
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

徳島県 有限会社石川時計店 7480002012699 子育て世代が共感できる空間作りで来店客数と売上アップ

徳島県 天然酵母のサンドのお店　ｆｕｔａｂａ － 新たな需要獲得に向けた販路拡大事業

徳島県 株式会社セツロテック 8480001009927 創薬のための遺伝子組換えラット受託製造の開発・販路開拓

徳島県 有限会社浜仲商店 1480002003794 魅力的な店作りとショーケース導入による生産性と満足度向上事業

徳島県 株式会社コール 2480001001617
建築設計というものをもっと身近に感じてもらい、知ってもらうことでの受注増
加計画

徳島県 大亜ツール工学株式会社 2480001001294 製造部門における第二軸である部品加工のＰＲ

徳島県 株式会社牛島家具 9480001010074 「アクア・チッタパーク＋徳島家具ブランド再生Ｐｒｏｊｅｃｔ」

徳島県 ｙｏｋｏ’ｓ　ｊａｍ　ｔｅａ － 完熟スダチジャムを開発し、全国へジャムティーを展開

徳島県 アウトクラスカーズ株式会社 1480001004397 コンプリートカーをレンタルして走ってもらい拡販へ結び付ける

徳島県 ＡＥＤ　レンタルサービス株式会社 6480001009978 会社の信頼性アップとＤＭによる売上アップ対策事業

徳島県 株式会社ムーア 8480001009877 撥水シルクスカーフ・多機能スカーフの販路開拓

徳島県 株式会社ポラーノシステム研究所 8480001002114 エステ部門強化による中高年層の新規女性顧客獲得事業

徳島県 有限会社寶泉堂 3480002003999 若年層向け商品開発と来店頻度が上がる売り場づくりの取り組み。

徳島県 ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ　ＭＯＲＩＭＯＴＯ － 働く女性を応援！新店舗でのサロンの宣伝強化と顧客を虜にする空間作り

徳島県 ＫＯＹＡ（木舎） － 「小さな映画館スマホシアター」の開発、販路開拓

徳島県 有限会社齋藤酒造場 2480002001839 地酒「御殿桜」のウェブサイト、カタログを刷新し国内外へＰＲ

徳島県 株式会社Ｓｈａｒｅ　Ｓｔｕｄｙ　Ｌａｂ． 6480001009796 思わず本に指をかけたくなる「読書でデザインする学びのカタチ」

徳島県 あなん動物病院 － 新たな販路開拓の為の犬猫用血管シーリングシステム導入事業

徳島県 合同会社ＭＡＧＩＣ－ＬＡＢ 3480003001110 次亜塩素酸除菌水を活用し専用噴霧器による室内空間強力除菌消臭

徳島県 かなすぎ整骨院 － 創業３０年親子で営む整骨院の情報発信による販路開拓事業

徳島県 有限会社丸新旅館 6480002004672 伝統ある旅館の強みを生かしたインバウンド需要獲得事業

徳島県 ふすまクラフト － プレミアム志向なリフォーム・住まいのお困りごと解決ＰＲ事業

徳島県 ジュエリーＢＥＳＴ － 純金インゴット（１キロ以上）小分け加工の販売強化事業

徳島県 ももたろう － ネット販売システム構築による需要の獲得と顧客満足度向上

徳島県 Ｈｅｒｂ・Ｒｏｏｍ　ｌｅａｆ － スティック型鳴門の塩入り酵素生クリーム石けんの開発・販路開拓

徳島県 株式会社青杉設計 5480001009194 ホームページの開設及びチラシ配布、従業員の賃金アップ

徳島県 有限会社ことらや 5480002010457 夏季売上減少対策　及び　繁忙日における販売機会ロス防止対策

徳島県 有限会社サヌキヤ 2480002010476 独自商品「鳴門うどん」の品質向上及び販路開拓

徳島県 株式会社片岡建工 1480001009009
鋼製型枠導入による施行工事の生産性の向上による売上の増加と粗利益の
向上

徳島県 長町美術印刷有限会社 6480002010811 小ロットシール・ラベル分野進出による売上増加及び粗利益増加

徳島県 住谷商店 － チラシ作成・配布による周知拡大と新規客獲得

徳島県 野口写真館 － パラモーターによる空撮で新規客獲得

徳島県 ジャイ床 － 店舗改装とＩＴ活用による集客力向上事業

徳島県 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｒｉｇｏｌｅ － 駐車場整備による新規客・リピーター獲得事業

徳島県 アイフォレストコンサルティング株式会社 5480001008725 ＨＰ開設及び防犯シャッター整備による顧客満足度向上及び売上向上

徳島県 仲須砕石工業株式会社 6480001005110 商品見直しとチラシ作成による販路開拓事業

徳島県 株式会社でんき屋みい 2480001006013 Ｗｅｂ注文システムと在庫管理システムの構築

徳島県 ｅｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎ　ｍｉｍｉ － メイン顧客層に特化した県内地域媒体誌面・動画広告事業

徳島県 くろーばーはりきゅう整骨院 － ロコモティブシンドローム改善プログラムの自費診療促進事業

徳島県 花れんこん － 鳴門の零細企業で集う新ブランド・粋美ー（すいみい）の構築

徳島県 山西整骨院 － メンタルトレーニングを取り入れた整骨院の販路開拓事業
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徳島県 ｍｉｌｉ　ｍｉｌｉ － 主要顧客層へのＧＩＳ（地理情報システム）活用地域選別広告事業

徳島県 有限会社山陽堂 9480002007747 最新型強力蒸気ボイラー導入による生産能力向上と新規出店の実現

徳島県 株式会社ＦＲＥＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 1480001010338 外注費を抑え、生産性の向上と利益率を上げ、次世代に繋げる取組み

徳島県 赤いポシェット － 美容室「赤いポシェット」の新事業、母傘屋（かあさんや）の挑戦

徳島県 ラフィン － 新機材導入による既存顧客の満足度ＵＰと若い世代の顧客獲得事業

徳島県 波多野工業株式会社 9480001009876 危険や不安を和らげる狭い場所での解体工事受注拡大事業

徳島県 スマホ堂　鴨島店 － 商品数とサービスの拡充により更なる顧客獲得を目指した店舗拡張

徳島県 株式会社鴨島フォークリフトセンター 4480001009848 看板設置による新規顧客獲得と囲い込み事業

徳島県 有限会社片岡工務店 6480002009044 「ＦＰの家」販売促進活動

徳島県 有限会社久保設備 7480002009092 水素式漏水探知機導入による新規受注獲得と工期短縮

徳島県 有限会社ＷＯＲＬＤ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 4480002016067 ソムリエが贈る！あなたのためのワイン・オンライン販路拡大事業

徳島県 サチ化粧品店 － 第三者への円滑な事業承継に向けた売上所得向上計画

徳島県 有限会社みやひろ 5480002013534 德島の旬の食材を使用した冷凍惣菜の販路開拓事業

徳島県 株式会社すだっち阿南 5480001010037 ＩＣＴで街・人・モノをつなぐ新たなコミュニティビジネスの実践

徳島県 Ｐｌａｎｅｔａｒｙ　Ｍｕｆｆｉｎ　ｏｒｇａｎｉｃ＆ｎａｔｕｒａｌ － 競合店が急増！生き残りをかけた販路拡大を図るための第一歩

徳島県 大和観光株式会社 8480001006726 ホテルレストランオープンをフックに、地元の迎賓館として確立

徳島県 株式会社マザーアースエンタテイメント 8480001007088 貸別荘の備品等整備による新たなインバウンド販路開拓事業

徳島県 ＨＡＩＲ＆ＦＡＣＥ　メルローズ － 県内唯一のマッサージサービスと快適空間で顧客満足度と収益向上

徳島県 あなん整骨院 － スポーツ選手等対象の機能訓練・運動療法改善による販路開拓

徳島県 パール美容室 － クラウドサービス等を用いた顧客満足度向上体制の構築で事業承継

徳島県 有限会社大津薬局 1480002012779 洋式トイレ・洗面所の改善による新たな販路開拓事業

徳島県 ＭＡＲＱＵＬ － 業務用食器洗浄機導入による新たな販路開拓事業

徳島県 あなん司法書士事務所 － 遺産相続・事業承継業務の増加及び作業効率・生産性向上事業

香川県 株式会社松なみ 9470001014183 日仏友好１６０周年記念商品「西陣織コサージュ」仏販路開拓事業

香川県 株式会社ギフトグッズ 1470001004687 展示会出展とＥＣサイトによるインバウンド向け土産品の販路拡大

香川県 エフエム高松コミュニティ放送株式会社 9470001000745 ＷＥＢ上プラットフォームの設立と新たなメディアミックスの推進

香川県 朝日住宅株式会社 9470001000373 リフォーム事業への新規参入に伴う売上向上施策

香川県 みのメディカル株式会社 4470001014015 アキュスコープを使った治療のＰＲ

香川県 内田治療院 － ホームページ改定とＳＮＳ積極活用による新治療システム実施事業

香川県 中條鮮魚店 － 「新鮮」鮮魚のＰＲやできたて地魚の総菜で「魚離れ」解消事業

香川県 株式会社レアスウィートコスメ 2470001014652 化粧品見本市インターチャーム２０１８モスクワ出展と販路開拓

香川県 有限会社電マーク 3470002007704 西日本・関東地域での映像中継業務の業務拡大

香川県 株式会社リサラネット 4470001011879 四国初のオーダー仮装衣装製作販売を企業・団体へ認知させる施策

香川県 合同会社とさ 5470003001290 カツオ松葉焼きタタキ実演での集客強化と調理効率化

香川県 ＳａｎｔｅＢｅａｕｔｅ　サンテボーテ － フェイシャル事業参入による売上向上施策

香川県 旭洋鉄工株式会社 4470001001285 低価格でカスタマイズ可能なＲｉｇｈｔＮｏｗシリーズの顧客獲得事業

香川県 有限会社ＩＮＡＫＡ　ＴＯＵＲＩＳＭ 9010402036566 空き家を民泊施設へ、日本らしい古民家宿泊体験を世界にアピール

香川県 ｅｔｏｗａ － 叶えるオーダーメイドウェディング　Ｌａ　ｓｅａ．ｎａ

香川県 本屋ルヌガンガ － 書店の新規来店促進及び客単価向上施策

香川県 溝口食糧株式会社 8470001003922 ＨＰリニューアルに伴うこだわりのある米の販路拡大

香川県 ８　１／２ － ウエディング事業拡大＆ＨＰリニューアルによる売上げアップ
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香川県 有限会社森本建具店 2470002007011 英語版ホームページと英語版パンフレットをもって海外で提案・展示会出展

香川県 ｔｓｕｔａｅｒｕ － 西陣織ベビーシューズの企業及び団体に向けた広報による販促事業

香川県 有限会社高嶋金物店 9470002004349 インターネット店舗の拡充と宣伝

香川県 樋口卓也税理士事務所 － ご年配にもわかりやすい看板広告と折込チラシでの販路開拓

香川県 株式会社ＮＢＭ 8470001016643 外国人対応ウェブサイト作成事業

香川県 株式会社あったかネット 5470001013296 配食サービスの販路拡大と市民農園の開設

香川県 株式会社サンクラッド 4470001013826 オリジナルニッポンセーラーの開発と海外販路開拓

香川県 おさ和風゛（おさわがせ） － 囲炉裏の新設とトイレ環境の改善、店内禁煙によるサービス向上

香川県 ファミリーズ － 寺社と神社にターゲットを絞ったＰＲにより売上と利益率をアップ

香川県 ＵＫドッグアカデミー － 愛犬家へのレンタルスペース貸出で顧客満足と収益向上を両立

香川県 花恋カレン － 集客支援付加型レンタルフラワー事業

香川県 山田石油有限会社 5470002012438 ＰＯＳシステム導入で回転率と附帯サービスを向上し収益アップ

香川県 株式会社丸亀給食センター 3470001007639 玄米の直接仕入と自家精米で「お米がおいしい地域一番店」を実現

香川県 バーリーズ －
設備強化による機動力と品質の向上。及びコスト削減と低価格化による販路
拡大

香川県 株式会社樹木新理論 2470001008638 スタイリッシュに生活に緑を。ミネラルバランスのよい土作り提案

香川県 たけのこ体育教室 － ＰＲ動画とチラシの相乗効果で会員数の増加と売上高アップを達成

香川県 コスモスサポート － ２０２０年小学校プログラミング教育必修化対応のＰＣ教室展開

香川県 株式会社千流 1470001016170 新規事業「仕出し」による売上ＵＰと顧客獲得の実現

香川県 若松家本館 － トイレ改装による訪日外国人等の需要開拓

香川県 観音寺ゴルフセンター － 初心者・入門者向け新規レッスンメニュー開発による販路開拓

香川県 みかわ工務店株式会社 4470001016135 ＩＴ導入による提案力向上事業

香川県 髪屋Ｄｅｃｏ － シニアに喜ばれる新サービスと店舗づくりによる販路開拓

香川県 大矢鈑金塗装工業 － 鈑金技術を向上させて高級車ユーザーからの直接受注獲得

香川県 株式会社みとよ 2470001010098 ご当地マンホールを活かした新商品開発による販路拡大事業

香川県 割烹　寿賀 － ホスピタリティ向上による集客力ＵＰ事業

香川県 株式会社Ｆｕｌｌ　Ｔｈｒｏｔｔｌｅ 2470001014801 レンタルバイク事業の展開による売上向上

香川県 銭形マルシェ合同会社 7470003001215 観音寺市が舞台となっているアニメを活かした販路拡大事業

香川県 株式会社ＧＯＯＤＴＩＭＥ　ＣＲＥＡＴＥ 7470001010903 付加価値および情報発信力向上事業

香川県 三豊造花装飾 － 地域特性を活かした提灯の販路拡大事業

香川県 有限会社今屋老舗 4470002015788 ＦＲＰ製茶箱の作成による作業効率向上と品目の増加

香川県 株式会社森岡不動産 5470001014889 健康野菜を使った商品開発及び販路開拓

香川県 株式会社高建巧房 8470001016404 立地条件の良い土地を確保した分譲住宅の販路拡大事業

香川県 三谷瓦工房 － 香川県初、瓦屋のワークショップ体験と見えるサービスで販路拡大

香川県 鈴木鮮魚 － 移動販売で地域貢献し、地域に必要とされる、地域密着型事業の実現！

香川県 合同会社Ｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 3470003001383 カウンセリング型接骨院の看板設置による新規顧客の獲得

香川県 りるねいる － ネイルで笑顔を！福祉の場で活躍を実現する計画

香川県 Ｒｉｎｔｅｒｕ － 店舗改装と看板設置及びチラシ作成による新規顧客獲得事業

愛媛県 空太郎 － 松山からうどんで各地に元気を届けたい！小さなうどん屋の取組み

愛媛県 株式会社イノベーション・アクセル 5500001021171 シード・アクセラレーション事業の展開に向けた会員と受講生獲得

愛媛県 楽家 － ３０～４０代の働くお母様をターゲットにしたテイクアウト事業の周知事業

愛媛県 株式会社阿部総合鑑定所 3500001000400 新たな住まいの提案、ＤＩＹを活用した中古住宅の購入でゆとりのある生活を
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愛媛県 星晃設備工業有限会社 6500002010437 営業力強化によるニッチ市場の新規開拓事業

愛媛県 株式会社ラフスタイル 9500001005682 ＡＲ＝拡張現実技術を活用した広告ストックサービスの開発

愛媛県 自然食品店ｆｕｒａｔｔｏ（フラット） －
愛媛県で唯一！自然栽培野菜を生産者が日替わりで販売。保冷設備導入で
廃棄ロスを減ら

愛媛県 有限会社もだ 5500002006865 愛媛県産の「ｍｏｄａ　ｆｏｏｄ」売場作りツールの強化

愛媛県 株式会社マツゲキ 7500001006988 臨場感溢れる舞台演出を通じた年配者の楽しみ作りと新規顧客獲得

愛媛県 東昇商事株式会社 7500001020469 給排水管保全・人にも優しい水処理装置エルセの販路開拓

愛媛県 有限会社吉村住工 9500002011465 省エネを楽しむ生活を提案し住宅販売を促進するホームページ作成

愛媛県 株式会社Ｐｌｕｓ　Ｏｎｅ 8500001017729 水耕栽培装置の販売と、自社での栽培及び加工品の製造販売。

愛媛県 ＮｉＳｉ塾 － チラシ配布枚数と配布エリアの拡大

愛媛県 株式会社のじま 9500001003372 カスタムインソール出張販売システム構築及び販路開拓

愛媛県 エクステリア＆ガーデンｃａｓａ － 記憶に残るアプローチで安定した顧客数確保。

愛媛県 株式会社マックスエージェント 7500001016707 顔出しパネルフォトポイント・インバウンド対策ショップカード

愛媛県 有限会社大谷組 6500002001691 売上拡大のための人材採用ホームページの作成

愛媛県 ブランドショップスマイル － 『販路拡大・仕入先開拓・出荷代行委託』による売上向上

愛媛県 菅機械産業株式会社 3500001001191 ＪＩＭＴＯＦ２０１８第２９回日本国際工作機械見本市への出展による顧客開拓

愛媛県 株式会社リビング椿 6500001004407 リスティング広告による不動産査定希望者の集客増大

愛媛県 遊漁船　正漁丸 － 年間通した瀬戸内の大物タチウオ狙いの遊漁船による販路拡大

愛媛県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＣＯＲ － ２０代から始める水流シャンプーによる頭皮ケアと新規顧客の創出

愛媛県 有限会社アーキテクトイザワ 6500002000438 家族に優しい家づくりの総合的支援サービスの実施

愛媛県 そらしと珈琲 － パッケージ開発でテイクアウト販売（ハニービスケット）拡充

愛媛県 いーよプリン － 秋の行楽向け県産品を用いたプリンの新パッケージ制作・情報発信

愛媛県 合同会社Ｎｏｕｒｉｓｈ　Ｊａｐａｎ 9500003001812 １００％植物性ココナッツアイスクリームミックスの販路拡大

愛媛県 株式会社オフィス・ラボ 1500001003124 ホームページ決済の導入及び販売管理ソフトとの連携システムの構築。

愛媛県 こころとからだの養生サロンｉｙａ－ｓｈａ － 心の傷癒す人工乳房のＰＲで悩める女性の復活をサポート

愛媛県 焼肉蘭苑 － 高齢客の満足度向上のための店舗改装とＨＰ・ＤＭによる情報発信

愛媛県 合同会社ネクストコード 9500003001168 「地方を拠点とし、社労士ソフトの全国リリースを！」

愛媛県 ＡＴＥＬＩＥＲ － ３０歳～４０歳の女性をメインに新規顧客獲得への販売促進活動

愛媛県 栄光酒造株式会社 8500001000890 「蔵元の～」リブランディングと酒蔵の見学受入れ強化で売上ＵＰ

愛媛県 アート工房Ｒｉｎ － 営業力強化によるオリジナル彫刻の魅力発信と生産体制構築事業

愛媛県 有限会社松山針灸接骨院 5500002006155 病院で解決できない女性のお悩みを解消するための広告宣伝事業

愛媛県 有限会社テニスショップミズキ 6500002004612 店舗・ホームページ・ＳＮＳを連動させた顧客に選ばれる店づくり

愛媛県 Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　ＮＡＮＡ － 中高年向け健康ボディ作りメニューのテレビＣＭで客数アップ

愛媛県 アイアンドエム － 小規模事業者向け営業支援サービスの構築

愛媛県 株式会社オフィストウキ 6500001013754 親から子へ伝承するダイヤモンドと家族の幸せ物語を繋いでいく

愛媛県 からや － タッチ式券売機と県内初オーダーシステム導入による売上向上

愛媛県 株式会社サンガーデン松山 4500001006702 和モダンホテルの構築事業、販路開拓

愛媛県 三洋興産株式会社 7500001001840 新商品開発により既存顧客が喜び、新規顧客も獲得し、売り上げアップ！

愛媛県 有限会社阿部木工 7500002000759 一般向けパターンオーダー家具の開発・新規開拓

愛媛県 Ｒｏｎ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ － 組子アート「ＭＩＹＡＫＯ」をＰＲする「ギャラリープレシャスミヤコ」の設立

愛媛県 カムイ －
１００歳でも通える美容室！！バリアフリー化と業界最高クラスのスチーマー
を設置！

愛媛県 マテリアクレープ － サラダクレープの開発・販促ツールの制作

4 / 8 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

愛媛県 株式会社やまと 3500001020431
ホームページのリニューアル『猫に重きをおいたホームページの構築で猫派
の顧客獲得』

愛媛県 夢乃家 － 県内の不用品をゼロに！不用品エコリユース・リサイクル事業

愛媛県 株式会社Ｄ．Ｉ．Ｇ 6500001016996 愛媛松山から雑貨の輸入代理店の全国展開と直営店開業への挑戦

愛媛県 株式会社Ｔｉｍｏｎｅ 4500001006909
他店との差別化による集客力アップと固定客へと継続（リピート）する導線づく
り。

愛媛県 味千拉麺　朝生田店 － 家族向けセットメニュー開発による家族客増加・客単価アップ計画

愛媛県 古川遊漁 － 伊予灘の釣りを快適に！ＧＰＳ魚探装備のリフォーム遊漁船事業

愛媛県 ｉ－ｖｉｌｌｅｇｅ － 外国人観光客向け、地域資源を活用したメニューの開発及び周知

愛媛県 Ｍａｒｉｏ＆Ｒａｆｆａｅｌｌａ． － 「食のプロデュース」を伝える顧客獲得事業。

愛媛県 株式会社Ｂｆｒｅｅ　Ｐｒｏｄｕｃｅ 4500001019407 「リンパマッサージ技術取得」ウェブのＰＲ動画による新規顧客開拓

愛媛県 有限会社宇和島スズキ整備工場 3500002022542 整備の受入強化と商圏拡大に向けた営業力強化事業

愛媛県 有限会社まる屋 2500002023161 屋台風催事ブースで“うどんｏｎうどん”　自社をアピール　販路開拓

愛媛県 スナック　一 － 顧客管理とトイレ改修によるサービス向上で来店頻度アップ事業

愛媛県 住谷釣具店 － 釣果や情報発信でウェブ活用、情報誌掲載による新規来店獲得事業

愛媛県 上甲広告社 － 地域高齢化による看板の提案営業強化・ウェブ受注で新規顧客獲得

愛媛県 たかむら酒の店 － 夏と冬のワイン試飲販売会の開催による新規顧客獲得事業

愛媛県 有限会社長瀬商店 8500002022959 顧客管理システムのデータ分析による営業力強化・顧客満足度向上

愛媛県 有限会社宮居醤油店 3500002023169 たれ、ドレッシングの開発による、営業エリアの拡大と新規顧客獲得

愛媛県 クスコラボ － 南海トラフ地震に備えた耐震工事の営業強化事業

愛媛県 スタイリッシュガーデン　みたか － 医療用ウィッグの販売とアフターケアー

愛媛県 株式会社丹後 6500001019207
今治伝統ジャガード織りとデザイン開発による「ＯＬＳＩＡ」オリジナルブランド確
立に

愛媛県 株式会社愛媛タマリス 2500001011282 天然自然商品の開発・販路開拓・全国展開

愛媛県 株式会社一笑堂 4500001011124 地元法人のノベルティ商品開発・法人販路開拓と新商品開発

愛媛県 ひなたスイーツ － 店舗改装による地域農産品を使った焼き菓子の販路拡大

愛媛県 有限会社エスペランス 3500002020422 地魚をお家で簡単！「海の食材キット」の開発・販路開拓事業

愛媛県 自律塾　エルム － タウン誌戸別ポスティングを活用した塾生募集の折込み広告事業

愛媛県 株式会社ジェイギフト 2500001011687 今治タオルのおむつケーキ開発と周辺市域の販路開拓

愛媛県 小沢マート － 産地・品質にこだわる主婦を獲得するための店舗改装事業

愛媛県 有限会社オズ 3500002020463 木や紙のおもちゃを使った「体験」の講座開発と販路開拓

愛媛県 株式会社国際観光　美賀登 7500001011550 新メニューの開発による顧客満足度の向上・販路開拓

愛媛県 ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ悠 － 伝統工芸菊間瓦の結露しにくい骨壺の販路開拓

愛媛県 ブルーノート － ウエブサイト作成とリユースＢＯＸによるお店の集客力強化

愛媛県 長井建築設計室 － 空き家にしない、空き家を住みたい家にする性能向上の家づくり

愛媛県 鉄板焼き　ビギン － 看板・トイレ改修で家族連れ、年配客に優しい店づくり事業（２７文字）

愛媛県 愛和印刷株式会社 5500001011049 記念品に最適なオリジナルラベル作成とそれを貼付した酒類の販売

愛媛県 松竹写真館 － 七五三をロケーションを生かした躍動感ある撮影で販路拡大

愛媛県 道岡畳店 － 和室の環境整備をコンセプトとした新規事業による販路開拓

愛媛県 谷口商会 － 地域資源を活かしたレンタルバイク事業の収益向上計画

愛媛県 行政書士　こしみず事務所 － 訴訟前の予防法務により地域社会に貢献する。

愛媛県 農ぷらす愛媛株式会社 1500001019335 生果が獲れない夏季の売上げ拡大の為に行う、新商品の販売促進策

愛媛県 昭和建設有限会社 8500002013272 住まいの健康診断からのリフォームの販路開拓事業

愛媛県 大山ガラス店 － 施主管理データベースの構築
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愛媛県 千丈動物病院 － 飼主の安心とペットの健康増進に寄与する電子カルテの構築

愛媛県 有限会社イナイ 8500002015913 『今がチャンス！動画と越境ＥＣで、一気に知名度アップ作戦！！』

愛媛県 オフィス森川 － 福祉タクシーを用いた高齢者への日帰り旅行の開発・販路拡大

愛媛県 有限会社アイサイン企画 4500002015867 外注からの脱却！切り抜き加工で地域一番店へ！

愛媛県 進学塾　白修学院 － 高校生対象の「映像授業・ピンポイント個別指導」モデルの構築

愛媛県 三浦綿業株式会社 8500001010329 ２０年ぶりの店舗改装！キャッチ―な看板で睡眠事業をアピール

愛媛県 青野泰介行政書士事務所 － 『申請も込み！ドローンを活用した建設現場撮影を事業化！』

愛媛県 Ｔｏｔａｌ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｕｐ　ＭＡＨＡＮＡ － 店舗集約・新メニュー開発による新規顧客獲得作戦！

愛媛県 養命研究所株式会社 3500001019085 『配送革命！在庫管理と配送の効率化で即日発送！』

愛媛県 有限会社カネコ 8500002016176 『愛媛の地酒を全国に！』商品作りと販売強化

愛媛県 有限会社ビューティーコラボレーション 9500002015680 ４０－５０代の女性が何度も通いたくなる戦略的な広報再構築事業

愛媛県 有限会社公文社 6500002016392 販促ＰＯＰ製作用の新設備導入による小売店や飲食店への販路拡大

愛媛県 ビーコシーフード株式会社 8500001019015 新居浜産天然魚で販路拡大事業！＆原魚とフィレの相互販売事業！

愛媛県 株式会社奈良屋商店 1500001010153 ＨＰ活用に伴う販路拡大と上質の空間演出事業

愛媛県 １３Ａｒｒｏｗｓ株式会社 9500001020319 多様化する女性のライフコースに合わせたネイルスクールを目指して

愛媛県 Ｈｅａｄ　Ｓｐａ　Ｓａｌｏｎ　ＳＨＡＮＴＩ － 『新ヘッドスパ機器導入とＨＰ開設等で売上向上プロジェクト！』

愛媛県 ＥＪＮグループ株式会社 2500001019755 価格・指導内容・結果（成績）すべてを満たせる塾を目指して

愛媛県 中華菜房　くどう － 心地の良いサービスと空間の提供事業

愛媛県 Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ａ － 「ＩＴ情報の提供」サービスの新規開発、及び販路開拓

愛媛県 四国加工株式会社 8500001009940 自社商品「木の巻ける風呂蓋」のブランディングによる販路開拓

愛媛県 株式会社エムズパッケージ 1500001017578 自動耳巻取機によるスリッターの高速化で新規顧客にアプローチ！

愛媛県 有限会社鈴木住宅設備 3500002021148 ガス屋さんは地域と家庭のシルバーサービスステーション

愛媛県 株式会社さいとう建築 9500001020459 空家対策！快適性と未来をつなぐリフォーム！攻めの営業の実現！

愛媛県 旬彩酒肴ろここ － 瀬戸内食材をアピールしたＨＰ製作（新規県外ビジネス客の獲得）

愛媛県 ながしま花店 － 『水冷式フラワーポットで新鮮・長持ちの花をお客様に届けよう！』

愛媛県 有限会社松本スレート興業 6500002014504 下請け依存からの脱却を図る！強みを生かした新規事業の展開！

愛媛県 有限会社山本造園 3500002014564 空き家管理業務の開始とＰＲで地域業界を先導する！

愛媛県 株式会社ウィンウィンホーム 4500001013913 趣味や育児に着目したニーズ別提案方法の確立と、効果的販路開拓

愛媛県 藤田電機株式会社 3500001009103 ドローンを用いた躍動感あるホームページ制作の販売促進活動

愛媛県 有限会社石野商店 3500002013954 赤ちゃんにやさしい地域密着ギフト専門店へ向けた店舗改修

愛媛県
有限会社石田製餡所（ａｎ’　ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ
七日）

9500002000947 和菓子改、新感覚の洋菓子「どら焼き」の開発で販路拡大

愛媛県 有限会社グルメシャンボール 3500002008120 看板・メニュー表・ポイントカードリニューアルで集客力アップ！

愛媛県 Ｈａｉｒ＇ｓ　ＢＯＷ － 髪や頭皮の早期予防とアビアランスケアで販路拡大

愛媛県 こばやし訪問鍼灸治療院 － ５周年記念！無料体験会・紹介カード作成で新規顧客獲得作戦！

愛媛県 くぼた不動産 － 後継者が実施する「愛」を持った困りごと何でもお気軽相談

愛媛県 愛媛グリーンライフ － Ｂ級品を活用した冷凍フルーツで販路開拓

愛媛県 有限会社小谷酒店 3500002011603 酒の専門店として情報発信力強化と受注窓口ＩＴ化で販路拡大

高知県 美容室ステイト － ホームページ制作と高齢者向けデリバリーと送迎の美容室

高知県 ビューティーショップマサヤ － 化粧品販売店における新たな施術サービスの取り組み

高知県 有限会社湖月 4490002001687 居酒屋店における県外や海外観光客の新規取り込み事業

高知県 訪問フットケアサービス　あしすと － 靴ズレ対策を軸にしたフットケアサービス周知による新規販路開拓
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

高知県 アルアロマ － 働く女性や産後の女性向けメニューの開発と効果的販路開拓

高知県 ブラストスタジオジン － パネルソー導入による自社内製化とインテリア製品の製作・販売

高知県 トラットリアパスタコルタ － イタリアンレストランの新規顧客取り込みと店舗改装

高知県 ＧＲＯＷＩＮＧ － 土佐桧を使ったノベルティによる新規販路開拓

高知県 インタレスト・プロダクション － 防災商品の販売代理店発掘による販路開拓

高知県 訪問美容サービスかいんど － 高齢者等の買物弱者対策による新規顧客獲得

高知県 ライフサービス高知店 － ライフサービス高知店のプロフェッショナルプラン開発と販路拡大

高知県 近藤印高知酒店株式会社 1490001008686 ホームページ改修に伴う、機会損失の防止および販売強化

高知県 有限会社都まん 9490002005056 家族や職場にお土産を購入する観光客をターゲットとした販路開拓

高知県 ＬＩＬＹ － シニア女性を元気にする訪問美容事業の実施

高知県 株式会社ケイエスエー・ライフガード 1490001000536 新商品「安全機材」による新市場、販路開拓事業

高知県 ダルチザン － 理容室の復興を図る！県内初の「髪の悩み解決」サービスの展開

高知県 パティスリーモンスリール － 製造効率改善と合わせた販促・商品開発による販路開拓

高知県 ペブルズ － 高知県産ふんどしの県外への販路拡大と情報発信力の強化事業

高知県 有限会社ダイワ青陽社 3490002003081 ＨＰ開設での営業力強化による新規顧客獲得

高知県 株式会社アイマックス 8490001004365 中・高齢者への販促強化と気軽に入りやすい店づくりで顧客獲得

高知県 合同会社Ｌｉｆｅ　マネジメント 3490003001076 ＦＰの相談業務に特化してお客様の利益を最大化する事業

高知県 株式会社Ｄｏｒａｇｏ 3490001007570 定期便および贈り物コンシェルジュサービス認知の為のＰＲ実施

高知県 バルーン企画リーフ・エム － オーダーメイドバルーンのサービス化

高知県 有限会社キューブデザインスタジオ 3490002007883 シニア層の満足度向上による売上拡大

高知県 有限会社森木翠香園 9490002005221 お茶の専門家が提供する、本格茶のテイクアウトメニュー

高知県 匠自動車 － 当社の技術力と設備投資による先進車輛修理への販路開拓

高知県 ＹＵＩ　ＭＡＴＳＵＤＡ － 新商品開発に伴う委託販売強化のための展示会出展

高知県 きよみ商店 － 高知県外へのきびなごケンピ販路開拓

高知県 Ｂｌｏｏｍ － 子育て世代の髪の悩みとストレスを解消する相談型ヘッドスパ事業

高知県 ＯＵＣＨＩ合同会社 6490003001214 新規顧客取り込みの為のセキュリティ強化および室内利用環境整備

高知県 エフ・エー塗装 － 高知県で唯一の「外壁リノベーション事業」開始で新規顧客を開拓

高知県 クレープハウスサード － 図書館利用の学生向けにセットメニュー提案で新規顧客を獲得

高知県 海鮮酒家漫房 － ３世代家族をターゲットにした取組みで競合店との差別化強化

高知県 株式会社ダイドウ 2490001001418 水道施工業者の人手不足に貢献する、効果・効率的販路開拓の実施

高知県 株式会社グラッツェミーレ 6490001004482 世界に届ける新商品のグルテンフリーの商品開発及び販路開拓事業

高知県 八千萬ず － 土佐茶わらびもち販路拡大にともなう生産性向上のための設備導入

高知県 有限会社ホテル高砂 4490002004715 外国人長期宿泊者獲得を目指した１Ｆ喫茶店の改装

高知県 回復整体　岩丸 － 女性専門整体院の施術スケジュールの可視化による顧客獲得

高知県 Ｓｏｕｎｄ　Ｂａｒ　Ｂｒａｉｄｓ　Ｂｅｒｒｙ － 高知県酒宴文化で楽しむ「ＢＡＲ」

高知県 有限会社右城松風堂 2490002008255 お客様へより安全な商品を提供できるよう食品表示を充実化させる

高知県 キャメロックス － 「若い女性客をターゲットにしたリニューアルと新サービスの実施」

高知県 四万十ぶしゅかん株式会社 9490001007953 幻の果実ぶしゅかんの首都圏シェフをターゲットにした販路開拓

高知県 おもちゃのピーポ － 昭年４０年代のおもちゃ屋さんを再現した大人向け玩具店への転換

高知県 ニュー民宿中村 － 「高齢者の観光客が安心、快適に過ごせる店舗づくり」

高知県 有限会社フジオカ 7490002012946 ホームページリニューアルによるひのき枕『龍馬の夢枕』販路拡大事業
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高知県 株式会社国虎屋 8490001006782 高齢者と外国人にやさしいトイレの改修事業

高知県 丸岡商事株式会社 5490001006736 地域の集いの空間創出と自家製惣菜販売による集客販促力強化事業

高知県 株式会社山のくじら舎 1490001008067 新規販路開拓による安定雇用の実現

高知県 中央印刷株式会社 1490001005799 全国ゴルフ場を通じた、高知セレクト商品の効果・効率的販路開拓

高知県 株式会社アースエイド 4490001007446 日本初！オーガニック無添加「葉にんにく」餃子の通年販売事業

高知県 株式会社ひなた 6490001008640 顧客満足度上昇・リピーター獲得計画

高知県 喫茶＆お食事処　がろ～ － 『鍋焼きラーメン店への変革による新規顧客獲得』

高知県 株式会社迫田刃物 2490001007530 国内外に向けた販路拡大の強化

高知県 四季和処　福なが － 「藁焼きスペース」設置による新規顧客獲得

高知県 広畑農園 － 機械化による贈答用文旦の生産（出荷）量増強による販路開拓

高知県 居食屋　かどみせ － 女性顧客満足度向上による新規顧客獲得・リピータ客増大の取組み

高知県 有限会社濱田海産 3490002009178 「きびなご」を使用した葬儀用返礼品の開発による新規顧客の開拓

高知県 有限会社平岡ブロック工業 3490002009203 「食べてよし、送ってよし、質感よし」新ギフト開発による新販路開拓

高知県 コーヒー店トップ － 「Ｂｅａｎ　ｔｏ　Ｂａｒ」チョコレートの販路開拓で売上向上

高知県 小磯鉄工 － 薪ストーブから始まる新しい暮らしの提供

高知県 インテリアおがわ － ショールーム・ホームページ開設でお客さま満足度アップ
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