
平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 ＣＵＴ美ｃｌｕｂシンゴー － 車イスの方向けの衛生的な理容技術フルサービスの提供

福井県 株式会社ディンプル 1210001014729
【販路開拓】「福井のおっかさんの居心地の良さを新興住宅地の３０～４０代
女性に発信

福井県 きもの高川 － ホームページ再構築とメディア媒体活用による広報強化事業

福井県 エステ＆リラクゼーションｓａｌｏｎ　ｋａｚｕ － モイスティーヌ製品福井県販売拠点確立による販路開拓事業

福井県 株式会社童夢 8210001009103 食材・海産物の美味しさを伝えるＰＲ動画ＨＰ制作と販売促進活動

福井県 野尻畳商店 － ヤングファミリー層にもアピールする地域密着の畳店ＰＲ事業

福井県 加藤自動車産業 － ＡＴ車ＡＴＦ・ＣＶＴＦ交換サービスによる販路開拓

福井県 有限会社寿し吉田 4210002004627 かにだけじゃない！越前がれいブランドを使った新商品開発

福井県 株式会社アルマック 7210001000112 ＲＰＡ認知技術を活用した、業務効率化への取組み

福井県 株式会社東協 1210001010216 圧送工事に特化したポータルサイト開設による販路拡大事業

福井県 株式会社ハニカム・リテーリング 8210001015183 ファミリー層向けライフスタイル提案型戦略による販路拡大事業

福井県
ｈａｉｒｍｕ－ｔｅｆｌａｐ（ヘアーミューテフラッ
プ）

－ 予約出来るホームページ構築と確立　広告アプリ連動による販促開拓

福井県 有限会社ふせ金 8210002004474 団体日帰りバスツアー等の新規受入と土産品開発に向けた広報事業

福井県 株式会社髙橋製粉所 8210001008963 雑貨店をターゲットとした『レトルト加工した打豆加工品』の開発と広報事業

福井県 協立生コンクリート株式会社 9210001001050 ホームページ、メールを使用した生コンワンストップ予約・情報サービ

福井県 株式会社まりも写真館 4210001008678 秋の七五三撮影の前撮り撮影による売り上げアップ計画

福井県 コサカ株式会社 5210001001236 サイン増設による認知度向上とボリューム陳列什器設置事業

福井県 株式会社土屋（ジュエリー土屋） 6210001014971 若者向けＩＴメディアを活用した“脱草食男子”プロポーズ促進戦略

福井県 有限会社児島タイル店 6210002001259 「お客さまから選ばれる、求職者から選ばれるタイル店」の実現

福井県 株式会社アジチファーム 1210001009349 グルテンンフリーに対応した「福井県産米粉商品」の海外販路開拓

福井県 大南建設工業株式会社 7210001009822 見て体感してわかる耐震補強模型モデル事業

福井県 株式会社大脇萬蔵商店 6210001000666 海藻ふのりを使用した天然接着剤の国内外文化財補修分野への展開

福井県 株式会社小山塗装工業 4210001016739 下請脱却に向けた自社への直接受注体制整備事業

福井県 ル・ディアマンローズ － フランス料理店の作るピロール米糠ケーキの生産販売事業

福井県 株式会社日之出衣裳店 5210001002787 スタジオ設備導入による顧客満足度向上とＨＰ構築による販路拡大

福井県 株式会社センケン 7210001001795 多品種少ロット・短納期生産体制のＨＰ開設と展示会による新規顧客開拓

福井県 魚勇竹下 － ２，０００円以上の高単価弁当に絞った顧客開拓・固定客化事業

福井県 株式会社ＮＥＩＧＨＢＯＲ　ＦＯＯＤ 2210001016856 低温調理機による新メニュー開発とＷｅｂ活用による新規顧客獲得

福井県 株式会社ＯＫＡＭＯＴＯ’Ｓ 2210001016204 知る人ぞ知るブランドからの脱却に向けたＰＲ活動事業

福井県 Ｎ．Ｋ．Ｂ － 自己表現の武器となる一着。オリジナルオーダースーツの開発

福井県 株式会社ゴールド 3210001008373 女性スタッフが多いことを活かした女性顧客獲得事業

福井県 ボヌールヴィエント株式会社 6120101029879 モール型ＥＣサイトからの脱却と装花レンタル事業の拡大

福井県 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＥＮ 5210001015764 ターポリン幕に特化したＥＣサイトの開設による新規顧客獲得事業

福井県 テンメリア － ＥＣサイトとインスタグラムの活用による販促事業

福井県 有限会社久保田酒店 4210002012919 酒屋の女将による発酵食の新商品開発および販路開拓事業

福井県 下川建築家づくり工房合同会社 8210003000423 大型木工加工機導入による【ロハスＺＥＨ住宅】販売促進事業

福井県 株式会社パルック 8210001016545 越前和紙とＬＥＤのコラボ新製品の試作開発による販路開拓事業

福井県 有限会社宝永旅館 3210002003340 プロモーション戦略および予約システムのリニューアル事業

福井県 ＲＯＵＴＥ８有限会社 3210002002805 「北陸初となる店舗型販売によるエンドユーザー向け商品の強化」
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福井県 有限会社赤松メガネ 1210002000125 ジュニア・シニアのスポーツと健康を支援する視力測定機器の導入

福井県 イルヴァビヤン － ホームページリニューアルによる新規来店、販路需要拡大

福井県 有限会社フィッシングポイント 7210002003015 釣り初心者にもわかりやすい！ホームページリニューアル販促事業

福井県 きもの　もたはん － ＳＮＳ連携型パンフレット制作事業及び、オリジナル振袖の開発

福井県 中島屋呉服店 － 日本の伝統文化で包み込んだ老舗呉服店ＰＲ事業

福井県 株式会社ｆ．ｅ．ｓ 9210001016882 地元ビジネスパーソンの固定客化による安定経営基盤確立事業

福井県 有限会社ｍａｘ 8210002008533 タイヤ交換をきっかけとした顧客開拓及び固定客化事業

福井県 ヘア＆メイク　ＮＥＷ★ＳＴＡＲ！ － ヘッドスパ需要の獲得による新規顧客獲得及び客単価向上事業

福井県 ＰＯＲＴＥ　ＡＺＵＲ － 大手には真似できないサービス提供による固定客獲得事業

福井県 サコ整骨院 － 寝たきりを防げ！転倒予防運動プログラムの実施・普及ＰＲ事業

福井県 風ほのか － 『福地鶏』メニューの魅力発信、新規顧客の獲得事業

福井県 さわやかカイロ － ホームページを一新、ネットでの集客強化を図る

福井県 株式会社英心社 5210001015161 防音対策による快適性向上と広告による販路開拓

福井県 株式会社はな里 2210001009158 資格取得緩和による新規生徒増加を狙ったお花教室改装

福井県 株式会社日本旅行ワールド 7210001009269 個室型相談ルームの新設による他社との差別化事業

福井県 甘福 － 看板刷新による新規顧客の開拓

福井県 ビューティーサロンマハロ － バリアフリー化による高齢世代の集客強化

福井県 株式会社北陸遺品整理 1210001015553 リユース事業の広報活動による認知度向上とエコな社会の実現事業

福井県 Ｈａｉｒ＆Ｒｅｓｏｒｔ　Ｅｎ‐縁‐ － ヘッドスパ需要の取り込みによる新規顧客・固定客獲得事業

福井県 株式会社ＹＰＣ 5210001016820 英語対応ＨＰ開設及び展示会出展による海外からの受注獲得事業

福井県 ＴＡＤ株式会社 5210001015070 モバイルモニターを導入しての現場安全管理による遠方の販路拡大

福井県 Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　｀ｏｌｕ｀ｏｌｕ － ネット媒体を通じたカラー会員制度による優良顧客集客計画

福井県 ａ．ｎ．ｄ．ｗｅｄｄｉｎｇ － 多様なウェディングプランの提案と店舗改装による受注拡大

福井県 整体院Ｆｏｕｒｓｔｙｌｅ － 企業にも整体を取り入れてもらうことを目的とした販路開拓事業

福井県 Ｓｏｒａ　ａｒｔ株式会社 3210001014529 付加価値向上に向けた最新メニューの提案と設備導入事業

福井県 Ｃｕｓｔｏｍ＆Ｃａｒ　Ａｕｄｉｏ　ＰＡＲＡＤＡ － 新規顧客獲得に向けたＷＥＢサイトリニューアルとチラシの作製

福井県 有限会社銘菓処　笑福堂 6210002010739 集客・販路開拓に向けた新商品（恐竜焼き）の看板・チラシ等作製

福井県 有限会社長兵衛 2210002011204 鯖へしこのネット通販サイト構築による販路開拓売上アップ事業

福井県 赤崎釣具 － 生産性向上に向けた設備導入　及び　販路開拓に向けたチラシの作製

福井県 有限会社セブンオート 9210002010389 顧客満足度の向上に向けた店舗改装　及び　ＰＲ事業の展開

福井県 麺匠かぐや － 持ち帰り販売の開始とイベント出店による販路開拓事業

福井県 はっけんすく～る　うえの － 未就学児のそろばん学習ソフト導入と教室環境整備及び広報展開

福井県 糀谷整骨院 － 新たな顧客獲得のための認知症予防マシントレーニング機器の購入

福井県 割烹　つか田 － 新規顧客獲得に向けたホームページ構築とチラシ等の作成

福井県 ヘアーサロンイシタニ － 施術環境の改善・エステメニューの充実化による新規顧客獲得事業

福井県 ゼブラ運転代行アルファ － スマートフォン配車アプリのダウンロード＆利用促進事業

福井県 有限会社吉田加工 8210002012469 受注シェアの拡大に向けた社内環境の整備と業務効率化

福井県 8210002011925 団体客を受け入れる大部屋の老朽化対策

福井県 株式会社建山 4210001014882 従来業務に付随する解体事業を受注するための設備の購入

2 / 49 ページ



平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 腸整Ｎｕｋｕ’Ｎｕｋｕ － 現代人の悩み改善のための「腸活スクール」開講準備事業

福井県 栄雲堂 － 利便性向上と商品開発による、若年層の新規顧客獲得事業

福井県 オフィス想窓 －
地域コミュニティ再生の拠点となる「市之助一丁目」共有イベントスペースの
整備

福井県 株式会社永樹 5210001016564 利用者満足度の向上とＨＰ開設による新規顧客獲得事業

福井県 ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｃｌｏｖｅｒ － お客様の笑顔満開！待合室改修によるサービスで当店の強みを増大

福井県 株式会社宗近 7210001012033 福井県産蕎麦粉を使用した高級ギフト向け「宗近ブランド」の確立

福井県 株式会社日野あられ 1210001011882 ホームページを活用した新規顧客開拓事業

福井県 ４ｓｔａｒ － 小中学生向けプログラミング教室の開校に向けた新規顧客獲得事業

福井県 セデイ靴店 － 足圧測定機導入によるコンフォートシューズ販売促進及び健康講座開催

福井県 株式会社クレア 1210001015248 メガネフレーム「Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｃｈｉｎａ，Ｆｉｎｉｓｈｅｄ　Ｊａｐａｎ」の販売

福井県 ハートランド株式会社 9210001015109 ＳＮＳ拡散による広範囲からの集客を狙ったアート看板設置事業

福井県 ヘアメイクビュート － 奥越地域で唯一、男をＤｅｓｉｇｎする「メンズグルーミングサービス」の提供

福井県 お好み焼ひろの － 観光客を集客しお土産販売・テイクアウトのための看板設置事業

福井県 株式会社南部酒造場 9210002009571 酒蔵の伝えたいメッセージを確実に届けるパンフレットの作成、送付

福井県 大伸製畳合資会社 8210003000480 縁おり機導入にかかる生産性向上事業

福井県 料理教室　いづみ庵 － 商品力向上とお客様の利便性向上、認知度向上への取り組み

福井県 農家民宿このは －
冬の雪原・里山をスノーシューで体験！「新たな冬の雪原・農家民宿体験プ
ラン」

福井県 横田建設株式会社 7210001009962 大野市内「遊休不動産」所有者向け専門サイトの構築と販路開拓

福井県 合名会社河原酢造 6210003000466 ｗｅｂサイトの更新及びプロモーション動画の作成

福井県 阿さひ旅館 － 顧客満足度と利益向上を実現し食事処の効率化を図る洋式テーブル導入

福井県 内田製麺所 － 創業１４０年、「打屋」ブランド化による商品付加価値の向上

福井県 有限会社安田商店 7210002009904 トータル的な提案による顧客満足度向上の実現と売上アップ

福井県 滝本ふぁーむ － 商品ラインナップの充実と品質向上によるお客様満足度の向上事業

福井県 合同会社ジオスタジオ 2210003000924 待つ苦痛から解放するオペレーションによるリピーター化促進事業

福井県 株式会社マツイ印刷 7210001010169 オリジナルノベリティグッズ商品の商品力向上と販路開拓

福井県 多田商事有限会社 4210002009808 祝い品の品揃えとサービスの充実による若年～中年世代客の獲得

福井県 ごはん屋ごっつお － 観光客への店舗情報の発信による来店者増加に向けた取組み

福井県 Ｓａｍｕｒａｉ　投資顧問株式会社 1210001017013 北陸初！！ドローンのレンタルが可能なドローン練習場がオープン

福井県 Ｓａｋｕｍａ２１ － 店舗のシンボル作製、メンバーズカード発行による販路拡大事業

福井県 ＭＡＬＩＢＵ　ＳＳ － 新規顧客数２倍計画！異業種連携の推進と店舗イメージ向上事業

福井県 前田学習館 － 実店舗の改装による来店客数１００倍計画

福井県 石窯パンの郷こころ － 商品の生産性向上とホームページＵＲＬ入り商品袋開発による売上増強

福井県 五葉館薬局 － 地域初！女性薬剤師による女性のための安心ダイエット事業

福井県 プティプラージュ － 新規出店に伴う文化とＩターン政策への貢献および販路拡大事業

福井県 若狭明販有限会社 2210002014017 配達エリア拡大でできる買い物弱者の利便性向上事業

福井県 株式会社ブライダルサカモト 9210001014028 若狭ラスティックウェディング「イトオシキ」事業

福井県 株式会社とば屋酢店 8210001014185 自家製米麹の販路開拓と生産性向上事業

福井県 株式会社岩尾組 7210001012685 作業効率を２倍に！人手不足解消とＩＴ化のための新型測量機導入

福井県 ｃａｆｆｅ　ｉｌ　ＲＥＧＡＬＯ． － 既存テラスの改装（サンルーフの取り付け）
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福井県 株式会社小林大伸堂 7210001013469 アセテートを活用したギフト用ゴム印の開発・販路開拓事業

福井県 豊酒造株式会社 5210001013363 築百年の店舗を活かす！店舗内改装及び試飲用テーブルの導入

福井県 脚つぼ療術院　心花 － 福井県丹南地区唯一のセルフケア指導「脚つぼ専門療術院」拡充

福井県 田中眼鏡パーツ － 技術の承継を生かした多種類のプラスチック眼鏡部品の開発・製造

福井県 サバエポリマー － 新規個人顧客の獲得に伴った下請け比率低減事業

福井県 有限会社はやし 8210002013260 「何でも相談できる街の呉服屋さん」を目指した販路開拓事業

福井県 株式会社漆琳堂 9210001012964 「食洗機で洗えるカラフル漆塗り椀」の新商品開発と販路開拓

福井県 オプティカルフィールドシステム株式会社 3210001012739 アジア市場に向けた「女性向けブランド」の確立と海外販路開拓

滋賀県 石山観光株式会社　茶丈藤村 7160001000126 来店促進と通販売上倍増の為のスマホ対応型ホームページ改修

滋賀県 ＢｅａｕＣｕｒｅ － デリケートゾーン特化の「介護美容脱毛」でみんな笑顔に

滋賀県 株式会社八坂興産 2160001015120 客室在庫販売の精度向上による販売拡充

滋賀県 有限会社上又畳産業 5160002000226 正座してもしびれにくい畳の開発と販路開拓

滋賀県 株式会社琵安コンツェルン 6160001019332 新メニュー　体を温め効果を実感　よもぎ蒸しで集客・客単価ＵＰ

滋賀県 Ｒａｐｈａｅｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 3160001003702 初の直営「カフェ併設ギャラリー」の開業、周知及び、環境整備

滋賀県 株式会社エースオブハーツ 7160001017500 刺繍機導入によるマイブランドの実現とオリジナル商品の提案

滋賀県 株式会社大津創寫舘 9160001017663 おしゃれでかわいい！野外ガーデンプランによる販路拡大

滋賀県 株式会社Ｂ＆Ｍテクノサービス 6160001003427 自社新規企画商品「びわ湖サンキャッチャー」の認知度アップ事業

滋賀県 介護用品のうさぎ屋 － 特許取得の介護負担を軽減する介護用下着の販路開拓

滋賀県 株式会社壹心旅館 1160001019048 訪日外国人客集客に伴う、ウェブページ多言語化システム導入計画

滋賀県 ケアステーョン湖畔 － 多様な介護サービスを実現する業界初共同事業の認知度向上

滋賀県 有限会社村木アセット・コンサルタンツ 9160002002499 顧問不動産アドバイザー業務の認知度アップによる新規顧客獲得

滋賀県 ケイアイファーマ株式会社 2160001003686 ＨＰ制作による健康相談事業認知度アップと新規顧客獲得

滋賀県 ＷＥＦ技術開発株式会社 3160001019649 世界湖沼会議展示会出展による技術知名度アップと新規顧客の獲得

滋賀県 古尾谷　雅博 － 家の前が道の駅　買物弱者の為の地産地消による食品の移動販売

滋賀県 株式会社京都工芸 2160001003645 オリジナルタオル製作ページの改善による販路開拓と業務効率化

滋賀県 ＢｅａＴＯＯＬ － 磁石の力で浮上する箸Ｗａｒｐｓｔｉｃｋｓの開発効率化

滋賀県 株式会社デジタルガーデンシステム 3160001017454 ＲＦＩＤハンディ端末のデモ環境構築・チラシ配布による販路拡大

滋賀県 Ｓｔｙｌｅ　Ｆｒｅｅ － 地域密着型「遺品整理サービス」で売上げアップ

滋賀県 ＦｏｏｔＫ － 即売会実施によるインソールの認知度向上と新規客獲得

滋賀県 Ｈｅｒｂａｌ　Ｆｌｏｗｅｒｓ － 何気なく立ち寄れ、安らぎと癒しを与える花屋の顧客開拓

滋賀県 ＬＡＳＨ　ＨＯＬＩＣ － 子育て世代の女性が安心・リラックスして利用できるサロンづくり

滋賀県 京都ラッキーファミリー － 地域の大型犬も受入れられるトリミングサロンになり新規顧客獲得

滋賀県 株式会社ヤスオン 1160001018198 動画広告を使った出張演奏等の新規顧客開拓事業

滋賀県 有限会社大宏運輸 2160002004411 お客にお客を紹介していただく会社～価値の見える化で更なる飛躍

滋賀県 有限会社不二企画 2160002000014 バレエ界特化デザイン業の強み生かし、バレエアパレル分野を開拓

滋賀県 有限会社麸前 3160002001580 ‘新食感’和麸スイーツの製造に伴う新商品パッケージの開発

滋賀県 カラダ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂ． － 新しいニーズを掘り起こす！新レッスン開催と事業の多角化

滋賀県 ツーアウト － 「寝ころびたくなる人工芝」関西地域販路拡大事業

滋賀県 有限会社加藤家具 1160002006185 業態変化に伴う認知度向上並びに新規顧客へのＰＲ推進
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滋賀県 Ｍｉｔｃｈｙ　Ｄｏｎｕｔｓ － 子供達が安心して食べられる安全なおやつの開発並びに情報発信

滋賀県 ＭＯＫＫｉ － 無垢材を使用したリノベーション・無垢家具販売のＷＥＢ展開

滋賀県 有限会社ヨシイ・コーポレーション 1160002007142 女性や初心者向けゴルフレッスンの提供による新規顧客の増加

滋賀県 株式会社タケツネ 7160001006775 ＢｔｏＣを意識したＨＰリニューアルとＡ４三折版リーフレット作成

滋賀県 株式会社松村寝具 7160001007055 広報活動による「貸しふとん」サービスの販路開拓及び新商品開発

滋賀県 ＴＡＫＡＳＨＩ－ＤＥＳＩＧＮ － ドローン×農業でつくる新規顧客獲得パッケージプラン

滋賀県 佐藤酒造株式会社 7160001007930 「生乍自由」ブランドの構築に向けたツールの作製

滋賀県 Ｃｈａｍｏｍｉｌｅ － 耳ツボダイエット・骨盤矯正の情報発信

滋賀県 Ｃｏｓｍｅｓｈｏｐ　ｋｕｒｕｋｕｒｕ － 元気なシニアを中心としたキレイのコミュニティ造り

滋賀県 ゆい整体院 － ゆい整体院で耳ツボダイエットの販路開拓

滋賀県 Ｗｉｓｈ　ｈａｉｒ － 多機能理容椅子導入と半個室による福祉と付加価値メニューの提案

滋賀県 有限会社セキーグチ 2160002008263 ＷＥＢサイトの展開によるプロモーション実施および市場ニーズ取込み

滋賀県 ホラオーディオ － 彦根から海外へ　クラフトスピーカーＭＯＮＯの欧州への販路開拓

滋賀県 森森の美容室 － ヘナ染めをさらに高品質にする設備を導入して、顧客生涯価値向上

滋賀県 ハッピー太郎醸造所 － ホームページと通販サイト整備による発信力・発送件数向上計画

滋賀県 ＡＮＯＧＬＡＳＳ株式会社 7160001020363 ＷＥＢサイトの更新でのプロモーション力強化による売上増強

滋賀県 株式会社サイエン 6160001009548 販路拡大を目的としたスマートフォン等対応のホームページの制作

滋賀県 株式会社野口工務店 8160001019859 ＷＥＢ戦略による「宮大工住宅」プロモーションおよび販路拡大

滋賀県 ＣＯＭＭＵＮＥ（コニューン） － 滋賀県産素材にこだわった商品の卸先開拓のための展示会への出展

滋賀県 有限会社田中印刷所 3160002008279 バーチャルマネキン，キュービックスクリーンｍｉｎｉの販路開拓

滋賀県 前谷酒店　酒舗まえたに － 当店オリジナル地酒「城下町彦根」の宣伝拡販ＰＲ事業

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 有限会社双葉荘 7120002004773 ホームページの更新及びギフト商材の開発による満足度向上

滋賀県 タノシニア合同会社 3160003000887 海外向けＥＣサイトによるアジア圏へのゲートボール販売拡大

滋賀県 株式会社アズーロ 8160001020767 商品パッケージのリニューアルと効果的な宣伝による販路開拓

滋賀県 株式会社ＧＡＬＬＥＲＹ空 2160001016713 ポルトガル語対応カタログ作成による販路拡大

滋賀県 Ｇｉｒａｓｏｌｅ － テラス改装による新規顧客開拓、顧客満足度向上

滋賀県 有限会社滋賀飲料 4160002008204 自動販売機オペレーターによる四季を感じる地産地消の推進

滋賀県 株式会社ａｎｄａｎｔｅ 4160001019904 発達障害児がソーシャル面も学べる教材導入と広告事業

滋賀県 永井接骨院 － スポーツ外傷に特化したコンビネーション電気治療

滋賀県 株式会社ＰＲＯ－ＳＥＥＤ 5160001009185 プログラミング／ロボット教室の開校事業

滋賀県 株式会社みらい創互社 3160003001134 自社のサービス内容の宣伝による売上アップ事業

滋賀県 那須緑地株式会社 4160001008551 ＨＰ改修を通じた新規顧客取り込みの実施による営業力の強化

滋賀県 ハート － 地元密着でミスマッチが少ないお見合ができる独自システムの開発

滋賀県 株式会社アドバンスクラフト 5160001011728 滋賀の女性講師のポータルサイト「おけいこなび＠しが（仮）」

滋賀県 合同会社ｎｉｍａｉ－ｎｉｔａｉ 8130003003269 オンラインショップの販売強化

滋賀県 近江オドエアーサービス株式会社 2160001010682 顧客リレーションの向上を狙うＨＰリニューアル、英文ページ開設

滋賀県 有限会社マゴシ精密製作所 3160002010838 ホームページ開設・情報紙への掲載による認知度・集客力向上作戦

滋賀県 株式会社イーズ 6160001019175 設計図の立体化・目視によるお客様の満足度向上と販売促進
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滋賀県 なごみ堂 － インターネット広告による整体院の顧客開拓

滋賀県 株式会社彩生舎 7160001011544 「コープしが」および県内生協を中心にＤＭ・チラシを発送・配布する

滋賀県 Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｇｉｇｇｌｅ － 設備導入による生産性向上と高齢者世代の取込強化

滋賀県 株式会社オーエムテクノ 2160001010674 新規工法の促進販売

滋賀県 株式会社松村 7160001010983 寝具メンテナンス事業立ち上げによる販路拡大

滋賀県 株式会社まっせ 9160001017291 重要文化的景観「近江八幡の水郷」のガイドツアーのサービス向上

滋賀県 ＴＯＥ－ＴＯＥ － 働く女性をターゲットに癒しのヘッドスパサロンの事業展開

滋賀県 サロンドＡｃｔｉｖｅ － ４０代５０代にターゲットにした新メニュー導入による販路開拓

滋賀県 京滋ブライダル － ４０歳代以上の独身男性に特化した婚活サービスと販路開拓

滋賀県 てらい整骨院・寺井しんきゅう院 － 通院困難者に向けた往診整骨サービスの充実と拡大

滋賀県 株式会社アグリ・イズム 9160001019899 農作業請負事業による新たな販路開拓

滋賀県 村田米穀株式会社 3160001010260 転作による大豆契約栽培の参入と国産大豆ニーズへの販路拡大

滋賀県 太平楼 － 長期連泊客獲得のための宣伝強化

滋賀県 創建建築設計室 － 最新のＣＡＤを使って、申請業務効率アップと顧客拡大

滋賀県 株式会社プランシェルジュ 4160001017718 働く若い女性向けのテイクアウト商品の開発・販路開拓

滋賀県 ＰａｌｍＤｏｇ － 新たなペット市場の需要に対応した販路開拓

滋賀県 山田ため畳店 － 個人のお客様向けホームページ制作と販売促進による販路開拓

滋賀県 武久商店 － 御代参街道にゆかりある地で本格抹茶を販売し顧客の開拓を目指す

滋賀県 こいずみ － オリジナルギフトセット開発で自店ブランド・滋賀ブランドを強化

滋賀県 湖東フラワー － 高付加価値商品「熟成　紅うちわ」の開発と販売サイト構築

滋賀県 Ｆｉｌｕｍ － 最高の癒し空間の確保による新規顧客開拓

滋賀県 サンエム精肉店 － 独自商品と新商品の看板設置により新店舗周辺を販路開拓

滋賀県 小澤工務店 － バリアフリーショールーム開設による高齢者世帯の新規顧客獲得

滋賀県 久田畳店 － 縁なし畳対応機導入によるモダン和空間需要獲得および販路開拓

滋賀県 サイトウ明印舘 － 商品の付加価値を付けるパッケージとパンフレット開発

滋賀県 Ａｒｏｍａ　ｆｕｔｕｒｅ（アロマフューチャー） － 新規顧客獲得のためのＨＰ、チラシ、ＳＮＳ広告等での販路開拓

滋賀県 株式会社ルークラン 7040001025300 展示会出展による新規販路開拓および売上向上計画

滋賀県 キッズルームたんぽぽ － チャイルドマインダーによる「出張保育」の開発・販路拡大事業

滋賀県 エムズホールド株式会社 2160001020665 新たなニーズを掘り起こす、外壁広告及びホームページ作成事業。

滋賀県 水車小舎／ｃｒｕｍａ－ｙａ － ハウスクリーニングを通じた対高齢者生活支援事業による売上拡大

滋賀県 株式会社駅前米屋 5160001014615 籾（もみ）から白米を。オリジナルブランド米『神の舞』店頭精米！

滋賀県 株式会社吉田八十八本店 6160001019927 不動産にまつわるセミナー開催による新規顧客獲得計画

滋賀県 有限会社一実牛乳 5160002012980 地域密着型の健康推進キャンペーン企画による販路開拓

滋賀県 滋賀婚活プロジェクト － ホームページ・リニューアルによる新事業展開で顧客獲得

滋賀県 有限会社新成（ラーメン藤　矢橋店） 3160002012149 入口のバリアフリーでつまずき防止、高齢者に優しいラーメン店

滋賀県 酒肴　ゆう － 「バリアフリーと広告宣伝により新規客を獲得する」

滋賀県 幹建築工房 － 「専門知識」「地域密着」なら幹建築工房。広報戦略で販路拡大！

滋賀県 ｊ．ｋｒａｆｔ － トライク（３輪バイク）のレンタルサービスによる市場拡大

滋賀県 アールイーブレスト － ホームページを使ったインスペクションの普及による販路拡大
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滋賀県
合同会社滋賀リアルエステート・マネジメ
ント

5160003001124 高齢者の不動産の悩みを解決するコンサルティング事業の顧客開拓

滋賀県 株式会社和み 7160001020586 ネット広告に目を引く鮮魚写真と産地を大きく告知し売上アップ

滋賀県 ガット張替え専門店スグハル － 認知度と利便性向上へ、お店のイメージアップと受渡し拠点の拡充

滋賀県 サンビジョン草津 － おしゃれな看板でイメージアップ。日焼けサロンの認知度向上計画

滋賀県 ＷＨＩＴＥＲＡＩＮＢＯＷ － 外部電光看板設置で認知度向上および集客増加

滋賀県 イイダ － ハーブとヨガでストレス緩和、間口を広げ販路拡大と地域健康増進

滋賀県 有限会社ヤマダ 6160002012468 ホームページの公開による地域の認知度アップ

滋賀県 株式会社駒井工作所 8160001013770 ミニマリスト必見！ジュラルミン製カード式財布の販促活動

滋賀県 お麩　ｄｅ　スイーツ － 出来上がる瞬間を映像でＰＲ！！ＬＥＤ看板設置による新規顧客開拓

滋賀県 株式会社ハコデザインプランニング 9160001019247 新規出店をサポートします。設計事務所のトータルプロデュース

滋賀県 土井社会保険労務士事務所 － ＨＰ作成による、障害年金請求に専門特化した当事務所の周知

滋賀県 クラシード滋賀 － 既存媒体の問題を解決する「チケットチラシ」事業の立ち上げ

滋賀県 ＫＥＩＪＩグリーンサービス － 外装リフォームとサンルーム、園芸教室新設による新規顧客の獲得

滋賀県 Ｗｉｎｅ　Ｓｈｏｐ　ＡＺＵＲＥ　ＢＬＵＥ － 人とつながるワイン文化のインフルエンサーとなるお店の認知度向上

滋賀県 Ｃａｆｅ＆ｒｏａｓｔｉｎｇ　米安珈琲 － 魅せる（映える）ブランディングで未開拓層への認知度と来店動機の拡大

滋賀県 しゅん・ブラン － 革新に迫る！！店頭の味を自宅で再現～宅配会席の新規開拓～

滋賀県 ウィル鍼灸整骨院 － 寝たきり患者向け訪問型リハビリマッサージサービスの認知度向上

滋賀県 あいわ － 起立性調節障害改善に対する新コースのアピールで認知度アップ

滋賀県 ｄｅａｒ　Ｓｉｇｎ － 臭いの根源から除去する車内清掃事業拡大と来客対応の環境整備

滋賀県 アスミル特許事務所 － 特許活用支援サイトの構築によるインターネット集客の拡大

滋賀県 守山ギター道場 － 新規受講生獲得の為の広報と在籍生の長期継続の為の取組み

滋賀県 株式会社デイサービスラポール 3160001017719 高齢者の自立を支援し、新規顧客を獲得するための設備の導入。

滋賀県 有限会社おしゃれの館グループ 3160002013840 元気な高齢者の心と身体に満足度の高い理美容サービスの提供

滋賀県 鶴屋吉正 － 生産量を高めＳＮＳを活用することによる売上の拡大

滋賀県 朝日屋セトモノ店 － ホームページの作成による新たな顧客へのアプローチと販路開拓

滋賀県 ＳＨＩＮＥＳ　ＮＡＩＬ － 出張型ネイルサロンと巻き爪改善メニューの導入による収益ＵＰ

滋賀県 株式会社翠泉 5160001016859 国内客用スマートフォンページの一新による販売拡充

京都府 ８ｉｎｆｉｎｉｔｙ株式会社 2130001058766 新カリキュラム「戦略数学」の販売促進による新規顧客の開拓

京都府 株式会社ＳＨＥＥＮ 9130001052044 有名ラーメン店とコラボしたオリジナル餃子の新規開発・販路開拓

京都府 薬のマキノ － 健康相談とリンパマッサージのサービス向上と認知度アップ

京都府 有限会社木村卯兵衛商店 2130002017762 西陣織生地のアパレル利用のための生地開発事業

京都府 アボワールインターナショナル株式会社 6130001059208 ＢｔｏＣ販売強化に向けたＷＥＢモール出展と海外販路拡大事業

京都府 株式会社チクノライフ 6130001030754 竹炭「チクノキューブ」の新たな魅力発信による国内販路拡大事業

京都府 株式会社京都絞美京 1130001057736 京鹿の子絞と３Ｄプリンター等による新製品開発と国内外販路開拓

京都府 株式会社ルカコーポレーション 5130001050415 外国人観光客をおもてなし　国別コース料理で売上アップ

京都府 株式会社ディー・メイクス 8130001047169 外国人および日本人の観光客の町家宿泊増を促す販路拡大

京都府 ラッキープライス京都本店 － 個人インターネットショップ開業支援事業

京都府 株式会社宇野商店 4130001004388 家具レンタル事業用ＨＰ新設と既存ＨＰの動画導入による販路開拓

京都府 Ｇｌａｙａｇｅ　ＫＹＯＴＯ － “愛着ある靴を末長く”今だからこその「靴磨き文化」の情報発信
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京都府 株式会社Ｍ　ＤＲＡＦＴ 4130001042479 ３Ｄプリンターを活用した京都ブランドインテリア小物の開発

京都府 ＲＥＳＴＯＲＥ － フィギュア原型製作効率化と精度向上のための３Ｄプリンター導入

京都府 ポルト・ドゥ・ランプス － ヨーロッパ各国の地方菓子ギフト販売事業とクリスマスチラシ作成

京都府 株式会社メタバーズ 4011001070267 ＡＩスマートスピーカー用アプリ開発パックの販路開拓

京都府 株式会社丹宇 4130001011153 木質系保護剤「タウンガード」の品質安定向上の製造機器の導入

京都府 株式会社ｓｕｎａｏ 4130001050787 顧客の「ファン化」を目指したＷｅｂ販売システムの強化

京都府 株式会社ニシザワステイ 9130001060245 ＲＩＫＹＵブランドが誇る“質の高さ”アピールによる販路開拓！

京都府 有限会社福井度量器 9130002007781 ～計量士代検査業務の範囲拡充による販路開拓～

京都府 伏見一心整体院 － 五感整体法を用いた、自律神経失調症の改善

京都府 優司法書士法人 5160005008662 認知症に備える家族信託（民事信託）推進・販路開拓事業

京都府 株式会社エーディーディー 6130001024707 セミオーダー式外観検査システムによる販路開拓と受注拡大

京都府
－ｆａｃｅ＆ｂｏｄｙｔｈｅｒａｐｙ－ナチュール
ミュー

－ 働く女性のサポートします！健康美見直しプロジエクト

京都府 先斗町石原 － 伝統的な納涼床の復元によるコト消費への対応・他店との差別化

京都府 株式会社今井楽器店 9130001009028 伝統文化維持・持続のための潜在的需要への販路開拓

京都府 株式会社岡野両替店 1130001020165 タカラジェンヌのジュエリーの販売と展示会による新規顧客の獲得

京都府 株式会社阪村エンジニアリング 7130001033434 金型設計に解析ソフトを導入することで開発期間の短縮を目指す

京都府 丸和商業株式会社 6130001022710 世界に通用する新商品・新市場開拓に向けたブランドとサイト構築

京都府 ギタープロショップ　グウィン － Ｍａｄｅ　Ｉｎ　Ｊａｐａｎの高級ハンドメイド楽器類の対米・対中輸出事業

京都府 株式会社フードストラテジー京都 8130001050619 小額商品展開を可能にする食品素材プラットホームの開発事業

京都府 小林企画事務所 － 外国人観光客向け「舞妓あそび」予約サイトの構築と斡旋

京都府 株式会社Ｋ３カンパニー 4130001056883 飲食店で使用する箸・皿等のインバウンド向け京みやげ開発事業

京都府 京なか株式会社 5130001060430 地元・京都に信頼され、愛されるサービスとして、海外発信！

京都府 株式会社つえ屋 5130001032165 感動・感謝を杖に託して天国に贈りたい『天国のつえ』の販路開拓

京都府 蘇　嶐　窯 － 京都の伝統技術の魅力をより伝えられる展示スペース・工房の改革

京都府 ＢＡＲＢＥＲ　ＩＷＡＭＵＲＡ － 女性理容師が活躍するユニセックス対応サロンへのリニューアル

京都府 じとう接骨院 － 「健康寿命を延ばす」取組の周知と潜在患者の獲得

京都府 有限会社田辺鈑金 1130002011163 積み荷を安全に運搬できるトラック荷台改造部品のネット販売事業

京都府 株式会社白龍庵勝山 3130001003606 爪掻本綴織を海外へ　～新市場・販路開拓のための新商品開発～

京都府 ＯＦＦＩＣＥ　ＭＩＯ － アクティブ・シニアの心を掴む　伝承曲の復活で売上拡大を図る

京都府 株式会社京小宿 1130001046730 国内向けスマートフォンページの利便性向上による販売拡充

京都府 やわら整骨院 － 腰痛を根本から改善。保険に頼らない整骨院のネット集客

京都府 株式会社ＣＯＴＯ 1130001054774 情報発信・誘客強化のためのウェブサイト大幅リニューアル

京都府 有限会社高雄錦水亭 1130002000991 多言語ホームページによる販路拡大と食材真空包装機で業務効率化

京都府 あおぞら整骨院 － ケガ治療後の体作り・寝たきり防止等予防療法メニューの充実事業

京都府 ゲストハウス京都ミルズ － チラシ等による広報と顧客満足度向上による稼働率、宿泊単価改善

京都府 天然色工房手染メ屋 － 海外での草木染め教室の販路開拓事業

京都府 和次元　滴や － 英語版ウェブサイト制作による現代版サムライスタイルの情報発信

京都府 リサイクルショップポパイ － 移転オープン１周年フェアによる販路開拓、高利益商品の買取強化

京都府 内海農園 － 地域の高齢者などに向けた自家製野菜等移動販売事業の開始
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京都府 ネクサス株式会社 2130001029511 独自開発した医薬品用石英容器の販路開拓で海外展示会に出展

京都府 ＭｅｍｏｒｉａｌＰａｒｔｎｅｒ京都すみぞめ － 納骨容器の自社開発による顧客満足度・客単価向上の実現及び宣伝

京都府 横谷牛乳店 － 顧客管理システム活用による販路及び売上拡大への取組

京都府 楽仙樓株式会社 7130001028310 店舗改装で座席数増加、商品保管場所の確保、集客による売上増加

京都府 合名会社関東屋商店 4130003000154 海外販路拡大のための仏料理シェフへの京味噌展示実演会の実施

京都府 ｗａｋａｍｕｒａｓａｋｉ株式会社 7130001059891 京都嵐山唯一の着物レンタル・お茶席体験一体型事業の魅力発信

京都府 株式会社京都ぽてとの塔 9130001052647 海外での販路開拓及び自動受注システムの導入

京都府 靴屋楽ちん － 足と靴の悩み解決の提案とショップブランディングによる顧客創造

京都府 株式会社織匠田歌 6130001004493 工期短縮とネットワーク化で錦織の着物のフル・オーダーを実現

京都府 株式会社ラ・フィーネ 8130001024721 ＢｔｏＣからＢｔｏＢ医療機関を新たなターゲットとした販路開拓

京都府 招徳酒造株式会社 1130001014695 清酒の調合・瓶詰め工程改善による高品質化への取り組み

京都府 株式会社ＤＩＶＡ 5130001029384 オムニチャネル実現化にむけて実店舗の店舗改装

京都府 株式会社彩葉スタイル 1130001060269 『リノベカフェ』２０１８　リノベーション雑談会による販路開拓

京都府 わいん屋おおきに － 販売促進と店舗改装（入口周辺、カウンター設置、看板改装）

京都府 株式会社図書印刷同朋舎 8130001018211 動画販促ツールによる「京野菜絵本・京野菜すごろく」の販路開拓

京都府 鹿田喜造漆店 － ｅコマース拡張と金継ぎによる一般客・外国人客の販路開拓

京都府 有限会社綵　巧 7130002003799 西陣御召の小ロットオーダー展開による商品開発と販路拡大

京都府 京料理松長 － 顧客満足度の向上による集客率増加に向けての取り組み

京都府 工房武久 － 京甲冑を活かしたマテリアルビジネスの新規展開および新商品開発

京都府 かぐやコンサルティングオフィス － 販促物とＷＥＢの活用による女性起業スクール認知拡大と集客増

京都府 石川つゞれ株式会社 3130001004315 消費者との交流を目指したＨＰのリニューアルと意匠のデータ化

京都府 染匠あめや藤本 － 立礼席を使い抹茶のおもてなしで着物販売時の集客　・　販売力の強化

京都府 株式会社ソフトウェアクリニック 1130001046268 世界の人に京都土産の魅力を届けるＩＣＴおもてなしサービス

京都府 佳耀工房 － 小売販売を強化するためのホームページを活用した販路開拓事業

京都府 Ｂａｒｂｅｒ　ｓｈｏｐ　ＨＥＬＤ － お客様一人一人のことを想った特別なヘアサロン工事

京都府 Ｍｅｒｒｙ　Ｍａｋｅ － 顧客満足度向上によりリピーター客増、および客単価向上の実現

京都府 イデオ株式会社 8120002056104 新シリーズ【女優日傘・Ｂｅｕｔｙ　ｂｌａｎｃ】ＰＲ・販路拡大

京都府 増田えみ写真事務所 － ライトが決め手！インスタ映えする料理写真撮影教室の販路開拓

京都府 株式会社スペースサピエンス 6130001023477 収益賃貸マンションの管理業務を不動産オーナーから新規に受託

京都府 株式会社京都設備 1130001012154 京都の感性と素材が景観になじむ紙製エアコンカバーの全国展開

京都府
クーハイ　ハラウ　オ　レイイリマラニ
パー　オーラパ　カヒコ

－ 動画や広告掲載を通じた古典フラの魅力発信による新規生徒の集客

京都府 カフェ＆ランチ　ＫＡＤＯ － 「コーヒー講座」による需要喚起と高齢者の居場所づくり

京都府 1130001017979 弊社プランド「ＫＹＯＴＯＢＯＷＴＩＥ」の国内向け新規市場開拓

京都府 ＡＧ株式会社 6160001017468 インバウンド向け「日本食動画」アプリの開発・運営

京都府 ＡＴＪ　ＡＣＡＤＥＭＹ．ｃｏｍ － 中国、シンガポール！日本語教育市場拡大！売上げ向上！

京都府 合同会社フルーツリキュールフリークス 2130003003555 京都産リキュール販売サイトの強化改修および越境ＥＣ機能の追加

京都府 株式会社７＆Ｍ 7130001056492 行列ができるラーメン店が作るテイクアウトラーメンの開発・販売

京都府 株式会社ナム・フーズ 6130001029466 中食需要に対応する高級焼肉弁当の販売促進事業

京都府 ＰＳＰ会計事務所 － 新しいＨＰを活用した、信託による資産及び事業承継事業
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京都府 株式会社長谷川乳販 6130001005302 Ｗｅｂサイト新設による若年層マーケットへの販路拡大事業

京都府 Ｒｅ： － 光脱毛器の導入で新メニューを作り集客と客単価の向上を目指す

京都府 富士山家具修復所 － 京都発、伝統技術を生かした「家具と内装一括リフォーム事業」

京都府 お掃除代行ソラマメ － 共働き家庭向けレンタルシーツ事業への新規参入

京都府 有限会社豊明 4130002025689 京都の社寺で行う京友禅染めデニムの内装インテリア展示販路開拓

京都府 株式会社扶桑プレシジョン 8130001018665 業界初！色と水分・糖分を同時に測れる無線小型測定器の販路開拓

京都府 株式会社近藤ふとん店 7130001000789 店内改装と睡眠教室及びメンテナンス会開催で販路拡大

京都府 エスティーワイ株式会社 1150001019858 ごえん茶事業のノベルティ・パーソナルギフト市場への本格展開

京都府 株式会社マルナカ商会 4130001001939 「ガーメントプリンター」導入・実演制作体験による認知度アップ

京都府 有限会社遠藤染工場 9130002002106 京町家の宿泊者に手芸ワークショップの体験型観光サービスの提供

京都府 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｍｏｋｕｍｅ － 当店コンセプトの効果的な周知による新規顧客の開拓

京都府 株式会社スライヴケア 9130001049338 子育て中や地方の女性起業家を支援する会員制動画サービスの開始

京都府 浅見株式会社 6130001019673 “こどもＫｉｍｏｎｏ　Ｃｌｏｖｅｒ”のブランドの認知度向上と販路開拓

京都府 有限会社大将 3130002012408 速乾冷風乾燥機による「ソフト干し魚」の販路拡大

京都府 安藤染工 － ＳＯＯ新商品ライン『４』の為の京友禅商品開発と海外販路開拓

京都府 株式会社アトラクティブ 8130001057390 広報展開による新店舗のブランドイメージ強化と集客事業

京都府 有限会社ひので 6130002011381 集客と販売効率を高める売場づくりを目指すための特設売場の構築

京都府 株式会社しま村 1130001003120 ギフト向け新商品の開発による新規顧客開拓事業

京都府 株式会社尚雅堂 2130001000983 バイヤー・消費者双方のユーザービリティ向上を図るＩＴ強化事業

京都府 有限会社インテリア工房みやざき 7130002018483 国産コットンモケットを使った小型ラグマットの新商品開発

京都府 株式会社西川紙業 7130001011373 紙折機導入によるワンストップサービス体制の強化と新規顧客獲得

京都府 株式会社ｂｌｏｏｍ 1130001058783 ヘアドネーションの認知度向上と効果ある頭皮ケアの提供

京都府 中村商店 － タイの有名オーガニック化粧品ブランドの日本での販路開拓事業

京都府
もり鍼灸整骨院　今出川マッサージ治療
院

－ 自費治療客開拓及びリピーター獲得の為の新施術開発と改装工事

京都府 有限会社フラワーハウスおむろ 2130002001452 海外にいながらにして、京都が味わえる花見文化の輸出事業

京都府 王冠化学工業所 － 「日本製パステル」の海外市場獲得に向けた製造機器導入

京都府
ＯＭＵＲＯ　ＧＲＥＥＮ　ＨＯＵＳＥ　Ｃａｆｅ＆
Ｇｉｆｔ

－ 京都ブランドを活用した看板メニューの認知拡大と販路開拓

京都府 戸山社会保険労務士事務所 － 産学連携による製造業向け「人事なんでも相談センター」開設事業

京都府 株式会社美藤 7130001018996 和菓子体験教室の開業

京都府 表望堂 － 海外向け漆工芸の試作品開発と顧客開拓のための広報ツールの作成

京都府 株式会社イメージデザイン 9130001029496 楽々通販２の新規顧客開拓と顧客サポートＩＴ化による業務効率化

京都府 ハマムラ株式会社 9130001007080 京都中華の老舗「ハマムラ」が新サイトの多言語展開で売上げ拡大

京都府 株式会社小林工務店 6130001040002 多言語対応ＨＰを活用した京町家リフォーム・改修ＰＲ

京都府 Ｌａｄｙ　Ｆｌｏｗ株式会社 2130001061217 ホームページを利用した女性向け健康増進講座の販路開拓

京都府 Ｗｏｒｌｄ　Ｓ・Ｃ － 実店舗出店に向けた、オーダーシューズ商品の開発

京都府 中村刺繍 － 地区別の広告・タイアップ実施による刺繍教室の認知度向上と生徒増

京都府 株式会社Ｍｅｇａｍｉ 8130001056962 子育てしながら女性の働きやすい職場環境の中小企業への提供）

京都府 株式会社たおやかカンパニー 2130001062132 能力の高い女性チームによる中小企業への専門サービスの提供

京都府 株式会社和楽 1130001009794 海外公募展出展を通じて、欧州での販路開拓及び外国人来客増加
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京都府 株式会社シーエフロボタス 6130001059752 介護ロボット導入に向けた販路開拓

京都府 京都サンダー株式会社 4130001004173 建設ディレクター育成講座東京開講に向けた大規模展示会出展

京都府 アトリエ　アカネス － ショールーム機能・商談スペース設置の為の店舗リニューアル

京都府 有限会社サワベ 3130002021268 当社の強み“和風ハンドメイド建具”の情報発信による販売促進

京都府 株式会社ルシエール・ジャパン 4130001008876 「＆ａｓａ．ｃｏ」事業によるファッション雑貨市場への本格展開

京都府 株式会社ヒロヤコンフェクション 6130001001739 弊社オリジナル商品「マロンデリッシュ」のブランド化と販路開拓

京都府 パソコープ烏丸御池教室 － 京都大学情報学科生による「中学生プログラミング講座」事業

京都府 Ｃａｆｅ　Ｆｅｌｉｃｅ － 近隣ゲストハウスに宿泊する外国人向けベジタリアンメニュー提供

京都府 ＨａｔａＩｒｏ － 企業の活性化に貢献するオフィスランチケータリングの提供

京都府 染匠まつもと － コト消費への対応による他店との差別化及び天候対策

京都府 京町家ダイニング　こゝ家 － 外国人観光客をターゲットにした芸舞妓遊びプランの販売強化事業

京都府 歩気功整体院 － 気功整体院の集客ツールの整備と情報発信強化による新規顧客獲得

京都府 有限会社Ｋ・グロース 1130002021708 新企画ＳＮＳを活用したコーディネートコンテストで集客を図る

京都府 株式会社価値創造社 7130001058679 テニススクール向け！ＩＴ＋器械による革新的指導のパッケージ販売

京都府 株式会社みたて 5130001053599 Ｗｅｂサイトを活用した観光コンテンツの販路開拓事業

京都府 株式会社フアモサライフ 2010601040961 京都の伝統技術を継承する完全手技金工品の海外販路開拓事業

京都府 株式会社月虹舎 7130001057466 当社オリジナル京手描き友禅商品、京きもの蓮佳の展示会による販路拡大

京都府 株式会社アイビ建築 2130001013705 顧客認知度と集客力向上のためのブランディングデザイン導入

京都府 合同会社コネクト 5130003005160 「伝統工芸品のショップのインバウンド対応と多店舗展開」事業

京都府 株式会社Ｏｒａｎｇｅ　Ｂｉｋｅ 2130001056365 店舗エリアに応じた折り込みチラシ集客策

京都府 株式会社ｋｉｎｄｎｅｓｓ 2130001060920 障害福祉サービスの人と人とのつながりを活かした販路開拓

京都府 Ｔｈｅ　Ｏｒｉｅｎｔａｌ合同会社 2130003005403 銀月サロンのオリジナル商品（セレクション茶葉）の開発・販売

京都府 株式会社京正 6130001004626 新規顧客の裾野を広げるための拠点作りと運用事業

京都府 トータル健康スペースＤＢＨＳ － 顧客ニーズに応じた自社ブランドサプリメント商品の開発・販売

京都府 株式会社植田 3130001051233 外観で戸建住宅の高額・早期売却を助ける外壁塗装リフォーム事業

京都府 針小路接骨院 － 学生から後期高齢者にまで利用されるホームページの作成

京都府 株式会社兵衛 4130001031878 名物イベント「川灯たる（かわほたる）」で新規顧客の集客拡大

京都府 株式会社ＡＳＹ 7130002011678 ＨＰリニューアルでの新たなマーケットの開発による売り上げの増加

京都府 Ｒｏｍｉｅ’ｓ － 新たな売上を作り出す新メニューの開発と販路開拓

京都府 株式会社京でん 8130001028276 京の素材を活かした自社生産の革小物＆ＯＥＭ事業の販路拡大

京都府 大徳寺北側清寂の家 － 京町家宿泊施設紹介＆直販ＨＰ構築による稼働率と利益率の改善

京都府 ＨＹＤＥ － 組み立て式和室「ポータブル禅」による畳関連商品の海外販路開拓

京都府 有限会社マキアカデミー 7130002020679 音楽教室の力を地域のお困りごとに活用していただき新販路開拓

京都府 株式会社ミームファクトリー 5130001052337 京都発オリジナルフレーバー珈琲「薫豆堂」の販売促進事業

京都府 株式会社竹内工務店 2130001001263 国産材（京都産）へのこだわりと中低価格帯注文住宅の販路開拓

京都府 麗聲堂 － 寺社仏閣への直接的な宣伝活動と新製法での新商品の開発

京都府 株式会社増田徳兵衛商店 4130001015674 ワイン国フランスでの展示会を通じた國酒・日本酒の販路開拓

京都府 有限会社ヒロミ・アート 5130002009212 東山店の販売店舗面積増床と多言語展示映像による販路拡大

京都府 有限会社ティーエスピー 1130002005727 観光地利用促進のためのネットワーク事業とレンタル事業の融合
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京都府 川勝直七法衣店 － 本願寺参拝者向けの香る法衣サロン

京都府 アルケル鍼灸整骨院 － 「筋トレ」×「整骨施術」の定額制新サービスの開発・販路開拓

京都府 天然酵母パン教室ＹＵＫＡＲＩ － レシピ／レパートリー増による、リピート顧客の獲得

京都府 田村ふとん店 － Ｆｒｏｍ　Ｋｙｏｔｏ！世界発信！老舗寝具店主がステージに立つ

京都府 株式会社龍村光峯 9130001050007 錦の伝統織物を伝える新たな海外向け販促物作成で販路を開拓

京都府 みつる工芸 － 建築事務所やデザイナー向け展示会で別注のれんの販路拡大を図る

京都府 ユアプロジェクト合同会社 9130003004687 歯科医院に特化した新支援プログラムの実施と販路開拓ＰＲ事業

京都府 エイムハイ株式会社 7130001058943 「新車を賢く買おう！」独自の新車販売サービス周知で売上ＵＰ

京都府 株式会社Ｋ－ｓｔｙｌｅ 8130001058975 「３点バランスで子供の姿勢を守ろうプロジェクト」推進事業

京都府 株式会社みのりの森 1130001059138 日本で唯一の発達障害者向け専門雑誌「きらり。」の販路拡大

京都府 ブラジリアン　ＷＡＸサロン　Ｂｉｊｏｕ － インバウンド集客を見込む宣伝＆接客ツールの英語化とその運用

京都府 株式会社京はやし 4130001034625 地域資源・食品を活用したインバウンド向け駅弁の開発と販売促進

京都府 合同会社猪べーしょんハウス 7010003023107 旅は観光から関心の時代へ　伝統文化を体験できるお宿京都九条院

京都府 リーベ － ホームページによるＦＣ事業の販路開拓

京都府 株式会社アイデアスプラウト 7130001058506 工芸職人オープンイノベーションによるブランド開発と販路開拓

京都府 奏株式会社 2130001060895 創る人と楽しむ人をつなぐ伝統事業紹介コラボレーション

京都府 む津美製菓株式会社 2130001019033 販売拡大のための新商品開発と展示会出展及びウェブとＩＴの活用

京都府 イロドア株式会社 7130001055866 中小規模事業者向けテナント仲介事業（エリア特化型）

京都府 株式会社ＭＥＡＴＲＥＶＯ 5130001061627 但馬牛販売による販路開拓　新店舗オープンの為の広報、集客事業

京都府 有限会社アキノヤ印房 2130002015510 英語表記による外国人客にも分かりやすい看板製作と店舗外装更新

京都府 京生麩のお店愛麩 － 訪日観光客向けアピール看板と椅子設置でくつろぎ提供

京都府 有限会社石川竹の店 9130002000134 ホームページを活用したブランドイメージＵＰとネット通販の拡大

京都府 健康和惣菜ながいきおまめ － 海外からのお客様に身近な和食を提供するための店舗作りと宣伝

京都府 田中電気株式会社 8130001006785 弊社で開発した自動患者移送装置『ナースラック』の販路開拓

京都府 Ｄａｍｐｆｅｒ － 顧客・従業員・バーバー満足をかなえる軟水の導入と差別化実施

京都府 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ａ　ｌａ　Ｍａ － 祖父母世代に向けた季節感あるケーキ・ギフト商品開発と販路開拓

京都府 株式会社飯田照明 7130001050693 環境に優しく安価な製品検査用ＬＥＤ照明装置の販促・普及活動

京都府 有限会社久山染工 4130002014709 天然由来成分の防水生地「ＰｒｏｏｆＣａｎｖａｓ」の海外展開

京都府 株式会社オルソ・ラボ 1130001036566 最新ＨＰ導入による“最高の効果を生む本物のインソール”の発信

京都府 株式会社ポケット 9130001005431 栄養士による食事指導と食材定期購入サービスの販路開拓

京都府 有限会社鷲野染工場 1130002006493 ＢｔｏＣ強化のための新たな販売促進ツールの作成

京都府 ワイ・エム・ピイ － あっと言われる発想力の鞄で、オリジナルブランド化を目指す

京都府 ＪＩＮ－ジンー － マンションの所有者リストの作成と空き室情報の収集事業

京都府 株式会社やまだ研修企画 8130001054520 ＫＤＧ看護予備校・京都校の生徒募集の広報チャネル開拓

京都府 株式会社クレバー 7130001025233 ホームページ刷新における認知度向上と内装屋のイメージ改革

京都府 株式会社洛歩 7130001049455 犬用オーガニック化粧品シャンプーの製造処方検討用設備の導入

京都府 マルシェノグチ － オーガニック野菜と果物を使用したスムージー販売事業の取組

京都府 株式会社でんでん 6130001027585 京都発レザーを活用したブランド構築向けの試作及び展示会開催

京都府 株式会社ギオン福住 6130001009162 京都観光の魅力を紹介した教育旅行誘致用動画制作
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京都府 まったんケアサロンＭｉｎｅｔｔｅ － 新たな顧客獲得へ！看板設置とＩＴ活用による業務効率化

京都府 株式会社Ｆ＆Ｆ 3130001056281 ネットショップシステム構築による販路開拓

京都府 Ｆｌａｖｏｒ９ － 京都の宇治茶カテキンを使用したデオドラントクリームの開発

京都府 西村ボディメイキングスタジオ － 設備の増設と内装の変更を通じた生産性向上と新規顧客獲得計画

京都府 照月 － ストレスなく楽しんで食事をする環境作りの取り組み

京都府 株式会社トリコインターナショナル 8130001062028 先行者利益を提供！日本式ビルメンテナンスのベトナム展開の促進

京都府 ＭＥＴＨＹＳ株式会社 3130001062008 世界で唯一のスパークリングラム！アポリネールの独占販売計画

京都府 お茶の流々亭 － 隠れた名品・舞鶴茶を地元の人が誇れるブランドへ！

京都府 崎田商事株式会社 7130001043409 昆布オイル・へしこオイルの開発・販路開拓

京都府 ガレーラカンパニー － 新サービス「レンタルガレージ」で顧客獲得と販路拡大

京都府 木の家具工房　えにし － レーザー加工機導入による木製品雑貨の販売で販路拡大

京都府 株式会社ダイリツ 9130001050824 新たな市場への進出に伴う広告宣伝で認知度ＵＰし販路拡大

京都府 １６８ＴＲＹＳＭＯＴＯＲ － ２面で描くストーリー・イラスト看板での集客増加による販路開拓

京都府 福知山重工業株式会社 9130001041294 東南アジアへ販路拡大のため膨大な量の図面をデータ化する

京都府 株式会社国栄建工 2130001046242 ドローンを使った空撮・調査・測量

京都府 東和酒造有限会社 6130002032733 明智光秀ワンカップと地酒の開発・販路開拓

京都府 有限会社三丹住宅機器販売 8130002032616 薪ストーブを使ったクッキング講座開催による販路開拓

京都府 大江山食品株式会社 6130001040976 京野菜を活かした新商品開発と新規顧客獲得に向けた販路開拓

京都府 美容室インナーフィールド － 白髪染めで地域１番店を目指す美容室のチラシ折込による集客事業

京都府 有限会社満月堂 1130002026921 包装機導入による製造プロセス改善及び土産品店への販路開拓事業

京都府 有限会社潮見住器 1130002026483 見える！無料断熱診断と機能体感ツアーで地域中高年新規顧客獲得

京都府 株式会社ナンゴー 5130001032909 刻印機導入によるトレーサビリティ管理の強化と販路拡大

京都府 有限会社アイケー設備工業 4130002027561 個人宅向けの「住まいの水回り無料診断サービス」の事業展開

京都府 ＴＡＪＩＲＯ工房 － 「絵画レンタル」という新スタイルを浸透し潜在顧客への販路拡大

京都府 ａｎｄａｎｔｅ － 腸の不調や未病を改善したい女性への「情報発信」と「後進者の育成」

京都府 辻鶏卵株式会社 9130001032839 粗熱処理室の設備改善、衛生・品質管理向上による販路開拓

京都府 ながせゼミナール － 小学生向けの新規講座開設による、顧客獲得・売上向上策

京都府 株式会社マナプラス 6130001055330 「無農薬玄米を使用した無添加ハンドクリーム」の開発と販路開拓

京都府 湯川鍼灸院 － 神経内科疾患に対する鍼灸治療の認知度向上による新規患者の獲得

京都府 株式会社ユルり 3130001047710 食品サンプル設置と通販サイト開設による新規顧客獲得事業

京都府 櫟 － お茶どころ宇治の茶房による香港新規出店事業

京都府 有限会社旭園製茶所 8130002026023 粉末茶の商品開発・新商品と店舗ＰＲ用ＨＰ開設による販路開拓

京都府 異食家ｓｔｙｌｅよっしゃん － 「牛すじコロッケ　ミニサイズ版」の販売及び店の認知度アップ策

京都府 ＫＩＷＡＭＩ工房 － 家電や住まいのお困りごとを解決、ワンコイン出張サービス事業

京都府 テアニン株式会社 9130001045205 海外・女性向け『ふるっ茶』の試作開発と企業用ＷＥＢサイト構築

京都府 Ｖｉｓｔａｇｅ合同会社 4120003010204 ネットショップ運営支援　新・受注管理システム開発と販路開拓

京都府 株式会社仁風荘 2130001057173 ホームページの多言語化による外国人宿泊客の拡大事業

京都府 ファクトリーハッチマン － 国体のセーリング会場へのＰＲ出展による広報ＰＲ事業

京都府 京丹商事株式会社 3130001040748 高齢者にやさしく、すべての人に利用しやすい宿泊施設づくり
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京都府 海鮮かわさき － お客様ニーズに対応した魚屋の飲食・小売販路開拓事業。

京都府 長十水産 － 商談会出展及び商談会用広報ツールの作成による販路拡大事業

京都府 株式会社小室自工 3130001058641 顔の見えるサービス実現に向けた顧客満足度向上事業

京都府 大石酒造株式会社 8130001035487 ホームページ刷新による情報発信力とネットショッピング強化

京都府 株式会社亀屋寝装センター 5130001035531 羽毛ふとん専門店としての認知度を高める広告宣伝

京都府 オリジナルドッグウェアＳｍｉｌｅＭａｇｉＣ － ＳｍｉｌｅＭａｇｉＣ「初心者からのハンドメイド犬服教室」

京都府 内藤印刷株式会社 8130001035735
屋外用デジタルサイネージ活用による“店舗の魅力！大発信！！”新事業の
展開

京都府 ＲＯＳＥＴＴＡ － 幸せの亀岡シフォンケーキ専門店の認知度の向上

京都府 株式会社岩崎オート 3130001035442 中古車販売の拡大

京都府 ＰＡＭ － 出張パソコンサポートの販路開拓

京都府 サクラ経営研究所 － 催事マニュアル販売から始まる『ネット情報販売システム』

京都府 萬々亭 － 高齢者にやさしい「からあげ」「麻婆豆腐」のテイクアウトの販売

京都府 シャフテックツチハシ株式会社 9130001039363 多分野の技術を生かした新商品の開発による売上増加

京都府 有限会社神工建設 2130002031359 型枠パネル再生サービスにおける新工場整備と生産性向上への取組

京都府 株式会社サワダ寝具工業 3130001038412
梱包機による運送コスト削減と製造工程のシステム化による製造コストの削
減

京都府 エステハウス　アンディ － エステサロンの共存とオリジナル化粧品のブランド化

大阪府 株式会社石井文泉堂 9120001011694 洗える紙＝耐洗紙を使った特殊印刷物での異業種への新規販路開拓事業

大阪府
行政書士事務所リーガルスペース大阪
オフィス

－ 在留外国人のための『多言語型ＶＩＳＡ取得サポートＨＰ』製作

大阪府 田代健太郎税理士事務所 － 高齢な経営者に対する出口戦略策定支援サービスの開発

大阪府 株式会社中才商店 2120001178557 複数の「歌舞伎舞台」撮影依頼に対応する手法開発と販路開拓

大阪府 株式会社Ｔａｂｅｌ　ａ　Ｃｌｏｔｈ 7120001212385 関西発「おいしい食体験宿」取材に基づく　予約サイトの立ち上げ

大阪府 株式会社ＨＩＶＥ 9120001197451 「島から島へ！離島へのハブ的ゲストハウスを世界に発信」事業

大阪府 株式会社リンク 7120001122345 楽天モールショッピングなどのバナー広告掲載強化による販路開拓

大阪府 株式会社ユナイテッドワークス 5120001102497 断熱リフォーム専用のホームページ制作による販路開拓

大阪府 久保鍼灸整骨院／ＫＵＢＯＬＡＢ － 体成分分析機器を活用したクボトレ短期集中コースの導入

大阪府 ヘアーサロン　ダンケ － 高齢者・障碍者利用に適したバリアフリー化、及び、ＨＰ作成。

大阪府 佃水産株式会社 9120001035743 鮪卸専門店の贈答品ネット販売システム構築による売上拡大計画

大阪府 株式会社ＡＵＲＩＣ 6120001184898 「インバウンド対応で全国有数の訪日外国人の取込強化」事業

大阪府 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＦＬＯＲＡＣＩＯ － 大型店と競争しない！安定顧客開拓のためのチラシ折込み集客事業

大阪府 株式会社ＧＲＡＰＨＩＣ　ＷＡＶＥ 5120001202990 ビッグバンプロジェクト　世界レベルのサービスを目指す！

大阪府 アイランデクス株式会社 6120001210638 利便性が高く格安価格で提供する離島引越しサービスの拡販事業

大阪府 株式会社松電舎 7120001164271 業界初「医学部向け練習用内視鏡」の販売で売上大幅アップ！

大阪府 株式会社中一メディカル 8120001106611
「ナチュラルウォッシュアロマ」のリニューアルとそれに伴う自社ホームページ
の改修

大阪府 えびえ鍼灸整骨院 － 知見豊富な院長による一貫施術の認知度拡大と新規患者開拓事業

大阪府 セイコー運輸株式会社 1120001031023 片づけセミナー開催による高齢者向け居宅片づけサービスの開拓

大阪府 株式会社ＯＰＵＳ　ＪＡＰＡＮ 9120001207904 欧州アパレル新ブランドのエージェント事業で高収益体質へ！

大阪府 ａｔｅｌｉｅｒＮｏｏＫ － 地域での知名度アップ及び新規顧客獲得施策による売上高の拡大

大阪府 株式会社ゼロン 4120001090990 「英語の達人養成所」の知名度向上・集客強化事業

大阪府 オフィスぱんぷりる － 新しい食文化「アンデコケーキ」のＰＲと普及活動
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大阪府 有限会社桃李舎 2120002047777 文化財を地震から守る女性エンジニア集団による耐震補強事業

大阪府 ジャイロニー － 時間・収入・健康の充実を考える経営者のための新商品の販路拡大

大阪府 ワールドインキュベーター株式会社 4120101047759 グローバル調達・販売トータル支援サービス「ＴｒａｄｅＴａｂｌｅ」の販路開拓

大阪府 株式会社ジャヴス 9120001098773 新規事業拡大に伴い事業内容を理解できる会社案内の作成

大阪府 Ｓｔｕｄｉｏ・Ｂｅｅ － 店内外をおしゃれにライトアップ、まつげエクステで若者層を獲得

大阪府 Ｔ．Ｉソリューション － 『どんぶり勘定さよならソフト』宣伝用ビデオを作成し販路拡大

大阪府 北村商店 － 新規事業である黒鉛（グラファイト）取扱開始に伴う販路開拓

大阪府 潤天株式会社 6140001067325 革製品のレンタルサービスによる開始による知名度・売上拡大

大阪府 ちむら鍼灸整骨院 － リラックス空間を新設し新メニュー導入による新規開拓

大阪府 株式会社プリメド社 1120001058198 手に取って中身がわかるショウルーム的ホームページの開発

大阪府 株式会社インテリアセンター西岡 1120001117375 ホームページの刷新によるランディングページの強化・販路開拓

大阪府 有限会社Ｗｏｎｄｅｒ　Ｆｕｌｂｅａｕｔｙ 4120002007572 ホームページによる国内底上げ＆海外販路開拓フォローアップ

大阪府 株式会社ベイルインテリア 6120001183743 社会問題である空き家を解消するホームステージング販促事業

大阪府 株式会社インゲージ 8120901033558 オンライン営業活動と新Ｗｅｂサイトによる新規顧客獲得事業

大阪府 宇都宮鍼灸院 － 不妊（鍼灸・整体）事業で新規集客間口を拡充し基盤を築く

大阪府 株式会社ＡＱＵＡＲＩＺＥ 9120001122582 『営業支援ツール　Ａｑｕａｓａｌｅｓ』の販路開拓

大阪府 株式会社アセットブレイン 9120001197674 相続に活用できる、わかりやすい不動産共同事業への参入

大阪府 日本経営支援税理士事務所 － （１）リスティング広告（２）ＬＰの作成（３）自社ＨＰリニューアル

大阪府 合同会社インプレスビルド 7120003012569 大阪市北東エリアでの中古リフォーム住宅の販路拡大

大阪府 蒲田化工株式会社 9120001012008 新規顧客開拓のためのホームページ作成

大阪府 田渕株式会社 2120001084185 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ｄｈｐ都市開発 3120001171098 ホームページのリニューアル及び多言語対応（英文訳化）

大阪府 バケモノ株式会社 1120001179102 農家と飲食店を繋ぐポータルサイトで新規顧客開拓

大阪府 アズコーポレーション － 特許商品「リリチャ」の全国的販路拡大

大阪府 合同会社ＭＴラボラトリー 1120003013481 「顧客本位」を徹底したＭ＆Ａコンサルティング事業の拡大計画

大阪府 マルフク － インバウンダー集客と店舗環境の改善による売り上げの向上

大阪府 布団屋のおかもと － 『睡眠環境向上』実現のため、接客・提案コーナー整備充実の取組

大阪府 合同会社たすネットワークス 8120003009969 緊急時救急問診多言語化アプリの開発・販売促進事業

大阪府 ゼロトゥワンロジ株式会社 8120001201420 新ジャンル免振製品「カセット式クイックダンパー」販売促進

大阪府 パイプシール株式会社 4120001186401 特許商品インパクトプーラの地方デモンストレーション事業

大阪府 Ｍ×Ａ×Ｏ － オリジナルブランドのストールとバッグの商品開発・販路開拓

大阪府 ウェブストエイト － Ｗｅｂスクール用テキスト教材・動画教材の開発・販路開拓

大阪府 プラスデザイン株式会社 6120001163200 ＨＰの３次元活用による会社ブランドの構築

大阪府 株式会社ｋａｋｕｍｉ 3120001187268 アニバーサリーフルーツブランドｃａｊｉｒｕの販路形成・開発

大阪府 ｌｉｌｅｙ　ｃｒａｆｔｗｏｒｋｓ － 売れ筋商品に特化したウェブ販売戦略とリピート率向上で売上拡大

大阪府 髙田産業 － アナログ婦人靴屋の初めてのギフトショー出展による販路開拓事業

大阪府 近畿冷鍛ダイス株式会社 8120001020028 精密超硬異形ダイスへ本格参入！新規顧客獲得のための販売促進

大阪府 有限会社　和恒 8122002010619 機会損失ゼロ計画！「名入れギフト」受注体制拡大事業

大阪府 有限会社石橋蒲団店 7120002019524 「仕事見える化」のための店舗改修事業
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大阪府 オネテ － フレーバードティーオリジナルブレンド商品企画・開発

大阪府 御菓子司　亀屋茂廣 － 大阪産（もん）農産物　ナス和菓子の新分野開拓

大阪府 株式会社ライズエレクトロニクス 9120001121923 プリント基板原材料の国内外販路拡大・販売促進事業

大阪府 ラトビア・ヘイズ －
実店舗の接客力、提案力を活かしたオンラインショップ・リニューアルによる
販拡事業

大阪府 有限会社フレール 1120002053512 オーダーメイド紳士靴の企画・販売

大阪府 Ｎａｉｌ　Ｐｒｉｎｔａｎｇｅ － 足のトラブル改善・フットケアメニューの販路開拓と集客

大阪府 税理士法人コモンズ 8120005012450
ＩＣＴプラットホームを構築することにより、販路開拓及び業務の効率化を目指
します。

大阪府 株式会社田中科学 2120001049980 新製品・界面活性剤を使用しない乳化化粧品の販路開拓と販売促進

大阪府 株式会社くまのて 3120001203537 インターネット広告による自費施術の販路開拓

大阪府 株式会社エムティブレイン 1120001209379 「社外ＩＴ戦略企画部長サービス」の立上げと展開及び販路開拓

大阪府 まつお社労士事務所 － 介護事業者向けセミナー営業の実施と新規顧問先の開拓

大阪府 Ｂ．Ｃ　Ｌａｂ株式会社 2120001138981 姿勢分析アプリ連動型姿勢矯正器具の開発・販売

大阪府 ＭＩＩＨＩＮ － ＷｅｂＳｈｏｐ検索連動型広告出稿による売り上げ向上と事業基盤の強化

大阪府 ＢＥＣＫＳ＆Ｃｉｒｏｂｅｃｋｓ － ＩＴを使った差別化と顧客来店サイクルの短縮化と新規顧客開拓

大阪府 麺食堂ヨドガワベース － 特徴ある季節限定ラーメン導入による新規客発掘・ファン創り事業

大阪府 ビジューオーガナイズ株式会社 2120001190826 “三方よし”になる！出張お片づけサービス販路開拓の仕組みづくり

大阪府 田島葬祭 － 葬儀前、葬儀、葬儀後の生者（家族）サポートの告知・普及事業

大阪府 株式会社豊田商会 7120001018238 ゴム印材料・ゴム印製造機械の販路開拓・販路拡大

大阪府 たしかにプラス株式会社 3120001179629 医院サイト向け新医療広告ガイドライン対応のチェックツール開発

大阪府 フレームウェア － 催事とＥＣを活用した、オリジナル商品の直販強化事業

大阪府 株式会社アンタレスコーポレーション 3120001116111 エナジードリンク、スパークリングワインの宣伝広告及び販路開拓

大阪府 株式会社ハッピーシェアリング 4120001209541 業界初！面会交流自動マッチングシステムでのハッピーシェアリング

大阪府 有限会社ＡｎｄーＯｎｅ 7120002066442 訪日外国人に対応したホームページによる増客計画

大阪府 ゼク・テック株式会社 3120001185156 世界初のガラスを使い検体取違えを防ぐ拡大鏡の販路拡大事業

大阪府 有限会社ＰｕｒｅＲｏｓｅ 1120002055376 中高齢層女性向けの新サービス開始によるファン顧客獲得事業

大阪府
株式会社Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｐｕｒｅ　ｄｅ　ＳＯＳ
ＯＧＩ

7120001166607 オリジナル商品のご当地スィーツ化による販路拡大

大阪府 株式会社アラジン 5120001009156 自社商品の販売サイト作成によるファミリー市場への展開

大阪府 ＤＥＶＩＳＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ － 「家族を幸せにする服」事業のブランド力拡大の為の販売促進

大阪府 株式会社アルファリフォーム 2120001016790 住宅リフォーム需要取込みの為のスマホ対応化と受注率向上事業

大阪府 有限会社アートステージ 6120002019509 想いを届け、親子をつなぐ「手文庫きずなノート」の販促ＰＲ

大阪府 株式会社リペアクリーン 4120001188570 コンバージョンに繋げるマーケティングツールで個人顧客獲得

大阪府 株式会社アットウィル 4120001206803 業界初「介護に備えたお金の準備」ｗｅｂサイトからの広告事業

大阪府 有限会社野本 3120002049715 故人の尊厳保持、家族などへの負担を軽減する０．５日葬の普及

大阪府 バンコ株式会社 7120001039639 トレース台専用保護シートの開発による新たな販路開拓

大阪府 株式会社プロジェクト・ルネサンス 8120001203136 ストレスケアツールＳｐｉｒｅの地道な販路開拓の取り組み

大阪府 株式会社生駒ビルヂング 9120001104952 まんが小冊子を活用したレンタルオフィスの新規顧客獲得

大阪府 株式会社シカトキノコ 5120001185369 韓国人観光客向けグルメクーポンサイトの販促事業

大阪府 ｎｅｎｅｒｏｒｏ － 紙でつくる楽器キット（子供用）の開発、販路開拓

大阪府 北新地かえる － 若いサラリーマンや女性等新規顧客誘引と既存客満足度向上
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大阪府 株式会社新宿屋 5120001194997 ラグジュアリーで洗練された靴をネットと動画で販売、販路開拓

大阪府 大塚謙太郎一級建築士事務所 － 既存保育園や幼稚園の新規顧客開拓

大阪府 稲妻家 － 玄米による人と健康を結ぶ価値ある食文化の提案事業

大阪府 ひろい社会保険労務士事務所 － 情報の届かない障がい者の方に障害年金の周知と申請代行

大阪府 「食と酒」居酒屋かるだん － 新規集客の為のホームページ作成と、インバウンド施策

大阪府 河はなよ行政書士事務所 － 行政書士によるＨＡＣＣＰ導入支援サービス周知プロジェクト

大阪府 さかとう整骨院 － 治療院から飛び出して、イベント会場での販路拡大

大阪府 有限会社ルネッサンス・ジェム 9120002068866 伝統工芸『蒔絵』を身近なジュエリーに！そして世界に販路を！

大阪府 屋形船大喜丸 － 多言語対応と顧客管理機能を実装する自社ＷＥＢサイトの再構築

大阪府 株式会社アットランス 1120001145483 「小売店のオーナー様！ネット通販応援します。」事業！

大阪府 東京堂 － 帰社後の廃線処理時間の短縮で得意先拡販（下請け脱皮）

大阪府 株式会社ＲＡＤ 8120001203540 「士業」「師業」向け営業支援・経営コンサルティング事業

大阪府 しぎの呑み処かっきん － 「近くにこんなに良いお店！」気付きを発信する外観リニューアル

大阪府 株式会社オドック 3120001181535 中小企業の「働き方改革」支援サービスの販路拡大

大阪府 有限会社芋忠本店 7120002042815 動画を使用した終活セミナーを商店街の空店舗利用で新規顧客開拓

大阪府 ながい針灸整骨院 － トータル施術とアフターフォローの広告の充実でのファン創り事業

大阪府 株式会社ハーチ 2120001180364 卸から自社直販へ！独自調査で開発した「美容師専用バック」販売

大阪府 ｃｕｌｕｍｉ － 美容室は「髪を切る場所」だけではなく「キレイになれる場所」。

大阪府 だるま整骨院 － 店舗リフォームでトレーニング部門と施術部門の販路拡大

大阪府 株式会社阪上商店 5120001079785 神様・仏様！『ろうそくに祈りを込めて』祈願ろうそくの販路拡大

大阪府 株式会社チェリッシュ 4120001122876 貴女のワガママ叶えます！オーダーメイドジュエリーのネット受注

大阪府 株式会社リレスト 6120001201505 大阪圏内№１の高齢者用リフォーム卸売を目指す新規顧客獲得事業

大阪府 Ａｐｐｌｅ　Ｔｒｅｅ株式会社 9120001173196 自社開発３Ｄプリンタ「Ｊｕｐｉｔｅｒ」の販路拡大事業

大阪府 プロメディア株式会社 1120001129263 人にやさしいステッカーでオリンピックとインバウンドをサポート

大阪府 腸内フローラ移植臨床研究株式会社 9120001209099 ”我が国初！”糞便移植（腸内フローラ移植）治療の事業化を実現

大阪府 合同会社リディックス 7140003010942 レンタル撮影スタジオの改装

大阪府 Ｔａｋａｏプランニング株式会社 1120001140947 ドローンによる外壁赤外線調査、その他の非破壊検査

大阪府 関根珈琲株式会社 3120001044527 食と文化、「コーヒーガストロノミー」にまつわる商品開発と拡売

大阪府 ＳＡＢＵＫＯ株式会社 4030001112837 環境対策低減につながる副産物原料総合比較専門ＨＰ作成による販路拡大

大阪府 梅径（ばいけい） － インバウンド向け書道体験講座を旅行会社２０社と連携する大作戦

大阪府 四季の味新市 － 割烹職人が全国から厳選。和食に合う日本の銘酒試飲会事業。

大阪府 うめもと鍼灸整骨院 － 利用者増加のため、特化施術を分かりやすく伝えるＨＰへの改善

大阪府 丸誠クリーニング － 近くにあった！優良クリーニング店、ＨＰ作成で徹底周知の新事業

大阪府 株式会社ＫＯＺＯＵ 9120001197501 福島区唯一の濃厚豚骨らーめん店グループの販路拡大

大阪府 あおき鍼灸整骨院 － 予防医学を取り入れた体操の普及による新規顧客の獲得

大阪府 株式会社イシダ印刷 6120001134556 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ同人誌受注事業参入でのＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社小野勝商店 7120001034540 国産に特化した機械部品のＷＥＢ販売によるニッチ市場の獲得

大阪府 エヌティーツー － 「短納期」「高品質」「小回り」「ＷＥＢサービス」の販路開拓

大阪府 株式会社こだわりや 6120001035647 教育機関へのおやつ菓子の販路拡大
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大阪府 株式会社スージーラボ 7120001177777 ポジティブで楽しい終活を可能にする“終活アルバム”の開発・販促。

大阪府 ワールドアトラス株式会社 7120001048615 起業家をサポートするためのモバイル版ＷＥＢ開設

大阪府 総合学習塾まなびや － プログラミング必修化に伴う、ＩＴ教育講座新規開講・販路開拓

大阪府 株式会社大伴商店 3120001004968 飲食店用の自社加工品充実と商品パンフレット制作による販促事業

大阪府 合同会社ＣＯＮＶＩ 2120003010701 「インドネシア留学生の日本滞在記」サイト制作でイベント集客！

大阪府 亀谷　友輝 － 似顔絵名刺の受注を促進しビジネスユースに販路を開拓！

大阪府 株式会社ディーファ 3120001121061 事業承継シミュレーションサービスの展開とＷＥＢ等による販路開拓

大阪府 焼鳥屋良風 － 子供の「また行きたい！」が大人にとっての憩い場となるお店へ

大阪府 株式会社プロダクター 6120001205729 ３Ｄ機器の導入による『光触媒商品』の開発と販路開拓

大阪府 株式会社山大商会 7120101036040 日本文化体験イベントの訴求によるハラルディナーの販売促進！

大阪府 アルファ建築デザイン研究所 － 数寄屋造や社寺設計の販路開拓と、日本の伝統建築の研究と継承。

大阪府 株式会社エス・ケイエンジニアリング 7120001027180 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 株式会社ＡＬＩＶＥ 9120001186000 船場発！全国ネット通販小売業へＰＢバッグの魅力発信で販路開拓

大阪府 ナチュール合同会社 4120003012778 価値ある商品の創出を提供する新たな就労支援事業の販路開拓

大阪府 株式会社フラッグシップ経営 9120001205461 認定支援機関の実務能力向上を目的とした研修サービスの販路開拓

大阪府 株式会社グローバルコンストラクション 8120001117501 ＬＥＤ電球型防犯カメラの販路拡大

大阪府 株式会社シェアウィズ 4120001168762 オンライン日本語学習教材の海外販路拡大及び海外展示会出展

大阪府 蛸べえ　花園町店 － 特区構想地区のたこ焼き屋兼居酒屋での外国人観光客向け広告宣伝

大阪府 わ　ばっかす － お酒に合うお土産用焼き菓子の開発と提供でリピート客増

大阪府 株式会社グランプラス 7120001200836 石鹸素材の花「サボンドゥフルール」の直販ルート販路開拓事業

大阪府 株式会社ｆｅｌｉｃｅ 7120001185631 「大人のアトピーお悩みサイト」制作によるタオルの販売強化！

大阪府 株式会社サビ 2120001038240 デジタルコンテンツ事業

大阪府 株式会社イロイシ 4120001201977 もらって感動、思い出の動画が再生されるジュエリー売上向上計画

大阪府 アップ・セット株式会社 4120102017629 お客様のファン作りを支援する！「社外広報部」の販路拡大

大阪府 株式会社ＨＡＪＩＫＥＹＡ 6120001173959 「涼む空間」を売る！居酒屋の新しい集客方法！

大阪府 ばんどう酒店 － 語らいの場がある、これからの酒屋への展開とＰＲ

大阪府 プラスワン － パッケージデザインのネットリアルプレゼン構築による拡販

大阪府 ラ・プレシャス － 歯科衛生士のための会員制動画学習スマホアプリ制作による販路拡大

大阪府 株式会社ポン太青果 3120001141266 ［土肥ポン太の野菜講座つき］農業体験・収穫体験

大阪府 株式会社Ｖａｌｕｅ 9120001178550 オリジナルＦＡＸＤＭシステムを活用した、中小企業活性化事業

大阪府 株式会社シザコンサルティング 7140001088709 多角化したコンサルティングを前面に出したＨＰからの販路拡大

大阪府 Ｍｔ．Ｒｏｏｔ合同会社 5120003010153 滑りやすく安全なスノーボードの、大人中級者向け開発と販路開拓

大阪府 合同会社龍の橋 9120003006032 Ｗｅｂサイトからの集客強化とオムニチャネル構築事業

大阪府 馬場万鞄店 － 味と技会の復活で大阪名物品のネット販売促進。

大阪府 株式会社ＴＴＳ 8120001197493 ＤＩＹ警備システムの拡販を通じて持続性ある収益体質への転換

大阪府 リフィナスフィットネススタジオ － キックボクシングの認知度向上及び会員獲得に向けた販路拡大計画

大阪府 株式会社ハーティネス 3120001194652 認知症予防コミュニティリーダー育成とオンラインサロン開設

大阪府 株式会社ミックウエルヴァ 7120001081021 理美容・サロン様売上ＵＰサポートのための販路開拓

大阪府 Ｃｈａｒｍｙ＋ － 作品展開催による認知拡大とネットショップの新規顧客獲得

18 / 49 ページ



平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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

大阪府 株式会社関西遠心分離機製作所 9120001034695 トイレ改装・社外看板補修による工場訪問者数増加事業

大阪府 株式会社マインドアイ 9120001121122 広域エリアへの販売促進によるニュースレター販売増加事業

大阪府 ａｂｃｄｅ　ｓｔｕｄｉｏ － 植物と一体化する植木鉢の制作と販売。それに伴う植物の販売促進

大阪府 シテ方　観世流　能楽師　齊藤信輔 － 日本の伝統文化である能楽観世流による能公演のＰＲ・普及事業

大阪府 東邦家具株式会社 4120001024585 三か年計画における経営構造改革事業

大阪府 合同レディーファーマシー 8120003011529 美容ＩＴ機器導入による美容商品の販売促進

大阪府 株式会社松本塗料商会 1120001161340 自動車補修塗料の新規マーケットへの販路開拓

大阪府 ａ　ｓｌｉｃｅ　ｏｆ　ＢＥＥＦ～ひときれの牛肉～ － ひときわ目立つ看板照明と来日観光客向け宣伝等で新規顧客獲得

大阪府 株式会社スタンドケイ 7160001017921 公園で行うマルシェ＆ＢＢＱ（バーベキュー）企画

大阪府 ムーチャ － 地域活性のための「うたごえ広場ぽっぽ」イベント

大阪府 ＵｎｐｕＴｅｍｐ － 小売店としての更なる魅力向上の為のテイクアウトケーキ販売事業

大阪府 Ｒａｄｉｅｕｓｅ － 女性カメラマンが教える！輝く女性のオンラインスクール新規事業

大阪府 造園設計　きかぶ － 新規顧客獲得・販路開拓のためのホームページ再製作

大阪府 甘泉堂 － 通販の売上向上と実店舗のブランド力アップの相乗効果

大阪府 十三　まるたけ － 外国人観光客向けのホームページサイト作成事業

大阪府 株式会社ワイズ 2120001103069 新規顧客獲得と企業イメージの向上を狙ったホームページの作成

大阪府 有限会社幸 7120002051840 漫画小冊子と外国語対応サイトによる外国人来店客の取り込み

大阪府 株式会社小野海事商店 4120001037620 国内仕入れから自社輸入で利益率ＵＰ！

大阪府 株式会社サインズスクエア 5120001123700 マンションリノベーション事業の知名度向上・販売促進事業

大阪府 株式会社ルメイヤカドゥ 6120101053557 和雑貨のホームページ開設で日本文化を楽しく広める販売促進事業

大阪府 株式会社インソムニア 6120001180278 「販売代理店への催事販売の提案」

大阪府 株式会社ＬＩＦＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 4120001187201 日本初！コーディネート提案型ネクタイのレンタルサービス事業

大阪府 有限会社後藤研削 9120002054973 新規顧客獲得に向けた自社ホームページの新規開設

大阪府 大野道場株式会社 5120001162905 事業者向けコンサルティングサービスとセミナーの広報

大阪府 無痛整体　巡庵 － 自律神経の不調専門無痛整体の啓発と収益拡大のための広報強化

大阪府 株式会社メイドインジャパングループ 1120001201146 「日本のチカラ認定」１００商品限定カタログ活用による販路開拓

大阪府 ビリーブイン株式会社 8120001206980 エントランスのリノベーション知名度、大阪市内でＮＯ．１計画

大阪府 株式会社クオート 2120001181395 働く女性を応援する『フェイシャルエステ』

大阪府 建築設計室　Ｍｏｒｉｚｏ－ － 本物の素材や技術を「活かす・伝える・形にする」新設計サービス

大阪府 株式会社キーコネクションズ 2120001186097 ホームページによる２つの新サービスの販路開拓

大阪府 有限会社エンジェル 3120002071355 健康痩身メニューでの新規顧客の獲得

大阪府 株式会社コーリングデザイン 5120001127635 トータルビューティサロンの展開としてセミナーの集客ＵＰ

大阪府 うめだ印刷株式会社 8120001009285 地域限定ブランドの商品を常設販売店の作成で販売力強化する事業

大阪府 むらせ陶器 － 販路拡大・自社製品の開発

大阪府 株式会社ＫＡＲＡ 9120001121584 オリジナル天然石ジュエリー「あまのか」の全国販路開拓

大阪府 寺澤鍼灸整骨院 － 身近な非日常空間の体験とランディングページによる集客率アップ

大阪府 株式会社北野商会 4120001212974 組織変革を担うリーダーのための「組織の学校」

大阪府 株式会社グレイス 2120001191592 シェアリングカルチャースクールの展開とウェブ・商業施設での告知

大阪府 株式会社関西エージェンシー 1120001135534 広告業界の流れを捉えるスマホアプリ販売による販路開拓事業
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大阪府 株式会社カルム 7120001207807 髪質の悩み解消と新デジタルパーマの導入による新規集客

大阪府 株式会社Ａ．ＤＩＮＩＮＧ 9120001206690 デジタルソムリエとデジタルスクリーン導入による販路拡大

大阪府 グローアップパートナー会計事務所 － 事業承継対策に関わる人材育成のための資産税事業の顧客開拓事業

大阪府 株式会社ドローンプラス 5120001206257 ドローン市場における集客のための宣伝広告

大阪府 有限会社アイ・シー・ビー 9120002071408 新規顧客に対する企業ブランディングの販路開拓

大阪府 株式会社オークラハンズ 7120001011944 地域密着型不動産業によるスタートアップ向け賃貸物件の提案事業

大阪府 ｈｅａｌｔｈｙ＆ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ＮＯＬＥＥＹＮ － 女性のためのオーダー痩身サロンのチラシ作成とネット広告

大阪府 合同会社ＨＮＹ 4120003012407 女性オーナーによる女性のための安心予約制不動産相談サービス

大阪府 ラポールパートナーズ － 結婚を夢見る女性のためのウエディングサロン事業の展開

大阪府 アリアレイン株式会社 3120001200286 「目に見えないもの」を魅せるための「見える化」事業

大阪府 ハートストリングス － 堀江の移転に伴うバレエスクール集客ＵＰ

大阪府 東邦鋼業株式会社 9120001013096 鋼材運送トラック便あいのりシステムの周知を行うプロジェクト

大阪府 株式会社オージャスト 9120001143926 ＡＩ機能を使ったイベント制作システムの導入を告知するＰＪ

大阪府 三陽アキュラシー株式会社 6120001181565 設計・開発・加工のリードタイム短縮による新規顧客獲得の促進

大阪府 株式会社ＢＯＢ 7120001210752 地域密着型店舗の販路拡大による地域活性化事業

大阪府 ルリアンプランニング株式会社 8120001203053 「写真だけ婚」の獲得により「挙式しない層」にも販路拡大！

大阪府 行政書士アーチ事務所 － 中国投資家の日本進出サポートサービスの販路拡大

大阪府 タテカワ森本 － 消費者向け販路開拓の展示室設置・自社工場内作業導線整備事業

大阪府 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 9140001097988 ホームページでのＰＲと信頼度向上による若い世代の新規顧客獲得

大阪府 有限会社武美屋 5120002017777 住宅バリアフリー化による転倒事故防止の啓蒙による販路開拓事業

大阪府 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｅｌｉｚａｂｅｔｔａ － 女性をもっとキレイにポジティブに！そこから繋がる消費拡大事業

大阪府 株式会社スカイエピキュール 6120001171112 大阪の老舗お好み焼き・味乃家の味をネット通販で日本へ世界へ！

大阪府 株式会社日進月舗 2120001188812 「スマホお困り相談」チラシの配布による高齢者の流入促進！

大阪府 株式会社パーフェクトウォッシュ大阪 1150001014280 最高レベルの石材洗浄・コーティング技術で新築のままの輝きを

大阪府 ＣＯＮＮＥＣＴ株式会社 6120001212592 「ＩＴ不動産仲介」と「手数料完全無料仲介」で不動産仲介革命！

大阪府 街道住建株式会社 3120001183052 電光袖看板の設置で認知度アップと躍動感あるホームページ作成

大阪府
体と顔のあんまマッサージ専門店・から
かお

－ Ｗｅｂサイト開設及びチラシ制作による販路拡大事業

大阪府 Ｔｈｅ　Ｂｏｔｔｌｅ　Ｏｖｅｎ － ＳＮＳが連動するホームページを制作して新たな顧客を開拓する

大阪府 株式会社Ｈａｎａｂｉ 9120001179607 蓄光の新たな市場開拓を行う新素材顔料の販路開拓事業

大阪府 株式会社ｔｏｒａｒｕ 7120001212534 遠隔リアル店舗販売による買い物弱者対応策の価値向上＋販路開拓

大阪府 りょう整骨院 － 「みやこじまいきいき体操」による一生涯パートナー企業の実現

大阪府 株式会社Ｇ・Ｍ・Ｂ 2120901028943 日本の四季を食感！和そだち旬の高級野菜宅配サービスで販路開拓

大阪府
アグライア・クリニカルアロマティックラボ
株式会社

8120001194037 アロマを使う病院、介護施設の増加、特に認知症予防アロマに注力

大阪府 株式会社ドリームエー 3120001182005 脳を鍛えるそろばんを多くの子供たちに学んで役立ててもらう

大阪府 整体院　康 － 広告デザインの一新とＩＴ展開で新規顧客獲得と社会貢献を図る

大阪府 株式会社ティンクサンク 7120001168074 ネットショップ開始と機械導入及び販路開拓と売上向上

大阪府 株式会社小林順蔵商店 5120001043304 アルコール飲料の海外バイヤー向け展示会への出展と販路獲得事業

大阪府 北九商事株式会社 7120001146427 本社移転に伴うホームページのリニューアル及び会社案内の作成

大阪府 西都速記株式会社 4120001189115 革新的技術！ピアノでリアルタイム字幕入力！
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大阪府 株式会社ＳＰＩＫｅ 7120001142541 大阪発！外国人向け超穴場スポット動画共有サイトによる販路開拓

大阪府 有限会社ツバメ製作所 8120002011579 販売員を援護するカタログ、サイトを使った販路拡大

大阪府 クレアスト行政書士事務所 － 語学力を活かし中小企業の外国人雇用を支援するビザ手続事業

大阪府 株式会社ＩＤマネジメント 6120001137922 ２４時間カスタマーサポート及び民泊関連鍵の受渡し無人化事業

大阪府 エモジンデザインスタジオ － ＷＥＢ戦略とリアルイベントの２本立てで顧客と出会う力をＵＰ

大阪府 株式会社Ｆｉａｎｃｏ 7120001211073 お直し部門の強化と「スーツ・コンシェルジュ・サービス」の実施

大阪府 Ｂａｓｅ － ジャマイカテイストのヘルシーフードの普及による売上拡大

大阪府 株式会社サクセスリンク 6120001185426
『法人向け携帯電話の販売・各種ＯＡ機器の販売、太陽光発電の販売・設
置』の販路開拓

大阪府 有限会社ハートプロ 7120002068389 研修事業の直接受注に向けた販路拡大

大阪府 有限会社カイヤ 3120002010890 菰樽の販売に特化したＥＣサイト構築とＤＭによる販売促進活動

大阪府 株式会社フェリスゲート 4120001211497 コメディカル分野における人材紹介および健康活動事業

大阪府 株式会社ＤＩＯ・ＯＮＥ 5120001162723 ＡＩによる自動応答システムを取り入れた新たな不動産事業の展開

大阪府 株式会社トートアニマルホスピタル 2120001212407 他院との差別化を図れる最新電気メスシステムの導入

大阪府 有限会社センタックス 9120002070194 法人顧客を増やすためのマーケティング提案能力・ツールの強化

大阪府 ＣＯＵＥＲ　ｄｅ　ＶＩＮ － 女性目線で自社の強みを生かし女性客の集客を増やす。

大阪府 ピンクフラミンゴ － イタリア、サルデーニャ料理レストラン事業の拡張

大阪府 － 石鍋カレーうどんをＰＲし、近隣と周辺施設からの販路開拓を実現

大阪府 株式会社ＨＥＬＩＯ　ＪＡＰＡＮ 9120001186165 鍼灸市場でのカリフォルニア州により販路開拓

大阪府 株式会社Ｖｉｖｅｎｔｅ 6120001194121 新提案の無農薬完熟素材で作る『締めパフェ』で販路を拡大する計画

大阪府 有限会社メディアマスター 4120002061347 炭酸ヘッドスパの導入と新商品開発、販路開拓事業

大阪府 株式会社レスアンドモア 4120001166774 自社店舗内に顧客の共感と満足度を高めるマルチスペースの設置

大阪府 株式会社テクノサポートデザイン 6120001123732 眼鏡型ディスプレィによる実物大シミュレーションソフトの販売

大阪府 Ｐｅａｒｌ　Ｍｅｄｉｃ． － コメディカル分野における人材紹介および健康活動事業

大阪府 心斎橋酒場　叶えや － 看板及びホームページ改正等による新規顧客開拓

大阪府 株式会社シュアーイノベーション 8120001208622 ランディングページ制作とＷｅｂマーケティングによる顧客獲得

大阪府 竹内商事株式会社 9120001094467 ＳＮＳを活用したコラボ商品企画・宣伝によるブランド知名度向上

大阪府 株式会社Ｃａｍｉｎｏｚ 6120001208962 青森ヒバを使った自社無添加石鹸の販促ツール制作と販路開拓

大阪府 株式会社ワンダーフレンズ 9120001181728 地域密着ポスティングでＨＰアクセスアップ

大阪府 株式会社ＫＳパートナーズ 1120001145153 日本最大の障がい者アウトソーシングサービスの販路開拓

大阪府 ノマド１２３０有限会社 9120002068148 パッチワークキルトのレンタル・販売　ホームページ・カタログ制作

大阪府 リコスタイル － おもてなしのできるテーブルコーディネーター発掘・育成事業

大阪府
秋山建築住宅設計室・一級建築士事務
所

－ 『快適性と健康性を楽しむ性能住宅設計手法開発と販路拡大』事業

大阪府 株式会社ダイヤストアシステム 1120001211888 多店舗展開支援サービスで刈り取り型から農耕型顧客獲得事業

大阪府 ドラムアンドベースレコード － ドラムアンドベース　レコードウェブショップリニューアル。

大阪府 唯千里 － 日本製庖丁等の海外向けサイトの改良・英語圏外サイトの開拓

大阪府 株式会社ＬＵＮＡ 8120101057366 口腔ケアで老後も楽しく生き生き～口腔ケア実践訪問看護普及促進事業～

大阪府 株式会社ＡＧプロダクツ 8120101029869 無添加で、野菜の機能性を保持した野菜チップスの販路開拓。

大阪府 日本特殊畳株式会社 4120101023339 超抗菌スリッパの公共施設への販路開拓

大阪府 山月工房 － 大阪の伝統工芸「和泉蜻蛉玉」のＷｅｌｌ－ｋｎｏｗｎ　ｓｐｒｅａｄ

21 / 49 ページ



平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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

大阪府 角野晒染株式会社 9120101002305 スクリーン捺染機を活用した手ぬぐいの新規需要・顧客の開拓事業

大阪府 Ａｒｔ　ｓｔｕｄｉｏ－ａｎａｒｏｍａ－ － 自己表現のためのジュエリー提案と販売拡大

大阪府 アークヘアー － ＩＴを使った差別化と顧客来店サイクルの短縮化と新規顧客開拓

大阪府 有限会社義経 5120102005054 堺駅で乗降する外国人観光客の集客及び、店を通じて文化を伝える

大阪府 Ｃｏｃｈａ　Ｂａｒ － 紅茶への好意醸成から健康生活に貢献するＷｅｂ　Ｓｉｔｅの作成

大阪府 家族葬のミナト（フューネラルミナト） － お客様操作の自動見積システムによる安心価格・サービスの普及

大阪府 Ｊトップ株式会社 6120101028831 活性炭自動再生型排水処理設備の海外販路拡大事業

大阪府 合同会社ｎｉｃｏｍ 2120103002417 販路拡大を狙うブランディング・広報戦略

大阪府 音遊株式会社 7120101056641 『魅せる』『体験する』和洋折衷な若者向け新着物文化の提案

大阪府 株式会社ＴＡＴＡＭＩＳＥＲ 7120101053449 ＤＭ発送とＷＥＢサイト構築による新規顧客獲得

大阪府 ＫＨスタッフステーション株式会社 7120101023732 子育てママさん現在進行形ＷＥＢプログラマー派遣

大阪府 Ｏ－ＺＩＥＳ － ヘアー＆トータルビューティーに興味のある方の新規集客

大阪府 新日本料理　心 － セルフオーダーアプリと顧客管理アプリ導入による売上向上

大阪府 エムズクリエィション － トルマリン入りシリコンフェイスマスクの開発・販路開拓

大阪府 スカイテック株式会社 1120101057356 ＡＩ情報提供サービス“ＳＣＡＩ－ｉｎｆｏ”サービス販路拡大／新規顧客獲得

大阪府 中林整骨院 － 坐骨神経痛や脊柱管狭窄症でお悩みの方に健康をサポート

大阪府 シャルル・マキ － 新たな販路、需要のある新メニュー提供のため専門機器の導入

大阪府 竹野染工株式会社 9120101004920 ｈｉｒａｌｉとＯｏブランド力向上のためのカタログ作成と東京展示会出展

大阪府 まどか美椅子店 － 新商品開発＆ＨＰショッピングサイトリニューアル計画

大阪府 株式会社雨風 5120101000452 訪日観光客に対して、発酵食品体験型観光資源の提供を周知させる

大阪府 ＦＷＥ研究所 － ☆毎日の行動指針がわかるオリジナル手帳開発と販売促進

大阪府 株式会社プランニングコンサルタント 5120101006730 空き店舗・空き家等、活用促進事業

大阪府 Ｐａｌｅｔｔｅ　Ｊａｐａｎ（パレットジャパン） － つまみ細工を世界へ！和装小物の越境ＥＣサイトの構築と広告宣伝

大阪府 ＫＯＺＺｃｒｅａｔｅ － ハンドレール、アイアンフェンス、デザインウォールの試作開発

大阪府 株式会社ＣＬＯＶＥＲＳ 2120101050979 割れない鏡による「発信する集客」で新規顧客を開拓する

大阪府 編集プロダクション　フジイ企画 － ネット営業によるＰＴＡ・企業・団体の広報紙・冊子製作等の販路開拓

大阪府 太泉晒染工業株式会社 2120101004035 ＨＰの全面改装とカタログ刷新による販促活動の本格始動

大阪府 ＴＯＴＡＬＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬＯＮ　ＨＡＲＵＫＩ － 自店の認知度向上にかかるチラシ作成とホームページの作成

大阪府 マイデジーノ株式会社 8120101054157 「灯家－ａｋａｒｉｅ－」ブランドを、ＷＥＢとチラシを活用してＰＲ＆販路開拓

大阪府 株式会社Ｇ 7120101056542 ホームページで最先端家電セットアップ支援サービスを全国に紹介

大阪府 Ｈａｉｒ　Ｒｏｏｍ　Ｄｏｎｉｃｏ － 美容室オーナーと求職者をつなぐ美容師求人．ｃｏｍの利用拡大

大阪府 Ｄｅｓｉｇｎ　ｓｔｕｄｉｏ　ａｄｒａｃｔｉｏｎ － ＷＥＢサイトとチラシ制作を軸とした、新規顧客獲得の導線づくり

大阪府 アクスト － 世界遺産へ～長年撮りためた百舌鳥古墳群の写真集販売～

大阪府 Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｈｉｖｅ － 店舗のヨガスタジオ利便性向上とアロマ顧客の新規開拓

大阪府 有限会社藤川樹脂 6120102012454 インバウンド効果とＳＮＳによる製造業の海外販路開拓プラン

大阪府 Ｇｒａｓｓｒｏｏｔｓ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ － 日本のレコード販路拡大のための海外展示会参加・ＨＰ作成

大阪府 合同会社ＦｉｎｅｓｔＣａｓｔ 8120103002808 チラシ・パンフレット・ホームページの作成

大阪府 音吉株式会社 8120101022056 自社ＷＥＢページ構築による顧客の新規開拓

大阪府 松デザインオフィス － 店舗「ツバメルーフ」の認知度を高め、設計契約を増やすための事業
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大阪府 株式会社アートプラス 6120101030127 ３年以内に届く「未来の手紙（仮称）」の事業化と販路開拓

大阪府 株式会社山根商店 7120101007438 開かれたリサイクル業を実現するための情報提供事業

大阪府 レオニス株式会社 6120101007884 中国国際輸入博覧会への出展、微信（中国版ＬＩＮＥ）による集客

大阪府 株式会社うさぎ 7120101051717 北海道から沖縄まで、「うさぎのラーメン」を日本全国にお届け

大阪府 演出旅行社パインツーリスト － ―日本で唯一の「演出」を広く伝えるプロモーション―

大阪府 岬寿し － 新規顧客３０・４０代女性獲得、高齢化対応と動線改善での生産性向上

大阪府 株式会社ジェイピー 4120101051042 新製品の効果的な活用方法実演による新販路の開拓事業

大阪府 阪田接骨院 － 大阪初！最新の姿勢分析と古武術操法による介護予防事業

大阪府 有限会社ケムズ 8120102013541 体質改善専門サロン事業「ボディメソッド１２０日プラン」

大阪府 合同会社クレインタウン 8120103002312 高齢者を支える家族をサポートするチャットシステムの構築

大阪府 日本ツクリダス株式会社 6120101049555 製造業向けの生産システム「Ｍ：ｎｅｔ」の販路開拓

大阪府 上坂税理士事務所 － 遠隔操作でご要望に即対応！お客様満足度アップでＷｉｎ－Ｗｉｎを実現！

大阪府 株式会社スタイルクリエーション 4120101029922 売上増に直結する「営業・販売研修」の販路拡大を狙う

大阪府 有限会社アジャスト 6120102013667 産後骨盤矯正でさらなる女性の社会進出を応援！

大阪府 村田畳店 － 新事業の集客と、チラシ活用での商圏拡大ＰＲ事業

大阪府
チャイ＆ラッシーＫＬｉＭ　ｃａｆｅ／和食ビス
トロＰｏｔ’ｓ　ｄｒｏｐ

－ 客席の増設及び洋式トイレへの変更による新規顧客の開拓

大阪府 株式会社ＡＮＡＮＡＳ 8120101057151 一般消費者／大手企業に向けたウェブサイトを用いた広報事業

大阪府 トト洋菓子店 － 堺クッキーの名前ブランドで、数種類のクッキーを販売製造する。

大阪府 ひかり整骨院 － 自宅でも出来る！オーダーメイドボディメイクの販路開拓

大阪府 劇団タルオルム － 短編映画を使った広告宣伝活動で集客アップ

大阪府 株式会社エムフリーク 3122001030548 在宅患者に特化したクリーンベンチの導入と施設等への販路開拓

大阪府 勝井鋼業株式会社 8122001001560 ＳＮＳと連携し、当社の加工技術を継続的に発信する仕組みの構築

大阪府 株式会社ＵＩＷ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2122001030103 日本のブランディング技能をベトナム人次世代経営者にＰＲ事業

大阪府 Ｆｉｖｅ－ｓｕｐｐｏｒｔ － ドローンによる空撮動画作成事業及び地域活性化事業

大阪府 田代珈琲株式会社 2122001004750 「セミナー」を活用する、コーヒー「生豆」の新規顧客開拓事業

大阪府 プエンテコーヒー － ネット販売の構築、商品価値（ブランド力）向上及び販路の拡大

大阪府 ハタニ製作所 － 脱町工場へのイメージ戦略としてのオシャレでみやすいＨＰの作成

大阪府 株式会社Ｈ 9122001026103 「メイクセラピー」の販売促進で高齢者層にも販路を拡大！

大阪府 有限会社ＹＯＮＥＳＨＯＵ 8122002006724 ２７年の実績をＰＲして販路開拓と人材採用を強化するＨＰ作成

大阪府 株式会社吉武工務店 3122001007934 「オフィスリフォーム事業」の為の販促ツール作成による販路拡大

大阪府 はぐくみ行政書士事務所 － ファミリービジネスに特化したブランディング戦略による販路開拓

大阪府 有限会社ティム 4122002003196 買いやすさを追求した通販サイトのリニューアルで新規顧客開拓

大阪府 焼肉・韓流鉄板鍋すずらん － 当店の味をご自宅で！お持ち帰り商品販売による販路開拓事業

大阪府 畑ダイカスト工業株式会社 9122001006195 展示会出展から新規顧客を当社見学に導き商談成約率の向上を図る

大阪府 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｃｅｒｉｓｉｅｒ － 新サービス導入及び自社ＨＰ立ち上げ、チラシ配布による販路開拓

大阪府 有限会社高山工務店 3122002009847 天然無垢木材を使用したオーダーメイド住宅による新サービス事業

大阪府 株式会社スワロー工業 5122001029489 「滑らないバリアフリー」の訴求による個人客の獲得強化！

大阪府 株式会社ミドリ福祉会 8122001030733 外国人留学生が安心できる環境での将来の外国人介護士育成事業

大阪府 マザーグループ株式会社 1122001017514 バイオリズム手帳の販路拡大及び生産向上に取り組む事業
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大阪府 有限会社エフ・ティナカニシ 9122002000783 地域の笑顔と健康を美味しくサポート飲むフルーツスタンド事業

大阪府 株式会社吉﨑精工 1122001030112 ホームページ作成による販路開拓

大阪府 Ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｅ　Ｍａｎｏ － ワクワクまつエクルーム（バリアフリー）作成による売上ＵＰ作戦

大阪府 Ｌｕｃｅｌｌａ － 広告宣伝強化による集客力向上事業

大阪府 楠本モータース株式会社 1120101042283 先進安全装置の点検を推進し、安心な車社会を維持する事業

大阪府 株式会社グロージャストマン 1120001164228 新店舗のＩＴを活用した広告宣伝による売上向上・利益率改善事業

大阪府 株式会社ｂｉｔｓｅｔ 3120901037927 業務用映像再生装置「ぽん出し君」の販路拡大

大阪府 ｔｏｅｌｌｅ　Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ株式会社 8120901034886 高級美容サロン『‘ｅｌｕａ（エルア）』の立ち上げ

大阪府 のりまきのすけ － キンパ（韓国風海苔巻き寿司）等の購買意欲ＵＰによる販路拡大

大阪府 庭の成樹園 － 華道家向け造園施工の販路開拓のためのＯ２Ｏによる広報事業

大阪府 高槻クリニカル整体院　敦 － オンライン広告を効率的に活用した新規顧客獲得事業

大阪府 中村工務店 － 地域密着型工務店として認知度の向上、顧客との接点づくり

大阪府 株式会社介祉塾 2120901039164 介護で培った知見を生かした、シニアに売れる仕組みづくりの支援

大阪府 株式会社ライフステージ高槻 1120901039628 宣伝エリア拡大と認知度強化のための広報活動事業

大阪府 あまゆり株式会社 3120901037992 看板設置とチラシ配布で新たなターゲットに認知度ＵＰ！

大阪府 葉山珈琲　阪急高槻市駅前店 － 「古き良き」を守り、豆に拘る珈琲店のチェーン店との差別化戦略

大阪府 学習塾　才塾 － 地域シェアＮＯ．１へ！小学生に的を絞った宣伝・新規獲得事業

大阪府 ゆとり － 学習意欲向上を促す学習プログラムや指導教材の開発

大阪府 合同会社こねくと 4120103003025 お客様目線に立った買い物支援サービスによる顧客満足度向上計画

大阪府 リフォーム中西 － 三世代同居・近居の住まいを実感するモデルルームの開設

大阪府 株式会社エスケイエス 8120101046534 地元食材による高付加価値弁当の高齢者層向け宅配サービス事業

大阪府 Ａｇｒｉ　Ｌｉｆｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ － エリア拡大とエリア内知名度アップ実現による売り上げ拡大

大阪府 岸和田薬局 － 山間部の高齢者への薬剤師訪問サービス提供による買物弱者対応

大阪府 株式会社ひとみ薬局 7120101037559 子宝、難病、ダイエット、介護の顧客課題における伴走型支援強化

大阪府 ファミリー居酒屋　花小路 － 家族３世代がゆっくりできる店舗づくりのためのトイレ改装

大阪府 Ｓｃｅｎｅ株式会社 2120101043891 新規顧客獲得に向けたインターネット広告、チラシによる広報事業

大阪府 安田コンサルティング － ランディングページ作成とディスプレイ広告活用による売上拡大

大阪府 アイランドカフェ － 新規顧客の獲得、リピーターの定着化それに伴う売り上げの向上

大阪府 株式会社オーピーエス 6120901016639 葬祭向けクッション材の販路開拓と生産性向上

大阪府 Ｈ．ｉｍｓ株式会社 9120901034290 海外製プリント基板（実装品含む）の販売サービス向上と販路拡大

大阪府 茨木社中 － 通信販売酒類小売業による輸入酒類の販売の第二創業計画

大阪府 Ｐｏｓｈｄｅｃｏ株式会社 1120902012666 オーダーメイドの段ボールディスプレイ事業による販路開拓

大阪府 株式会社ダイニン 5120901013323 モバイル対応ホームページによる認知度の向上と新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＷＡＳＣ基礎地盤研究所 7120901013684 東京・熊本での展示会出展

大阪府 焼き菓子ｓｏｕｒｉａｎｔ － リアル・ネット融合によるマルチチャネル化とライフスタイル提案

大阪府 Ｓｏｗａｐ － 化粧品や美容関連の販促物に特化したデザイン事業の販路開拓

大阪府 ユニクル株式会社 2120901010190 「棄てないコンサル」の販促で顧客を拡大し地球の未来に貢献！

大阪府 英会話カフェ＆スクール「プチプラネット」 － 高齢者・ママ友・キッズ等の獲得とその快適な環境・サービス向上

大阪府 株式会社オートアディクション 9120901039422 【業者販売ＢｔｏＢ】専用サイトの構築
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大阪府 うるかうステーション － 自社ブランド商品のウェブサイト制作及びパンフレットの製作

大阪府 有限会社ティ・エス・ディ 3120902000611 高性能３Ｄプリンター導入と社内治具部材製作による販路拡大

大阪府 荒木ＦＰ事務所 － 販路拡大！金融知識の普及を通じ、日本人のお金不安を解消する

大阪府 レナ　ジャパンメイド　ショップ － 店舗全体のＰＲと販売促進のためホームページ開設による販路開拓

大阪府 株式会社エスディーメディカル 5120901030987 歯科医院の資金と患者さんを守る格安高性能商品の拡販事業

大阪府 有限会社ミスギ 4120902001575 食品加工業界における混合撹拌機の販路拡大計画

大阪府 オートワークス北摂レッカー － レンタカー事業の広告および販路開拓

大阪府 有限会社マーメイドフラワージャパン 6120002081954 「定期少量郵送パックサービス」等による「無消費」顧客層の開拓

大阪府 すし釜めし百万石 － 人手不足の問題を解決、ついで買いも促せる「冷凍釜めし」の開発

大阪府 漢方のまさえ堂薬局 － インターネットによるオンライン販売とコラボ企業による実演販売

大阪府 株式会社飛人ｄｅｓｉｇｎ 6120901029475 無農薬の伝統野菜の周知と拡散！小さなレストランの取組み

大阪府 ＲＩコンサルティング株式会社 7140001091142 成果追究！リニューアル特化型ウェブサイト制作サービス販路開拓

大阪府 ベーカリーレストランパンチキチキ － 和式トイレを洋式に入れ替え、席数増でお客様満足アップ

大阪府 株式会社電子技販 8120901007529 ＰＣＢ　ＡＲＴ　ｍｏｅｃｏのブランディングサイトの構築

大阪府 にしい鍼灸整骨院 － ハンモックセラピーによる自費施術患者の新規獲得

大阪府 株式会社シンセーインターナショナル 3120901002922 リハビリマシン海外販路開拓＆海外での使用を想定したマシン開発

大阪府
Ｐｅｔｒａ　ｔｏｕ　Ｒｏｍｉｏｕ（ペトラ・トゥ・ロミ
ウ）

－ 戦略アイテム「リンネ」の開発と、マーケティングシステムの整備

大阪府 株式会社エムエイポップ 4120901015675 地域・ニーズの変化に対応したジュニア向け店舗への改装と周知

大阪府 合同会社爽 5120903002101 地域の家事労働を軽減する「洗濯アウトソーシング」推進事業

大阪府 心路株式会社 7120901039820 新たなチラシによる広報で新規デモ顧客・購入顧客獲得計画。

大阪府 有限会社トリムシステムズ 2120902007079 トリムスター全自動デマンドコントロールシステム販路拡大計画

大阪府 株式会社ベッツクリニカルラボ 1120901039025 新規顧客獲得計画およびブランチラボ事業における業務効率化

大阪府 オフィスＦＰ　Ｌｉｎｏ － ライフプラン『未来のお金の人生年表』作成サービス強化

大阪府 株式会社ユアコンパス 1120901031873 調理師試験合格対策講座ＷＥＢ（動画配信）コース開発による売上拡大

大阪府 株式会社アイルビー 6120901031233 自習カフェの認知度向上を図る

大阪府 有限会社ラパン 7120902008072 パン生地製造技術を活かしたおからパウダー・スイーツの製造販売

大阪府 株式会社リ・コート 3120901016179 企業用パンフレット作成・ＨＰ刷新による営業力強化！！！

大阪府 株式会社ＭＡＫＥ 4120901032654 健康寿命を伸ばす！『筋トレ受け放題』メニューで地域シェア拡大

大阪府 岸部カイロプラクティック － ＩＴによるＨＰを利用した４０歳代以上２０名新規顧客獲得計画

大阪府 町の酒屋古木 － 新ＨＰでデリバリー顧客獲得とワインセラー導入で超専門店化

大阪府 有限会社オカブネ 9120902005613 再生途上の千里ニュータウンで新規移入者への認知度向上事業

大阪府 エヌテクト － 業界初の樹脂成形機用窒素ガス発生装置の試作開発による市場開拓

大阪府 株式会社Ｒｏｎｉｎ 7120901038599 多目的宴会スペースの稼働率アップとファミリースペースの新設

大阪府 ＦＩＥＬＤ　ＤＯＯＲ株式会社 3120901033926 法改正に対応と設備導入による画期的な作業効率アップの実現

大阪府 株式会社紀の国屋 1120901006099 「ワインを楽しむ生活」の提案による新規顧客開拓事業

大阪府 すわ鍼灸整骨院 － 吹田市初の遠絡療法と骨盤矯正・美容鍼灸の販路開拓

大阪府 株式会社ＩＳＭ 6120901030532 大規模改修のプロが手掛ける戸建住宅の外壁リフォームの販路拡大

大阪府 藤田金属株式会社 3122001024129 新製品フライパンの販売促進と販路開拓

大阪府 ＲＥＡＴＨ株式会社 1122001025319 アスリート特化型のトレーニングスタジオとしてのブランド確立
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大阪府 さくらトレーディング － 和包丁の海外販売に伴う越境ＥＣサイトの構築事業

大阪府 からだラボＮＥＸＴＦＩＥＬＤ鍼灸整骨院 － 新規メニュー、パーソナルトレーニングの販路開拓・告知活動

大阪府 ＫＩＧ　Ｍｏｕｔｈ　Ｇｕａｒｄ － カスタムマウスガードの販路拡大を推進するウェブサイト制作

大阪府 德治昭童画館（とくはるあきどうがかん） － 童画作品販売のためのＷＥＢ強化と広報による新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社キッチンオリタ 2122001024369 食物アレルギー対策と教育　アレルギー対応食品の開発

大阪府 茶米古道 － リピーター確保のためのギフト商品開発及び販促事業の開拓

大阪府
Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｈ彡ＡＩＲ’Ｓ（サロンドゥエ
アーズ）

－
３０日周期でご来店頂くお客様を重点的に増やすための「チラシ折り込み集
客事業」

大阪府 株式会社タケシマ 4122001021769 ごみ袋の製造及びサンプル作成委託先（海外）の開拓業務

大阪府 和光電研株式会社 6122001020694 蓄電池新規事業の農業分野への販路の拡大

大阪府 酒惣菜　味楽 － 個室の増設による団体顧客の販路拡大事業

大阪府 和牛亭　仁 － 一歩踏み込んだバリアフリー事業による集客　：車椅子で楽しい食事

大阪府 カネ筒農園 － 大阪の伝統作物「紅たで」の復活を！６次産業による販売促進事業

大阪府 有限会社ダイトク化研 2122002014113 新規事業としての歯科技工作業補助具の開発

大阪府 株式会社ケーワールドｉｓｍ 6122001013649 貴女のお風呂をキラッキラにするグッズ販売促進

大阪府 ＦＲＥＥＷＡＮ － 販路開拓のためのホームページの改善

大阪府 寛大工業株式会社 8120101052937 町工場のホームページ開設による認知度の向上と新規顧客獲得

大阪府 赤坂金型彫刻所 － 『赤坂式半月彫刻法』の伝播と伝統継承

大阪府 ＨａＮａＹａＫａ　Ｃａｆｅ － 進化系地域密着型　～和カフェ＆スフレ～

大阪府 有限会社やまもと 5122002015018 流出する既存顧客を補う新規顧客獲得のための広告活動の実施

大阪府 Ｌａｖｉｅｒｙ － 家族と祝って家庭円満！記念日プランナー事業ＨＰとチラシ作成

大阪府 興亜紙工株式会社 5122001018450 カラー印刷で高付加価値の段ボール箱による新規市場への販路拡大

大阪府 大衆酒場　がちや － 唐揚げのテイクアウト販売での販路拡大事業

大阪府 プラクス株式会社 1122001030987 家系図型電子カルテツールの販路開拓・機能拡張

大阪府 村松塗装店 － 「滑らないフローリング」を多数受注し総合リフォーム業者へ！

大阪府 ＭＯＲＥ都市開発株式会社 5122001020200 空き家問題を解決する「不動産の社会的責任投資」価値発信事業

大阪府 小顔矯正サロン　ルキア － ヘッドマッサージ導入による既存顧客へのフォローと新規顧客獲得

大阪府 整体サロンいつき － ＨＰのリニューアル、口コミサイト掲載、チラシ

大阪府 てらうち整骨院 － 富裕層向け完全紹介制・完全出張型ボディメンテナンスの販路開拓

大阪府 有限会社大一創芸 7122002014216 ガーメントプリンターの導入でオンリーワン、試作品で販路開拓

大阪府 有限会社共進自動車 4122002013559 短時間車検サービスの開始・販路開拓

大阪府 いずみアセットパートナーズ － 空き家コンサルティング業務における受注拡大のための販路開拓

大阪府 株式会社ロゴス企画 6120903000847 感動するダンスの動画配信とダンスイベントで顧客を取り込む事業

大阪府 手包み餃子と中華キッチンひげ － 動画看板で臨場感と香りと味を届け新たなお客様を集客する事業

大阪府 津の国屋 － 老舗和菓子屋の餅つき大会でお子様と家族を取り込む事業

大阪府 鉄板厨房広島焼きお多福 － ヤフー広告（ＰＰＣ広告）を利用し『カープ女子』獲得の仕組化構築

大阪府 ファーストシーン株式会社 9120902019555 海上の防犯遠隔監視カメラシステムの開発と販路開拓

大阪府 有限会社コノジャパン 6120902020607 ロールプレイング動画による「働き方改革研修」の見える化事業

大阪府 Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘ　Ｈｏｒｉｕｃｈｉ － 「お顔そりエステ」でいつまでも綺麗でいたい女性を応援する取組

大阪府 グリーンオフィスベルデ － 私らしさをお花で表現する展示会で癒しと楽しライフの取り組み
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大阪府 ダーザインプロジェクト株式会社 8120901034713 タイ料理好きがワイワイ集う、タイ感満載、食べて幸せへの取組み

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機能強化による利用者及び売上の拡大

大阪府 株式会社多賀工務店 1120901029884 オリジナルリノベーションプログラム開発とマーケティング力強化

大阪府 株式会社ショウキ 8120901035439 お悩みコト・モノサービスの展開によるご利用者数・ＬＴＶの増大

大阪府 新木工房 － 椅子購入をより促す為の展示会への出展とＷＥＢサイトの再構築

大阪府
デジタルプラザ・キュリオステーション豊
中店

－ フルカラービジョン設置を行い新講座告知による新規会員獲得

大阪府 ＪＥＳ大阪　藤井恵美子 － インバウンド向け新事業“体験型観光プラン”の販路開拓

大阪府 株式会社幸成社 8120901037864 徹底的な販促戦略における認知度の向上及び新規顧客の開拓

大阪府 ふるかわ整骨院 － トレーニング機器導入による差別化と販促ＨＰ構築による集客強化

大阪府 ラシーナ株式会社 5120901039062 法人客新規獲得のための３Ｄソフト導入とホームページ作成

大阪府 中川鍼灸整骨院・整体院 － 骨格矯正、自律神経調整の鍼施術の自費施術販路の拡大

大阪府 めばえ行政書士法人 8120905005702 姉妹行政書士による教育・保育、相続サポートの広報戦略強化事業

大阪府 たすくはり灸治療院 － 妊活改革！「心と身体の土台づくり」で夫婦を支援

大阪府 有限会社いんやん倶楽部 9120902005241 日本の伝統的な養生文化を全国へ広めるための事業

大阪府 サロンドファミーユ － 女性会員を増加させる、女性のための新サービス事業

大阪府 ＨＤｗｏｒｋｓ株式会社 8120901030547 インバウンドも対象にした販促用ＰＲ動画の作成

大阪府 株式会社カルヴォ 6120001200135 薄毛男性を「魅せる」技術ノウハウ確立と理容業界への拡販事業

大阪府 あさのパートナーズ株式会社 1120101045518 悩める小規模事業者へ提案！経営支援パッケージの開発

大阪府 株式会社イマモト 7120901022867 ＷＥＢで焼きたてパンの香りと笑顔を届ける事業

大阪府 船越鍼灸整骨院 － 身体障害者の筋麻痺・間接拘縮の予防のための訪問マッサージ事業

大阪府 ｌａｈｅｌｌａ － サロン開業者向け日本産精油インストラクター養成講座展開事業

大阪府 株式会社ＲＯＴＯＲ 1120901030743 蜂蜜専門店としての知名度アップとパッケージデザインの作成

大阪府 株式会社ＮＩＣＯ・Ｊａｐａｎ 3120001193233 ６／１５民泊新法を見据えたタイ向けインバウンド推進事業

大阪府 ＨＰＡ株式会社 1120001134800 「心に響くラッピング」で顧客満足を高め売上向上につなげる事業

大阪府 ｉ．Ｄ．Ｓ．株式会社 2120001165860 自社製品開発と「魅せる」写真でのＨＰ等刷新による販路拡大事業

大阪府 株式会社大捷 6120001205588 近隣ファミリー層に向けた新商品・サービスの開発・販路開拓

大阪府 ミッシェルウエスト － アレルギーや皮膚が弱い方に特化した美容院のオシャレ応援事業

大阪府 株式会社サクセスシェア 5120901027397 国語力・人間力アップによる全教科アップ勉強法の周知・販促事業

大阪府 女性お顔そり専門店アイリス － お顔そりを通してアラフィフ女子にハッピーライフを提供する事業

大阪府 合同会社アルルカンプロダクト 5120003009633 新商品のアジア圏進出のための販路開拓の取組み

大阪府 Ｆｕｃｃｉ　ミュージックスクール － 子供のうちから本物の音楽を！プロ演奏家による新たな音楽教室

大阪府 株式会社アトリエ　アイ 3120901022697 モデリストが手掛ける北摂エレガンスブランドの構築と販路開拓

大阪府 アマゾンカムカム株式会社 3120901026962 アマゾンで育ったスーパーフルーツ「カムカム」の普及拡大事業

大阪府 Ｎｅｒｕｎｅｒｕ　Ｎａｉｌ（ネルネルネイル） － ホームページで自分らしさを大切にするオトナ女子を呼び込む事業

大阪府 エステサロン　花　～ＨＡＮＡ～ － 営業拠点の一極化とエステ講習会及び海外エステツアーの実施

大阪府 個別指導塾サクセスワン － 行動科学とクラウドを活用した学習塾コンサルティング業務のＰＲ

大阪府 株式会社金星商店 8120901019508 フットケア事業販路開拓に伴う店舗レイアウトリニューアル事業

大阪府 合同会社ＭｏｏｎＬｅａｆ 8120903001315 自社初の国産アロマを原料とした化粧品を製造、販売する。

大阪府 株式会社配線コム 6120901037057 レスポンシブデザインとＣＭＳを盛り込んだウェブサイトへの刷新
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大阪府 たけいち整体院 － ＩＴ媒体の有効活用による新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ズーム 5120901022167 北摂テナント．ｃｏｍ新規ページ製作「閉店・移転サポート」

大阪府 パウオレ － 飲食をしながら楽しく生きた英会話を学べる場の提供

大阪府 株式会社ワンズホテルズ 9120901038192 「池田市観光客」に特化したホームページ制作で新たな販路開拓！

大阪府 合同会社ライフテンダー 7120903001992 タブレットを活用した認知症予防　高齢者向けの新規事業で販路拡大

大阪府 株式会社マエガワモールド 5120901019997 目からうろこ！成形現場を一新、進化した統合型システム提案

大阪府 活魚・鮮魚　かさ家 － お客様ニーズに応える『コンパクトＭＥＮＵ』提供による価値創造の実現

大阪府 Ｒｕｃｉａ － 地域への浸透

大阪府 森田特許意匠事務所 － 知的財産情報のタイムスタンプ「代行」サービス事業

大阪府 サカイ商事株式会社 2120901019579 女性向けメニュー強化による女性客の客単価向上計画

大阪府 玉龍敷布工場 － 泉州タオルを全世界へ！インターネットを通じた販路開拓事業

大阪府 泉州特産水なす漬け本舗マコト商店 － 日本の美味再発見！関空から世界へ広がる郷土の味・茶漬けの挑戦

大阪府 ドッグスクール・ＨＯＳＯＹＡ － 愛犬を十分に散歩出来ない方へ！ドッグラン付き『犬の幼稚園』

大阪府 三浦農園 － 若者の漬物離れにストップ！思わず手にとるパッケージ開発

大阪府 袋谷タオル合資会社 2120103001245 大阪特産野菜・赤ワイン・地ビール染め泉州タオルを全国へ！

大阪府 株式会社やまね家具 4120001150852 快適睡眠アドバイザーが眠りの悩みを解決する体験型ベッド販売

大阪府 株式会社山満造園 4120001153731 広報力強化による樹木治療業務の拡充

大阪府 株式会社ナカガワ 5120001148350 ガレージ倉庫事業、新規企画商品『楽ガレ』の展開・販路拡大

大阪府 有限会社マインド・ピープル 2120002073105 高齢者向け店舗改修とモーニング訴求チラシによる販路拡大事業

大阪府 株式会社ライツェントベアー 4120001150951 顧客ニーズに合った店舗改装・設備導入によるＣＳ向上の実現

大阪府 有限会社ずうちふうず 1120002072529 初めての店舗大幅改装リニューアルオープンで新規顧客の販路開拓

大阪府 有限会社エヌ・エス 3120002076321 一般工務店を対象にしたウェブサイト活用による大手依存脱却事業

大阪府 ボルテックス株式会社 1120001188490 【とろとろわらび餅】ブランド化の為のホームページリニューアル

大阪府 夫婦問題相談室　マイハピネス － オンライン講座構築とｗｅｂサイト公開による販路開拓

大阪府 ドイツ菓子　ハイデ － 地域コミュニティと子育て支援に協力できる２階サロンの改装

大阪府 明輝オート － フレーム修正機を用いた中古自動車・事故車等の骨格再生事業

大阪府 ビストロ　キャトル・フィーユ － お洒落でヘルシー♪フレンチ嚥下食で笑顔あふれる豊かな食生活を

大阪府 田中ぶどう園 － 神宮司ぶどうの加工商品で贈答品としての販路を開拓する。

大阪府 京阪米穀株式会社 7120001147788 富裕層・健康志向・拘り客取り込みの為の店舗照明、装飾の高級化

大阪府 有限会社長田商店 5120002073787 手工業の強みを活かした商品のブランド化による販路拡大事業

大阪府 株式会社楠風エナジーシステム 5120001171278 「簡易エネルギー診断」による新規顧客開拓事業

大阪府 株式会社アートハウス 4120001147337 イベント出店による福祉事業オリジナル商品の販路開拓事業を広げる

大阪府 有限会社スペースデザインウィズ 8120002074394 介護リフォーム・耐震・省エネ工事をより身近に！ＨＰで販路拡大

大阪府 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ｂａｒ　ｃｈｉｋｉ－ｃｈｉｋｉ － 新規顧客の集客力を高めるための店舗改装による販路拡充

大阪府 株式会社アトリエＭａｙ 8120001185226 世界に通用する和紙照明ブランドの確立と販路開拓

大阪府 アリョシカＩＫＰ合同会社 8120003012535 パッケージ開発と商品種類の拡充による日本市場に適した商品提供

大阪府 有限会社豊島養蜂園 3120002074639 イベントを活用し健康や美容相談、試食会のできる店づくり

大阪府 株式会社ナカサカ 9120001170664 自社ホームページを活用した営業戦略の確立

大阪府 株式会社ｅ－旅行 8120901035307 地域住民にお得な旅行の提案と、寝屋川市の活性化を図る事業
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大阪府 おんわ整骨院 － 腰痛・足のシビレで不調を抱えている方に特化した販路開拓事業

大阪府 グラッチェ株式会社 5120001192282 輝いて社会貢献できる女性を創造するスペース「Ｄｏｎｎａ」

大阪府 南農園 － イチゴ観光農園ホームページの受付予約機能及び動画の作成

大阪府 プラウトハウス株式会社 4120001113082 多言語対応！満足度向上！民泊事業の新規総合集客策

大阪府 スタジオＫ．Ｃ　Ｌａｂ － カラダで悩む人を０にする加圧トレーニング健康促進事業

大阪府 有限会社サンコー 8120002074205 曲線切断可能なコンクリートカッター「スネーク」の販路開拓

大阪府 天王寺膝痛改善スタジオＴＢＣ － 高齢者を対象とした「膝痛」改善プログラムの開発・販路開拓

大阪府 エクステリア二葉 － 『お庭のエクステリア・外構・リフォーム業務全般』の販路開拓

大阪府 枚方テクノカレッジ － はさみと磁石で電気の体験学習ができる書籍型教材の開発と拡販

大阪府 Ｈａｉｒ空間　りぃる － 地域顧客が求めるトータルビューティを提供する予約システム構築

大阪府 株式会社ティーラ 4120001174182 介護保険外サービス「アロママッサージ」で事業所の経営安定化

大阪府 株式会社くろしお保育園 2120001190652 娯楽サービス業を対象にした経営コンサルタント事業での顧客開拓

大阪府 田中電機工業株式会社 8120001156193 作業効率をアップさせるマークチューブ整列シート販売促進事業

大阪府 株式会社ジートップ 8120001160377 新商品「色々な子供用雑貨に使える名前タグ」の販売促進事業

大阪府 株式会社ウシオ 4120001155323 ロボット業界へ向けた提案型販路開拓事業

大阪府 守口赤ちゃんの店 － 子供服のスペシャリストが地域密着で子育て応援事業

大阪府 有限会社川口建創 3120002079522 ＷＥＢ活用で新規事業と顧客開拓　目指せ脱下請け

大阪府 株式会社かなのわ 1120001205080 地域企業のかかりつけフラワーショップとしての地位確立の事業

大阪府 株式会社イ－エ－エス　ジャパン 1120001191511 ３ヶ国語（和・英・中）カタログによる国内、海外への販路拡大

大阪府 株式会社クレオ 2120001160507 体に優しい天然素材を使用した水性ネイル海外販売・国内販売強化

大阪府 株式会社コーワ技建工業 6120001171384 空き家問題を解決！解体業者の地域安全施策推進事業

大阪府 松茶商店 － ギフトセット開発と、擂茶が必要なお客様に情報を届ける事業

大阪府 株式会社マツサカ 3120001160357 自動車板金塗装の高い技術力を活かし、製造業へ挑戦！

大阪府 よこづつみ整骨院　守口院 － 予防から治療まで一貫対応。地域の健康にアプローチ！

大阪府 にこちゃん整骨院 － ＨＰ上のＶＲ体験と紙面上の体験記の仮想と現状の融合による販促

大阪府 ＳＡＮＳＥＩ工業 － 管路更生へ進出するため、当社の認知度向上看板とチラシ作成事業

大阪府 廣商 － 廃プラスチック問題解決を目指した社会貢献型事業の販売促進計画

大阪府 株式会社スマイルファクトリー 5120001193537 子供達の笑顔を増やす！体験型バルーンキッズスペース創出事業

大阪府 ジョニーのから揚げ土居駅前店 － 回転率重視から、居心地の良い地域に密着した居酒屋への転換

大阪府 ビープラスシステムズ株式会社 8120001118210
予防接種受付予約システムちゅうしゃうっ太郎のリニューアルに伴う広報活
動

大阪府 門真園芸株式会社 3120001157279 緑化（美しい庭・植木）でストレス解消・生産性向上サービス事業

大阪府 アトム電器梶町店 － 看板・チラシ・ＩＴ相互活用による認知度ＵＰ新規客獲得事業

大阪府 おそうじ本舗　鶴見東店 － ホームページ開設、チラシ作成・配布で新規顧客を開拓する

大阪府 有限会社桜めいほう 9120002081539 中古パーツ市場に着目したホームページによる売上・利益率の拡大事業

大阪府 中崎町法律事務所 － ホームページリニューアルによる不動産・相続に特化した事業計画

大阪府 Ｆｕｎ　Ｈｏｕｓｅ株式会社 5120001160561 教室の増設とＩＴツールの活用によるレッスン機会の増進

大阪府 なお鍼灸整骨院 － 大阪府門真市が健脚長寿社会になるための取組

大阪府 ネクストアグリ株式会社 4120001178290 鳥獣害対策を活かした新商品開発と顧客拡大。

大阪府 グリルヤマモト － 萱島を音楽とぶどうで活性化し、萱島中央商店街盛り上げ隊創設！
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大阪府 笑良う － 美味しい肉は笑顔を呼ぶ、お客様の笑顔増量化プロジェクト！

大阪府 活兵衛 － 売上げ増大のための店舗の外観“魅せる化”プロジェクト

大阪府 ユーアイオフィス － 【ベトナム人材】の紹介、日本とベトナムの架け橋計画・販路開拓

大阪府 株式会社アルチエ 8120101049479 「グローバル人材育成研修事業」の販路開拓

大阪府 創作揚げ工房さんぽ － 店舗を拡大しお断りのないお店作りと美味しい空間を提供したい

大阪府 株式会社松野建材店 6120101025721 建材販売及び造園業に特化した顧客開拓

大阪府 有限会社セイロモータース南大阪 7120102016025 「愛車を長持ちさせたい」ユーザーへの訴求によるファン層の拡大

大阪府 御菓子司　吉乃屋 － 顧客特注のオリジナルどら焼きの販売促進事業

大阪府 株式会社鈴工作所 5120001020575 立体的内装の店舗、一般住宅の安全設計、不慮の事故の軽減を実行

大阪府 数算教室 － 全学年同一カリキュラムの効果と実績のＰＲによる新規受講生獲得

大阪府 葵屋酒店 － 立ち呑み屋の認知度向上計画

大阪府 重栄商事 － 見込み事業者・企業家発掘！チャレンジショップマルシェ事業

大阪府 株式会社ホンダビジネス大阪 9120101025693 暖かおもてなしで冬季のお客様来店数増、閑繁の差を埋め売上増！

大阪府 寺田さんちの健やか餃子 － 『豚肉を使わない健やか餃子』のネット販売とインバウンド開拓！

大阪府 ヤマゲン製菓株式会社 4120101025839 ＩＴ導入に伴う販路開拓とヤマゲン製菓の知名度の拡大

大阪府 Ｏ・Ｋ・Ｉ － Ｗｅｂ強化による集客アップ＆パンフレット制作による商談加速

大阪府 株式会社えん 4120101051653 新物流サービスのＷＥＢサイトを利用した新規販路開拓

大阪府 ＳａＱ　ｈａｉｒ － 傷まない低温デジタルパーマの提供と照明及び看板の設置

大阪府 うなぎのうえだ － 駅前再開発後を見据えた店舗改装によるうなぎ専門店の販路開拓

大阪府 津田商店 － 屋台×店内イベントでワクワク体験できる地域の息抜き場創出事業

大阪府 南海ケータリングサービス株式会社 3120101008464 食のダイバーシティーへの取組みと画期的なホームページの作成

大阪府 株式会社フォースト 4120001212082 ラグビー選手のためのオリジナルデザイン防滑機能付ウェアの開発

大阪府 谷垣歯研 － ３Ｄプリンタ活用入れ歯生産体制構築によるシニアライフ充実事業

大阪府 有限会社ケイディエル 7120002012891 デンタルジュエリーブランド立ち上げによる情報発信強化事業

大阪府 台所カフェ　それいゆ － お弁当サービスによる新販路開拓に向けたチラシの作成事業

大阪府 イロドリ － ふんどしランジェリーのＷＥＢセレクトショップの作成

大阪府 合同会社アウトワールド 4120903002060 ワンストップＥＣ運営代行サービスの開発と販路開拓

大阪府 ルートファクトリー株式会社 3120901031814 雇用契約書のかんたん作成・締結システムの開発・販路開拓

大阪府 ＋Ｃｏｍｆｏｒｔ（プラスコンフォート） － 業務ノウハウのオリジナルツール化と、マーケティング活動の徹底

大阪府 瀧川塗装店 － チラシと動画で実績５７年の瀧川塗装店を知ってもらう

大阪府
ジェイテックインターナショナルコーポ
レーション

－ バドミントンの練習用アクセサリー“新トレリング”の販売促進活動

大阪府 ＬＯＶＥＥＤ － 節目の５周年、新サービス導入・アメニティ向上のＬＯＶＥＥＤへＧＯ！

大阪府 鍼灸院・整骨院　健寿の森 － 保険診療に頼らない整骨院の新規患者獲得事業

大阪府 株式会社マナユニット 6120001184345 デザイン性に富んだ特殊素材消防被服の販路開拓

大阪府 パティスリークリドコック － チョコレート専門店として大阪北摂の素材を伝えるブランド事業

大阪府 再光堂整体院 － 肌のトラブルの治療の宣伝及びケアのための石鹸の販売促進

大阪府 株式会社キングリフォーム 6120901034574 窓工事専門ＷＥＢサイト「窓とりかえま専科」のＰＲと販路開拓

大阪府 ドーナツデプト － 贈ってうれしいギフトドーナツの販売及び認知度ＵＰ。

大阪府 株式会社オファー 8120901027700 ミャンマー蓮布の卸先開拓と実店舗の広告宣伝
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大阪府 有限会社ギミックス 9120002042540 新規事業：提案型デザインＴシャツ販売の販路開拓

大阪府 株式会社イチフジ 8120901032056 新規事業（外壁工事・塗装）の初期販促

大阪府 オッツマミー株式会社 1120901031733 「みのおソーセージ」拡販を突破口にコンサルティングの本格展開

大阪府 株式会社モリタ 8120901021042
飲食・クラフト系スモールビジネス応援！地域で活躍するプレイヤー育成事
業

大阪府 ｋｉｎｏｍｉ株式会社 7120901033617 安心・安全な自社オリジナルアロマ商品の新規販路開拓事業

大阪府 株式会社Ｊｉｋｕ　Ａｒｔ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 6120901034806 「Ｊｉｋｕブランド」販路開拓のための海外展開事業

大阪府 有限会社ｒｅ・ｍａｋｅ 9120902021750 海外展開に伴う多言語対応販促物を活用した販路開拓と拡大

大阪府 ＪＮＴ関西建物サービス株式会社 9120901036782 「火災警報器」設置啓蒙活動と消防設備導入ＰＲによる販路開拓

大阪府 三桝屋酒店　学習塾勉強みます会 － 現在断っている入塾希望者を受け入れるための新たな教室の工事

大阪府 株式会社ティルモ 5120901031829 新規個別学習指導専門校舎オープンＰＲ

大阪府 ＳＯＢＩブランディング － 卸売り向けガラス、すず商品の開発と販路開拓事業

大阪府 クムガン食品 － 新商品　子どもも食べられるキッズキムチの開発による販路開拓

大阪府 あーｃｈａとねぇね合同会社 4120103002984 移動市場『あーね号』で買物支援、直営『ねぇねデリ』の販売促進

大阪府 株式会社吉永建設 5120101056445 ラッピングバスによる宣伝とＨＰ・チラシによる補足宣伝

大阪府 有限会社Ａｃｃｏｍｐｌｉｓｈ 7120902013634 「辛いらーめん」だけではない四川らーめんの新たな販路開拓

大阪府 ｎａｐｎａｐ　ｄｅｓｉｇｎ － 『集客コンサルティングができるデザイナー』の地位の確立

大阪府 クイーン美容室 － 自宅でも美容室のように優れた再現力を可能とするパーマの提案

大阪府 映像制作　ガンズ・クリエイション － スポーツ分析用のためのＤＲＯＮＥ空撮による　販促用　デモフライト

大阪府 有限会社フィデス 8122002012086 ３０～６０代向け加齢の髪の悩み解決の美髪コース導入による販促

大阪府 自在設計合同会社 7122003001312 どこでもスピーカーの周知による販路拡大と売上向上

大阪府 末広石材株式会社 2122001024906 ＨＰの新規頁の追加とＣＴＩ活用での見込客＆既存客のフォロー

大阪府 三ツ川レディース鍼灸院 － 自院の独自性をアピールするホームページの構築による販路開拓

大阪府 ＢＹＯＵＲＳＳＯＮ（ビュアゾン） － オムニチャネル化による顧客接点多様化および世界観の発信力強化

大阪府 有限会社オオキタ 7120002073810 催事・秋のスポーツアイウェア体験展示会開催による販路開拓

大阪府 有限会社エーエムエンジニアリング 4120002026366 スポーツ・アウトドア市場に向けたＴＥＲＵＢＯの改良・販売事業

大阪府 竹上鍼灸院 － 当院オリジナル「筋膜リリース技術」の鍼灸院への普及による販路開拓

大阪府 進和機電株式会社 4120901009504 ホームページ、ホットマーカーによる物流業界顧客開拓

大阪府 株式会社地域情報ラボ 4120001207388 マンション防災と地域防災の連携強化の取組と、その販路開拓

大阪府 アトリエプラス － 女性建築士による女性が快適に働く職場の提案事業

兵庫県 たつみ － 「地産地消の安心・安全な漬物」の拡大と広報計画

兵庫県 株式会社エミクル 9140001088962 スキンケアクリームの「新規顧客」の獲得と売上向上計画

兵庫県 ｇｉｒａｆｆｅ株式会社 3140001101417 業界初「アロマ×花」ギフトボックス販売で大口デザイン受注事業

兵庫県 Ｆｌｙｉｎｇ　Ｃａｒｐｅｔ　Ｇａｌｌｅｒｙ － 神戸での強力な広宣活動によるペルシャ絨毯とギャッベの販路拡大

兵庫県 Ｐｏｒｔａｉｌｌｅ（ポルタユ） － レザーシューズブランドの効果的ＰＲ及び地方都市への販路開拓

兵庫県 オーダーメイド靴店雪結晶 － 展示会への参加および看板製作と労働環境改善による売上増加策

兵庫県 株式会社日本薬用食品研究所 9140001021675 ＨＰ等を活用して茶花エキスの新規顧客開拓策

兵庫県 株式会社デビュー 3140001020311 「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ」の新商品による新規顧客の獲得計画

兵庫県 株式会社エス・キュービック 2140001094868 小規模ガソリンスタンドを支援するサービスのＰＲ

兵庫県 株式会社浜谷金属工業所 8140001022245 会社案内・製品案内カタログ製作とＨＰ更新による販路拡大計画
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兵庫県 株式会社ＤｅａｒＢｏｕｑｕｅｔ 3140001091518 枯れない花をアジア新興国へ！越境ＥＣ構築と展示会出展事業

兵庫県 合同会社ＭＡＭ＆ｄ． 7140003012096 乳児・敏感肌用の食物由来スクラブの新規開発と販売促進

兵庫県 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｇｒａｃｅ　ｌａｄｙ － 稼げるネイリストを育てるプロネイルスクールの展開計画

兵庫県 ｓｔｕｄｉｏ　Ｐｏｒｔｒａｙ － オーナーカメラマンによる出張撮影サービスの売上増加計画

兵庫県 株式会社ワクレア 1140001103167 介護従事者の労働軽減に向けて！新規顧客獲得計画

兵庫県 ｃｏｃｏｂｅｅ　ｏｒｇａｎｉｃ － 多くの人にオーガニックの良さを体感してもらい認知度向上計画

兵庫県 エステティックサロン　オハナ － 自社商品（あくっしー）を販売してくれる契約店舗の販路拡大計画

兵庫県 ＰＬＵＳ　ＯＮＥ三宮駅前店 － 一人ひとりの足に合わせた完全オーダーメイドインソール制作事業

兵庫県 倉橋総合会計事務所 － 事業承継及びＭ＆Ａ関連業務のウェブサイト構築

兵庫県 株式会社ジョブパワー 8140001092916 人材紹介事業参入に伴う採用者および売上の増加計画

兵庫県 パティスリーキタムラ － 焼菓子新商品「ショーソン・オ・ポム」開発での差別化・販路開拓

兵庫県 株式会社ロングライフ 2140001022226 更年期世代からの女性を応援する、ながいきや本舗の販路拡大

兵庫県 株式会社仲偉 5140001099419 業界トラブル解消に向けたリユース業の「新たな価値創造」事業

兵庫県 Ｋテクノサポート － 展示会出展及び広告掲載、カタログ配布等による新規顧客獲得

兵庫県 もりお工房株式会社 9140001102681 神戸の上質な革製品を全国に！販路開拓と生産性向上事業

兵庫県 有無有限会社 9140002013028 自社開発パテ・ハム販路拡大の為パンフレットとホームページ作成

兵庫県 株式会社ワン・ワールド 7140001088989 神戸の港から日本の誇る高品質中古車の販路開拓事業

兵庫県 ロックガーデン神戸 － 競技ボルダリングに対応した設備による上級者向け販路拡大

兵庫県 株式会社コンシャス 3140001027315 レポートキング（工事現場管理用スマホアプリ）のＰＲ活動

兵庫県 株式会社御湯所 3140001092508 電動キャリアの導入によるインバウンドおもてなし強化事業

兵庫県 ビストロミヤン － 瀬戸内フレンチを広めたい！小さなフレンチレストランの取組み

兵庫県 株式会社山下デザイン 6140001105753 店舗外観を広告媒体化！　通行人誘因＆豊富なコンテンツを訴求。

兵庫県 山陽中央社労士事務所 － 新聞広告による情報弱者に対する当事務所事業の周知

兵庫県 株式会社工販 8140001007543 ホームページのリニューアルによる新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ウィッシュ 1140001021600 独自の事業モデル『ロゴエ』によるシニア世代への販路開拓事業

兵庫県 いしころカフェ － 若い女性に支持される「インスタ映え」スイーツの開発販売

兵庫県 モンテール － 子供への事業継承による新たな販路拡大と売り上げ向上計画

兵庫県 株式会社ｋｏｋｏｉｑｕｅ 9140001102153 新事業（ワーキングカフェ）のＰＲによる販売向上計画

兵庫県 ｖｅｒｔｕ － ハマム浴（ハーブ浴）導入による施術効率化・売上拡大計画

兵庫県
ｃａｆｅ　ｄｅ　ａｓｓｉｅｔｔｅ　カフェ　ドゥ　ア
シェット

－ 「アシェットデセールと焼菓子」で有名となるための顧客獲得計画

兵庫県 畠田孝子行政書士事務所 － 建設業者の事業段階に応じた提案型支援サービスで新規顧客開拓

兵庫県 あかり鍼灸整骨院 － 自費施術の改良・開発及び顧客満足度向上による販売促進事業

兵庫県 株式会社ミルハ 1140001032432 ホームページとオンラインストアを活用しての「新規顧客」の獲得

兵庫県 株式会社ｓｃａｌｅ 3140001104782 スポンサー信頼性獲得の為のＨＰ作成計画

兵庫県 株式会社Ｔｒａｖｅｌ　＆　Ｗｏｒｋ 9140001109958 お祭りアプリの作成による会社認知度ＵＰ、販路開拓

兵庫県 サンホーム株式会社 5140001098081 「賃貸弱者」対策で住みよい街に～在留外国人向け賃貸住宅事業～

兵庫県 有限会社オガワ食品 2140002010989 給食業者をターゲットとした販路開拓の為の作業環境整備事業

兵庫県 ＬＩＴＴＬＥＬＯＧ株式会社 4140001097002 ３０㎡以下のログハウス販売とログハウスリノベーションの提案

兵庫県 株式会社ＮＥＸＴ 9140001102293 「楽ちんかっこいい」紳士靴の販売促進と販売作業の効率化
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兵庫県 株式会社クレストコーポレーション 7140001025216 アウトレット品の独自開発とプレミアムセール実施による販売促進

兵庫県 有限会社オープランニング 5140002013270 女性ならではの感性で創る日本文化「箸」の広報活動

兵庫県 穂波産業株式会社 5140001010855 麺と云えば穂波産業！となるための販路拡大・イメージ向上事業

兵庫県 田村整骨院 － 地域一番の健康産業事業者に向かって「新規来院者」の獲得計画

兵庫県 ＳＥＳＳＩＯＮＳ － 手描きＴシャツを含めた、オリジナル商品の販売増加計画

兵庫県 アコットヨガ － 不妊治療者の為のヨガ提供によるクラス参加者の増加計画

兵庫県
株式会社ブルーホース（天海鍼灸整骨
院）

2030001019118 交通事故専門サイト立ち上げとネット広告による販路拡大事業

兵庫県 クレセル － 看板やチラシ、広告とＩＴのリンクによる認知度向上・顧客獲得

兵庫県 株式会社リフトプラン 7140001032088 ＰＲ活動拡充による新規顧客開拓及び若手技術者採用計画。

兵庫県 株式会社ｆｉｅｌｄ　ｅｉｇｈｔ 3140001093893 純国産・無添加ドッグフードの新規取引拡大計画

兵庫県 株式会社Ｔｒａｄ　Ｓｔｙｌｅ 1140001034032 在庫商品の着姿写真の電子カタログ化による５Ｒ戦略推進計画

兵庫県 宮原ゴム工業株式会社 4140001016960 新規販路開拓のための海外展示会出展事業

兵庫県 株式会社ミュウ 4140001031877 オリジナルギフトＢＯＸを活用したナチュラルチーズの販路拡大

兵庫県 神戸産業株式会社 4140001011986 サンタもびっくり！“発想転換と底力”を活用した新事業の取組み

兵庫県 有限会社ジェーシー産業 8140002037705 ネット予約システムの導入とＳＮＳを連携したＨＰでの集客事業

兵庫県 神港農園芸株式会社 4140001013207 若い女性が来店したくなる店づくりによる集客向上計画

兵庫県 想創家Ｋｕｂｏ － 女性客及び新規客の来店動機を掻き立てる設備導入とＨＰ更新

兵庫県 達矢整骨院 － 整骨院で行うインソール作製事業による販路開拓

兵庫県 ハードワーカー株式会社 6140001024053 『透明な靴でフィッティングをチェック』靴教室生徒集客促進事業

兵庫県 合同会社エースクール 3140003008619 「モデル農園」での田舎暮らし体験による農業スクール顧客の拡大

兵庫県 株式会社ＢＭＴ 3140001097523 完全実費型脳梗塞リハビリ事業による集客増加計画

兵庫県 白雲堂 － 「ワンストップで０からオフィス開設まで」開業顧客の獲得計画

兵庫県 ＩｓａｔｅｎＦｏｏｄｓ株式会社 5140001101794 インバウンド消費に沸く飲食店への宣伝および販路拡大

兵庫県 有限会社ティ・エル・アイ 7140002019844 〝耳ドック〟でトレーニング者獲得

兵庫県 兵庫みなと動物病院 － 「人と動物の絆。」小学生向けの獣医さん体験会事業

兵庫県 Ｈ＆Ｂ株式会社 1140001030122 「美・健康推進計画」みんなでリラグゼーションプロジェクト！

兵庫県 司法書士　上野秀章事務所 － 神戸の震災の経験から学んだ安心して相続を行うための提案

兵庫県 株式会社松﨑 5140001015441 自社商品の販路拡大計画

兵庫県 株式会社カネトシ 8140001032500 民事再生からの再チャレンジ　新製品開発販売と製造・作業の改善

兵庫県 ＰＯＳＨ　ｈａｉｒ（ぽっしゅヘアー） － 団塊・団塊ジュニア世代の白髪染めで地域１番店を目指す集客事業

兵庫県 エッジ株式会社 9140001028976 公式サイト構築による世にも珍しい神戸発個室カフェ売上増加計画

兵庫県 若林工務店 － 伝統工芸ＰＲによる下請け脱却作戦

兵庫県 株式会社ａｎｃｉｅｎｎｅ 6011001072360 「料理研究家　濱田美里」のＩＴ活用による販路拡大

兵庫県 株式会社ＡＴＳ 2140001033685 元Ｊリーガーが運営するスポーツ施設の利用者増加の為の広報施策

兵庫県 ライフゴールインターナショナル株式会社 9140001100520 ｅラーニング講座開発による新規顧客開拓事業

兵庫県 有限会社Ｔ＆Ｊ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2140002025995 オートシードフィードカッターによる商品付加価値と作業効率向上

兵庫県 山善寿司南五葉店 － ＷＥＢ活用・外観イメージチェンジによる新規客拡大計画

兵庫県 こうべくつ家 － ハンドメイド靴のビジネスマン向け新ブランド展開による販路開拓

兵庫県 甘果園（松下　勇人） － 神戸の四季折々の農作物とこだわり加工品の新規顧客獲得計画
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兵庫県 株式会社ＳＯＡＲ 2140001026739 シニア層に訴求する看板広告物の作成と施設整備による販路開拓

兵庫県 有限会社テンプル 8140002015033 焙煎所をコーヒー好きが集まる豆専門店にリニューアル！

兵庫県 Ｄｏｇ　ｃａｒｅ　ｓａｌｏｎ　Ｓｍｏｏｃｈ － オンラインショップの充実化による顧客増大の実現

兵庫県 株式会社ＥｄｕＬａｂ 1140001104074 塾の空き時間を活用したロボット・プログラミング教室の立上げ

兵庫県 山嶋和敏税理士事務所 － シニア起業支援・補助金活用レポートによる顧問先開拓事業

兵庫県
司法書士・土地家屋調査士　井本須美尾
事務所

－ ＧＰＳ及びドローンを活用した測量業務の効率化

兵庫県 スティルヘア　Ｓｔｉｌｌ　ｈａｉｒ － シニア層に向けたエイジングケアに興味がある客層への情報発信

兵庫県 エバーグリーンエジュケーション － 世界標準規格Ｓｃｏｒｍ形式の英語学習コンテンツの開発、販売

兵庫県 司法書士法人ｂｌｕｅ　ｓｈｉｐ 4140005024092 神戸初の「法務ドクター会員システム」構築による業績向上計画

兵庫県 いもと登記測量事務所 － 総合窓口型ウェブサイト開設とワンストップサービスの強化

兵庫県 株式会社ＣＨＡＲＣＯＡＬ　ＳＴＡＲＴＥＲ 5140001108609 個性を仕事に変える「家計教育」事業

兵庫県 株式会社アトリエ葉 5140001102124 新規事業「２坪ハウス」のプロデュースによる純利益向上計画

兵庫県 ｄｅｓｉｒ　デジール － 新規事業導入と広告による２０代の新規顧客取り込みで増収を狙う

兵庫県 株式会社フォトアートヒロム 2140001092863 ドローンによる空撮事業進出と販路開拓

兵庫県 株式会社ブランプール． 9140001024629 介護専門人材紹介事業の開発計画

兵庫県 ＶＩＮＳＥＭＢＬＥ － リピーター顧客の満足度向上のための新規ワインセラーの導入

兵庫県 脱毛＆ｂｅａｕｔｙ　Ｂｓｐａｃｅ － 新規客獲得の為、広告ちらし作成・配布

兵庫県 Ｂｅｙｏｎｄ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ － 設備導入による新商品開発・販売

兵庫県 株式会社アトラクティブシステムズ 2140001029304 老人福祉施設の空床情報システムの顧客獲得計画

兵庫県 株式会社ＢａｒｃａＦｉｏｒｅ 4140001108015 直接販売の増加と地域情報誌に特化したセールスプロモーション

兵庫県 中村珈琲株式会社 6140001013774 珈琲のテイクアウトを始め小売の売り上げ向上を目指す。

兵庫県 ジャパングローバルサービス合同会社 5140003012899 自社販売サイト・オーダーメイド輸入販売事業の開発・販路開拓

兵庫県 ダイスゼネラル株式会社 9140001084409 高付加価値サービスに繋がる、意匠性の高い特殊塗料のＰＲ

兵庫県 株式会社グローバルスズキ 2140001083350 密着改善装置「ガス・グラス・プライマー」の韓国自動車業界進出

兵庫県 垂水クリーニング － 小規模病院・薬局への販路開拓と家族経営独自の業務効率化

兵庫県 華美 － 富裕層をターゲットとした新規顧客獲得

兵庫県 ＪＵＳＥＴＺマーケティング株式会社 1140001032218 新型「トラベルハウス」による新規顧客獲得計画

兵庫県 合資会社テスコム 3140003004923 自社商品「ソーラーサイネージ」の試作品制作

兵庫県 株式会社ＫＡＲＰＯＳ 7140001105975 サイトの充実化、サンプル、チラシの配布による受注件数増加計画

兵庫県 合同会社エムテック 5140003012692 新たな販路開拓のためチラシ作成とウェブサイトの構築

兵庫県 木材　世良商店 － 国産木材の端材を有効活用したインテリア提案販売とＨＰ作成

兵庫県 株式会社くとうてん 1140001032663 自費出版「インタビューで作るファミリーヒストリー」プラン新設

兵庫県 プレシャス神戸店 － ホットペッパーネット集客による新規顧客の増加計画

兵庫県 株式会社Ｊｉｎａサロン 4140001024831 ウィッグ専門店を探さなくても美容室でオーダーお任せ！

兵庫県 株式会社ハマダ工務店 7140001029514 新規顧客獲得のための営業範囲の拡大計画

兵庫県 合同会社小麦生活 6140003009093 夜パンのススメと食育を通じた新製造販売拠点での販路拡大

兵庫県 Ｓｔａｄｔ　Ｈｅｕｒｉｇｅ　葡萄舎 － お店で人気のウィーン料理のレトルト食品の開発・販路拡大

兵庫県 三ツ輪 － 企業の贈答需要の獲得と店頭販売の底上げ事業

兵庫県 ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ　ＷＩＺ － 忙しい経営者向けオフィス・ヨガのプロモーション映像で販路拡大
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兵庫県 有限会社シズク 6140002026932 手術用顕微鏡の導入と新世代輝く女性向けジュエリー新商品の開発

兵庫県 うと鍼灸 － 快適な治療空間を設備し灸療法の新規集客のための事業

兵庫県 ＡＩＴＡＮＡ株式会社 4140001094420 大人の好奇心を誘因する外観改装と飲食店向け専用サイト作成

兵庫県 トランクデザイン株式会社 9140001108308 海外販路開拓による兵庫のものづくりから始まる町づくりへの道

兵庫県 ｆｏｕｒ－ｐｌｕｓ． － 世界にひとつの魅力を創る！ブランディング業務の販路拡大

兵庫県 メガネのおうさか － 中高年向け眼のカウンセル機能強化で、地域一番店作戦

兵庫県 株式会社蛮海 7140001023896 『場所が遠い・手間が大変・天気の心配』を克服した店舗型ＢＢＱ

兵庫県 ＣＬＯＣＫ株式会社 5140001105894 デザインに拘るリフォーム会社神戸一位に向けた新規顧客獲得計画

兵庫県 有限会社企画舎 7120002030084 香美町食材を使った食品開発・販路開拓支援事業

兵庫県 ＣｌｏｃｋｗｏｒｋＴｒａｄｉｔｉｏｎ株式会社 3140001103693 費用対効果のバランスの取れたリフォームの新規顧客開拓事業

兵庫県 カフェ　ラヴニール － 自動計量装置導入による売上及び来店者数向上を目指す事業

兵庫県 有限会社ヤスオ疊店 1140002005346 「需要が急増している置き畳の販売体制の構築」

兵庫県 株式会社フタハト 8140001016783 皮革製品消費者拡大とブランド力向上の実現

兵庫県 合同会社神戸ガーデン倶楽部 1140003008819 日本初「エキウム・カンディカンス蜂蜜１００％」販売計画

兵庫県 有限会社俵養蜂場 4140002027346 パッケージデザイン、販促用パンフレットの新調による販路開拓

兵庫県 ミカド商事株式会社 5140001026554 利益が上がる二輪車向けエンジンオイルの販路開拓および販路拡大

兵庫県 フランス地方料理レストランＭＯＭＯＫＡ － 新店舗による「レストラン、鹿ペットフード」の集客計画

兵庫県 地魚と旬菜ゆうり － 販路拡大（新規顧客の獲得）ならびに作業効率化による生産性の向上

兵庫県 スーパー電材株式会社 4140001100764 工業用プラスチック商社の工場設置による収益力強化と販路開拓

兵庫県 株式会社ＣＯＳＹ 5140001083521 文教市場で圧倒的支持のプリンタ管理ソフトを民間企業に販路拡大

兵庫県 株式会社オカモト製作所 7140001033573 清潔感のある環境整備で雇用安定・雇用創出・売上増加計画

兵庫県 株式会社デリス 1140001096171 自然派食材使用！『一流シェフ監修の離乳食』販路拡大事業

兵庫県 株式会社梅田測建 5140001030936 広告を使用した新たな世代獲得・新規ドローン事業の販路開拓

兵庫県 株式会社訪問美容ココロ 8140001033028 車いすの方も気軽に利用できるバリアフリー美容室の周知拡販

兵庫県 岡田上鍼灸治療院 － 大通り沿いの店舗移転による新規顧客の獲得と売上増加計画

兵庫県 バシンホールディングス株式会社 5140001034111 ハラルフード商品の積極的な広報による新規顧客開拓

兵庫県 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｐｌａｖａｒｕｚａ － ベビーシャワーを普及する上で新規顧客獲得による販路開拓

兵庫県 髪ＫＯＴＯＢＡ美容室 － Ｗｅｂサイトとチラシを活用した自社の認知度向上と新規顧客開拓

兵庫県 株式会社おうちコンシェルジュ 1110001030348 乳製品販売店向けの電話での営業支援の全国展開化

兵庫県 ミドリカフェ － 新商品（神戸産ウッドチップ）を通じた新規顧客の開拓

兵庫県 セグロドライビングスクール神戸 － 免許取得の教習動画販売のＰＲ用ＷＥＢサイト開設

兵庫県 株式会社西村川魚店 6140001032849 既存商品の販促強化と新商品投入による法人向け弁当の売上拡大

兵庫県 コービージャパン － オリジナル商品開発、ＳＮＳ活用、製品情報提供サイトの構築

兵庫県 有限会社桑原鶏卵 8140002023093 「真空包装機を活用した惣菜の販路拡大」

兵庫県 株式会社ワークス 3140001022530 中古物件＋フルリフォームの有益性を理解してもらう動画講座戦略

兵庫県 ＪＣ商事株式会社 8140001027888 販路開拓の為のホームページ開設とパンフレット作成及びＤＭ配布他

兵庫県 椛八 － バル風焼肉店への改装工事と店内家具什器の刷新

兵庫県 お写真処　猫の額 － 家族で楽しむ庭園での後撮り“復活の成人式”普及計画

兵庫県 株式会社Ｃ＆Ｃ 1140001104917 売上増加の為の新商品販売ページのリニューアルと広告宣伝
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兵庫県 有限会社ペント 9140002015841 ホームページ開設による販促活動ＵＰとネット販売による販路拡大

兵庫県 株式会社Ｆｌｏｗｎｅｓｙｓ 6140001094377 花をもっと身近に！若年層への花育を活用し新規購買層を開拓

兵庫県 株式会社元気創造カンパニー 8140001033168 デザイナーを使ったチラシの改善、投函不可住居への郵送ＤＭ送付

兵庫県 株式会社二ゾナ 7140001092330 ＮＩＺＯＮＡ　ＪＡＰＡＮ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＴＯＵＲ　２０１８

兵庫県 ル・ブラン － 上品で丁寧な作りの子供の日本製紺色サブバッグと雑貨の販路拡大

兵庫県 株式会社槙下会計事務所 8140001074856 動物病院に特化したＭ＆Ａ仲介事業の構築

兵庫県 株式会社プラティーク 8140001057373 「爪療法士」定着とお客様の個性にあったサービスで売上増目指す

兵庫県 有限会社鉄木真 9140002007582 インバウンド向け特製神戸牛コース料理と車送迎による販路開拓

兵庫県 佐藤労務コンサルティング － 調剤薬局労務監査コンサルティングによる新規顧問先獲得計画

兵庫県 けんいち商店株式会社 2140001107530 単身者に仲介手数料０円を周知させる広告戦略事業

兵庫県 株式会社ＹＪＡＰＡＮ 5140001097273 自社ブランドを強化出来る自社サイトを制作し販路拡大を図る

兵庫県 株式会社メディカルネットワーク 3140001109377 「２０２５年問題」を見据えた「福祉のまちづくり」兵庫への貢献

兵庫県 浅田塗装 － 下請け体質脱却を目指した塗装業における一般顧客開拓

兵庫県 佐藤塗料株式会社 4140001016119 ゼネコンの要求基準を確保したＯＥＭ建築用塗料の拡販事業計画

兵庫県 ＴＡＫＡＨＩＤＥ　ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ　ＤＥＳＩＧＮ － お菓子のデザインという新市場を開拓する為の展示会出展

兵庫県 有限会社神戸三高 7140002022930 ポリウレアスプレーコーティング技術のＰＲによる売上向上計画

兵庫県 株式会社河昌 2140001017399 地域ブランド「須磨のり」を全国へ。三方よしのネット通販強化

兵庫県 株式会社ブロックヘッドワークス 6140001095788 業界初！幼稚園や保育園向け備品購買用ＥＣサイト販売促進事業

兵庫県 株式会社丸八蒲鉾 9140001011073 大型看板設置による丸八蒲鉾の知名度向上と販売促進計画

兵庫県 有限会社神戸はちみつ園 5140002027394 新規小売商品カタログの作成による販路開拓

兵庫県 株式会社ユーユーフォーム 1140001034123 業務の内製化がもたらす経費圧縮と納期短縮による利益増大の実現

兵庫県 ＢｏｎＢｏｎ株式会社 8140001109785 機械学習を活用した疾患判定システムのプロモーション強化

兵庫県 株式会社０７８ 9140001091512 経営支援サービスの開発とプロモーション強化による売上拡大

兵庫県 株式会社ＣｏｎＣｏｎ 7140001109786 ＬＩＮＥアプリによる新感覚国家試験対策サービスの展開

兵庫県 真工房 － 隙間地に家を建てるのは私だ！統一顔写真で顧客にアピる！！

兵庫県 ＲＯＮＤＯ．ｙｍ － メンズ着物地洋服の国内・海外への販路開拓活動

兵庫県 ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ － 金属製インテリア雑貨の新規開発による販路開拓計画

兵庫県
α 六甲道整骨院　鍼灸院／神戸六甲道
漢方堂

－ 漢方薬のネット通販サイト開設での販路拡大と広告・宣伝強化事業

兵庫県 株式会社福田商店 1140001017870 地域住民・マンション管理会社に向けたリフォーム受注強化事業

兵庫県 株式会社光和 9140001016048 ホームページによる自社ＰＲ強化による提案型製造の拡大

兵庫県 株式会社ｅｄｕ 9140001032053 人生最後のダイエット！耳つぼダイエットの販売開拓

兵庫県 株式会社カーズ 2140001004562 当店舗の持つ特長を生かした広報活動の周知徹底による業務拡大

兵庫県 フェイシャルサロン熱顧 － 働く女性へのＰＲ強化による新規顧客獲得と既存顧客への販売強化

兵庫県 有限会社池尻石材工業 9140002069689 神戸１番の永代供養墓紹介事業者を目指す「顧客獲得」広告計画

兵庫県 ニライカナイ － 沖縄伝統文化体験を通して新規顧客の獲得計画

兵庫県 ｅｆｆｏｒｔ － ネット販売をお手伝い！中小アパレル小売業者向けＥＣ運営支援事業

兵庫県 Ａｎｉｍａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ　どんぐりの森 － ペットの高齢化および多様化に対応した「新規顧客」の獲得計画

兵庫県 株式会社明月庵本舗 9140001017979 “子育て世代に和菓子の魅力を伝える和スイーツ開発と販路開拓

兵庫県 ＰＩＺＺＡ　ＡＫＩＲＡＴＳＣＨ － 冷凍ピザの通信販売及び卸売による販路拡大
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兵庫県 マイ・フレンド － 有料老人ホームへのおしゃれ配達計画

兵庫県 株式会社ゆうブレイン 1140001105485 ＭＧで経営感覚、財務分析で課題を把握、ＣＲＤで解決

兵庫県 ウエストイエロー株式会社 3140001102027 実店舗とネット通販の融合で地域一番を目指す新規顧客の獲得計画

兵庫県 モリタ製パン所 － 本物のパンから出来たライト「パンプシェード」の海外進出事業

兵庫県 コウデザイン研究所 － 神戸拠点の工業デザイン事務所がデザイン・ものづくり支援を強化

兵庫県 兵庫電力株式会社 4140001106497 新電力による『地産地消』の利益循環系の地域貢献事業

兵庫県 株式会社喜市 9140001088665 台湾での神戸文化の発信と展示会の開催

兵庫県 株式会社ペパレス第二製作所 1140001093912 アルミ部品の切削加工と電動鉛筆硬度試験機の開発による販売促進

兵庫県 Ｖｏｃａｌ　Ｌｅｓｓｏｎ　ＵＰ － 地方でも最先端のボイトレを！防音室増設による顧客拡大事業。

兵庫県 株式会社菅原 7140001066177 “建築図面・製本のスキャン”に特化したサイト作りと宣伝広告

兵庫県 株式会社ワンズ 2140001092095 お客様カルテの整備でリピーターの確保と口コミ紹介客の獲得

兵庫県 有限会社ＪＣＫリンクス 9140002053544 アンテナショップで知名度ＵＰ！外構庭づくりの直接販路拡大大計画

兵庫県 有限会社ウエダ 2140002047577 地域密着店の思いを伝える「ギフト・酒・米専門店」のＰＲ強化

兵庫県 ～Ｔｏｍｏｋｉｔａ～ － オリジナルシューズ新商品「ＤＥＣＯ（デコ）」の販路開拓事業

兵庫県 株式会社アルファ工房 1140001057677 不動産価値を守り住み継いでいく為の古民家再生促進事業

兵庫県 鳥処鳥鳥鳥 － 座敷を掘りごたつ式に店舗改装する販路開拓事業

兵庫県 ロバスト・ジャパン株式会社 9140001066159 コワーキングスペースにおける外国人向けサポートサービスの広報

兵庫県 株式会社スズキアリーナ姫路中央 3140001063095 トラックおよびフォークリフト所有業者に対する販路開拓事業

兵庫県 株式会社ショーワパッケージ 1140001059442
箔押機導入、焼印機増設に伴う提案力強化による販路拡大、業務効率化の
実現

兵庫県 買取Ｒｅｐｕｍｏ － インターネットでのスマートフォン・タブレットの買取り及び販売

兵庫県 株式会社マツバラ 4140001063813 アーモンドバターの生産体制強化と品質管理向上による販路拡大

兵庫県 株式会社前實 7140001106164 ウエブサイトを活用したタンナーによる最終製品の製造販売

兵庫県 平野屋米穀店 － 下町の米穀店が行う新たな設備導入よる生産性向上と販路拡大事業

兵庫県 播州機械 － ３ＤＣＡＤ導入による設計業務等の生産性向上と新規顧客獲得事業

兵庫県 中川会計事務所 － 動画撮影・セミナースペース設置による発信力向上事業

兵庫県 さとり社会保険労務士法人 4140005023994 ホームページ開設及びパンフレット配布による新規顧客獲得計画

兵庫県 有限会社くぼ写真製版所 5140002048309 ガラスメディアＵＶプリントを「ＨＰ×対面営業」で販路拡大！

兵庫県 書道塾　高濱教室 － ①書道教室の新規顧客を獲得するための広報ＰＲ事業

兵庫県 株式会社セナレザー 6140001094245 レザークラフト教室の生徒用トイレの新設による販路拡大事業

兵庫県 かふぇ＆ぎゃらりーＳＡ・ＲＡ － 店舗の活用環境を整え、貸しスペース部門の活路を開く

兵庫県 表瓦株式会社 4140001064217 ドローンを活用した屋根点検業務の周知による販路開拓

兵庫県 株式会社ｉｓｔ 3140001067732 ウエブサイトを活用した移動販売による販路開拓事業

兵庫県 西脇聖嗣建築設計室 － 「空き家活用×地域コミュニティー」相乗効果で売上拡大

兵庫県 有限会社魚田米穀店 2140002047585 取引先とコラボ！顧客認知向上計画

兵庫県 和庵いっしん － 世界遺産・国宝「姫路城」をイメージした店舗リニューアルの告知

兵庫県 ライトイヤー株式会社 2140001065191 団塊ジュニアに求められる安心白髪染め・ながら美容の美容院

兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 8140002052308 水産低利用資源の商品化とＳＤＧｓの取組方

兵庫県 株式会社盛商 4140001062682 女性の美容と健康を担うブランに特化したＨＰ作成と麺つゆの開発

兵庫県 株式会社後藤工業 8140001108795 高性能溶接機導入による難溶接加工製品への販路開拓
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兵庫県 有限会社シイバ自動車販売 3140002048855 中古トラックカスタマイズを日本中へ！販路拡大とリピート率向上

兵庫県 大逆転将棋倶楽部 － 本格的な将棋をいつでも指す・観る・学ぶことができる将棋教室

兵庫県 株式会社竹善 4140001060042 増加するインバウンドを確実に集客するための店舗環境の創設

兵庫県 クロダコーポレーション株式会社 9140001087618 新型の生鮮品冷蔵保存システム導入による販路拡大と損益改善

兵庫県 株式会社中島保険事務所 3140001065918 「アクティブケア」で団体マーケット深耕・販路開拓

兵庫県 有限会社花づくり姫路肥料 1140002052339 ホームページを活用した個人・生産者向け顧客拡大

兵庫県 光洋製瓦株式会社 2140001058781 いぶし瓦素材を活かしたインテリアモザイク壁材の売上ＵＰ事業

兵庫県 東住ファシリティーズ株式会社 7140001086646 ホームインスペクション事業の販路開拓

兵庫県 ヒライコーポレーション － 高品質高付加価値の藍染革のブランディングと海外販路開拓事業

兵庫県 株式会社井藤工務店 4140001057765 兵庫初「体験型耐震改修ショールーム」開設による販路拡大

兵庫県 ｋａｇｅｎ － 新店舗オープンによる「売上倍増」と「新たな顧客層」の開拓事業

兵庫県 有限会社やまとハウジング 8140002051210 「空き家再生」に特化したホームページ作成による販路拡大！

兵庫県 菓子工房　しもさん家 － バルーンとオリジナルのお菓子で記念日をお祝いするお手伝い！

兵庫県 株式会社サイクルランドＤＥＰＯ 9140001099679 当社ＰＲ並びに潜在的顧客層をターゲットとした販路開拓事業

兵庫県 株式会社ＴＳ　ＴＲＵＳＴ 1140001092146 多様な観光客ニーズに応えるための設備導入による販路開拓事業

兵庫県 Ｂｒａｎｄｏｕｌ（ブランドウル） － 地域限定お宝鑑定会開催による販路開拓事業

兵庫県 有限会社タナカ 9140002049550 地域密着店の思いを伝え「ギフト・酒・米専門店」としてＰＲ強化

兵庫県 ユーワホーム株式会社 7140001099301 『収納提案型リフォーム』の商品開発・販路開拓

兵庫県 ｃａｆｅ　ｔｈｅ　Ｒｏｏｍ － 潜在的顧客層への販路開拓並びに当社ブランド力の強化事業

兵庫県 ｄｏｇｓ　ｌｉｆｅ　ｃａｌｍ － 認知度の向上と新たなサービスの提供による新規顧客の獲得事業

兵庫県 ＧＯＯＤ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ３ － ２号店出店における広報強化と潜在的顧客層への販路開拓事業

兵庫県 株式会社平田建設 6140001065238 ホームページ制作によるリフォーム事業の拡大！

兵庫県 ロッソピコリーノ － オーブン導入による業務効率化と物販による販路開拓事業

兵庫県 株式会社ＦＰＪ 3140001103561 ＷＥＢの活用による起業セミナーの販路拡大事業

兵庫県 エンブリッジ － 不登校・ひとり親世帯の子ども達の『居場所』を提供する学習塾

兵庫県 ＫＯＭＥＬ － オリジナルベーグルの通信販売サービス開始による販路拡大

兵庫県 株式会社くらすＯＮＥ 9140001104604 中古物件の購入とリノベーションの一元化を提案した販路開拓事業

兵庫県 株式会社みつヴィレッジ 6140001095739 近隣商圏販売強化のための販売力強化および業務効率化

兵庫県 ステッキ・つえ専門店　つえ姫 － 神戸ブランドの強みを生かしたお洒落なオリジナル杖の販路開拓

兵庫県 株式会社洋行 2140001062189 弊社開発商品の安全柵販路拡大および新規顧客獲得事業

兵庫県 ヒロセエンジニアリング株式会社 5140001050942 端材でデザイン性あふれる“鉄インテリアグッズ”の販路開拓事業

兵庫県 株式会社まいぷれｗｉｔｈＹＯＵ 7140001055114 地域商店街・小規模飲食店等を活性化させる仕掛けづくり応援事業

兵庫県 ラターブルドモンクール － 新たなイメージ作りによる、３０代、４０代の顧客開拓事業

兵庫県 株式会社尼崎電機製作所 2140001047322 ポータブル振動診断器の導入による顧客満足度向上と販路開拓事業

兵庫県 ＫＯＢＥティアラ － ホテル宴会会場活用のための地域イベント企画による販路開拓事業

兵庫県 フルタニシステム株式会社 4140001051124 社長・後継者・お客様が共感！全天球ＶＲツアープロジェクト事業

兵庫県 有限会社石澤電設 4140002045166 小規模病院等へのＬＥＤ取替え工事の提案による販路開拓事業

兵庫県 和装婚礼事務所「瑠璃」 － 地域密着！地元神社での「和装婚礼体験会」開催による販路開拓事業

兵庫県 有限会社吉井電機 3140002002589 当社手作業を活かしたスマートフォン部品市場への販路開拓事業
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兵庫県 みちい鍼灸接骨院 －
国家資格者柔道整復師が施す！若者向けの根治療法（こんちりょうほう）施
術事業

兵庫県 とみ鍼灸治療院 － 企業訪問型疲れ軽減アドバイザーの拡販事業

兵庫県 有限会社白い虹安心堂 7140002044743 「酒豆チーズ」を中心とした豆腐製品の市外客への周知による販路開拓

兵庫県 華の居酒屋ぜん － 隣接顧客への配慮がいきとどいた内装設備の整備による集客力向上

兵庫県 株式会社関西工事 6140001053399 「一人用手足温浴機ＥＴＳＵエツ」のフィットネスクラブへの販路開拓事業

兵庫県 おやつのアトリエ　りーる － 「集客ＵＰ！」「売り上げＵＰ！」未来につなげる店舗改装事業

兵庫県 アモロッソ － 先進的なアプリを用いた顧客の囲い込み事業

兵庫県 吉本会計事務所 － スリランカ進出支援事業

兵庫県 有限会社アゼイリア 5120002068647 地域でプチ起業を目指す女性の為のレンタルルーム改装事業

兵庫県 有限会社トーメー 7140002044834 鼠の徘徊状況をリアルタイムで確認できる仕組み導入

兵庫県 Ｍ＆Ｍハウジング株式会社 5140001107148 ホームステージングを主軸とした販路開拓による新規顧客獲得

兵庫県 尼崎ゼミナール － 地域密着型学習塾の販路開拓推進事業

兵庫県 株式会社アイデンティティー 6140001100366 顧客要望を形にした新商品の開発販路拡大事業

兵庫県 みのるこま有限会社 3140002045761 介護・訪日旅行で地元の福祉・経済を盛り上げる事業の販路開拓

兵庫県 Ｍａｉｍｙｓｈｏｐ － 「住まいワンストップサービス」拡充＆「プチリノベ」市場の獲得

兵庫県 Ｎｙａｎ　Ｃｏｌｏｒｉｎｇ　２０１６　Ｈ．Ｙ － 素材と製法にこだわった健康美容食品ショップの販路開拓

兵庫県 琥珀屋珈琲店 － トイレの洋式化と店舗入口バリアフリー化による新規顧客開拓

兵庫県 株式会社エアグラウンド 2140001107332 ものづくり企業向け採用ポータルサイトの開発・運営

兵庫県 エコスタ株式会社 5140001103056 ＤＭ・ＨＰを使った営業スタイルによる販路開拓事業

兵庫県 樂膳株式会社 2140001037430 独自技術で開発した個食おこわの販路拡大事業

兵庫県 株式会社かつの縁 3140001090750 歴史の味を踏襲した新しい販路開拓の為の店舗リニューアル事業

兵庫県 ＡＭＡＧＡＳＡＫＩクリエイティブサラダ － 地域商店が提案するサラダの新しい顧客層への販路開拓

兵庫県 名月住建株式会社 5140001101836 子育て世帯応援隊！安心安全心地良い住宅の販路開拓事業

兵庫県 睦ホームサービス － 地域住民の集える場所の提供による新規販路開拓、顧客満足向上

兵庫県 株式会社ウェイアウト 9140001074293 唯一無二の補修サービス会社として、新たな顧客層の獲得計画

兵庫県 Ｈａｉｒ　Ｓｐａｃｅ　Ｃａｐｐｉｏ － 『プライベート空間』創設による固定客増加戦略

兵庫県 株式会社住香 6140001109531 女性目線の提案を表現するためのショールーム設置と情報発信事業

兵庫県 有限会社寶屋遊亀 9140002043405 健康志向のタイに低糖質スイーツの魅力を発信する事業

兵庫県 浪花車体株式会社 3140001094529 ＡＩシステム導入による若手技術者の育成と社会的課題の解決

兵庫県 痛みの窓口　まるめ接骨院 － ＳＮＳ等の広告を用いた販路開拓事業

兵庫県 株式会社ＳＰＯＣ 4130001057502 関西ドライバーに特化した求人サイト制作事業

兵庫県 奥山美装 － 高品質を維持できる詰替可能“エアレス機構”の販路展開事業

兵庫県 中華料理店アメちゃん － 新規の顧客獲得の為の主力商品及び情報発信のための看板の設置

兵庫県 株式会社Ｔ＆Ｍ商店建築研究所 7140001102972 エンドユーザーの「不安を解消」するための情報発信強化事業

兵庫県 街のお花屋さん　鳴尾花壇 －

兵庫県 株式会社ふくらすずめ 1140001092716 ２０２０年教育大改革に向けた新規教育サービスの開発と販路開拓

兵庫県 高原社会保険労務士・行政書士事務所 － 中高年齢者への販路拡大、空き部屋に集いの場を作り新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ＭＰ　ｏｆｆｉｃｅ 9140001102021 電子看板で認知度アップ！ショッピングモールで顧客獲得！

兵庫県 株式会社ＨＯＮＳＨＯ 6140001032353 訪問営業、ウインチ購入によるタイ足場工事顧客開拓
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兵庫県 合同会社こども支援プロジェクト 1140003011797 施設改修による安全性向上及び積極的な広報による利用者増加事業

兵庫県
株式会社Ｍ＆Ｋ（英会話マイキーズキッ
ズアカデミー）

2140001098010 ＪＥＴ導入による顧客満足度の向上と、新店舗開設のための取組

兵庫県 ハローカイロプラクティック － 脊柱の皮膚温度測定機器によるクライアントへの原因部位可視化

兵庫県 海蓮丸 － 漁船体験ツアー顧客満足度向上のための漁船改装

兵庫県 ＧＦ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － イベント出展による販路拡大と機械導入による業務効率化

兵庫県 株式会社ライツ社 8140001103441 「旅の記録を本にしたい人」に特化した自費出版事業

兵庫県 Ｃｈａｎａｒｏ － 自社販売サイト開始と、新規顧客開拓に向けた販売促進

兵庫県 株式会社ヒマワリ 7140001095424 ちりめんを使った加工品（佃煮）の拡販

兵庫県 ゴルフラーニングスクエアブリーズ － スコアが上がる！通いたくなるセルフ上達可能な室内練習場へ

兵庫県 ＴＥＭＳＴＥＣＨ（テムズテック） － ホームページ関連の新サービス開発・広報による販路開拓

兵庫県 ヘアーサロントーク － 特殊ハサミの「薄毛対策」新メニューで、若者客をつかみ事業承継

兵庫県 ｊｏｕｅｒ － 当店顧客の口コミによるカフェスイーツマップを活用した顧客獲得

兵庫県 株式会社栄光ホームグループ 2140001072816 ホームページ・「お客様カルテ」と会計システム整備で収益性向上

兵庫県 株式会社コパクラフト 4140001068787 メイドインジャパンに特化した装身具全般の新規販路開拓

兵庫県 株式会社ウメタニ 3140001068053 ９９年の老舗畳屋がプロデュースする音楽スタジオ

兵庫県 株式会社オフィスタイタン 5140001087720 プロ登録制ＩＰカメラ遠隔レッスンシステム（ＭＯＶＩＧＯＬ）

兵庫県 アートオフィス　ポルト － 集客力向上を目指すホームページ、リーフレット広報物制作事業

兵庫県 自然な食べもの株式会社 1140001103968 単品チラシの総合カタログ化／副素材の販売によるサービスの拡充

兵庫県 株式会社薩摩太良院 2140001096286 さつまいも残渣や米粉を活かした新商品開発並びに販路拡大

兵庫県 築塾 － ＩＣＴ学習の活用と、自習室拡充で新規生徒数開拓

兵庫県 モバイルエール － 女性起業家のためのＷＥＢマーケティング！オンラインサロン開設

兵庫県 アーキテック株式会社 4140001086327 するっと解決「１戸１６万円」の中古戸建物件の雨漏り調査事業

兵庫県 廣岡屋商事株式会社 3140001070117 旗ポールとバナーポールの認知度アップの為の販促事業

兵庫県 採用定着実践会株式会社 4140001107859 採用定着勉強会（仮称）の会員獲得事業

兵庫県 オフィス　シンプウ － 日本の商品・サービスに対する外国人のマーケットリサーチの拡販

兵庫県 株式会社ｑｕａｒｋ 6140001093800 商品一覧が分るカタログと看板作成やＤＭによる客単価と集客向上

兵庫県 ヘアーサロンＫ － いつまでもキレイに！車椅子機能つき理美容イスで生涯顧客を提唱

兵庫県 テクニカ・ゼン株式会社 3140001100006 急務なデータ保護法対応に向けた専門家育成機関運営事業

兵庫県
ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ
ｂｕｎｄｙ　ｂｅａｎｓ

－ 焙煎珈琲と相性の良いレモンケーキ開発による新規顧客開拓

兵庫県 太陽商店 － 「手ぶらＢＢＱ」の新サービスを活かした新規顧客の開拓

兵庫県 ルリユール合同会社 9140003009999 西宮の酒粕で新化粧品エキスの抽出と地域ブランド化粧品の開発

兵庫県 ＳＴＥＡＫ＆鉄板　ゆずか － 新規・既存顧客への販売促進及びテイクアウト商品導入と宣伝

兵庫県 ｎｉｃｏｌａ．どうぶつ病院 － 飼主に安心を届け、より選ばれる動物病院となる為の機能拡充

兵庫県 阪神進学アカデミー － 学校との連携を活かした学習塾の販路開拓

兵庫県 リトル　ラビット － 保護者と子どもをサポートするカウンセリングサロン設備準備事業

兵庫県 株式会社リジカーズ 8140001108267 神戸市のシニアが求める学びと情報交換スペースの提供事業

兵庫県 とも健美サロン － 耳ツボダイエット浸透と新メニューボディメイキングでの販路開拓

兵庫県 有限会社松本商店 3140002059282 よりよく和ろうそくの良さをお伝えし販売につなげる事業

兵庫県 ｈａｒｏｃａ － ＷＥＢ広告とポスティングでＨＰへ誘導、認知度ＵＰで販路拡大
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兵庫県 衣裳工房　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｌｉｓｅ － バレエ衣裳用オリジナル織布による顧客開拓事業

兵庫県 株式会社ＬＩＮＤＢＥＲＧＨ 9140001033753 教育２極化に対する新しいＷＥＢサービスによる新規顧客開拓

兵庫県 ｎｉｃｏｃａｆｅ － ２号店開店による販路開拓

兵庫県 有限会社清左衛門 3140002056908 ホームページの刷新と栄養成分表示による新規顧客獲得

兵庫県 高橋道場 － 新たな客層の獲得のためジム対応型空手道場を目指す

兵庫県 美容・鍼灸サロン　ハミング － 生活習慣を変える新メニュー導入と、セルフケア講習の販路拡大

兵庫県 ピラティス　スタジオ　ＰＡＳ　Ａ　ＰＡＳ － 痛みのある５０代女性へ痛みに寄り添った痛くないエクササイズ

兵庫県 株式会社グリーンプラン 5140001074371 一戸建世帯をターゲットにした個人向け造園サービス業の販路拡大

兵庫県 有限会社ＹＯＵＫＩ 9140002059327 新住民を対象にした子供ゲーム参加権付きＤＭ配布

兵庫県 ＭＯＵＴＯＮ　ＣＯＦＦＥ － 「Ａ５ステーキ丼テイクアウト」チラシの配布による新販路開拓！

兵庫県 株式会社サービスネット甲子園 6140001073629 「水回りだけのプチリフォーム」の販売促進による販路拡大！

兵庫県 えびす食品 － 新進気鋭の酒造会社と共に作るオリジナル日本酒の開発・販促事業

兵庫県 ＥＭＡ株式会社 3140001102002 「西宮発」ハンドメイドのレザースニーカーの全国展開

兵庫県 アテックスデザインワークス株式会社 6140001101216 「素敵な施工写真を使った小冊子で既存顧客様への販売促進計画」

兵庫県 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｄ’ｏｒ 8140001093880 スタイリッシュな使い捨て容器の開発とテイクアウトの販路開拓

兵庫県 合同会社ラレス・ファミリア 1140003007894 リフォーム＆オーダー収納家具の提案による不動産仲介の拡販

兵庫県 在宅サポート株式会社 8140001096017 施設紹介総合窓口の拡充と設備コンサルティングの開発・販路開拓

兵庫県 株式会社グランジュテ 8140001100182 講師派遣事業の本格的なサービス開始と販促

兵庫県 ゆげ焙煎所 － 多彩なセミナーでコーヒーの楽しみ方を伝えて継続顧客の獲得

兵庫県 ＪＵＮＯ － 自社の認知度向上と来店客の為の環境整備、スタッフの増員

兵庫県 有限会社ＫＹワークス 5140002059859 タイにおける建築機材展示会出展による販路拡大事業

兵庫県 株式会社Ｇｉｅｂｅｌ 9140001089960 銀イオン・除菌の効果を「見える化」し販路拡大！

兵庫県 ヘアリゾート　マエル － スパの癒し空間を提供！「見る・聞く・感じる」でイメージアップ

兵庫県 ほこ － デジタルと紙媒体よる新規個人顧客開拓

兵庫県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＬＡＣＲＯＩＸ － スムージーの開発と、ホームページの一新による販路開拓

兵庫県 丸田シャツ株式会社 9140001078955 「自社製品の認知度を高めるための活動と拡販事業」

兵庫県 株式会社博益社 7140001080046 新しい葬送の形、ドライブ葬のアピールと販路開拓

兵庫県 Ｃａｆｅ　ｈｉｔｏｙａｓｕｍｉ － おひとり様コンセプトとの融合による複数名顧客の獲得

兵庫県 パートナリング株式会社 7140001100068 理念経営実践セミナー開催での新規需要開拓

兵庫県 山下商会 － オリジナルカブの販売強化と自社塗装による生産性向上

兵庫県 ブティック＆サプリメント葉月 － 播州織ストールを取り入れたトータルファッションによる販路拡大

兵庫県 株式会社やまね・りびんぐ 3140001097845 一人一人に合ったふとん診断サービスによる快適な睡眠の提案

兵庫県 笹倉造園 － サイトリニューアルによる集客からの顧客化・ＯＢ客様数増大事業

兵庫県 株式会社丸福商店 7140001075921 播州織の生地販売を中心とするＷＥＢショップ開設とコミュニティ作り

兵庫県 キャロットハウス － バリアフリー化による新規顧客増と売上アップ

兵庫県 株式会社レ・ジュワイヨ　Ｄａｉｉｃｈｉ 1140001098267 ブライダル商品の販売強化による売上げアップ

兵庫県 有限会社カワキシ 9140002061472 環境にも人にもやさしいリユースによる買取・リサイクル提案

兵庫県
伸和整備産業株式会社（屋号：アート伸
和）

5140001039837 Ｗｅｂページを活用し、お客様の希望を可視化する事業

兵庫県 湊水産株式会社 2140001039947 目立つ！分かり易い看板設置、ホームページ改良による来客数増加作戦
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兵庫県 有限会社アイプラ 1140002033644 自社から情報発信！イベントスペースで口コミ営業販路拡大計画

兵庫県 前川農産 － スーパー向け商品の開発と販路の拡大

兵庫県 整骨院リュクス － 姿勢改善・筋力ＵＰ・転倒予防コースの開設とＰＲ

兵庫県 イダ貸衣裳店 － 縁結び事業による将来顧客の獲得と既存事業の売上アップ計画

兵庫県 三寿ゞ刃物製作所 － オセアニア圏を中心とした販路開拓と三寿ゞ包丁の認知度定着

兵庫県 株式会社アイ企画 7140001088683 「インテリア提案との組み合わせによる住宅リフォーム工事の販売促進」

兵庫県 株式会社関忠 2140001036390 輸出向けの新商品であるキーホルダー式「つまみ鏝」の開発

兵庫県 東光機材株式会社 1140001036466 「ホームページのリニューアルによる医療・介護分野の販路開拓」

兵庫県 ＫＥＩＺＵ － ブランディング事業展開による顧客開拓と付加価値経営への転換

兵庫県 永尾かね駒製作所 － 「肥後守」新商品販売による顧客開拓とブランド力のさらなる向上

兵庫県 岡田コーヒーストア － 見本市参加で、国内外のコーヒー豆の通販顧客の獲得

兵庫県 健針灸院 － ネット予約で機会ロスを削減、顧客満足向上による販路拡大事業

兵庫県 ＢＩＧＡＲＲＯＷ　ＩＭＰＯＲＴＥＲＳ． － 店舗イメージ刷新による顧客満足度の向上と販路開拓計画

兵庫県 Ｓａｃｈｉ － ホームページ開設で事業明確化による新規顧客開拓事業

兵庫県 有限会社スリークラフト 9140002068897 ロボットプログラミング教材・体験教室

兵庫県 柿本建築設計事務所 － オーガニック住宅の受注促進

兵庫県 有限会社いせや写真館 6140002068735 ペット専用スタジオで、うちの子（ペット）との思い出づくり事業

兵庫県 星の果実園 －
観光客の集客強化を目指したホームページリニューアルによる販売・ＰＲ強
化

兵庫県 株式会社ＬＩＢ 3140001100229 「焦がし玉ねぎショコラケーキ」を通販サイトで全国へ販路開拓

兵庫県 ｃａｆｅ　ｍａａｒｕ － パッケージデザイン開発とインターネット販売による販路拡大

兵庫県 淡路島モンキーセンター株式会社 1140001084597 デジタルサイネージを利用した顧客満足度向上と来園者増加の実現

兵庫県 株式会社キタムラ 2140001055886 新規開拓及び地産商品を全国へお届けするためのウェブ発信計画

兵庫県 株式会社脇漁具製作所 6140001056162 新製品（タコ釣針、イカ釣針等）の製品化と販売促進

兵庫県 西気屋靴店 － 靴の修理機械（フィニッシャー）の導入、並びにホームページの開設

兵庫県 有限会社なかむら 2140002046050 ウェブによる新規顧客獲得並びに出張施術件数拡大計画

兵庫県 マスミ鞄嚢株式会社 4140001056115 国産高級革製鞄の販路拡大事業

兵庫県 株式会社恵美須屋 2140001055829 ＤＭからＨＰへ誘導し、新規別注鞄の受注増計画

兵庫県 株式会社匠工芸 8140001105033 『伝わる商品写真』を撮影し自社サイトによる販売開始で売上ＵＰ

兵庫県 株式会社アールジェイビー 7140001045908 働く女性の応援プロジェクト、サロンスクールの開講！

兵庫県 ｅ－スマイル － ビジネスフェア参加による新規大型顧客（企業）獲得及び店舗ＰＲ計画

兵庫県 香房　たかさご食彩縁 － ＨＰとパンフレット作成による販路拡大と新商品開発による売上増！

兵庫県 有限会社尾國商店 6140002005738 瀬戸内海の新鮮な「昼網」の魚メインに販売強化で売上アップ

兵庫県 株式会社伸和 2140001045037 簡単施工の安全足場のレンタルによる新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社達摩 9140001045542 企業向け贈呈用、地元銘柄和牛による焼肉店のブランディング

兵庫県 有限会社相生水上ゴルフセンター 3140002047130 安心して楽しめるゴルフ練習場の快適空間創出による顧客の定着化

兵庫県 株式会社ＴＡＪＩＭＡ 2140001040558 高級ローストビーフ用化粧箱作成およびＰＲ事業

兵庫県 サタディサン － オリジナル食パンの訴求効果拡大による顧客獲得とファンづくり

兵庫県 西村製作有限会社 6140002031973 中堅洋焼菓子業者向け焼菓子冷却機械の販路開拓事業

兵庫県 株式会社ウッディ・ヒロ 3140001038295 欧米買付業者を対象とした銘木の海外市場開拓事業
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兵庫県 蒼ファクトリー － 無垢材を用いた自社オリジナル家具の開発及び空間演出

兵庫県 フジイ整骨院 － 足裏から始めるメンテナンス治療・健康増進プログラムの提供

兵庫県 ＆ＭＩＫＩ － 外反母趾専用のパターンオーダー靴の開発

兵庫県 発酵Ｌａｂ　Ｃｏｏ － 発酵食品観光体験及び微生物培養体験プログラムの開催

兵庫県 やなみ株式会社 8120001001044 伝統的建築物の利活用促進

兵庫県 りとるきっずクラブ － チラシ×ＳＮＳによる新たな保育ニーズ開拓

兵庫県 ヘアーズ　イマジン － 美容室にエステを併設、トータルビューティサロンで販路拡大！

兵庫県 株式会社電研 2140001043288 夢のリフォームカルテの作成とＨＰ等広報の増強

兵庫県 有限会社Ｐｏｒｔａｌ 8140002038430 新たなターゲット層の開拓「完全個室のセルフ脱毛」

兵庫県 社会保険労務士法人オフィスねこの手 8140005023677 建設業向け１パッケージ・トータルサービスの開始

兵庫県 関西ワークス株式会社 9140001045071 サイディング外装リフォームによる『長寿命住宅リフォーム』の推進

兵庫県 石窯ピザ　ハイダウェイ － 店舗改装・拡張

兵庫県 Ｗａｍ： － 店舗看板のリニューアルによる、新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社セーラー 1140001043058 日本一こだわり卵　販路拡大開拓事業

兵庫県 株式会社やすむら 7140001043713 「人にやさしい木の住まい」ＰＲと提案力ＵＰ事業

兵庫県 アップワード － サービス品質の向上と退塾率の改善

兵庫県 アケミ写真館 － 新たな撮影スペースの確保により撮影バリエーションを増やす

兵庫県 司法書士冨木事務所 － 新規事業（民事信託）を活かした販路開拓事業

兵庫県 カイ・ハウジング建設有限会社 6140002038028 開発商品「スキップフロア構造新築住宅」等の受注及び販路拡大

兵庫県 株式会社わくわく 5140001046362 オリジナル商品別チラシ制作。ソウゴウパンフレット及びＨＰの改定。

兵庫県 ヒーリング＆ビューティスペースＫＥＮ’Ｓ － 導体メソッドという新しい手技と健康セミナーの普及

兵庫県 たちばな呉服店 － 畳のスペースを広くして着付け教室の生徒数を増やす。

兵庫県 株式会社エルエルダイニング 4140001108436 宅配車両（軽ワンボックス）への広告用模型の取付け

兵庫県 小林建匠 － 「＃あなたの身近な大工さん」による新規顧客獲得計画

兵庫県 Ｋｅｎ　Ｍｏｒｉｏｋａ　Ｇｏｌｆ　Ａｃａｄｅｍｙ － トラックマンを活用したゴルフレッスンによる売上増大事業

兵庫県 進藤建材店 － ＤＩＹ促進・専用道具レンタルサービスによる新規顧客獲得

兵庫県 Ｖｉｓｉｏｎ　Ｃｏｎｎｅｃｔ － 没入型、疑似体験映像を活用した新規顧客獲得事業

兵庫県 クレエディション株式会社 4140001107248 オンリーワン商品のパッケージ・パンフレット作成による販路開拓

兵庫県 くるま焼肉店 － 座敷を掘りこたつ式、和式トイレを洋式に改修と営業時間を前倒し

兵庫県 竹本鎌製作所 － 国際ガーデンＥＸＰＯ出展による自社ブランドのＰＲと販路開拓

兵庫県
おとぎの国リラクゼーション心彩～ＫＯＩＲ
Ｏ～

－ おとぎの国ＰＶ作成と外観のテーマパーク化による新規顧客獲得

兵庫県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＫＯＳＨＩＯ － 女性や若者を呼び込む！理容室のイメージ改善事業

兵庫県 株式会社中野石材 2140001077030 遺品整理・お掃除代行で兵庫県の新規顧客の開拓事業

兵庫県 株式会社誉田工作所 1140001076248 国内回帰需要に合わせたホームページの構築と人材問題の解決

兵庫県 有限会社井上製材所 9140002062207 地域の大工・工務店向けサポートによる販路開拓事業

兵庫県 有限会社栄光社 1140002062230 「ＣＡＰＰＥ」写真集発行（Ａ）新規メニューの情報発信と顧客開拓（Ｂ）

兵庫県 株式会社ｔｅｎ 1140001100577 山田錦産地から発する「一圃一酒」を伝えるコンセプトブック開発

兵庫県 大橋農園 － のどか一本ネギのネット販売とマルシェ出展による売上の仕組み化

兵庫県 高橋醤油株式会社 4140001076303 看板チラシを活用した地産地消の更なる深耕への取り組み
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兵庫県 ひょうご酒米処合同会社 1140003010576 女性向け「特別栽培米で作った日本酒・初」の販路開拓事業

兵庫県 タミワ玩具株式会社 3140001076213
「ＴＫ１６けん玉」および「ＢＥＡＤＳ　ＲＯＰＥ」のプロモーション用ＷＥＢ媒体の
製

兵庫県 有限会社スガハラテント 7140002062381 先駆的な広告手法による新規販路開拓と生産性向上のシステム化

兵庫県 有限会社峰精密金型製作所 1140002062569 新工法対応の便利な建築資材開発、特許出願、ＷＥＢサイト構築

兵庫県 株式会社シャルム 3140001076270 きっかけをチャンスに！オリジナルパッケージで地域をＰＲ！

兵庫県 美容室　ＲＡＳＴＡ －
「電話着信番号表示プログラムの導入と独自のスマホ専用サイトの作成によ
る販路開拓」

兵庫県 ＯｌｄＮｅｗ － ネーム刺繍サービスの導入による自社ブランド力向上・販路開拓

兵庫県 合同会社天洋コーポレーション 9140003011674 ＨＰ会員登録で、ユーザーへの直接訴求力アップ事業

兵庫県 合同会社ＴＵＫＵＲＵ． 9140003012053 Ｗｅｂを中心とした新しい受注ルートをＴＵＫＵＲＵ．

兵庫県 株式会社サウザンド 3140001099486 客数ＵＰ、単価ＵＰ、大作戦！！

兵庫県 個別指導塾ＣＯＮＮＥＣ＋（コネクト） － 積極的な販促による開校課題解決で次ステップの紹介入塾型へ

兵庫県 有限会社タスカル 3120902007499 専業保険代理店の良さを感じるＨＰ開設で、満足度アップ事業

兵庫県 京もつ鍋ホルモン朱々 － 地道な店舗認知度ＵＰと堅実なリピーター促進で売上ＵＰ

兵庫県 菓子工房　宝塚　英ＨａＮａ － 作業効率向上と長時間労働の削減の為営業用厨房移転で売上増加

兵庫県 １２Ｒｏｓｅｓ － 新たな「セミナー＆個別相談」スタイルで、企業へ販路開拓

兵庫県 ヴィオレ － 「ゆったりカフェＴｅａ　ｂｌａｃｋｓ」の新規顧客獲得事業

兵庫県 つりしのぶ園 － 若い女性客獲得に向けた熱烈なファンづくりプロジェクト

兵庫県 有限会社クルーズ 1140002068211 地域の介護・健康長寿関連ポータルサイトで販路開拓

兵庫県 株式会社グローバル電気通信 5120001170081 マイクロナノバブルと風呂釜配管洗浄で、新規開拓

兵庫県 炉ばたなかむら － お客様要望対応による営業体制確立とＨＰ・店舗看板で訴求力向上

兵庫県 ｍ’ｓ－ｓｔｙｌｅ － 新規顧客獲得　好きを仕事に！ありがとう曼荼羅で幸せな人を増加！

兵庫県 株式会社ｓｔｕｄｉｏ　Ｗｅｌｌ 2140001084217 ＥＣサイトによるオリジナルアンティーク調家具の販路開拓事業

兵庫県 株式会社エフエム宝塚 8140001082215 「ＦＭ宝塚８３５倶楽部」会員拡大キャンペーン・主催イベントの開催

兵庫県 株式会社Ｎｏｚ 2140001084101 シンプルかつ機能的デザイン！子供向け木製家具の欧州販路開拓

兵庫県 Ｌｉｌｙ　ＰＵＫＵ － チラシによる新規顧客獲得と「まごころ」でリピートへ繋ぐ

兵庫県 駒商株式会社 6140001082695 めざせ！　ＷＥＢからの新規顧客創造、月間３０件計画！

兵庫県 ｈａｒａ＿ｐｅｃｏ＿ｍｏｒｉ＿ｍｕｓｈｉ － お店の想いを全国へ！こもりむしを必要とする社会を作る第一歩を

兵庫県 極太喰礼ごんたくれ総本店 － カラオケを設置して団体の宴会を獲得

兵庫県 フライハイト － どんな対人関係も改善！第一印象衝撃アップ講座の開発・販路開拓

兵庫県 ジュエリースタジオアンビル － チラシ作成・ＨＰ作成・山本店移転による新規顧客の獲得計画

兵庫県 芋菓子Ｐａ－ｔａ－ｔａ － さつま芋カット機械導入による生産性の向上

兵庫県 光明整骨院 － 高齢化地域での健康寿命延伸、正しい運動の普及活動

兵庫県 株式会社プリレーヴジャパン 8140001109554 「美活観光」から「ｒｉｅｓｕｒｅ」へ繋げる「コラボレート販促活動」

奈良県 株式会社ＰＯＲＴＥＡＲＴＨ 3150001019105 世界中の健康寿命を延ばすためのカロリーカット皿による販路拡大

奈良県 長命傳 － 介護負担の軽減を目的とした衣類の展示販売会での販路開拓事業。

奈良県 ゴールデンラビットビール － 『奈良発！クラフトビールの魅力を伝える試飲のできる店づくり』

奈良県 株式会社アドスペース 8150001007872 全国の売倉庫・売工場に特化した物件情報の自社サイト作成

奈良県 株式会社ロコ・ロッカー 6150001019060 送迎付き高齢者向けの楽しい健康ゴルフコースレッスンの販売

奈良県 チアフル株式会社 7150001020587 国内外の販路開拓に向けた広告宣伝の拡充
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奈良県 株式会社じゅえりー工房Ｋ 9122001024313 御所店でオンリーワンジュエリー制作体験教室の実施！

奈良県 ＰＡＴＩＮＡ　ＪＡＰＡＮ － ターポリンの廃材をアップサイクリングした鞄の開発と販路開拓

奈良県 株式会社しあわせ家 6150001007346 海外観光客向けメニュー開発及びメニュー多言語化による販売促進

奈良県 しくみ合同会社 1150003001418 奈良県の工務店限定・ＷＥＢ住宅展示場サービスの展開

奈良県 つちや織物所 － 純奈良産「奈良テキスタイル」の展示会開催による販路開拓

奈良県 ｃｏｎｆｉｔｕｒｅ　ｃｏｔｏｃｏｔｏ － 消費者を惹き付ける魅力あるホームページの作成による販路開拓

奈良県 天理スタミナラーメン　富雄店 － ラーメン激戦区で勝ち残る！！老舗ラーメン店が取組む販促活動

奈良県 鳶や － 奈良県材杉・桧を使った伝統曲木細工の自動化を目指した取り組み

奈良県 株式会社菊一文珠四郎包永 5150001000624 奈良観光の顧客満足度向上と集客増加達成の店舗改装事業

奈良県 パン屋　福笑 － 地元に、観光客に、全国にＨａｐｐｙ＆Ｓｍｉｌｅを届けるパン屋福笑

奈良県 やまからな － 奈良「奥大和木工製品」の販売拡大と会計及び販売業務の効率化

奈良県 ａｎｄ　ｓｍｉｌｅｓ　ｈｏｓｔｅｌ － 施設の快適性向上とウェブ・チラシでの訴求による集客力向上

奈良県 轉害坊 － ―交流空間創出に向けてー　始動！！

奈良県 田中いけばな教室 － 日本の伝統文化いけばなを用いた新しい市場への攻めの一手

奈良県 美容室ｙｏｕ － 高齢者のための店舗改装と設備入れ替え

奈良県 Ｓｌｏｗ　ｆｏｏｄ　Ｎｉｎｏ － 販売用パスタソースの販路開拓

奈良県 萩原南酒店 － 世界にたったひとつの贈物　日本酒・焼酎ギフト　販路拡大

奈良県 ＤＲＩＮＫ　ＤＲＡＮＫ － テイクアウトショップレイアウト変更による来店客数の増加計画

奈良県 合同会社Ｍ＆Ｍ 1150003001467 ホームページ利用等による効率的な販路拡大と生産性の向上

奈良県 サロン・ド　Ｌｅａｆ － 店舗改装に伴うウィッグ相談試着コーナーの増設で販路開拓

奈良県 三厨 － 大和野菜による長寿料理「神饌」とフード＆アートツーリズム開催

奈良県 株式会社岡井麻布商店 9150001018695 手織り麻生地の魅力を再発見を目指した商品開発と販路開拓

奈良県 株式会社リエゾン 9190001004709 シニア大学のフランチャイズ展開とホームページによる販路開拓

奈良県 トトリエ洋裁教室 － 世界で１つのオリジナルを作る！洋裁教室の新規顧客獲得大作戦

奈良県 株式会社ＬＳＲコンサルティング 2150001007242 高齢者への家族信託を活用した生前対策の提案による販路開拓

奈良県 ヒーリングフォレストスクール － 体の姿勢とメンタルを見える化、ＩＴ設備導入イベントで集客向上

奈良県 アトリエリジッタ － 地域客も観光客も入店しやすい博物系企画展の店づくり

奈良県 株式会社スペースドットラボ 8150001008136 スベーニアショップ開設における商品開発及び展示会出展

奈良県 有限会社フレックス 8150002001569 新商品「水素灸」の実演会による全国のエステ業界販路開拓事業

奈良県 べっぴん奈良漬 － 県外販売ルートの開拓とインバウンド向け新商品の開発

奈良県 株式会社朱雀技研 8150001018052 卸売り販路拡大のためのＥＣサイト機能拡充と業務の効率化

奈良県 株式会社Ｒｅｆｆｅｃｔ 5150001018518 地域を元気に！シニア向けファッションショー開催による販路開拓

奈良県 有限会社ことほぎｌａｂ． 6150002001281 「産業遺産である店舗建物」の団体見学ツアーによる集客増大

奈良県 来々軒 － 遠方の年配のお客様に料理を提供する為のデリバリー可能範囲拡大

奈良県 ｂｏｋｉ　ｃａｆｅ － 企業研修事業・起業家支援事業の販路拡大による収益力アップ

奈良県 コスメフルフル株式会社 7150001019794 強みと価値をアピールして、２０代～４０代の新規顧客を作る。

奈良県 合同会社ＢＡＲＮＥＹ，Ｓ 9150003001484 ＥＣサイト向け発送代行を事業として行うための新規顧客獲得への広告

奈良県 日本振興促進合同会社 3150003001515 ラーメン屋のＩＴ活用による新規顧客獲得事業！！！！

奈良県 ｃａｆｅ　ＷＡＫＡＫＵＳＡ － 管理栄養士がつくる完全無添加のお茶漬けの素の開発と販路拡大
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奈良県 犬野苑 － 奈良市初！動物介護士が運営する老犬ホームの設備充実と認知向上

奈良県 株式会社井上本店 9150001000216 新パッケージによる天然醸造丸大豆醤油の販路拡大策

奈良県 株式会社上杉商店 6150001000268 ヘリなし畳製作の生産効率化・売上増進への機械導入

奈良県 合同会社ウェルフェア 4150003001687 ネットショップの拡大による新規顧客開拓・作業の効率アップ

奈良県 髙井ニット株式会社 9150001012987 利益率向上を目指す新素材を用いた商品開発と新分野の販路獲得

奈良県 株式会社テルミック 6150001013088 自社製品販路拡大に伴う海外向け広告宣伝の充実

奈良県 株式会社末吉楽器店 2150001012894 地域密着型の歌声喫茶開催に伴う販路拡大事業

奈良県 株式会社オリーブ 7150001014977 「ハラル対応コンサル」の提案強化による新たな販路の開拓！

奈良県 抹茶菓子処　ふう － 大和茶抹茶を用いた洋菓子・和菓子の拡充に合わせた販促活動

奈良県 山之内行政書士事務所 － インターネット広告を使った認知向上・販路開拓

奈良県 ｘ－ａｘｉａ － 縮毛矯正・髪質改善の専門店化とスマホ向けＨＰの作製＆ＰＲ

奈良県 大阪自動機株式会社 7150001004755 展示会による奈良県産ピザシートの効果的な販路拡大・顧客開拓

奈良県 ＣＯＭＭＵＮＩＣＯ － 事業承継後の店に新規客を呼び込む！多機能なホームページの制作

奈良県 ランダーブルー株式会社 1150001021847 新規顧客開拓、顧客単価増の為の個室造作と機材導入

奈良県 旬菜堂 － サンプリングによる自社ブランドの認知度・売上向上

奈良県 Ｓ－Ｆａｃｔｏｒｙ － Ｓ－Ｆａｃｔｏｒｙ事務所の体験型ショールーム化事業

奈良県 竹茗堂左文 － ホームページリニューアルとＥＣサイトの構築による販売力強化

奈良県 喜多酒造株式会社 4150001010450 「水酛仕込清酒・利兵衞」拡販のための３００周年記念ボトルの作成

奈良県 ｌｅ　ｓｏｌｅｉｌ － ソシオエステティック事業の橿原市での本格展開

奈良県 有限会社巽繊維工業所 8150002007590 フランス市場における日本製（頑丈）五本指靴下の動画販促展開

奈良県 あすか菓匠壽堂 － 奈良県産の食材を用いた季節感があふれる「三笠焼き」の販路拡大

奈良県 シリウス進学ゼミ － 未就学対象の英会話とリトミック教室・シニア向けの英会話教室

奈良県 太陽ニット株式会社 8150001010364 ＷＥＢサイトを多言語化に更新した新たなプラットフォーム構築。

奈良県 株式会社アンジェスミュージック 9150001020726 カフェ部門での売上倍増計画に伴う店内工事と設備投資

奈良県 宮崎板金工作所 － 新たな強みの確立とホームページによる新規販路開拓

奈良県 あすかロードユースホステル － 旅女が明るく和やかに楽しめる安全で清潔で優しい空間の提供

奈良県 三つ柱治療院 － 患者さんとの信頼関係を構築できるＩＴを使った顧客開拓

奈良県 ＣＨＩＫＯ － スムーズな店舗誘導での失客防止の為の看板設置と新サービス展開

奈良県 かしはら大成自動車 － インバウンドに向けて女性自動車整備士ならではのおもてなし

奈良県 大育進学センター － 市内唯一の学習障害児対象の指導塾・不登校児支援塾になるために

奈良県 ＣＲＯＳＳ － 新事業ＣＲＯＳＳインバウンド向けふるさと観光案内

奈良県 瀬川オート商会 － 即日仕上・綺麗・丁寧・忙しい女子看護師向け車検サービスの販売

奈良県 美造 － 美も健康もケアする独自のホルモンバランス調整エステの販路展開

奈良県 創作お好み焼き・季節料理あどりぶ － 強みを伝える方法を確立し、売上向上と集客ＵＰを目指す

奈良県 あすか中央司法書士行政書士事務所 － 民事信託による社会的課題の解決策を提供することによる販路開拓

奈良県 ａｓ　ＷＩＮＥ　ＤＩＮＩＮＧ － 富裕層の団体宴会ニーズに応えられる店づくり事業

奈良県 カットハウス　エルテ － 顧客サービスの充実とマーケティングの強化

奈良県 花魁体験スタジオやまと桜 － 甲冑プラン導入による外国人男性及び戦国時代ファンの獲得

奈良県 株式会社アルファセブン 5150001010276 日本の良いものを世界へ！ＩＴ活用で海外輸出先の新規開拓事業
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奈良県 御菓子処　美松 － 新規顧客獲得のための新商品開発と店舗改装

奈良県 住宅機器協業センター － メンテナンスサービス事業の拡大

奈良県 小田自動車鈑金 － 「貴重な旧車、クラッシックカ－の本格的レストアとＨＰ作成」の販路開拓

奈良県 Ｔｈｅ　ｈａｉｒ　Ｄ．Ｌｏｇ － 店舗改修による認知度向上及び来店環境の調整、販促の売上向上

奈良県 焼鳥ダイニングＴＲＩＣＫ － 保存がきく鶏肉加工品のテイクアウトとネット販売で売上アップ！

奈良県 スリーウッドタイヤの森 － 「タイヤ履歴管理システム」提供による「空気圧警報器」の販売拡大

和歌山県 寺本時計店 － 眼鏡専門店へのブランディングを構築させる。

和歌山県 トリートハウス － 安心して暮らせる空間作り　消臭・殺菌洗浄事業部

和歌山県 スタジオミツイ － 和歌山有数のデイライトスタジオ×“終活“撮影の開発・販路開拓

和歌山県 株式会社快養 9170001006764 顧客の健康増進を目的とした電子充填装置導入による販路開拓事業

和歌山県 有限会社菊井鋏製作所 7170002001031 抜群の切れ味で勝負！果敢なるアメリカへの進出

和歌山県 株式会社エイコーコジマ 1170001000361 地方でも夢あるセミオーダードレスを身近なものに

和歌山県 エムアンドエムワールド商会株式会社 4170001006281 荷物用階段昇降機と朝食ルーム設置で訪日外国人宿泊客数の増大へ

和歌山県 南海薬品 － 漢方薬とダイエットに特化した駅前相談薬店を目指す！

和歌山県 有限会社中島石油 1170002002778 早くて便利！タイヤ提案から始まる総合カーケア事業

和歌山県 一富士 － インバウンド対応の、高品質の料理・サービスへのモデルチェンジ

和歌山県 株式会社サントピア 9170001006871 紀州梅・椎茸バーガーの真空包装とインターネット販売

和歌山県 有限会社かね政 7170002000900 創業９５年「和歌山揚げ」のネットブランディングによる販路拡大

和歌山県 株式会社ユー・シート 6170001003459
新規顧客獲得に向けた販促用パンフレット制作（商品、技術、サービスの見
える化）

和歌山県 デザインユニットリ・ビーンズ － 業界初！新サービス【デザインカウンセリング】始動

和歌山県 有限会社アビタ 2170002005929 髪のプロが運営する、女性専用大人のエクステ（増毛）サロン展開

和歌山県 有限会社アリエル 1170002005896 未病健康メニューの充実と発信による販路開拓

和歌山県 有限会社かつや 1170002000872 ビジネスホテルかつや集客アップのためのウェブサイト構築

和歌山県 雄湊　畠中整骨鍼灸院 － 和歌山からだ健康推進計画　～筋膜が緩めば結果が変わる～

和歌山県 株式会社Ｍｉｋｉ（ル・パティシエ　ミキ） 8170001014330 『　インバウンド対応が可能な高品質・高額商品の開発を行う　』

和歌山県 岸浦綿店 － オンリーワンブランド立ち上げと連動販促による新規顧客獲得

和歌山県 ＩＴ＆Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ － 高所電気工事の安全な新工法「ロープアクセス電気工事」の普及

和歌山県
株式会社紀伊ふるさと創生研究開発機
構

3170001015052 ヘリコプター観光販路開拓のための広報事業

和歌山県 波平株式会社 6170001012682 和歌山新名物！『ホルモンカレーヌードル』の冷凍販売の強化

和歌山県 和歌山ビューティーＡＧＡ － 新メニュー（ボディリラクゼーション）の追加とネイルコースの充実

和歌山県 株式会社きむら 7170001013432 従来型ＯＥＭから企画コラボへの業態革新

和歌山県 有限会社橋本漆芸 7170002006559 日本を代表するサブカルチャー×伝統工芸「蒔絵」で販路開拓

和歌山県 ＰＬＡＢＯＴＥＣ － 新商品開発と設備投資による一貫製造・内製化実現で業績向上

和歌山県 谷岡漆芸 － インバウンド需要の取り込みによる見学環境の整備・販路拡大事業

和歌山県 とこり工房 － こだわりの商品の「内製化」と『とこり工房』ブランド化

和歌山県 ウィッシュ株式会社 6170001015041 従来の縫製業からの変革！デザイン提案による販路開拓事業

和歌山県 岸会計事務所 － ホームページの刷新と新たな相続税サイトの構築

和歌山県 塗り工房ふじい － 新商品を皮切りに塗り工房ふじい「藤井義彦」ブランドを世界に！

和歌山県 あり長 － 「こだわりしらす」の新商品開発と新たな情報発信サイトの発信
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和歌山県 ＬＥＡ　ＬＥＡ － 買い物弱者向け特製弁当宅配サービスと高齢者見守りサービス実施

和歌山県 有限会社紀和化学工業所 3170002006422 販路拡大による会社基盤強化とＩＴツール導入による業務効率化

和歌山県 黒江ぬりもの館 － インバウンド需要獲得！潜在的ニーズを踏まえた「おもてなし」

和歌山県 有限会社シモムラ 3170002006331 最新検査機器導入による修理時間の削減及び受注体制の構築

和歌山県 東本肥料店 － 肥料店の閑散期を繁盛期に！ドローンを活用した農薬散布代行事業

和歌山県 青木ファーム＆デリ － 大手流通業への販路開拓・供給力拡大とパッケージ改良による販促

和歌山県 株式会社大和化学工業所 2170001006630 効率的・効果的なウェブ集客システムでの開拓事業

和歌山県 山家漆器店 － ユリア樹脂製「屏風時計」の開発と越境ＥＣで世界へ！

和歌山県 ウイロン株式会社 7170001005594 視点を変えたリニューアル戦略！「ゴルフ練習場」の経営革新

和歌山県 食楽Ｃｈａｒｌｌ － ランチタイム開始！『オリジナルラーメン』の提供と販売促進

和歌山県
ＳＡＬＯＯＮ’Ｓ　ＢＡＲ　＆　ＣＡＦＥ　ＤＡＩＳ
Ｙ

－ 女性のウォンツに訴求、料理人によるテイクアウト事業

和歌山県 菓子工房アンシャンテ － インスタ映え空間の新設による商品・店舗認知力の向上

和歌山県 株式会社二宮 8170001008836 地域性ある土産物商品の開発とパンフレットの製作

和歌山県 ルクール － 海外製住宅設備機器を導入したショールーム設置と販路開拓

和歌山県 株式会社ＶＳフィット 6170001012947 自社菌検査および衛生管理体制の確立と販路開拓

和歌山県 ボイジャーブルーイング株式会社 6170001013937 工場見学ルートの改善と発信でファンづくりと売り上げアップ

和歌山県 株式会社中村工務店 1170001013867 自社ホームページ、リーフレット作成による営業、広報活動の強化

和歌山県 丸新本家株式会社 3170001007157 多言語パンフレットで販路開拓、及び販売促進

和歌山県 株式会社オルタナ 2170001014071 新型電解水装置の拡販に向けたデータ取得、及び販促ツール作成

和歌山県 増田商店 － 「ちりめん山椒煮」の研究・量産化及びパッケージ作製と販路開拓

和歌山県 ＣＯＲＤＥ － 地元産材（紀州材）を使用したテーブルの開発と販路開拓

和歌山県 あづま寿司 －
和の伝統と洋の革新で、新しい和食の形を！家族三世代向けキャンペーン
で販路拡大

和歌山県 パンむぎとし － ネットショップリニューアルによる売上向上及び生産量の増加計画

和歌山県 株式会社天酔グループ 5170001013839 キッチンカー導入による買い物弱者対策・販路拡大事業

和歌山県 株式会社ないとう 1170001011557 老舗あんこ屋が作ったオリジナル商品の生産体制整備と販促活動

和歌山県 カフェレスト　ウォールナッツ － 店舗改装によるアイドルタイムでの高齢客層獲得計画

和歌山県 有限会社ヒラショク 8170002011624 豆腐製造事業者の新事業展開「豆乳スイーツ」による売上拡大事業

和歌山県 徐福寿司 － 外国人観光客の満足度向上による売上拡大事業

和歌山県 熊野郷菓子司　福田屋 － 小規模和菓子店の「新規顧客開拓＆お客様満足度向上」事業

和歌山県 株式会社ツー・ワン紀州 7170001010108 おらが町の通販サイト

和歌山県 喫茶のんのん － 珈琲専門店としての差別化戦略による新規顧客獲得計画

和歌山県 髪切屋ニューバイパス店 － インターネットでの集客と中高年に優しい店作りによる売上拡大

和歌山県 株式会社稲竹商店 2170001010590 梅酢醤油の開発・販路開拓とギフトパッケージのリニューアル

和歌山県 パープルドルフィン英会話スクール － 英語の４技能対応教育と高齢者向け新コースの導入

和歌山県 株式会社ユメモアル 7170001013523 顧客満足と利便性へ向けたブログ連動ホームページ開設、運営事業

和歌山県 山中写真館 － プレミアムな写真・出張シルバーフォトサービスとＨＰ活用事業

和歌山県 亀井看板塗装 － 県内初・塗装に特化したショールームでつながりを深め受注拡大へ

和歌山県 則岡醤油醸造元 － 商談会出店、ＨＰリニューアル、小売強化で料理人が選ぶ味の販路拡大！

和歌山県 ヘアーワークスムラカミ － プレミアム感満載の新メニューの開始と写真店とのコラボで新規顧客獲得
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和歌山県 川島モータース － 女性ドライバーの快適なカーライフの提供と満足度向上

和歌山県 クスギン洋菓子店 － ＣＩ戦略による商品イメージ統一とイートインコーナー設置

和歌山県 合同会社ＦＩＳ 8170003001070 パッケージソフト凄腕工場長の販路開拓及びウェブサイト構築

和歌山県 しんまち － 有田をもっとＰＲ！行きたくなるお店として情報発信事業

和歌山県 合同会社津野 7170003001212 当社及び特殊清掃・遺品整理等事業内容の広報ＰＲ活動
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