
小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
19愛知県 株式会社パーソナルツアーズ 東京地区・名古屋地区のペットショップ等への広告宣伝
19愛知県 株式会社PEACE 「ネット販売事業」自社仕入れルートにて激安販売サイト
19愛知県 プチローズ株式会社 店舗リニューアル＆「秋の新作スイーツ」発表事業

19愛知県 久米弘岳会計事務所
相続税改正を機会にみんなで相続問題を考えよう！！そんな時に頼れる会計事務所
は地元にあります。

19愛知県 株式会社デルボ 新聞折込広告及び手配りチラシによる集客
19愛知県 桶元精肉店 屋外にのれん・照明器具を設置し、新規顧客獲得のための店舗ピーアール作戦
19愛知県 パールデンタルアート コバルトクロム系合金による陶材焼付冠の作製
19愛知県 株式会社タイセイ 販売促進の為のホームページ作成事業
19愛知県 有限会社ハート・ヒール サイトリニューアルとマーケティング強化で認知度向上と販路拡大
19愛知県 株式会社くら 無人ヘリコプターによる空撮事業
19愛知県 有限会社三宅建設 売上につながる商談スペース新設
19愛知県 増岡理容 新規女性顧客確保の為のフェイシャルエステ導入
19愛知県 秀清堂 新感覚の和洋生菓子で全国へ！～新商品PRと新規顧客開拓～
19愛知県 あるる 地域情報誌による「１０周年」の広報、看板改装による新規顧客獲得事業

19愛知県 株式会社丸文
ネット通販での競合が激戦していくなかでの当サイト認知度をさらに高め売上向上を目
指す事業

19愛知県 柴垣毛織株式会社 若いカップルがデートに利用したくなるとんかつ屋を目指す事業
19愛知県 うなぎの三河 新規顧客を誘客するためのホームページ作成
19愛知県 株式会社白木屋洋服店 「紳士服専門店」から「男と女のトータルファッションショップ」へのイメージチェンジ
19愛知県 お好み焼　味味 「座敷でも楽に腰掛け、楽しい食事」店舗内環境改善事業
19愛知県 有限会社薬のひまわり 「正しい洗顔・ピーリングでより美しく」
19愛知県 AOKI建築設計事務所 ホームページの作成とインターネット上での広告
19愛知県 有限会社内田製作所 自動車部品メーカーの低コスト化ニーズに応える金型内タップ技術の試作開発
19愛知県 ワゴー株式会社 締付け機能をもったツイストロックの開発・製造販売
19愛知県 髪工房HASEGAWA 「癒し」と「寛ぎ」のリラクゼーション事業
19愛知県 丸河建築有限会社 耐震・省エネ抜群の「安心安全な住まい」事業
19愛知県 はれはれ どんどんアピール！集客力向上事業
19愛知県 ピカ壱 きっかけづくりで繋がりづくり
19愛知県 株式会社ディーテック 鉄骨加工技術を地域に周知する為の宣伝・広告戦略
19愛知県 株式会社ハロー 「ハイブリッド給湯器＆蓄電池の販路開拓事業」
19愛知県 株式会社HURS 健康をキーワードとした新規顧客開拓事業
19愛知県 株式会社天野ポンプ 地中熱換気空調システム販売促進事業
19愛知県 柴田屋酒店 屋外からの紫外線を防止し、店内前面に商品陳列する販売促進事業
19愛知県 かねき米の郷 “祝い事ならお米ギフトにお任せ！”お米ギフト販売促進事業
19愛知県 IRAKA設計事務所 ３Ｄプリンター導入による販路開拓事業
19愛知県 ツヅキ畳店 置き畳市場への本格参入
19愛知県 有限会社だるま寿し 販売促進の為のホームページ作成事業
19愛知県 有限会社エム・アイ・シー 独自のメンテナンスサービスによる優良中古車展示販売
19愛知県 株式会社ビッグホワイ 安心・消臭・除菌のＣＥＬＡでニオイバスターを体感しよう！事業
19愛知県 焼肉　味道園 親子三世代ファミリーの集客力アップのためのトイレリフォーム
19愛知県 株式会社あいさいか 新鮮で安全なレア特産品のＰＲによる販売促進事業
19愛知県 チャイニーズキッチン美杏 ラーメン専門店への業態変更
19愛知県 恵比寿屋 製品に特化した野球ユニフォームのインターネット販売
19愛知県 有限会社ＩＮＴＥＲＩＯＲ３Ｉ 中川政七商店コーナー新設
19愛知県 株式会社坪井ガラス 車、住宅窓、店舗窓あらゆるガラスの傷消し
19愛知県 大和デラックスクリーニング商会 高付加価値型特殊染み抜き＆復元修復加工に特化したクリーニング店への転換事業
19愛知県 有限会社長谷川防災 フレストソーラー販売促進事業
19愛知県 株式会社宝竹 地元野菜を使用したケータリングサービスの拡充事業
19愛知県 株式会社美和建装 外壁塗り替え工事をパッチ工法での施工による住宅の長寿命化事業
19愛知県 焼肉山ちゃん バーベキューセット肉の小売販売事業
19愛知県 なまずや 高齢者等にも優しい店舗内バリアフリー化と周知広告の配布
19愛知県 キリヤマガレージ 輸入車に特化した整備体制強化による顧客拡大と防犯対策の強化
19愛知県 有限会社ヒロカネ ホームページ開設によるインターネットを活用した新規顧客の獲得
19愛知県 寺子屋　鈴木教室 真の学力を身につけ難関大学合格を勝ち取る事業
19愛知県 株式会社Ａｑｕａ　Ｔｒａｄｉｎｇ ウェブサイトリニューアル・ダイレクトメールによる顧客拡大
19愛知県 株式会社市川自動車 日本で扱われている車をアジアに届ける。アジアと日本の架け橋「貿易」事業
19愛知県 有限会社大野自動車 「車の救急社」の推進と広報活動及び高齢者に優しい店造り事業
19愛知県 株式会社土井自動車 ポイントカードシステム導入による新たな顧客サービスの提供
19愛知県 アートグラスマーケット 「ご自宅でガラス工芸（とんぼ玉）づくり」をお手軽にデリバリー
19愛知県 株式会社ＳＯＥＭ 「家族で長く愛せるお店」を周辺地域にアピール事業

19愛知県
司法書士・行政書士・土地家屋調査士
川崎事務所

展示会出展者見込み客スピード対応補助サービス

19愛知県 株式会社娘娘 みよしいなりアイスの商品化及びお土産としてのパッケージの充実
19愛知県 アンジュール ドッグカフェ増設事業
19愛知県 大西接骨院 酸素ボックス導入に伴う接骨院ＰＲ事業
19愛知県 ＆ｒｅｓｔ デジタルパーマ・炭酸発生装置導入による顧客獲得事業
19愛知県 写真のかわもと 安心安全迅速のデータ管理システム構築事業
19愛知県 株式会社タクミ 自然派化粧品新規開発と販売促進
19愛知県 Ｒ　ＪＥＷＥＬＲＹ コンバージョン率１％を達成するＷｅｂサイトの構築事業
19愛知県 ケヰテック株式会社 研磨市場に革新を！～新たなる艶出し研磨商品で販路拡大～
19愛知県 有限会社丸敬不動産 ホームページを利用した情報提供のスピード化による新規顧客の開拓
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所在地 事業者名 事業名
19愛知県 株式会社トルシープ 釣り道具の一部生産販売、ネット販売システムの構築
19愛知県 株式会社ベラミ イタリア製輸入電動搾乳器の販路拡大
19愛知県 有限会社ロマン 頭皮から改善、癒しのヘッドスパ
19愛知県 株式会社水車屋商店 長期貯蔵可能な真空包装オリジナルギフト米で市場開拓
19愛知県 とんこつ懐石こざくら 高齢者の新規顧客獲得のためのバリアフリー対応店舗への改装とＰＲ事業
19愛知県 有限会社岩月 店舗誘導看板と店頭看板、商品ＰＲ看板の製作とＤＭ配布
19愛知県 株式会社米友カメラ 新規顧客獲得の為の高品質プリンター導入事業
19愛知県 麺屋　久兵衛 店内の快適環境提供のため空調工事

19愛知県 音楽のように
「ジビエ」を使用した「シャルキュトリー」と「生パスタ＆ソース」の通信販売による販路拡
大

19愛知県 有限会社岩月鬼瓦 鬼瓦・瓦の意匠３Ｄデータを活用したシルバーアクセサリーの販売
19愛知県 株式会社ハーモニークリエイション 医療経営者を対象とした、繁盛する病院を創るセミナーの開催

19愛知県 ビクトリア珈琲株式会社
当社オリジナル酵素焙煎ドリップコーヒーだけでなく、今後受注増が見込めるドリップ
コーヒー受託製造ＰＢ・ＯＥＭについてキャバオーバーによる失注を防止して受注先の
要望に十分な対応と作業ミスのない高品質な商品を提供できるような作業場の拡張

19愛知県 株式会社ＤＯＯＤＬＥ 三河地鶏を使用したこだわり料理の提供による地元ブランド鶏のＰＲ活動
19愛知県 株式会社名古屋建設エンジニアリング 宅地造成工事用の高低(地形)測量の効率化
19愛知県 株式会社グッドホーム セルローズファイバー断熱材の住宅市場開拓
19愛知県 リフォーム職人ＷＩＬＬ「志」 「自然素材で人に優しい住まいを伝統工法で建てる事業」の展開
19愛知県 松枝商会 松枝ショップ知名度アップと新規顧客開拓のための宣伝事業

19愛知県 有限会社トータルライフ
長生き９０年時代を生きるためのお金を準備する資産形成・運用をコンサルするご案
内のホームページ新規作成

19愛知県 株式会社リンクス 販売促進のための広報事業
19愛知県 株式会社クリーンあるて 「光触媒を使用した住環境改善事業」
19愛知県 ナトミ美容室 「デリバリー美容室とリンパマッサージで美容と健康のお手伝い」
19愛知県 合資会社秋田呉服店 生き残りをかけた「老舗呉服店の着物レンタル拡大プロジェクト」
19愛知県 株式会社上野商店 「こだわりの卵の店頭販売事業」

19愛知県 有限会社サクラインターナショナル
レストラン経営の新規事業である健康野菜ジュースの販売の、健康雑誌への広告宣
伝を利用した販路開拓

19愛知県 株式会社東栄超硬 鏡面研削加工技術の開発と自社初の展示会出展による販路開拓
19愛知県 さくら寿し 寿司以外の新しいメニューも提供できることをＰＲし、新しい層のお客様の集客を図る
19愛知県 林屋酒店 ワイン彫刻商品売り上げＵＰ事業
19愛知県 八木圭子税理士事務所 相続対策に関するパッケージ商品の開発、広報
19愛知県 有限会社サンクチュアリ ＢＭＷ専門店の特徴を活かした集客と注文販売獲得による売上げ増加
19愛知県 株式会社友遊 スマートフォン対策及び魅惑の南アジアツアーサイト構築作戦
19愛知県 有限会社木だち 教室・カフェ営業拡充事業及びカフェ厨房増築事業
19愛知県 石黒海苔店 「おいしい海苔には味がある」ブランド展開する海苔の販促事業
19愛知県 合同会社Ｗｅｌｌｏｏｐ 高齢者向け御用聞きと訪問リハビリテーション

19愛知県 丸三工業
新たな加工技術による製品作り　デジタル・アナログを連動させたＰＲによる集客力の
強化

19愛知県 有限会社リメーク東海 ショールーム設置及び人材育成による提案力強化、宣伝広報活動事業の強化

19愛知県 シンカ工業株式会社
新規事業参入に伴い、作業スペース確保のためのテント倉庫の購入、及び製品在庫
棚の設置

19愛知県 広美容室株式会社 ヘッドケアー循環システムを用いたヘッドスパ事業
19愛知県 株式会社アサノ通信 市バスラッピングによる販路拡大事業
19愛知県 渡辺カメラ 大型プリントの自店内処理による新規顧客獲得
19愛知県 ヘアーデザインプレゼンス 顧客提案型のリラクゼーションサービス事業
19愛知県 パコント 小学生向けパソコン教室事業
19愛知県 ＤＹ商会 インターネット通販による電設資材(配線材料)販路開拓事業
19愛知県 おそうじ本舗あま店 「びっくりするほどきれいになる。この感動を味わってみませんか？事業」
19愛知県 有限会社スギウラクラフト 高機能着座用パット販売の為の販売促進事業
19愛知県 喫茶　みのり 地域住民の食欲を刺激する人気メニュー特大パネル展示と店内改装
19愛知県 有限会社角上楼 インバウンドに対応した英語版ホームページの作成
19愛知県 みどりや ＬＥＤ照明導入によるコスト削減、競争力強化事業
19愛知県 近藤毛織工場 麻を中心とした新しい生地の開発
19愛知県 株式会社エスプリ 安心タブレットアンケートサービスの販路開拓
19愛知県 株式会社クラフトマン 入店及び相席対策による新規顧客の獲得
19愛知県 ナレッジ株式会社 ３Ｄ機械設計技術者の育成
19愛知県 株式会社ソレイユ・コンサルタント もっと広げる！簿記の個別指導
19愛知県 ジェミーコミュニティサロンゆう 更なる発展を目指すプラスα サロン改革
19愛知県 小沢接骨院 ナチュラーレ事業としてアロマテラピースクールとダイエット指導の拡充
19愛知県 アーチエンジェル 代理店増をめざし、エステスクールＨＰとショッピングサイト制作
19愛知県 よしみ整体院 予約システム構築のホームページ作成事業
19愛知県 合同会社四つ葉のクローバー 新規顧客獲得のための広告作成並びに店舗改装事業
19愛知県 株式会社山田製作所 油圧部品加工におけるシステムにて「繰り返し精度」を保証する体制の構築
19愛知県 漬物本舗　道長 パッケージ袋のリニューアルによるイメージの変革と麹の自社生産化
19愛知県 ビューティーサロンあかさか チャイルドコーナー新設による子供客の取り込みおよび保護者の顧客化
19愛知県 パン工房　ながさわ 「小麦のたまてばこ」　武豊町の土産品事業
19愛知県 写真の丸岡 「成人式トータルコーディネート大振袖衣裳展」開催事業
19愛知県 株式会社米利 明るい店舗と試食会による店舗販売強化事業
19愛知県 ｋｏｔｉｎｏｙａ 看板と理念を込めたカードで販路拡大に繋がる事業
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
19愛知県 柴田塗装所 新規チラシとホームページで広告宣伝事業
19愛知県 株式会社エイム イベント運営に関わるワンストップサービス(機材レンタル・ＰＲツール作成）の提供
19愛知県 有限会社ＧＡＮＭＡ 髪と地肌のホームケアコースメニューと自宅ケアグッズ開発事業
19愛知県 上坂印刷株式会社 復古体験してみよう！活版印刷で新感覚の「ものづくり」
19愛知県 岡田屋製菓株式会社 アクリルサンプル作成と食品検査実施による販路拡大策
19愛知県 株式会社松井手袋製造所 オリジナル商品の製造・販売（インターネットによる自社販売）
19愛知県 株式会社電化ショップ一色

リフォーム事業進出に係る店内レイアウト変更と店外倉庫を利用した看板設置実施計
画

19愛知県 株式会社グレース 商品写真向上による当社ホームページ閲覧者増加策
19愛知県 中部機械株式会社 センタレスをメインにＣＧを取り入れたホームページリニューアル

19愛知県 株式会社中野菜園
愛西市産の農産物の認知度の向上のための広報事業及び自家産のミニトマトの販売
促進事業

19愛知県 株式会社ＢＳＳ 生命・損害保険でリスクマネジメント並びに自社ブランディング
19愛知県 株式会社陶楽園工芸 オリジナルマグカップの販路拡大事業
19愛知県 合資会社しげ家 看板のリニューアルとカウンター椅子の入替えで顧客満足度を向上
19愛知県 Ｍ４９ａｕｔｏｓｅｌｅｃｔ お客様の強い思い入れに応えるカスタムカーにこだわった中古車販売店の販路拡大
19愛知県 株式会社ｉｉｉｅ 来店へのきっかけ作りと販路拡大の為のパンフレット製作
19愛知県 株式会社東海エスイー ＳＣ－２００Ｄの性能向上と試用機貸出による販売拡大事業

19愛知県 有限会社ＨＩＰ
４０代～６０代白髪染め・パーマ客のためのチラシ制作、及び新聞折り込み・ポスティン
グ、そして店内改装

19愛知県 司法書士　今井事務所 相続セミナーの開催・ホームページの再構築・事務所の看板設置
19愛知県 Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ 新校舎オープン園児募集事業
19愛知県 高峰荘 ホームページ再構築による認知度アップと地域特産品の販売促進事業
19愛知県 愛三商会 「シラスの島　篠島」のブランドづくりと質の高いシラスの直接販売の推進事業
19愛知県 有限会社井川商店 パッケージデザインの改良と新たな顧客層の開拓
19愛知県 株式会社ＣｒｏｓｓＲｉｎｇ マンスリーレンタカー事業　個人、中小企業向けリース
19愛知県 メガネ２１　一宮店 出張販売を新たに取り入れた販売促進事業
19愛知県 株式会社コスモ ショールーム開設に伴い新たな見込客獲得のための広報活動と人材雇用
19愛知県 株式会社コウキ バーベキュー施設の新設
19愛知県 あめや製菓舗 新商品のＰＲ事業
19愛知県 パンドラカフェ ランチ・ディナーメニュー拡充大作戦
19愛知県 株式会社スピーガ 自家製イタリアンジェラートと野菜のソルベの開発
19愛知県 まんきち プロがつくる創作料理「秋刀魚のまんま」の販路開拓、ＰＲ事業
19愛知県 株式会社友愛幸社 遺品整理おまかせ隊のホームページの充実及びチラシ配布による顧客獲得
19愛知県 株式会社レザーマニア 革をより良く見せる設備を導入し客単価向上を図る
19愛知県 有限会社オアシス 顧客と共に「心・肌・身体」の全てから健康を増進する事業
19愛知県 あしながおじさん　焼肉亭 瞬時にお店（焼き肉店）の存在を示す店舗訴求力のある屋外看板の設置

19愛知県 アジア（ＡＳＩＡ）
オーシャンビューデッキの増築。ＢＢＱスペース（ビアガーデンとしても活用）としての改
装事業

19愛知県 大徳 伊勢湾の旬の素材を採りいれたメニューのＰＲ作戦事業
19愛知県 菜食健美　美卯 歯の弱い高齢者の方が家族と共に外食ができる新メニューの開発と販促
19愛知県 合資会社不二商会 イベント開催による集客効果アップと店内環境の整備事業
19愛知県 株式会社麩屋銀 新製品「お麩とみりんのパウンドケーキ」の販売事業
19愛知県 友整体院 新規のお客様を集客するための広告宣伝
19愛知県 佐藤椿園 宣伝広告による認知度向上及び販売力強化事業
19愛知県 株式会社キマタ 新聞折込チラシ及びＤＭによる販路拡大事業
19愛知県 有限会社瑞鳳園 ホームページを活用し知名度ＵＰを図り新規受注倍増
19愛知県 合名会社大屋丹藏製作所 玉ねぎの種子用脱穀機の開発・販売
19愛知県 日本料理　やま十 時代のニーズにあわせた会食スタイル導入とそのＰＲ
19愛知県 リカーショップいとり 街のふれあい角打ち「立ち呑みＢａｒ」の開設
19愛知県 株式会社Ｙ．ｚ 業務を周知させ雇用を拡大する為のホームページ作成
19愛知県 ソーワローズ有限会社 法人・個人向け総合カタログの作成・配布
19愛知県 スズキ広務店 地域資源をリデザイン！販売広告サイト作成による新たな顧客開拓
19愛知県 ななは 生け花・アレンジフラワー教室の開講
19愛知県 御菓子処わたなべ 新規顧客獲得の為の広報活動
19愛知県 有限会社スギコーヒーロースティング オリジナル包材を作製しブランド力を高め、認知度・口コミ・想起率アップ！
19愛知県 合同会社ありがたや 観光地ならではの宿ブランディング開発を通じ、エリア魅力を広く訴求
19愛知県 株式会社ベスト・モア 本気！女性客倍増にむけトイレ改修と健康オイル麺の開発！
19愛知県 株式会社ｍｅｔｅｃｏ 梱包事業拡大へ向けて、第二工場新設と新規顧客の獲得
19愛知県 サイアンスコーヒー有限会社 「スカンダロールケーキ」を活用したインドコーヒーの販売促進策
19愛知県 千代接骨院 団塊の世代を中心とした患者獲得に向けた販促事業
19愛知県 有限会社わかお 「機能性パンツ」のネット販売体制の構築と売上増加計画
19愛知県 おそうじ本舗日進岩崎店 フットワークを活かした営業エリア拡大と付加価値サービスの提供
19愛知県 美容室ＺＡＣ（ザク） 医学的根拠に基づいたメディカルヘッドスパの開発と広告費

19愛知県 インテリア・アシスト

内装業界専用の顧客管理・販売促進システムソフトの導入による顧客管理やＤＭ、チ
ラシの作成
インテリア専用３Ｄシュミレーションソフトの導入による販売促進プレゼンテーション用資
料を使った提案型営業

19愛知県 なごみ接骨院 認知度拡大と販路拡大に向けた宣伝活動強化事業
19愛知県 有限会社キモノ館とだや 振袖展示会の早期ＤＭ効果で顧客獲得事業
19愛知県 ｈａｉｒ　ｔｈｅ　ＳＯＵＬ 新規メニューで、客単価の向上・新規顧客獲得を目指す
19愛知県 中新本舗 半生姿焼きの真空パックによる販路拡大
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
19愛知県 旬魚食彩だるま インテリア改装に伴う、新サービス提供による新規顧客獲得
19愛知県 株式会社ハヤシヤ トップファッションリニューアルサプライズ（わけ有高品質品販売）
19愛知県 ワーキングウェアー　トップ 店舗外観及び看板整備による他店差別化アピール事業
19愛知県 株式会社有吉商店 新たに開発した新製品フレコン自立スタンドの販路拡大
19愛知県 洋菓子教室ポットベリー 設備販売と共にレッスンをする「実践コース（使い方を含めた設備販売）」
19愛知県 水野工務店株式会社 ＷＥＢサイト再構築と広告宣伝による知名度アップ＆販路開拓事業
19愛知県 株式会社クオレイタリア ネットサイト構築による「デパートからネットへの販路開拓事業」
19愛知県 ポルポ 地域一番店を目指すイタリア料理店の展開
19愛知県 あづまや珈琲店 自家焙煎珈琲店のアピールと挽き売りの拡大事業
19愛知県 Ｓｕｎ　Ｐｌｕｓ　Ｃａｆｅ ２次会・バースデー・宴会プランなど各種プラン予約の充実
19愛知県 株式会社村田運輸サービス ＷＥＢサイト構築によるイレクター製品の販路開拓事業
19愛知県 家田製菓株式会社 オリジナルな高付加価値ポン菓子の試作開発
19愛知県 永和堂製菓舗 鯛之介クッキーの開発とレジアプリを利用した新レジシステム
19愛知県 快眠工房　中村屋 快眠の提案ができる店内什器のリニューアル
19愛知県 ガラス工房　グラスバレー 研磨技術の継承と質の高い制作のためのベルトサンダー導入
19愛知県 有限会社ヤマセイ造園 新製品開発と既存製品のブラッシュアップ、パッケージングの改良
19愛知県 浜善 鱸（スズキ）の４種漬けの販売促進及び鱸（スズキ）の燻製開発・販売促進
19愛知県 株式会社ジップライフ 信長にんにくの佃煮の商品化、販売経路を作る。
19愛知県 有限会社ルーク 新メニュー、ファスティングダイエット導入にあたる看板作成
19愛知県 美容室ａｍｕｓｅｔｔｅ(ｱﾐｭｾﾞｯﾄ） 「革新ウェーブシステム」と「体感育毛スパ」事業
19愛知県 株式会社エバーブルーコーポレーション 安心、安全、快適生活で幸せ生活を創造する「介護保険住宅改修」事業
19愛知県 ひきだし　ｄｅｓｉｇｎ　ａｓｓｏｃｉａｔｅ 美術と人を結ぶ機会を創出するファシリテーションビジネスの確立
19愛知県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｐｏｒｔｏ 奇跡の４０分デジパー「クリップカール」
19愛知県 ｃ－ｂａｓｅ－ｃａｆｅ 親子で楽しむお座敷ｃａｆｅ事業
19愛知県 万木和広建築・まち設計事務所 「建築家がデザインする住宅プロジェクト」
19愛知県 ＪＵｅ 最新美容機器導入による客単価・リピート率の向上事業
19愛知県 そろばんマイスタースクール 自社の強み（珠算式暗算能力開発）を周知宣伝＆新規顧客獲得事業
19愛知県 株式会社侘蔵 侘蔵モデルルームへの動員にて集客による新規見込客発掘

20 岐阜県 有限会社　美山土地
新規顧客獲得のためのウェブによる情報発信及びチラシ配布並びにリピーター率向上
のためのグッズの活用

20 岐阜県 理容室　Ｍatsubara
ポイントカードシステム及び顧客管理システム導入による既存顧客の来店頻度向上戦
略

20 岐阜県 株式会社　肉の御嵩屋 「炭火焼き豚」のこだわりを知ってもらって新規顧客獲得
20 岐阜県 田中農機　株式会社 米の生産・販売部門参入のＰＲとブランドイメージづくり
20 岐阜県 スズキオート ４輪バギー・３輪トラックの販売向上事業
20 岐阜県 有限会社　三広閣 鬼岩の四季折々の料理を前面に出した顧客獲得事業
20 岐阜県 有限会社　新井組 新製品である特殊下敷き「楽々おぼえ～る」販路開拓事業

20 岐阜県 戸谷製菓舗
試食・抹茶のサービスができるスペースを新たに店内設置する店舗改装による販売促
進

20 岐阜県 株式会社　吉城コンピュータ ＯＡ機器の総合的な専門店の無い高山地区への販路開拓
20 岐阜県 ウラニシワークスタジオ 「飛騨の家具を全国のお客様へ」木工房の新チャネル開発
20 岐阜県 飛騨フォレスト　株式会社 東濃桧を使ったひのき畳を活用したユニット畳等の開発及びＰＲ活動
20 岐阜県 合資会社　カネマス食品店 高齢者など買い物弱者にも対応した店づくりと、店の魅力のＰＲ
20 岐阜県 株式会社　昭和屋工業 極厚鉄板用メニューブックによる販促の展開と新製品の開発
20 岐阜県 有限会社　睦館 訪日海外客の獲得と顧客満足度を高める為の宿泊受入環境の整備
20 岐阜県 大鹿野工房 関東地方における初の「飛騨大鹿野工房　木工展」の開催
20 岐阜県 福井木工 小学校入学児童のいる祖父母をターゲットとした学習机の製造販売事業
20 岐阜県 株式会社　御嵩建築 新商品「カーサ・カリーナ」（白漆喰の家・南欧風民家）の広報活動
20 岐阜県 有限会社　コバック ３Ｄプリンターによる３次元加工技術実現のための作業環境整備
20 岐阜県 かじかの里　幸の池 見易い看板を新規設置して新規顧客をつかむ
20 岐阜県 時計・宝石・メガネ・補聴器の原 「補聴器」売上拡大のための広告宣伝活動
20 岐阜県 オクムラ　株式会社 展示会に出展（スポルテック展示会）
20 岐阜県 健康風呂　ゆかり ２０～３０代向けのフリーぺーパーを活用した広告宣伝
20 岐阜県 白百合工房 ネット販売のためのホームページ作成とその環境整備
20 岐阜県 創作料理　八光苑 顧客ニーズに対応するためのテーブル席の設置事業
20 岐阜県 大藪石油店 燃料以外の高付加価値商品の、販売促進と商品提案型店舗への改装
20 岐阜県 hair&spa charm 炭酸パワーで美しく輝き続ける髪・頭皮づくり
20 岐阜県 有限会社　アートマンはんわ バーチャルストアの制作
20 岐阜県 長尾建設　株式会社 「かにさんクラブ」への広告掲載で新規顧客開拓
20 岐阜県 有限会社　藤乃屋 和洋折衷の新商品販売網の拡充、洋菓子新店舗の改善と広報拡充
20 岐阜県 パソコンスクール・テルン オンラインスクール配信事業とコミュニティスペースの充実
20 岐阜県 有限会社　さとカンパニー タブレット端末を活用した効率化と外国人対応による増収増益
20 岐阜県 有限会社　グリーンタカトミ 新たな顧客開拓のための、夜間照明のLED化及び来場促進用チラシの作成・配布
20 岐阜県 有限会社　内木木工所 国産材を使用した新素材・新商品のブランド構築及び販路開拓事業
20 岐阜県 有限会社　健創 「気軽に頼める住まいの補修・営繕専門店」としての認知度向上
20 岐阜県 とこわか 新聞折込チラシ・地元情報誌の掲載広告による販路開拓事業

20 岐阜県 リラクゼーション　クオレ
地域コミュニティ活性化に向けて（ワンストップサービスの実施と出張・ケアサービスの
充実）

20 岐阜県 長瀬菓子店 全国・世界のお酒好きにネットを通じて自慢できる地域と商品を提供する

20 岐阜県 株式会社　インディゴ
知ってもらえれば満足度大、魅力をもっと「知らせる」～こういうレジャー施設が欲し
かった～
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
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所在地 事業者名 事業名
20 岐阜県 株式会社　長谷川人形 創業６０周年企画に向けたチラシ作成及び店内展示照明等改修
20 岐阜県 水野設計室 「自然素材にこだわった設計事務所」へのブランド化計画
20 岐阜県 有限会社　緑屋老舗 ネット販売システムの構築
20 岐阜県 川久庵 ロードサイド型看板を活用した新規客獲得の為の訴求力向上販売促進事業
20 岐阜県 奥飛騨酒造　株式会社 奥飛騨酒造　新商品等ＰＲ事業
20 岐阜県 株式会社　金山チップセンター 岐阜県産広葉樹を利用したインテリアブランド「MOCTAVE(ﾓｸﾀｰﾌﾞ)｣の販路拡大
20 岐阜県 更科 外国人も含めた、多様な顧客ニーズに対応する店舗空間の創出
20 岐阜県 飛騨かわい特産加工　株式会社 ギフト商品パッケージの改良と新たな顧客層、販路の開拓事業
20 岐阜県 牛丸木工 自社をＰＲする看板と展示スペースを設置し、商品パンフレットを作成・配布する
20 岐阜県 ＴＳ産業（nokutare) デジタル時代に、暮らしに「心地よさ」を創り出す新商品の導入・販売促進
20 岐阜県 くれっしぇんど 菓子製造業への拡張をきっかけにした、お店の魅力度・認知度の向上策
20 岐阜県 株式会社　大顕設備 高齢者介護リフォームと福祉用具専門店の複合業態の展開

20 岐阜県 NAUGHTY STUDIO(ﾉｰﾃｨｰｽﾀｼﾞｵ)
当スタジオが提供する新しいスタイルのブライダル記録や演出の提案を広告宣伝する
事業

20 岐阜県 株式会社　塩屋建設工業
新サービス（足元リフォーム事業）の商品宣伝・広告及びインターネットによるホーム
ページの宣伝構築

20 岐阜県 Ｕフーズ・宇野鋸加工所 自宅店舗の売上倍増のためのＰＲ看板の設置
20 岐阜県 有限会社　宝商事 奥飛騨へもう一度来たくなるギフトセットの開発事業
20 岐阜県 有限会社　なかだ館 北陸エリアの冬季イベント関連商品のＰＲを行う事業
20 岐阜県 株式会社　サムライリンクス 岐阜の企業情報サイト「ギフナビ」の求人システム開発
20 岐阜県 エフイーエム　有限会社

国内初コーヒー豆専門モールの出品促進・広告収益モデルの確立・コーヒー豆販売促
進

20 岐阜県 前田石材店 「特徴ある自社墓石の周知徹底」と「最高級墓石の展示」による集客力、売上げの向上
20 岐阜県 岩崎自動車 若い新たな客層への販路拡大と地元での認知度アップ
20 岐阜県 珈琲物語 オリジナルドリップコーヒー「新月ブレンド」「満月ブレンド」ＰＲ事業
20 岐阜県 かのう呉服店 いきたくなるＤＭ製作PROJECT
20 岐阜県 artt+eat atelierfeliz(ｱﾄﾘｴ ﾌｪﾘｽ) 新規客獲得のためのパンフレット作成
20 岐阜県 根尾電化センター どんなことでも気軽に相談できる「まちの便利な電気店」を徹底PR
20 岐阜県 おにぎりのユリ 「店舗看板充実並びに折り込みチラシでおにぎり専門店PR」事業
20 岐阜県 ツカサ工務店　有限会社 新聞折り込みのチラシＰＲ
20 岐阜県 エムキュー開発 知名度向上の為の大型看板設置事業
20 岐阜県 櫻井石材店 看板広告設置による店舗ＰＲ事業
20 岐阜県 家具工房　ウッドスケッチ 新規顧客開拓ＰＲ事業
20 岐阜県 U’I　（ウイ） トータルビューティーサロンを目指して「まつげエクステの導入とＰＲ」
20 岐阜県 合同会社　Kei'　ファーム 名古屋市内消費者への自社商品ＰＲ
20 岐阜県 美濃白川麦飯石　株式会社 オーガニック市場に向けた、麦飯石入り「液体石鹸」の販路拡大事業
20 岐阜県 株式会社　新田農機商会 オリジナル薪ストーブの開発
20 岐阜県 一力屋商店 地元産あんしん豚と恵那鶏の炊き込みご飯のギフトによる販路開拓
20 岐阜県 メガネ・宝石・時計の細野 幅広い世代の需要を満たす「真の地域一番店」実現事業
20 岐阜県 柏屋 「トータルファッション柏屋」の印刷部門をもっと宣伝するぞー！
20 岐阜県 有限会社　浅井商店 広域新聞折込チラシによる店舗ＰＲ事業
20 岐阜県 浅野雅大税理士事務所 認定支援機関として経営改善計画策定支援及びモニタリング業務のＰＲ及び販路開拓
20 岐阜県 有限会社　加藤木工所 オンリーワン商品展開と新規顧客獲得のためのショールーム改装
20 岐阜県 マルヘイ株式会社 地元無農薬ゆず果汁を配合した「ゆず美容クリーム」販路開拓ＰＲ事業
20 岐阜県 奥長良川名水　株式会社 高賀の森水の魅力を伝える通販サイトのリニュアル事業
20 岐阜県 山チャン工房 地元産の食材を使用したスイーツ等の開発及びＰＲ活動
20 岐阜県 有限会社　上村建材 「洗車サービス」の来店頻度向上による全体売上向上事業
20 岐阜県 割烹　ふじ吉 高齢者・女性にやさしい椅子席導入等による新たな顧客拡大
20 岐阜県 お食事処　野内 集客力向上のためのトイレ改修工事事業
20 岐阜県 株式会社　花白の湯 「秋の味覚と温泉入浴セットプラン」ＰＲによる新規顧客開拓事業
20 岐阜県 補聴器・メガネ・宝飾の丹羽 補聴器販路拡大のためのＰＲ事業
20 岐阜県 土田金商店 「創業１３０年」伝統と技が作りだす老舗の麺(乾麺）の販路開拓
20 岐阜県 西尾クリーニング店 「クリーニング集配サービス」認知度向上による新規顧客開拓事業
20 岐阜県 有限会社　明智給油所 油外売上（タイヤなど）の新規顧客開拓事業
20 岐阜県 マルコ醸造　株式会社 「マルコくるみタレ・味噌カツのたれ」デザイン開発・販路開拓事業
20 岐阜県 水谷呉服店 和の魅力と日本の伝統を訴求した販売促進による顧客の開拓
20 岐阜県 喜楽屋 持ち帰り用「弁当シリーズ」のＰＲ販促で顧客増と売上増加を図る
20 岐阜県 学研ＣＡＩスクール　瑞穂校 創業２０周年を迎え、地域の生徒の学力向上と生徒数の増加作戦
20 岐阜県 ヤノ技研 キャンピングカー向けソーラーパネル等の加工及び販売促進
20 岐阜県 株式会社　カリヨンテック 販売力強化による販路拡大
20 岐阜県 富士綿業 快適な眠りを提案できる寝具店売り場コーナーのＰＲと高付加価値商品の販売促進
20 岐阜県 サンケントータル　株式会社 商標「兼秀」銘包丁の販売用ＨＰ作成による新規顧客開拓
20 岐阜県 Coffee&Rest　希林館 オムライスを看板メニューとした新規顧客開拓
20 岐阜県 有限会社　大久保製菓舗 既存客への新たな価値提供のための喫茶スペース開設
20 岐阜県 和味の宿　いわみ亭 女性客をターゲットとした美容効果増進の新メニュー広報事業
20 岐阜県 みなみやま水道工事店 「冷却ミスト装置」販路拡大のための広告宣伝活動
20 岐阜県 原写真館 「生前遺影写真」売上拡大のための広告宣伝活動
20 岐阜県 株式会社　gasho 民家活用型介護施設の運営ノウハウを活かしたコンサルティング業とＦＣ事業
20 岐阜県 有限会社　かまみや 酵素温浴専門店としての認知度向上の為の店舗、看板改修及び広報発信事業
20 岐阜県 株式会社　ロワ・エ・レーヌ 自社の強みを最大限に活かした販売促進で顧客増加を図る
20 岐阜県 プライベートスクールシナプス 新規塾生獲得に向けたＰＲ事業

20 岐阜県 民宿　久松
「旅行弱者に向けたトイレの形状変更に伴う快適な設備空間の提案による販売促進事
業
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
20 岐阜県 五がつ 観光客などに地元食材活用したレトルトカレーの提案販売事業
20 岐阜県 合同会社　灯りや 営業力強化による旅行関係事業者への誘客に向けた情報発信事業
20 岐阜県 岡田電気商会 皆様に、安心安全をお届けし、信頼される町の一番の電気屋を目指す
20 岐阜県 有限会社　七宗町ふるさと開発 魅力ある商品の陳列及び店舗内レイアウトの見直し
20 岐阜県 有限会社　和仁建具店 飛騨の匠が作る伝統工芸「飛騨組子」製品の製作と販路開拓
20 岐阜県 中野屋旅館 お客様にやさしい館内「ひざラク」改装とＰＲによる販路拡大
20 岐阜県 株式会社　吉村屋 販路開拓に向けた客室の改装
20 岐阜県 有限会社　城山館 販路拡大を目指すホームページ制作と顧客拡大を図るＤＭはがき作成
20 岐阜県 株式会社　Factoria 販路拡大のための展示会出展
20 岐阜県 株式会社　サンテリア リフォーム事業拡充と折込みチラシによる販路開拓
20 岐阜県 仁麺魚 大型看板の設置と自社ホームページ開設による集客力アップ
20 岐阜県 有限会社　浦也組 新事業「介護補助サービス」の広報による販路拡大
20 岐阜県 ホワイトルンゼ 高原のスイーツとブライダルのコラボによる新規顧客の開拓
20 岐阜県 有限会社　泰連屋　内木酒店 大吟醸「臥龍桜」のシリーズ化・全国への営業展開
20 岐阜県 ラーメン　けん 店舗立地や自慢料理を活かした新規顧客の来店促進及びリピート率向上事業
20 岐阜県 リストランテ　アルペジオ 重点地域へのフリーペーパー掲載による来店促進事業
20 岐阜県 株式会社　桑原工務店 複合施設シンボルデザイン・ひまわり等季節の花で集客UP
20 岐阜県 有限会社　光印刷 中小企業へのＡＲ（拡張現実）プロモーション提供事業
20 岐阜県 有限会社　あまご亭 最高級品質のあまご・いわなの認知度向上及び自店舗への集客拡大事業
20 岐阜県 松本屋 トイレの洋式化とバリヤフリー化により顧客の利便性の向上
20 岐阜県 香福屋 「カスタマイズできる業務用ブレンド珈琲」アピールによる販路拡大
20 岐阜県 近藤石材　株式会社 知名度上昇による販売数増加事業
20 岐阜県 向伸学館 パソコン修理事業強化及び広報活動強化による販路拡大
20 岐阜県 カフェアジャーラ― 新規・流動客獲得のための看板設置
20 岐阜県 カフェレスト　アルピーヌ 奥美濃古地鶏カレーの開発による観光客の取込とブランド構築
20 岐阜県 エコツール本舗　株式会社 豪雪地帯の高齢者住宅屋根に雪下し不要の滑雪屋根シートをＰＲ
20 岐阜県 清竜旅館 観光客に鑑賞してもらうため、ちょうざめ養殖場の整備
20 岐阜県 ののだカバン店 鞄小売から花小売へ業種転化による事業の持続的拡大
20 岐阜県 株式会社　１５６物産 当社取扱商品特にエアー製品を全国及び地方に広報(ＰＲ活動）を行う事業
20 岐阜県 滝茶屋 郡上八幡の観光客を取り込むための看板の設置事業
20 岐阜県 有限会社　タナカ設備 水廻りのことなら（有）タナカ設備だと思われる看板の設置
20 岐阜県 株式会社　小野建材 地域一番店をめざし電動工具売上倍増事業
20 岐阜県 株式会社　渡辺瓦店 瓦屋根の良さをＰＲする事業
20 岐阜県 株式会社　シマザキ めがね部門強化の為の「無料視力測定会」による新規顧客獲得事業
20 岐阜県 加藤木工　株式会社 ＫＡＴＯＭＯＫＵ（ｶﾄﾓｸ)ブランドの販路開拓事業
20 岐阜県 白鳥林工協業組合 「長良杉パネル」販路拡大事業
20 岐阜県 長谷部カイロプラクティックFIX 代替医療・予防治療をめざしたカイロプラクティックの普及ＰＲ事業
20 岐阜県 有限会社　日曻 ホームページのリニューアルとパンフレット作成による顧客の開拓
20 岐阜県 有限会社　岡崎設備工業 「水回りの利便性向上設備等のＰＲ及び若年層の新規顧客開拓事業」
21 三重県 多気ブックセンター㈱ 地域特産品の「伊勢芋」「前川次郎柿」を利用した新商品の開発
21 三重県 湊石材店 匠とＩＴ技術の融合、技術革新を活かした新たな販路開拓
21 三重県 ㈲マサヤ 自社開発商品の外装改良によるリバイタライズ（再活性化）
21 三重県 株式会社 パスタドール 『スポーツも観光も菰野！』をテーマとした名物づくり（新商品開発）
21 三重県 ㈱スミス 車いすでも楽々家へ入ることができる「ねちピカ」の広報活動事業
21 三重県 ヘアサロン　コバヤシ 「美」を追求することで、他社との差別化を図る
21 三重県 ㈱南部清掃 便利業務「ブー吉お助け隊」の周知
21 三重県 ㈲伊勢屋精肉店 他社との差別化を図るロゴマーク入り包装紙等つくりと、商品管理向上事業
21 三重県 HIROYA（ヒロヤ） ランチメニューで地元の魅力発信プロジェクト
21 三重県 ウッドメイクキタムラ 尾鷲ヒノキの木工体験のための「バイオトイレ」設置による販路開拓事業
21 三重県 平本樹脂工業㈱ 超透明FRP樹脂製品の研究開発と販路開拓事業
21 三重県 株式会社 上森農機 農業者の意識向上を目指した販路開拓
21 三重県 農事組合法人　うりぼう いなべの旬（野菜・果物・米）で作る地産地消じぇらーとの販路開拓

21 三重県 株式会社　プラスナビ
介護予防;事業への挑戦！「カイロ及びリハビリ（機能訓練特化型）ディサービス」の
PR・利用者拡大を図る販促対策事業

21 三重県 名阪商事　株式会社 雑草を抑制する工法を、小分けキットとしてBtoC市場の開拓

21 三重県 有限会社　フードショップテル
『鮮度の高い食材を使った弁当、惣菜と宅配サービスが提供する
安心安全なヘルシーシルバーライフ支援事業』

21 三重県 合同会社　アシストママ 若年層顧客獲得のための新メニュー創設及び遺品整理作業販路拡大事業
21 三重県 民宿　井戸ばた 自社ＰＲパンフレット等作成による売上向上対策事業
21 三重県 ラーメン・お食事　ありすえ 南伊勢ブランド「伊勢まぐろ」を使った新メニューの販路拡大
21 三重県 松屋商店 販売力強化と利益率の向上を目指したワインコーナーの設置
21 三重県 喫茶　波麗路 地域外顧客を呼び込め！小さな田舎町の老舗喫茶店再生プロジェクト
21 三重県 美容室　楽 お客様・施術者ともに快適な「眠れるシャンプーの提供」
21 三重県 福岡製材所 地域材の活用による受注増大に対応した生産体制の見直し
21 三重県 讃州手打ちうどん　ゑびす 地域の名物づくり、特産米を活用した“よもぎ餅”の開発
21 三重県 有限会社　ウミガメフーズ 熊野古道世界遺産登録１０周年 紀の宝・ウミガメブランド商品開発事業

21 三重県 石本果樹園
既存販売メニューの見直しと、組み直し、新サービスの開発、そして、情報発信の連携
と強化

21 三重県 有限会社　スズキセンター伊勢 福祉車両・高齢者向け電気車両の販路拡大事業

21 三重県 有限会社　林　商店
国産にんにくで、当社独自の製法で作った「ウマピリたれ」として、商品開発し、販売強
化を行う。
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
21 三重県 岩森写真館 店舗・業務内容を示した看板の設置による、新規顧客の獲得
21 三重県 はぎファーム 発見！地域の宝・地元素材を活用した商品開発事業
21 三重県 森大建地産　株式会社 三重のママと一緒につくる三重子育て応援住宅
21 三重県 有限会社総合レンタリース飯南 福祉用具と介護用品のレンタル・販売への新規参入と顧客獲得
21 三重県 株式会社 スズガミネ 真菰などの地域資源等の粉末化及びそれを活かした小ロット開発受託事業のＰＲ
21 三重県 有限会社　世古林業 御山杉（神宮杉）を活用した伊勢特産品の製造・販路開拓
21 三重県 焼肉おどり場 高齢者と子供も、車いす利用者に優しい店作りで集客力をアップ
21 三重県 株式会社　スマイルコットン 新規顧客獲得のための販促促進ツールの構築
21 三重県 株式会社　ＭＨポピーノ 惣菜と食材の店の新規出店に伴う広告・宣伝
21 三重県 有限会社　丸広プロパン 顧客管理システムの再構築と器具・配管部門の強化による売上増強
21 三重県 御菓子処　新橋 自慢の和菓子のネット販売システムの構築と新商品のギフト化による販路開拓
21 三重県 西尾石油店 癒しの空間で待ち時間を有効的にお過ごしいただけるサービスの提供
21 三重県 株式会社　安心食品の店 イベント出店による安心食材PR事業
21 三重県 半蔵 新メニュー導入の広告宣伝強化による新規顧客獲得
21 三重県 北東自動車株式会社 ファミリー層や女性ドライバーに気楽に来てもらえる店づくりと広告・宣伝の実施
21 三重県 BLUE.CARS.COMPANY タイヤ交換事業の受注獲得
21 三重県 レストラン白山 手作り料理の店へのイメージチェンジと和スイーツの開発
21 三重県 カットスタジオ　モード 女性も利用しやすい理容店へのイメージチェンジ
21 三重県 アロマ＆ヒーリング　スピロ お母さんと子供・産褥後の女性と妊婦さんのためのコースの定番化PR
21 三重県 藤田こんにゃく ｢こんにゃく羊羹｣の個別パッケージ化
21 三重県 海の家　なお屋 家族・女性が快適に過ごせる海の家
21 三重県 魚　吉　小林商店 老人宅等への訪問販売による商圏拡大・新規顧客開拓事業
21 三重県 ピラティス　スタジオ　アナパ 塗って寝るだけダイエットコース！　食事・運動制限なしダイエット

21 三重県 有限会社ジェイ・トラックワ－ルド
「短期ﾘｰｽ事業」・・・物流業界の車両不足や突発の事故時や予備車不足に必要な車
両を必要な期間で使える新規事業

21 三重県 清水石油店 新エネルギ－と天然エネルギ－の協働化をアピ－ルする
21 三重県 有限会社　福本硝子 工事屋から見た住宅関連用品の提案による販路拡大
21 三重県 beaute 店舗改装による顧客満足度と集客率アップ
21 三重県 有限会社ボンジュール 『松阪牛のこだわり洋食レストラン』としての自店ブランドの確立
21 三重県 上見製材所 三重県産木材を使った木製クラフト商品の開発と生産性の向上
21 三重県 株式会社　村田組 モデルハウスオープンによる低所得若年層へ販売を促すチラシ宣伝
21 三重県 株式会社　イウチ 高付加価値クリーニングの開始とホームページによる販路開拓
21 三重県 峯田麹店 差別化戦略による新商品開発と販売促進
21 三重県 伊勢硝子 『伊勢硝子』から『Natural Trance』へのアイデンティティの確立
21 三重県 有限会社　すかや呉服店 厄参り、成人式を迎える新規顧客獲得のための情報発信事業
21 三重県 Ｃａｆｅ　ａｔｔｅｎｔｅ 「厨房改修による生産性向上とオリジナルスイーツの広告宣伝・販路開拓事業」
21 三重県 株式会社ＴＤエンジニア 最新の検査・測定機器の導入による工事品質の向上とアピールによる販路開拓
21 三重県 楽膳　日和 鹿カレーレトルト・猪鹿肉まん・炙り天然鮎粕漬けの開発
21 三重県 有限会社　中森製茶 茎茶を使った低カフェインほうじ茶の開発と販路開拓
21 三重県 有限会社　大河内 新製品「噛みつき君」の販促に伴う営業ツール（ゆるキャラ）の作成
21 三重県 八千代パン有限会社 冷やしてそのまま美味しく食べられる新感覚の食パンとロールパンの販売
21 三重県 有限会社　メルシ 軽食及びランチの実現に向けた新メニュー提供による販路開拓
21 三重県 ふとんの橋本 地域のお年寄りを元気にする買物の場所提供事業
21 三重県 株式会社　志たてや WEBホームページの開設とDMを活用した顧客の拡大
21 三重県 萬栄 レイアウトの改善に伴うお客様の来店動機の向上と過ごしやすい店づくり
21 三重県 つじ萬 高齢者層にやさしいお店のバリアフリー化による新規顧客の確保
21 三重県 有限会社　カドヤ 地元を中心とした情報発信の強化による新規顧客の獲得と販路拡大
21 三重県 やまもと理容 出張カット機能強化による新規顧客の確保と看板設置による集客力のアップ
21 三重県 合資会社　積木商店 進化するおいしいお茶「TSUMUKI　YUTAKA」のブランディングと海外展開
21 三重県 大瀧書店 店舗照明と陳列レイアウト改善による来店しやすいお店づくり
21 三重県 ヘアーサロン　ナカムラ 通り客への情報発信力強化の為の看板設置による新規顧客の開拓
21 三重県 有限会社日置佛檀店 障害者、高齢者用スロープ設置及び手摺り設置の施工

21 三重県 焼肉-un
家族や仲間との団欒をより楽しく暖かく感じていただく空間づくりと店舗リニューアルに
よる宣伝広告での宴会顧客の囲い込み

21 三重県 ラ・ポアール 洗面所まわりのパウダー空間設置による改装、機器等設置
21 三重県 株式会社紀伊長島 地域の特性を活かした「エキナカ」向け新商品の開発及び新市場の開拓
21 三重県 有限会社セサミ スマートフォン、タブレット端末に対応できるショップサイトのリニューアル事業
21 三重県 米田自動車鈑金塗装 タイヤお預かりサービス拡充による販路開拓事業
21 三重県 株式会社ディーグリーン 食育をテーマにした離乳食材定期配送サービス
21 三重県 タケウチ内装工芸 ショールーム設置による新たな顧客満足向上計画
21 三重県 白隆　有限会社 ホームページにおいて桑名海苔の販売と価値の創造を行う。
21 三重県 有限会社　大倉スーパー 「イベント事業本格進出」事業
21 三重県 有限会社　水谷鉄筋 事業の拡大と取引先獲得に向けたホームページの開設
21 三重県 谷口工業　有限会社 自社ＰＲホームページ開設と自社ＰＲパンフレット作成による販路開拓事業
21 三重県 田畑養殖場 華牡蠣で開拓した販路を活用し、「天然あかもく」の開発と販売
21 三重県 こんぺいとう 新規顧客獲得のための販売促進ツールの充実
21 三重県 中世古設備 新たな設備による売上機会ロス対策事業

21 三重県 滝原西村ハイヤー有限会社
新規顧客獲得のための販売促進ツール並びに顧客の高齢化に伴う付帯サービスの
拡充事業

21 三重県 サキシマ株式会社 地熱の家「ＧＥＯパワーシステム」の広報・普及・販売活動
21 三重県 株式会社坂下工務店 脱公共　脱下請　をすすめリニューアル市場開拓のモデル事例を目指す
21 三重県 ECCジュニア・ＢＳ志摩鵜方教室 “ストレスなく心地よく来て頂ける環境づくり事業”
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（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
21 三重県 お好み焼き　巽 市内唯一のもんじゃ焼きを提供する、新規客層の獲得事業
21 三重県 株式会社　プライム 小規模な家族葬の増加に対応できる葬儀式場の改築
21 三重県 へあーさろん　こすが 地域一番店を目指し、機器導入による癒しとやすらぎを提供
21 三重県 有限会社　ムツミ商会 既存･新規客への店舗アピール･オリジナル商品の発信
21 三重県 有限会社　磯っ子 “3世代家族が集う和定食の店”へ向けての改修工事
21 三重県 有限会社渡辺真珠養殖場 足の不自由な高齢者も安心・安全な階段で信頼感の向上、売上増大
21 三重県 株式会社　養殖屋 海ぶどうの貯蔵システムの改善による安定供給と販路拡大
21 三重県 境工芸社 志摩産真珠の粉末を使った商品開発で経営の多角化
21 三重県 山下理容店 女性客と若い男性を理容店に向かわせるプラン
21 三重県 よこやま株式会社 新たな地域産業として、志摩産クコ茶・サトウキビシロップの開発
21 三重県 豊栄食肉センター 松阪牛・伊勢志摩ロイヤルポーク（三元豚）の東京市場に販路拡大
21 三重県 川うめ 高齢者や座敷の苦手な世代に対応したテーブル席への改築
21 三重県 株式会社　長福丸水産 魚屋さんが作る「揚げ物惣菜」の開発と販路開拓事業
22 富山県 株式会社　シンソーワ 効果的な広告宣伝による認知度向上と下請け体質からの脱却

22 富山県 水口酒店
証明LED化と看板設置及び店名入りロールカーテンによる訴求効果と来店機会の向上
策

22 富山県 コアフュール・まつお 中高年層新規顧客獲得のための店舗バリアフリー化改装
22 富山県 株式会社　SUDACHI 最新の機器とリスク管理を導入したデイサービスの事業
22 富山県 株式会社　橋本テクニカル工業 展示会出展と広報誌掲載によるスーパークリーナーの販売促進

22 富山県 杉野味噌醤油株式会社
北陸地方を中心に伝承される「よごし」を次世代に繋ぐための味噌商品「よごし味噌」
の開発・販売

22 富山県 boulangerie masyu 製造スペース拡大による作業効率向上・売上倍増事業
22 富山県 Le Grand Beauty Salon マタニティフォト予約状況がHP上で確認できるシステム作りと広告宣伝事業
22 富山県 JiccaZicca パラペットサイン及び壁面サイン設置事業
22 富山県 株式会社　NEXT・I 看板設置、店舗レイアウト変更による照明機器の導入及びフリーペーパー広告掲載

22 富山県 ドライブイン金龍
「新商品試作開発、地元のクマ笹を使ったソフトクリーム」～地域資源を活用したご当
地グルメ～

22 富山県 自家製麺　蔵王桃花 客席レイアウトの見直しと水回りの改修
22 富山県 ウラヤマ考業 自社開発留め具の販路拡大事業
22 富山県 有限会社　井山商店 おもてなしスペースを設けるための店舗改装
22 富山県 有限会社　小原石材 集客イベントのチラシ作成とパンフレット作成による自社ブランディング戦略
22 富山県 プモ・リ 「ペンション経営から立山山麓1番の人気飲食店への革新」
22 富山県 オバタ硝子工房 「HPと電子カタログを活用した販路開拓」
22 富山県 泉建設株式会社 ウッドチップ舗装の設計施工とウレタン系合成樹脂の販売
22 富山県 レインボーレンタル株式会社 「外国語HP公開による海外顧客の取込みとネットでスキー受付事業」
22 富山県 農事組合法人　味彩おおやま 「大山にんじんうどん」の新商品開発事業
22 富山県 株式会社　中邑工務店 当社の技術と地域密着型不動産情報の発信
22 富山県 有限会社　桂樹舎 郵便局と提携した「便せんセット」商品開発のための、「苗字ロゴデザイン」委託事業
22 富山県 イタリア料理　エルバッチャ HPリニューアル事業
22 富山県 有限会社　ふくい自動車工業 自動車のトータルプロデュースでカスタマーサービスの向上
22 富山県 玉旭酒造有限会社 「生酒プレミアム」商品のパッケージデザイン変更及び首掛けPOP制作
22 富山県 北陸物産 売上増加や販路拡大の為の「生産力向上と情報発信」に向けた機械導入
22 富山県 有限会社　北吉 高齢者及び家族連れをターゲットにした客室改修
22 富山県 有限会社　浅野電機商会 光回線サービス関連工事業務への新規参入による事業拡大
22 富山県 有限会社　ミヤザキ 明るく元気に美しく、広告宣伝強化による販路拡大活動
22 富山県 株式会社　TAPP 釣具(ルアー)の新商品開発・製造に伴う人材雇用
22 富山県 goat's blessingやぎさんの恵み ～まだ見ぬ顧客へのアプローチ～HP等での魅力発信と販売強化
22 富山県 R's hair 顧客満足度をあげる為のワンランクＵＰしたヘアサロンへの改装
22 富山県 株式会社　下飯野 トータル美容サービスの広報および顧客増大事業
22 富山県 むらさき園 果樹(高級品種)を活用した、販売強化・販路拡大事業
22 富山県 café＆dining Puameria 店舗ファサードの環境整備、オリジナルスイーツの開発による集客アップ
22 富山県 トントンハウス パスコ店 イスラム教徒向けオリジナルパンの開発、販売による差別化
22 富山県 hairfactory　E’ WEB集客の強化と平日集客
22 富山県 セクター 照明イメージのパソコンデータ化とLEDスポットライトの購入
22 富山県 第一印刷 業務用プリンタの導入
22 富山県 お食事処　中藤 エコなお店づくりと接客サービスの向上事業
22 富山県 中田酒店 酒を原料としたオリジナル商品開発と飲食を伴う旬の食と酒のアンテナショップ
22 富山県 佐野酒店・お待ち堂 北陸新幹線開業に向けたビジター対応観光情報発信事業
22 富山県 ありきたり 女子会プラン実現に向けた店舗提案事業
22 富山県 スパークルカンパニー エリア拡大にむけて営業所開設と新サービス導入事業
22 富山県 タカギ工業 環境に優しい機材導入による作業時間短縮事業
22 富山県 株式会社　キタノ商事 介護用椅子型昇降機の設置事業
22 富山県 上下興業有限会社 広範囲に及ぶ敷地に対する雑草対策の提案及び施工
22 富山県 株式会社　フジタ 第28回東京ビジネス・サミット2014異業種交流展示商談会 販路開拓事業
22 富山県 ラーメン菜館はじめ 大型サインによる新メニュー提案PR事業
22 富山県 お食事処　坂出 食材の加工室増設による、山菜等の安定供給と新メニューの開発
22 富山県 髙千代 ファサードの改装と料理提供のランクアップ化事業
22 富山県 有限会社タガアートステンレス 事業承継を踏まえたタブレット端末向けプロモーションビデオの制作
22 富山県 ヘアサローネ　リゴレット 背面投影スクリーンによる店舗紹介ビデオ広告
22 富山県 吉乃友酒造　有限会社 純米酒と新商品の販売促進
22 富山県 株式会社わらびしい倶楽部 パソコンを通じたアクティブシニアのコミュニティ拡大
22 富山県 コアントロ 5周年記念企画・魅力ある店舗改修による新規顧客の開拓
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22 富山県 美容院　moonish 新施術システム等の導入に伴う新規顧客の開拓
22 富山県 有限会社　酒井食品加工所 パン粉事業の強化に伴う新商品の新市場開拓及び新規顧客開拓
22 富山県 中斉拓也建築設計 事務所移転にともなうテナントの改装
22 富山県 株式会社　アースクリエーション 当社商品の販売促進および販路拡大事業における広告宣伝事業
22 富山県 布目クリーニング 新規顧客の獲得等顧客拡大を目指す「テレフォン集配」広報宣伝事業
22 富山県 有限会社　高見トラックセンター 特殊トラック(塵芥車・冷凍車・介護車輌)のレンタル・リース広報宣伝事業
22 富山県 富美菊酒造株式会社 日本酒における四季醸造とフレッシュローテーションの確立による新ニーズの開拓
22 富山県 有限会社　立山スチール 中古スノーボード、サーフボードを使用したリサイクルベンチの開発及び販路開拓事業
22 富山県 長木商店 店舗小売へのシフトにより顧客ニーズへの対応力を向上

22 富山県 有限会社　ダイワ精工
ステンレス分野での複雑高精度製品の開発と新分野への販路拡大及び、そのPRの為
のHP作成

22 富山県 じんずし・カレーのチャンピオン 観光客等に向けた誘導看板とサインシート設置事業
22 富山県 小川屋 メルギューもなかアイスの販売
22 富山県 カレーショップJINJIN HPリニューアルと新メニューラジオ広告事業
22 富山県 株式会社　はとや ひさし取付け等の店舗改装による集客力アップ
22 富山県 有限会社　駒津石油商会 物が売れるディスプレイと空間づくりを目指したセールスルームの大改装
22 富山県 ファッションギャラリーあさのや 「サロンスペース新設のための店舗改装」と「チラシ作製」で新規顧客開拓を行う
22 富山県 株式会社ライフアップ 創業間もない自社の認知度をアップし新規顧客開拓する
22 富山県 スナック　幾代 他にはない手作りおつまみを活かした顧客拡大戦略
22 富山県 宮丸仏壇店 遠くから見える電飾看板設置と集客アップへ繋げるチラシ作成
22 富山県 株式会社　国際有機公社 AgriCare(アグリケア)プランの提案と普及で販路拡大
22 富山県 旅亭　みや川 おもてなしのための改修事業（ウォシュレット設置）と広告宣伝
22 富山県 株式会社ガスコム ノムラ LPガススポット販売及びガス機器レンタル
22 富山県 手打ちそば屋　堀田 山里で触れ合う自然体験とそば粉100％の味
22 富山県 うまいもん館 自分で耕し　自分で食べる　山の食と緑の体験事業で売上増進
22 富山県 株式会社　上田組 利賀の山菜販売並びに各種体験のPR事業
22 富山県 古民家の宿　おかべ 食事部屋・宿泊部屋の改装による新規顧客の獲得
22 富山県 株式会社　仙人 元気の源　またたび酒「仙人」リニューアル事業
22 富山県 有限会社　河合呉服店 地域資源を活かしたオリジナル商品の販売促進事業
22 富山県 南光実業 デザイン性・包装品質の向上による販売促進事業
22 富山県 L'ensoleiller 販売ツール「口コミ」の効果向上事業
22 富山県 野村鉄工所 2職種の工事施行能力を活かした新規顧客の獲得事業
22 富山県 城端麦酒有限会社 北陸新幹線開業による観光客増加に伴うお土産等パッケージの開発
22 富山県 溝口梅華堂 若い世帯層をターゲットとした新パッケージを活用した新規顧客開拓
22 富山県 株式会社　浅野 新規顧客開拓に向けたHPの開設
22 富山県 萬盛庵 「店内作業効率の向上による看板メニューの再構築」
22 富山県 有限会社　高桑ハウス工業 弊社プロジェクト「あこんとこの大工さん」ブランド化及び地元定着化事業
22 富山県 ヘアースタジオ　やまぎし 「男性女性向けヘッドスパ、女性向けエステメニューの開発と新規客層の開拓」
22 富山県 S'cort（エスコート） 「店舗知名度向上事業」
22 富山県 株式会社マキノ商会 地域資源を活用した無添加ドライフルーツの開発と販路拡大
22 富山県 BarberShop　T's サービスメニューを周知するチラシの作成と女性・高齢者等を対象とした施設整備
22 富山県 Osteria食堂ふらいぱん 北陸新幹線開業に向け～白エビ入りハンバーグ～の全国発信
22 富山県 竹田精肉店 店舗のイメージアップ効果を打ち出すファサードの一新
22 富山県 コーナーカフェ 非日常を経験できる異空間を演出したカフェづくり
22 富山県 有限会社　呉羽カラー 高精度のDPE出力機導入とオリジナルアルバム周知の為のチラシ作成
22 富山県 有限会社　カンパーニュ ファサード看板のリニューアルによる販売促進
22 富山県 秀庖 「越中和膳のメニュー作り」～かがやき富山プロジェクト北陸新幹線開業に向けて～
22 富山県 有限会社　AT企画印刷 HPを活用した販売促進活動
22 富山県 有限会社　瀧味堂 商品パッケージデザインの一新とパンフレット作成による販路拡大
22 富山県 エコーウッド富山　株式会社 杉間伐材で作った生活雑貨の開発とネットショップ販売
22 富山県 マツエ　写真材料店 LED常時光撮影スタジオによる思い出づくりパートナーフォトショップ事業

22 富山県 和伊之介
女性やカップル(観光客）にも優しいお店づくりと新メニュー開発、提供の工夫を試みる
ことによって、新たな集客を目指す

22 富山県 パティスリー・ブーケ 新製品の開発及び店名入りオリジナル包装作成
22 富山県 株式会社　福光石工 耐震・耐水「墓」を広く周知するための広告宣伝事業
22 富山県 柴田瓦工事 防災・減災に対応した施工方法等を広く周知するための広報活動事業
22 富山県 雅環境造形 モデルガーデン兼貸席事業スペース「樫亭」の発展的活用事業
22 富山県 有限会社　後藤商店 新店舗開設による顧客層の拡大
22 富山県 café青葉 心と体にやさしいランチメニューの開発と看板の設置による新規顧客開拓
22 富山県 株式会社　橋本カンテツ 軽車両での出張溶接サービスによる新規顧客獲得
22 富山県 有限会社　鈴香食品 地場海産物を生かした新製品の開発による販路及び新規顧客開拓
22 富山県 株式会社　村中手芸 独自開発の消臭シート活用商品の開発とネットによる販売促進
22 富山県 マイ・フローリスト ロードサイドの強みを活かした店舗移転による販路拡大
22 富山県 Healing Court 現地移転に伴う新規顧客獲得のためのPR活動

22 富山県 美容室　ジュリアン
高齢者層リピーター客の囲い込みや若年層新規顧客獲得のための店舗新装と宣伝活
動

22 富山県 片口屋 集客力を上げるための店舗改装とこれに伴う販売促進に向けた企画・宣伝
22 富山県 煮込亭 太閤山ランド入口売店で販売するお土産品用帯紙並びに袋デザイン開発
22 富山県 IBモータース有限会社 顧客獲得のための店舗看板の設置

22 富山県 株式会社　タカミチ
デジタルプリント受付機の高速化とタッチパネル化並びに店名ロゴ変更に伴う店舗看
板の設置
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22 富山県 株式会社　ベスト・スリー 顧客からの信頼向上と受注拡大に向けた作業効率改善事業
22 富山県 株式会社　秋山クリーニング 着物に特化した、ネット注文システムの販売促進事業と着物保管・管理事業
22 富山県 金山物産　株式会社 一般・個人の誘客を促すHPの作成と企業紹介パンフレットの作成
22 富山県 有限会社　元気楽

「黒部名水ポーク」を」使った激旨チャーシューの味を家庭でも楽しめるための通販事
業

22 富山県 ナチュラルスイーツぽんぽん 低糖質スイーツの開発及びパッケージデザイン
22 富山県 尾山製材株式会社 富山県産虫食い楢材による里山再生事業
22 富山県 有限会社　いずみ 高齢者に優しい会食空間の提供事業
22 富山県 赤川焼 新たな体験教室を中心とした販路開拓事業及び新たな土鍋開発
22 富山県 よし紀 自家製調味料を活用した新創作料理メニューによる少人数集客と商品化事業
22 富山県 和食れすとらん一休　19HITOYASUMI 北陸新幹線開業に向けたご当地弁当開発＆販売・販路開拓事業
22 富山県 エースヴィジョン株式会社

富山発「環境と人にやさしく」がテーマの自社ブランド『エコラーレとやま』の立ち上げ事
業

22 富山県 嶋田工芸（木の駅木芸館） チラシ製作による現代風庄川挽物商品の販売促進事業
22 富山県 マンマチャオ庄川町リプロ店 新規顧客獲得PR活動と店舗内快適利用事業
22 富山県 株式会社　ヤハタセイコー 技術者の確保に向けたCI戦略の構築
22 富山県 扇原清月堂 高齢者に優しい店舗づくり事業
22 富山県 本田酒店・ファミリーマート入善駅前店 海外用ウォシュレット(手動式）の試作と販路開拓事業
22 富山県 泉造花店 HPを開設し、生前の葬儀予約に対応する事業
22 富山県 有限会社　清八楼 個人グループ向けランチ専用室への改修とプロモーション事業
22 富山県 有限会社　丸善交通 介護タクシーのPRおよび北陸新幹線開業対策販促強化事業

22 富山県 有限会社　西川鉄筋
実証実験の事例など、商品の付加価値を分かり易く伝えるHPの新規開設等による販
路開拓事業

22 富山県 居酒屋　こきりこ ファミリーユース等を獲得するサービス改善事業
22 富山県 とるくや お店の魅力を伝えるプロモーション事業の実施
22 富山県 ワープ・ヘアー ヘッドスパ等新サービスを提供するために必要となる設備投資等の事業
22 富山県 有限会社　上原自動車商会 自動車ボディーコーティングを内製化する新サービスの開発事業
22 富山県 趣味の店　シバガキ 美容と健康管理をカウンセリングする化粧品販売店へのリニューアル事業
22 富山県 シャ・ノワール 地域資源を活用した新商品開発とプロモーション事業
23 石川県 金沢おぐら座　株式会社 劇場の正面看板にＬＥＤ照明を設置し、認識度の向上を図る
23 石川県 コリヤンハウス　森本店 メニュー表の見直しと無煙ロースターの設置
23 石川県 木野建設株式会社 滞在型市民農園の利用者増加を図るための広告宣伝
23 石川県 戸出工房 金・銀箔使用の購買意欲を抱かせる作品の制作のための陶芸専用マイコン窯の設置
23 石川県 有限会社大尾嘉漆器 夏に強い漆器の発表、展示会出展
23 石川県 バーバーアダチ レディースシェービング部門を強化のための店舗外観、内装の改善
23 石川県 よしもりサイクル 主力商品を認識性を向上させるための看板の改修
23 石川県 永野技研株式会社 「焼ばめホルダ」の導入で複雑多様化する製品加工ニーズに対応する
23 石川県 有限会社河原タイヤ店 倉庫を改装し有料冬タイヤ保管サービスを開始する
23 石川県 ときわ亭 店舗前看板リニュ―アル及び掘りこたつ式テーブルへの改修
23 石川県 ファッションモードふなづ 専門店ならではの店づくりで他店との差別化を図る
23 石川県 楽房　彩里 和式テーブルを椅子テーブルにして人に優しい食事空間を作る
23 石川県 はまづる 旅行雑誌、フリーペーパーを活用した広告による知名度アップ
23 石川県 Ｈａｉｒ cuｔ studio Couleur 着物着付け業務開始に伴う店舗改装（着付け室の設置）とその周知
23 石川県 有限会社おがた 団体の会合等大人数に対応するための店舗改装事業
23 石川県 有限会社つるやハニー 夏場から秋にかけての普段使いの商品開発及び販売強化プロジェクト
23 石川県 株式会社我が家 「女性が撮影する安心のマタニティフォト」の誘客のためのスタジオ改修及びＰＲ事業
23 石川県 有限会社ヤマダフォト 「女性が撮影する安心のマタニティフォト」の誘客のためのスタジオ改修及びＰＲ事業
23 石川県 木村織物株式会社 高級ブランド向け小ロット試作開発事業

23 石川県 近岡屋醤油株式会社
職人による杉樽木桶仕込みにこだわった能登醤油の情報発信（パンフ製作、展示会出
展等）事業

23 石川県 株式会社シマサキ陶器 中国上海地区でのサロン形式の展示会出展による市場開拓
23 石川県 畑中石材店 新商品開発とチラシ、パンフ作成、ホームページ開設等の販促活動
23 石川県 三浦水産有限会社 新メニュー開発によるチラシ作成、マスコミ広告、看板製作等の販促活動

23 石川県 サンライズ。ドーナツ
新商品開発とチラシの作成、工場の改装（固定店舗開設）による無店舗営業と固定店
舗営業の併業

23 石川県 はいから食堂
新商品開発（パッケージデザイン含む）と専用機械装置費及びチラシ作成等の販売促
進活動

23 石川県
ＴＯＷＡＫＯメディカルコスメティック株式
会社

新規開発商品の販促ツール（パンフ、ポスター、リーフレット、ホームページ）作成

23 石川県 すがた食堂 トイレ、座敷の改修（若者、女性層向けに配色デザインを工夫する）
23 石川県 えんがわ湯の町カフェ 山中温泉コミュニティカフェえんがわ湯の町カフェ
23 石川県 シュエット雑貨店 アメ車のカットボディを店舗外壁に埋め込みし販促、ショッピング満足度を向上させる
23 石川県 有限会社志雄自動車販売 融通、小回りの利く自動車店の安心安全につながる整備メニューの拡充
23 石川県 民宿　田の浦荘 オープンテラスの設置とホームページ作成で利用客アップ
23 石川県 古海魯肴 能登餃子の通信販売とフリーペーパー情報誌掲載等で注文の増加を図る
23 石川県 株式会社満る文 店舗の一部に本格的な久谷焼の器で提供するカフェギャラリーを開設する

23 石川県 株式会社Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｅ
マッサージ治療家を斡旋する「治療院コンシェルジュの」事業を立ち上げしホームペー
ジ作成でＰＲ

23 石川県 五箇山農園食堂 ソフトクリームサーバーの導入でデザートメニューの充実を図り
23 石川県 株式会社元湯石屋 トイレのバリアフリー化で高齢者の利便を向上させて集客力を高める

23 石川県 有限会社米林製材
ストーブ用の薪の人工乾燥機導入、チラシの作成等で乾燥期間を短縮し販売競争力
を高める

23 石川県 ウーブンナック株式会社 新商品の販促パンフ作成、ＴＶＣＭ放映、商社との商談等の販促活動
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23 石川県 有限会社大屋醤油
工場見学コースの整備（カーテン、床、壁、天井等の抗菌化）で工場見学の受け入れを
開始し新たな販売機会とする

23 石川県 たにてる工芸 高性能旋盤の購入

23 石川県 ペンション＆カフェクルーズ
浴室を改修（夜空が見えハイセンスのデザイン風呂に）しパンフ、ホームページの作成
等で集客力を高める

23 石川県 株式会社本田 顧客送迎（無料）システムを構築しチラシ、パンフ作成、外看板作成で浸透を図る
23 石川県 カドヤ お試し用補聴器等を設置しキャンペーンを開催して集客力を高める
23 石川県 有限会社沢田商店 新商品開発及び展示会出展
23 石川県 株式会社カメダ設計 提案型事業へ転換のためパンフ、ホームページ、看板を作成する
23 石川県 株式会社OkuruSky 能登の農産物加工品としてワインに合う蜂蜜を活用した新商品を開発する
23 石川県 株式会社ピースリー 広報チラシの作成（全国に先駆けたペット納骨便の全国展開）
23 石川県 竹中繊維株式会社 オンリーワンな試作の確保と繊維素材の可能性を拡大するためのＨＰ作成
23 石川県 三伸樹脂工業株式会社 新商品開発のため金型を修正してサンプルを作成販促を行う

23 石川県 ブティックｓｐｏｏｎ
婦人服に加えユニセックス商品も導入するため看板を書き換えし、夜間の照明を取り
付ける

23 石川県 石川キーサービス
盗難防止付車両、カギ全紛失時の即時復旧作業（イモビライザー登録機、復旧機購
入）

23 石川県 紺谷ワインダ―
極細糸加工の歩留まり向上及び短納期化を可能にする新システム導入による新分野
進出

23 石川県 旬彩と暖らん　あじしょう 高齢者集客強化事業として高座椅子を導入しチラシ作成等で広告宣伝
23 石川県 有限会社山口陶業者 パンフ作成、展示会に出展
23 石川県 藤田建設運送有限会社 「高付加価値生食対応椎茸」のインターネットによる販路開拓事業

23 石川県 株式会社寺井ガス
併業のコインランドリーに安心安全な子供スペース（遊技場）を増設し顧客満足度を高
める

23 石川県 山崎美術工芸館 行ってみたくなる希少美術品の展示会出展による販売拡大
23 石川県 株式会社ハイディワイナリー 総持寺祖院との連携によるオリジナルワインリリース

23 石川県 能登島ダイビングリゾート
新規顧客獲得と収益率向上のためダイブコンピューターを導入（安全性とレンタル料が
向上）

23 石川県 有限会社クルマスポーツ
スポーツ用品の修理の内製化、短納期化と自社イベントの積極開催とパンフ、ＤＭ製
作発送

23 石川県 株式会社グランデ―ジ 新しい情報を発信できる生きたＨＰを作成
23 石川県 有限会社浅井自動車商会 若年層の顧客獲得のための店舗・ＨＰのリニュ―アル
23 石川県 和美リンク 飼猫の写真を使っての日めくりカレンダーの販促チラシ、ポスター作成、ＨＰ解説
23 石川県 株式会社Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｏｒｅ ＨＰ改良と新規顧客の開拓のための首都圏版雑誌掲載
23 石川県 有限会社和洋菓子のたかぎ ブライダル市場向けオリジナル品開発とパンフ作成
23 石川県 喜多撚糸 繊維機械向け照明装置取り付け（品質、生産効率向上）

23 石川県 中川石材
墓石等修繕メンテナンス事業のニーズ喚起による受注拡大に向けＨＰのリニューアル
とパンフを作成

23 石川県 有限会社　志んさ本舗 自社ブランドの確立と周知事業
23 石川県 シャンブル・ドゥ・CoCo 特徴的空間の演出とPR事業
23 石川県 太平工務店 オリジナル商品の開発とPR事業
23 石川県 上野とうふ店 新商品開発とPR事業
23 石川県 有限会社　松風産業 新商品開発とPR事業
23 石川県 AQUA パンフレット作成によるPR事業
23 石川県 有限会社リッチ・モンド 店舗改装、チラシ作成、新聞折り込み
23 石川県 癒しサロン　じゅらく チラシ、パンフ作成、痛み解消と疲労回復に特化した整体院ＰＲ
23 石川県 有限会社小判プラスチック工業 新商品開発に係る金型温調機購入
23 石川県 シオモト製紐 新商品のPRパンフ作成とHP製作
23 石川県 農家民宿　古民家こずえ 女性に選ばれる商品作りと戦略PR(委託）
23 石川県 ワイン＆フーズよしべ 新商品の導入によるPR活動と店舗改修
23 石川県 石原商店 新商品（い草使用の小物）開発とPR事業
23 石川県 有限会社牛太郎 チラシ作成、新聞折り込みでPR活動
23 石川県 学習塾ペガサス志雄教室 「育脳寺子屋」開設とPR事業
23 石川県 イーユーエフ株式会社 １人客用カウンターの新設で販路拡大
23 石川県 内灘海水館 レンタルマリンアクアリウム開業による販路開拓（海水魚図鑑シート等作成）
23 石川県 Ｓｔｙｌｉｓｈ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　ＳＨＥＮＧ 特徴ある看板の取付と新聞チラシでＰＲ
23 石川県 有限会社カイナル ファミリー層獲得に向けて国道沿いに看板を設置
23 石川県 パールドライ 高級、難洗衣類クリーニング技術の全国発信にむけてのＨＰ作成
23 石川県 株式会社にし井サラダ館内灘駅前店 店舗正面にオーニングテント設置し、チラシも含め宣伝効果の高いＰＲをする
23 石川県 株式会社ウィード 「探したい商材」がすぐ見つかる繊維素材のカラーカタログ制作
23 石川県 ショコラヘアーデザイン モデル使用写真、割引券付小冊子製作配布による新規顧客獲得事業
23 石川県 株式会社ミヤノ ＬＥＤスタジオ導入による戦略的ＰＲ
23 石川県 株式会社中村固腸堂 顧客情報の電子化による効果的広報
23 石川県 有限会社　花座 オリジナルブーケの提案とＰＲによる販促
23 石川県 欧風料理　アバンセ 新看板取付とリーフレット作成で販促活動
23 石川県 株式会社いわずみ 日持ち３０日を実現する流通対応能登ベルギーワッフルの企画開発
23 石川県 株式会社鼎建設 新商品開発と展示会出展による販路開拓
23 石川県 株式会社羽田 パンフ作成、サンプルルーム新設で販路拡大
23 石川県 有限会社森本金網製作所 高品質化で他社への優位性を確保するための機械装置購入
23 石川県 弁当こばやし 飲食スペース「青いベンチ」を設置し当店の弁当を買って食べてもらうサービス
23 石川県 ＴＯＴＡＬ－Ｔ ギャラリー、カフェコーナー新設による集客アップ
23 石川県 広野菓子店 新商品開発に伴う機械装置設置及びオリジナルパッケージデザイン作成
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
23 石川県 数馬酒造株式会社 インターネット買い物ページリニュ―アル及び強化（英訳ページ新設）
23 石川県 有限会社能登大社焼窯元 喫茶コーナー設置でくつろぎ空間を設けパンフ作成で周知
23 石川県 有限会社木村製材 自社ＨＰ制作で「現代版土壁の家」のＰＲ
23 石川県 有限会社うらべ リピーターに喜ばれるくつろぎ空間を設けるための機械装置設置とラッピング開発
23 石川県 海王星株式会社 米粉商品開発と展示・試食会への出展及び宣伝のためのチラシ作成
23 石川県 ベルン 新商品開発とパンフ、チラシ作成、雑誌広告による販促
23 石川県 酒井樹脂機工 特殊ドリルの導入で新たに可能となる加工技術活かした販路開拓
23 石川県 有限会社シャルドン 新商品開発と販促活動
23 石川県 そば処　浄楽 テーブル席新設とそば打ち道場の創設
23 石川県 有限会社西洋民宿山海荘 「２９００円素泊まりプラン」の確立のため人目の多い場所に看板設置、パンフも作成
23 石川県 香華園 出前注文対応のため厨房の省力化とチラシ広告を行う
23 石川県 コアフュール　マジュール 親子同時施術可能兼リラクゼーションルーム設置と広告
23 石川県 株式会社宮本仏壇店 専門家による市場調査と広報活動
23 石川県 株式会社勝泉建築板金工業 ショールーム設置（他社との差別化）と戦略的ＰＲ活動
23 石川県 株式会社みかわ薬局 かかりつけ薬局（相談薬局）の機能を充実のための機器購入と広報活動
23 石川県 株式会社リトロヴォ 世界初大型珪藻土ピザ窯使用のピザレストランの販促宣伝（看板設置、販促）
23 石川県 ナチュラルスパイスマザー 新たなパッケージ開発と広告宣伝
23 石川県 味の里食品工房 白子の甘粕漬けの開発と広報
23 石川県 ジュエリー工房ヴァン・エール 新商品加工機械導入及び展示会出展
23 石川県 エクセレント 出張訪問美容における販路開拓（機械措置購入とチラシ作成等）
23 石川県 石臼自家挽きそば亀屋 更科粉使用の新メニューの試作開発
23 石川県 有限会社神保 和菓子の魅力を引き立てる店舗改装と販促HＰの開設
23 石川県 革工房aiko 商品陳列レイアウト変更及び田鶴浜建具の技術を活かした陳列棚設置
23 石川県 陶房　独歩炎 贈答用陶磁器セットの商品開発とHP製作
23 石川県 有限会社ケーツー 魅力的販促材の製作（パンフ、ツール）
23 石川県 カフェ遊帆＆ゲストハウス北海 透明性、安全性を高める店舗改装とウエブサイト作成による情報発信
23 石川県 いけの整骨院 近隣の環境変化で目立たなくなったサイン看板のリニュ―アル（夜間も見える）
24 福井県 柴田電気商会 電気製品販売店舗の開設による新たな地域ニーズの掘り起こし
24 福井県 ウェステックスジャパン(有) フィンガーアラート商品の建築業界への販路拡大
24 福井県 Hair saron  Guy,s 育毛スパ分野への進出によるスパ・ケア部門を充実
24 福井県 小川家福井北インター店 自社ＨＰ、スマートフォン用サイトの開設と運用での「目的顧客」の獲得
24 福井県 (株)エーデン お客様目線に立った家電サービスを訴求するニュースレター型チラシの発行
24 福井県 (有)佐々木隆文堂 取扱商品の拡大に伴う店舗改装による販売促進事業
24 福井県 (有)フジハラ写真館 少子化の需要に対応した撮影環境の整備化事業
24 福井県 販促(株) 県内初の試み！ 学校販促応援隊独自の短納期ＤＭサービス
24 福井県 ささや別館 宿泊設備の洋式化による販路の新規拡大事業
24 福井県 ライフガード越前朝日 防犯フィルム施工の販促活動と新商品開発による新事業展開
24 福井県 大島旅館 旅館リニューアルオープン事業
24 福井県 ふ久井 県内初の二枚貝（赤がい）生産・加工・販売事業

24 福井県 (有)ハートブレーン
越前和紙を使ったフォトフレームキット（「ヒヨリフォト」ブランド）の開発及びインターネッ
トでの販売展開

24 福井県 カフェカルチャー松岡レトロ コンサート、パーティが開催できる癒し空間の演出

24 福井県 ウズイ家具
展示案内用チラシ印刷、ダイレクトハガキによる新規顧客獲得ならびに襖デザイン提
案のための商談スペースの確立

24 福井県 野彩工房 真空包装機導入による品質向上と贈答用商品パッケージの改良による販路拡大
24 福井県 (株)箕輪漆行 漆のポータルサイトの構築による新規顧客の獲得事業
24 福井県 くになかのケーキ屋さん 商品パッケージの開発と認知度を高める看板の作製による新規顧客の獲得
24 福井県 (株)ジャパンアイウェア 新商品（純日本製復刻版クールジャパンシニアグラス）の生産販売
24 福井県 愛装縁(株) お客様にたよれる店としての快適な空間づくり
24 福井県 (有)髙橋金型製作所 ｢３Ｄプリンターの導入による営業力・企画提案力の強化｣
24 福井県 三上呉服店 着物の良さを伝え着る機会を提供する講座開催による呉服拡販事業
24 福井県 (有)ＳＰ建材 自社製スポーツグラウンド用品（野球用トンボなど）の販売促進

24 福井県 山田クリーニング
ウェットクリーニングの導入と集配事業のＰＲ強化による、地域内需要の再堀り起こし
事業

24 福井県 美容室ページワン 完全バリアフリー化による、高齢者・要支援・要介護者等に優しい店作り事業
24 福井県 福井電装(株) 県内初の電装品ショールーム開設による販売機会の拡大と営業の効率化事業
24 福井県 （有）矢納自動車 ハイブリットカー対応の整備体制の確立による、固定客の維持及び地域内需要
24 福井県 （有）はせがわ看板 新ブランド構築とＩＴ活用による商業店舗内外装の直接受注獲得促進事業
24 福井県 (株)credo.an 店舗外観整備による既存顧客の維持とヘアケア相談サービス展開事業
24 福井県 (株)ダイショウジャパン 梅果汁関連商品のパッケージ変更による販売エリア拡大とブランド化
24 福井県 堀川製茶(有) 日本茶スイーツ販売による来店増・販路拡大
24 福井県 (株)エコファームみかた 多アイテム商品への表示印字対応による製造オペレーションの効率化
24 福井県 高橋金蔵商店 新商品｢100年豆腐｣開発とＩＴを活用した全国直販体制構築事業
24 福井県 真杉建具店 地域への再ＰＲによる、地域内建具補修等需要確保事業

24 福井県 （有）小玉石油
キャンペーンや価格さらには配達サービスの向上をＰＲする一斉ＦＡＸを活用した潜在
顧客獲得事業

24 福井県 エンドウ建材店 お家相談室セミナーの開催及び工務店紹介システムの確立

24 福井県 (株)海の宿山根屋
新規顧客獲得のためのスマートフォン対応を兼ねた予約システム付きホームページ作
成事業

24 福井県 菓匠　二幸庵 手作り生菓子を提供する店舗新設とブランドロゴの統一
24 福井県 (株)兼八 メニュー開発と座卓と高椅子の購入による高齢者にやさしい店作り
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
24 福井県 (株)ごーる堂 「どら焼き豆乳アイス」の販路拡大事業
24 福井県 はるいち 新規顧客獲得に向けた知己密着型広告展開事業
24 福井県 徳島亭 高齢者需要に対応する新メニュー開発と快適な食事環境づくり事業
24 福井県 detoxSALON LOTUS detoxSALON LOTUSサプリメントショップ専門店化事業
24 福井県 久坂モータース 自動車コンピュータシステム診断
24 福井県 南川荘 照明及び建具等のリニューアルによる集客力向上
24 福井県 (株)タクエツ 店舗改装及びブランド食品発信
24 福井県 ローゼ くつろぎテーブルセットの導入による長時間滞在型サービスの提供
24 福井県 (株)冨洋 新規及び既存客に展示会でエコ商品を紹介する販路拡大事業
24 福井県 (有)国見製材所 イス・雑貨製品の開発、商談会への参加・販促ＰＲ事業
24 福井県 カメハメハ大農場の農家カフェ 地元産梨ジュースの商品開発及びギフト商品の販路開拓
24 福井県 (有)あるくカンパニーリミテッド ｢オリジナルチラシ｣と｢すまいの相談員｣による地域特化型の販路開拓事業
24 福井県 (株)福寿荘 高齢者にやさしい旅館づくりと賑わいまちづくりでの拠点づくりを活用した販路事業
24 福井県 (有)オートサービス上野 診断機導入にワンストップサービスの向上
24 福井県 (株)八木秀 施設全体を有効活用した販路開拓事業

24 福井県 内田製材所
エコ・コンパクト・ヒーリング（癒し）・セキュリティをキーワードにした｢リメークコンテナ｣の
販路開拓事業

24 福井県 フェアトレード雑貨店Ajee 通販カタログ作成やインターネットサイトの開設による売上向上
24 福井県 (株)ヤマゴ 高品質かつ価格競争力のある新製品の販路拡大事業
24 福井県 枩田商店 夕夜時間顧客の開拓を図る、眼下に広がる夕日を独占できるプライベート個室の開設
24 福井県 松井事業所 自社開発商品「ジンジャーえのき」販路拡大事業
24 福井県 設計工房　甚平　ＡＳＡ 「エコな住宅」の素早い提案
24 福井県 (株)安田電気工業 ライフスタイル体験型ショールームの宣伝広告
24 福井県 (株)渡辺住建 ３次元ＣＡＤシステム導入による販路開拓事業
24 福井県 和装こでら ｢価格訴求型｣振袖販売促進事業
24 福井県 YOSAPARK　ロイヤル 無料貸出による初めてのリラクゼーション｢体験｣を通じた新規顧客の獲得
24 福井県 (有)ダイケイ 日祝受け入れ型デイサービスの提供事業
24 福井県 今治亭 地域特産品開発；「鮎のへしこ」の商品化及び販路開拓
24 福井県 白駒酒造(資) 新企画での既存商品のブラッシュアップによる販売強化
24 福井県 (株)ユナイテッド キュアリング貯蔵庫のユニット開発と販売促進事業
24 福井県 食事処小鉄 新たな観光客をターゲットとして海鮮煎餅焼店舗の開設と労働環境の改善
24 福井県 吉五商店 「薬膳　花蓮豆腐」の製品化による販路拡大事業
24 福井県 大沼養蜂園 蜜蜂保有数と採蜜量の増量に伴う、商品の宣伝と販売方法の開拓及び後継者の養成
24 福井県 (有)瀬戸生花 本社の店舗化による一般消費者への販路開拓事業
24 福井県 板前船 和食メニューの強化及び広報による顧客数と売上増加への取組
24 福井県 イタリア食堂ドマーニ テイクアウト商品の開発と販路開拓事業
24 福井県 (有)海道電機 エコ商品の販売促進および売上倍増事業の実施
24 福井県 (株)TAYASU 設備導入による高精度・高付加価値製品の受注強化・販路拡張事業
24 福井県 (株)長田工業所 福井県初の溶接工場で行う定期的な溶接DIY体験ワークショップ事業
24 福井県 伊藤酒造（資）

個人向け販路開拓ホームページの作成と東京をターゲットとした新商品の販路開拓事
業

24 福井県 (株)ＪＩＮ 夏休み需要に向けた集客力アップと「のらたまご」新商品開発
24 福井県 こすえ旅館 旅館リニューアル事業

24 福井県 (有)坂口工務店
究極のエコロジー素材「シラス壁」を活かした住まいづくりの提案による新規顧客獲得
事業

24 福井県 コワファール サロン クレール
新規顧客獲得のための現在地での開店１０周年キャンペーン事業に係る設備改善・広
報事業

24 福井県 (株)パンテス 健康ソフトパン専門店展開に向けた店舗改装と新規顧客獲得の為の販売促進事業
24 福井県 湯本味噌(株) ネットとリアルによる顧客との「長く深い」関係構築への取り組み
24 福井県 (株)カンパネラ 長靴等のPB商品の企画及び販路開拓事業
24 福井県 イタリア料理ボンジョルノ 惣菜.オリジナル商品のテイクアウトの商品化の販路開拓事業
24 福井県 みつわ商事(有) ガソリンスタンド車検整備の販売促進事業
24 福井県 田辺建築 機器購入による生産効率化と新規顧客獲得のための看板設置ＰＲ事業
24 福井県 (有)紙和匠 ホームページのリニューアルによる新規顧客獲得事業
24 福井県 (有)小畑製紙所 ペーパークラフトのパンフレット作成による新規顧客獲得事業
24 福井県 (株)木だて家 モデルハウスを活用した顧客獲得のためのイベント事業
24 福井県 かせや味噌 ホームページ作成やリーフレット作成による新規顧客獲得事業
24 福井県 (有)魚栄楼 高齢者・足の不自由な方への快適なサービスの提供
24 福井県 山本商店 自店ホームページ開設と効果的なＰＲによる小売販売強化
24 福井県 うみの宿さへい 「へしこ」を軸とした新規顧客獲得事業
24 福井県 手もみ屋ほっと 健康やくつろぎの空間を提供し、顧客が最高の時間を過ごせる店舗づくり
24 福井県 (株)ライフコネクト 核家族世帯をメインターゲットとしたプチリフォーム工法の実施
24 福井県 (株)やまざき 越前の海の幸でおいしく健康に
24 福井県 (株)親崎水産 水産加工技術を活かした水産物食材卸への新分野進出
24 福井県 河原産業 新素材加工による下請け脱却と新規顧客へのＰＲ
24 福井県 山崎鮮魚店 既存サービスの強化と憩いスペース創出による顧客拡大事業
24 福井県 (株)クシムラ組 初任者職人の作業容易化と熟練技術者の活用による受注拡大
24 福井県 畠山酒造(株) ３０～４０代女性向けの清酒イメージ改新による新規顧客開拓
24 福井県 お食事処荒磯 高齢者に愛されるやさしい店づくりによる販路開拓
24 福井県 (株)ウッドフィール ｢ＨＰ作成による地域内若年層顧客の獲得と近隣市外地へのＰＲ｣
24 福井県 (有)飛田電機設備 ｢新規顧客獲得と既存先への深耕に向けたトータルサービスのＰＲ｣
24 福井県 (合)おおい夢工房 商品パッケージのリニューアル事業
24 福井県 リカーショップ　福 ギフト事業の強化と販路拡大事業
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
24 福井県 (有)村井自動車 集客力強化のためのサービスルームの刷新と販促活動の強化
24 福井県 (株)赤鹿 プライベートブランド（ＰＢ）商品の販路拡大事業
24 福井県 (有)東山デンキ 近隣顧客取り込みのための、定期イベント実施と店舗イメージの刷新
24 福井県 池田自動車 建物（休憩、商談用スペース）の新築と販売促進活動の強化
24 福井県 ドッグファミリーピュナ サービスの充実を図るためのドックランの設置と販促活動の強化
24 福井県 (有)いたや 料亭の味を伝える｢福井県産ズワイ蟹ふりかけ｣商品ｊ開発と販路開拓事業
24 福井県 (株)ニッテ住宅 事務所のショールーム化による販路開拓事業
24 福井県 橋本工業 ３ｍ折曲機の習熟と短納期化を軸としたキャンペーンによる顧客獲得
24 福井県 たまむら眼鏡 特許商品の特殊機構部分内製化による短納期化と販路拡大事業
24 福井県 和田屋 座敷宴会部門の強化とランチタイムでの女性客の確保
24 福井県 (有)藤本農園 米粉パン、米粉スイーツの商品開発
24 福井県 岡崎真光堂 サービス重視・｢家具調仏壇｣販売強化のための、店舗イメージの刷新
24 福井県 若狭神子の宿　寺本 新規顧客獲得事業
24 福井県 (有)山崎石油店 非在来型給油外（車検・整備・点検・中古車販売）事業の強化とサービス環境整備

24 福井県 Ｔ-スタイル
店舗内の刷新と販促活動の強化及びタイヤ預かり保管サービスのための監視カメラ
の設置

24 福井県 RAVITA 炭酸泉発生装置を活用した新しいサービス(スパークリングコース)の新設
24 福井県 (株)風香園 街路樹の維持管理の省力化を目的とした独自商品の実用化

24 福井県 (有)マルサ電機
電気工事店目線でのスマートリノベーション（リフォームにより、エネルギーを管理し家
の性能をアップさせる）提案型営業の促進

24 福井県 (株)東郷商店
フランスにおける和食レストラン(越前そば)事業への進出（平成２５年度　福井県経営
革新認定事業）

24 福井県 アンドール(株) 個室増設による店舗魅力アップ新規顧客開拓事業
24 福井県 (有)むらた工業 一般消費者をターゲットとした受注促進事業
24 福井県 (株)ワカサ商事 独自商品「うそば」開発・改良による販路開拓事業
24 福井県 (有)庭研ふくい 越前和紙を活用した和紙ファイルの多品種開発及び販路開拓
24 福井県 美川酒造場 海外（イギリス・ロンドン）への輸出販売強化事業
24 福井県 (株)松田工務店 ＰＲ用資料館の女性向けリニューアル事業
24 福井県 小西亭 「ちょっと贅沢な仕出し弁当配達」専用ホームページ開設
24 福井県 天谷サニター(有) 若い世代にも利用拡大を図るためのホームページの作成事業
24 福井県 つじストアー ネット販売に向けた自家製惣菜販売事業
24 福井県 (株)ミハマランド 魅力ある店舗・商品の情報発信による販売促進事業
24 福井県 (株)ティケーエス 観光客向けプラン開発による集客力・売上アップ事業
24 福井県 モーモー亭 バルスイタイル展開による営業時間の延長並びに客単価の向上
24 福井県 コワフュールデギャルソン パートサロンの新店舗展開
24 福井県 ニュースポーツ(有) フィールドホッケーに特化した店頭ＰＲ力の強化
24 福井県 そば亭　一休 増加する高齢者や外国人来店客に対応したトイレ改装によるおもてなし事業
24 福井県 地魚もてなし　滝の川 「高齢層・女性層のＣＳ向上に向けたトイレ設備の改修を活用した集客活動事業」
24 福井県 田辺酒造(有) 蔵見学の団体客受入れとネット直売システムの構築による小売部門の強化
24 福井県 旅荘　みや本 新鮮絶品料理と体験宿泊アピール事業
24 福井県 (有)加藤印刷 看板関連商品のネット特化販売事業
24 福井県 バルーンショップ　ジィーズ 「ハッピーバルーンBOX」商品開発と販路開拓事業
24 福井県 (株)三丹本店 地元食材を活用としたすし弁当商品の開発と販路開拓事業
24 福井県 ソニョーポリ 案内看板の設置および観光に特化したホームページの改良による販路開拓
24 福井県 中村鮮魚店 鮮魚店舗用（店頭販売）に改装、看板・陳列ケースの設置
24 福井県 岡本レース(株) 綿ベールネット（牧草用ネット）の販路開拓・情報収集

24 福井県 (有)後藤塗装
チラシを利用したGAINA断熱塗装の施工提案と、設置看板による「GAINA提携施工店」
のPR

24 福井県 (有)イトウ石油
新規顧客獲得に向けたタイヤ保管サービスと高齢の顧客に対応したバリアフリーSSの
展開

24 福井県 大森料亭 多数の宴席に対応できる座敷の改装と、提供コースを明確にしたパンフレットの作成
24 福井県 榮山窯 本物の越前焼を超えようとする「黒越前」のブランド確立と販売促進
24 福井県 いのうえ(株) お土産革新事業並びにお食事レベルアップ事業
24 福井県 焼肉翔屋 低価格路線の学生や若者を顧客として獲得するための店舗内装・外装の改装
24 福井県 (有)三国湊座 店舗改装及び広告による販路開拓
24 福井県 二重まる学習塾 インターネット電話サービスによる日本語のオンライン指導の構築
24 福井県 松村電機(株) 機械ソフトの検証装置導入及び機械設計図面作成の効率化による受注拡大
24 福井県 おんまえプロジェクト ギター教室の生徒数倍増のための販売促進

24 福井県 (株)ミタムラ建設
大型プール設置による安全安心なダイビングショップ及び施設の付加価値向上による
幅広い新規顧客の開拓事業

24 福井県 (有)越前塩 新工場新設にともなう商品開発と顧客獲得事業
24 福井県 (有)ＪＡＳＴＹ 家庭向けマキキュート用薪ボイラー試作デモ機の開発・設置
24 福井県 シナノスタジオ プリントスピード向上による新サービス開始と新規顧客獲得
24 福井県 ＬＩＦＥＦＯＲＣＥ(株) 熊川宿の空き屋活用と自店厨房有効活用による新たな名物開発事業
24 福井県 (有)一筆啓上茶屋 紅葉時期に合わせた販促イベントの実施と集客のための広報事業
24 福井県 ありがとう福井(株) 受注拡大を目指した施設環境整備事業

24 福井県 中国料理香蘭
健康志向や少量品種を好む女性おひとりさま向け飲茶セットメニュー開発と販路開拓
事業

24 福井県 料亭ほんだ おもてなしイベント「酒の会」の定例開催及び新規顧客獲得事業
24 福井県 樽鮨 「福井のお寿司屋さんがつくった美味しいスッポンすーぷ」商品・販売化事業
24 福井県 (株)ケーアイ 当社製品、サービスを網羅し、一覧出来るＨＰの製作及び配信事業
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
24 福井県 御料理半兵衛 高齢者向け座敷テーブルセットによるおもてなしサービス事業
24 福井県 (株)タカラヤ写真館 お子さま記念写真（生後100日～小学生）の売上を倍増させる！！
25 滋賀県 ㈱日向電子工業所 販売力の強化の為のホームページの作成・運用を実施
25 滋賀県 あやめ荘 高齢者にやさしい店づくり。体にやさしい畳の上のテーブル・イス席。
25 滋賀県 office COMA 法衣技術を活かした和モダン子供服・親子服ブランド新規事業『人織』の展開
25 滋賀県 協和工業㈱ 新規顧客獲得に向けた展示会への出展による販路拡大事業
25 滋賀県 ㈲宮川石油 災害対応型セルフスタンド移転オープンに係る広報事業
25 滋賀県 hair　esthe　Tresor セット台増加と新サービスで、予約顧客の取りこぼしをなくす。
25 滋賀県 蛯谷工芸 顧客のリピート率アップ、及び、新規顧客獲得事業
25 滋賀県 広瀬商事㈱ メール配信型ＤＭシステム「ひろめ～ル」最新バージョンの各種宣伝事業
25 滋賀県 ㈱ハウスアンドコミュニティ 北山台センタービル活用事業
25 滋賀県 庭卯 接客スペースの改修で成約率アップ
25 滋賀県 ㈱造園佐野 プチガーデン・ガーデンクリーニング直販事業
25 滋賀県 ストーンメーソン真 将来の販路拡大とお客様のための、お墓リフォーム・お参り代行大作戦
25 滋賀県 花久造園 近隣地域におけるローコスト芝管理業務の提案による販路開拓事業
25 滋賀県 さかえや製菓舗 絹のようなしっとりしたやわらかい餅づくりで販路開拓！
25 滋賀県 菓匠　吉福庵 新規顧客獲得のための多店舗展開イメージアップ事業
25 滋賀県 ㈲うを惣 和風椅子席導入で小部屋・宴会場の演出による販路拡大
25 滋賀県 大江理容 女性理容師による女性のための「お顔そりエステ」の設備充実とＰＲ

25 滋賀県 ㈱青山製作所
サービス付き高齢者向け住宅　「桜シリーズ」の総合窓口ＷＥＢサイトの構築と「空き室
情報」の提供

25 滋賀県 頓宮建具店 新たな組立方法による建具・家具の提供とＨＰによる販売促進
25 滋賀県 ㈲村田鉄工 『オリジナルアイアン商品の展示会』
25 滋賀県 居酒屋　まいど 新規メニュー開発と居心地の良い空間作りによる顧客拡大
25 滋賀県 森田商店 長時間同一場所で展開出来る移動販売を可能にする電源設備の導入
25 滋賀県 ドクターコトウ 店主導型の店舗経営から顧客視点のソリューション型への業態変換
25 滋賀県 ㈱古川与助商店 和紙糸を活用した高品質アパレル製品等の販路開拓事業
25 滋賀県 ㈱バウハウス テレビＣＭを活用した効果的なインターネット広告サービスの利用推進事業
25 滋賀県 TAKA　FARM 自家製トマトのオリジナルソース、ピューレ、ピザソースの開発
25 滋賀県 松喜園 店舗の空きスペースを活用した売店設置事業

25 滋賀県 MSG村島産業
商工業者、選挙活動のセット・パッケージ化と遺影写真のＩＴネットワーク化による販路
拡大

25 滋賀県 ㈱マルタヤファーム 介護事業所への新たな顧客獲得・販売促進
25 滋賀県 ＺａＺａ 中国上海の企業向け自動車シートの試作事業

25 滋賀県 ㈱リットーメガネ
深視力用眼鏡による大型免許・二種免許更新者及び取得者の顧客獲得の為の販促
事業

25 滋賀県 小西建具㈱ 木製建具のアピール　100年の歴史・匠の技・作品集製作
25 滋賀県 奥野印刷㈱ 滋賀情報ネットページ作成「滋賀ebookみてーや」
25 滋賀県 ㈲アメニティ北村 ホームページ改革による新規顧客開拓及び新規営業力強化
25 滋賀県 東洋被服㈱ 自社ブランド商品（オーダーメイドエプロン）の開発及び販売。
25 滋賀県 フローリストHANAKO フラワーアレンジメントの販売強化事業
25 滋賀県 サインボードアックス 一般顧客確保の為のホームページ作成及び誘導看板設置事業
25 滋賀県 ㈱壺八 音にこだわった信楽焼陶器の魅力発信力強化事業
25 滋賀県 艸方窯　（そうほうがま） 東京で開催される国際的な展示会への「光る透器シリーズ」の出展
25 滋賀県 ㈲小川顕三陶房 しがらき顕三陶芸倶楽部の販促ツールの制作
25 滋賀県 寺庄整骨院 新規顧客獲得及び顧客リピーター化のための機械器具導入事業と広報宣伝事業
25 滋賀県 光手袋工業 ネット販売システム構築による既存顧客の取引額拡大と、新規顧客の開拓事業
25 滋賀県 田中酒造㈱ ホームページを活用した販路開拓事業
25 滋賀県 アクティブ ２０～３０代男性にターゲットを絞った新規顧客開拓事業
25 滋賀県 川口屋老舗 ３０～４０歳女性をターゲットにした新規顧客開拓事業
25 滋賀県 ㈲伴自動車 保険部門強化に対する店舗改装及びＰＲ事業
25 滋賀県 甲津原漬物加工部 新規顧客開拓のためのＰＲ及び顧客満足のための改善事業
25 滋賀県 ブルースカイ 顧客ニーズに対応した顧客開拓及び顧客満足向上事業
25 滋賀県 ㈱写真の野上 new born photo（生後間もない赤ちゃんの撮影）及び新商品の提案・ＰＲ
25 滋賀県 ㈲ヨシックス 簡易・移動展示会の開催等による新規顧客の開拓
25 滋賀県 料理茶屋『杉』 店で苦労させたくないので、まずはトイレとお席をバリアフリー化
25 滋賀県 和楽DINING忍 プライベート空間～上質な時間を過ごせるスペース作り
25 滋賀県 ㈱ノーブレイク 残尿測定器を使用したおむつ使用量削減コンサルティング事業
25 滋賀県 Ecru private シェービングとエステの融合によるブライダルエステ新サービスの提案
25 滋賀県 ㈱きゃんせ美容院 “ホームページ作成等による情報発信と顧客集客”

25 滋賀県 vivimore
琵琶湖の固有種ビワマスを独自製法で開発した『ビワマスプレミアム』の周知と販路開
拓

25 滋賀県 岡田屋　鶴亀 目指せ！顧客拡大、イメージ一新 大作戦！！
25 滋賀県 宿屋きよみ荘 女性客、団塊の世代夫婦獲得のため、客室に洋式トイレ、洗面所の設置
25 滋賀県 玉垣芳文堂 地域の中の気楽な交流空間としての書店づくり
25 滋賀県 ㈲ユーハム１６ 事務所内のレイアウト変更及び打ち合わせスペース新設の改修工事
25 滋賀県 ㈱伊吹機械 工場環境改善による金型販路の開拓及び売上増加
25 滋賀県 Atelier Key-men 住空間を彩る一般向け手作りオーダー住設のカタログ本作成。
25 滋賀県 デンタル工房北野 歯科技工用真空攪拌器「スマートミックス」の導入による販路開拓
25 滋賀県 ㈱相承管理企画 新事業を立ち上げ、顧客獲得のためのチラシ・ＨＰ等を活用した宣伝活動
25 滋賀県 ㈱東洋商会 『食べて地球にやさしくなる』店舗レイアウト改善計画
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25 滋賀県 エンディングメイク「おくりびと」MARIA 「エンディングメイク」の営業・広報活動の強化と終活セミナーの開催

25 滋賀県 ㈲ピックアップ
既存客の高齢化によるニーズに応えるための訪問美容サービス業務の展開に係る広
報活動

25 滋賀県 和吉 店舗設備の充実による顧客の確保・開拓
25 滋賀県 ㈱湖北製作所 高齢者用介護施設・リホーム工事の開発と提供
25 滋賀県 浅田サッシ 倉庫改修による次世代サッシの販売促進
25 滋賀県 近江あまごの里 トイレ増設リニューアル工事
25 滋賀県 美肌と癒しかわなみ 美肌エステで、活き活きライフを応援します。
25 滋賀県 ㈲福川工務店 ホームページのリニューアルと看板の更新
25 滋賀県 ㈱丸善エナジー 『無添加リフォーム』を合言葉にしたリフォーム事業の展開
25 滋賀県 ㈱坂田工務店 人に優しいリフォーム事業の提案営業の確立
25 滋賀県 GREEN Kitchen カフェタイムの強化を図るための店内改装と販路開拓を図る広告宣伝の導入
25 滋賀県 ㈲やまつね バーベキュープラン新設に係る店舗改修、設備導入及び広報活動の実施
25 滋賀県 Diana 新規客獲得のためのチラシ作成・フリーペーパーへの掲載
25 滋賀県 ウェブコンサルティングタテマツ リモートコンサルティングで中小企業のウェブ集客力をアップする。
25 滋賀県 ㈲ビッグウェーブ 「部分かつらを活用したヘアスタイル商品の販路拡大事業」
25 滋賀県 シェ・ムートン 「ワインサーバーによる多種類＆高級ワインのグラスワイン提供」
25 滋賀県 楽旨庵えん 「新規顧客獲得のためのホームページリニューアル」
25 滋賀県 トータルビユーティサロン　パール 店舗の改装及びバリアフリー化
25 滋賀県 ㈲ファイブ・ワン 研究・開発向け試作成形用ブースの設置とその宣伝活動
25 滋賀県 山野興業　ガーデンスタイルなごみ 他業種との提携による新サービスの提供
25 滋賀県 ロレア 美容室が行う「水」と「化粧品」にこだわったエステ事業の展開
25 滋賀県 ㈲まるさ 近江牛本家まるさブランド プレミアムデリカ開発事業
25 滋賀県 らー麺　鉄山靠 地域資源を活用したラーメンによる販路開拓と居心地重視の店舗改装
25 滋賀県 ㈱パシオ 新規人事サービスのホームページ充実とチラシ頒布による販路開拓
25 滋賀県 ㈲大與 店舗空間でのシーンや火のある暮らしの提案とブランド提案事業
25 滋賀県 瀧野緑化 より良いグラウンド状態保持の普及促進及び受注拡大
25 滋賀県 ㈱湖西住建 介護住宅・介護リフォーム事業への進出に伴うＰＲ強化
25 滋賀県 高麻㈱ ホームページ開設による生地・商品の拡販
25 滋賀県 ㈲マキノ製作所 シーンに応じた犬用遊具の開発及び販路拡大
25 滋賀県 ㈲綿庄食品店 シニア世代にやさしいお店づくり
25 滋賀県 ㈱川新 「ビワマス」と発酵食品を使用した新商品開発による販路拡大
25 滋賀県 西川運送㈲ 市内を網羅した配達エリアとWEBを活用した引越し事業の販路拡大
25 滋賀県 湖西鈑金塗装 塗装設備の導入での補修日数の短縮化による販路拡大
25 滋賀県 フローラルアダチ 店舗改装によるアレンジメントコーナーの充実とギフト用商品の販路拡大
25 滋賀県 ㈱ロクヨン 自然体験宿泊プランとビワイチ対応による売り上げ強化対策
25 滋賀県 ㈲よしうめ 琵琶湖の魚介と近江の米でつくる、新フードコーディネート事業
25 滋賀県 びれっじ６号館　高島ワニカフェ 地元こだわり野菜を提供するカフェと流通事業「高島マーケット」
25 滋賀県 上原酒造 蔵元での交流を深める空間づくり事業
25 滋賀県 実生庵 揚げたて熱々唐揚げのイートインサービスの提供
25 滋賀県 ㈱Ｄｏｕｂｌｅ　Ｖｉｓｉｏｎ 東京オートサロン２０１５　with　NAPAC　にて車の展示会出展
25 滋賀県 美色館plus 新規開業店舗のＰＲ活動及びスタッフ充実化による顧客サービスの強化。
25 滋賀県 ㈲ビジネス旅館栗東 本館・客室ユニットの改修事業
25 滋賀県 レインボーブリッジ㈱ フォトブック作成サービス・写真電子化サービスの販売促進
25 滋賀県 明光義塾栗東教室 新たな時期（秋・冬）の生徒獲得のためのPR活動
25 滋賀県 村井酒店 店舗空きスペースを活用した接客重視の店舗改装及びギフト販売戦略
25 滋賀県 園田理容 ・お客様満足度向上　園田理容　店舗リニューアル
25 滋賀県 ㈲古株牧場 山羊の体験交流施設設営・山羊乳を使用した新商品開発

25 滋賀県 ㈱SEEK
スムーズな店舗統合のための周知、広告宣伝
髪の施術効果を格段に上げる専用機械の導入

25 滋賀県 匠sound
デジタルミキサー、アンプ内蔵スピーカーを購入して1日2現場の受注を可能とし、新規
顧客を増やす。

25 滋賀県 Bean’s Tostino WEB通販サイトの拡充
25 滋賀県 ㈲和晃プラスチック ホームページによる集客・新規顧客獲得システムの構築事業

25 滋賀県 nalu
炭酸泉発生装置の導入による新規美容サービスの開発及びトイレの新規導入による
顧客満足度の高い店舗づくり

25 滋賀県 ㈱大彌 和菓子の冷蔵商品陳列方法の改善とチラシによる販売促進事業
25 滋賀県 ガイオス㈱ プラスワンリビングハウス彦根、モデルハウス事業
25 滋賀県 東陽商会Ｄ・Ｆ・Ｃ 婚活サポート事業による販売促進
25 滋賀県 ㈱エスティーム 鍼灸接骨院の知識・技術を生かしたデイサービス利用定員拡大事業
25 滋賀県 SPOON sweets market 紅茶専門店の「グラニテ」と「ティーソース」の開発
25 滋賀県 ㈲おうみコンピューターシステム パソコントラブル対応サービスの商品化と販売
25 滋賀県 ペンション シープ 全天候対応型屋根付ドッグランの併設による安定した集客
25 滋賀県 ㈱植杢 Ｗｅｂサイトから全国へ発信「滋賀県たかしまの原風景」
25 滋賀県 ㈱いと源 総務・経理・事務部門の総合コンサルティング事業の展開
25 滋賀県 菓子乃蔵　角屋 販路開拓のためのホームページ・リーフレットの作成
25 滋賀県 浅和鉄工 溶接機導入による生産性向上・対応業務拡大事業
25 滋賀県 ㈲つるや 集客力を高める為の店舗トイレ改修
25 滋賀県 ㈲今津食肉 揚げたてサクサク！フライコーナー改修工事
25 滋賀県 丸茂旅館 宿泊客の満足度１００％実現を目指した旅館設備の整備
25 滋賀県 癒し手もみもみ 顧客層別の集客媒体の工夫による集客力強化と販路拡大
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25 滋賀県 山岡自工 ガラスコーティング事業の強化と販路拡大
25 滋賀県 ㈲カンポ インターネット環境整備によるお客様の利便性向上とＳＮＳ戦略
25 滋賀県 ㈲A.SITE インターネットを活用した営業システムの構築
25 滋賀県 和菓子処　さわ泉 真空包装で長期保存のお土産品開発と周知・販売・販路開拓・売上増加事業
25 滋賀県 青木煮豆店 昆布巻・煮豆・佃煮を真空パックに包装し販売を拡大する

25 滋賀県 お料理教室のlago
新しい販路開拓！！
　「乳幼児」「中高年」「外国人」に対しての魅力あるレッスン＆商品開発！

25 滋賀県 中村刃物店
「品揃えの深い工具店として新規一般顧客の獲得」～看板（大工さんのための工具屋
さん）製作と売り場の拡大とＰＯＰ作成による商品レイアウトの見直し～

25 滋賀県 双昭衣料 “今日も元気に行動したい”をサポートするネット販売
25 滋賀県 丸中醤油㈱ 海外展開における商品及びパッケージの試作品製造・強化
25 滋賀県 ㈱ボディーファイトジャパン 新規客を呼び込み、顧客になってもらう為の地域密着型販路開拓
25 滋賀県 ㈱ビューロッジ琵琶 お客様に、癒しとくつろぎを与える「軟水風呂」の新サービスの展開に係る設備導入
25 滋賀県 田中葬祭 葬儀ホールへの生花卸と葬儀応援事業

25 滋賀県 R　café
～湖西を感じる愛犬とのドライブ～
山と湖に囲まれた最高の景色の中で遊べるドッグランの開設

25 滋賀県 クリタフラワー 庭付き駐車スペース整備による生活提案型販売事業及び駐車スペースの確保
25 滋賀県 Home Elec ピアレキタガワ 家庭用太陽光発電売上向上事業
25 滋賀県 合同会社イーシップス 「自社ネットショップ開業による財務基盤の強化」
25 滋賀県 ㈱紅鮎 「旅館　紅鮎」ホームページおよび外国語案内の再整備
25 滋賀県 かねきち 大型冷凍庫設置

25 滋賀県 UPPER　SECRET
① 宣伝を強化するための看板設置
② 玄関入口に続く階段に手すりを設置、段差のない入口アプローチを設けるためのス
ロープの設置によるバリアフリー化

25 滋賀県 やまりゅう 法事料理及び結婚披露宴を追加したパンフレット・折込広告の作成
25 滋賀県 ㈱スナッツフーズ 地域を代表するスポーツチムと連携した販路拡大

25 滋賀県 ㈱澤善
安全な設備で安心して心を癒す　信楽のワンストップ観光施設づくり
　　　　　高齢の方や身障者の方のためのバリアフリー化の整備

25 滋賀県 滋賀特産品振興企業組合 甲賀市特産品ブランド浸透化事業
25 滋賀県 山重製陶所 低吸水陶土による新商品の開発及び販路開拓
25 滋賀県 ㈲鮒清 鮒清クリーンアップ事業
25 滋賀県 りんごの木 お店のキャラクターロゴ作成で認知度＆イメージアップ作戦！
25 滋賀県 村山工務店 「誰もが住みやすい家づくり」の相談展示スペース開設と販売促進
25 滋賀県 丸菱製麺 地域ブランド食品プロモ－ション事業
25 滋賀県 A・I労務サポートオフィス 「行動基準作成研修」「職場のルールブック」導入の販路拡大事業
25 滋賀県 ㈱ヒトミワイナリー ワイナリー直売店の商品をより魅力的にみせる為のディスプレイの演出及び装飾
25 滋賀県 アサヒ産業㈱ 尿失禁を予防する下着の販路開拓事業
25 滋賀県 樹宴 地域高齢化に伴い地域高齢顧客に優しいバリアフリートイレの設置
25 滋賀県 ㈱大隅建設 県産・国産材で建てる『自然素材の家・ＷＢ工法の家』の受注促進
25 滋賀県 しろ平老舗 和菓子に「安心・安全・地元愛」を添えて…。
25 滋賀県 ㈱近江肉の廣田 紙袋 の改良 による店舗ブランド 化とイメージアップ
25 滋賀県 TAKATSUYUKI　タカチュキ 可食プリンターを活用した、キャンパスクッキー・デザインせんべいの販売。
25 滋賀県 よはち 高齢者ニーズにソフトとハードの両面から対応して新規顧客獲得
25 滋賀県 ビューティー美香 最新店舗設備の増強等による新規顧客獲得
25 滋賀県 ジェネロスハーツ㈱ 新サービス提供（エナジーテラピーアカデミー開講）による新規顧客獲得

25 滋賀県 本陣　樋口山
土産品・贈答品に対応した「アメノイオご飯」の加工と、
デザインパッケージの開発。

25 滋賀県 雷弩（ライド） ブランド力強化を図るための屋外看板の設置
25 滋賀県 井尻彫刻所 体験教室（ワークショップ）開催による新規顧客獲得
25 滋賀県 鳥羽建設㈱ 自社ＨＰ開設による県内外への受注拡大
25 滋賀県 MAFIS_design 新規顧客獲得の為の広告宣伝
26 京都府 有限会社 竹島電機 配管清掃などのハウスメンテナンス事業の新規参入
26 京都府 株式会社ヒサシ ヤマモト コーヒー Ｕｎｉｒ ウニールブランドの更なる確立による卸先の増加
26 京都府 総合食品　岩前 店舗改装
26 京都府 京料理佐山　うを梅 宴会用テーブル席の新設及びチラシ配布事業
26 京都府 茶縁本舗 和束茶のネット販売システムの構築及び展示会等出品事業
26 京都府 長田電器 合同展示会実施による映像情報制作部門の顧客拡大
26 京都府 株式会社オカモク 向日市初シェアハウスリノベーション事業

26 京都府 松田ティーファーム
京都宇治和紅茶と小田原レモンを使った純国産「京都ロイヤルレモンティ」の開発・販
路開拓事業

26 京都府 ナカムラポートリー株式会社
①木津川市　名物弁当『あぶり鶏重』の作成
②新たな広告媒体の作成

26 京都府 長岡銘竹株式会社 「住環境の変化に対応した顧客への上質な和空間の提供」事業
26 京都府 玄米屋ウエトミ こだわりの米屋としてのアイデンティティの確立のための店舗リニューアル事業

26 京都府 パネッテリア　プルチーノ
テラスカフェで焼き立てパンを食べよう！
～お店の前にイートインコーナーを併設～

26 京都府 フレンチレストラン　ボア・ド・ベール お持ち帰り用の『手作りふわとろチーズケーキ』の商品開発
26 京都府 西向日駅前パソコン教室 地域高齢者が元気になる！　パソコンを活用して仲間作り・憩いの場作り
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26 京都府 株式会社at green

オリジナルブランド【GIFTo→】(ギフト)
企業コラボによりオリジナル商品の開発・販売

【GIFTo→】(ギフト)。つまり、人へのプレゼントをテーマに「今までにない商品」「人にプ
レゼントしたい商品」を開発・販売

26 京都府 リマインドダンスファクトリー 安心で安全な環境で行うオーダーメイドレッスン

26 京都府 クラウド・テン株式会社
「高齢者と家族に向けた安心と生き甲斐のクラウドシステム」のホームページ開発と
マーケティング

26 京都府 若葉興業株式会社 パター練習補助装置を使ったゴルフ教室の拡充
26 京都府 有限会社クレア 筍加工品の流通専門家アドバイスによる展示会出展事業
26 京都府 ヴァニーユ 高齢者が団欒を楽しめるスイーツの提供
26 京都府 イーセップ株式会社 耐酸性ナノセラミック分離膜の販路開拓
26 京都府 欧風ダイニング クッチーニ お客さまに満足していただける二次会のＡＶ機器の設置
26 京都府 三景印刷株式会社 冊子、伝票印刷のネット受注にシフトするための体制づくり
26 京都府 ユージー基材株式会社 アルミナ繊維の加工とFRP製品加工の事業展開
26 京都府 有限会社　海幸 和から洋へトイレ改修による大広間の利用アップ事業
26 京都府 有限会社藤岡工務店 藤岡流マーケティングアプローチ手法の実践による藤岡ファンの獲得
26 京都府 古籠堂 店舗改装（陳列レイアウト改良）事業
26 京都府 ふとん＆ダンスファッションの関口 布団のことなら何でも答えらえれるふとんやさん

26 京都府 EURO　WORKS　La.sista
特殊加工工具の設置事業
～組立作業の品質向上による安全性と耐久性の強化実現～

26 京都府 株式会社ワーキングショップ三徳
・ 刺繍を用いた世界で一着！おしゃれでカッコいいワークウエアの販売
・ 競合店には置いていない(置けない)ワークウエアの販売
・ 顧客の対話から、ひらめいた新商品の開発

26 京都府 株式会社すまいる 移転先に新設するカフェスタイル不動産相談所　「すまいるカフェ」のPR活動
26 京都府 ミクロ精工 新商品開発による顧客ニーズへの対応力強化プロジェクト
26 京都府 ふとんのえびすや 羽毛ふとんのリフォーム事業及びオリジナル羽毛ふとんの改良事業
26 京都府 關原紫水＆紫光 京人形における伝統工芸の伝承・発信事業
26 京都府 アストグリーン 主力商品「植物活性剤ソイヤ」の販売促進プロジェクト
26 京都府 有限会社　やさか工芸 「きぬまわた」素材を改良し「すくい織」技術を融合した商品開発と販路開拓
26 京都府 合同会社 NAL ＮＡＬシステムを用いた障害者就労支援事業所での農業生産支援事業
26 京都府 西井米穀店 お米屋さんお薦め～御飯に合う『山城産筍のしぐれ煮』企画販売事業
26 京都府 株式会社　新和製作所 自社更新型のホームペ－ジの構築
26 京都府 ヘアーメイク　ベイブ ヘッドスパ・エステ機器、専用個室の導入によるお客さま満足度UPと売上UP事業
26 京都府 養父織物 丹後ちりめんの精錬技術を使用した染帯用帯地の開発と販売
26 京都府 山下秀製菓 新たなパッケージ導入による販路拡大計画
26 京都府 安田自動車 女性向けに「楽しい15分間」を提供するための事務所改装

26 京都府 京漬物匠岡之園
学校給食用ノンアレルギー新商品（京漬物）の開発販売と障がい者の自立した就労基
盤の確立

26 京都府 料理旅館　すし米 和食、ＢＡＲの常設、和の体験ですし米三本柱を発信する事業
26 京都府 野崎工業株式会社

新規事業である消臭・除菌剤、節電関連商品の販路開拓を行い経営力の向上を図
る。

26 京都府 株式会社マイジョリティサービス
ハウスクリーニングにおける、エンドユーザー（個人客中心）からの直接請負増加のた
めのHP改修

26 京都府 アートボックス 作業効率向上と新規客成約に向けてのミニショールーム開設
26 京都府 人見鐵工株式会社 ステンレス金物製作の内製化事業
26 京都府 株式会社ラインシステム 教育とIT技術を融合した新しい学びのサービスと知名度向上
26 京都府 有限会社イーダブルシステム 独自センサの販促ツールの開発と販路開拓施策
26 京都府 天の酒喰/くれ竹/花笑舞 丹後のうまいもん発掘・発見事業　―地産地消を活かした商品販路拡大事業―
26 京都府 （有）ユリヤ リペア自社仕上げ対応による販路拡大
26 京都府 八木直呉服店 高齢者対応の入りやすさと居心地よい空間づくりのための店頭改善
26 京都府 株式会社ONE　WALK スマートフォンでECサイトを作成できるサービスによる収益拡大
26 京都府 株式会社 高岡建材 「トーヨーキッチン&リビング」システムキッチンの販路拡大
26 京都府 有限会社シバタシステムサービス 生体組織の微細な部分を顕微鏡下で採取する器具の開発とPR
26 京都府 株式会社　京都健康便 宅配食通販サイト再構築とモニター募集による新規顧客獲得事業
26 京都府 木ノ下整骨院 「保険による対処療法から自費による予防療法への転換」
26 京都府 西田鶏肉店 鶏ミンチを活用した提供品目の増加と供給量アップによる売上の向上
26 京都府 アップクリエイト 小規模メンテナンス工事受注促進
26 京都府 京丹波うまいもん山の饗 にんにく加工品の開発による経営改善、販路拡大計画
26 京都府 ItalianRestaurant&Wedding　OZ テラス席・ガーデン席の設置による新規顧客の開拓
26 京都府 株式会社　京スパ 製造品種拡大による営業力強化
26 京都府 有限会社　京北種苗 飲食店舗開業のための改装と加工品の開発
26 京都府 株式会社マルカ 顧客ニーズに応え満足度を高める高級小物雑貨の販売強化

26 京都府 有限会社　山国さきがけセンター
店舗前にオーニング設備　　　ガーデンパラソルとテーブルチェアの設置
野外テントの導入

26 京都府 サンリバーイングリッシュ英会話教室 ①主婦のための会話中心のモーニングクラスの新設と②新教室開校
26 京都府 堅木屋 顧客拡大を目指したメニュー改善と商品開発及びサービス強化
26 京都府 株式会社ウィントライアングル 「作業効率化による手作りPOP作成及び新ソース開発」
26 京都府 割烹さとう 「鬼ババァー」のブランド化への販路開拓と信頼される製品づくり
26 京都府 手づくり工房　喜右ヱ門 有機JAS認定こだわり味噌の販促商品開発と販路開拓
26 京都府 かどの製菓舗 店舗新築移転にともなう看板等設置による店舗認知度向上と集客策
26 京都府 七輪焼肉　肉屋 和牛一頭買いの肉質、技術を活かした「本格すき焼き」の開発、販売
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26 京都府 早蕨山荘　赤政
設備機器の導入ならびに新たな顧客層への情報発信で競争力を強化、次の100年も
愛される老舗料理旅館を目指す。

26 京都府 山下豆腐店 昔ながらの町の豆腐屋さんをイメージしてもらえる新パッケージ開発とPR活動
26 京都府 行政書士　松波企画資料事務所 「地域密着、攻める行政書士」

26 京都府 京都コア株式会社

EPSモータの開発
E　 electric
P 　power
S  steering 　を表す。
即ち、EPSモータとは、フォークリフトのハンドル操作を軽減する補助モータである。
フォークリフトのハンドルに回転の力がかかったことをセンサーがキャッチし、同時に
EPSモータの電源が入り、軽い力でハンドル操作ができるための補助モータである。

26 京都府 株式会社栄光 ３D計測による新時代の眼鏡づくりで快適視生活を！
26 京都府 よしむらしるくすくりーん オリジナルウェアを求める潜在顧客獲得への情報発信
26 京都府 四季の草木染　野の花工房 商品バリエーションの充実を図るための新商品開発
26 京都府 Dog village greentail ドッグラン・カフェの開設による複数の犬と人との社会化実現事業
26 京都府 三和薬局 新聞折込チラシによる新規顧客の獲得
26 京都府 みこと鍼灸院 携帯型治療機器を用いた独自施術サービスの提供
26 京都府 サクラ山城堂 教室改修拡張及び軒の取り付けによる環境改善と経営改善の取組み
26 京都府 100までピアノライフ ピアノ修復技術の習得
26 京都府 Friendly Balloon Shop 乙訓地域での広報活動による顧客獲得と、顧客層の拡大

26 京都府 株式会社 梅本本店
「海老芋焼酎」の販路開拓
～町の酒屋さんでお買い物しようプロジェクト～

26 京都府 株式会社ＳＡＦＡＲＩ
携帯販売促進強化企画！！他社からのお乗り換えＳＮＳ設定もお任せあれキャンペー
ン！

26 京都府 株式会社　タミヤ
多目的にお茶を楽しめる空間づくりと夏向け新メニュー開発のための
設備導入。

26 京都府 喜多商店株式会社 あなたと私をつなげてくれるマグネットクリップ配布事業
26 京都府 ヘアーリゾートリペ お客様がお子様連れでも長時間安心してカット出来る店舗改装
26 京都府 なかむら生菓子店 店名変更によるオリジナル袋などの作成
26 京都府 有限会社アップル・ワイズ 京都ブランド「古都呼吸石けん」のシリーズ開発と販路拡大

26 京都府 ライフポケット八幡店
顧客が高齢化していて、訪問（御用聞き営業）販売が9割を占めているが、今回、若者
層の新規顧客を取り込むお店づくりを強化及び販路拡大することで売上の増大、今後
のお店の安定経営、持続化を図る。

26 京都府 un graine  （アングレーヌ） 全てのお客様に景色が見える席をプレゼント

26 京都府
社会保険労務士・行政書士　オフィス陽
だまり

商圏の変更に伴う新規顧客開拓

26 京都府 日本天鵞絨工業株式会社
自社小売商品開発のためのサンプル製造と京都の伝統産業を守るための取り組み強
化

26 京都府 いまい鍼灸院
移転に伴う認知度不足の改善及び新規販路開拓（不妊症治療）とその他当院メニュー
の売上ＵＰ。

26 京都府 銀工房アラマルーツ 宝飾用３Dソフト導入による生産力の向上とデザイン（知的財産権）の保護
26 京都府 仁アートショップ＆スペース インターネットによる柿渋オリジナル鞄オーダーシステムの構築
26 京都府 株式会社アロマジョイン セールスプロモーション戦略としての香り関連展示会への出展
26 京都府 今井織物株式会社 ハイパーシルク加工を施した白生地を用いたウォッシャブルシルク製品の開発
26 京都府 きむらフローリスト 花卉小売店舗の増床と改装に伴う什器移設と更新
26 京都府 二三園 『小売業進出に伴う、自社ＰＲのためのホームページ制作』事業
26 京都府 株式会社　八幡住宅設備 顧客の生活を支える地域密着型「住まいのお医者さん化」事業
27 大阪府 ユニサーブ（リセット） 継承できないお仏壇等の、御魂抜き供養サービスの販路拡大
27 大阪府 鍼灸院和来 美容施術

27 大阪府 株式会社エンジニアユニオン
ホームページの製作、チラシ製作による販路拡大、チラシの効果拡大を狙う景品の配
布、自社看板設置に伴う知名度のアップ

27 大阪府 株式会社　カシワラ 小ロットでのオリジナルラベル作成
27 大阪府 ネギ屋うさ吉 ネギ焼き屋の新規店舗開店を通じた、自社生産青ネギの販路開拓事業
27 大阪府 show-ten（ショウテン） 「スタートアップ！販促７パッケージ」の販売
27 大阪府 大和工業株式会社 ＯＥＭ化粧品向け容器の本舗会社（ブランドメーカー）への販路開拓
27 大阪府 石材卸クラセキ CADソフトを使用して作成した各種図面の提案及び販売。
27 大阪府 尾崎駅東口エスカレーター前駐輪場 1階倉庫の撤去、2階フロアーの床工事

27 大阪府 くまとり旅行センター
大手旅行社を利用せずとも、地域には大手旅行社よりもきめ細やかなサービスを、大
手旅行社と同等の価格またはそれ以上にお得にご利用いただける旅行社（当店）があ
ることを、広く認知していただくための、宣伝広告事業

27 大阪府 　Ｈａｉｒ Ｓａｌｏｎ Ｆｉｖｅ サービス向上に伴うシャンプー台増設事業
27 大阪府 大阪北摂法律事務所 北大阪エリアにおける法的ニーズのファーストアプローチ効果を図るための販促事業
27 大阪府 ＦＬＯＷ　ＣＬＯＵＤ 集客促進のためのスマートフォンユーザー対応ホームページ作成
27 大阪府 酒膳　えん ご来店のお客様の環境向上と販売促進に伴う美化向上

27 大阪府 株式会社　山口商事
耐震工事の新規事業展開及び再生リフォーム工事（現状の古くなった浴槽・浴室・扉な
どを、専用塗料での塗装や装飾パネルなどでコーティングし、再生する工事）のPR活
動。

27 大阪府 食堂　ちえ 独身，共働世帯をターゲットにした中食を提供することによるテイクアウト事業の強化。
27 大阪府 エイチエム技研　株式会社 ＤＩＹで防音部屋作りをするための不織布貼りグラスウールの販売

27 大阪府 株式会社　セレモニー絆
「ありがとうで送る最後のセレモニー」を摂津市内中心として幅広く宣伝し、当社の知名
度アップをねらった広告宣伝

27 大阪府 　＠Parakwan.　　　　　　（パラクワン） 花うらない＆花セラピーを地域に広告宣伝活動して新規顧客拡大
27 大阪府 セブンツアーズ株式会社 旅行業界での専門分野（クラシックバレエ）に特化した事業拡大
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27 大阪府 双洋ケミカル株式会社 スレート屋根改修工法を新規近隣エリアでの強化販売
27 大阪府 井上高明税理士事務所 超！実践！！経営改善勉強会「わくわく塾」
27 大阪府 株式会社ふくろう 介護サービス「ふくろう」における立て看板と広告ちらしによる販路開拓事業
27 大阪府 吉田珈琲本舗 ネット、通販部門の強化で新規顧客獲得及び販路の拡大
27 大阪府 株式会社　カラーサ 福祉用具専門相談員養成研.　介護福祉士・社会福祉士の受験支援研修の開講
27 大阪府 有限会社　嶋津 「還暦すぎたら、お仏壇を買おう！」キャンペーン
27 大阪府 三和でんき 空調部門の強化・拡大に伴うエアコンクリーンサービスの提供開始
27 大阪府 お 好 焼 き　福　　助

お客様の使用しやすい空間創作による外国人客をメインとする顧客獲得・店舗ＰＲ事
業

27 大阪府 エステティック　コイケ 中医学アロマの周知と電話相談サービスの強化及び集客販路拡大
27 大阪府 DELI&DINING PEKOHOUSE ペコママが作る「ご当地バーガー」の開発による新規顧客の開拓
27 大阪府 株式会社アーバーガーデン １９時からのヘッドスパ及びナイトカフェの運営
27 大阪府 エルグテクノ株式会社 国内木材用の集成材表面加工機械・プレカット加工機等の販路拡大
27 大阪府 サプリナ　株式会社 縫製業界への裁断機販路開拓・強化のための展示会への出展
27 大阪府 エフアンドシージャパン株式会社 オートアフターマーケットにおける物流革命の周知による販路拡大
27 大阪府 Boulangerie ELYSION 店舗PR事業
27 大阪府 ホームランド住宅販売　株式会社 エンドユーザー向け　住宅リフォーム・リノベーション事業
27 大阪府 希工匠株式会社 自身の施工による地域密着型の補修・修繕・修理・造作

27 大阪府 メガリス法務司法書士事務所
①会社設立ホームページの制作②相続遺言ガイドブック及び相続遺言チラシの作製・
配布

27 大阪府 石窯ＰＩＺＺＡ　ＡＮＴＨＯＮＹ
移動販売者（石窯を掲載したキャンピングカー）で石窯ピザ作り体験プログラムの導入
と顧客の新規開拓の拡大

27 大阪府
有限会社　ＬｉｆｅＳｐｏｒｔｓ
　　　　　　 Ａｃａｄｅｍｙ

専用グランド有効活用のための照明設置事業

27 大阪府 お～しゃんび～ち　TECO蔵 地域初！！宅配専門『家呑み居酒屋』を宣伝する広告費用
27 大阪府 東酒店 飲食スペース設置に伴うトイレ新設工事
27 大阪府 四季菜ふれあい市場 新規顧客獲得の為の店舗外壁工事と食への安心感を高める内装工事
27 大阪府 整骨院Ｋ’sバランス 痩身耳つぼダイエットの販促プラン
27 大阪府 沼田社会保険労務士事務所 怒りをコントロールできる「アンガ―マネジメント研修」の推進
27 大阪府 株式会社住まい創造舎 見学・販売できる『蔵ファクトリー』の環境整備事業
27 大阪府 株式会社塩田製材 古民家の新たな価値創造　～自然に恵まれた“住まい方提案”～
27 大阪府 合同会社　能勢さとやま創造館 能勢菊炭を楽しむ「癒し」の提案　～手軽に楽しむ焜炉・着火剤等開発～
27 大阪府 株式会社古嶋商店 能勢野菜及び良作ファ－ム（契約ファ－ム）の新規顧客開拓事業
27 大阪府 北摂環境開発株式会社 情報発信強化による「ハウスクリ－ニング」提案事業
27 大阪府 中国語講座「チンプンカンプン」 教材の編集充実。教材編集用スタジオ（動画撮影空間）の整備
27 大阪府 株式会社コレット おいしく食べられる、カラダにやさしい本物の“ふすまパンを”ご家庭に
27 大阪府 オーダーメイド労務管理事務所 社会貢献事業からの営業接点の増加構築による販路向上
27 大阪府 有限会社ケイズデプト 「アーティスト・サポート」ミュージシャンの活動をサポートするシステムの開発
27 大阪府 システム工房CRAYON 事務環境改善相談窓口の新設キャンペーンによる販路拡大。

27 大阪府 エコ健システム株式会社
割安な太陽光発電システム、住宅用蓄電池、ＬＥＤ等の節電商品のセット販売のＰＲと
既存太陽光発電設置者への宣伝向上。

27 大阪府 JiJi 新サービスの提供による新規顧客の開拓事業
27 大阪府 くましん整骨院 元気に過ごそう！筋トレ最新マシンと元気体操で若返り筋力アップ
27 大阪府 隠れ家サロン「Relief」 「美肌塾」など単価を下げたメニューへの集客率アップ

27 大阪府 ヘアサロン　ピアチェーレ
　設備改善によるフェイス及びヘッドエステとシャンプーをより快適にすることでの顧客
サ－ビス向上事業

27 大阪府 　内海屋
地元産野菜・果物のWebによる情報発信及び高齢者に優しい店舗作りによる販路拡大
事業

27 大阪府 ノエビア太子店 癒しの空間サロンの設置に伴う販売チャンネルの強化事業
27 大阪府 有限会社アイティーオー 薬局で簡易血液検査等を行うための施設整備

27 大阪府 城山自動車
プラスチック製の部品の複製.故障個所のみをピンポイントで交換修理する事でコストダ
ウンする。

27 大阪府 株式会社サンジミアーノ 内装・インテリア事業の周知と拡大
28 兵庫県 冨久屋 「ひょうごの匠」が作るオーダーメイド和布団のコーディネート
28 兵庫県 たかき整骨院 野立て看板設置

28 兵庫県 鼓や
淡路島の郷土料理「紅葉鯛そうめん」を取り入れた新コース料理開発と閑散期におけ
る集客アップPRの取り組み

28 兵庫県 三坂精肉店 惣菜等の充実と鹿肉を使った商品開発
28 兵庫県 会席寿司　水田 店内アメニティ向上で顧客満足度アップを図り、客数及び客単価向上の実現

28 兵庫県 香寺紙業
自社HP開設による認知度向上と新たな顧客、受注増加、無料のサンプル品作成と提
供サービス

28 兵庫県 吉見左官工業 新規顧客開拓を目的とした販売促進事業
28 兵庫県 衣料の店フジワラ 中高年女性が安心してお買い物を楽しめるお店づくり
28 兵庫県 Net　Shop　くるっくスポーツ ネットサイトのリニューアルオープンとＳＥＯ対策による販売促進事業
28 兵庫県 にった農園 主原材料100％自社栽培品への改善による利益率向上事業
28 兵庫県 １００匹目の羊 古い羽毛ふとんを新品同様にできるリフォームサービスの展開
28 兵庫県 あぐり丹波 サービスメニュー強化による客単価向上プロジェクト
28 兵庫県 ㈲藤花電器 50周年創業祭を成功させ、新たな顧客を創出
28 兵庫県 ミント 福祉美容業の充実
28 兵庫県 アビゲイル

新規男性顧客の獲得に向けた、新サービス「炭酸ヘッドスパ」の提供と広告宣伝の強
化

28 兵庫県 淡路麺業株式会社 生パスタ製品の全国拡販事業
28 兵庫県 けんたくん西脇店 高齢者サービス体制の強化による競争優位性の確保の取組み
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28 兵庫県 門脇保文織布工場 亜麻仁ケーキの生産効率向上、及び販路拡大
28 兵庫県 岡本畳店 ﾁﾗｼ配布・幟・看板の設置による新規客の増大および客単価向上の実現

28 兵庫県 ＴＯＴＡＬ　ＰＨＯＴＯ　ＬＩＦＥ　サンダ
撮影パターン、撮影カット数アップのための店づくりと、周辺地域へのＰＲによる来店回
数増加の実現

28 兵庫県 日産チェリー佐用販売株式会社 バス装備向上による顧客満足度アップと新規顧客獲得
28 兵庫県 繁乃家 高齢化社会に対応した新たな食事供給サービスの展開
28 兵庫県 有限会社マツモト自動車 サービスの向上でリピート率向上と新規顧客開拓
28 兵庫県 候理容室 高齢者・障がい者・女性や子どもに優しい店づくりに向けた取り組み
28 兵庫県 手作りピザ＆居酒屋　のどか 駐車場、路上看板の設置
28 兵庫県 大八万楼 店舗内の座敷席増設と内装変更による集客拡大と客単価向上の実現
28 兵庫県 レストラン瀬戸 高齢者に向けた新サービス開発と店舗機能向上による販路拡大の取り組み
28 兵庫県 銀麺 玉ネギを練りこんだ中華麺の開発およびＰＲ
28 兵庫県 ヘアースタジオ　サカグチ メンズヘアサロン「淡路島やすらぎ処」の開設
28 兵庫県 株式会社　藤原組 店舗向け「集客力アップ・地面リフォーム」による新規顧客の開拓
28 兵庫県 株式会社　フィールウッド 新規顧客の獲得と、客単価向上の実現
28 兵庫県 介護タクシー　ファミリー ストレッチャー導入による患者等搬送業務(介護救急)の需要拡大
28 兵庫県 長寿堂 ホームページ・チラシ作成と新商品の企画開発による収益向上
28 兵庫県 有限会社　湯村炊飯センター 但馬浜坂漁港産イカを利用したイカ飯の商品開発
28 兵庫県 株式会社　創水 「街の電器屋さん」を対象とした浄水器販路開拓とＱＯＬ向上計画
28 兵庫県 ウェルニシオカ 顧客の安心・信頼を生む店舗のバリアフリー化事業
28 兵庫県 株式会社河野 希少価値の高い商品の導入と新規顧客獲得のための広報事業
28 兵庫県 有限会社ファミリーストアー城地 「惣菜部門」の大幅強化による新規顧客開拓事業
28 兵庫県 大竹石材株式会社 「ポケットフォルダー」を活用した新規顧客の販路拡大事業
28 兵庫県 有限会社　おおだて 新規顧客獲得、リピート率向上に向けた家島注目キャンペーン
28 兵庫県 タイヤショップ１８ 新店舗イメージの確立及び集客増加を目指す店舗改装事業
28 兵庫県 山田書店 書店・ミニカルチャーのノウハウを活かした「メモリアルケーキ寿司」開発
28 兵庫県 旬彩　たまだ ﾌｧﾐﾘｰ層に特化した店づくりによるリピーター客増大及び客単価安定の実現
28 兵庫県 ㈲たかみ 葬儀業者との提携による販路の拡大
28 兵庫県 ヘアブランド　エスポアール 安全で癒される空間作りと高齢者に優しい美容室の展開
28 兵庫県 株式会社　清水 新規顧客拡大に向けた新聞折込広告によるＰＲ事業
28 兵庫県 株式会社コバック カーボンオフセット塗装推進事業
28 兵庫県 有限会社プラムコット ヘナの潜在顧客＆新規顧客の開拓を目指す首都圏での「セミナー＆プレス発表会」

28 兵庫県 ヘアースタジオ　クリーム
顧客関係性強化を実現するための人材育成と差異化を図るためのブランディングの取
り組み

28 兵庫県 ワインビストロ　アンブレイス 生活充実産業の職と健康、顧客満足度向上・新規獲得のための取組
28 兵庫県 天佑鍼灸院 腰痛、肩こりに困らないための無料健康セミナー開催
28 兵庫県 合資会社　ひかみや こだわり商品の販売量が伸びる為の売り場つくり
28 兵庫県 志水京染店 源(はじめ)シリーズの新規顧客開拓のリーフレット制作と広報
28 兵庫県 有限会社　徳寿園 菊炭のオブジェとお茶を楽しむ空間・時間を提供するための店舗改装事業
28 兵庫県 株式会社　加賀山商店 リフォームショールーム新設、従業員増員によるリフォーム受注販売

28 兵庫県 茶寮ひさご
美容と健康に関心の高い40～50代女性に訴求するＨＰの刷新と顧客拡大のための旅
行社等とのタイアップ企画の提案

28 兵庫県 明正堂
丹波の素材を活かした和菓子の全国発信のためのネットメディア構築と「ギフトセレク
ション」カタログの作成

28 兵庫県 谷　甲賀堂 30代以上の女性をターゲットとしたくつろぎと和を奏でる店舗づくり
28 兵庫県 炭焼きあなご　あさじ 「職人技の炭焼きあなご専門店」の周知のための販売促進事業
28 兵庫県 津田建材店 商談スペースと顧客用トイレを設置
28 兵庫県 株式会社　デコフォルテ 小規模介護施設増設によるスペース拡大事業
28 兵庫県 芦田仏壇店 顧客満足度の高い店づくりと、来店促進チラシによるＰＲ事業
28 兵庫県 有限会社ﾚﾃﾞｨｰﾐｭｳ ｱﾛﾏﾗｲｾﾝｽｽｸｰﾙ開校にによる雇用増進、人材育成創出事業
28 兵庫県 ハバタック株式会社 新ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ構築の店舗改装工事
28 兵庫県 氷上運送有限会社 一般消費者にﾀｰｹﾞｯﾄを絞った、新規顧客開拓事業
28 兵庫県 有限会社　氷上観光タクシー 女性ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの登用と9Ｐﾀｸｼｰを活用した個人旅行の催行
28 兵庫県 氷上観光　有限会社 新商品を開発し「氷上観光ときめきﾂｱｰ」広告ﾁﾗｼのﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ
28 兵庫県 囲炉裏茶屋　里の家 武家屋敷の囲炉裏茶屋ＰＲ活動による集客ｱｯﾌﾟ及び快適さ向上事業
28 兵庫県 株式会社　猪名川温泉　岩屋館 ふるさと猪名川の屏風岩のﾋﾞｭｰｽﾎﾟｯﾄ改修、ＰＲ事業
28 兵庫県 仲しい茸園 里山を守る　昔ながらの原木椎茸のＰＲ・集客アップ事業
28 兵庫県 メイクセラピーShin.Shin シニアセラピー事業の拡大のための取組
28 兵庫県 T-plan 「クネクネくつ下」販路開拓事業

28 兵庫県 軽撃区　有限会社
日本の精密軟鉄鍛造を全面的にアピールする新ゴルフヘッド「タタキ」の開発。動画を
中心としたインターネットでの販売

28 兵庫県 株式会社モモ・エンタープライズ キッズファッションショー出展とメディア活用による販路拡大
28 兵庫県 crystal & aroma Healing SERENA 地元情報誌への広告掲載によるアロマ整体の新規顧客の獲得とリピート率の向上
28 兵庫県 株式会社　オキフーズ 淡路島産食材を使った練物商品の開発とネット販売ｼｽﾃﾑの構築
28 兵庫県 Ｅａｒｔｈｉｎｋ株式会社 海外での新たな取引先獲得の為、海外市場調査と体験試供品の提供事業
28 兵庫県 どんぐり ＰＲチラシによる広報事業
28 兵庫県 株式会社ハイフィット ＥＣコンサルティングサービスの広報事業
28 兵庫県 ながもと写真光房 集客力アップのための店舗レイアウト改修とＨＰの作成
28 兵庫県 有限会社　今昔庵 「揖保川トマト」を原料にした手造り飴の開発
28 兵庫県 ムラタ不動産 看板等を作成掲示配布し、知名度の向上により顧客増大を図る
28 兵庫県 お好み焼大ちゃん揖保川店 ランチメニューの充実と、店舗看板の追加設置
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28 兵庫県 ヌーベル美容室 完全個室による美容ﾒﾆｭｰの強化とﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化
28 兵庫県 中町オートサイクル 店舗改装による取扱商品数拡大と顧客へのおもてなし力向上の取組
28 兵庫県 安心堂 ゆとりの接客によるﾘﾋﾟｰﾄ客増加と高齢者にやさしい店づくり
28 兵庫県 田園ダイニング＆カフェＲiriha 認知度向上のＰＲ活動と客席増による顧客獲得とリピート率向上
28 兵庫県 松岡塗装店 ゴンドラ使用による塗り替え塗装による新サービスの実施
28 兵庫県 夕香楼　しょう和 幅広い世代への「香炭ﾛｰﾙ」ｹｰｷ販売促進と、旅館業への相乗効果
28 兵庫県 株式会社　万富 企画チラシ：カレンダー付き日替わりセール・イベントチラシ作成事業
28 兵庫県 有限会社　ヒメジグローブ 新規顧客獲得及び売上アップ事業
28 兵庫県 司法書士　小川卓也事務所 情報誌への広告掲載や看板により、相続・生前贈与などの業務をPR
28 兵庫県 株式会社　姫協 加工部品のカタログ作成、展示会出展及び一般向けの部材提供広告
28 兵庫県 山茶花 お客様の心を掴む“おもてなし”の取組　～快適環境空間づくりの実践～

28 兵庫県 エム・インテリア
下請け依存からの脱却　愛され信頼されるエム・インテリアを目指す　～施主様の開拓
ための販促ツールの強化・拡充の取組～

28 兵庫県 五色水産
情報発信力強化による「五色のり」ブランド浸透への取組み　～新規顧客・リピーター
の増加を目指して！～

28 兵庫県 髙丸鮮魚店
島外からのお客様誘客のための劇的買い場の創出　～「やすさ」の実現！より良い環
境整備の取組～

28 兵庫県 春吉 旬の味を堪能のおもてなしできる店　～高度な調理技術と快適空間の提供～
28 兵庫県 西田荘 西田荘で“みんなが　ハッピー”
28 兵庫県 大空畳店 情報発信強化による「畳のある暮らし」提案事業
28 兵庫県 谷口商店 製品ｻｰﾋﾞｽの開発・拡充による小売部門の強化

28 兵庫県 土井　好
五色に来たなら土井好へ！地域一番の実現～ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力ｱｯﾌﾟによる新規客の獲得の取
組

28 兵庫県 足立織物株式会社 営業活動促進による売上増大およびＨＰ更新による顧客信頼度の向上
28 兵庫県 株式会社PlusOneリサイクルデポ 広告塔を活用した大型看板の設置
28 兵庫県 平田製麺所 商品ﾊﾟｯｹｰｼﾞの改良及び販路拡大による売上げの向上
28 兵庫県 お好み焼き　たまちゃん 新ｻｰﾋﾞｽの開始及び新ﾒﾆｭｰ開発による新規顧客の獲得
28 兵庫県 (株)フジタカーサービス 女性・高齢者層獲得に向けた、ﾄｲﾚ改修排水設備工事事業
28 兵庫県 株式会社　ダイセイ 事業者との戦略的連携を推進する取組　「全仏振総合展示見本市　in京都」への出展
28 兵庫県 株式会社コンドウファクトリー 新しいメニューの導入による客単価向上、および来客数の増大
28 兵庫県 木原呉服店 気軽に入りやすい店づくりと新顧客の獲得による来店者数の増大の実現
28 兵庫県 吉川石油店 店舗電灯のLED導入による快適環境づくりでの顧客満足度向上
28 兵庫県 KOJI　OKAMOTO　DESIGN　OFFICE 助成金を活用した販売店舗開拓並びにアトリエの一部店舗化計画
28 兵庫県 有限会社　アクトコンサルタント 「法人営業マン向けコンサルティング営業」育成研修パッケージ販売事業
28 兵庫県 株式会社　あまじ助六 高齢化に伴う、和室宴会場の半洋式化
28 兵庫県 HAIL 薄毛、白髪対策・ヘッドセラピーによる新規客の開拓
28 兵庫県 YSコトブキヤ メイクアップ教室の開講による新規顧客の獲得事業
28 兵庫県 早石登記測量事務所 地域への事前予防型登記測量サービス及び公共事業への新たな展開
28 兵庫県 有限会社　ダルマヤデンキ 『65歳以上の応援団』をコンセプトにした、デジタル家電勉強会、IH料理教室の開催
28 兵庫県 藤尾工務店 顧客信頼度の向上、自社製品の紹介、営業力向上の実現事業
28 兵庫県 ㈱エルアイエンジニアリング 〝可搬式プレハブ焼物調理窯〟『匠の窯』の販売ツール制作
28 兵庫県 メグミルク・白バラ佐用販売店 地元高校と共同で地元の野菜等を使用した健康スイーツの開発
28 兵庫県 ペンション空とさんぽ 露天風呂の新規設置とパンフレット作成
28 兵庫県 ウインズ編集室 Webサイトのコンテンツの再構築、及び女性再就職支援事業
28 兵庫県 いっきゅう 鹿肉を使った新メニューの開発・ブランド化
28 兵庫県 ホルモン鉄板焼き　ふじ 家族連れ・女性客をターゲットとした店舗改築
28 兵庫県 タマガワ化粧品店 安全、安心の商品取り扱いと、くつろぎ空間としての店づくり
28 兵庫県 有限会社　三吉 3世代型顧客を増やすためのDM発送事業
28 兵庫県 有限会社　藤田石油店 地域コミュニティーの提供による集客拡大と地域インフラの確保
28 兵庫県 たこ焼きCaféLa polpo 新商品・サービスの広域周知
28 兵庫県 株式会社　サンライズ 自動車事故を未然に防ぐ為の安全運転診断「ドラdeチェック」事業
28 兵庫県 柏原加工紙株式会社 自社ブランド製品(teshio paper)販路開拓と新商品の開発
28 兵庫県 株式会社　上畑木工 新規顧客を獲得するためのＨＰのリニューアルと木育活動の普及事業

28 兵庫県 株式会社吉見屋百貨店
「5歳若く見えるアンチエイジング体感売り場」バージョンアップを図り、綺麗になりたい
元気な高齢者を応援する

28 兵庫県
Salon　de　Luxe
(サロンドリュクス)

イギリスの田舎町と錯覚するような店舗での新商品の提供

28 兵庫県 骨格調整シエスタ 施術の平準化と安全で効果の高いカイロプラティックの普及活動
28 兵庫県 温泉民宿　湯の壺 お客様が足を運びたくなるようなＨＰの製作
28 兵庫県 源右衛門窯 源右衛門窯の店舗兼ギャラリーの改装
28 兵庫県 Kissa　Créations “着ごこちメイク♡”のＷＥＢ構築
28 兵庫県 株式会社菟原商店 「子供を連れて来ても安心」から「子供が行きたい肥料屋さん」に変身

28 兵庫県 昇陽窯
来店の際、2組以上の対応が可能な店舗拡大と若い世代にも受け入れ易い内装空
間、おもてなしサービスのスペース確保

28 兵庫県 Linda　Linda
はいっ！！！Linda Lindaはここだよ全員集合作戦！！！新規顧客獲得の為の看板作
成

28 兵庫県 hanahana café  knit&zakka 新たな客層の開拓・営業終了まで集客力を保てる店舗作り
28 兵庫県 有限会社　東雲化工 短納期、低コストを実現する中通しオモリの自動鋳込み機の開発
28 兵庫県 THE  SILVER TREE 料理負担を軽減し丹波栗を食卓に！！主婦目線に立ったびっ栗提案
28 兵庫県 有限会社　アバカス 看板設置による施設利用者以外の一般客誘客事業
28 兵庫県 雅峰窯 Ｇallery ～雅峰～　　新規顧客獲得を目指した外装の整備と駐車場の設置
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28 兵庫県 石田設備 工事短縮・経費ロス削減のための設備投資、ＰＲ看板設置事業
28 兵庫県 こつぎ美容室 顧客の髪を美しく保ち、いつまでもお洒落を楽しんでもらう事業
28 兵庫県 松本瓦店 職人が診る瓦屋根の定期検査の実施と暮らしの安心提供事業
28 兵庫県 畑休燃料株式会社 街中のクルマと人に“驚き”を提供する事業
28 兵庫県 有限会社　ソウジ オール電化拡販に向けての取組み強化
28 兵庫県 オートファッション神谷 安心・安全・おトクなタイヤ選びサポート
28 兵庫県 ルミエールムラカミ デモンストレーションによる快適生活の提案
28 兵庫県 銀海酒造　有限会社 小売直販への注力、ブランド強化へのチャレンジ
28 兵庫県 有限会社　石田書店 イベント告知チラシの作成とギフト用包装パッケージの改良
28 兵庫県 マルゴ緑化園株式会社 チラシ配布事業・座学ではない体験型の勉強会開催事業
28 兵庫県 田畑鉄工所 『その、一つを形に』但馬発　あなたと作るハイド板
28 兵庫県 有限会社　赤江サービス工場 福祉車両販売強化のための環境整備事業
28 兵庫県 有限会社　松原興業 リフォーム事業強化の取組
28 兵庫県 若杉高原開発企業組合 赤ちゃんがいるファミリーのための宿泊環境整備事業
28 兵庫県 こがね味噌　株式会社 「おかずみそ」「世界のみそ」「たれみそ」の製品化
28 兵庫県 有限会社　村上瓦工業 認知度を高める情報発信の取り組み
28 兵庫県 Skipセゴウ 販売・施行・メンテナンスと一貫したエコな暮らしの提案
28 兵庫県 ヘアータイムズ お客様にやさしい店舗づくりと販売強化事業
28 兵庫県 有限会社夏池ストアー 淡路島名産“焼き穴子”の店頭販売事業
28 兵庫県 株式会社　瓦 イートインブースの設置と広告強化事業
28 兵庫県 らー麺　八番 自家製麺の見える化と、食の安全と安心感を与える店舗改装事業
28 兵庫県 HAAR 高齢者にやさしい店舗エントランス改装に伴う販路開拓事業
28 兵庫県 大和自動車有限会社 介護タクシー事業拡大による営業所の新規開設と広報ツール作成
28 兵庫県 ペンシオーネキタムラ ペット同伴客の顧客満足度向上による集客数・リピーター客数増大
28 兵庫県 有限会社　花房商店 「さしみ醤油」のﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞとﾊﾟｯｹｰｼﾞ・ＨＰ刷新による販路拡大
28 兵庫県 かみや民芸店 顧客満足度向上による個人旅行客の獲得と客単価向上の実現
28 兵庫県 人、自然にやさしいお店　moko 古代米石けん「come savon」と古代米(食用)の販路拡大事業

28 兵庫県 有限会社　弁天荘(川口屋本館)
顧客満足度向上による団体ツアーからの個人客へのリピート率とインバウンド受入れ
率向上事業

28 兵庫県 株式会社　トータルクリーン
病院・クリニック及び集合住宅オーナー・建物管理業者に的を絞ったＤＭによる販促活
動

28 兵庫県 K・Iキッズクラブ 保育園へ預けている方、預けようとしている方への見える化
28 兵庫県 美容室　女ともだち より良い癒し空間を提供する為の新サービスと顧客獲得の取組
28 兵庫県 若男水産株式会社 「養殖とらふぐ」の一般消費者向け販促ツールの作成による売上向上計画
28 兵庫県 有限会社　片井オートサービス レンタカー&レンタルバイクによる観光事業への新たなニーズ喚起
28 兵庫県 大成学習塾 自立学習の習慣が身につくイベントの実施と各種販促活動
28 兵庫県 Nico Nico Pann 川西市で唯一のはちみつ食パンの魅力を最大限引き出す広告事業
28 兵庫県 ふわりん'ｓ　Ｂａｌｌｏｏｎ バルーンホームパーティセットの企画開発・拡販の取組
28 兵庫県 アニバーサリーボイス セミナー・展示会出展による、魅せる化・見える化・認知ＵＰ展開
28 兵庫県 たかのつめ 閑散期の集客対策における夏休み特別イベントの開催
28 兵庫県 かんと煮 気兼ねなく来店できる入口及び店内の集客対策のための改修事業
28 兵庫県 居食屋わいるどふぁーむ 強みを活かした店内環境整備による売上の向上
28 兵庫県 加門建築 「生命の家づくり」の健康実験が体験できるリフォーム展示場ＰＲ
28 兵庫県 こむらさき醸造有限会社 竹田城の麓で作った黒大豆がたっぷり入った和風ドレッシング開発
28 兵庫県 有限会社　竹田屋 顧客満足度の向上によるリピーター客増大、および客単価向上の実現
28 兵庫県 株式会社　榧谷建設 子育て世代に向けた「安心・安全で健康な住まい」のプロデュース
28 兵庫県 まるやま 宣伝広告強化による新規顧客の獲得と満足度向上で再来店客を増加

28 兵庫県
有限会社　エム・アンド・ワイ　オートジャ
パン

女性のための“楽しさ感覚カーライフ”の提案と海外販路開拓事業

28 兵庫県 PINK HOUSE 新規イベント事業「大人の音楽会」の実施とＷｅｂ情報発信
28 兵庫県 西嶋パン株式会社 ビジュアル陳列の導入によるリピート率、および客単価の向上
28 兵庫県 井上セメント工業株式会社 製品の品質向上と品揃え・供給力強化によるシェア拡大
28 兵庫県 有限会社酒道場 団体客向け宴席の地域一番店を目指す、高齢者にやさしい店づくり
28 兵庫県 HEAVEN'S　DOOR 居心地がよい空間演出と既存顧客の友人優待キャンペーンの実施
28 兵庫県 手造りうどん鶴々 ストーリー仕立ての店舗ＰＲと電飾看板による顧客誘引戦略
28 兵庫県 遠藤コンス株式会社 ご当地グルメ「三草茶うどん」の小売用商品パッケージの開発
28 兵庫県 ニューライフさのせ 寝具のトータルアドバイザー事業のＰＲ
28 兵庫県 レストラン　ワイルドダック グルメ雑誌への広告掲載と駐車場からの導線のバリアフリー化計画
28 兵庫県 ozone　HAIR 快適な空間提供とエアウェーブパーマによるリピート率向上、および客単価アップ
28 兵庫県 増田住建トーヨー住器株式会社 ショールーム販売拡大と3Dパース周知徹底事業
28 兵庫県 畠田モータース 魅せる看板・儲かる看板(究極の販売ツール～販売開拓につながる仕掛け作り～)

28 兵庫県 井筒屋
店舗改修によるデッドスペースを有効活用したITクッキングヒーター(調理家電)実演教
室～教室ツールを活用して、更なる販路拡大を狙う～

28 兵庫県 (株)淡路島フルーツ農園 自農園で収穫した未利用品を活用による加工品開発事業
28 兵庫県 ファミリーキッチン　Poco a Poco 新メニュー「女子会おすすめシェアセット」の開発及び情報発信強化
28 兵庫県 パナハウス　ごとう電化 顧客サービス・ファン作りによる新規顧客の獲得
28 兵庫県 有限会社新栄自動車整備商会 車離れが進む若い世代に向けた情報発信と来店しやすい店舗作り
28 兵庫県 株式会社　創美工芸 顧客ニーズに合わせた短納期対応、および新規顧客獲得の実現
28 兵庫県 株式会社　栁田建築研究所 販促物の充実による新規顧客の獲得及び売上向上の実現
28 兵庫県 小林自動車サービス部 事業内容ｱﾋﾟｰﾙと作業効率ｱｯﾌﾟ事業
28 兵庫県 牛尾商店 軽四ワゴン車に冷蔵庫を装備した生鮮食品の移動販売と配達
28 兵庫県 ペットショップワンスマイル ペットに関するお客様の悩みを解決する地域密着型サービスの充実。
28 兵庫県 KENホテルズ株式会社 無線ＬＡＮ設備の導入
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28 兵庫県 有限会社アットディリペア 新規雇用とインターネット活用による売上拡大事業
28 兵庫県 朝日窯業株式会社 アジア市場制覇に向けた淡路瓦の挑戦
28 兵庫県 APCパソコンスクール インターネット集客・販売システムの構築
28 兵庫県 安冨白土瓦 “かわらや”小グループ向け専用個室の設置
28 兵庫県 株式会社　山田海産物 新規パッケージ・ＷＥＢシステム・顧客管理システムの導入
28 兵庫県 久米石油　株式会社 お土産用ゆずポン酢の開発とスマホサイトによる販路開拓事業
28 兵庫県 森の木ファーム株式会社 地域資源を生かしたプレミアム椎茸の開発
28 兵庫県 カメラのサンジョウ デジタルプリント生産機材更新・新プリントメニュー新設事業
28 兵庫県 谷池製瓦所 マルタニ新軒先瓦製作プロジェクト

28 兵庫県 有限会社金山製麺
品質管理の強化、商品パッケージの刷新とインターネット販売サイト構築による販路拡
大事業

28 兵庫県 やまざと 日本全国ご当地アイスを“セレクト”できるネット通販事業
28 兵庫県 甲北食品工業株式会社 パッケージのリニューアル、販売促進物による新規販路開拓
28 兵庫県 株式会社　鈴木商店 既存事業を追求し、お客様第一主義に特化したリサイクル事業の開発
28 兵庫県 ㈱大杖呉服店 着物文化の継承と着物リフォームの提案
28 兵庫県 フードショップいじり 店舗新看板・ﾛｺﾞによるＰＲ活動の拡充による新規顧客獲得
28 兵庫県 株式会社ピーエムシー 「もて耐」「ﾃｲｽﾄｵﾌﾞﾂｸﾊﾞ」でＹＳＳの知名度ｱｯﾌﾟと品質ｱﾋﾟｰﾙ
28 兵庫県 下木家 うどんの品質管理とﾒﾆｭｰの充実
28 兵庫県 ふじいドライ きれいになった衣類の長期保管サービスによる顧客満足度アップの実現
28 兵庫県 株式会社西脇印刷 地域資源と印刷技術のコラボした、ものづくりの提案による販路拡大
28 兵庫県 共栄建設株式会社 独自の防滑施工技術を広くアピールすることによる、あらたな販路拡大
28 兵庫県 創作料理　金高 法要での会食受注倍増を目指したチラシの作成と配布による売り上げ拡大
28 兵庫県 Kazuon 顧客満足度の向上により、リピート受注、紹介率アップの実現
28 兵庫県 西田モータース 店舗外壁一新と看板新設による若年層獲得PR
28 兵庫県 QUASAR 新たな顧客層の獲得に向けた店舗認知度向上の取組
28 兵庫県 ル・レーヴ 新規リピート率80％達成のための販路拡大戦略
28 兵庫県 株式会社ミツワ レンタルDIYサービス導入による販路拡大の取組
28 兵庫県 株式会社　新興商運 車両管理能力UPによる営業力強化と顧客信頼度向上の取組
28 兵庫県 オートショップエンドウ 遠方の顧客の来店頻度向上と口コミによる新規顧客獲得への取組
28 兵庫県 秀水 女性客の満足度向上による受注の増大に向けた取組
28 兵庫県 森田製作所 5S徹底のための工場改修による品質管理精度向上と売上げ確保の取組
28 兵庫県 株式会社　空色 伝統工芸に特化した特設ページの開発及び顧客獲得の促進
28 兵庫県 ふぁみぐりあ 地域の高齢者を中心としたサロン型飲食店舗への展開
28 兵庫県 株式会社　いづも庵 淡路うどんの新商品開発とPRブランディングプロジェクト
28 兵庫県 株式会社　ニコマート 65歳以上の高齢者世帯・一人暮らし世帯を中心とした惣菜・宅配サービス
28 兵庫県 淡路翁 来店しやすく居心地の良い店舗づくり　①駐車場拡張②窓側席の空調設備新設
28 兵庫県 食房NICE 店舗外装のリニューアルと看板設置
28 兵庫県 株式会社　マエナカスポーツ スポーツ教室(プライベートフィットネス)新規開店に伴う広報戦略
28 兵庫県 株式会社　やながわ 丹波大納言小豆の原種（さや）を使った価値の創造事業
28 兵庫県 株式会社　ラクタ 100％天然防虫・抗菌スプレー携帯用商品の開発と販路開拓
28 兵庫県 はりま製麺株式会社 「はりまのそうめん感謝祭(仮称)」の開催による顧客獲得
28 兵庫県 らいふマッサージ治療院　たつの店 来院型治療院新設の販路拡大に伴う店舗改装及び販売促進
28 兵庫県 ビーチハウス　海岸物語 屋外テラスを全天候型に改修し、集客力の向上を図る
28 兵庫県 フェイスフルホーム　株式会社 住宅フェア―(仮称)の開催によるリフォーム顧客の新規獲得
28 兵庫県 ＪＩＭＭＹＨＯＵＳＥ(ジミーハウス) ミセスコーナーの充実と介護シューズの販売拡大
28 兵庫県 ブルーベル株式会社 販売管理システムの導入、空いた人員で店頭販売を行う
28 兵庫県 藤本農園 黒大豆枝豆の新商品開発による新商品及び黒大豆枝豆の顧客層拡大
28 兵庫県 宮谷商店 新商品開発と料飲店の相互紹介・来店促進キャンペーン
28 兵庫県 木まもり 細分化された顧客ニーズを狙った独自路線の強化と店舗作り
28 兵庫県 有限会社　平石電気 高齢者の潜在ニーズにマッチした「見守り」商品・サービス事業
28 兵庫県 能見建設　株式会社 厳しい官から高い評価を受けた高品質改修サービスの展開
28 兵庫県 株式会社　澤田モータース 環境整備体制の構築と積極的な相互紹介を目指す販売促進事業
28 兵庫県 サポーテスト 過疎地域における個別学習サポートシステムの普及活動
28 兵庫県 有限会社　中野製麺工場 ノンアレルギー米粉うどんの商品開発
28 兵庫県 山田屋 おしゃべりを楽しみながら買い物ができる店舗への改装
28 兵庫県 株式会社エコ花と緑のネットワーク 環境意識の高い関東地域での新規顧客獲得テレビ広報事業
28 兵庫県 作本印刷・ぱそQ 新規顧客獲得を目指した新商品開発(プリントユニフォーム製作)
28 兵庫県 アンフィー川西能勢口店 新規顧客獲得のための高齢者向けエステ・マッサージの出前出張
28 兵庫県 てんい整骨院 兵庫初の医療法を活かした顧客拡大計画
28 兵庫県 株式会社　グランレックス 「g-wall]による間取りの新提案
28 兵庫県 ビッキー株式会社 東京進出！！販路拡大に向けて「東京インターナショナルギフトショー2014　秋」出展
28 兵庫県 有限会社　和泉屋勘兵衛商店 新規顧客獲得のための設計プロセスムービーとサイト再構築事業
28 兵庫県 TREAT 顧客満足度向上のための空間改善及びフライヤー作成
28 兵庫県 有限会社　魚弥 店舗入口におけるバリアフリー化
28 兵庫県 有井商店 精肉販売部・厨房の効率的活用のためのレイアウト変更・焼肉部増床事業
28 兵庫県 株式会社　絆工房 インターネット特定の顧客獲得SEO対策、サイト構築事業
28 兵庫県 ASA江原まるにし 日高町に特化した広報誌[HIDAKA　EMOTION」の発行による読者獲得
28 兵庫県 有限会社フラワーショップタハラ 企業や家庭を和ませる「魅せるフラワー」の販売促進
28 兵庫県 しき彩 割烹料理店と創作ダイニングで相乗効果による来店客数アップ化
28 兵庫県 ロッジ33 「新プラン、春・夏・秋シーズンのロッジ貸切サービスによる収益増大」
28 兵庫県 おいしい豆腐　蘇武の里 自社豆腐関連製品のブランド化を目的とした宣伝手法の改革
28 兵庫県 ペンションムーンサイド 特徴的な建物を活かした「宿カフェ」による新規女性客の獲得

24



小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
28 兵庫県 但東自動車株式会社 「軽トラ市場に特化したカスタムサービス営業強化による収益拡大」
28 兵庫県 MATAHARI芦屋 美容鍼灸及び整体業での広報による新規顧客獲得事業
28 兵庫県 山名酒造株式会社 自社製品(奥丹波)の特色をアピールする店舗改装
28 兵庫県 有限会社　沖縄物産販売マンゴー ７０代女性が気軽に来店できる店内陳列と南国ムードの明るい接客

28 兵庫県 株式会社みんなの村
ロケットストーブ「なんたん暖炉」の販売促進を行うための、販売しやすい新タイプのデ
モ機開発、ショールームの充実、広告宣伝

28 兵庫県 三心五観
健康や環境問題に関心の高い子育て世代の方に、丹波市の特産品「ヘルシーな鹿
肉」を使ったメニューを通してのPR事業

28 兵庫県 有限会社　こやま園 健康にこだわりたい高額所得者層への自社商品の認知度向上推進事業
28 兵庫県 株式会社グリーンライフコーポレーション 水道水を「ミネラル水素水に変える」サーバーの無料試飲会のPR宣伝
28 兵庫県 アクアショップ　リンク 店内環境整備とアクアリウムの普及による売上拡大
28 兵庫県 株式会社　塚本陶器 看板設置事業
28 兵庫県 株式会社　川本石材商会 加古川営業所の開設
28 兵庫県 有限会社アンクルトム 店舗のバリアフリー化とパンフレット作成

28 兵庫県 マルカ電機工業
高速率モーター改造装置導入による販路拡大のための看板・ホームページ・パンフ
レットの作成

28 兵庫県 有限会社　ニシムラ 新規煙火打上システムによる花火演出
28 兵庫県 Mill　merci 特定の生活習慣やアレルギー対応の製菓商品の開発
28 兵庫県 ㈱エルエルシーコンピューター WEBおよび実店舗による観光情報発信、および特産品販売事業
28 兵庫県 和風料理店ゆんたく アスファルト施工による駐車スペースの拡大と利便性の向上
28 兵庫県 時本食品有限会社(匠寿庵） 店名変更と「男性にも優しい」店づくりによる団体顧客獲得計画
28 兵庫県 やしろ電化 「でんきとくらしのサポート店」の加東市内全域への進出
28 兵庫県 株式会社　宮下木材 (株)宮下木材と(株)宮下の連携による住宅リフォーム事業への取組
28 兵庫県 有限会社　住器ヨシダ 生活空間提案型ショールーム開設
28 兵庫県 サイッタファーム株式会社 農産物の加工直売を行う為の調理加工ｴﾘｱの整備
28 兵庫県 松栄電気商会 各種無料点検の提案により、新たなビジネスチャンスを作る
28 兵庫県 株式会社和顔家 ＳＮＳと通販サイトの連動による薩摩地鶏鍋セットの販路開拓
28 兵庫県 株式会社カンベ自動車 地域特化型の車検指定工場としての新たな顧客獲得
28 兵庫県 理容フジイ 快適空間と若返りサービス提供による顧客満足度向上計画
28 兵庫県 有限会社　西尾 明瞭な食品表示による安全な食料品の地域密着型販売
28 兵庫県 株式会社　神戸タンス店 創業110年計画！新規顧客増強、及び見込み客取込み作戦
28 兵庫県 マディーヤシロ 新規顧客獲得、および入居者満足度向上への実現
28 兵庫県 株式会社小林石油店 油外販売の強化による新規顧客の獲得
28 兵庫県 パソコン塾e－ＴＯＭＯ シニア層をターゲットにしたプランのPRによる新規顧客獲得
28 兵庫県 兵庫観光株式会社 全年齢ストレスフリーで観光客のリピート率Up！
28 兵庫県 株式会社　藤本工務店 アパート家賃並みで買えるマイホーム＆土地のセット販売
28 兵庫県 風神ラーメン・雷神ファクトリー トレーニングジム会員増強とメニュー改正による客単価アップ計画
28 兵庫県 RUFF TUFF(ラフタフ) 大画面投影システムの導入と情報誌・ウェブ連動広告PR作成
28 兵庫県 有限会社 福助 提携地元農家の農作物を用いた漬物等の商品開発、販路開拓事業
28 兵庫県 株式会社　嶋本食品 目指せ日本一の銘柄豚「淡路島ポーク」の販路拡大
28 兵庫県 レストラン慶野 集客力を高めるための店づくり、メニュー作り
28 兵庫県 慶野松原水産 一般消費者向け加工商品販売のためのインターネット販売体制の構築

28 兵庫県 株式会社ザッピー西淡
若年層及び女性客をターゲットとしたクラブハウス事業の会員増強のための販売促進
事業

28 兵庫県 株式会社佑宜 関東エリアをターゲットとしたインターネット販売、展示会・物産店出店による販路開拓
28 兵庫県 株式会社　原口 お客様への感謝の気持ちを込めた“感謝祭”という名の展示会
28 兵庫県 有限会社　河野家具 ＩＴを活用した賃貸物件の紹介と商談スペースの設置
28 兵庫県 大谷石材店 ＩＴを活用した販売方法刷新と新商品の開発
28 兵庫県 おそうじ本舗　淡路島店 「家事代行サービス」の導入と、広告宣伝強化による売上増強
28 兵庫県 有限会社　ノムラ 製造業の経験を活かした「工場向け清掃サービス」の実施
28 兵庫県 株式会社ミハラオートサービス 出張展示会と自動車無料相談会による販路開拓事業
28 兵庫県 エコリカル 「新商品の情報収集・開発及び新商品・既販売商品の新たな販路開拓」
28 兵庫県 はぎのカラースタジオ 淡路島初の「ガーデンスタジオ」設営事業
28 兵庫県 株式会社　善太 淡路島のたまねぎ加工品・海苔を使った新商品の開発・宣伝事業
28 兵庫県 楓 地元の野菜を販売する「野菜屋ギフト」増床
28 兵庫県 北神緑景株式会社 熊野神水と地元越知谷の食材を使った料理を標高400ｍの古民家で展開
28 兵庫県 株式会社　荒木印刷 Ｔシャツ・シール印刷をＰＲする看板の新設で新規顧客を獲得する
28 兵庫県 有限会社　上田商店 土産物となる新商品の開発、および地域固定客以外の集客の実現
28 兵庫県 薮内牛乳 顧客満足度向上と新規開拓の訪問サービス拡充作戦
28 兵庫県 こまだ電器 暮らしの困りごと解決サービスの認知を図った看板とチラシ製作
28 兵庫県 神姫防災 廃棄消火器回収の周知を狙った社名入り景品と看板フェンスで宣伝
28 兵庫県 農事組合法人　安富ゆず組合 余剰果汁を有効活用した「柚Ｃウォーター」の生産
28 兵庫県 株式会社　下村酒造店 地元の潜在市場の開拓および日本酒の伝統文化の発信
28 兵庫県 有限会社　いぐち より信頼のある企業づくりと、地域の消費活動への貢献
28 兵庫県 庄坪　商店 高齢者に特化した店内陳列の実施と、高齢者のコミュニティー空間を提供する。
28 兵庫県 三和カードック マイカーリース等のサービス広報事業
28 兵庫県 有限会社　田中縫工所 ホームページリニューアルによる自社開発商品の販売強化
28 兵庫県 だいもん住設工房 顧客に住まいを守り育て継承する事に気づいてもらう基礎作り事業
28 兵庫県 For You 顧客満足度の向上によるリピーター客増大と客単価の向上実現
28 兵庫県 珈琲　茶蔵 Ｗebショップ出店による新規顧客開拓と実店舗の売上拡大
28 兵庫県 有限会社　ハニー 製品制作の為のプレス機金型導入
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28 兵庫県 丸福化成株式会社
特別な思いで来店されるお客様の顧客満足度向上による集客・リピーター客数拡大事
業

28 兵庫県 ランプ 販促漫画及び販促漫画アニメーションを活用した自社ＰＲによる販路開拓事業
28 兵庫県 植岡造園 もち麦茶の商品パッケージの改良と新規顧客開拓及び販売促進事業
28 兵庫県 豆腐工房　夢豆腐 「夢豆腐」ブランド化戦略事業
28 兵庫県 飛鳥電子株式会社 「地域型認知症予防プログラム」の展開
28 兵庫県 株式会社　木島水道建設 新規顧客開拓と企業のイメージアップを狙った店舗改修計画
29 奈良県 （株）クロワ・ド・シュッド 高齢者層の獲得を目指した販売促進事業
29 奈良県 アスパック　ジャパン 手軽に足指につけ蒸れ防止やリラックス効果のある繊維商品の販路開拓
29 奈良県 ぷくぷくらんど セルフ　ウエットクリーニング導入による新規顧客獲得のため広告宣伝事業
29 奈良県 株式会社　岡本電子 吉野杉の木屑入りの粘土の開発及びその販売促進の為のＰＲ事業
29 奈良県 陽生園

園芸ファン、当店ファンを増やす園芸教室と高齢化社会に対応した墓参り代行業の販
促

29 奈良県 （有）夛良福 用途別・販売促進用メニューの提案型パンフレットの開発、製作
29 奈良県 （株）サンエス 近隣顧客に当店の存在をＰＲし、中高年層が気軽に来店できる店づくりを目指す事業
29 奈良県 Caféそらみる Ｃａｆｅ～そらみる～の「可愛いお野菜」新商品提案事業

29 奈良県 （株）染美堂
伝統工芸（現代(げんだい)墨流し(すみながし)染(ぞめ)）の新たな技術開発と販路開拓
事業

29 奈良県 藤田茶園 新商品開発及び新規広告による新規顧客の開拓
29 奈良県 坂野商店 インターネット事業への参入！新規顧客獲得に向けてのホームページの開設
29 奈良県 しゅうおう行政書士事務所 永久保存してもらえる「チラシ」の作成
29 奈良県 たっくんのバームクーヘン屋さん 奈良河合のこだわりバームクーヘンを全国に向け発信
29 奈良県 （株）ふじい ホンモノ志向商材で、地域の酒屋から日本全国の酒屋への脱皮！
29 奈良県 中井税務労務事務所 起業家支援による地域活性化とブランディグと集客への取り組み
29 奈良県 （有）扇屋 　販売だけでなくソフト面充実の為の改装プロジェクト

29 奈良県 辻本博質商店
日本製にこだわった素材を使い、匠の技を持つ職人が制作。一度履いたお客様を虜に
してみせます。

29 奈良県 （株）チャンネル・ネッツ 個人向け『CELAセラ』宅配サービス強化による新たな顧客層の開拓事業
29 奈良県 木村石材 「愉しいシニアライフを送るための終活セミナー」の開催事業
29 奈良県 いせ弥 宇陀新名物の立ち上げ
29 奈良県 （株）カメヤ時計店 メガネ設備導入と新規顧客獲得のための販促チラシ作製
29 奈良県 パソコン教室　T＆H 高齢者向けに、パソコンを使っての脳の活性化と認知予防対策
29 奈良県 南畳店 お客様に癒しの空間を提供する為の畳作り
29 奈良県 （株）アイ・メディカル 社寺向け機能性健康商品開発と顧客開拓
29 奈良県 （有）.いって研究所 天理名物　千代箱入り「かんろ糖」の開発・広報
29 奈良県 （株）モリタ 健康で豊かな毎日をお届け！医療食品・治療補助用品・介護用品への進出
29 奈良県 吉川自動車 指定工場移行による、土・日・祝・１日車検への業務拡大
29 奈良県 さいごう電器 地域に対しての知名度アップと新規客開拓を目指した販売促進事業
29 奈良県 シン木工舎 あなたと創るオーダー家具・シンさんの家具工房お客様誘引計画
29 奈良県 （有）コミュニティスポーツサービス 地域住民に趣味やスポーツを通じた生涯学習の場を提供する事業
29 奈良県 小谷商店 厳選素材を使った新商品開発ブランディングによる販路開拓事業
29 奈良県 町家エステサロン　小路華 地域密着型 町家エステサロンの顧客の新規開拓・販路拡大
29 奈良県 郡山種苗園 強みの強化による、教育機関への販路拡大事業
29 奈良県 （有）吉川住研 無添加住宅を体感する新モデルハウス及び現場見学会の情報発信事業
29 奈良県 （有）北村住設 新規高齢者顧客獲得による売上アップを実現するための販促促進事業
29 奈良県 （株）ヤマ―・フード モスらしい朝食の提案、空間の提供による新規顧客開拓事業
29 奈良県 日乃出製氷（株） ボールアイスの県内生産・供給体制の確立と県内シェア１００％計画
29 奈良県 K　coffee 移動販売やインターネットを使ってのこだわり発信・販売拡大事業
29 奈良県 ラーメン奈々 　「お持ち帰り（中食）」需要に対する販売システムの構築と顧客獲得事業
29 奈良県 （有）エル・インターネット 月払固定費500円のワンコインネットショップ
29 奈良県 行政書士岩富法務事務所 地域密着型 相続ワンストップサービスの新規顧客・市場開拓
29 奈良県 楽しみの書画 世界にひとつをあなたに！　書画の新規販路開拓
29 奈良県 （有）あうる工房 「玉やの味をご自宅で！」炊飯ジャーで出来る、お土産用商品の開発・販売。

29 奈良県
近鉄当麻寺駅前
どっこいまんじゅう

相撲発祥地　當麻発　『どっこいまんじゅう』通信及び店内飲食によるブランド展開

29 奈良県 西岡農園 ソムリエが仰天したこだわり柿のネット販売によるエリア拡大
29 奈良県 健一自然農園 茶畑ユニオン（オーナー制）の構築とデザイン開発
29 奈良県 林豆腐店 豆腐スイーツ開発販売による販路拡大及び憩いの場提供サービス展開事業
29 奈良県 森庄銘木産業（株） 吉野産磨き丸太の新しい用途提案と販路開拓
29 奈良県 ネイル＆スパ　ロータスリーフ HP作成・チラシ作製・折り込みチラシ・ネイル＆まつ毛美容セットメニュー実施
29 奈良県 増田絵画教室 ホームページを一新してわかりやすくし、新製品を動画で解説
29 奈良県 なわや高橋 「わら工品」・「竹製品」作り体験スペースの整備による販路拡大事業
29 奈良県 （株）尚明舎 「高野山の杉丸太をくりぬいた足湯施設の設置」
29 奈良県 さくら動物病院 奈良県で初の獣医師搭乗のペット専用ドクターズ・カーの導入

29 奈良県 今西酒造（株）
新商品：若手女性をターゲットにした「スパークリングサケＭＩＷＡ」の販売促進のため
の商品ブランディング事業

29 奈良県 いこい寿し 活き活きソウルフードを粋に提案！「プロジェクトＳu(す)-4」

29 奈良県 （有）セラヴィ・ヨシカワ
＜メガネ美人さん＞を奈良いっぱいに・・・
メガネでアンチエイジングの輪を広げよう！

29 奈良県 吉本建築設計事務所 土地所有者と介護事業者とのマッチングシステムによる販路開拓
29 奈良県 （株）大隅電氣 「せつび手帳」で安心が見える！住設リフォームの事業展開
29 奈良県 リネンハウス（株） 「ラグジュアリー」というブランディングに向けたおもてなしプロジェクト
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29 奈良県 藤本畳店 脱ガラパゴス！古都・奈良から発信する「国産畳の進化論」事業
29 奈良県 米座　吉田米穀店 コメシェルジュがおもてなし「お米ギフトの全国展開」事業

29 奈良県 （株）スペースマイン
奈良県産木材・自然素材を使った本物の健康住宅　新築・リフォーム相談会＆体感見
学会

29 奈良県 四季彩　植喜 新規顧客獲得のための販売促進計画
29 奈良県 川口製麺所 将来的な直接販売率を高めるための販売促進事業
29 奈良県 山浦　康二 大和伝統野菜を使った加工品の商品化　「丹心こんにゃく」で事業拡大！
29 奈良県 杉が瀬 「外国人観光客を呼び込むための『燻製体験』付き宿泊プラン販促事業」
29 奈良県 寝具インテリアヤマグチ 地域初！バーチャル体験ができる睡眠を科学する睡眠寝具専門店

29 奈良県 和菓子舗　松庵
店舗移転に伴い、新商品「ふたかみやま」開発と四季折々のパッケージ
開発

29 奈良県 やきとり大吉　上牧店 やきとり大好き１０００人増加大作戦事業
29 奈良県 唐勝 新たなニーズに対応して、売上と利益の向上させる
29 奈良県 （株）あすも 和食レストラン「五條　源兵衛」集客用ツール制作
29 奈良県 ジロッコ サービスの個別化・個室化によるプレジデント層の獲得
29 奈良県 （有）ドライブインS・T・D 新作スイーツの発表イベント開催による新たな顧客の取り込み事業
29 奈良県 吉野山　山の駅 新作和菓子を利用した販売促進事業
29 奈良県 割烹・寿司　和好 香り高い吉野産桧を使って開発した「桧寿司」の販路開拓強化事業
29 奈良県 孫七瓦工業（株） 「いぶし瓦コースター」の販路開拓と販売促進による新事業の確立
29 奈良県 （株）高塚電気商会 高齢者や障害者も快適に過ごせる、聴力測定サービスと補聴器の提供
29 奈良県 コウチフォート 生涯に残したい写真づくり及びそのＰＲ事業

29 奈良県 橋本建設
　自社ブランド規格住宅「子育て安心の家」　による新規顧客の開拓
（セミオーダー自社ブランド規格住宅「子育て安心の家」の家づくりの特徴や住宅の仕
様・価格を明確化し、プレゼンによる顧客満足ＵＰのための事業）

29 奈良県 サンユー設備 広く深く知っていただくネクストリノベーション顧客拡大事業
29 奈良県 コヤマ建材 「休耕地の有効利用促進」事業のための資材販売と広告宣伝
29 奈良県 Lapis.R 出張（訪問）型デコスクールの企画と販売促進事業
29 奈良県 ふぁんろん 常連客の滞在時間延長と新規顧客獲得に向けての店内改装事業
29 奈良県 （株）ナカムラ ＢtoＣ製品開発およびアナログ＋デジタルによるブランド開発事業
29 奈良県 （株）ヨシムラ 学生服をファッションに「リカちゃん」ブランド学生服をＰＲ
29 奈良県 ミヤマプランニング 夫婦二人「理想の終の棲家」を創る応援事業
29 奈良県 織田畳店 畳雑貨の国内及び来日外国人への販売事業の展開
29 奈良県 岡下製麺所 　自社ブランド「天の川糸」のチャネル別新製品開発提案による販路開拓事業
29 奈良県 喫茶とも 外国人客集客のための店舗設備の充実・ニーズに対応する店舗改修
29 奈良県 （有）銭谷小角堂 行者の常備薬「和漢胃腸薬　陀羅尼助丸」の販売促進計画
29 奈良県 花屋徳兵衛 室町時代から続く創業５００年の宿　花屋徳兵衛　インバウンド集客計画
29 奈良県 森田商店 天の川鮎・あまごを使った燻製の開発と天川村地域産品の販路開拓事業
29 奈良県 （株）HANNA 認定補聴器専門店の認知度を高めて新規顧客獲得
29 奈良県 たこ焼きBAR　たこ坊 粉モンで繋げていこう家族と友達の輪
29 奈良県 ヒラタフォトスタジオ 新たな店舗コンセプト「新しい生命の撮影」確立による新規顧客獲得
29 奈良県 （有）和興建設 和興建設　住宅プラン名　『なら無垢の家』　住宅販路開拓プロジェクト
29 奈良県 Que 「髪に優しい」新メニュー提案による新規顧客獲得
29 奈良県 （有）かんな ご家族が安心できる支援サービスの広報強化による新規顧客開拓
29 奈良県 ビアカウンターちょこっと王寺駅前店 立地上の強みを活かした新規顧客獲得のための販売促進事業

29 奈良県 木村種苗園
“たねやのきむら”　生産から小売までの一貫体制によるオリジナルブランド苗の販路
開拓

29 奈良県 NARADOLL HIGASHIDA 新たな顧客獲得、販売促進の為の新パッケージデザイン事業
29 奈良県 流泉堂表具店 和に囚われない空間設計プロデュース事業
29 奈良県 けやき 安心野菜を使った感動のある野菜惣菜を山の辺から発信する事業
29 奈良県 ジグザグ ウェルカム！！　おじいちゃん、おばあちゃんを、ジグザグへ呼び込む事業
29 奈良県 尾上製麺所 日本初の新タイプあったか薬膳そうめんの開発
29 奈良県 B-Craft（株） ワンボックスカー内の多目的木工収納具の製造販売
29 奈良県 （株）岡西商店 「捕れる！」を提案するオーダー野球グローブの新規顧客の開拓事業
29 奈良県 中神木材 吉野山守制度“山の学校”教室開校による吉野杉・桧原木販路開拓事業
30 和歌山県 勝浦丸水産 夏場のマグロの小売販売の強化による販路拡大
30 和歌山県 有限会社丸晃 衛生設備の向上による新規顧客の開拓及び新規事業の展開
30 和歌山県 菓匠　錦花堂 天狗力餅のブランド力アップと販売促進事業
30 和歌山県 魚政商店 由良特産の釜揚げしらす・ちりめんのブランド力アップと販売促進事業
30 和歌山県 木下モータース 鯛価格軽自動車販売
30 和歌山県 有限会社ホテルしらさぎ 湯治文化を継承し若者向けの湯治をするための空間作り
30 和歌山県 株式会社川湯温泉冨士屋 全室Free Spot化事業
30 和歌山県 株式会社小松保険事務所 生命保険の見直しコンサルタント業務のPR（和歌山市内新店舗出店）
30 和歌山県 生鮮ジャンボ 集客力アッププチ改良「店舗内間仕切り・陳列配置新設工事」
30 和歌山県 株式会社ダイワセンイ オーダーメイドシリーズ商品の販路開拓
30 和歌山県 渡口農園 A級品をアピールしよう。
30 和歌山県 自然派果樹栽培・片山農園 農産加工品の販売促進
30 和歌山県 喫茶・軽食ゲストハウス 店舗内装リニューアルによる新規顧客開拓
30 和歌山県 株式会社大喜 中高年向け「食」と「癒し」を追求した食堂への改装
30 和歌山県 あるるワダ 店舗内床と壁並びに商品照射のためのスポットライトのリニューアル
30 和歌山県 有田オレンジユースホステル 外国人のコニュミケーション施設の充実したアットホームなホテル事業
30 和歌山県 株式会社ビオランド 鮮度保持及び人件費コスト削減による販路拡大
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30 和歌山県 味村デザイン事務所 スマホ専用ホームページ作成サービスに伴う販売促進
30 和歌山県 Ａｂｓｏｒｂ 快適にご利用いただくための人にやさしい店内環境の整備
30 和歌山県 ふだらく屋 包装・個装のパッケージデザイン改良による販路開拓
30 和歌山県 よこぬき接骨院 骨のプロフェッショナルが行う美容整骨矯正の広告宣伝事業
30 和歌山県 カービューティープロ田辺 「車の美容室」商談スペース拡張・技術力向上事業
30 和歌山県 スーパーナガサコ 店主が選んだ”厳選の品”を食卓へ
30 和歌山県 株式会社きてら ふるさと産品セットの販路拡大のためのイメージアップ
30 和歌山県 湯浅醤油有限会社 観光客の通販顧客化・VIP化計画
30 和歌山県 大村屋 ドックラン新設工事
30 和歌山県 caf'eSPROUT（カフェスプラウト） ”集客力アップ工夫プラン”「スプラウト店舗内外空間スペース活用工事」
30 和歌山県 ベンケイ食品 ブランドデザイン統一によるイメージ戦略とネット活用による販路拡大
30 和歌山県 有限会社水木商店 みそ販売のためのお客様導線強化及び集客事業
30 和歌山県 一心農園 一心農園の柿を使ったオリジナル商品の開発・販売（軟化柿の６次化）
30 和歌山県 株式会社いなみの里梅園 他社との差別化を図る新商品開発と販路開拓事業
30 和歌山県 有限会社紀の里食品 新商品開発で紀州梅干商品のグレードアップを図り、新規客層の開拓
30 和歌山県 有限会社丸双蒲鉾店 パンダのかまぼこを完成から販売までつなげるプロジェクト
30 和歌山県 抜田商店 地元エリアを越えた生鮮特産品販売
30 和歌山県 有限会社マリンクラブスサミ 最新魚探で大物狙い！
30 和歌山県 株式会社ねじ庄 オリジナル商品の生産・商品広報・販売事業
30 和歌山県 株式会社ゆうき石材 技術と新サービスと供養心の広報事業
30 和歌山県 有限会社毎日牛乳白浜販売所谷地商店 健康のお手伝い広報事業
30 和歌山県 有限会社紅葉屋本舗 ホームページの「おもてなし」強化で販路拡大
30 和歌山県 てらがき農園 地球と身体に優しい商品開発
30 和歌山県 ＡＬＬ　ＢＬＵＥ 店舗改装によるお客様満足度のアップと施工品質のアップ、販促物による周知活動
30 和歌山県 ノートルココエ 「魅力ある食の空間作り」と「地域資源を活かした商品作り」で販路開拓
30 和歌山県 株式会社永遠 新たな販路開拓に伴う広告宣伝及び店舗改装計画
30 和歌山県 株式会社高砂アラレ 販路拡大を目指すための販促活動
30 和歌山県 かんじゃ山椒園 山椒製品とカフェの売上拡大事業
30 和歌山県 株式会社たかがきサービスステーション 放課後等デイサービスの新規利用者の獲得
30 和歌山県 昌栄堂印刷 封筒カラー印刷を安く、HPで受注の底上げ＆販路開拓事業
30 和歌山県 赤玉 集客力のあるHPのリニューアル及びコンサルティング
30 和歌山県 池田鉄工所 商談、設計スペース確保及び商品提案棚、展示スペースの拡充
30 和歌山県 平武農園 こだわりのみかんのブランド化事業
30 和歌山県 有限会社三友農園食品部 健康補助食品（サプリメント）部門の販路拡大
30 和歌山県 フルーツ王国和歌山 新商品のラベル並びに外箱デザインと商品パンフレットの作成
30 和歌山県 花はる 結婚式およびパーティー装飾・装花の提案営業による販路拡大事業
30 和歌山県 松林農園 商品ラベル作成及び製品案内チラシの作成と店舗看板・広告看板の作成
30 和歌山県 もりとよ商店 もりとよ商店リブランディングプロジェクト
30 和歌山県 理容クボ 店舗トイレ改修事業
30 和歌山県 リストランテ　ピゥ　オステリア　ピエン 新規顧客獲得
30 和歌山県 西岡魚問屋 レトロな看板設置による販路開拓事業
30 和歌山県 株式会社清水工務店 住まい教室の開催と大工の作る家具事業「わざわざ」への参画
30 和歌山県 東花園 集客力を高める店舗改装

30 和歌山県 熊野黒潮本舗
梅のJAS認証及びゆずの粉末パウダー化の開発、特許申請、成分分析による商品付
加価値向上事業

30 和歌山県 株式会社長岡塗装店 新たな営業ツールを導入して販路拡大
30 和歌山県 民宿ちかつゆ 和式から洋式トイレ改修事業
30 和歌山県 ＲＯＣＫＥＴ　ＤＩＶＥ ホームページ制作の地元事業所、個人向け宣伝広告
30 和歌山県 有限会社昭和自動車整備工場 商談スペースの充実と展示販売実施
30 和歌山県 株式会社ミユキ ワンプライスオーダーカーテン商品の開発
30 和歌山県 まるとも海産 パッケージデザインの更新とチラシ・ポスターの作成
30 和歌山県 堀岩商店 日本酒・ワインの品揃えをアピールする為のイメージアップ事業
30 和歌山県 一力 広報及び新商品開発と宴会場の高齢者対応整備
30 和歌山県 サラヤ自動車 技術力、宣伝効果向上事業取組による「トータルカーライフプラン」ご提案事業
30 和歌山県 おざきのひもの 新商品のパッケージ及びパンフレット作成
30 和歌山県 リゾート大島 通常期の集客のためのインターネット広告などの広報活動
30 和歌山県 料理　萬口 ●トイレの洋式化　●多国語化したホームページとメニューの製作
30 和歌山県 民宿・喫茶たい島 トイレで集客・情報発信
30 和歌山県 びっくり伊勢海老 看板見てびっくり、食べてびっくり、二度びっくりの「びっくり伊勢海老」
30 和歌山県 おふくろ弁当　紀ノ川 心からのおもてなしサービス展開による顧客拡大計画
30 和歌山県 パン・ド・パニエ オリジナル商品PRによる新規顧客及び販路拡大計画事業
30 和歌山県 有限会社ナルセ 新商品開発・製造に係る機器購入及び顧客増大に繋げる包装デザイン一新
30 和歌山県 くるま　だるまや 作業効率化に伴う店舗及び整備工場整備事業
30 和歌山県 有限会社プウバアー商会 販路開拓プロジェクト２０１４
30 和歌山県 サンドウヤ 低価格志向店との差別化を目指して～プチ高級感を醸し出すためのプチ店舗改装～
30 和歌山県 株式会社和歌山式典 終活サポートサービス（情報提供及び相談サービス）の広報
30 和歌山県 有限会社富士製鋸工業所 ペレット製造用ペレタイザー回転刃の製造研磨工作機の開発

30 和歌山県 フィール動物病院
動物病院のトリミンツ部門設立（トリミング専用シンクの導入とホームページ新規立ち
上げ）

30 和歌山県 藪本畑下農園 新食感・新感覚ジェラート「スパゲッティ・アイス」の販売促進
30 和歌山県 深瀬昌洋商店

お好み焼き・たこ焼きの”プロ”が選ぶ調味料「大陽ソース」のブランド力向上と販路開
拓

30 和歌山県 前田タイル工業 高齢化住宅プチリフォーム販路開拓による利益率向上と経営体質改善事業
28
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30 和歌山県 長谷川石油店 店舗外装改善による新規客呼び込み顧客化事業
30 和歌山県 中華料理　孝司 販路開拓のための女性・高齢者にやさしいお店
30 和歌山県 マキアハーバルビューティー 新規客獲得のための機器導入による新エステサービスの開発広報事業
30 和歌山県 有限会社ミナミデ工業所 下水道配管工事受注拡大の態勢づくりとコスト削減による経営改善事業
30 和歌山県 お好み焼き　いろは 販路開拓のための新商品開発と販促チラシ・PR看板作成による売上向上事業
30 和歌山県 ユーカリット 自慢の庭園の魅力アップを図る、テラス（オープンスペース）改修
30 和歌山県 有限会社柑香園 加工品を流通専門家にアドバイスを受けた後、展示会へ参加事業

30 和歌山県 万ゑ川
～”昔ながらのお店、ホンモノ志向”というバトンをつなぐ～来店客数を増やすための広
報事業

30 和歌山県 木下電器商会 「町の電気屋　地域密着家電店事業」
30 和歌山県 有限会社パナルック西山 中古住宅（空き家・古民家も含む）のリノベーション事業
30 和歌山県 池上商店 オーダーメイド帽子・ペット帽子のWEB販売事業
30 和歌山県 山本満商店 新しい前掛の販路開拓事業
30 和歌山県 田和農機店 離農者からの中古農機買取り・販売事業
30 和歌山県 株式会社たまゆらの里 フルーツ事業（ドライフルーツの製造・販売）

30 和歌山県
美里みろく牧場ＭＣ．ＣＡＦＥ．ＭＩＣＨＩＥＹ’
Ｓ

集客力とサービス向上の為の店舗改装事業

30 和歌山県 ステラート 特殊な調理機械を使用することによる新しい商品の開発事業
30 和歌山県 ル・クード・ヴァン テラス席の有効活用による顧客サービス並びに集客力向上事業
30 和歌山県 谷口商店 食品衛生の向上を目指した展示レイアウト改装事業

30 和歌山県 喫茶まどか
衛生管理とより一層のサービス向上並びに経営革新（餅菓子製造販売）を考慮した店
内改装事業

30 和歌山県 前田渡船 女性、夫婦客を誘客する船内水洗トイレの設置
30 和歌山県 喜多ろう 店舗外空間での地元食材バーベキューの提供
30 和歌山県 山口釣具店 「集客力を高める為の冷凍ショーケースの追加配備事業」
30 和歌山県 中村工務店 自社展示会（見学会）開催の広報事業
30 和歌山県 株式会社イブファーム 『イブの恵み』及び『イブ美豚』の販売促進活動
31 鳥取県 agora hair&relaxation 店舗環境の整備
31 鳥取県 ㈲小谷写真館 ガーデンスタジオのリニューアル
31 鳥取県 ㈲新樹 弊社商品「水溶性マグマン」及び「ＢＩＥ酵母」のパッケージ変更による販路拡大
31 鳥取県 アトリエシャルム リラクゼーション空間の提供と幅広いヘアスタイルニーズへの対応
31 鳥取県 ディベロップサーフアンドシー

積極的な営業活動による販売促進のためのパンフレット作成（受け身営業からの脱
却）

31 鳥取県 ㈱龍園 顧客の「利便性」と「居心地良さ」に向けた店舗施設整備

31 鳥取県 カフェ　デルマー
シニア層など新たな顧客獲得に向けた取組（スタンドアップパドル・サーフィンの普及）
に伴う受入施設整備

31 鳥取県 リライフ 高質な施工の実現と顧客への可視化
31 鳥取県 ㈲G・コーポレーション タイヤ交換と保管サービスのパッケージ化による顧客維持獲得
31 鳥取県 ㈱たかた 新規顧客のニーズを取り込んだ広告宣伝を強化するための事業
31 鳥取県 ㈲佐々木山光園 関東圏における新たな顧客獲得と顧客管理システムの構築
31 鳥取県 ㈲中村建装 ホームページを活用した新規顧客確保・受注拡大事業
31 鳥取県 常盤堂 集客アップに向けた店舗の環境整備と広告宣伝
31 鳥取県 オグラ写真館 多様な嗜好に対応したスタジオ背景の提案による撮影シーンの拡大
31 鳥取県 フードセンター小嶋 外装看板改修等による広告宣伝と販路開拓
31 鳥取県 筧サービス 水洗トイレ・メンテナンスピットの設置による販路拡大
31 鳥取県 ㈲上野商店 真空パック機械の導入による販売形態の拡大・販路開拓
31 鳥取県 ㈲マツモト 葬儀不安を解消できるＨＰの開設による顧客満足度向上と販路開拓事業
31 鳥取県 﨏田製材所 顧客ニーズに対応した製材ユニットの導入と新たな販路の開拓
31 鳥取県 緑荘 グリーンシーズン売上向上のための設備改修事業

31 鳥取県 ㈲中の原銀嶺
メイン顧客であるスキー客・学生団体・シルバー客に対する利便性の向上および衛生
環境の改善

31 鳥取県 ㈱大山観光物産館 客室内の不満解消を図るための二重サッシへの改修事業
31 鳥取県 珠心庵

国立公園と伝統的建造物群保存地区を絡めた農家民宿をＰＲするための販路開拓事
業

31 鳥取県 ㈲とやま旅館 お客様の不満を解消し、癒しを提供するための設備改修事業
31 鳥取県 カフェレストラン　ＢＩＫＡＩ 2階多目的スペースの有効活用による販路拡大事業
31 鳥取県 マツモト電器 リフォーム事業の強化に向けた販路開拓
31 鳥取県 福祥丸のお店 「鳥取県産天日干し天然カットわかめ」の品質・供給安定及び販路拡大
31 鳥取県 大山メディカルハーブ㈱ エキナセアハーブティーの商品力向上及び販路拡大
31 鳥取県 中山新聞店 「なかやま通信」発行による顧客満足度の向上及び販路開拓
31 鳥取県 カンダシード㈱ 南瓜ペーストの冷凍輸送による劣化防止と販路開拓及び雇用の創出
31 鳥取県 ㈱大山竹炭工房 炭窯温熱浴サービスの高質化を目指した温熱浴施設の改修
31 鳥取県 冨士印刷㈲ 薬袋の作成販売に関する販路拡大及び受注体制の確立
31 鳥取県 緒形商店 お茶、陶器等の小売業から茶房オープンによる新規顧客の獲得
31 鳥取県 ㈲堀口石材店 独自石材販売ブランド確立による新たな販売ビジネスモデルの構築
31 鳥取県 Ｄ-ＭＡＧＩＣ オーダーＴシャツのＡＤタグサービス等による訴求率向上と販路拡大事業
31 鳥取県 須山自動車 外部営業力の活用による販路拡大計画
31 鳥取県 斎藤建材店 顧客のニーズに対応したエゴマ油粉末化新商品開発
31 鳥取県 合同会社うかぶＬＬＣ たみの認知度強化のための広告宣伝と老朽施設の改修
31 鳥取県 河本魚店 宴会売上向上のための設備改装事業

31 鳥取県 ㈱浅津苑
新たな宿泊スタイル導入に伴う朝食会場の整備と、地元会合・宴会客の取り込みによ
る販路拡大

31 鳥取県 菓子工房シェルブール 地元特産品である「二十世紀梨」及び「野花梅」を活用した新商品の開発
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31 鳥取県 ㈱ハートホーム
2020年省エネ義務化を見据えたローコスト・ロープライス「スマートハウス」の提案に向
けた店舗づくり

31 鳥取県 ㈲レストラン吉華 湯梨浜の特産品である野花豊後をブランド化した加工品の開発及び販売促進事業
31 鳥取県 Ｒａｎｅ ネットからリアルへ～レディスアパレル店の出店による売上拡大～
31 鳥取県 相沢スタジオ 自社の撮影技術を活かした動画撮影・編集サービスの事業展開

31 鳥取県 小椋設計事務所
県産材を活用した100年頑張れる構造体の快適・安心な家の提供による顧客満足度向
上

31 鳥取県 ㈱杉川商店 県内の食材を使用した、新商品とギフトセットの開発による販路拡大
32 島根県 (有)小林建設 高度な品質管理で安全・安心な商品の提供を行う。
32 島根県 柿谷商店 干物販売に伴う商品パンフレット作成及びポスティング

32 島根県 萬隆
「鯖寿司」の商品化及び「さざえの酒粕漬け」容器パッケージの改良開発による販路拡
大事業

32 島根県 知足亭
店舗の存在とランチ内容を一見して分かり易く顧客に認知してもらうためのユニーク看
板の設置

32 島根県 千舎の木 「十割そば」の自社製粉による「三たて」
32 島根県 波佐産業商事 「スチーム洗浄で、車イキイキ！長生き！」事業
32 島根県 (有)やさか共同農場 国産有機の一味唐辛子で市場を刺激
32 島根県 どぶろく工房清成 女性が思わず買いたくなる「ど・ぶ・ろ・く」の販路開拓事業
32 島根県 (有)マルコウ 「鯖の塩辛」展開新商品の販路拡大のための自社ＨＰネット販売システムの導入事業
32 島根県 (有)頓原ランドリー 特殊クリーニングＨＰ導入実証事業
32 島根県 (有)湖陵オートサービス 新規顧客開拓及び新規事業井広告に係るＨＰ開設・パンフレット作成事業
32 島根県 まるとよ商会 新規事業広告及び新規顧客開拓に係るチラシ作成・折込・配布、ＨＰ開設事業
32 島根県 ㈱吉岡製菓 地域資源を活用した商品パッケージのデザイン改良
32 島根県 陶工房　美晏古 店舗誘導の仕組み作りとＨＰ開設による新規顧客の獲得
32 島根県 あたりや トイレリニューアル事業
32 島根県 (有)タイノス 組立て加工への進出による事業の高付加価値化
32 島根県 喫茶アスカ 看板・のぼりの設置事業
32 島根県 そば工房　一心房 看板設置及びＨＰ整備等、情報発信環境の整備
32 島根県 金井製菓製パン所 隠岐産品を活用した新商品開発
32 島根県 木村屋給食パン工場 包装紙、袋のデザイン改良による販売促進
32 島根県 (有)明治舘写場 米粉を利用した新商品（新メニュー開発）
32 島根県 (有)旅館しまじ 店舗改装（障害者、ひざの悪い方向けの座敷に改良、カウンター席のイス改良）
32 島根県 (有)木村屋 商品開発（藻塩米の米粉を使用した菓子パン、パン製品）
32 島根県 秀月堂 商品開発（和菓子と洋菓子の組合せによる新商品づくり）
32 島根県 石倉水産 島根っ子牡蠣小屋
32 島根県 シマネヤ眼鏡店 新規顧客獲得のための店舗看板設置
32 島根県 佐藤酒店 店舗改装及びワイン部門強化による女性客・若年層の新規顧客開拓
32 島根県 たかまつや生花店 お花屋さんが教える花の楽しみ方「フラワー教室」プロジェクト
32 島根県 ㈱奥出雲社中 宍道湖産しじみを使用したご当地ラーメン開発による新規顧客獲得
32 島根県 (有)宍道湖 パッケージ改良及び販路拡大
32 島根県 風と森と水の国 新商品「クロモジの煎じ茶もち花」の商品開発及び販路開拓事業

32 島根県 ｴｽﾃ･ド・ｳﾞｨﾈｰｼﾞｭ
痩身コース強化によるトータルビューティーの実現、ホームページ開設及びネット予約
システム構築による販路開拓事業

32 島根県 大西電機 あなたの街の電気屋さん大西電機の「孫の手サロン」
32 島根県 陽向 鳥取・広島方面への新規販路開拓
32 島根県 ㈱田中商会 中古車の需要を掘り起こしニーズに合った車を提供する事業
32 島根県 江角自転車商会 ＩＴ化とサイクリングイベント開催による健康・元気プロジェクト
32 島根県 御菓子司　橘屋 和菓子屋のシュークリーム新商品開発による販路拡大と認知度アップ
32 島根県 アルプロン製薬㈱ 販路拡大の為、プロモーションビデオ制作
32 島根県 (有)樋野石油店 時代とニーズに合わせた対応から女性客増加へ
32 島根県 (有)いわいや スマートフォンや携帯電話を活用した新規顧客獲得と来店率アップへの取組み
32 島根県 (有)金城モータース 「自動車排ガス対応設備でクリーン検査を実施する」事業
32 島根県 常磐屋 介護用オムツの販路開拓事業
32 島根県 ピュアもりた２号店 新規部門（美容・ｴｽﾃ）開始による新規顧客の獲得
32 島根県 新栄寿し 客室バリアフリー化事業
32 島根県 (有)アグリみと ベビーリーフの新たなパッケージ開発と商品化
32 島根県 (有)桜江町桑茶生産組合 ネット通販のスマートフォンコマース化による若年層市場拡大事業
32 島根県 沢田太鼓店 「ダイレクトメール配信」
32 島根県 福波物産(有) 「木材乾燥のための除湿器導入」
32 島根県 地崎写真館 「スタジオ内に屋外の風景を感じるロケーションブースの設置」
32 島根県 (有)一声楼 「女性や高齢者の集客力を高めるための店舗改装」事業
32 島根県 保険工房たなか 「気軽に立ち寄れる来店型保険ショップによる顧客開拓」事業
32 島根県 西田製紙所 「手漉き和紙技術を活かしたインテリア装飾和紙の開発」
32 島根県 柿の里 「柿木村から『ベビーしいたけ』『天然鮎の白だし』売り出し大作戦！
32 島根県 (有)ディブロ 「『石見ポーク』ブランドの豚肉及び加工食品（ソーセージ）の販路開拓」事業
32 島根県 (有)くまハウス 「特定者向けサービスのメニュー化で新規個人客の獲得」
33 岡山県 有限会社　宗安畳店 “畳の効能”の周知と“表替え”を核とした新規顧客獲得事業
33 岡山県 有限会社　中田石油店 『大釣温泉の新規顧客獲得と奥津温泉の知名度向上事業』
33 岡山県 玄米食堂　元気屋 客単価向上のための店内環境改善による販売促進
33 岡山県 刀剣佐藤 「倉敷刀剣美術館オリジナル鑑定書事業で業界地図を塗り替える」
33 岡山県 ヤスダ茶香園　株式会社 『こだわり健康茶』の定期ＤＭ発送による販売促進事業

30



小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名
33 岡山県 株式会社　ライズ 打ち上げ花火の専門技術を活かした「動物駆除花火」への展開
33 岡山県 有限会社　レックデザイン 高齢者同居家族、世帯同居家族向けの水まわり等のリフォーム施工の提案
33 岡山県 食彩　花あかり 女性客の為のおもてなし空間の充実と集客のためのＰＲ事業
33 岡山県 Café　Rocky　Garden 店舗改装によるガーデン用品・花苗の販売とカフェ集客
33 岡山県 イワモト釣具 新たなターゲット層獲得のためのホームページ（ＨＰ）開設
33 岡山県 有限会社　オオスミ 新商品による法人営業の強化と施設等新規顧客獲得
33 岡山県 有限会社　赤木薫畳工業所 国産畳100％の良さを伝える見込客集客事業
33 岡山県 有限会社まるみ麹本店 お米と麹菌だけで作った甘味料の拡販
33 岡山県 株式会社　ナラムラ ブランド庭園の宣伝広告・庭好きが集う図書館設置による販売促進
33 岡山県 株式会社レオ・コーポレーション 終活・遺品整理等サービスの販売促進
33 岡山県 チカ美容室 次世代新規顧客の獲得と快適空間での満足度向上
33 岡山県 大福測量登記事務所 資格専門業務に周辺業務も加えたワンストップサービスの広報活動
33 岡山県 めぐみ農園 ホームページ制作とドライ野菜の加工の開発
33 岡山県 上道運輸株式会社 トラックの荷台を活用した簡易イベントステージの提供
33 岡山県 是里建築デザイン 古い倉庫をリノベーションし、ショールーム・サロンを開設
33 岡山県 春日木工 株式会社 自社デザインのオリジナル家具のネット販売における新システム構築
33 岡山県 株式会社　S&A 新しいオーダーメイド・レトルトカレー販売にともなう販売促進
33 岡山県 株式会社　生行建設 自然素材を活かした高性能住宅の提案による新規開拓事業
33 岡山県 株式会社岡山マルシエ 乾燥野菜「HOSHI VEGE」の備蓄非常食としての販路開拓事業
33 岡山県 株式会社リーフエッジ ヘアサロン・理容店を対象としたオリジナルブレンドティーの提案・販売
33 岡山県 コロリス自転車 海外希少ブランド車の販売に特化した「こだわり自転車の専門店」への挑戦
33 岡山県 株式会社　ウイル 溶射技術の認知度向上に向けた販促ツールのリニューアル
33 岡山県 谷田　茂・手延 「麺美人」シリーズ「中華麺美人（仮名）」の販促大作戦
33 岡山県 株式会社麺匠かもがた本舗 自社ホームページ販売強化事業：細うどん（早ゆでうどん）専用ホームページの製作
33 岡山県 田尻盛果園 自社ブランドの確立と販路拡大
33 岡山県 芳原建設　株式会社 ケアマネジャー資格を生かした住宅改修サービスの商品化
33 岡山県 食工房　ぶどうの木舎 岡山の食材を使ったこだわりスープ３種セット化による販売拡大
33 岡山県 後楽プランニング 数種類の『夜のオリジナルコース』メニューの開発とＰＲ
33 岡山県 有限会社　建部ヨーグルト 飲むヨーグルトの販売促進の為のＰＯＰ・チラシ・パンフレットの作成
33 岡山県 有限会社　山田精肉店 店舗リニューアルと販路開拓のためのチラシ等の作成
33 岡山県 Heart　Up　World株式会社 次世代自動車の普及促進の為の魅力的なパーツ作成に係る広報活動
33 岡山県 株式会社　城忠一商店 新ギフト商品パンフ・懸垂幕等の作成による直営店の売上拡大
33 岡山県 Ｎａｍｏａ株式会社 在宅医療の一環としての薬局来店困難者向け薬宅配事業
33 岡山県 すぎもと 料理教室開催による電化製品の販路拡大
33 岡山県 哲西ボディーショップ デントリペアサービスの導入
33 岡山県 三光正宗株式会社 販売経路拡大のための取り組み
33 岡山県 有限会社ファインアートかわばた 防災対策の為の膜天井普及コンペ開催、ＰＲパンフレット作成
33 岡山県 イソダスタジオ “お家芸”の画像処理技術ＰＲによる地域密着型新規顧客開拓戦略
33 岡山県 有限会社　あおやぎ住宅 サービス内容を解りやすく描いたパンフレットの作成とホームページの開設
33 岡山県 株式会社　杣 イタリアでの反応を踏まえた、国内での「箱庭」の市場開拓事業

33 岡山県 田村工務店　株式会社
リフォーム部門の内容を充実化させるホームページのリニューアルとそこへ誘うチラシ
の折込み

33 岡山県 有限会社　小椋創建 水廻りのリフォームから攻める、メーカーとタイアップしての展示会とチラシの作成
33 岡山県 有限会社　小松組 住まいのインフラを維持するための窓口サービス業の訴求と販路開拓
33 岡山県 大﨑商店 ホンモロコの事業化による販路開拓と販売促進
33 岡山県 大釜鮮魚店 鮮魚専門店のこだわりの魚惣菜で商圏拡大と来店促進
33 岡山県 有限会社清水自動車整備 セニアカー・新サービスのPR事業による新規顧客獲得事業
33 岡山県 有限会社　坂手商店 棚田の駅　～棚田観光商社化による拠点づくり～
33 岡山県 二葉 教員・生徒の需要に応じたオリジナル商品の作成と販路拡大
33 岡山県 有限会社杉本呉服店 顧客カルテの作成と自社オリジナル総合カタログの作成事業
33 岡山県 有限会社志茂建築 古里木（ふるさとぼく）住宅の商品化及びブランド化のPR事業
33 岡山県 有限会社　食堂東山 “いざ なぎへ”顧客開拓のためのHPとパンフレット作成
33 岡山県 有限会社ビューティーファクトリー 「新規フェイシャルエステの徹底PR事業」
33 岡山県 難波化繊工業株式会社 赤帽組合員向け引越用品の販売強化
33 岡山県 フローレスタ株式会社 既存客の固定化及び、チラシ折込による新規顧客の獲得
33 岡山県 有限会社おかもと屋 自社製せんべいの改良と販路拡大事業
33 岡山県 酒のみむら 翠王リキュールの商品開発と販路拡大
33 岡山県 えんどう家の漬け物 新たな顧客需要に伴う販売促進アイテムの作成と包装機の導入
33 岡山県 有限会社　國定農産 6次化商品の統一コンセプトに基づいたパッケージ・チラシ作り
33 岡山県 メイショクフーズ株式会社 高齢者が入りやすい店づくりと新たな高齢者層の来店、宅配事業の促進
33 岡山県 有限会社彩ろ里工房 新規エリア拡大の為の広報誌増配とイベント企画、販促ツールの作成
33 岡山県 山陽レジン工業株式会社 軽トラ専用ボックス『トラボ』の普及拡大を目指したホームページ製作
33 岡山県 Soleil Levant & Co. Barber & Apparel中村商店の商品開発とPR
33 岡山県 居酒屋ダイニング時宝堂 野菜のカルパッチョのパック商品紹介のリーフレット作成
33 岡山県 URBAN（アーバン） 自社ホームページ構築による売上増を目的としたネット戦略
33 岡山県 有限会社　う越新 新商品「海と山の幸を活用した地元食材ドッグ」の販売促進

33 岡山県 BESSO　COFFEE　BEANS
珈琲マイスターの有資格者が行うコーヒーサービス事業の新規顧客向け販路開拓・拡
大事業

33 岡山県 メグミルクステーション　ミルク.アオ 地域の生活支援ネットワークの構築とお困りごと総合窓口のPR事業
33 岡山県 岡﨑呉服店 ７５周年記念「和服を着て楽しむイベント」による効果的な顧客獲得
33 岡山県 邦美丸 ホームページ・チラシ・パフレットを使った、県内外への広告宣伝
33 岡山県 仁科リフォーム工房 事業内容についてフォーカスを絞った広報を行うことによる販路開拓
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33 岡山県 株式会社　横山製麺工場 新商品「牡蠣の天ぷらうどん」を目玉商品とした広報活動
33 岡山県 古川酒店 店主の彫刻・木工技術を活かした「日本酒スタンド」を紹介するチラシ制作およびＰＲ
33 岡山県 株式会社　襟立製帽所 フルオーダー帽子とトライアルショップのPR・販売促進
33 岡山県 株式会社ハッピーワン 介護施設の不定期送迎業務のＰＲ
33 岡山県 磯千鳥酒造　株式会社 酒造技術を生かした栄養ドリンク『発酵力』の高年齢女性への売り込み
33 岡山県 バイクワールドアオキ 「原付に強い店」をＰＲする事による新規顧客の発掘・獲得事業
33 岡山県 株式会社　中尾組 地域産業資源「まこもたけ」を儲かる商品にする知名度向上計画
33 岡山県 株式会社吉備の里 通信販売サイトの構築により新規顧客の獲得
33 岡山県 有限会社瀬島石材工業 啓蒙活動による新規客獲得と墓地・墓石リフォーム事業の実施
33 岡山県 カーショップホリベ 業務用車両の販売に特化した新規店舗出店と効率的な販売促進の実施
33 岡山県 ログペンション森の散歩 団体客を対象としたプランの新設と販促ツールを活用した商圏の拡大
33 岡山県 スケンバリ　ルーチョ オリーブオイルを販促ツール・展示会を活用した販路開拓
33 岡山県 コテージ蒜山の森 蒜山高原だからこそ楽しめる体験メニューの企画と新たな販促ツールによる顧客獲得
33 岡山県 蒜山高原ロカンダ　ピーターパン 滞在型宿泊プランと利便性向上を図る施設改善による新顧客の開拓
33 岡山県 有限会社　植木材木店 「蒜山木工ステップアップ教室」木材店の強みを生かした参加型木工体験教室
33 岡山県 株式会社HAKKEIJAPAN 少子高齢化による国内需要の低下対策のための外国人旅行客誘客対策
33 岡山県 まにわ日本蜜蜂企業組合 「下湯原温泉 ひまわり館」の新たなパンフレット作成事業
33 岡山県 県北外装株式会社 別荘の管理及びメンテナンス業務の受注拡大
33 岡山県 ガラス工房とよもと ボロシリケイトガラスを活用した新商品の開発による顧客獲得
33 岡山県 CAFE bird 飲食店における新たな需要獲得の為の販売促進策の展開と新メニュー開発事業
33 岡山県 田吾作 顧客高年齢化に対応する可動式高座椅子・テーブルセットの導入
33 岡山県 有限会社　角南組 「墓・別荘の管理に手が回らない方に建設業で培った技術力で　お役に立つ」
33 岡山県 喜楽 高年齢層や女性客にも快適な空間で柔らかく旨みたっぷりの「とんかつ」を提供
33 岡山県 坂手デザイン事務所 広告宣伝アイテムの充実による自社業務実績の周知と新規顧客の獲得
33 岡山県 国本クリーニング店 手仕上げ専門洗濯技術の周知による「選択される」店づくり事業
33 岡山県 成田食品 よせ豆腐等の商品開発及び店舗販売、新ブランド「美人豆腐三姉妹」の開発
33 岡山県 牧山モータース 女性客を対象とした新たな販売促進と顧客管理の確立
33 岡山県 志田工業株式会社 維持補修工事対応のためのシステム構築と自社のイメージアップの展開
33 岡山県 松尾農園 安納芋加工品の新メニュー開発事業及び販売のための店舗改装・増設計画

33 岡山県 工房冨岳株式会社
古民家再生・空き家リフォーム事業の拡大による新規顧客層開拓のためのホームペー
ジ作成

33 岡山県 有限会社ｎａｐ
海外販路拡大に伴う自社ウェブサイトの再構築並びに海外有名デザイナー/ショップと
のダブルネーム推進強化

33 岡山県 有限会社　てのひらの家 介護予防等の訴求、施設の稼働状況の周知を行う、ホームページ等の作成
33 岡山県 有限会社ウサギヤ 安心・安全の憩いの場設置運営とその宣伝による顧客開拓
33 岡山県 株式会社山陽モノレール モノレールの新しい価値の情報発信体制の強化並びに営業力アップ
33 岡山県 名刀味噌本舗 麹の活用法を伝えるパンフレット及びWebページ作成による販路拡大
33 岡山県 株式会社Wacca Farm 農場での直売交流スペース開設による個人客への販路拡大事業
33 岡山県 有限会社写真アップル 太陽と風を感じるナチュラルフォトガーデン設置による販路拡大
33 岡山県 喜楽 美星の魅力をＰＲする情報経営による販路開拓
33 岡山県 有限会社　美星ミート 美星和牛を有効活用した試作品の商品化と販売促進
33 岡山県 共和機械 新規顧客獲得に向けた顔が見えるチラシ・ホームページの作成
33 岡山県 サトウオートサービス 既存・新規客への出張無料点検と携帯を使った予約システムの構築
33 岡山県 有限会社エムツー きものをリメイクしたカジュアルドレスの販売、レンタル
33 岡山県 蒔田石材店 老舗石材店が行う注文型経営から提案型経営への移行事業
33 岡山県 株式会社　　志学社 個人が自宅で簡単に受験できる中学生向け全国模試事業
33 岡山県 鶏尾窯 地域資源（廃材）を活用した灰釉陶器の本格作品化に伴う販売促進
33 岡山県 有限会社スポーツ・ショップ・ムサシ 手もみ加工とリペアサービスのセールスプロモーション
33 岡山県 こぶし庵 若年層集客のための新サービス周知活動と店舗改装及びオープンテラスの増設
33 岡山県 春名縫製 九州対馬地方での漁師の保有する山を利用したカキ養殖事業の提案
33 岡山県 ムサシ食品工業株式会社 販売実績のある赤かぶを使用した漬物による販路の拡大
33 岡山県 トミモト時計店 地域の需要を取り込んだ店舗経営によるシェア拡大
33 岡山県 株式会社花きかく苑 培養土「花の素」「いちご苗」の販路拡大と増産体制の強化
33 岡山県 Nail House VOGUE 40,50代の女性に特化したネイルサービスの販路・広報事業
33 岡山県 有限会社 生和ハウジング リフォームパッケージ化によるリノベーションの広報事業
33 岡山県 ホトトギス株式会社 卸売を対象としたブラウニーの販路開拓のためのチラシ・ＰＯＰの制作等

33 岡山県
株式会社ベストパートナーズ＆アソシエ
イツ

外航貨物保険のパンフレットの新規作成による中小企業マーケットの開拓

33 岡山県 有限会社廣安瓦建材 下請け屋根工事業から元請け太陽光発電設備販売・設置への進出
33 岡山県 吉井石油株式会社 ガソリンスタンド等の、経年地下タンクの電気防食点検業務及び修理メンテナンス事業
33 岡山県 株式会社　小坂田建設 民間工事の受注拡大に向けた販促工事メニューの作成
33 岡山県 旅館　たまや 心も身体も健康に正食料理教室セミナーの事業化で集客強化
33 岡山県 下林農園 みかん狩りとバーベキューの魅力を発信するための販促ツール開発
33 岡山県 有限会社末広商店 日々の生活や人生の節目を食で提案するための販促ツール開発
33 岡山県 有限会社　美晴旅館 閑散期の新規顧客開拓と館内ネット環境の整備で集客強化
33 岡山県 旭テックス有限会社 カキオコの包装一新とホームページ・パンフレットによる販路開拓
33 岡山県 てとてパン工房＆カフェ ダイレクトメールとホームページを活用しての認知度・集客力アップ事業
33 岡山県 白菊酒造株式会社 「日本の地域文化を産業に！」　日本酒の販路開拓事業
33 岡山県 有限会社ウカンファーマーズファクトリー 県内産果実を使ったジュースの販売拡大とホームページの改修による販路拡大
33 岡山県 マルサ醸造有限会社 土産用商品分野での新規販路開拓による販売拡大
33 岡山県 山陽インテック株式会社 近隣住民顧客獲得のための広告塔社屋づくり及びホームページ作成事業
33 岡山県 株式会社　林田商会 建設機械メンテナンスの365日24時間1時間内到着対応システムの構築
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33 岡山県 さのや 工芸及び民芸作家の連続企画展の開催による新規顧客獲得事業
33 岡山県 福ちゃんの里ラーメン ごぼうラーメンPRによる新規顧客獲得事業
33 岡山県 有限会社　伊丹車輌 「軽トラック」に特化した中古車販売事業による車両販売強化
33 岡山県 株式会社　ＣＫＯ スノーマシン（人工降雪機）の海外展開
33 岡山県 でんきのテルテル HPのリニューアルとチラシの配布による新規客増加大作戦
33 岡山県 カフェドグラス ティータイム需要の掘り起こし及び来店頻度向上に向けた販促活動
33 岡山県 ファインプロジェクト 家族葬専門葬儀社としての認知度向上に向けた情報発信機能の充実
33 岡山県 スケール建築設計事務所 ＤＩＹ住宅の認知度向上に向けた自社webサイトの構築
33 岡山県 株式会社Ｈ．Ｉ．Ｇ．Ｅ 地域の魅力ある食材を原料にしたオリジナルパンの情報発信事業
33 岡山県 nature hair 快適空間の提供と潜在的ニーズの掘り起こしに向けた新サービスの提案
33 岡山県 株式会社　マイティータイム 新感覚ティータイムの提案　～シルキーカップ試作開発と販路開拓事業～
33 岡山県 株式会社山陽農園 スマートフォン専用サイト構築による新たな販路開拓
33 岡山県 美容室ヘアーストーリー ビーワン美容サービス提供のためのチラシ作成
33 岡山県 シーズ株式会社 地元特産品の朝日米米粉を使った「たこぺい焼き」の広報
33 岡山県 原セイコー堂 低価格宝飾品（1万円以下）によるミドル層・ファミリー層向けの商品の販売
33 岡山県 光伸電器 水回りリフォーム展示場設置とチラシ販売促進によるＰＲ事業
33 岡山県 株式会社フリースタイル 「コスト改革を提案するパンフレット・ホームページ」の作成による事業の新展開
33 岡山県 美作そうめん山本 和気町の地域資源である藤の色をモチーフとした「藤麺」の開発
33 岡山県 建築工房カナヤ株式会社 チャレンジショップ用古民家再生企画提案型ホームページ作成
33 岡山県 株式会社三船商店 加工ツール導入による高品質オリジナル商品の試作製造
33 岡山県 有限会社板野酒造場 新聞広告とＤＭを用いた「蔵元が作るオリジナル商品」の販売拡大
34 広島県 ますはら自動車 高級車・大型車両保有者マーケットの新規開拓
34 広島県 有限会社翼 自社開発商品（メイクブラシセット）の販売用チラシの作成、配布
34 広島県 有限会社森川製針 ビーズ調ガラス待針の開発と多品種少量生産・販売展開
34 広島県 有限会社弓戸人形 小売事業強化及び販路拡大のための新聞広告折り込み地域の拡大
34 広島県 建築の上野 薪の出荷準備と在庫の為の作業場兼倉庫新設及び薪割り機の導入
34 広島県 よっちゃん豆腐店 来客対応のための衛生面強化事業
34 広島県 株式会社車のタンチ わくわく宣伝作戦　ホームページと料金表制作で修理車検の顧客開拓
34 広島県 こづた包装資材 手軽に調理できる牡蠣の電子レンジ対応調理袋の開発事業
34 広島県 三浦産業株式会社 季節感を取り込んだ販売促進事業
34 広島県 ポピア 陳列棚の導入による品揃えの拡大と商品訴求力及び利便性の向上
34 広島県 La Flor（ラ・フロール） 料理教室の開催による調理方法の指導と情報提供
34 広島県 株式会社With rUn 全国の通信販売市場及び地元新規顧客を対象にしたリサイクル商品の販売促進
34 広島県 ニール英会話教室 国内で安全・安心して出来る短期語学留学システムの構築事業。
34 広島県 na”ｔｔi(ナッティ） 器具を使った新パーマメニューによる新規顧客拡大の為の店舗改装
34 広島県 多加津堂酒店有限会社 手焼きもみぢ饅頭の高津堂を浸透させるためのバリエーション拡大
34 広島県 有限会社アルファ企画 新デザインのバッグ、販売促進用パッケージ等の開発
34 広島県 有限会社木下商会 商談スペース改装による顧客サービス度向上事業
34 広島県 有限会社加計ダイハツ 店内設備を改善し、高齢者や女性、お子様に優しい店舗づくり
34 広島県 株式会社NOSON 「山菜いなりおこわ」増産による販路拡大事業
34 広島県 株式会社小林輪栄店 第41回国際福祉機器H.C.R2014への出展による販路開拓
34 広島県 ヘアサロン雅 頭皮・髪・身体に優しい天然ハーブ染料「ヘナ」のPRチラシ作成
34 広島県 グラツィエーナ 「体に優しいパンの販売」と「心やすらぐカフェスペースの提供」
34 広島県 亜斗里絵美容室 ウッドデッキをリニューアルし、おしゃれな店作りで来店機会を増やす。
34 広島県 オリオンテック株式会社 商品自身の広告塔化で自然増殖型拡販システムの構築
34 広島県 株式会社理興 若いファミリー層向けの別荘販売とチラシ作り
34 広島県 清流厨房せせらぎぶんこう 増加する高齢者向けに安全なスロープへ改修し、認知度を高める
34 広島県 レモン美容室 高齢者に一番優しいカット椅子兼シャンプー椅子にリニューアル
34 広島県 リラクゼーションサロンFleur 新サービスの提供や高齢者への配慮による顧客拡大事業
34 広島県 BLANC チラシ作成、配布による新規顧客の獲得
34 広島県 株式会社グリーンファーム フリ×２（フリフリ）じゃがっくの開発
34 広島県 キッズパークブーフーウー 放課後小学生の学童保育と園児の延長保育の拡充のための環境整備
34 広島県 言葉のプレゼント 新たな広告手法を取り入れることによる販路拡大
34 広島県 カーラボCIC オリジナルキャンピングカーの試作による、自社サービスのPR
34 広島県 有限会社岩村もみじ屋 あんこ専門店（出来立てもみじまんじゅう）販売促進事業

34 広島県 イシケン株式会社
オーダーメイド（受注生産）による人工羽毛「エアーフレイク」寝具のネット販売方法の
構築

34 広島県 Marshe 看板の設置、アイスクリームマシーンの導入
34 広島県 こがね餅・峠の駅 餅の通販事業における売上拡大
34 広島県 有限会社サンマルク 新商品『クリームもち』の販路拡大に向けたパッケージデザイン
34 広島県 Y’ｓ　Dining 一博 新規顧客層獲得と認知のための店舗外装と内装工事の実施
34 広島県 有限会社久保石材 トイレのモデルルーム化による販路拡大

34 広島県 有限会社I・K・O
～こだわりの厳選した商品を全国へ～本物志向の食材を取り扱うネット販売システム
の構築による販路拡大

34 広島県 谷口屋 新ブランドの販売拡大と商圏外顧客の獲得のための営業ツール制作

34 広島県 タジデンキまなぐら
販売促進効果を担った「太陽光パネル設置用カーポート式架台」の購入・設置による
顧客の購買意欲の向上

34 広島県 イケサンフーズ 単身の高齢者、働く世代へ向けた惣菜の製造・販売
34 広島県 有限会社広城商会 オーダーカーペットの販路拡大に向けた展示場作り
34 広島県 株式会社高陽ドルフィン 天然水を利用したプールのＰＲ看板設置、チラシ、うちわの作成
34 広島県 奥野建設株式会社 廃校舎を利用した陸上養殖業
34 広島県 能美運輸株式会社 荷台リニューアルへの取り組み事業
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34 広島県 フルハウスとごち 宿泊パック業務の強化による新規女性客獲得及びリピーター客増加事業
34 広島県 堂座 食を通じて幸せを実感できる店舗づくり事業
34 広島県 株式会社明販広島東 販路開拓・囲い込みによる売上増を目指す新サービスの動画配信
34 広島県 Ｒｅｎｇｅ 売上アップに繋がる「持帰りうどん」の開始
34 広島県 アルファルーク株式会社 病院検索サイト「Clinix」の販路拡大のための販促物制作

34 広島県 松見寿し
エントランス部分のバリアフリー化に伴う周辺部分のリフォーム、高齢化によるテーブ
ル席への移行

34 広島県 ダイワ技研 粉などを高い所へ空気搬送する装置の商品化とデモ機での販路開拓
34 広島県 有限会社小川製パン 商品品質向上のためのクリーンルーム用ビニールカーテンの購入・設置

34 広島県 有限会社エキヤパッケージ
「あなただけの箱を一個からご提供」～オーダーメイド生産とネット販売による新たな市
場の開拓～

34 広島県 児玉水道有限会社
自社業務内容及び新商品PRのためのマグネット・パンフレットの作成・配布と自社HP
の制作による販路拡大

34 広島県 有限会社三田製麺所 ラーメン店とのコラボによる新商品開発及びネット販売の構築
34 広島県 くるまや 経済性損失を解消し収益性・生産性・サービスの向上を目的とした機械設備の導入
34 広島県 内海園芸 特許認定「スズメバチ模造巣」量産体制確立に向けた試作品の作成
34 広島県 田中酒店 広島県産日本酒及び国産ワインの販売強化に向けた店舗改装

34 広島県 カネト水産株式会社
小売り強化に伴う「島の母ちゃんのお魚レシピ付きカタログ」の作成による販売促進力
強化

34 広島県 有限会社志んや 高齢者に優しいふれあい店舗作り～顧客コミュニティ及び商談エリアの設置～
34 広島県 下末農園 島からの贈り物　販路開拓事業～品質に徹底的にこだわったみかん～
34 広島県 有限会社すぎのや 島の居酒屋が作るジャム「生詰レモン蜜」全国販路展開事業
34 広島県 有限会社吉岡鉄工所 島の鉄工所のＩＴ技術化による受注拡大事業
34 広島県 山みず木 快適な宿泊施設と、女将のこだわり料理で顧客増加事業
34 広島県 岩﨑農園 瀬戸内からの届けもの　インターネットによる販売強化事業
34 広島県 村上内装 畳の隠れた良さを引き出すサービス事業の強化
34 広島県 有限会社いづみ旅館 店舗改装による顧客満足度のアップ
34 広島県 ケーエス商会株式会社 英語で大崎上島産ブランド牡蠣を紹介するホームページの公開
34 広島県 高田板金所 大崎上島の板金の伝統施工技術をＰＲするチラシ作成
34 広島県 有限会社フラワーショップのうみ また来たくなる居心地の良い店舗への改修事業
34 広島県 島津　曹生樹 来店型保険相談所の開設、運営
34 広島県 大杉屋旅館 鍵のかかる個室とトイレ改修による快適な旅館づくり
34 広島県 有限会社三田造園 ガーデンレスキュー充実化によるCS向上事業
34 広島県 有限会社千代田電機サービスセンター LED照明器具への取り替え事業
34 広島県 森の水株式会社 新規梱包資材の開発とホームページ改修事業
34 広島県 株式会社中野石材 ホームページ作成と広告チラシの配布事業
34 広島県 山尾永寿堂 商品パッケージ作成と情報発信ツールを使った販売促進
34 広島県 有限会社豊栄堂染工場 新規顧客獲得のための宣伝事業
34 広島県 手づくり工房　はあもにい 新パッケージの導入と店舗改修事業
34 広島県 ゆず庵 快適な店舗環境のための煙対策事業
34 広島県 つくし リピート率向上のための清潔感ある店舗への改装事業
34 広島県 味の店　清水屋 高齢者や女性が気軽に来店できる店舗づくり事業
34 広島県 京屋旅館 老朽化したトイレの改修及びバリアフリー化事業
34 広島県 四季乃家　彩蔵 新たな顧客を取り込むためのホームページ作成
34 広島県 髪屋のモリヤマ 安心して利用できるトータルビューティー店を目指したトイレ改修事業
34 広島県 小林石油店 タイヤ販売強化事業
34 広島県 原食堂 快適空間の提供と、カフェメニューの強化による集客アップ事業
34 広島県 上下美容室 高齢者が安心して利用できる快適空間づくり事業

34 広島県 有限会社ニューホープ総合広告
一体型展示水槽・水循環器の設備およびホームページ開設による観賞用メダカの販
路拡大

34 広島県 田中陶器／明治堂 受注増を目指した広告宣伝強化事業
34 広島県 上下鈑金塗装工業所 鈑金処理スピード向上で顧客ニーズに応える事業
34 広島県 有伸 最新技術対応。高い技術を最大限に引き出す機械装置等整備事業
34 広島県 株式会社アイ・デジット パソコンサポートセンターにふさわしい店舗改装事業

34 広島県 コーヒーストーリー・ニシナ屋
ホームページのリニューアルによるネット通販事業の拡大と若年層への来店促進を促
す自社ＰＲの充実

34 広島県 株式会社岡 看板商品「広島肉まん」の販売促進を目的とした看板等の設置
34 広島県 伝統工芸株式会社 自社ブランド商品の販売強化（展示会出展で販売チャンネル獲得）事業
34 広島県 株式会社オカムラ広告社 お客様の販促・新規開業を徹底サポート店の開設
34 広島県 板金塗装安田　株式会社 自動車修理技術を応用した金属製品修理・リメイク
34 広島県 森松竹堂 WEBを活用した熟練技術の価値訴求とオリジナル和雑貨のネット販売
34 広島県 折出海産 こだわりのカキ加工品開発による販路開拓への取り組み
34 広島県 トイシバ電機 まちの電気屋さんが手がける安心リフォームへの取り組み
34 広島県 さかと屋 仕出し部における、惣菜等の店頭販売
34 広島県 lemoon　レムーン 販売促進事業（広報チラシ・DM・のぼりの制作）
34 広島県 有限会社キムラ オリジナルデザイン商品を活用したプライベートブランド構築による販売促進
34 広島県 お食事処わか葉 ホームページを活用した浮動顧客（観光客）獲得に向けた情報発信
34 広島県 有限会社宮本本店 五感にやさしい自然素材を活用したリフォーム事業
34 広島県 カフェ＆ダイナー　島じかん テラス席の設置とトイレの洋式化
34 広島県 司法書士法人武田事務所 商業施設における相続業務相談会の開催
34 広島県 有限会社三浦石油 地域の安心安全を取り込み、総合的燃料サービスを提供
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所在地 事業者名 事業名
34 広島県 niwa no niwaデザイン事務所尾道 地域の埋もれた産業を活性化させ、全国発信する為のデザイン事業
34 広島県 山田社会保険労務士事務所 給与計算業務拡大のためのホームページ作成による顧問先企業獲得
34 広島県 ふじサービス 認証工場認可による新規顧客の獲得並びに安心安全な車検整備
34 広島県 株式会社オーキッド向島 輸入苗木の品種改良による「淡紫色」胡蝶蘭の開発
34 広島県 有限会社向栄堂 商品個包装パッケージの研究・機能付加による製造効率の向上
34 広島県 有限会社マツオカ写真 店頭看板一新による店舗イメージの明確化とその発信
34 広島県 有限会社東根製作所 小型燃焼ガス生成装置のさらなる小型化への取り組み
34 広島県 白虎クリーニング 洗濯代行事業を開始し、総合的クリーニングサービスを提供
34 広島県 奴さん やすらげる店作りと効果的な広告宣伝
34 広島県 株式会社スタジオアングル リラクゼーションメニューの実施
34 広島県 フラワーショップなかの プリザーブドフラワーを拡充するための店舗一部リニューアル
34 広島県 有限会社金太郎 常連顧客の利用機会を増やすための魅力アップ作戦
34 広島県 花ショップ　ジョリ 買物弱者に対する店舗利便性の向上による、顧客満足度の改善事業
34 広島県 ＣＯ－ＫＹＵ 自社ホームページの作成と情報発信による固定客の来店頻度の向上
34 広島県 株式会社文宏堂 熊野筆の伝統的工芸技術を活かしたペット産業への商品販売展開

34 広島県 有限会社コスメチック園
＜事業継承した姉妹二人で造る「癒し」の新店舗で、アンチエイジングを核としたサー
ビスの創造＞～私たち姉妹は活力ある女性を増やすことを一緒に楽しむことで、地域
一番の化粧品専門店を目指します～

34 広島県 ラヴィ　ピュール サンプル商品・サロンを活用した実体験型、販路開拓事業
34 広島県 有限会社黒瀬拡商店 焼肉店が作るテイクアウト型「手作り焼肉弁当」PR事業
34 広島県 新北京 サイクリストや若い家族連れなどの新規顧客の獲得
34 広島県 セーブストア 単身高齢者のニーズに対応したカットフルーツ用冷蔵ケースの導入
34 広島県 有限会社桑田モータース 乗用車の多様化に対応したタイヤチェンジャーの導入
34 広島県 有限会社坪希 高年齢者や身障者にも対応した風呂の改修に伴うリピーターの強化
34 広島県 クライムＯＮＥ 店舗改装とチラシ販促による来客数と固定客の拡大
34 広島県 株式会社田村建設 お客様の多種多様な要望に対するプレゼンテーション力強化
34 広島県 MILCO　FIL 移転に伴う店舗改装
34 広島県 株式会社エコデザイン工房 倉庫ショールームを活用した住宅提案会社　エコデザイン工房ブランド化事業
34 広島県 カフェ・リトルティーポット 夏季の集客率向上に向けた環境整備業

34 広島県 Ｅ-lifeShop エコニコ
便利屋の販路拡大の為に、お客様にサービス内容が伝わりやすい看板設置　お客様
に来店していただけ、落ち着いてご提案のできる商談スペース作り

34 広島県 有限会社吉岡自動車 ショールーム、トイレ改修を行いお客様に気持ち良く来店して頂く
34 広島県 むすひ お客様のニーズに合わせた店舗改装
34 広島県 株式会社三洋基礎 ピュアソイル(改良土)のパンフレット作製による新規販路開拓
34 広島県 フォセット 売上増と宅配店獲得を図る拡販チラシの作成
34 広島県 potter華苗 新サービス提供に伴う改装と、販促活動(ＤＭ・ＨＰ)の強化による新規顧客獲得
34 広島県 カグラデン 店舗改修に伴う集客力の向上とファミリー層獲得を目的とした看板メニューの開発
34 広島県 サンセリテ 体験会の開催による商品及びサービスのＰＲ
34 広島県 株式会社堀田組 若年層をターゲットとした民宿改修事業
34 広島県 中台建具店 レッドキウイの商品パッケージ化と販路開拓事業
34 広島県 里信農園 石積みかんの付加価値商品の開発事業
34 広島県 村尾昌文堂 情報案内板の設置・チラシ作成配布による新規顧客開拓事業
34 広島県 レストラン花美月 テラスの客席つくり
34 広島県 株式会社松尾組 「たくさん魚が釣れる蒲刈町」において観光漁船を成功させる。
34 広島県 株式会社あけぼの 設計から製造までの一元管理を導入した提案型事業への取り組み
34 広島県 お食事処　たかさき 和式トイレから洋式トイレへ改装工事
34 広島県 ナバラ水産 ホームページを作成し、販路の拡大を図る。
34 広島県 居酒屋　小鰯 新商品試作開発に伴う、売上高及び来客数増加事業
34 広島県 渡川食料品店 店頭周辺の機器強化に伴う、集客アップ事業
34 広島県 有限会社上田瓦商店 商品展示・商談ブースの増設
34 広島県 有限会社　亀山工業 空き家古民家再生・地域活性化事業
34 広島県 株式会社　リバー 第2診察室の機能拡充
34 広島県 有限会社　仏壇の小山 若い世代をターゲットにした販路開拓及び店舗バリアフリー化
34 広島県 組織行動研究所はなさくスきル 革新的人材教育サービスの実習教材開発及び全国的な販売促進
34 広島県 カットハウストミー 「顧客の美に奉仕する」店舗コンセプトによる新規出店及び販売促進
34 広島県 青木印刷株式会社 商業印刷に特化したデジタル対応印刷の受注体制の構築
34 広島県 有限会社　村中紙器 呉市戦艦ヤマト・川尻筆コラボした模型の販売促進事業
34 広島県 有限会社　ニッカン 呉とびしま海道・まるごとミカン茶の開発と販売促進
34 広島県 有限会社　竹本住宅設備 ショールーム新設によるリフォーム需要の集客向上
34 広島県 橋本工業　有限会社 スキルマップ作成によるマルチ技術人材育成と新規雇用創出事業
34 広島県 有限会社　中野水産 想像を刺激する！わくわくおいしい牡蠣
34 広島県 ｇｅｒａｄｅゲラーデ ＨＰ開設と照明付看板装置設置による認知度向上と販路拡大
34 広島県 有限会社　野田アルミ建材 窓診断による住宅の省エネと快適性向上リフォームの提案推進事業
34 広島県 岡部加工所 ニンニク玉「コツブちゃん」の消費者への訴求力・知名度アップ
34 広島県 株式会社　大前醤油本店 商品パッケージのリニューアルによる顧客獲得・販路開拓事業
34 広島県 有限会社　エヌ・エス・エス 新サービスの広報と新規顧客獲得事業
34 広島県 株式会社　ニイダ 床暖房体験ショールームカーを駆使して広報・販路拡大事業
34 広島県 ほととぎす茶屋、仕出し岩見 湖畔の食堂と仕出しのコラボによる顧客獲得事業

34 広島県 有限会社ファミリー川尻
ファミリー層取り込みのための店舗改装及び通販全国展開のためのパッケージ新装戦
略

34 広島県 カレン有限会社 店頭アプローチ部分のバリアフリー化による売上向上
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34 広島県 住空間ykhome㈱ ホームページ開設による新規顧客の獲得

34 広島県 株式会社東洋建設
下請依存からの脱却
－一般客獲得へ向けた取組み－

34 広島県 有限会社山崎自転車商会
新規客獲得へ向けた店舗改装
-事業承継、顧客の若返りへの取組み-

34 広島県 Ｖｉｆ －ヴィフ－ 大人の女性をお迎えするための店舗づくり
34 広島県 有限会社モモダ家具 リアルとネットの融合への取組み

34 広島県 有限会社田室モータース
事業承継による顧客の若返りへの取組み
－店舗外観、店舗空間の改善－

34 広島県 山岡税理士事務所 新しいＨＰの作成及びＨＰのキーワード広告による新規顧客拡大
34 広島県 肉処　おおたに ”お肉屋さんのキッチン”オープン

34 広島県 草花咲咲
店舗改装による新規客獲得
(中国茶への無関心層)

34 広島県 めん長州 ＱＳＣ取組による新規顧客(若者・女性)へのアプローチ

34 広島県 菊屋青果
店舗の存在感改善のための外装工事
－視覚的ＰＲアップ－

34 広島県 リラクゼーションサロン　ＲＯＳＥ 店舗改装(エントランスの設置、トイレ設置)およびチラシ制作
34 広島県 ブルーノート 和式トイレから洋式トイレへの改装工事
34 広島県 Ｍｃapartment 販売チャネルの拡大とファンづくりへの取組み
34 広島県 株式会社ライズコンサルタント 店舗改装による新顧客層拡充及び認知増加による売上の増加
34 広島県 お好み焼き仔ぐま 7大アレルギーのない広島焼きの開発
34 広島県 株式会社ヒグチ・ライフマネージ 女性を味方につけ販路開拓を行うチラシ作製
34 広島県 株式会社竹琳フードサプライズ テイクアウトサービスPRとリピータ客を増やす落ち着きのある店舗への改修
34 広島県 司工業株式会社 低騒音・低振動・小粉塵対策による販路拡大
34 広島県 朝日堂 新商品「えびかんりとう」のラベル作成
34 広島県 有限会社パル 食品ギフト既存パッケージの改良及び新商品用のパッケージ開発
34 広島県 有限会社西部ハウジング 店舗外観の改善（のれんの新規作成）
34 広島県 滝原塾 滝原塾を効果的に演出するチラシ配布戦略
34 広島県 シャープ理容院 理髪店の内外装の整備と育毛事業の開始
34 広島県 有限会社中国ベティスミス 店舗改装等による店舗のイメージアップ
34 広島県 竹本建築 チラシ、看板、ロゴ製作による新規顧客の獲得
34 広島県 有限会社久井電機 高齢者顧客満足度向上のための店内改装
34 広島県 株式会社クローバー カーペットエクストラクター導入による新しい建物清掃サービスの提供
34 広島県 KOH株式会社 「マリンパーク海族」の広告活動の展開
34 広島県 サクラサク 認知度向上を目的とした販促事業
34 広島県 天使のティアラ チラシ、看板設置による集客効果の拡大
34 広島県 上田建設株式会社 3次元CADをバージョンアップし、営業ツールに活用
34 広島県 有限会社三協鉄工 照明（高天井用LED）取付によって細かい作業の効率化により販路拡大
34 広島県 タイヤコーナーシゲタ チラシ折り込みによる一般個人顧客への販促活動の展開
34 広島県 寺岡食品有限会社 店頭での惣菜製造による賑わい創出と販売の強化
34 広島県 シナガワ化粧品店 ピュアウィッグ（女性用かつら）販売のための販促活動の展開
34 広島県 有限会社山原印刷所 小ロット伝票印刷に絞り込んだホームページのリニューアルによる販路拡大
34 広島県 ドイグランホ ジャンボニンニクの加工施設装置による製造体制の整備および販路拡大
34 広島県 アイサポートコンサルタント 竹酢を使った商品開発のため精製装置の導入と販売体制の整備
34 広島県 仕出し風の里株式会社 特産品販路開拓のためのネット販売システムの構築
34 広島県 有限会社なかしま 集客力アップのためのコンビニエンスストアの改装及び案内板・のぼり旗の設置
34 広島県 株式会社ベネフィットディバイス 顧問先コンサルティングと求職者のマッチング業種の拡大事業。
34 広島県 有限会社みわ３７５ 個室（和室）のバリアフリー化事業（掘りごたつスタイルへの変更）
34 広島県 仮野工務店 新規受注のための広告宣伝と、子育て世代の顧客獲得のための商談スペースの設置
34 広島県 有限会社オダデンキ 布野店、家電販売と「柱」のトータルコーディネート体制の構築

34 広島県 有限会社フルーツランドふの
「果物お届けギフトボックス」のデザインリニューアル・小サイズギフトボックス及びチラ
シ・パンフレット作成

34 広島県 中間商店 地域顧客のニーズと神之瀬峡に来る観光客を取り込む為の魔法の冷凍庫設置
34 広島県 株式会社リピカ 「ハイガラスコートＴＨＰプロ」
34 広島県 山根対厳堂 各種販促ツール活用による「宮島御砂焼」の知名度ＵＰ事業
34 広島県 ＰＲＩＤＥ.works 新設する派遣型フィットネス事業の構築と販路開拓
34 広島県 有限会社であい工房 車椅子の安全性を高めるタイヤ空気圧表示器の商品化と販路開拓
34 広島県 濱本水産株式会社 広島県産ムール貝の新商品、宮島ムールスナック「薫焼き」の開発
34 広島県 原商店 目指せ！買い物難民ゼロ、低温流通で安全な食材をお届けする事業
34 広島県 株式会社アキオート 新車より安心な中古車販売店のイメージ構築と販路拡大計画
34 広島県 株式会社吉田屋 デジタル機器導入による「当日仕上げ」サービスの確立と販路拡大
34 広島県 島田水産 自家製牡蠣を使った観光者向けの商品の開発と販路活動
34 広島県 ヘアーサロン堀川 顧客満足度向上のための理容院の改装

34 広島県 南酒店
①店舗内の床張替工事
②特産品コーナーと談話室の設置
③看板設置とリニュアルオープンセール

34 広島県 西府中屋
①"自社の強み"をＰＲした看板・テントの修理、張替事業
②陳列棚を改め、特産品コーナーを設けてのリニューアル化（改装オープンセール）
③FAX回線の追加とＥ-mail開設

34 広島県 有限会社　中国金型 専用の生産管理システム導入による受注損失の改善
34 広島県 株式会社　fUjitaya 「shikaパン」の周知と特産品を使った土産品のパッケージ改良
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34 広島県 へんこつ苑 葬祭会館との業務提携に向けた会館の環境整備及びパンフレットの制作
34 広島県 ひまわり衣料品店 日本三大酒処、酒都西条の日本酒を使用したご当地ラーメンの開発及び販売
34 広島県 株式会社フレッシュライフハマ 厨房調理機器の強化により惣菜販路拡大事業
34 広島県 エンジェル 女性シニア層をターゲットとした昼間営業の開始と店内の環境整備
34 広島県 ヘアーサロンはらの 新サービス展開による既存客のさらなる固定化と新規客開拓
34 広島県 株式会社田辺商会 農家の６次産業化
34 広島県 有限会社恵 新商品「子育てしらす・２％塩分ちりめん」販売PR事業
34 広島県 サロン・ド・ジェイ 店舗改装に伴う顧客満足度アップ事業
34 広島県 有限会社珍豚香クロセ 販路拡大を可能にする新メニューPR計画
34 広島県 メディミール デイサービス向け松花堂弁当の開発及び商品PR、販売促進
34 広島県 株式会社　太陽 施設内での制服警備業務
34 広島県 総領こんにゃく有限会社 パッケージデザインの一新による商品イメージ向上
34 広島県 高橋農機具店 農業法人等新たな顧客獲得にむけた情報発信企業
35 山口県 フジヨネ薬局 新たな顧客層の取り組みを狙った折込チラシの作成、及び配布先の拡大
35 山口県 有限会社　皇座山 人にやさしいお宿に【孫と一緒に三世代での旅行客の取り込み】
35 山口県 ㈲佐伯屋ホテル カラオケルームのリニューアル及びトイレ改修
35 山口県 ㈲ホテルニューひらお 高齢者身障者対応の会議場･レストラン改修事業
35 山口県 ひろや化粧品店 店舗のホスピタリティ（おもてなし）向上による新規顧客の獲得
35 山口県 ㈲せいしん 小売店舗認知事業
35 山口県 鈴木酒店 新規顧客獲得PR事業
35 山口県 ㈲樹里庵

米粉で作る菓子類（シフォンケーキ、クッキー、焼き菓子）販路拡大及び量産体制の確
保

35 山口県 長門峡　美蔵屋 直売所を兼ねた加工場開設による販路拡大と新商品開発
35 山口県 玉川プロ(株) 販路の拡大の為の防府山口センターの広報事業
35 山口県 スリーウエスト商会(株) 安定的な収益を目指すための2号店出店による商圏拡大
35 山口県 (有)世山商店 最新のガス器具を使ったキッチンやガス風呂等展示コーナーの設置
35 山口県 一膳 トイレ改修事業～女性やシニア世代に「やさしい」お店に
35 山口県 鹿島クリーニング デラックス仕上用平面包装機・立体包装機及び新包装紙（フィルム）の導入
35 山口県 (有)兼隆水産 高齢者に優しい店舗入口及び商品陳列棚への改修工事
35 山口県 こじまジャム工房 看板・案内板新装・パッケージロゴ作成事業
35 山口県 (株)河原商店 ダスキンサービスマスター（お掃除部門）の新規開設
35 山口県 周東建設(株) 個人住宅広告の配布地域拡大による新規顧客獲得
35 山口県 日本マリンフーズ(有) 新たな顧客層獲得ためのラベル製作システムの導入
35 山口県 瀬戸商会 子供服（ベビー用）のオリジナル商品開発と新サービスの開始
35 山口県 (有)ふれ愛どうぶつ村 ドッグ介護サービス「老犬ホーム」の開始
35 山口県 物豆奇 コナ 地産地消、オーガニックにこだわった商品販売・メニューづくり
35 山口県 (有)ゆうこうはつ ウエスタンリーグ試合日程掲示板の作成
35 山口県 磯田酒店 新たな顧客層の取り込みを狙った店内改装・チラシ広告作成

35 山口県 西村刃物店
ひとりひとりの需要に対応した修理と関連サービス及び、セルフオーダー刃物・工具等
の販売の展開

35 山口県 (有)金子信華園 新規顧客獲得及び既存客リピート率向上のための自社看板設置
35 山口県 吉村商店 お客様の出入口にある広告テントを改修し、来店頻度の向上を図る
35 山口県 (有)米沢商会 店舗改装及び料理教室開催等による来店客増加促進策の実施
35 山口県 (有)中川建設 住宅建築リフォーム工事専用ＣＡＤシステム導入事業
35 山口県 笠原養蜂場 周防大島産蜂蜜を通じた島のファンづくり事業
35 山口県 (有)福八 コロッケ新製品（７種類）のパッケージデザイン・パッケージ、容器作成事業
35 山口県 (有)島田自動車 駐車場並びに中古車店スペースの整備による顧客拡大事業
35 山口県 そば処　じょうじ亭 新規顧客を誘導するための広告宣伝事業

35 山口県 (株)アラドモ
知名度の向上による固定客の拡大及び生産数の増量による販路開拓を図り売上の拡
大

35 山口県 (株)タクス 病院・老人福祉施設等に「優しく・美味しく・安全安心な介護食」の展開
35 山口県 (有)サンヨー蜂園 ホームページ制作、ネット販売で全国へ販路拡大
35 山口県 HAIR UN-FADE 新メニュー導入で客単価アップ・顧客増加へ売上の拡大
35 山口県 手作りパン工房　赤い屋根 ２号店出店に伴う、販路開拓による売り上げの拡大
35 山口県 2nd  Stage（セカンドステージ） 最新機械導入による作業効率の向上でエリア拡大
35 山口県 里山カフェHAKU お菓子のキャリーボックス・包装紙デザイン及び製作事業
35 山口県 (有)旭建設 オリジナルチラシ等による広告宣伝、集客ＵＰ事業

35 山口県 笠原養蜂園
実演イベントによるハチミツを身近な存在としてもらい、新たな顧客の獲得と販路開拓
を図る

35 山口県 樋口商店 新規顧客獲得を目的とした新聞折込チラシの改良
35 山口県 礒金醸造工場 自社製造の醤油・味噌を使用した「飴」のパッケージデザイン強化のための改良

35 山口県 すこやか整骨院
健康サポート"として当院の提供サービスを拡充。新事業分野進出と新規顧客獲得を
図るための販売促進用チラシの作成と看板の制作

35 山口県 (有)山世水産
調理しやすく活き車えびと同等の食味を持つ冷凍くるまえび商品の開発と製造体制の
確立による販路拡大

35 山口県 吉武鮮魚店
看板改装・店舗改装によって顧客の入店、買い回り性を向上させることによる販路拡
大

35 山口県 欧舌 インターネット受注システムの構築
35 山口県 ＴＳＢ 外構・エクステリア工事の販売・施工促進を目的とする展示・接客スペースの設置
35 山口県 レモン食品(有) 新商品「田布施ブルーベリージュレ」の開発と販売促進事業
35 山口県 (株)シマハラ 下請け脱却のための新市場開拓（個人客開拓）と販促ツールの製作
35 山口県 (有)タメシゲ 顧客サービス向上及び衛生面改善のためのトイレ改修
35 山口県 (有)大畑水産 バーコード対応ラベルプリンター導入による販路開拓
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35 山口県 山根屋 バーコード対応ラベルプリンタ導入による販路開拓事業
35 山口県 室津モータース スキャンツールを使った故障診断による顧客拡大事業
35 山口県 (有)石河 新規顧客開拓を図るための店舗改装事業

35 山口県 (有)沖田電機
ボイラー、洗面台、トイレ等の水回り商品販売開始に伴う展示コーナー設置・店舗改装
事業

35 山口県 柏田石材店 看板設置及び商談用事務所設置による顧客獲得事業
35 山口県 ウサガワ(有) 「高級漬魚」（銀ダラ粕漬・真鯛粕漬）の全国販路開拓
35 山口県 小田水産 高専生のパッケージデザインによる「山口県の水産加工物」販路開拓事業
35 山口県 若山電設 「リフォームはおまかせ」工事会社周知事業
35 山口県 赤道製畳所 琉球畳の製造による新規顧客の獲得
35 山口県 くに美容院 美容院の店舗改装による若者も入店しやすい店作り
35 山口県 中村鮮魚店 仕出し製造販売の新商品開発と販路拡大
35 山口県 江本燃料 新規顧客獲得を目的とした仕事の効率化を図るための設備導入
35 山口県 (株)シンラティック やまぐちブランド製品　新製品「シイの木フローリング材」の販売促進事業
35 山口県 (有)石本工務店 ホームページ作成、見学会開催、お客様用トイレの改修等の新規顧客獲得　　事業

35 山口県 (有)風の家
新商品「地鶏燻製」の販売促進及び導入サイン看板設置による新規顧客獲得による売
上拡大事業

35 山口県 GOT情報サービス 観光案内アプリ開発事業（Android端末用、iOS端末用）による売上拡大
35 山口県 カーアシスト長門 販売エリア拡大による誘導看板設置及び販促用チラシ配布による新規顧客の獲得

35 山口県 食堂カフェ　ソレイネ
チラシ（フライヤー）配布及び導入サイン看板設置による新規顧客の獲得と売り上げ拡
大の販売促進

35 山口県 La petite mame 販売ツールの充実で売上拡大を目指す事業
35 山口県 瀬田農園 新鮮果実のもち取りジュースで新規顧客の開拓を！
35 山口県 ミシンPIT ミシンで手作り文化を！
35 山口県 DOG BUBBLES 高齢者とペットが共存できるやさしい店づくり事業
35 山口県 ヘア＆フェイス　ラ　ネージュ 高齢者の方も利用しやすいお店づくり事業
35 山口県 (株)熊石 来店者用トイレの設置

35 山口県 木下耕香園
店舗認知拡大のための植物展示用フェンスの設置と看板のリニューアルによる新規顧
客獲得

35 山口県 村中農園 新たな顧客開拓のための、観光アジサイ園の整備
35 山口県 木舩木工所 取扱品目及び施工例をＰＲするパンフレット作り
35 山口県 (有)松村石油 車両買取の拡充とレンタカー事業開始
35 山口県 山醉たむら 高齢者等の集客促進のための機材導入
35 山口県 積み木インテリアギャラリー 新規顧客獲得のための宣伝広告事業
35 山口県 扇窯 新たな製品の販路創出を図るための「全国陶器市」への出展
35 山口県 (有)岡崎酒造場 完全無農薬を１００％使用した新酒「志舞」の販路開拓
35 山口県 旭栄堂 地元産うるち米をもち米を活用した新商品開発
35 山口県 創房いちのせ 木製の旅守印籠及びお燗器の商品開発
35 山口県 あじさい工房 地元産ニンニクを使ったスタミナチョコの開発
35 山口県 ウチムラ工房 文様を取り入れた萩焼の商品開発
35 山口県 柴田園芸 １２ヶ月を通じた花の贈答用アレンジ商品の開発と高付加価値販売
35 山口県 むつみ自動車 新規顧客の獲得とコスト削減
35 山口県 (有)小野養豚 農業用肥料（堆肥）の個別販売
35 山口県 (有)テイクス 会社の案内看板の設置
35 山口県 八千代酒造合名会社 商談用で使用する商材の購入と、ホームページの作成
35 山口県 松永工務店 知名度向上による販路拡大へ看板設置
35 山口県 (株)阪本興業 官公庁及び大規模工事、営業力強化へ受注システムの構築
35 山口県 弘中電工 知名度の向上及び提案型事業展開へ販路開拓を図り売上の拡大
35 山口県 (有)吉宗デンキ商会 新規顧客獲得のための店内模様変えとチラシ配布
35 山口県 (有)うめもと化粧品店 新規顧客獲得のための店舗改装
35 山口県 (有)オートハンズ 新規顧客獲得のための高反応チラシ配布事業
35 山口県 いまい電器 お店の取扱商品やサービスを多くの人に周知する事業
35 山口県 まほろばの里ブルーベリー 道の駅への販路拡大を図るための商品ラベル作り
35 山口県 久庵 そば処・久庵の店名と場所を多くの人に知ってもらう
35 山口県 ペンションホルンフェルス 　パンフレット作成事業
35 山口県 豊田物産(株) 写真パネル活用による集客アップ事業
35 山口県 飯田クリーニング 看板等の作成による若年層をターゲットとした広告宣伝強化事業
35 山口県 ミウラ時計店 店舗入り口改装事業
35 山口県 山田屋菓舗 真空パック機導入及び包装紙等作成事業
35 山口県 吉田畳店 折込みチラシ・販促用シールの作成による新規顧客獲得事業
35 山口県 深まてかた売店 ベランダの改修とバーベキュー設備事業
35 山口県 遊縁 予約システム付きホームページ作成事業
35 山口県 好月旅館 男女共用トイレの洋式化改装事業
35 山口県 リリー美容室 マッサージチェアサービスによる新規顧客獲得事業
35 山口県 坂本印刷 高齢者等対応のための接客スペース設置事業
35 山口県 シンタニスポーツ(株) 顧客満足度向上と店のイメージアップのための紙袋等デザインの一新
35 山口県 (有)プロジェクトぶち お店まるごと看板化プロジェクト事業
35 山口県 人形のだいご 雛人形等の伝統的な商品の需要の拡大及び煩労拡大事業
35 山口県 (有)山縣工務店 ～自然素材×健康住宅～ナチョラル＆ヘルス　新商品の開発
35 山口県 (有)宗本商店 新規顧客獲得のためのホームページ作成
35 山口県 (有)美装工業 ホームページ構築・パンフレット作成による販路拡大
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35 山口県 ペパーミント 古代米スイーツの商品開発と長州黒かしわ卵スイーツの販路拡大
35 山口県 (有)ふじみや 店舗（病院の売店）改装による新規顧客の獲得と集客力の向上
35 山口県 原田丸海産(有) 惣菜製造工場の出入り口二重扉化による衛生面の強化と販路拡大
35 山口県 ナカモト薬局 自動焙煎機導入による新規顧客獲得事業
35 山口県 丸味 トイレの和洋両式化による顧客満足度の向上
35 山口県 村田石油店 ハイブリット車対応新サービスの提供～ハイブリット車のカーエアコンを快適に～
35 山口県 アロハオレンジ 「トイレのユニバーサル化によるリピータ獲得」事業
35 山口県 周南クオーツ(株) 新規事業に伴う機械設備の導入
35 山口県 (株)野原石油 大型車対応型ガソリンスタンド事業
35 山口県 (有)大田屋 わさび醤油・粕・味噌漬け－パッケージデザイン・開発事業
35 山口県 三家本錦月堂 新製品「べっぴんまんじゅう」の販路拡大
35 山口県 (有)山口アウトドアスポーツネットワーク カレー専門店を始めるための看板設置とユニフォーム製作
35 山口県 (有)らかん高原 緑に囲まれた天空バーベキューガーデンンの施工
35 山口県 (有)錦ドリーム開発 野草料理のおもてなしと商店街来街者への癒しの空間の提供
35 山口県 (有)山本製材所 クラスとバック展示コ－ナ－設置による新規顧客の開拓
35 山口県 (株)堀江金物店 宣伝力強化事業（電光掲示板の設置による）
35 山口県 テシマ(株) 「タイ料理　KANPANISTA」の商品力（魅力・訴求力）の向上
35 山口県 ふじい 店内のイメージアップ戦略（顧客満足度の向上及びリピーターの確保）
35 山口県 松井印刷(株) 宣伝力・営業力強化事業
35 山口県 小南ピアノ教室 自宅での事業開始に伴う看板・駐車場等設置事業
35 山口県 (有)岡﨑建設 販路開拓のためのホームページリニューアル及び販促用広告の活用

35 山口県 カジマ水産(有)
高基準の衛生管理に対応したコンテナ納品システムの導入及びネット販売用ホーム
ページ開設による販路拡大

35 山口県 お好み焼き　子豚ちゃん 店舗力向上事業
35 山口県 サロンド　プチ 刺繍機、オリジナルデザインにこだわった製品の開発
35 山口県 室口酒店 「お家で飲もう！博配生ビール！！」
35 山口県 スリー・ビー(株) 外装・看板の改装による新規顧客獲得
35 山口県 廣田用品店 高齢向けファッション情報交流拠点整備事業
35 山口県 イッパチ 固定客リピート率アップ事業
35 山口県 (有)中央設計（森の小箱） 「店舗イメージリニューアル事業」

35 山口県 (有)林電気窯
店舗内にLED照明取り付け、太陽光発電設備の看板設置による省エネ、エコ化推進事
業

35 山口県 石窯パン工房BoulangerieKura サンドイッチ製造量及びカフェにおける食事提供数増加事業
35 山口県 (株)池田タイヤ 最新機械導入による出張作業効率の向上とエリア拡大
35 山口県 セブン理容室 店舗入り口の改修による節電対策と分煙及びバリアフリー化
35 山口県 (有)パナックかわもと 年配者が楽しめる展示会の開催
35 山口県 (有)美東大理石店 子供からお年寄りまで安心して使用できるトイレの改修
35 山口県 (株)山田写真館 農産物直売所としての新たな販売窓口・休憩所の設置
35 山口県 味あい 店舗増築による客席、厨房の拡大

35 山口県 (株)アバンセ
肩凝り、腰痛、乾燥肌、冷え性、便秘等施術の効果的な組み合わせによる現代病軽減
サービスの確立及び提供

35 山口県 (株)川口自動車 自動車展示スペースのリニューアルによる集客力の向上と顧客獲得

35 山口県 (株)ふるや
新規顧客獲得のため、広域地域（山口・宇部地域）に配布する振袖パンフレット作成事
業

35 山口県 ドッグビューティーワンズ 店舗を明るくするための店舗改装及びトリミング教室の環境整備事業

35 山口県 福岡グリーンハウス
オリジナル商品袋の作成による当社の認知力の向上及び需要増に対応する自家栽培
商品の生産能力の向上

35 山口県 (有)パナックいまづ 新規顧客の獲得のための広報活動並びにトイレの展示、体感による販路拡大事業
35 山口県 木工房樹の助 看板設置及び外壁の塗装・格子改装と展示ルール内整備による顧客獲得事業
35 山口県 ギフトショップせがわ 雑貨店舗の販路拡大のための取り組み
35 山口県 朝日化学クリーニング テナント出店及び広告宣伝による販路拡大で売上増加
35 山口県 朝日クリーニング 自動包装機、洗濯機導入による生産性向上に伴う売上増加
35 山口県 グルーミングハウス　ランディー 広告宣伝を活用した認知度の向上と新規顧客の獲得
35 山口県 朝日館 新規顧客獲得に向けた看板設置と高齢者にやさしい店舗づくり
35 山口県 (有)アグリプラン 広告宣伝・展示会出展を活用した販売促進
35 山口県 (株)ユウエイ 新商品の販促のための展示会・内覧会開催及びチラシ・ポスター等の作成
35 山口県 新谷酒造(株) 山口県の小さな酒造会社が生酒カテゴリーＮｏ１になるための販売促進
35 山口県 とくぢ健康茶企業組合 販路拡大と認知度獲得のための展示商談会への出店
35 山口県 原田砂利 既存製品を改良し、コスト削減と環境に配慮した製品を作製
35 山口県 (有)いいだ住宅設備

誘導看板及び自社内薪ストーブ展示室の設置、展示キャンペーン実施による販売促
進

35 山口県 大津醤油(株) 事業所内販売所の設置及び集客備品装置による新規顧客獲得
35 山口県 (株)藤屋 長期的な営業継続、また新たな顧客開拓のための店舗内・外の改装等

35 山口県 (有)川田餅本舗
既存の商品パッケージ（セットから個包装）の変更と、そのＰＲに係る販促ツール（のぼ
り・ポスターなど）の作成

35 山口県 白法山 味噌充填機導入による増産体制の構築と商品ラベル開発
35 山口県 熊清 知名度アップによる新規顧客獲得事業
35 山口県 長野自動車 作業場拡張による新規顧客獲得事業
35 山口県 (有)モデラ 看板広告受注のためのプレゼンテーション力強化事業～マルチコプターの活用～
35 山口県 (有)たましげ たましげ商品のプランド化戦略による新顧客獲得事業
35 山口県 植剛 植木等販売スペースの拡大・整備
35 山口県 (有)フラワーギフト　スギモト 見せる販売、立ち止まる店舗戦略
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小規模事業者持続化補助金審査採択結果一覧表
（第二次受付分）

所在地 事業者名 事業名

35 山口県 テレサ
一人ひとりのお客様ニーズに応えるサービスと個性的な品揃えを実現する新ブランド
開拓

35 山口県 (有)和木交通 待合室エアコン設置、改装
35 山口県 柴田祥子 相談スペースの設置・HP（ブログ）の新設・販促物の購入
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