058179 オリジナルソースの開発販売と外国人観光客の取り込み

京都府 有限会社祇園藤村屋 4130002020970 オンラインショップの再構築とシステム効率化による販路拡大

京都府 パティスリー・ドゥ・ジェニアル － 二条寺町発の紅茶ゼリーと抹茶スイーツを刷新したＨＰで情報発信

京都府 室町Ｌ＆Ａグループ株式会社 2130001052901 建物状況調査結果を取り入れた価格査定サービスの提供

京都府 平和製菓株式会社 3130001052413 チョコレート含浸商品の開発・ＮＢ商品販路開拓

京都府 井ノ口畳店 － 畳店の作業場のショールーム化による販売方法の革新

京都府 オフィス　ルシール － 「人材確保に特化した」新サービスによる新規顧客獲得事業

京都府 株式会社トム 8130001051658 世界に一つ！漢字文化や京都情報の発信にも寄与する漢字Ｔシャツ
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京都府 わんＳｍｉｌｅ － ＨＰだけでは伝わりにくい魅力を動画でアピールして新規顧客獲得

京都府 株式会社藍ぜん 6130001019772 有名ブランドからの企画依頼が殺到する営業活動の仕組み化

京都府 タイヨウネクタイ株式会社 3130001003283 ４０代以上の女性むけ「洗えるシルク」の商品開発と展示会出展

京都府 有限会社遠藤染工場 9130002002106 英国での刺繍制作キットの商品開発及び手芸素材及び用品の販促

京都府 田村ふとん店 － 老舗寝具店のコンサルタントが一目瞭然！シャッターアート

京都府 ｋｙｏ　ｋｕｇｅ － 伝統産業の技を結集した指化粧布・高級化粧筆の国内外の販路開拓

京都府 株式会社竹定商店 1130001001264 竹材カタログの製作による内装設備ニーズの取り込み受注拡大

京都府 春日乃茶屋 － 神社の境内で食べる、挽き・打ち・湯がき立の本格そば事業

京都府 有限会社ひので 6130002011381 創作天ぷらの商品化に向けた旬の天ぷら大試食会フェアー

京都府 リンクナチュラルジャパン株式会社 8130001047004 整骨院監修　体操教室のようなデイサービスＰＲ事業

京都府 ＮＩＣ株式会社 4130001045523 飲食店オンライン予約システム（予約台帳システム）推進事業

京都府 株式会社ギオン福住 6130001009162 外販事業立ち上げを目的とした商品開発及びテストマーケティング

京都府 Ａｎｅｌａ － 外国人観光客に対する情報発信とサービス提供による集客力の向上

京都府 株式会社ワットムセン 1130001005711 ホームページ制作、チラシ制作・新聞折り込みによる新規顧客開拓

京都府 竹又中川竹材店 － 新製品竹製リードディフューザーの国内販路拡大

京都府 コネクト・プラス株式会社 3130003004049 『事業承継・相続』ニーズ掘り起こし普及プラン

京都府 おきやま鍼灸接骨院 － 女性特有の悩みを解決する施術のＰＲで顧客増を目指す

京都府 西喜商店 － “まちの八百屋”の新規顧客開拓とネット通販事業拡大戦略！

京都府 カフェ・フロッシュ － 麹パンの量産体制確立とネット通販事業開始

京都府 サロン・ド・プランセス － 京都の和婚にこだわる花嫁に直接アプローチするためのＨＰ改修

京都府 たかや印房 － 印章販売に係るギフト戦略に特化したホームページの作成

京都府 ｂａｒフクロウ － 県外や海外の富裕層の新規顧客開拓のための外観改装工事事業

京都府 株式会社松尾商店 6130001018816 ＳＯＹ　ＤＥＬＩの販路拡大と大豆の美味しさ・栄養価の高さの普及

京都府 相楽ネットワーク株式会社 7110001028816 ブリス商品を一般消費者に発信するＥＣサイト構築と販路開拓

京都府 株式会社図書印刷同朋舎 8130001018211 脱印刷を目的とした「和綴じノート」の販売促進

京都府 ｐｒｅｆｅ　Ｍ － ふぇるアートのホームページとネットショップのリニューアル

京都府 株式会社寺島保太良商店 5130001005154 金銀糸を用いたジュエリー商品の開発と販売展開

京都府 Ｋｇｕｉｄｅ　ｔｒａｖｅｌ　Ｊａｐａｎ － 多言語機能を持つＨＰの構築による新な販路の開拓

京都府 株式会社立野矢 7130001005078 世界初「木織り」でのロールスクリーンの商品開発・販路開拓

京都府 工房　藍の館 － 本藍染製品における若年者層向け新ブランドの立ち上げ

京都府 サンケイデザイン株式会社 9130001003047 通販サイト改変と広告による天経香の販路拡大

京都府 合同会社シュエット 6130003004632 「妊婦さん向け安心安全マツエク施術」サービスの開発・販路開拓

京都府 株式会社インヘリット 4130001057584 「ｅ－ｔｏｕｒ（手のひら添乗員）」の開発および販売促進

京都府 株式会社京都朱雀錦 8130001059049 贈答品用「鯖寿司」開発による販路拡大とブランディング

京都府 Ｖｉｌｌａ法然院西 － 「Ｖｉｌｌａ法然院西」新規顧客・リピーター獲得事業

京都府 矢野食品株式会社 8130001015910 新製品パッケージ３種類と広報活動を行う上でのホームページ開設

京都府 ブランジュリ　ロワゾ―・ブルー － グルテンフリーパン専門店のＨＰ刷新による販売促進事業

京都府 五明金箔工芸 － 外国人観光客に向けた京の雅「金箔押し体験」ＰＲ事業

京都府 株式会社ゲイト 5130001031118 女性ドライバー向け「マイカーを快適空間にする商品」のＰＲ事業

京都府 縁結 － 人材難の中小企業を救う意識改革ワークの販路開拓事業

3 / 13 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
＜追加公募分＞
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

京都府 日本料理　北山　そわか － シニア層に配慮した店作りと季節料理の広告宣伝

京都府 宝田工業株式会社 3130001001254 自社製品である業務用精麦機の販売サイト新設による販路開拓事業

京都府 ふじの整体研究所 － 企業向け健康増進サービスの販路開拓に用いる営業ツールの作成

京都府 葛西絣加工所 － 西陣絣ブルックリン・テストマーケティング事業

京都府 株式会社あじくら 3130001041457 座敷宴会場をテーブルセットにリニューアルして「女子会」獲得

京都府 有限会社潮見住器 1130002026483 独自イベント企画実施による見込み客との関係創りと新規顧客開拓

京都府 宇治どうぶつの森クリニック － 高度獣医療機器導入・新サービスによる差別化・宣伝での顧客開拓

京都府 酒鮮の宿　まるやす － 日本酒ソムリエの宿が知的好奇心に訴求する日本酒の魅力発信事業

京都府 磯野開化堂 － フレーバーティ関連商品の商品開発・展示会出展用設備の導入事業

京都府 株式会社東京社 1130001035717
若者やシルバーを含めたクリーニング難民へのクリーニングの価値を追求す
る為と商圏エリア全般への認知度向上の為の販路拡大事業

京都府 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＮＡＯ － エステシェービング導入と店内改装で顧客満足度ＵＰと新規客獲得

京都府 京都リフレ新薬株式会社 8130001038630 飲料用自販機用、防虫・防カビ剤の開発及び製産に伴う事業

大阪府 有限会社ＣＯＺＹ（クリーニングコージ―） 8120002068074 クリーニングの悩み解消！新しい技術周知のチラシで販路拡大。

大阪府 クルン株式会社 2120001154780 歯周ケアブラシ販促用冊子およびチラシの作成

大阪府 Ｃａｆｅ　ＰＯＳＴ － 宣伝強化とテラス席設置・席数増加

大阪府 にんにん針灸マッサージ － 高齢者のいきいきとした生活の確保と、健康寿命を伸ばし社会貢献

大阪府 株式会社ＳＰＬＥＮＤＩＤ２１ 1120001108226 ホームページのリニューアルとＰＰＣ広告で攻めのＩＴ活用

大阪府 ａｃｔｕａｒｉｓｅ株式会社 1120001178896 「残業削減に役立てる、業務効率化のソフトウェア拡販」事業

大阪府 株式会社亀佑 4120901037645 ＨＰ、動画、パンフによる主力商品の販売ルート開拓とその定着化

大阪府 株式会社トラベルオーシャン 1120001114810 日本流「おもてなし」による訪日外国人獲得事業

大阪府 株式会社アイシーエスラボ 7120001198674 効果的かつ手軽に実施できる「患者満足度調査」の販売促進活動

大阪府 株式会社中村製作所 5120001010642 カタログ、ＢＬＯＧ、動画を使ったＷＥＢ活動の再構築

大阪府 プリン研究所 － 新商品「塩プリン」をメインとした店舗全体の販路開拓

大阪府 株式会社メタ・イズム 9120001146193 労働力人口減少時代に向けた、動態管理サービスの販路拡大

大阪府 株式会社フェイクスター 5120001201101 快適な店づくりによる地域交流場の提供と地域認知度の向上

大阪府 株式会社古田工務店 8120001119761 地域密着型「高い技術を持つかかりつけ工務店」の販促事業

大阪府 株式会社ドーモラボ 2120001134460 自社ブランド「行灯」の認知度向上と外国人観光客への販促事業

大阪府 株式会社レーザーテック 7120001168256 「２４時間以内超短納期レーザー切断加工サービス販路拡大」事業

大阪府 株式会社ストローブレイド 1120001196799 マーケットニーズ先行型の農産物生産委託事業

大阪府 株式会社アイライト 5120001116893 販促用ＤＭの作成とテストマーケティングおよび販路開拓

大阪府 日本マース株式会社 3122001019665 ホームページとＰＲパンフレットを刷新し、ＯＥＭ受注＆売上ＵＰ

大阪府 城北ＳＰ株式会社 9120001122228 卒業記念品の中学校及び高等学校ＰＴＡへの販路拡大

大阪府 個別指導学習塾アイキャン － 「ＷＥＢ授業＋個別指導」で高校生の新規獲得を目指す事業

大阪府 合同会社Ａｋｕｓｈｕ 5360003007984 女性の笑顔と元気を作る！シューズの総合的販路開拓事業

大阪府 有限会社Ｓｍｉｓｃｌｅ 3120002057651 西成インバウンド促進の為のウェブサイト制作で集客の強化を図る

大阪府 はきものひろた － 地域高齢者が「また来たくなる！」健康増進をめざす履物屋作り

大阪府 株式会社メンバーズネット 4120001166543 「整骨院」の開業・廃業に関するビジネスマッチングサービス

大阪府 御菓子司　梅屋 － ＨＰの刷新で「顔と心の見える」接客をアピールし売上増加を狙う

大阪府 上智製薬株式会社 8120001120678 成約率の高いインターネット広告の企画及び新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ＴＡＫＩＯ　ＴＲＡＤＩＮＧ 6120001110136 「趣味の事始め」「禅アート」画材セットのギフト用ＥＣ事業
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大阪府 株式会社Ｃプライム 4120001203016 喪服レンタル事業による販路開拓のためのホームページ開設事業

大阪府 株式会社スタイルクリエイツ 6120001102496 「給食ナビ」の媒体価値向上とＮＥＴ広告売上の拡大

大阪府 株式会社ディーファ 3120001121061 後継者特化型新サービスのＷＥＢによる販路開拓事業

大阪府 麺屋あわざ － 芳栄餃子（無添加）の販路拡大

大阪府 Ｔｏｃｏｔｏｎ － チョークアートを取り入れた商品の開発による販路拡大

大阪府 株式会社中一メディカル 8120001106611
新規事業による海外販路の新規開拓と通販商品の販路開拓による売上の
向上

大阪府 コンディショニングセンター新大阪 － 業界初！健康効果の高い歩き方の指導者講座等の販路開拓

大阪府 ＧＯＯＤ　ＳＨＥＰＨＥＲＤ株式会社 7120001198939 美容サロン経営の２つの課題を医療系学生の悩みで解決するサイト

大阪府 ジュクサガス － 入塾者と口コミ投稿者を獲得するための販促事業

大阪府 ピースフードジャパン － 顧客層拡大のための専用料理教室の新設事業

大阪府 こう行政書士事務所 － 「もしものときノート」の普及で争続を減らし円滑な相続へ貢献

大阪府 株式会社野田公米穀店 6120001036067 店舗リニューアル・おにぎり炊飯事業の販路拡大

大阪府 イルフレール － 店舗拡張に伴う新規集客を狙ったカラーターゲット限定広告事業

大阪府 株式会社繊維社 1140001081628 繊維技術伝承のための文献データベース拡充による新販路創出

大阪府 大洋紙器株式会社 9120001010408 環境に配慮した段ボール箱の提案と販路開拓のためのＷＥＢ更新

大阪府 コニコニフォトワークス － 新しい結婚式スタイル「フォトウェディング」による販路開拓事業

大阪府 株式会社ＳｕｎＫｙｏコーポレーション 3120001187631 老人ホームへの訪問型フラワーアレンジメント教室開催事業

大阪府 ジールズ株式会社 9120001128919 業界初！ドライブスルー方式システム開発

大阪府 株式会社ＯＳＨＩＲＯＸ 3140001097201 世界に一つしかないコンクリートウォールの開発と販路拡大

大阪府 合同会社ＨＮＹ 4120003012407 女性オーナーが手掛ける「安心」物件による女子学生新規獲得事業

大阪府 近畿税理士法人 8120005010306
起業前の新規起業家向け等の会社ホームページ作成及びＳＥＯ対策による
新規販路開拓

大阪府 ファヴォリ株式会社 9120001167173 民泊トラブル撲滅！不動産専門家による民泊サービス販路開拓事業

大阪府 有限会社山 5120002048608 ウイーン菓子の開発およびそれに伴う設備の設置

大阪府 いちご研究所 － いちご葉エキスを配合した高機能な化粧水・美容液・育毛剤の開発

大阪府 サワディシンチャオ － 東南アジア家庭料理食堂から東南アジア８か国料理本格レストランへ変更

大阪府 甲能税理士事務所 － すべての新規開業事業者の“縁の下の力持ち”に

大阪府 リファインなとり鍼灸整骨院 － ＵＳＪの外国人観光客を取込むインバウンド美容施術ＰＲ事業

大阪府 株式会社サカタ 9120001005333 オリジナルロゴネーム入りの革小物ハンドメイド製品の新事業展開

大阪府 株式会社ミックウエルヴァ 7120001081021 サロン向けホームページ制作サービスでリテールサポート強化

大阪府 株式会社タニヨンデザインラボ 1120001135030 日本で唯一の紳士服スーツ用ボタン付属ＥＣサイト構築事業

大阪府 株式会社トラベルテックラボ 7120001197965 訪日外国人観光客向け無料ＳＩＭカードの販売促進および販路開拓

大阪府 Ｐｌａｉｎ　Ｔｒｅａｔｓ － 高知県大川村産“はちきん地鶏”を使った愛犬用おかず（缶詰）

大阪府 オフィスノコアンドハナ － 美しく涼しいヒジャブでムスリム女性を幸せにするプロジェクト

大阪府 障害者ドットコム株式会社 2120001195255 障害福祉に特化した登録制サイトのリニューアルによる顧客拡大

大阪府 株式会社Ｒｅｖｉｅｗ 4120001196755 訪問型営業の「リアル営業」から「Ｗｅｂ集客営業」への販路開拓

大阪府 ｐａｒｇｏｌｏ － 『イタリアンおせち（仮称）』の開発と販促活動

大阪府 オフィス　エクラン － 結婚式・披露宴を迎える花嫁花婿様向けマナーおもてなし講座

大阪府 有限会社秋村泰平堂 6120002033369 結婚式提灯のブランディングとホームページ制作

大阪府 ＪＩＭＳ － 海外優良衣料品の国内展開による新規売上獲得の取り組み

大阪府 寿司　から津 － 店舗入口のリニューアルによる来店客増加と後継者への事業承継
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大阪府 株式会社アサーティブ 4120001205540 メーカー向け「直販営業＋ＷＥＢ広告」プランの開発と販路開拓

大阪府 Ｔ－ＣＵＢＥ － 建築士による高気密高断熱仕様のパッシブハウスの設計監理と普及

大阪府 美容室ポポロ － 西淀川区唯一４０代～女性向けメニューをホームページで販路開拓

大阪府 フクシル株式会社 6120001202643 介護の人材不足を解消するイベント企画及び人材紹介事業の拡大

大阪府 株式会社グローバルエージェント 2120001146539 大阪初！法人向けＩＴサポートサービス導入による新規顧客獲得事業

大阪府 パティスリーガレット － 地元密着型洋菓子店から贈る「地元土産菓子」のブランディング

大阪府 株式会社スタジオ・ワット 5120001185939 産地と協力開発した新商品の新市場開拓のための宣伝活動事業

大阪府 株式会社ユービーコーポレーション 1120001053158 最高級育毛ヘアケア製品のタイ市場販路開拓展示会出展

大阪府 クリエイティブオフィス５Ｌｉｒａ － 日本の繊維産地に光を当てるデザインマッチングサポート事業

大阪府 株式会社Ｒ・Ｙｓ瞬美痩 4120001124600 美容展示会『ビューティーワールドＷＥＳＴ』出展による販路開拓。

大阪府 凛 － タイプ診断コンテンツによる婚活サービスの告知事業

大阪府 おやつラボＳｏｌｅｉｌ － 自然で体に優しいお惣菜のインターネットを活用した販路拡大

大阪府 花むすび － 水引細工教室を備えた伝統工芸品セレクトショップの運営事業

大阪府 有限会社アールス 6120002029152 弁護士業務支援のための事件管理ソフト開発による販路開拓

大阪府 二代目チエ　恵み整骨院 － 女性と子供を対象にしたストレス体質改善の新療法を開発提供

大阪府 株式会社ＣＯＳｄｅｓｉｇｎ 2120001197937 ＢＩＭ等の自社の設計技術をＰＲするギャラリーサイト構築

大阪府 林田建築設計事務所 － モデルルーム・シェアスペースを兼ねたオフィス整備で顧客開拓

大阪府 大野道場株式会社 5120001162905 サービスのプロモーション動画作成とインターネットによる広報

大阪府 株式会社泉州ベアリングサービス 3120101028041 旋回ドライブ実機を使ったデモ用装置の製作と展示会出展による販路開拓

大阪府 ケイ・エイチ工業株式会社 7120101002050 「一発！早出しクン」関東・東北進出プロジェクト

大阪府 株式会社廣瀬食品 4120101005923 買物弱者対策としての手作り弁当の販路開拓

大阪府 ＫＨスタッフステーション株式会社 7120101023732 外国人技術者紹介による地元ものづくりパワーの活性化

大阪府 ホウユウ株式会社 2120101006262 堺を楽しくする、提案型の印刷アンテナ・ショップ

大阪府 竹野染工株式会社 9120101004920 リバーシブル手ぬぐいブランドの新デザイン作成・販路拡大

大阪府 常磐精工株式会社 7120101004757 防災用品業界への参入と新商品ＰＲのための宣伝広告

大阪府 Ｃｌａｓｓｉｃ　Ｓｔｙｌｅ　Ｊａｐａｎ － オリジナルレザーグッズ及びオーダーメイドレザーグッズの販路開拓

大阪府 シャルル・マキ － 新メニュー販路開拓（チラシ作成、ホームページ制作など）

大阪府 ブレファ合同会社 4120103002290 動画初心者企業に対する高コストパフォーマンス動画提供事業

大阪府 株式会社アルテム 9120101009837 卸業者中山福株式会社展示会出展による販路開拓

大阪府 鍵の秋月 － 高齢者の金庫保持者の自然死により親族よりの金庫開錠依頼開拓

大阪府 株式会社ＥＭＳＳ 9120101002750 世界にひとつの完全自由設計「注文住宅」新ホームページの開設

大阪府 堺泉酒造有限会社 4140002001094 「堺に新しい日本酒が誕生」認知度アップキャンペーン

大阪府 はっぴぃ　ａｎｄ　プロジェクト － 年代別・新『遺言白書』の制作とそれに伴うＰＲ活動と販路開拓

大阪府 まころ企画 － スポーツチャンバラ用具の海外ネット通販

大阪府 コバックス株式会社 8120101002421 非接触カードリーダ付きセキュリティ鍵管理装置の開発・販路開拓

大阪府 西尾茗香園 － 日本茶、抹茶加工品のアジア圏への拡販事業

大阪府 株式会社明石緑化 7120101000426 ＷＥＢ・チラシを活用した個人客様向けサービスの販路拡大

大阪府 株式会社ジェイピー 4120101051042 『アイパネル』商品、特殊プリントを活かした商品の販路開拓

大阪府 株式会社和田商店 4120101008034 小売事業立ち上げのための本場堺の老舗包丁屋での包丁作り体験

大阪府 株式会社ブレッシング 9122001014306 天然素材１００％によるオリジナルテキスタイルの販売拡大計画
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大阪府 オーパス２１ － 首が痛くないシャンプー設備で新規客開拓と顧客の来店周期の短縮

大阪府 さくさくぷらす － 襦袢型シャツ「ふぁんじゅ」の魅力を伝え売上アップ

大阪府 あさひ漢方薬舗 － 広告、ＨＰ制作による新規顧客獲得とオリジナル商品拡販の実現

大阪府 ぐるーびぃ保育園 － 多様な体験教室を備えた新しい保育園のＰＲ

大阪府 株式会社グレイト 6122001002445 新規客獲得と顧客満足度向上のための広報事業

大阪府 羽根田硝子株式会社 9122001006286 ＩＴを活用した地域密着営業と社内作業環境の改善

大阪府 プエンテコーヒー － 生産者との関係強化による安定供給とスペシャルワンの生産依頼

大阪府 株式会社ＣＯＭＦＯＲＴＬＡＢ 2122001009444 センシングによるビッグデータの収集・集計・分析とその活用

大阪府 松内清毛織株式会社 6120101042691 地域ブランド「ＯＺＵ」で毛布の新しいカテゴリーの発信！！

大阪府 有限会社前穂 5120902002696 業界初！障害者自立センターの「音楽フェス」で事業所ＰＲ

大阪府 オフィス　ＳＩ－プラネット － ＷＥＢシステム「レポートヘルパー帳票管理システム」の販路開拓

大阪府 株式会社福島屋 5120901018355 世界につながる町家を活用したシェアカフェ開業

大阪府 株式会社ライフィット 2120101056373 常設の高齢者向けスマートフォン教室の開講

大阪府 Ｐｒｉｅｒｅ　ｄｅ　ｌａｎｇｅ － 「地元活性ブライダル事業の販路計画」

大阪府 有限会社フィールドアプローチ 2120102023042 上質な景観を実現する「防災無添加エコウォール」の新規開拓事業

大阪府 新フジミデンキ － 置き乾電池を活用した販路開拓とリピート客の獲得

大阪府 川崎農園 － 顧客の取り込みによる、農産物の単価向上の実現

大阪府 株式会社ＷＡＳＣ基礎地盤研究所 7120901013684 熊本での展示会出展、及びニュージーランドでの販路開拓

大阪府 Ｓｅｖｅｎ　Ｓｔｅｐ　Ｍｕｓｉｃ － 予約システム構築とホームページ再構築による利用顧客の集客

大阪府 合同会社Ｔ＆Ｋ 6120903001457 入浴提供で機能訓練利用を増やし、地域の元気なお年寄りを増やす

大阪府 山崎屋昆布店 － 創業５７年！ＤＡＳＨＩ職人が伝える“匠の本格レシピ”

大阪府 廣有限会社 1120902001371 食卓用「廣」オリジナルアイテムの開発とプロモーション活動の徹底

大阪府 行政書士寺田法務事務所 － 刑事告訴状作成及び相談業務販売強化による新規顧客開拓事業

大阪府 こどもだけの料理教室ゆめつぼ － 子ども、家族、地域が健康で元気になる料理教室のＰＲ事業

大阪府 縮毛矯正専門店ＡＳ － 新事業（アイロンセンサー・美容師キャリア支援）開発＆拡販活動

大阪府 株式会社楽人 8120901032675 新サービス「老人ホーム施設紹介センターゆう」の立ち上げ

大阪府 フリアンディーズ － アイシングクッキーギフトの魅力発信に伴う販路開拓事業

大阪府 エクステリア＆ガーデン大阪 － 外構・庭のイメージを分かりやすく伝えるＩＴ活用による販路開拓

大阪府 タナカ整骨院 － 妊婦さんの骨盤ケアプログラム・子供の猫背集中力ＵＰプログラム

大阪府 リリーアンドデイジー株式会社 8120901032741 幸せな時間と感動を届ける！『出産祝いギフト』の販路拡大

大阪府 リンクリング －
タブレットを活用したＩＣＴ×認知症予防　高齢者向け講座による新規会員獲
得

大阪府 ヘアーサロンファミリー － 女性の定期ケアでのお顔そりの周知・女性も来店しやすい店づくり

大阪府 ＲＧ株式会社 5120901018685 「訪問理美容で地域のお年寄りの“元気をつくる”お手伝い」のＰＲ事業

大阪府 八尾漆工芸 － 漆塗り伝統工芸士による社寺建造物内装施工の独自販路開拓事業

大阪府 有限会社大一創芸 7122002014216 ふくさ技術を活かし、ファッショナブル新商品開発で販路開拓

大阪府 株式会社高砂 3122001019211 顧客満足度向上によるリピーター増強と新規顧客開拓強化事業

大阪府 やおコミュニティ放送株式会社 7122001020181 リスナー数増加による新規広告受注拡大事業

大阪府 有限会社パーシモン 9122002016813 婦人服お直しサービス広告による新規顧客開拓事業

大阪府 有限会社ウィズ 5122002015694 肌質改善に効果のあるヨモギ化粧品の販売促進

大阪府 赤坂金型彫刻所 － 「赤坂式半月彫刻法」による『リアルシリーズ』の展開
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大阪府 ラピス株式会社 1122001022035 ジェルネイルブラシの新商品プロモーション・販路開拓

大阪府 株式会社アドバンス 2122001026514 障害者による障害者の為の３Ｄプリンター活用事業の展開

大阪府 有限会社エム・ウェイ 3122002013270 ヨーグルト大好きに！地域密着販売店・高めよう宅配品質・利益拡大

大阪府 若狭税理士事務所 － 「クラウド会計導入促進」と「相続業務受注促進」の媒体展開

大阪府 株式会社フィトライフ 3120901021583 営業圏内個人顧客への認知度向上・集客強化による収益安定化事業

大阪府 四季おがさわら － 凛とした中にも寛げるシニアにもママさんにも優しいお店づくり

大阪府 収納環境デザインＡ　ＷＡＫＥＮＩＮＧ － 整理収納講座・サービスＰＲと未来スケッチ（終活）講座のＰＲ

大阪府 株式会社アールイーカンパニー 8120901038177 実際の会話で覚える新しい英語学習アプリのＰＲ動画制作

大阪府 ＧＥＡＲ － 「健康経営」を普及啓蒙する「企業出張サービス」で販路拡大

大阪府 おうちのおそうじ晴れぴか屋 － オーガニック洗浄とトイレクリーニング特化の強み出し事業

大阪府 十八番まんじゅう － 十八番まんじゅうの知名度向上とともにネット販売による拡販事業

大阪府 喫茶ピーコック － オリジナルドリップパックコーヒーの製造販売による物販事業展開

大阪府 株式会社プレジール 2120001165547 バイオマスフィラー商品の幅広い紹介活動による販路開拓

大阪府 株式会社ビオテック 2120901025321 お好み焼き屋の色鮮やかな焼きそばパンの開発・販売開拓

大阪府 株式会社マエガワモールド 5120901019997 ありそうでなかった！成形現場を一新する統合型システムの販売

大阪府 有限会社若松工務店 6120902014930 元請け化に向けた地域密着リフォーム事業の強化と企業認知度向上

大阪府 Ｙｏｇａ　Ｓｈａｎｔｉ　Ｊａｐａｎ － ①ホームページ、名刺とチラシ制作　②メルマガ　③ブログ集客

大阪府 サカイ商事株式会社 2120901019579 こだわりの地域食材を活用した新メニューによる増客計画

大阪府 泉州特産水なす漬け本舗マコト商店 － 泉州の魅力再発見！「じゃこごうこ」販路開拓プロジェクト

大阪府
無添加手作り石けん専門店オラン・ク・オ
ラン

－ お肌と心をいちどに幸せにする魔法の石けんギフト商品開発

大阪府 株式会社ＬＩＧＨＴＮＩＮＧ 1120001172800 簡単パッケージプラン「だれもが動画」制作！

大阪府 鍼灸香里治療院 － 症例に特化したＷＥＢサイトの作成による来院数と症例シェア拡大

大阪府 フラワーアトリエ仁 － 人々を笑顔にするプリザーブドフラワー普及促進事業

大阪府 Ｌｉｕｔｅｒｉａ　ＴＡＫＡＳＨＩ － 新規顧客獲得を狙い「職人による弦楽器の楽器管理講座」の提供

大阪府 いつ整骨院 － 女性患者様の健康意欲に答えるサービスをＰＲし新たな顧客開拓

大阪府 エス・アイ・エス －
プレゼン動画とウェブ及び印刷物の活用で鈑金塗装工場向け管理ソフト拡
販

大阪府 ＬＩＶＥダイニングシャンボール － 保健所推薦、ＮＥＷ「シャンボールバランス」弁当のＰＲ

大阪府 木村酒類販売株式会社 7120001157325 下町サロンで育み生まれる、ぼくらのワイン物語。

大阪府 鈴木刺繍 － 刺繍生産フローの業務効率化でＢｔｏＣへ挑戦し新しい売上げを創造

大阪府 株式会社パルスエンジニアリング 3120001156487 事業承継に備えた会社ブランディングによる新規拡販の取り組み

大阪府 有限会社ハッピーハートフル 2120002081958 無料で健康診断等が受けられる、地域の健康サポート薬局の推進

大阪府 株式会社スマイルファクトリー 5120001193537 スマイルファクトリー（笑顔の工場）から風船で笑顔を膨らまそう

大阪府 みわ鍼灸マッサージ治療院 － 目指すは会社の保健室！介護職員を癒す法人向けマッサージ事業

大阪府 合同会社ＩＮＦＩＮＩＴＹ 6120003011183 低原価と訓練を両立した地域密着型クリーニング店販路拡大事業

大阪府 ガブ飲みバルＭｏｔｔｉ － 守口の外食が変わる！女性も子連れも洋食キッチンでおもてなし

大阪府 レストラン　マリン・ブルー － エリア特性を活かした「近隣顧客の弁当・宴会ニーズ」の新規開拓

大阪府 株式会社ナウデータ 7120001158934 新分野参入のための販路拡大事業

大阪府 セイコーホーム － 地元住民をターゲットにしたリフォーム受注と認知度アップ計画

大阪府 株式会社　ＦＰおとなの相談室 5120101049052 交通安全教育を付加価値とした訪問介護・看護事業者への販路開拓

大阪府 櫓 － 新規顧客開拓を目的とした、フェイスブックのＥＣ化
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大阪府 サイクルショップＡｍａｍｉＢａｓｅ － チャリンコソムリエをウリにホームページ・看板で販売促進

大阪府 株式会社廣川 3120001004175 海外向け商品開発、販路開拓とサンプル販売

大阪府 メナード化粧品　新堂代行店 － バリアフリー化で高齢者対応型のエステサロン計画

大阪府 ハタヤス株式会社 9120101023870 マイ糠床で『菌活』！乳酸菌を育てて食べる健康づくり

大阪府 吾妻寿し － 事業継承準備としての顧客食事スペース拡充による来客促進事業

大阪府 株式会社ジェム 1120901020546 新商品『ＪＥＭプライム』及び鉄筋加工場管理ＩＴ連携の販路開拓

大阪府 三桝屋酒店　学習塾勉強みます会 － 地域密着・面倒見の良さを全面にうちだした看板の設置チラシ配布

大阪府 Ｌｅａｆ　Ｈａｒｉ（リーフヘア） － 薄毛に関する悩みは当店へ！女性向け「育毛スパ」の広告宣伝事業

大阪府 株式会社タカムラ 6120901020657
新店舗の集客の増加を見込むための販促事業
売上アップを実現するために、店舗の顧客獲得を行う販促事業

大阪府 巡りごはんいろは － 地域薬膳市場拡大への取組みと、トップブランドとしての機能強化

大阪府 喫茶セントポーリア － 高齢者の為のトイレ改装によるバリアフリー化

大阪府 ハートフル － 思わずＳＮＳにアップしたくなる！可愛いジェラートで店舗認知度向上作戦

大阪府 イタリア料理　ＬＡ　ＣＡＳＡ － ＩＴを活用した情報発信の充実による顧客拡大と生産性向上

大阪府 江川特許事務所 － クラウドを用いた業務処理能力の増強による新規依頼の完全受任。

大阪府 パタパタママ － 新規顧客獲得ホームページリニューアル及び店舗リニューアル

大阪府 幸田商事株式会社 3120001066083 タイでの日本酒類の販路開拓のための市場調査

大阪府 有限会社オオキタ 7120002073810 補聴器設備投資による新規顧客開拓とサービス向上

兵庫県 アートスペースさくらみ － 外国人観光客向け「書道×ろうけつ染」体験教室で生産性向上

兵庫県 株式会社みなみかぜ 8140001098236 気象予報士＆書家「動（画）ｇｉｒｌ」によるグロ－バルセ－ルス

兵庫県 アオイマネジメントオフィス － 居抜仲介及び事業承継物件検索専用ホームページの構築、市場浸透

兵庫県 楽偶 － キャリア層をターゲットとした着物地洋服の国内海外販路開拓

兵庫県 株式会社いろは精肉店 2140001001072 ミート総菜のブランド強化とネット通販導入による販路拡大事業

兵庫県 株式会社カーアッシュ 6140001006778 栄町通のシンボル店ルーム２１１の実現

兵庫県 ルチアーナ神戸 － 生前整理で安心をご提案！「心も復興する」ための普及拡大事業

兵庫県 ＷＡＢＩＯ株式会社 7140001094855 積極的情報発信・アプローチによる茶道事業新規顧客獲得計画

兵庫県 株式会社アトリエ葉 5140001102124 ライフオーガナイズの概念を取り入れたリフォーム事業の確立

兵庫県 株式会社浪花昆布 2140001003795 「昆布だしカフェ」事業による売り上げ増加計画

兵庫県 ＦＵＫＵＤＡ　ＳＡＫＩＫＯデザインオフィス － 作品実績をＨＰ公開し知名度ＵＰとネット関連業のスタート

兵庫県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＲＩＺ － 新規集客による売上拡大、業務負荷軽減を行う為のＷＥＢ販促戦略

兵庫県 鍼灸整体院ＬＥＡＤ － ＨＰ開設等による認知度向上と院内環境改善による満足度向上

兵庫県 ＣＥＣＩＬ神戸 － 女性と地域を元気にする「安心安全な育乳法」を広める取り組み

兵庫県 株式会社ファブフォー 8140001077669 繋がりを応援するサイト作成と創る人を応援するブランド立ち上げ

兵庫県 合同会社銀の助．ＣＯＭ 4140003005879 保護猫カフェの売り上げ・利益アップとビジネスモデル確立。

兵庫県 株式会社松原製餡所 2140001010973 自社製品の使用例、レシピ開発並びに展示会への出展事業

兵庫県 パーペチュア － 高需要・高品質ズパゲティバッグ制作・販売・教室普及事業の販促

兵庫県 有限会社梅香堂 6140002011934 「神戸フルワ」ホームページ兼ＷＥＢショップ構築による販売拡大

兵庫県 株式会社東神ホーム 3140001101144 新メニューに伴う看板、ホームページ等変更による新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社婚礼センター 8140001007741 サービスに合うニーズを持つ見込客への広告による会員獲得事業

兵庫県 悠月庵 － 富裕層と外国人旅行者向け一日レッスンの告知ＰＲ強化

兵庫県 有限会社新宅善廣商店 7140002004631 国産ヒノキの木製玩具の木育イベントを開催する為のＷｅｂ開設
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兵庫県 有限会社ザ・ニュー・ビレッジ 1140002020873 忙しい人の為の「オンライン英文添削勉強法」開始による顧客獲得

兵庫県 ＰＬＵＳＯＮＥ三宮駅前店 － 女性をターゲットとした宅配修理サービスの販路拡大

兵庫県 株式会社大上鞄店 3140001006566 自社ブランドの育成と、神戸開港１５０周年記念製品の製作事業

兵庫県 Ｌｕｃｋ － 神社仏閣で行う和装婚礼プロデュース事業による販路開拓

兵庫県 有限会社ラヴェリテ 3140002018049 国際宝飾展への出展による催事販売の販路拡大事業

兵庫県 株式会社パーツサプライセンター 6140001082605 展示会への出展により「新製品の紹介」を行い新規顧客の開拓計画

兵庫県 Ｗｏｍａｎ’ｓ　Ｂｅａｕｔｙ株式会社 8140001092172 存在と独自性のアピールによる美意識の高い新規顧客獲得計画

兵庫県 食工房　チキンチキン － 自店および自商品のブランド化による新規顧客獲得計画

兵庫県 ビストロ　ＷＡＫＵ － 商品ブランド化と商品シリーズ化による新規顧客獲得計画

兵庫県 モリタ製パン所 － 本物のパンからできたライト「パンプシェード」の販売促進事業

兵庫県 株式会社上野商店 1140001012574 法人用ＥＣサイト構築と蒟蒻のイメージアップによる消費拡大計画

兵庫県 株式会社神戸デザインセンター 3140001077649 神戸唯一のデザイン専門書店開設による新規顧客獲得事業

兵庫県 土高会計事務所 － 「土高式」財務実践メソッドを用いた新規顧客獲得計画

兵庫県 ＴＩＥＲＲＡ（ティエーラ） － 主力メニュー【セラピスパ】の新メニュー告知のための広告実施

兵庫県 コーリュウ株式会社 6140001032997 新構造メガネフレームの商品化と国際眼鏡展での新規取引先開拓

兵庫県 株式会社ヤノ技研 4140001082615 パッシブ潜熱蓄熱装置の無加温温室での実証試験と販路開拓

兵庫県 ケーキハウス　フォンテーヌブロー － ウェブサイトの充実と事業継承に向けた販路整理及び新規販路開拓

兵庫県 ｓｏｕｚａｉ－ｙａ　ばるーん － 高齢者・障害者・買い物弱者の為の店舗改装

兵庫県 スペースカンパニー － 立体看板の販路拡大事業！！

兵庫県 トランジスタベーカリー － ＩＴを導入した業務の効率化と販路開拓事業

兵庫県 パティスリー　ル・クール － 機材導入による対応力とホームページ刷新による情報発信力の強化

兵庫県 ファミリーベーカリーぱんだ － 最新型発酵機の導入による業務改善並びにＩＴ活用による販路開拓

兵庫県 株式会社Ｌｅｅ　Ｖｉｎｉｎｇ 7140001102691 下町のパン屋が行う新設備の導入による生産力向上と販路開拓事業

兵庫県 株式会社グランツ２１ 2140001064870 新商品開発による販路拡大事業

兵庫県 小料理　ひさと － ＩＴ活用（ＨＰ作成）並びに名物商品を用いた販路開拓事業

兵庫県 有限会社Ｗａｔｅｒｓ　Ｉｎｃ． 2140002053567 １台だけで家じゅうの蛇口を浄水に変える新しい浄水器の広報宣伝

兵庫県 瀧元会計事務所 － 事業再生ニーズを引き出すための販路拡大事業

兵庫県 小川農園株式会社 5140001065528 取引先オリジナルラビオリの開発及び生パスタの販路開拓

兵庫県 にしやま整骨院 － 当院の強みを軸とした潜在的顧客層への販路開拓事業

兵庫県 家庭料理の店　菜々 － 低糖質メニューがバランスよく食べられる家庭料理の店菜々のＰＲ

兵庫県 砂川漆工芸 － 新　小型本格仏檀の開発／制作　・　新　自社ホームページの制作

兵庫県 モトリークルー株式会社 9140001066002 オリジナル商品の販売強化と潜在的顧客層への販路開拓事業

兵庫県 灘菊酒造株式会社 3140001060407 新ブランド開発によるインバウンドおよび輸出の拡大事業

兵庫県 エステルームＦＲｏｋｋａ － 「筋膜リリース」によるボディケアサービスの告知による顧客増

兵庫県 五百城ニユートリイ株式会社 1140001057693 直接的、間接的ニーズに対してのアピールで販路拡大

兵庫県 有限会社フレッシュコア 5140002043739 歩く広告塔“赤い自転車宅配部隊”事業

兵庫県 高瀬味噌販売株式会社 2140001049814 新たな食生活を提案する「みそプラス」の販路拡大事業

兵庫県 株式会社ふたごじてんしゃ 1140001102730 ママのための“ふたごじてんしゃ”の全国展開による販路拡大事業

兵庫県 銀栄輪業株式会社 7140001048381 自転車屋が行う車椅子修理事業のブランド確立と販路開拓

兵庫県 有限会社寶屋遊亀 9140002043405 日本食ブームのタイに和菓子の魅力を発信
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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 株式会社太多福 5140001054051 新サービス開発・市場投入による事業領域の拡大とブランディング

兵庫県 株式会社松田楽器ピアノギャラリー 1140001088474 「気軽に本格的な音楽を楽しめるサロン」の開設による販路開拓

兵庫県 ゴルフラーニングスクエア　ブリーズ － 女性講師が教えるレディスビギナークラスの新設

兵庫県 買取ぷら座　一蔵 － 遺品・生前整理等メモリアル整理サービスを望む顧客への販路開拓

兵庫県 ＷＥＳＴ － イベントで集客アップ、コミュニティーへの営業強化

兵庫県 ＣＨＩＫＵＷＡ － バリアフリー化＆テラス拡大に伴い高齢者とペット連れ新規客獲得

兵庫県 ｏｆｆｉｃｅ８０３ － 社会人に向けた「立体裁断」講座の展開

兵庫県 ハセガワ工業株式会社 1140001069929 実用新案出願中パレットカバーの販路開拓による売上拡大事業

兵庫県 ヘアーサロンＫ － 闘病中もオシャレに！ヘアサロン発セミオーダー医療ウイッグ事業

兵庫県 居酒屋とん平 － 店舗改装による既存・新規顧客への販売促進計画

兵庫県 ホビーショップガネット － 店主と顧客の交流に重点を置いたワークショップスペース設置計画

兵庫県 有限会社エムステージ 2140002061009 軽度発達障害者の学習・就労支援特化型放課後スクール事業

兵庫県 山磨不動産 － ハワイアンカフェ認知度向上による地域コミュニティ形成事業

兵庫県 久武正明建築設計事務所 － 「木の建築」を開発・提案し、新たな顧客獲得を目指す

兵庫県 トラットリアダゴイーノ － イタリア風店舗への改装・修繕による販売促進事業

兵庫県 クリーニングやました株式会社 4140001068548 テキスタイルケア　一体型新クリーニングサービスの販路開拓事業

兵庫県 スタジオラパン － スマートフォン対応のバレエ教室ホームページの制作

兵庫県 有限会社ヘアーサロン　シラネ 9140002057776 ＳＮＳを活用しストレス社会と戦うビジネス・子育て世代を増員獲得

兵庫県 株式会社動きのコツジャパン 1140001104157 アプリや歩行評価システムを使った「頑張らないリハビリ」の推進

兵庫県 安全器材株式会社 8140001030990 学校現場における危険防止器具の新規販路開拓

兵庫県 ハウスビズ － 高圧洗浄機清掃サービス（排水管・浴槽下洗浄）を新たに開始！

兵庫県 株式会社アイレグループ 2170001012018 塾で使用しない時間を利用した、年配者対象の英会話

兵庫県 さいとう鍼灸院 － 近隣住人への認知度向上と特殊硬鍼の導入による治療効果ｕｐ事業

兵庫県 日本料理川久 － 店舗バリアフリー化による福祉施設利用者等高齢顧客の集客

兵庫県 株式会社津田 4140001071790 地元農家復活！農業自動化システム搭載営農型太陽光パネルの推進

兵庫県 Ｃａｓａ　ｄｅ　Ｐａｒａｇｕａｓ － 日傘の販路開拓および着物リメイク雑貨の新規開発・販路開拓

兵庫県 ｃｏｒｅｃｏｒｅ．伊丹カイロ整体院 － 認知度向上・顧客満足度向上による新規販路・顧客開拓

兵庫県 株式会社Ａｓｉａ－Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｐｒｏｄｕｃｅ 2140001094554 アジア最大の水産物見本市出展による中国本土での販路開拓活動

兵庫県 タミー自動車株式会社 1140001078599 地球に優しいＥＶ車をアピールしたＨＰと看板設置による販路開拓

兵庫県 なないろロール － 国内外の日本人が外国人と楽しむデコ巻きずし教材の販路開拓

兵庫県 山下商会 － 女性や若い世代の新規顧客獲得のための店舗改装

兵庫県 そば処　衣笠 － ガラス張りの蕎麦製粉作業室の設置で安心安全をＰＲ

兵庫県 株式会社すみや 5140001040084 女性がうっとりする空間作りで新規客の獲得と再来店率ＵＰ

兵庫県 三日月 － 中食用商品の開発にともなう自社ウェブ販売体制の確立事業

兵庫県 美容室　ピッタパット － 事業承継のための新規顧客確保と売上向上事業

兵庫県 岸井食品有限会社 2140002030830 研修・観光バスツアー等の団体客に対応する駐車場設備の拡充事業

兵庫県 藤原農園 －
自家栽培の産品を扱いアレンジコーヒーを提供するカフェスタンドの設置によ
る売上拡大

兵庫県 有限会社山本楽器店 4140002069074 ウェブ経由での新規顧客獲得のための通販事業の立ち上げ

兵庫県 なかおしょうてん － 『和（レトロ）』に特化した事業転換を図り、売上アップに繋げる

兵庫県 有限会社　港屋製菓 4140002046115 新規顧客獲得のための広報力・商品力強化事業
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兵庫県 食堂ふるさと － 女性及びシニア世代を含む家族連れをターゲットにした店づくり

兵庫県 有限会社ホーゲル 4140002037329 ＨＰ作成・顧客管理ソフト導入によるＩＴ化戦略展開による事業拡大

兵庫県 ｓｅｅｄ　ｏｎｅ　ｓｔｙｌｅ － 「ショールーム＆サロン」の内装工事による利益率向上事業！

兵庫県 Ｐｒｉｖａｔｅ　ｄａｙ　ｓｐａ　月と太陽 － 店舗一部改装とＨＰ作成による集客率ＵＰ計画

兵庫県 株式会社御影屋 1140001101583

兵庫県 株式会社辻本建設 9140001044098 １級建築士が行うリフォームワンコイン点検による新規顧客開拓

兵庫県 路地裏のカフェ　ＫＯＴＩ － ＨＰ作成＆町内への広報による新規顧客獲得及び販路拡大計画

兵庫県 みずほ産業株式会社 9140001045393 お米農家の皆様への周知及び、一般家庭様向けの商品開発事業

兵庫県 有限会社相生水上ゴルフセンター 3140002047130 中級ゴルファーの新規顧客開拓とホームページでリピート率アップ

兵庫県 龍野マルゼン薬店 － 外国人向け健康食品専門のホームページ開設による売上拡大

兵庫県
有限会社まえだ花店（フラワーショップま
えだ）

2140002033172 ＣＧ技術を活用したオーダー商品受注システムの構築

兵庫県 有限会社ヤマモトオフィス 2140002033271 若手経営者向け給与明細電子化サービスによる新規顧客開拓

兵庫県 株式会社遠藤メソッド 5140001067763 ホームページのリニューアルによる導入増加事業

兵庫県 株式会社文具創庫 4140001076880 お客様に寄り添う、サービスの拡充と専門店としての強みの強化

兵庫県 アーク・ハウス株式会社 5140001102421 個別療育の拡充と学習支援強化のための新たな療育室の設置事業

兵庫県 つばき写真室 － 地元密着の自然光型スタジオ改装による売上増加プロジェクト

兵庫県 いづみ食堂（お食事処いづみ） － 食材の鮮度を保持してお客様のハートもがっちりキープ！

兵庫県 高橋醤油株式会社 4140001076303 配達事業及び店舗販売強化と販促活動の加速化による規顧客・販路の開拓

兵庫県 ヘルプマン・カンパニー － 「空き家問題と高齢者の困った」を解決！　ヘルプマン販路開拓事業

兵庫県 ＴＡＫＩ　ＢＡＫＥ － ワインを美味しく気軽に！新たなファン獲得とテイクアウト強化

兵庫県 株式会社テルッツォ 5140001084098 ジビエ食材「やぶ鹿」のブランド化と販売の拡大

兵庫県 エコフューチャー株式会社 9120001163726 誘導灯機能付き新製品の開発とその販路開拓事業

兵庫県 かんわ鍼灸院 － 既存のホームページにスマホ対応のシステムを設置する。

兵庫県 きものゝ大川 － ２代目呉服店主の挑戦！！“きもの”の課題解決で顧客が顧客をよぶ取組み

兵庫県 ミラシオン株式会社 5140001095608 車載用超小型カメラモジュールの試作開発とＨＰによる販路拡大事業

兵庫県 株式会社さんしょうや本家 9140001081538 顧客層の高齢化に伴い、新たに若年層からの支持を取り付ける。

兵庫県 株式会社テクノアート 2120101008440 クラウドＰＯＳレジとＥＣサイトとの在庫数等データ連携システム

兵庫県 株式会社エグゼ朋友 6140001084460 農業収穫体験教室とこどもお料理教室の広告と施設の充実を図る。

兵庫県 栄飯店 － 「中華料理で家族の絆を」ファミリー層向け広告・販路開拓

奈良県 ｍｈ株式会社 5150001021117 食物繊維高含有食品オンラインストアの広告展開

奈良県 ドネードゥガトー － 奈良の伝統食材の「サブレ」「飴」のネットショップ販売

奈良県 株式会社マックス・インベストメント 4150001021472 職業紹介事業における、他社と異なる手法による潜在保育士の獲得

奈良県 株式会社Ｒｅｆｆｅｃｔ 5150001018518 奈良県初・キッズファッションショーのブランディング強化

奈良県 イクラデザイン － 日本の暮らしにあう奈良県産材の家具の開発及び販路開拓事業

奈良県 株式会社スペースドットラボ 8150001008136 首都圏における新規顧客獲得に向けたＰＲ事業

奈良県 ＦＡＮＳｈｏｍｅ　中本建築設計事務所 － 健康にも優しい省エネ住宅見学会の開催で売上大幅アップ

奈良県 株式会社ストーンラブクリエイト 1150001016525 ドローンによる農業散布サービスの販路開拓

奈良県 株式会社Ｈｅｌｄｅｎ 2150001008422 店内のお客様誘導に伴う内装工事とＷＥＢホームページ向上。

奈良県 ふぐ照 － 「ふぐ」だけじゃない！新規・常連両方に喜んでもらえる販促活動

奈良県 ヒーリングフォレストスクール － “幸せを運ぶヨガ”のサポートは奈良県民笑顔の生涯現役を実現！！
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奈良県 アウトドア手話企画－等高線― － 聴覚障害者向け登山・クライミング企画と手話による販路拡大

和歌山県 野尻　浩生 － Ｊｉｌｌ　Ｃｒａｆｔブランド国内外販売拡大事業

和歌山県 有限会社ツジ美容室 4170002002494 ヘッドスパ設備の充実による新規客の開拓と来店周期の短縮化

和歌山県 株式会社ファイブワン 3170001005045 顧客ニーズを商品開発に活かす為のじゃばら専門サイトの立ち上げ

和歌山県 有限会社貴志 2170002001036 インターネットを駆使した近隣大学の学生新規客獲得のための事業

和歌山県 株式会社きたかわ商店 7170001000827 餡と小豆の素晴らしさ再発見・再発信事業

和歌山県 株式会社ワカヤマヤモリ舎 4170001013773 ゲストハウス希望荘（仮称）プロジェクトによる新規顧客獲得

和歌山県 有限会社ナルデン 7170002002723 介護保険のスキマ介護用品第１弾『ちょこっと手すり』の開発及び販売

和歌山県 有限会社シモムラ 3170002006331 縫製機械展示会出展と多言語ホームページの活用による海外展開

和歌山県 有限会社橋爪商店 6170002006568 モニター調査を踏まえた自社バスマット製品のプラッシュアップ

和歌山県 神出建設企業株式会社 3170001005490 お客様と共に歩む　～リフォームＰＲ事業～

和歌山県 プラボテック － 「曲げて便利でおもしろい」スマホ充電スタンドで下請け脱却

和歌山県 こうてって味源 － 買い物弱者向け食品等宅配サービスと高齢者見守りサービスの実施

和歌山県 株式会社やまもとブラシ 5170001005828 斬新な「キッチンブラシ」開発で自社ブランドの旗揚げへ

和歌山県 ペットシッターＦａｍｉｌｙＫｏｎｇ － ＩＴを利活用したペットシッター業の「透明化」による信頼性向上

和歌山県 有限会社原見段ボール 3170002006562 多品種・小ロット・短納期受注の強みをＰＲする営業ツールの製作

和歌山県 株式会社きむら 7170001013432 内製化が成せる、長年使える、自社ブランド弁当箱の販路開拓事業

和歌山県 有限会社橋本漆芸 7170002006559 御朱印ガール御用達！「蒔絵御朱印帳」の販路開拓

和歌山県 山家漆器店 － 塗り需要に対応する設備のグレードアップと高品質化で受注拡大

和歌山県 株式会社ダイヤ建設企画 5170001014449 当店の３大魅力ＰＲ大作戦！！

和歌山県 丸新本家株式会社 3170001007157 ホームページの外国語対応で販路開拓、及び販売促進

和歌山県 ニューヨーク２１ － 出張理美容サービス・高齢者に優しい店づくりによる販路拡大事業

和歌山県 合資会社日比野建材店 7170003000577 店舗改装とＰＲ活動の強化による墓石の販売拡大計画

和歌山県 株式会社十起和会 3170001011539 観光利用の顧客増加による売上拡大計画

和歌山県 レストランはもん亭 － 新しいジェラートメニューの提供による客単価向上計画

和歌山県 株式会社はま建装 3170001014376 発砲ウレタン断熱材による断熱改修サービスのＰＲ推進事業

和歌山県 ＳＡＮＳＡＲＯ　ＣＡＦＥ － 外国人観光客の宿泊満足度向上による民泊・売上拡大事業

和歌山県 株式会社紀州産直住宅 8170001014487 統一ロゴを活用したイメージ戦略による販路拡大プロジェクト！

和歌山県 有限会社夢工房 6170002010181 駐車場内の浄化槽プレートを改修して団体客を取り込め！

和歌山県 ＳＣＲＵＭきのくに株式会社 5170001013723 温泉付きコテージに外人観光客を集客する取り組みによる業績向上

和歌山県 東又米穀店 － 無洗米対応精米機導入で、業務用卸の販路開拓

和歌山県 和食　とくさ － 「和」のおもてなしで外国人観光客を取り囲む！

和歌山県 菓子工房　喜多亭 － 地元産フルーツを使った贅沢スイーツカフェ、新サービス提供ＰＲ

和歌山県 株式会社上友農園 6170001014324 関西圏へのミカンの販路拡大事業
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