
県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 三重県 hair Salon キャメロット ―
店舗改修で、トータルビューティサロンとしての新規
顧客層獲得

2 三重県 ロサガーデン株式会社 8190001024154
花壇キットセールスプロモーションムービー製作によ
り顧客獲得

3 三重県
株式会社レストランサポー
ト

5190001016831
黒にんにくカレ－のネーミングとパッケージ改良で購
買率アップ！

4 三重県 有限会社ウイング・タケオ 2190002019316
顧客ニーズに合わせた情報発信力を強化し認知度
向上と売上アップ

5 三重県 早川酒店 ―
老舗酒蔵の知名度上昇とインバウンド含むHP構築
で顧客獲得！

6 三重県 有限会社中森製茶 9190002010912 「お伊勢さんのほうじ茶」の開発と販路拡大

7 三重県 クロクマ舎 ―
地域情報誌の広告で集客！パンフレット・ＨＰによる
認知度向上！

8 三重県 たん車屋Ｒ.Ｃ.Ｒ.Ｔ ―
専門誌・ネットでの販路開拓の効果を高める為の商
談スペース新設

9 三重県 下滝野木材有限会社 4190002015916
直売所の開設による小売客の掘起しによる販路拡
大プラン

10 三重県 油屋 ―
新規顧客獲得を図る喫茶コーナー設置による新サー
ビスの提供

11 三重県 有限会社　十社電気商会 7190002018123
獣害対策用有刺鉄板で山間地域に貢献がもたらす
当社の知名度向上

12 三重県
心のホットラインゆくりは
ねっと

―
不登校ひきこもりの若者の心に響き、社会に繋げる
支援事業のＰＲ

13 三重県 昭栄館 ―
伝統と変革：ハレの日のおもてなしを楽に楽しめる
テーブル席導入

14 三重県 イナガキ産業株式会社 5190001018654 集客率ＵＰで、見込み客・新規顧客獲得！

15 三重県 一志農機商会 ―
農業のダウンサイジングに伴う中古農機具需要に展
示場整備で対応

16 三重県 指勘建具工芸 ― 伊勢志摩サミットで採用された指勘建具工芸のPR

17 三重県 オートガレージ・ヒロ ―
自社ホームページ開設による地元地域への情報発
信の強化

18 三重県 まおちゃんのおつかい便 ―
新たな移動販売式コンビニスタイルによる稼働力向
上と販路拡大

19 三重県 有限会社芭蕉農林 2190002012865
ジビエ商品の一般消費者向け販路開拓に伴う広報
及び対応設備導入

20 三重県 有限会社　ヤマミ 3190002009992
全天候型電子平板の導入で作業精度の高さを武器
に機会ロスの削減

21 三重県 河武醸造株式会社 5190001010875
酒蔵らしい古樽を利用した誘導看板と新ラベル製作
事業

22 三重県
多気ブックセンター株式会
社

3190001010893
プロモーションビデオ作成による自社ブランド焼酎の
販路開拓事業

23 三重県 株式会社うおすけ 9190001010888
景観ライトアップで日本料理店「夜のコース」の客数
増加プラン

24 三重県
パンとケーキの店　ミュー
ル

― イートインスペース設置で集客・売上アップ大作戦！

25 三重県 めぐみ ―
真空機械導入し“山の恵みを「ごちそう」として届ける
販売促進
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26 三重県 ひさご ―
飯高らしい料理と居心地の良い空間の提供に伴う販
売促進

27 三重県 松岡ふとん店 ―
羽毛布団の仕立替装置導入による新たな需要の開
拓

28 三重県 お食事処ほんだ ―
飯高駅からの誘客と新メニュー開発による、売上及
び認知度アップ

29 三重県 ４３９キノコーズ ―
乾燥きくらげのスライサー加工によるアイテム増強と
新規販路開拓

30 三重県 たかお農機店 ―
農業用ドローンを活用した作業代行を行い、顧客満
足度向上を図る

31 三重県 招喜屋 ― あったか手作りとフルオーダーメイド弁当のPR戦略

32 三重県 有限会社　新和具荘 7190002011466
外国人観光客誘致によるおもてなしサービス向上事
業

33 三重県 ヘアーサロンカミモリ ―
スタッフスキルとトイレ改修でイメージＵＰ女性等の販
路拡大

34 三重県 Studio RYOKO PHOTO ― もっと貴重なワンショットを提供するための取組み

35 三重県 有限会社　白楽天 7190002011838
新メニュープランによる新看板とチラシの宣伝力強化
事業

36 三重県 有限会社　明伸 2190002017575
東海地方初の新たなサービスで誘客に直結させるブ
ランド作り

37 三重県 有限会社　丸保商店 9190002011679
エントランスのバリアフリー化とHP多言語化で、新規
顧客を獲得

38 三重県 有限会社　山口陶器 4190002023984
オリジナルブランド『かもしか道具店』の認知度向
上、販売促進

39 三重県 桑島レーシングガレージ ―
顧客満足度を背景にネット・ＳＮＳを通した顧客の増
大の実現

40 三重県 有限会社　メイガーデンズ 7190002023965
個人向け情報発信強化による、個人客の獲得増大
の実現

41 三重県 真山窯 ―
陶芸家によるクラフトフェアへの出店・販路開拓・情
報収集

42 三重県 EDOMAE悟 ―
板前が握る地元の食材を使った本格的寿司店の新
規顧客開拓

43 三重県 有限会社　岡　建 8190002017594
配管内検査カメラ導入による水道工事の見える化と
情報のDB化

44 三重県 有限会社メトロ電器 3190002022376
体験型トイレ等を設置してリフォーム対応力のＰＲ、
売上向上！

45 三重県
株式会社　田辺真珠養殖
場

9190001020697
国内需要の縮小課題に対して、海外展開を図り市場
の拡大を目指す

46 三重県 Classic Organics ― 展示会出展とワークショップを通じた販路拡大

47 三重県 山岡縫製 ―
当社の技術力と生産を生かして新しい分野の製品作
りに貢献する

48 三重県 アート総合企画 ―
大型自動人形でじゃこ天まっちゃんの存在感のア
ピールと販路拡大

49 三重県 蒼築舎株式会社 3190001004796
日本の伝統的左官技術を取り入れた新商品の販売
促進

50 三重県 有限会社ムカイ 2190002011743
海産物ふりかけを始めとした商品のテレビCMによる
顧客販路拡大
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51 三重県 株式会社上村工務店 1190001007966
様々なデバイスから気軽にアクセス、めざせ！地域
No1Web

52 三重県 有限会社サンエイ 7190002011400
イベント参加によるPRとホームページ誘因による販
路開拓

53 三重県 三愛塾 ―
教室個室化による顧客ニーズの充足、新たな塾生確
保と販路拡大！

54 三重県 水谷蒟蒻店 ―
地域資源を活用した差別化新商品の開発とＰＲによ
る販路開拓

55 三重県 アイズ ―
自社ブランド商品の開発とホームページ開設による
販路開拓

56 三重県 有限会社西村ボデー 6190002010816
自動車メーカー同等水準の溶接機設置による新規
受注の獲得プラン

57 三重県 めし・酒　じゅうべ ―
食材の宝庫！南伊勢町の魅力を伝える飲食店への
改革プラン

58 三重県 しもい水産　有限会社 5190002014974
大淀（おいず）の漁業とともに！「大淀のお魚」販路
開拓大作戦！

59 三重県 Ｋ’ｓ　factory ―
ブランドの再構築に伴う機械購入及び各種ＰＲによる
売上向上事業

60 三重県 カネナカ石油 ―
高速吐出計量機導入に伴う顧客満足度ＵＰによる売
上向上対策事業

61 三重県 山甚電気工事店 ―
事業用機器購入及び看板設置による販路拡大等売
上向上対策

62 三重県 伊勢志摩プチシャンブル ―
ホームページリニューアルで自社サイトでの予約獲
得増を目指す

63 三重県 有限会社　ヤマジ園芸 1190002011785
額縁型プランター「花はなふれーむ」国産ブランド化
PR事業

64 三重県
滝原西村ハイヤー有限会
社

4190002015800
看板新設及びパンフレット刷新に伴う顧客ＰＲによる
売上向上事業

65 三重県 中世古設備 ―
高圧洗浄機導入に伴う販路開拓及び業務効率化に
よる売上向上事業

66 三重県 中村建築 ―
基礎から建築まで一貫施工のための溶接機導入に
よる経営向上対策

67 三重県 福山商店 ―
アルコール類自動販売機増設に伴う売上向上対策
事業

68 三重県 有限会社イトリン 3190002016089
計量ラベルプリンタ導入に伴う鮮魚売上の向上対策
事業

69 三重県 Cafe　Attente ―
テラス席改築でサイクリストへ快適空間を提供！新
規顧客獲得事業

70 三重県 アリヘアー 大安店 ―
リラックスサロンチェア導入による「プチ贅沢」提供で
売上拡大

71 三重県 有限会社　龍宮 7190002011805
集客アップの為のHP開設による店舗とお客様の接
点作り

72 三重県
有限会社　和風レストラン
木曽岬

1190002017659
座席用テーブル・椅子席の導入による顧客満足度の
向上と売上増強

73 三重県 大橋モータース ―
創業30周年イベントや店舗改装による新たな顧客の
開拓

74 三重県 有限会社　ユミヤ家具 5190002018059
ライフスタイル別家具展示方式による提案力・成約
率向上事業

75 三重県 梅山工業株式会社 5190001021294
デジタル半自動溶接機導入で異種素材対応！新規
取引先開拓事業！
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76 三重県 有限会社　宮川設備 5190002015774
ＣＡＤ導入によるお客様への提案力の強化による民
間工事の獲得

77 三重県 中国料理　華鈴 ―
新メニュー「点心」の開発と会食プラン提案による顧
客層拡大事業

78 三重県 英会話A.C.T ―
新規生徒様募集用チラシ及び看板製作での市場開
拓と売上拡大

79 三重県 Jun’s Teppan ―
飲食と植物の融合効果によるリヒ?ータ客及び顧客
増大の実現

80 三重県
カラー樹脂工業　有限会
社

3190002017962
技術提案型営業による自社開発の防災製品PRで販
路拡大へ

81 三重県 斎藤商店 ―
最新型高性能洗車機の稼働率を上げる為の電光板
設置による集客

82 三重県 株式会社トミーフーズ 6190001010395
超高齢化社会に向けた高齢者にやさしい店舗づくり
で顧客満足向上

83 三重県 福田商店 ―
アウトドア需要開拓、悪路走行試乗コース付中古車
展示場の整備

84 三重県 Viss ―
新規顧客獲得と新市場開拓に向けた広報エリア拡
大と新商品販売

85 三重県 うなぎのやまもと ―
うなぎ専門店としてのブランディングによるイメージ
アップ戦略

86 三重県 純板金 ―
建築板金ワークショップで認知度を向上しリフォーム
需要を開拓

87 三重県 株式会社　野間建設 5190001001437
女性活躍時代の共働き世代向け「住み継ぐ価値ある
家」WEB戦略

88 三重県 株式会社ビケント 4190001003186
東海初の美容人財育成センターで実現する人財共
育と地域貢献事業

89 三重県 有限会社山下園芸 9190002015044
得意先向けＨＰ新規開設と在庫管理との連携システ
ム構築事業

90 三重県 稲垣建築 ―
ギャラリー改装と強みを生かした空き家等リノベー
ション提案強化

91 三重県 北川建機サービス ―
半自動溶接機導入で修理品質の向上と業務の効率
化による販路開拓

92 三重県 萬栄 ―
防火設備導入による安心安全の提供と情報発信強
化で観光客の集客

93 三重県 有限会社中野タイヤ 4190002014868 スマートフォンサイト構築による個人顧客獲得事業

94 三重県 有限会社　中西タイヤ 3190002009308
カフェ併設で、提供スペースを作り他店との差別化を
図る

95 三重県 株式会社宮川ＴＫ 4190001011528
竹粉肥料によるブランド米の販売事業と食味試験に
よる品質の維持

96 三重県 近藤建築 ―
見学会開催に合わせてチラシ作成、配布により新規
顧客獲得事業！

97 三重県 彩電館　よしだ ―
店舗ギャラリー化と家電販売からサービス部門展開
による販路開拓

98 三重県 南鋸目立加工所 ―
電気溶接機導入による目立クオリティ向上・帯鋸販
売での販路開拓

99 三重県 株式会社スマイルコットン 5190001015742
BtoC強化オリジナルブランド販促ツール構築で新規
顧客獲得！

100 三重県 ?屋すみか ―
看板設置で店舗の見える化、熱意を見せるホーム
ページ！
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101 三重県 株式会社Wis. 2190001024325
展示会及びＨＰによる新規創業者の情報発信力強
化事業

102 三重県 株式会社　一冨士 5190001011675
冷凍冷蔵設備導入による通信販売・ふるさと納税需
要への販路拡大

103 三重県 有限会社南勢雑貨商事 6190002009354
販促・営業活動を後押しするホームページ・ブログの
開設

104 三重県 小倉工務店 ―
情報発信と設備の改修で公共工事からの脱却と地
域住民の需要獲得

105 三重県 株式会社　ＦＩＴＰＬＡＮ 2190001020126
ホームページを軸にリーフレット・名刺を連動させた
新規顧客開拓

106 三重県 Auto Factory Motor Head ―
自動車整備機械導入と認証工場取得による法人事
業者への販路開拓

107 三重県 元坂酒造株式会社 5190001011171
海外展示会出展による日本酒で世界に伝える大台
町の原風景

108 三重県 山里民泊　みくり ―
田舎暮らし体験の情報発信で宿泊客獲得と改装に
よる設備の充実化

109 三重県 Ｍ＆ＡＴ ― 地域に密着した『選挙用看板レンタル』市場の開拓

110 三重県 有限会社　倉野屋 6190902008686
新規顧客の獲得に向け『伊勢にある創作料理として
の魅力を発信』

111 三重県 松葉 ―
高齢者向けトイレ改装とチラシによる情報発信で新
規顧客獲得

112 三重県 メリ樹～Meriju～ ―
無添加自家栽培の素材を強みに地元市場の深堀と
首都圏市場の開拓

113 三重県 株式会社　下村屋 9190001011176
商談・ショースペース確保によるリフォーム需要へ販
路開拓

114 三重県 株式会社　日進堂 6190001023018 Caf?コーナーの増設と情報発信で新規顧客開拓

115 三重県 ヤマト製材 ―
木材加工分野への進出による顧客ターゲット拡大及
び販路開拓事業

116 三重県 若戎酒造株式会社 5190001009083
日本酒を活用した観光客誘致による地域活性化と直
販事業の推進

117 三重県 有限会社プラスワン 8190002010104
動画配信による誘客とネット販路の構築による販路
開拓事業

118 三重県 ハローズ ―
自動操舵システム設置による顧客満足度と安全性
の向上と強化

119 三重県
ボルダリングジム「ハン
ピ」

―
ホールドの増設(コースの充実)によるビギナー満足
度向上プラン

120 三重県 ジョイフル桂 ―
インバウンド向け民泊開業による空室率30％からの
脱却！

121 三重県 有限会社ハッピーオート 3190002015727
リフト導入で整備部門強化と情報発信でトータルカー
ライフの実現

122 三重県
サニーディッパークライミ
ング

―
初心者とキッズのボルダリングへの認知度向上とそ
の販路開拓

123 三重県 EAST BLUE株式会社 8190002011556 クリーニング店の保管サービス提供による販路開拓

124 三重県 愛海丸 ―
釣果ＵＰ・知名度ＵＰで女性客人気の遊漁船売上ＵＰ
事業

125 三重県 有限会社わっと 9190002015762
4WD車に特化し、展示スペース設置・設備改修で他
社との差別化
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126 三重県 語らいの里　噺野 ―
ホームページ刷新を軸とした複数メディアによるＰＲ
強化事業

127 三重県 pablo ―
出店を活かした信頼度UPと知名度UPで新規顧客を
獲得！！

128 三重県 美波丸 ―
大手企業に打ち勝つための体制整備と利益率の向
上事業

129 三重県 やまちょう ―
「繋がりを作る」コミュニティ店舗へのスタートアップ事
業

130 三重県 合同会社大紀農産 7190003001524
高性能草刈り機導入による地域貢献事業の提案に
伴う売上向上

131 三重県 株式会社ニシコー 9190001011184
ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による不燃木材の付加価値向上
と販路開拓

132 三重県 ベルセレージュ代理店 ―
エステルームでの実演ＰＲによる若手経営者指導及
び販路開拓事業

133 三重県 堀江炭化 ―
ショールームの増築と活性炭を活用した炭肥料の販
路開拓

134 滋賀県 有限会社エフエーオート 4160002008889
幅広い広報活動で個人顧客開拓、リピート率町内一
へ

135 滋賀県 みきや製菓舗 ―
体に優しい栃の実あられとおかきで夏場の売上アッ
プ

136 滋賀県 浜源醤油店 ―
伝統ある醤油醸造直売店としてのブランド力強化を
図る広報戦略

137 滋賀県 オオムラ ― ハンディ検眼機を活用した眼鏡の出張訪問サービス

138 滋賀県 有限会社オオツカ 9160002009420 ホームページ作成による販路開拓事業

139 滋賀県 清水石材店 ― ペット墓石による販路開拓事業

140 滋賀県 レイテック ― 事業所電気設備工事の受注を増やす取り組み

141 滋賀県 風緑 ―
店外飲食スペース・土産物売り場増設による売上拡
大

142 滋賀県 御食事処　あかね ―
トイレの改装工事によるファミリー層への販路開拓事
業

143 滋賀県
日本プレート精工株式会
社

7160001013697 ダイレクト取引型販路拡大事業

144 滋賀県 株式会社　タカダ 8160001008465 レンズメーター導入による最適メガネの提供

145 滋賀県
株式会社　朝比自動車工
業所

7160001009720 夜間のお客様にも対応できる販路開拓事業

146 滋賀県 株式会社マルイビルド 7160001007344
フェアホームの認知度・集客率アップと土地の販売
促進のＰＲ事業

147 滋賀県 ヘア＆エステ　Rilassa ― 戦略的な営業によるフェイシャルエステの利用促進

148 滋賀県 シンタケ写真館 ― スマホ対応による付加価値写真プリントの販路開拓

149 滋賀県 まめまめ工房秘密基地 ― 卸事業の販路開拓とネットショップの販路拡販

150 滋賀県
株式会社 コーティング企
画

1160001006153 塗装工事業者の潜在顧客獲得に向けた販路開拓。
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151 滋賀県 ボディショップ髙岡 ― 農業を営む高齢者の利便性向上による売上増加

152 滋賀県 有限会社福松フーズ 3160002007438 キングサイズ衣類販売による新規売上獲得

153 滋賀県 おでん季節料理きたにし ―
女性客に配慮した店舗改装と広告宣伝による新規
顧客獲得

154 滋賀県 ニコニコ　パン教室 ―
パン等の店頭販売とケーキ予約販売事業による新
規顧客開拓の展開

155 滋賀県 株式会社成建 5160001006752
雨水再利用施工技術のデモ機器設備導入による戦
略的販路拡大

156 滋賀県
Men’s Grooming BarBer
Salon GENT’s

―
「最上の癒しとくつろぎの空間」の提供による販路開
拓

157 滋賀県 川村工務店 ―
木のジャングルジム「くむんだー」の販路拡大とＰＲ
活動

158 滋賀県 キタヤマクロージング ―
羊毛ジャケット製造・販売専門店の麻ジャケット市場
への参入

159 滋賀県
有限会社永源寺マルベ
リー

5160002010118 明日葉ほうじ茶の開発による新規顧客獲得

160 滋賀県 株式会社ヨロキ・テクノス 2160001008883 ＳＮＳを利用したシニア世代向け快適な住まいづくり

161 滋賀県 有限会社　魚万商店 7160002006295 受験生の為の塾弁の制作・販売

162 滋賀県 株式会社ゼン工業 3160001004584
個人のお客様向けホームページ制作と販売促進に
よる販路開拓

163 滋賀県 Hair’s  Rumah ― 看板設置による新規顧客獲得大作戦

164 滋賀県 たけ庄 ―
バリアフリートイレで快適なコミニュケーションの場の
提供を行う

165 滋賀県 株式会社狩野 2210001016071 最新型カニクレーン導入による新規売上獲得

166 滋賀県 ｇｎｉｋ(ジーニック) ―
知名度を高めるための効果的な宣伝ツールで新規
顧客獲得を図る

167 滋賀県 有限会社 アオキデンキ 6160002006123
バリアフリー化による新規顧客獲得による販路開拓・
集客者数向上

168 滋賀県 マスダ園芸 ―
販売環境の改善と苗の品質向上による顧客満足度
向上事業

169 滋賀県 大石建築デザイン ―
自社ホームページの確立で新サービスの発信と新
規顧客の販路開拓

170 滋賀県 さらま交易 ―
小売業者に対するアフリカ民芸品、雑貨のＰＢ供給
事業

171 滋賀県 辻野洋品店（マーブル） ― Ｗｅｂページ開設と販売力の強化事業

172 滋賀県 和のほとり　忠兵衛 ―
ロードインサインによる新規のお客さまの集客アップ
事業

173 滋賀県 有限会社池田養魚場 1160002009361
自社製造特産品を道の駅での販売により自店舗へ
集客を目指す

174 滋賀県
ヘアーファッション　ナカジ
マ

―
店舗へのアプローチの改装による環境改善取り組み
事業

175 滋賀県 ビールとハイライト ― 新商品開発による女性顧客開拓とリピーター増
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176 滋賀県 美容室クレアール ― ネイルプリンター導入による顧客開拓

177 滋賀県 有限会社アグリ甲賀 7160002005058 ホームページ開設とチラシ広告による販路開拓

178 滋賀県 宮川木工所 ―
下請け体質からの脱却！エンドユーザーへの家具
提案促進事業

179 滋賀県 割烹　山しき ―
ＨＰ作成と座敷用高座椅子・テーブル導入による新
規顧客獲得

180 滋賀県 ＫＴＲカスタムガレージ ―
自動車架装改造業者の受注拡大を図る機械＆ウェ
ブ導入事業

181 滋賀県 宇を清 ―
お弁当でもあったかいんです！～宇を清の心温まる
おもてなし～

182 滋賀県 ユアーズホーム ― 気密測定で差別化！エコリフォームで新規顧客開拓

183 滋賀県
株式会社シミズエクワイン
クリニック

1160001017613
検査機器導入による正確・迅速な診療体制の確立と
販路拡大事業

184 滋賀県 トランスブート株式会社 5160001004293
ＺＥＨの普及に対応したスマートリアスの顧客提案
ツールの構築

185 滋賀県 LAID‐BACK ―
米国直接仕入れ希少衣料販売店の実店舗売上アッ
プ販促事業

186 滋賀県 なごみ工房 ―
自家栽培無農・減農薬米、米粉、米粉のお菓子の販
路開拓、拡大

187 滋賀県 小嶋産業 ―
取り戻せ！地域のコミュニティ　～タイヤ専門店への
革新～

188 滋賀県 スモーク工房杣人 ―
顧客満足度の高い商品開発を通じた市場拡大の実
現

189 滋賀県 馬場兄弟税理士法人 8160005003207
身近な税務相談窓口をアピールし一般客を取り込む
為の看板設置

190 滋賀県 ぱそこん教室ポレポレ ―
ロボットプログラミング教室の生徒獲得のためのPR
強化

191 滋賀県 くつろぎ處　酒菜 ―
第一印象で入りたくなる店作りと新メニューで集客・
単価向上

192 滋賀県 有限会社もりかわ農場 4160002007379
自社生産「完熟いちじくのドライフルーツ」製造・開発
事業

193 滋賀県 内保製材株式会社 7160001007484 大工さんの手仕事でつくる、無垢の注文家具

194 滋賀県 薪窯キッチンペロッタ ―
薪窯（石窯）ピザの移動販売による販路開拓と広告
宣伝

195 滋賀県 有限会社　大野養真堂 1160002005294
新規分野開拓へのHPと連動したQRコード付きチラシ
配布事業

196 滋賀県 株式会社　平野住建 1160001005667 新商品（高性能規格型住宅）普及のための広報活動

197 滋賀県
株式会社　トータルハウジ
ングエステート

3160001019979
半径２ｋｍ以内の地域住民へ知名度の浸透に向け
た広報活動

198 滋賀県 有限会社　白谷木材 4160002007734
隣接県岐阜へ、伊吹山麓のケーキ店の魅力発信・
新規顧客開拓

199 滋賀県 美賞堂榊原時計店 ―
補聴器特性測定器で他店との差別化を図り病院新
規参入の獲得

200 滋賀県 竜王園芸・フローラ竜王 ―
花教室開催による「地域課題解決への貢献」と「販路
開拓」の両立
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201 滋賀県
株式会社バックアップデ
ザイン

4180001105470
ＨＰのスマホ・タブレット最適化とＢtoＢ向けの営業
ツール開発

202 滋賀県
株式会社きたなかふぁー
む

6160001018458 ホームページを活用した販路開拓・物販事業

203 滋賀県 ＣａｌｉＭａｒｔ ― ミニアメリカ、ミニＬＡの店舗告知による販路開拓

204 滋賀県 ビストロ　リコッタ ―
新規開店ビストロのディナータイム強化のための販
促事業

205 滋賀県 株式会社　ヨシダ塗装 4160001019739
スマホのアプリで塗装工事の実践動画が見られるチ
ラシ作成

206 滋賀県 河合重機株式会社 5160001019597
自社HP開設による「ほ場整備事業」の民間直接受注
で新規開拓

207 滋賀県 カナリヤ楽器有限会社 2160002008874
右脳・左脳を育むロボットプログラミング教室と音楽
教室のコラボ

208 滋賀県 株式会社かぎて屋 1160001014263
その痛み我慢しないで！子連れＯＫ！ママにやさし
い治療院事業

209 滋賀県
有限会社　第一ツーリスト
ビクトリー

9160002013513
個人顧客獲得のためのホームページの作成と京都
営業所認知度向上

210 滋賀県 株式会社　アスオン 5160001017543
ＡＬＣの情報発信による既存及び新規事業との相乗
効果創出

211 滋賀県 植西造園 ―
「夢と感動をお庭で演出します」ホームページで新規
顧客獲得！

212 滋賀県
甲賀・忍びの宿　宮乃温
泉

―
外国人向け多言語化HP作成とスマホ対応による新
規顧客獲得

213 滋賀県 ＲＥ　ＣＬＥＡＲ ―
シミケア機器導入とチラシの作成・配布による新規顧
客獲得

214 滋賀県 ユアーズ　カットサロン ―
ヘッドスパ専門リラクゼーションサービスの開発によ
る顧客開拓

215 滋賀県 光工務店 ― ３Ｄ建築ＣＡＤシステムの導入による受注獲得

216 滋賀県
Ｙ－ｓｔｙｌｅ　ＢＡＲＢＡＲ　Ｙ
ＡＳＵＤＡ

― 男子中高生が来店しやすい店づくり事業

217 滋賀県 株式会社ACE教研 6160001019588
ITを利活用した高付加価値個別指導による新市場
への参入

218 滋賀県 伊藤製畳株式会社 9160001011815 既製品とは違う本格派置き畳の販路開拓

219 滋賀県
わんわんサロン　きゃん
でぃ

―
「ペットの炭酸浴」サービスの実施による付加価値の
向上

220 滋賀県 かをり理美容所 ― 地域に密着した高齢者に優しいお店の実現

221 滋賀県 株式会社ＫＯＨＤＥＮ 6160001016577
時代の要請に応えたもう一本の事業分野を育て経
営の強靭化を図る

222 滋賀県 糀屋吉右衛門 ―
自社ブランド向上、受注・予約・決済機能を有するＨ
Ｐ製作

223 滋賀県 有限会社うえかわ 6160002007889 店舗外装のイメージ変更による新規顧客の拡大

224 滋賀県 株式会社寺本工業所 5160001018079 HP新規作成を通した独自技術PRによる販路開拓

225 滋賀県 おきしま倶楽部 ―
近江のよいもので作ったテイクアウト商品とお土産の
販売
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226 滋賀県 有限会社池本煙火店 5160002005282 新規需要に対応できる新規打上用設備の導入

227 滋賀県 市田食品 ― 組合せセット品の販売で、新規顧客を獲得する！

228 滋賀県 栗東鍼灸整骨院 ― 来院困難者に対する訪問施術実施による売上アップ

229 滋賀県 バールラディカ ― オープンカフェ新設による「外側から見える店づくり」

230 滋賀県 みのり農園 ― 農家レストラン「sato  kitchen]開業

231 滋賀県
FAMILY　HAIR　SALON
MILK

― 美と健康と楽しく過ごすための販路開拓事業

232 滋賀県 株式会社　福井弥平商店 7160001012039
古式山廃仕込による熟成酒のパッケージ改定による
販路開拓事業

233 滋賀県 理容すず ― お客様へのサービスの提供を高める販路開拓事業

234 滋賀県
株式会社中村建材工業
所

8160001010090
バリアフリー化ノンスリップタイルの製造を可能にす
る金型の開発

235 滋賀県 すし割烹　志 ―
テーブル、椅子席の導入によってお客様の居心地を
よくする

236 滋賀県 株式会社　伊吹機械 2160001007200
多国語対応ホームページの新設による金型販路開
拓及び売上増加

237 滋賀県 有限会社ホソイ 9160002011756
ホームページの刷新とオンラインショップの構築によ
る集客の強化

238 滋賀県 安井酒造場 ―
熟成生酒、販路拡大を目標とする大型業務用冷蔵
庫の購入

239 滋賀県 株式会社　丸由 7160001008747 散水瓦販売による新規顧客開拓

240 滋賀県 久田工芸 ―
オーダーメイドの飛び出し人形制作による販路開拓
事業

241 滋賀県 株式会社土山木協 1160001005312
新商品【仮称woodCUBE】椅子の開発による新規顧
客の獲得

242 滋賀県 株式会社ビエンカサ 7160001015677
会社紹介・現場紹介・スタッフ紹介などの映像による
新規顧客開拓

243 滋賀県 北島酒造株式会社 4160001004856
蔵元ならではの魅力とブラント商品の発信で販路拡
大！

244 滋賀県 七右エ門 ―
四季を感じる「こだわり庭」紹介映像付きホームペー
ジ作成

245 滋賀県 有限会社　ＫＯＰＰＥ 6160002004399
自慢のコッぺパンを武器にした新サービスで販路開
拓

246 滋賀県 株式会社　西橋農園 7160001007914 販売所の待合スペース増設事業

247 滋賀県 吉田農園株式会社 2160001019922 お米の新たな付加価値を創出する　メッセージ米

248 滋賀県 株式会社おおやま工務店 4160001017940
「ＥＣＯ家」完成見学会の開催による新規顧客開拓事
業

249 滋賀県 Cafe　Parc ―
限定メニュー・パーティーメニュー提案の強化による
来店促進事業

250 滋賀県 Ｍｏｎｔ　ｐａｉｎ ―
ホームページ立ち上げ及び運営による集客増加の
実施
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251 滋賀県 ＢＬＵＥhair ― 美容サービスを広報するためのホームページ制作

252 滋賀県 中村栄一税理士事務所 ―
地元中小企業を顧客開拓する為、認知度向上を図
るための看板設置

253 滋賀県 ミズタマカフェ ―
新商品フルーツ大福と新メニューのPRで新規顧客の
獲得

254 滋賀県 hair　salon　famille×阿星 ―
オリジナル看板で認知度向上と新規サービスによる
販路拡大

255 滋賀県
有限会社スポルトクオー
レ

8120002081969
ウェブサイト活用によるジュニアレッスンの新規顧客
開拓事業

256 滋賀県 瓦清瓦店 ―
ほっこり「よもぎ蒸しサロン」のPRと・施設の充実で販
路拡大

257 滋賀県 増本商店（大黒屋） ― ランチメニューの実施による販路開拓

258 滋賀県
カイロプラクティック総癒
館

―
新メニュー『付添い割』『ゆったりコース』で集客・売上
アップ！

259 滋賀県 山本ガラス ― 窓マイスターによる省エネ・快適生活の提案計画

260 滋賀県 有限会社 湖新 8160002005957
ハウスクリーニング事業、販路開拓のためのＰＲ活
動

261 滋賀県 ソーイングアトリエandante ―
新型工業用ミシン導入による新商品への取り組みと
生産業務効率化

262 滋賀県 有限会社　カネマル 6160002005562
HP開設で知名度向上と、こだわり米を使った新商品
の販路開拓

263 滋賀県 有限会社宮川電子 9160002009874
モニター付き双眼実体顕微鏡の導入による販路開
拓

264 滋賀県 高島ミニコンポンプ ― 「紹介」に依存した経営体質からの脱却！

265 滋賀県 あい整骨院 ―
ＨＰ作成による「地域に密着した整骨院」の認知度向
上とＰＲ事業

266 滋賀県 株式会社Ｉｖｙ　Ｒｉｎｇ 1160001019659
新規開店シニア向け生涯学習教室の会員獲得のた
めの販売促進事業

267 滋賀県 カネマン陶器株式会社 8160001005504 海外販路開拓・大規模展示会(ICFF)への出展

268 滋賀県 サカモト工房 ―
営業力強化とデザイン・アイデアの提供による新顧
客確保

269 滋賀県 松喜園 ―
高齢化社会に対応するテーブル・椅子の設置による
販路開拓事業

270 滋賀県 有限会社　辻野自工 4160002008352
新規顧客獲得のため店舗整備と自社ＰＲチラシの配
布

271 滋賀県 静勝工務店 ―
HP作成とチラシ配布で新規顧客獲得とリフォーム件
数の増加

272 滋賀県 株式会社冨士商会 6160001018342
新店舗ＰＲで新規顧客開拓、新機器導入で顧客満足
度向上

273 滋賀県 Smile plus ―
SNSと連動したホームページ作成と産後ケア普及事
業

274 滋賀県 なべかま本舗ちゃらく ― ブランド確立による販路開拓

275 滋賀県 久保田大工店 ― 店舗建築受注の為の販路開拓事業
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276 滋賀県 ＮＥＡＴ／ニート ―
ホームセキュリティ機器のチラシ作成、宣伝及び販
路開拓事業

277 滋賀県 アラカワ化粧品店 ―
エステサービスを導入し、新規顧客獲得をめざす事
業

278 滋賀県 cotory sewing labo ―
サブカルチャー愛好者に特化した詩集ブルゾン開発
による販路開拓

279 滋賀県 株式会社　まちづくり湖北 5160001007676
地域を元気に！ブランド化した郷土食品『沖の洲』の
販路開拓！

280 滋賀県 有限会社木楽ファーム 3160002009491 通年出荷が可能な特殊苗木の生産による販路開拓

281 滋賀県 攀桂堂 ― 大きくて分かりやすいカタログによる受注拡大戦略

282 滋賀県 瀧野スポーツ工業 ―
子供たちが安心・安全に運動ができるグラウンド整
備事業

283 滋賀県 茅葺の里　白谷荘 ― 歴史文化関連の観光客獲得による販路拡大

284 滋賀県 JOINT ―
「事故対応ができる車屋さん」をアピール！新たな顧
客を獲得

285 滋賀県 Ａ　カンパニー ―
ＨＰ開設と事業案内チラシ作成による新規顧客獲
得・販路拡大

286 滋賀県 有限会社　こだわり卵 5160002005836 こだわり卵のさらに付加価値向上で販路拡大

287 滋賀県 ハートミュージック ―
娯楽型ピアノ教室の開始による60代男性の新規顧
客獲得事業

288 滋賀県 株式会社　Smile　Maker 7160001019216
〈ユニークな手のひらサイズの常備品POKECO〉販売
拡大計画

289 滋賀県 有限会社Ｋカンパニー 9160002004405
安心安全な宅配商品をＰＲし、若年層の顧客獲得を
目指す事業

290 滋賀県 有限会社山口モータース 3160002007553
4世代目顧客獲得に向けたサービス向上による新規
売上獲得

291 滋賀県 富士熔工株式会社 9160001013679 溶接工職人の鉄家具への挑戦「ＣｕｔｔｉｎｇＥｄｇｅ」事業

292 滋賀県 株式会社ＢＥＬＴＡ 8160001019066
サラリーマンのちょい飲みニーズ獲得に向けた販路
開拓事業

293 滋賀県 髪空間　心 ―
ＨＰ更新・チラシ・看板等活用による店舗ＰＲで新規
顧客開拓

294 滋賀県 家具工房ＵＮＯＫＡ ―
木製品の良さを伝え、暮らしの提案を行うショールー
ムの開設

295 滋賀県 株式会社ＮＡテック 4160001017528
３秒で展開できる災害避難所「安眠シェルター」の販
路開拓事業

296 滋賀県 みなくちファーム ― メタセコイア並木を望む、体験型観光農園

297 滋賀県 有限会社ファインアート 8160002005536
お車の預かりサービス導入による新規顧客獲得事
業

298 滋賀県 ふしみや ―
インターネット販売を通じた当店自慢の鯖寿司の全
国展開

299 滋賀県 和邇浜青年会館 ―
ロビー・カフェスペース新設と交流イベント実施による
顧客拡大

300 滋賀県
株式会社　オレンジファク
トリー

6160001017798
自家焙煎機導入による鮮度の高いコーヒー提供で販
路拡大
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301 滋賀県 新八農場 ― 米販売ＥＣサイト（ＢtoＣ）集客事業

302 滋賀県 株式会社 エコグリーン 3160001018782
業務内容の拡大および作業効率化による商業施設
からの受注拡大

303 滋賀県 長治庵 ―
真空パック・新パッケージによる高付加価値商品で
売上アップ

304 滋賀県 森工務店 ―
モデルハウスオープンに向けた看板設置・折込み広
告の販路開拓

305 滋賀県 合資会社三和 2160003000657
看板新規設置（看板設置土台の補修含む）・軒先テ
ントの改修

306 滋賀県 みはる窯 ― 登窯のギャラリー化による新規顧客獲得事業

307 滋賀県 有限会社　小川亭 8160002005627 宿泊来訪者の快適空間の創出（客室トイレの改修）

308 滋賀県 味葦庵 ―
ＨＰのスマートフォン対応とパンフレット作成で新規顧
客獲得

309 滋賀県 竜王ふなずし工房 ―
業界初　東京築地での「無料鮒寿し漬け込み体験
会」開催

310 滋賀県 COLOR LABEL ―
日本、滋賀発国内経由世界行！デザイン省エネ住
宅顧客開拓事業

311 滋賀県 有限会社　東呉竹堂 7160002011089
広く深いＰＲで、小ロット印刷・製本を求める新規受
注開拓

312 滋賀県 クチートとみおか ―
「ここにこんな店があります！」受注準備は万端　次
は情報発信へ

313 滋賀県 高島ワニカフェ ―
テイクアウト商品「山羊のチーズケーキ」販売と回転
率の向上事業

314 滋賀県 中村水産 ―
琵琶湖の幸を全国のFAN（共感者）へ運ぶまでの道
程

315 滋賀県 平松源木工房 ―
漆塗り品質及び生産効率向上による作品数の増加
と新規顧客の獲得

316 滋賀県 有限会社中嶋商会 8160002010263
地元に根づく自動車整備工場！軽トラックから福祉
車両まで！

317 滋賀県 北新商店 ―
こだわり豆腐の価値を訴求する買物カゴ等機能を付
加したＨＰ開設

318 滋賀県 Ｃｏｇｏｃｏｒｏ ―
オンリーワンの革小物と八幡帆布鞄の販路開拓・店
舗への集客

319 滋賀県 Ａ－ＤＯゼミナール ―
キャッチコピー発信と新講座等開設による差別化戦
略

320 滋賀県 千秀 ―
新規固定客づくりの為の販売促進システムの構築及
び実施

321 滋賀県 株式会社ニルバーナ 5160001017873
米の少量・適量需要への対応を通した市場拡大戦
略

322 滋賀県 美冨久酒造株式会社 8160001005223 小ロット多品種商品化販売事業

323 滋賀県 滋賀ホームクリーン ―
ＢtoＢ取引から販促活動を行い新たにＢtoＣ取引へ
参入

324 滋賀県 有限会社よしうめ 6160002011593
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

325 滋賀県 NAIL+CAFE　ѐclat ―
身体の中からも外からも綺麗を知っていけるネイル
＆カフェの展開
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326 滋賀県 アイックス ―
目に留まる看板の設置、誰もが見て分かり易いチラ
シでのPR

327 滋賀県
株式会社ふじわら設備工
業

8160001018241
看板・ホームページ作成と地域コミュニティによる新
規顧客獲得

328 滋賀県 株式会社山水園 5160001005366
ホームページ開設(予約システム導入）による新規顧
客獲得事業

329 滋賀県 株式会社鹿深サービス 8160001017425
販売拠点となる店舗をOPEN！「鹿深米」の販路を拡
大する事業

330 滋賀県 つかさ ―
新サービスによる地域コミュニティへのマーケティン
グ戦略

331 滋賀県 小杉豊農園 ―
観光客をターゲットとしイチゴ狩りへ新規顧客の獲得
を図る

332 滋賀県 リアン美容室 ― 「頭皮や髪のトラブル改善」新規顧客獲得ＰＲ事業

333 滋賀県 有限会社　梓工務店 9160002002342
石場建て伝統構法による家づくりを伝える「日本の家
写真展」

334 滋賀県 ティーマップ ―
航空写真測量におけるドローン撮影機導入による販
路開拓

335 滋賀県 株式会社 京滋シード 7160001014984 有機栽培野菜アイスプラント加工品の販路開拓

336 滋賀県 マーガレット ― 限定ランチ営業開始に伴う新規顧客獲得事業

337 滋賀県 かばたリゾート株式会社 2160001016548
パンフレットと看板の作成による新規顧客・リピー
ターの獲得

338 滋賀県 SUGAR＋cafe ―
お店にカフェを併設しました　婦人服店の店舗改装・
周知宣伝事業

339 滋賀県 有限会社ヤマダ油脂 2160002009039 自社事業展開の周知を促進する広報事業

340 滋賀県 株式会社はたけのみかた 2160001018387
滋賀県産原材料を使用した米粉麺、スープの開発と
販売

341 滋賀県 マワリ栗東＋ＣＡＳＡ店 ―
店舗改装で取りこぼし団体客層の獲得とランチ利用
客層の拡充！

342 滋賀県 タカギ・フーズ株式会社 8160001011972
カタログ及びロウ見本の作成によるアドベリー商品
売上向上計画

343 滋賀県 ニシユウ産業株式会社 7160001010125
顧客接点を創出するためのドッグランサービスの提
供

344 滋賀県
有限会社アナ・プールいち
え

3160002006002
ウェブによるウエディングプランナーと新郎新婦の
マッチング事業

345 滋賀県 リカーショップ悦 ― 観光客が立ち寄り易い店舗作りによる販路拡大

346 滋賀県 有限会社　バランス 4160002011827
食品製造工房を新設し、ピザを含めた自社商品の充
実を行う

347 滋賀県 株式会社ライフ・ワーク 5160000100716 新ブランド「金龍」の販促による売上向上事業

348 滋賀県 株式会社　新東陽 6160001007394
住宅・不動産のチラシ及びホームページによる販売
促進

349 滋賀県 乾杯商事有限会社 4160002011661 待ち合わせ場所にも使える、目に付くＢＩＧアーケード

350 滋賀県 金田寛一商店 ―
一般消費者に対してお米の販売拡大および生産者
への販路の確保

14/83



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成２８年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

351 滋賀県 あやべとうふ店 ― 改めて地元での認知向上、直売での販売力強化

352 滋賀県 株式会社河米工務店 9160001011848 木造住宅の耐震化、地域産木材の活用推進

353 滋賀県 ドックラン　アンカレ ―
会員制ドックランの施設紹介の広報による地元顧客
の拡大事業

354 滋賀県 光建設 ―
第二創業で新たなジャンルの「盆栽」を提案し販路開
拓を行う

355 滋賀県 有限会社　柴田テック 3160002007462
３DCADによる企画設計及び製造体制整備による直
販化推進

356 滋賀県 公文式速水教室 ―
英語学習者を倍増させるためのPR強化と受け入れ
体制整備

357 滋賀県 株式会社夏見工務店 1160001013554
「お家の燃費を計ってみませんか」燃費相談窓口販
路開拓事業

358 滋賀県 木元製菓舗 ―
製造用ミキサー導入及び広報強化による新規顧客
開拓事業

359 滋賀県 株式会社　はんがい 7160001016519
ユニバーサルファッション取り扱いによる新規顧客開
拓事業

360 滋賀県 ライフショップなかまつ ―
高齢者向けプチ贅沢「なかまつ手作り惣菜弁当」の
販売開始

361 滋賀県 Jumeirah esthetique salon ― お客様の受入態勢改善と販路開拓

362 京都府 有限会社　炭平旅館 1130002033851
外国人旅行者向けWEBサイト新設による新規顧客
開拓事業

363 京都府 癒し空間Ｓｕｎ里 ―
取りこぼし客と新規顧客獲得のためのスタッフ体制と
施術環境整備

364 京都府 天の酒喰/くれ竹/花笑舞 ― ユニバーサルデザイン化による集客促進事業

365 京都府 有限会社真鍋組 7130002033887
当社開発工法をわかり易く纏めた小冊子を活用した
販路開拓事業

366 京都府 有限会社すずらん 3130002033981 お客様の声への対応による販路開拓

367 京都府 株式会社　とト屋 5130001042957
視察対応のビジネス化及び食事提供スタイル変更に
よるニーズ対応

368 京都府
七彩の風　浜の路　臨江
庵

―
顧客満足度向上に向けた環境整備と広報活動によ
る販路拡大

369 京都府 京丹後BF株式会社 5130001051537
ホームページの改善とスマートフォンアプリの作成に
よる販路開拓

370 京都府 山ちゃん ―
陽だまりの縁側カフェで提供するほっこり健康長寿ラ
ンチ

371 京都府 竹野酒造有限会社 9130002033745
高品質商品の開発と製造工程の目に見える化によ
る海外販路開拓

372 京都府 高橋織物 ― 宮城地鶏鳥モモ炭火焼き鳥事業の販売強化

373 京都府 海辺の宿　夕凪 ―
Wi-Fi環境及び冷暖房設備の導入で顧客満足度向
上の取組み

374 京都府 かに干物工房丹水 ―
水槽利用で飲食スペースの魅力づくりをし顧客を引
き付ける

375 京都府 しばの ―
未活用施設に地域コミュニティ機能を持たせ売上拡
大を目指す

15/83



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成２８年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

376 京都府
カットスペースサンクチュ
アリ

―
車いすの方や高齢者の方にも優しい店舗づくりによ
る売上向上

377 京都府 株式会社　プロキダイ 9190001005343
世界初のスポーツ用生体電極シートのブランド確立・
世界開拓

378 京都府 株式会社 OIKOS 5130001054622
京都の文化を守り、地域に密着する民泊代行業とし
ての認知度向上

379 京都府 玉木石油 ― お客様の声に応えるトイレの洋式化による販路開拓

380 京都府 メガネサロンコマキ ―
心から納得のいく補聴器選びをお手伝い!快適な生
活応援事業

381 京都府 株式会社　橋本水産 6130001056155 京都伊根産イワガキ品質向上＆販路拡大事業

382 京都府  ㈱adore studio 1130001057901
ウエディングロケーションフォトの更なる充実による
売上向上計画

383 京都府 Red Rice 自然農園 ―
自然栽培で栽培した干し芋の製品及びパッケージ開
発と販路開拓

384 京都府 らーめん跳満 ―
新メニュー開発・既存メニューの改良に伴う販売促進
PRの実施

385 京都府 株式会社 松鶴 4130001043097
ダイニングルームの半個室化による顧客満足度を高
める

386 京都府 民宿　あさひ ―
予約管理システム導入とホームページリニューアル
による顧客誘導

387 京都府
日本天鵞絨工業 株式会
社

3130001034931
重要文化財用天鵞絨（ビロード）裂地製造による販
路開拓

388 京都府 株式会社　キリノ 2130001034874
地域のお客様の生活に寄り添うリフォーム事業進出
による販路開拓

389 京都府 デバタ電気 ―
＜寄り添った温かなサービス＞を提供する町の電気
屋さんをＰＲ

390 京都府 津多屋 ―
若年層向け店舗改装による集客アップと京都丹波地
域の魅力発信

391 京都府 株式会社 ムラタ瓦 2130001034965
ムラタ瓦流「人育て」「技育て」を活用した新サービス
展開

392 京都府
株式会社　京・美山ゆば
ゆう豆

8130001046947
新感覚、京・美山ゆばゆう豆特製つけ麺で新顧客層
への販路開拓

393 京都府 長田電器 ―
無人航空機を使った保守点検業務実施による販路
拡大事業

394 京都府 株式会社 fatマネジメント 6130001054076
四季を感じる広告宣伝により、地域の魅力を伝え利
用者増を図る

395 京都府 有限会社中河乳業 5130002025382 配達する牛乳の保冷大作戦

396 京都府 南山商店 ―
『建築後半世紀に亘る店内・外装のリフォーム及び
炉端店の新設』

397 京都府 ガレージシルバラード ―
オフロードバイク新規顧客囲い込みのための整備作
業の機械化

398 京都府 ｐａｎｄｏｚｏ　ｃａｆｅ ― お土産商品の開発による売上向上計画

399 京都府 株式会社エール 6130001027387
ネット拡販にともなうランドセルカバー文化盤石化計
画

400 京都府
有限会社 大江ホンダ販
売

1130002032969
中古車販売強化と新サービス開始による新規顧客
獲得と売上向上
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401 京都府 佐藤建築設計室 ―
木造住宅部門強化による会社体力強化と販路拡大
による売上アップ

402 京都府
株式会社　西日本エスエ
スシー

1113000104120
楽しめる空間としての庭造りの提案による新規顧客
開拓事業

403 京都府 三和タオル製織株式会社 4130001041398
訴求力と顧客満足度向上のためのIT化促進による
新規顧客獲得

404 京都府
株式会社アグロス・カワモ
ト

4130001037058 農地所有適格法人と貸し農園経営を目指す事業

405 京都府 細見自動車 ―
保有期間長期化に伴う塩害防止対策の見える化実
施による販路拡大

406 京都府 新興化成工業株式会社 2130001038999
3Ｄプリンターを導入し造形した製品を販売する新事
業への参入

407 京都府
株式会社　協和電工　い
しづ

8130001036667 新たな販促用PR（ウェブサイトで技術を公開）

408 京都府 オフィス陽だまり ― チャレンジ５５～古き営業が新しい

409 京都府 株式会社 野村龍酒店 ―
蔵タイプ日本酒セラーによる蔵元直取引和酒の販路
開拓事業

410 京都府 珉珉 向日町店 ―
激辛チャーハンの真空パック化によるネット販路拡
大

411 京都府 株式会社ビクパソネット 2130002030063 脳科学理論にもとづいた人生の土台育成プログラム

412 京都府 オオクワ京都昆虫館 ―
昆虫標本を活用した昆虫イベント認知促進と販路拡
大

413 京都府 アルモニーア ―
陶芸部門の業務効率化による売上拡大と顧客満足
度向上

414 京都府 コッチラボ株式会社 1130001052209
健康志向の高まる中東圏のニーズを捉えた大豆製
品の開発・提案

415 京都府 いこいの里 ―
健康野菜たっぷりのお惣菜弁当配達サービスによる
販路開拓

416 京都府 森本織物株式会社 4130001036943
ふすま材料での雑貨アイテム開発と手工芸としての
販路開拓事業

417 京都府 ｕｒｕｊｙｕ ― ハレの日の贈り物・寿ぐ漆器で販路開拓事業

418 京都府 東工務店 ―
『家づくりのための大工体験教室による新規顧客開
拓・ＰＲ事業』

419 京都府 森の力京都株式会社 5130001042544
木質ペレット認知度向上のための移動ショールーム
製作事業

420 京都府
合同会社 松本リハビリ研
究所

5130003004047
ITを活用し介護技術の普及活動を行い介護現場の
悩みを解決

421 京都府 味工房ひさみ ―
贈答用パッケージデザイン作成及び商品・体験工房
のＰＲ事業

422 京都府 株式会社　すずらん薬局 4130001050036
腸活プレミアムに特化したインターネット広告による
新規顧客開拓

423 京都府 Cafe　R ― 業者向け惣菜ワッフルの新規開発

424 京都府 有限会社 植田建築 8130002032368
丹後の薪ストーブ設置＆薪作りワークショップを通じ
た販促活動！

425 京都府 京近淳デザイン事務所 ―
新規商材として動画・映像制作態勢の拡充と販売促
進PR
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426 京都府 株式会社オークス 2130001036623 住宅の耐震性能の向上（耐震等級3をめざす）

427 京都府 広秀商店 ―
製麺業部門の更なる強化を図るため作業工程の一
部を機械化する

428 京都府 リストランテナカモト ―
ご家庭や遣い物へのレストランクオリティー提供によ
る販路開拓

429 京都府 ユラプリン＠アラヤマ ―
生産能力向上のための生産体制整備と看板設置に
よる集客力強化

430 京都府 クリーニングつき山 ―
染み抜きサービスを軸にした新たなクリーニングの
販路開拓事業

431 京都府 的場農場 ―
希少品種商品における高級市場への本格的参入と
経営力向上事業

432 京都府 株式会社デザインスープ 8130001048225
ローカル×ITを実践できるコミュニティスペースの開
設

433 京都府 新井米穀店 ―
玄米専用低温倉庫を整備し温度管理する事で高品
質なお米販売

434 京都府 株式会社シンキ 9130001056524
感染症予防対策「デルフィーノ」の販売・施工による
販路開拓事業

435 京都府 株式会社TAIGA 7130001058852
釣り具、カー用品ケア商品「ウィルクリーン」開発によ
る販路開拓

436 京都府 ㈱新治田中組 8130001042698 クロスメディア広告を活用した販路開拓事業

437 京都府 クマノ物産 ―
買物弱者地域の顧客ニーズに対応するための車両
新設と保冷庫搭載

438 京都府 株式会社Coolware 6130001037287
投稿型プラットフォーム簡単作成システムの販路拡
大

439 京都府 株式会社久保工務店 5130001043006
３次元ＣＡＤによる技術向上とＶＲ機器導入による顧
客満足度向上

440 京都府 株式会社タイセイ 1130001037829 ホームページで新規事業の提案

441 京都府 有限会社　辻本石油店 3130002030178
車のメンテナンスとお悩み相談による自動車整備販
路拡大

442 京都府 舞妓の茶本舗 ―
海外向けオンラインショップの強化による将来を見据
えた販路拡大

443 京都府 株式会社Sabai 2130001057801 京都・伊根の新たな特産品開発【干物の製造・販売】

444 京都府  いば木工 ―
「建具組立機」の導入による木製建具復活のための
販路拡大

445 京都府 的場剛石材店 ―
　お墓のリフォーム引っ越し需要を掘り起こし、顧客
獲得を行う

446 京都府 寿司・和食　たくみ ― 地域特産メニュー提供効果で、売上倍増

447 京都府 有限会社　田舎暮らし 1130002033208
品質向上と展示商談会等を通じた、、ジビエ肉の販
路開拓

448 京都府 京都茶ビール合同会社 7130003004210 「京都茶ビール」新商品のプロモーション

449 京都府 有限会社サンビイ 4130002032611
顧客ニーズの高いパーティスペースの拡張と新メ
ニューの広告宣伝

450 京都府 株式会社和束紅茶 9130001051847
京都和束紅茶の商品パッケージと販路開拓の為の
宣伝活動
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451 京都府
株式会社ワーキングショッ
プ三徳

9130001044925
顧客管理のIT化とネットショップ販売で個人顧客の売
上をUP！

452 京都府 井上瓦店 ―
今後さらなる展開に向けての第一歩！アピール看板
設置事業

453 京都府 株式会社　ナイスリビング 4130001030319 ネット通販等の導入による紅茶葉販売の促進

454 京都府 株式会社堀尾デンキ 8130001040875
リフォーム市場参入のための提案型プレゼン力の強
化

455 京都府 網野タクシー株式会社 8130001058075
タクシー車両及び提供サービス内容広報による顧客
獲得事業

456 京都府 増錬工業株式会社 7130001042724
オフェンス型ホームページ新設と営業ツール化によ
る受注獲得事業

457 京都府
LogCafe & 薪ストーブ
ショップ 　フローレスタ

―
新たな商品開発による新規顧客獲得及び販路開拓
とＩＴ活用

458 京都府  株式会社コムサイエンス 5130001045811
ギガビットＰＯＦメディアコンバータの商品化と販路開
拓

459 京都府 株式会社K・Kファーム 1130001050690
アロマ体験ツアーの受入拡大による集客力強化事
業

460 京都府 株式会社ニューライフ 7130002031247
新普及型アーム式テレビ『パイプアーチアーム』の開
発

461 京都府 山崎電気株式会社 6130001040670
ロゴ・強みを前面に出した店舗ファサードで効果的な
訴求を実現

462 京都府 与謝娘酒造合名会社 1130003002764
京都・与謝野の新しい日本酒・リキュールを世界へ
展開！

463 京都府
有限会社丹後ジャージー
牧場

9130002033919
商品やサービスのこだわりと魅力を広く伝える販促
ツール作成事業

464 京都府 京都旬らぼ株式会社 9130001045667
試飲を活用しＳＮＳでの拡散を目指した京都産ケー
ル青汁の拡販

465 京都府 三徳美健株式会社 8130001043192
バーコード管理システム導入と空き店舗改装による
販売促進事業

466 京都府 クスカ株式会社 8130001040636
KUSKAブランド、イタリアの展示会に出展し海外展開
を目指す

467 京都府 林商店 ―
快適な窓まわりの提供による一般顧客への販路開
拓計画

468 京都府 羽衣荘 ―
ＨＰ環境を整備し、宿の魅力が伝わりやすいＨＰによ
る集客力強化

469 京都府
株式会社エム・イー開発
技研

4130001033313 デジタル捺染分野における蛇行修正装置の活用

470 京都府
シェルサウンド尾江有限
会社

7130002033796
外国人、高齢者、お子様、多様性に対応する顧客満
足度向上事業

471 京都府 カワベ技建 ―
ITの有効活用を行いホームページを作成した販売促
進PR

472 京都府 ｕＲａｓｈｉＭａ ―
顧客満足度向上のため美味しさと効率化を追求した
先進機器導入

473 京都府 有限会社芳賀製作所 4130002033717 全国規模の営業展開と工場設備のデシタル化事業

474 京都府 民谷螺鈿株式会社 5130001052725
自社開発生地のバリエーションアップを図り海外市
場拡大を狙う

475 京都府 和田農園 ― 海外への販路開拓、製品開発及び輸出組合加入
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476 京都府 中西建築 ―
古民家再生という新たな市場への参入を図ることで
受注を獲得

477 京都府 株式会社　八百忠 ―
ランチメニューの開発による少人数グループの取り
込み

478 京都府 株式会社　山本商店 7130001042740 福祉施設を定期的にまわる移動販売事業

479 京都府 株式会社　ニコラ 4140001093851
歯の健康増進にお客様と取り組むＨＰの作成による
販路開拓事業

480 京都府
 大山崎COFFEE
ROASTERS

―
好アクセスで大型、視認性の高い新店舗への移転に
よる販路開拓

481 京都府 Friendly Balloon Shop ―
飾ってワクワク！バルーンによる個人向けパー
ティー装飾の開発

482 京都府 株式会社　谷口萬年堂 9130001057638 サービスの拡充による売上向上計画

483 京都府
リラクゼーションアロマサ
ロンｎ

―
地域の３０～５０代女性に向けた当店の特徴・強み
の情報発信事業

484 京都府
有限会社　みずほファー
ム

1130002028505
たまごやのおいしいおやどりカレーによる売上向上
計画

485 京都府 農家民宿　童仙房山荘 ―
大広間の（掘炬燵）リノベーション・バリアフリー化と
PR事業

486 京都府 3Dpocket株式会社 6130001051718 3Dプリンターを利用した金属部品製造の確立

487 京都府 株式会社　高木設備 6130001035167 アメニティ（住まいのここちよさ）＝高木設備、の浸透

488 京都府 ｋａｎａｂｕｎ ― イベント参加型による販路を拡大し顧客獲得

489 京都府  株式会社 京スパ 5130001035309
多品種小ロット製造に優れた圧延設備の強化で販
路開拓を目指す

490 京都府  片山電工株式会社 8130001035306
商談スペース設置とデータベース構築による提案型
営業の展開

491 京都府 松栄屋 ―
海底熟成海囲い酒、および自己商標酒類による販
路開拓

492 京都府 小川武治茶舗 ―
ホームページの開設とお客様にファンになってもらう
為の取組

493 京都府 砂後建設株式会社 1130001040683
地域の農業の手助けを！建設業者が行うお米販売
促進事業

494 京都府 小石嘉織物（遊絲舎） ― 藤布商品の新規市場開拓及び販路拡大

495 京都府
Ｕ設計室二級建築士事務
所

―
30～40代の新築住宅顧客獲得のための３ＤＣＡＤソ
フト導入

496 京都府 LEAD English Academy ― 小中高生向け英検対策専門コースの販路拡大

497 京都府 三景印刷株式会社 5130001040812
上製本単独HPと入稿システム導入で上製本アルバ
ムの販路開拓

498 京都府 三丹ハウジング・サービス ―
弊社の場所に分かりやすく来店頂けるよう、展示場
の看板を新設

499 京都府 有限会社　野口建設 5130002032247
空き家問題解決に向けた空き家管理サービス事業
の販売促進PR

500 京都府 株式会社　森忠建設造園 2130001036953
夢が実現する理想の住空間作りのお手伝いをする
宣伝
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501 京都府 株式会社　ドリカム 2130001030915
防犯カメラを併設した自販機の設置数増加による売
上拡大

502 京都府 山下秀製菓 ― 「栗どら焼き」の生産力強化による売上向上計画

503 京都府 きむらフローリスト ―
観葉植物の販路拡大と花育の推進によるゆとりある
生活時間の提供

504 京都府 有限会社　まるやま食品 4130002030185
取引先開拓に向けた新商品製造のための生産効率
の向上

505 京都府 Dans La Foret ―
子育てママと子どもの満足度向上による売上拡大計
画

506 京都府 株式会社　津田商会 4130001055729 トリニティテスタ導入による新規顧客の拡大

507 京都府
Bio Sweet’s capocapo 菓
歩菓歩

―
和知初！犬も飼い主もくつろげるドッグカフェスペー
スオープン

508 京都府 株式会社猪田テクノス 6130001034978
地球環境に配慮したフロン回収100%のエアコン回収
新サービス

509 京都府 はなだや印刷 ―
手漉和紙の魅力を全国にデザイン溢れる耳付黒谷
和紙名刺の販売

510 京都府 しのづか登記測量事務所 ―
図面のスキャニング及び出力サービスによる販路開
拓

511 京都府 株式会社　ART CUBE 6130001035407
「鹿肉ドッグフード」新商品開発による商品ラインアッ
プ増強

512 京都府 三和工務店 ―
提案力の向上とＷＢ工法体感ハウスの積極的活用
による営業力強化

513 京都府 松村木工 ―
暖かみのある木製オリジナル家具・雑貨の生産体制
確立と販促事業

514 京都府 アートボックス ―
看板製作完全内製化による短納期化と競争力及び
利益率向上

515 京都府 銀工房アラマルーツ ―
動物愛好家への販路開拓に向けた店内改装（ペット
スペース確保）

516 京都府 やさい魂研究所 ―
農産加工品の自社製造による安定供給・販路拡大と
新商品開発

517 京都府 株式会社下山運送 3130001034997
クレーン整備　内製化による稼働率向上と維持コスト
の削減

518 京都府 アキュモ鍼灸院＋整骨院 ―
予防と治療を兼ねたストレッチ・トレーニングルーム
の新設

519 京都府 やまぞえ整体院 ―
施術環境の整備による不満解消で顧客満足度の向
上を図る

520 京都府 ﾐｯｸｺｽﾒﾃｨｯｸﾌﾟﾗｻﾞ福知山 ―
販促活動見直しでの新規顧客層開拓とメニュー強化
による売上拡大

521 京都府 個別指導のＲＩＧ ―
ＨＰの製作とプロジェクターを活用した指導による塾
生増加事業

522 京都府 もりおか整体 ―
整体・セラピスト養成スクールの新規展開による販路
拡大

523 京都府
芋屋　京丹波博蔵自然農
園

― デジタル商店街　食・匠の逸品　京丹波.comの開設

524 大阪府 谷野政毛織株式会社 4120101042966
安心と健康、やすらぎを提供するベビー向け毛布の
新商品開発事業

525 大阪府 かさや儀平 ―
日本茜を活用した体験型ショールーム設置による販
路開拓事業
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526 大阪府 株式会社丸忠 8120101050874
一人暮らし女性をターゲットにした引越サービスのＨ
Ｐ宣伝事業

527 大阪府 株式会社ＯＳＫ 9120101043704 旅行先の良い思い出を一つ増やす販売促進事業

528 大阪府 くるみ ― 快適性を向上させるための店舗改装事業

529 大阪府 サンライフ住建株式会社 2120101039064
ライフスタイルごとのリフォームの提案による新規顧
客獲得事業

530 大阪府 有限会社ミルフォード 4120102026803 ホームページ制作による地域一番店獲得事業

531 大阪府 よつ葉鍼灸接骨院 ―
太極美髪育毛術Fuacci事業確立による鍼灸接骨院
事業強化

532 大阪府 空 ―
高齢者施設向け新コンテンツ「ジョブリハ」による営
業強化事業

533 大阪府 株式会社いずみ楽器 4120101043774
地域の管楽器演奏家を支える拠点整備による提案
力強化事業

534 大阪府 乾のぶどうガーデン ―
直売所を利用した「乾のぶどうガーデン」のブランド
化

535 大阪府
株式会社ピース・ファクト
リー

2120101050327 体と心の健康を増進するコミュニティ店舗化事業

536 大阪府 リハティス　プラス ―
予防医学に特化した整体ピラティスによる地域住民
の健康増進事業

537 大阪府
行政書士　ハーティ法務
事務所

― ハーティシニアライフサポート

538 大阪府 旬素材　dining 近咲暮 ―
急速冷凍・冷却機導入による業務効率化とテイクア
ウト事業のPR

539 大阪府 株式会社　童 8120101034266
わたしの街の化粧品のPRと河内長野市内での新規
顧客開拓

540 大阪府 CRAFT　BIRD　WOOD ―
当社技術を生かしたパンフレット陳列台を通じての販
路拡大

541 大阪府 ヘアーズFineR ―
明るい外観と天然薬草100％の頭皮毛髪ケアで新規
客開拓

542 大阪府 ライオンガーデン ―
オリジナルのスマートフォンアプリを作製し顧客拡大
を狙う

543 大阪府 Hair Room Bamse ―
近場で気軽にお洒落を！まつげエクステ導入で販路
開拓

544 大阪府 オーバルホーム ― 自社ブランド【Lde-HOUSE】エンドユーザー向け販売

545 大阪府 有限会社 オー・ティ・シー 9120102018548 古民家Ｃａｆｅの開業による販路開拓と地域づくり

546 大阪府 石留石材 株式会社 5120101034178
新規事業に伴う認知度・販路拡大のためのショー
ルーム制作

547 大阪府 有限会社　ギターワークス 9120902008500
ギターを愛する人たちに対しての販売事業の強化と
販路開拓

548 大阪府 とんき ― 女性客・ファミリー客にやさしい店舗づくり

549 大阪府 大喜工業株式会社 5120902008850
清掃から工事まで、「水のプロ集団」が掲げるトータ
ルサービス

550 大阪府 （株）青木工務所 6120901008974
ＨＰを活用した販路拡大と最新工法導入による現場
の業務効率改善
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551 大阪府
有限会社スリープ・イン や
かた

1120902008755
良質な睡眠が体感できるオンリーワン寝具のトータ
ルサポート展開

552 大阪府 なっちのプリン ―
子どもに作り手の想いが伝わる「安心安全」地域密
着のお菓子工場

553 大阪府 popoa ― あめちゃんブーケの開発・販路開拓

554 大阪府 お仏壇のにっこう ―
インテリア仏像の新製品の開発と販売に伴う新規顧
客拡大

555 大阪府 MIHO　③Ｉ．Ｐ ―
夏前に店舗模様替えキャンペーン実施に伴う販路拡
大

556 大阪府
メディカルアロマセラピー
Amano

―
春の新規キャンペーン実施とフェイスブック導入に伴
う販路拡大

557 大阪府 株式会社　ラージ 1150001016293 ＳＮＳの整備とイベントの連動による顧客拡大

558 大阪府 蕾の花束 ― フェイスブックのセレクトショップ化による販路拡大

559 大阪府 Hair salon mode ―
オリジナルヘアケア商品のネットPR環境構築による
販路拡大

560 大阪府 TECOM株式会社 4120101052189
動画を基礎としたネット環境での製品情報発信によ
る販路拡大

561 大阪府 豊英産業株式会社 3130001030427
WEBマーケティングと３DCAD導入による新市場への
進出

562 大阪府 クラップス美容室 ― 店舗２階部の改装及び新美容サービスの提案

563 大阪府 ピース鍼灸接骨院 ―
「健康で美しく」を実現する女性に優しい鍼灸接骨院
の認知度向上

564 大阪府 iimori-style ― ファミリー層の取り込みと新メニューの打ち出し

565 大阪府 株式会社Neutral 1120901036542 HP強化とチラシ作成配布による新規受注獲得

566 大阪府 中川設備工業株式会社 6120901012431 アンティーク調メタルフレームの開発・販路開拓

567 大阪府 野村不動産株式会社 1120901012436 「シニア世代が満足できる商店街活性化」事業

568 大阪府 Maison Inco Cafe ―
平日ディナーの集客向上とキッシュ・バターケーキの
ネット販売

569 大阪府 Dolly pop ― オリジナルドール販促・ホームページ刷新事業

570 大阪府
ツタエルコミュニケーション
ズ

― 地域情報発信メディア「じもとのちから」の設立と運営

571 大阪府 株式会社　古嶋商店 2120901021221
北摂地域を中心とした安心・安全な食材の提供によ
る販路開拓事業

572 大阪府 株式会社　中植牧場 4120901034972
能勢黒牛・能勢黒若牛のブランド力向上と販売力強
化の取り組み

573 大阪府 株式会社　能勢びより 3120901037852
広く永く愛される新名物「能勢栗の形の焼きドーナ
ツ」の試作開発

574 大阪府 さやま空間 ―
地域施設を利用した発表会の開催とその発表会を
活用した生徒獲得

575 大阪府 山口道場 ―
介護福祉士資格を持つ世界チャンピオンが運営する
空手道場開設
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576 大阪府 ひなた整骨院 ―
ホームページのリニューアルによる自費移行の実現
と販路開拓

577 大阪府
株式会社オオウラ葡萄の
丘

3120101054401
安心安全な食材で食文化を体験し広める健康食育
事業

578 大阪府 garageC・M・I ―
タイヤ交換・ホイールバランス調整サービスの開始・
販路拡大

579 大阪府 株式会社リスペック 9122001029601
業界の常識を覆す！ＩＴを駆使した「カラーリング防水
工事」！

580 大阪府 正 ―
カーシェアの活用方法の周知とホームページ分析に
よる販路拡大

581 大阪府 Course・K&A合同会社 5122003000670
国内外からの顧客増と客単価ＵＰの為の広告宣伝
及び商品開発強化

582 大阪府 ねば～らんど ―
生産直売だから出来る胡蝶蘭メンテの普及で販路開
拓

583 大阪府 うどん・そば処　たにと ―
老舗店の持帰り・贈答用商品販売とインターネット販
路拡大事業

584 大阪府 rural ―
≪家族の絆を深めるランドセルリメイク≫新たな価値
創造の展開

585 大阪府 株式会社西脇工業所 7120901021175
地域密着型住まいの見守り隊～管工事から創造す
るリフォーム～

586 兵庫県
いえしまコンシェルジュ合
同会社

3140003009708
鮮魚等の卸販売をきっかけとして島を訪れる仕組み
づくり

587 兵庫県 ぱんだの庭。 ―
手彫りはんこのブライダル関連新商品PRによる新規
販路開拓事業

588 兵庫県 京懐石　音羽屋 ―
地元住民をターゲットとした仕出し料理の販売強化
による顧客獲得

589 兵庫県 株式会社長谷川測量 3140001091823
３Ｄレーザースキャナーの測量技術のＰＲによる受注
獲得向上計画

590 兵庫県 和田商店 ―
新規顧客開拓につながるチラシ作成及びシャッター
サインの取付け

591 兵庫県 グッドクリーン ―
ハウスクリーニング･遺品整理サービスの認知度向
上作戦

592 兵庫県 Craft Cloud ― ネット販売構築による販路開拓事業

593 兵庫県 ＮＡＩＬ　ＳＡＬＯＮ　Ｒ ―
スクール開講による新規売上確保と知名度向上によ
る新規集客計画

594 兵庫県 一鶴 ―
観光客に選ばれる情報発信ツールの作成と満足度
向上計画

595 兵庫県 中谷車輌工業所 ―
商圏内唯一の「スズキ自動二輪車」取り扱い店舗ＰＲ
事業

596 兵庫県 竹岡農園 ―
農園の野菜と体験イベントが繋がる集客のしくみづく
り

597 兵庫県 谷田ガラス店 ―
一般顧客向け簡単・早い・明朗な窓廻り商品特化型
リフォーム事業

598 兵庫県 オカダ電工 ―
顧客消防設備管理システム導入と雇用増による受
注・販路拡大

599 兵庫県 明治牛乳太子販売店 ―
子育て世代のご家庭の健康を支える無料スポーツ
教室事業

600 兵庫県 ＨＡＲＵＮ ―
スロープで高齢者もママも楽々、イートインでひと休
み計画！
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601 兵庫県 あいす工房らいらっく ―
商品の強みやストーリーを伝えることによる新規顧
客獲得事業

602 兵庫県 株式会社オカダヤ 4140001046776
「地域にとってなくてはならないお店」を目指した認知
度向上事業

603 兵庫県 手しごと讃岐うどん讃々 ―
うどん生地でつくる創作スイーツの開発による売上
強化事業

604 兵庫県 明里 ―
米粉とパワーフードを利用した健康志向のお好み焼
きメニュー開発

605 兵庫県 株式会社Amnak 5140001099740 国家戦略特区「養父市」への移住定住創造事業

606 兵庫県 有限会社クリハラ 8140002030189
戦略アイテム「パン・ド・エピス」の拡販・ブランド力強
化の取組

607 兵庫県 株式会社うはら商店 3140001041654
高齢化しつつある農家をターゲットにした肥料農薬
のカタログ販売

608 兵庫県 有限会社ヤボシ・ボロ 6140002066020
高齢者顧客開拓のための終活支援ワンストップサー
ビス事業

609 兵庫県 がまでん株式会社 1140001092179
『ＢtoＢからＢtoＣへ』新たな顧客発掘に向けた戦略
的取組み

610 兵庫県 株式会社森のわ 8140001102922
森林整備の必要性をＰＲするための看板・パンフ・チ
ラシの作成

611 兵庫県 株式会社モリ 6140001063662
新規顧客の増加を目的とした広告制作と業務効率
化事業！

612 兵庫県 ヘアーストリームふじわら ―
南但馬地域初の理美容併設店としての資格を活用
した集客促進事業

613 兵庫県
株式会社青山産業研究
所

2140001092954 展示会出展による販路開拓

614 兵庫県 オータニ　モンゴルの里 ―
異文化交流や健康志向の高い女性をターゲットに
絞った宿泊プラン

615 兵庫県 人形の岸田 ― 戦略的広告活動による新規顧客開拓事業

616 兵庫県 株式会社山喜 8140001038860
こだわり商品の情報発信と予約注文の簡素化による
販路開拓事業

617 兵庫県 おうちじかん ―
子どもの作品製本サービス周知による新規顧客開
拓

618 兵庫県
ＭＣ・マナーアカデミー　マ
ナージュ

―
記者発表・商談会・展示会における｢伝え方｣研修の
販路開拓

619 兵庫県 株式会社松風 7140001093592
新店舗オープンと飲食スペース拡大を告知する新規
顧客獲得計画

620 兵庫県 Ａ．Ｌｉｖｅ　Ａｕｔｏ株式会社 4140001101655
福祉事業所向け福祉車両修理メンテナンストータル
サポート事業

621 兵庫県
手作りピザ＆居酒屋　の
どか

―
アイドルタイム集客のための高齢者顧客開拓バリア
フリー化事業

622 兵庫県 松本家 ― 松本家特産茶豆の出荷量増産と情報発信

623 兵庫県 株式会社ベイコレクション 3140001102357
ジュエリー上級者向け製品の国内外販路開拓と顧
客啓蒙事業

624 兵庫県
タキエンジニアリング株式
会社

9140001041780
オリジナル製品の革新的吸着材の認知度向上と販
路開拓

625 兵庫県 加藤建設 ―
新築・リフォーム提案の改善と広告宣伝による受注
拡大の取組
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626 兵庫県 中谷電気工事 ―
リーフレット営業と新設トイレによる快適商談を活用
した販路開拓

627 兵庫県 上郡動物病院 ―
わん太郎Ｖ８導入で電子カルテによる業務効率化と
新規顧客獲得

628 兵庫県 株式会社上政 6140001079171
事業所ＰＲと季節・定番商品チラシ作成による来店
客増加への取組

629 兵庫県 豊漁丸水産 ― 知名度向上による観光客の誘引と販路開拓

630 兵庫県 STUDIO　Ciel ― 新規販路開拓にむけたチラシ配布による生徒増加

631 兵庫県 芦屋整体院 ― 芦屋整体院の地域浸透による来院者の増大計画

632 兵庫県 株式会社ニコマート 6140001086218
地元食材を取り入れた「ほくだん巻き」の観光客への
ＰＲ事業

633 兵庫県
株式会社アトリエ・ハムス
テッド

5140001027404
新開発帽子量産のための機械設備装置による生産
性向上

634 兵庫県 かねと窯 ― 訪日外国人観光客の市場開拓

635 兵庫県 ヒロ美容室 ―
美容店ＰＲによる新規顧客獲得と店舗改修での満足
度向上計画

636 兵庫県 やまめ料理　阿瀬 ―
広報ツールを活用した当店の魅力発信による新規
顧客獲得計画

637 兵庫県 株式会社荒木印刷 5140001063309
ＡＲ（拡張現実）を利用し、新たな印刷物の獲得を狙
う！

638 兵庫県 丸福化成株式会社 8140001063297
外装工事による入りたくなるお店づくりと看板による
認知度向上

639 兵庫県 リザルト ―
ha-Or数秘術認定者の専用鑑定サイト立上げによる
販路拡大

640 兵庫県 株式会社Joker Enterprise 6140001074560
情報誌掲載顧客を開拓するためのお弁当マルシェ
宣伝広告事業

641 兵庫県
株式会社ペイントホーム
ナカイ

2140001102300
施工イメージを『視覚化』システム活用による顧客満
足向上の取組

642 兵庫県 フリースタイル日高店 ―
自動車クリーニングの差別化による満足度向上と売
上増大の取組み

643 兵庫県 otto hair stage ―
お洒落から遠退いた顧客獲得のためのフォトスタジ
オ開設工事事業

644 兵庫県 髪工房　竹蔵 ―
デジタルパーマ機導入による新規顧客の獲得、及び
客単価向上計画

645 兵庫県 理容ホープ ―
スチームシェービングで新規顧客の獲得と高齢者に
優しい店づくり

646 兵庫県 高橋工業株式会社 2140001041143
顧客名簿1,000件を活用したきめ細やかな販路開拓
事業

647 兵庫県
有限会社ハリマ家具セン
ター

8140002037589
顧客満足度１番の店舗を目指して来店客数増加計
画

648 兵庫県 株式会社広狩 4140001085155
ドローンを使った太陽光パネルの点検・メンテナンス
事業

649 兵庫県 ヘアーカット　ジョワ ―
地域一番のお客様想いの美容院になるための新規
顧客獲得事業

650 兵庫県 あやめ ―
増加する外国人旅行者の受け入れ強化による売上
向上事業
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651 兵庫県
ＢＥＡＴ ＯＮ ＭＵＳＩＣ ＳＣ
ＨＯＯＬ

―
新たな顧客獲得の為のスタジオ増設及び店舗周知
の徹底

652 兵庫県
カー　プロデュース　エム
ズ

―
雨に濡れない展示スペース設置によるイメージアッ
プで販売の拡大

653 兵庫県 岡本バッテリー商会 ―
業者依存の脱却　車診断事業開始で個人客の増加
事業

654 兵庫県
Papier-mignon〈パピニョ
ン〉

―
ペーパークイリングの認知拡大と販路拡大による事
業の安定化

655 兵庫県 近畿食品加工有限会社 8140002039081 営業ツールとしてのホームページ活用事業

656 兵庫県 有限会社カニプロ 7140002046368
自社HP・ブログのリニューアル及びDMを駆使した新
規客増加

657 兵庫県 尾上組有限会社 1140002052982
住宅にこだわりを持つ人をターゲットとした伝統構法
の普及事業

658 兵庫県 有限会社さだ助 4140002046395
旬の活イカを活用した香住・ＫＡＮ－ＩＣＨＩへの集客事
業

659 兵庫県 有限会社ニシガキ 6140002046419 トータルボディケアによる販路開拓事業

660 兵庫県 フラワー企画 ―
「外国と地域・地域と都市部の交流」による新規顧客
の獲得

661 兵庫県 たつみや ―
真空包装機導入による人気メニューの真空包装販
売の実現

662 兵庫県 アオクラ ― 最新聴力測定器導入による積極的営業

663 兵庫県 お宿はやかわ ― 新規外国人顧客拡大に向けた満足度向上計画

664 兵庫県 絹延橋うどん研究所 ―
特徴ある小麦粉および麺の生産による新たな販路
開拓

665 兵庫県 杉山陶房 ― 新ブランド販売促進のための新規取引先開拓事業

666 兵庫県 イマジン株式会社 3140001028759
様々な業種に対応～現場で使える英語接客レッスン
で新規顧客開拓

667 兵庫県 理容フジイ ―
来店が難しい高齢者に向けた訪問理容サービスに
よる顧客獲得計画

668 兵庫県 いっきゅう ―
イベント出店に特化し、山のルビー（鹿肉）のＰＲで販
売拡大

669 兵庫県 インテリア前田 ―
内装リフォームとライフオーガナイズの連携　新サー
ビス展開事業

670 兵庫県
株式会社坂井建築事務
所

6140001079337 古民家再生事業の受注家数ＵＰを目指す広告戦略

671 兵庫県 井口住建 ―
各世代に有効な広告宣伝を行うことによる販路拡大
事業

672 兵庫県 万代 ―
「ロードバイク利用者」の顧客満足度向上による新規
客増加

673 兵庫県 KID’S　HOUSE　トントン ―
事業の多角化によるテイクアウト型店舗の集客強化
事業

674 兵庫県 八鹿畜産　養豚部 ―
商圏を全国へ広げるための自社ホームページ買い
物カート整備事業

675 兵庫県 株式会社イロハジャパン 6140001079163 「トマトワインジャム及びトマトスイーツ」の開発事業
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676 兵庫県 ＣＰサロン　ｍａｎａ ―
新店舗ＰＲのための看板設置とフリーペーパーによ
る広告宣伝事業

677 兵庫県 バンブーテール ―
インターネットや看板を活用した視覚に訴える販路開
拓事業

678 兵庫県 広谷数学教室 ― 地域密着型学習の集客による拡大と事業承継

679 兵庫県 大衆串かつ　川西屋 ―
２０代～４０代の新規顧客獲得を取り込む情報発信
の構築

680 兵庫県 有限会社辨天堂 7140002069336
「自然派お菓子を近隣のお客様へ」直販ブース新設
で新規顧客獲得

681 兵庫県 夕香楼しょう和株式会社 8140001104200
地域初『ファミリー専用食事処』とIT化による付加価
値の向上

682 兵庫県
株式会社ワイズスペース
デザイン

6140001067250
ミニコミ誌掲載・ポスティングによる元請強化・新規顧
客獲得計画

683 兵庫県 坂井設備工業 ― 検査サービス開始とその広報活動

684 兵庫県 民宿 夕庵 ―
自社HPのリニューアル、新たな予約システム導入に
伴う集客増加

685 兵庫県 株式会社荒田石材 7140001047029
葬儀会館の事前相談における新規顧客獲得の仕組
みづくり

686 兵庫県 クリエイツ ―
子供向け、女性向けデザインに特化したHPによる販
路開拓

687 兵庫県 陶酔房 ―
ＰＲ活動の充実と業務の効率化による顧客獲得・販
路拡大を目指す

688 兵庫県 ニシモリ工芸 ―
新機器を導入し新商品・新技術の提供により新規顧
客を獲得する

689 兵庫県 株式会社魚寄 1140001056968
お勧め商品のリアルタイムな価格表示と接客サービ
ス向上

690 兵庫県 twin ―
ハンドメイド商品新規顧客獲得の為のチラシ作製と
看板の設置

691 兵庫県 活魚料理旅館　若潮 ―
ホームページのリニューアルによる集客数の増加と
収益力のアップ

692 兵庫県 有限会社谷村洋服店 1140002046943
オリジナルECサイト制作で顧客満足度向上と集客力
強化計画

693 兵庫県 ◯が家 ―
『おすすめプラン』のＰＲと顧客管理による売上増加
事業

694 兵庫県 芦誠堂 ― 足圧療法のPRで販路開拓

695 兵庫県 小山木工所 ― WEBサイト構築による「直接受注」促進計画

696 兵庫県 米田理容 ―
高齢者の心身の健康増進を促すサービスメニューの
充実

697 兵庫県 株式会社くまだ建工社 5140001046511
ZEH仕様住宅の開発及びモデルハウス建設による
販売強化

698 兵庫県
リラクゼーションマッサー
ジ・ほぐし恋シ

―
看板設置と折込チラシにより事業内容の周知を図り
新規顧客を獲得

699 兵庫県 株式会社北山石材 9140001041038 ２つのホームページを活用した新たな販路開拓事業

700 兵庫県 株式会社ニシカワ水道 6140001063555
快適な使いごこちと、無意識で環境へ配慮できる節
水商品ＰＲ事業
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701 兵庫県 @telierOWL ― 靴・鞄修理・革小物のＰＲによる顧客開拓事業

702 兵庫県 みかん ― 自力整体のＰＲによる認知度向上と顧客開拓事業

703 兵庫県 藤岡建築 ―
下請工事からの脱却！インテリア部門設立によるイ
メージ戦略作戦

704 兵庫県 ダイフウアグリサービス ― 新ブランド立ち上げと販促ツール作成事業

705 兵庫県 Ｌａ・Ｌｕｃｅ ―
イメージアップを希求する事業所に向けた新規顧客
獲得計画

706 兵庫県 株式会社エコリカル 8140001095794
家庭で「安心・安全」な植物を作れる園芸用土販路
開拓事業

707 兵庫県 株式会社ゼナック 8140001041121
欧州エリアでの釣竿販売のための展示会出展等販
路開拓の取り組み

708 兵庫県 株式会社丹波篠山食品 8140001057258
ＥＣ販売強化と顧客分析を行う為のＳＮＳ広告発信
事業

709 兵庫県 Sho-nan Auto ― 当店の地域密着サービスをＰＲし、新規顧客獲得

710 兵庫県 Aero Sylpheed ―
ホームページ刷新及び魅力化による知名度並びに
売上向上計画

711 兵庫県 ペットショップワンスマイル ―
閑散期を利用したペットと家族撮影をする付加価値
サービス

712 兵庫県 株式会社吉田木工所 4140001000394
吉野の山を守る為の吉野材の棺と新しい祭壇での
販路開拓

713 兵庫県 小牧モータース ―
店舗環境整備を整え女性の新規顧客獲得で販路拡
大を図る

714 兵庫県 有限会社ヤングリー山水 1140002039195 国内の「インターナショナルスクール」集客を展開

715 兵庫県 株式会社川本石材商会 6140001038978
「永代供養付納骨堂」建立による、新市場開拓・売上
獲得

716 兵庫県 有限会社やぶ萬旅館 1140002069960 ロビー・お食事部屋のWifi設備設置事業

717 兵庫県 meme eyelashsalon ―
新規店舗オープンにかかる事業PRのための広報物
制作の取り組み

718 兵庫県 民宿　西田荘 ―
絶景癒しスポット「癒やし庵」の環境整備による新規
客開拓の取組

719 兵庫県 合資会社銘菓の井上 9140003006154
外部環境の変化対応：地域資源活用・内製化による
老舗復活の取組

720 兵庫県 有限会社イザナギ開発 5140002069362 新商品・淡路島玉ねぎドレッシングのデザイン開発

721 兵庫県 ＫＣＳセンター八鹿 ―
ママの元気で家庭も明るく！姿勢療法で頑張るママ
を健康サポート

722 兵庫県 織田建設株式会社 8140001093443
「一つの出会いから末永いお付き合い」新築受注獲
得のための取組

723 兵庫県 野々工房 ― 観光客の多い立地を活かしたＰＲで来客数アップ

724 兵庫県 PUJA　三田店 ―
既存顧客との関係性強化と新規の販路拡大を目的
とした通販事業

725 兵庫県
株式会社山本クリーニン
グ

9140001086074
業界初！ＩＴ活用「Ｆａｃｅ　Ｔｏ　Ｆａｓｅ」遠隔受付の実
現
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726 兵庫県 麦舎　HIMMELI WORKS ―
地元産の規格外フルーツを活用した新商品の開発と
販路開拓計画

727 兵庫県 株式会社　あぐりたか 7140001102345 広報活動の拡充による新規顧客の獲得

728 兵庫県
株式会社ミキコンチネンタ
ル

9140001090258 アンティーク商品の魅力と生活空間の提供

729 兵庫県 谷口商店 ―
地元朝市出店：新規顧客獲得による小売部門強化
の取組

730 兵庫県
有限会社エム・アンド・ワ
イオートジャパン

4140002061337
出入口等の環境整備により子育てで忙しいお母さん
囲い込み計画

731 兵庫県 鬼丸園芸 ―
樹木医の資格を活かした特殊剪定作業サービス実
施による販路拡大

732 兵庫県 株式会社猪名川石材 5140001079767
墓じまいする墓石の一部を使った新サービス展開、
販路開拓事業

733 兵庫県 INVIGO ―
顧客ニーズに対応したキッズスペース設置と看板チ
ラシによるＰＲ

734 兵庫県 神栄堂 ― だんじり新調受注を契機にホームページを始めよう

735 兵庫県 かみや民芸店 ― 売場拡張と情報発信力強化による集客力の向上

736 兵庫県 古跡農園 ―
超高糖度の桃を糖度別にネットとチラシに掲載し注
文販売を開始

737 兵庫県 山名酒造株式会社 2140001041358
上得意様向け特別店舗（エグゼクティブゲストハウ
ス）への改装

738 兵庫県 株式会社若駒 5140001041396
立体炊飯器の導入と季節感を打出した新メニューの
考案と販路開拓

739 兵庫県 株式会社足立商事 5140001101844
若手女性向けに特化したインターネット販売による小
売業への進出

740 兵庫県 有限会社うりた重機興業 5140002046262
公共事業からの脱却、民間受注増加のためのＷＥＢ
サイト制作

741 兵庫県 ＰＣ淡路 ―
特定ターゲットへ口コミ利用したマーケティング戦略
での販路開拓

742 兵庫県 ヘアーサロンgroovy ―
新メニュー導入により若い世代も取り込むメンズサロ
ンへ

743 兵庫県 有限会社みくら 2140002046538
観光客の求める地域と自店の情報発信ツール作成
による販路開拓

744 兵庫県 株式会社然 2140001093060
卸売から食育まで生きていく上で欠かせない食に関
わる広報事業

745 兵庫県 中島石材店 ―
ふる里の墓石に命を吹き込む石屋の販路拡大のた
めの情報発信事業

746 兵庫県 株式会社マルオ洋品店 6140001044638
「モノ売り」から「コト提案」へ顧客に寄添うハード・ソ
フト整備

747 兵庫県 株式会社マーレ 3140001028197
自社セミナー会場の活用と動画撮影による販路開拓
事業

748 兵庫県 有限会社マツエイ 1140002046448 「マツエイ」ファンづくり！“1,000人計画

749 兵庫県 株式会社亙 2140001090909
飲食事業PRによる新規顧客獲得～小売・飲食相乗
効果で売上増～

750 兵庫県
株式会社チューリップハ
ウス農園

5140001086193 淡路島の農園スイーツのテイクアウト販売事業
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751 兵庫県 株式会社ハリミツ 7140001041254
全国の当社を知らない釣りファン獲得の為のＴＶや
動画の番組出演

752 兵庫県 旅の庵　大吉 ―
古民家のバリアフリー化によるお客様の満足度を高
める改修

753 兵庫県 やまざと ―
ご当地アイス販売強化「やまざとブランド」浸透化の
ための取組

754 兵庫県 豊紙発動機 ― 自社設備のPRによる新規顧客獲得事業

755 兵庫県 有限会社本多商店 2140002035037
葬儀適正価格について無知な顧客層を取り込むた
めのセミナー事業

756 兵庫県 株式会社柏木商店 7140001085061
淡路初！「見て触って体験できる」防災グッズ販売周
知で販路開拓

757 兵庫県 自然庵柤 ―
里山の恵を使った山村のピザで売上･集客をあげ
る！

758 兵庫県 山﨑石材株式会社 4140001056379
「新たな『先祖供養』のありかた」を伝える価値創造
の取組

759 兵庫県 我流遊食　笑に志。 ―
ポスレジ導入による利益向上、及び作業の効率化事
業

760 兵庫県 ちどり写真館 ― 新商品『1/2成人式』の提供による売上向上計画！

761 兵庫県 Bcarry ―
「買取販売とロードサービス」の販路開拓に向けた広
告宣伝事業

762 兵庫県 有限会社エス・マナベ 1140002061570
ＨＰ等を活用した独自販売ルートの確立と新規顧客
の開拓

763 兵庫県 株式会社トージ工芸 6140001046568
デザインに特化した商品をインターネットで販売する
事業

764 兵庫県 リッヂやまた ―
外国人観光客の受入れと既存顧客の快適環境のた
めのトイレ洋式化

765 兵庫県 麗萌書道教室 ― 教室の施設充実による新規生徒獲得事業

766 兵庫県 平野製麺所 ―
新商品を開発して、新規販路を開拓して売り上げ
アップを目指す。

767 兵庫県 有限会社淡路島古川 5140002069882 淡路島古川コッペパンのシリーズ化とその販売促進

768 兵庫県 若男水産株式会社 7140001086282
淡路島サクラマスのテスト販売ととらふぐカレーの販
売促進

769 兵庫県 料理民宿　長尾屋 ― トイレ改装による顧客満足度の向上

770 兵庫県 有限会社中央ハウジング 3140002069298
“島一番の安心安全を提供する不動産屋イメージ確
立とＰＲ事業

771 兵庫県 有限会社クローバー 5140002039084
時代の流れと顧客ニーズに寄り添った柔軟性のある
空間作り」

772 兵庫県 西淡まちつくり株式会社 9140001085638 集客を目的としたイベントの開催とその情報発信

773 兵庫県 カフェプラザコバヤシ ― 学生応援プランによる学生需要の取り込み

774 兵庫県 ひのてつ加東店 ―
主に若者の団体客をターゲットとした駐車場拡張に
よる導客計画

775 兵庫県 開進堂 ― 地域の特産品を使った和菓子の新商品開発
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776 兵庫県 Hair tech Jan ― 60歳になっても末永く利用して頂けるような店づくり

777 兵庫県 日の出鈑金工作所 ―
革新性の高い新塗料“ラバーディップによる新規顧
客獲得事業

778 兵庫県 株式会社カンベ自動車 9140001094382
女性客をターゲットとした低燃費車展示による新規
顧客増加計画

779 兵庫県 株式会社佳長 1140001046671
利益率の良い直売事業（直売所・通信販売業）の強
化

780 兵庫県 洋風創作うどん　KEKKOI ― アイシング事業で新顧客の記念日演出のお手伝い

781 兵庫県 秦兄弟建設 ― ハウスメーカーとの違い・メリットをＰＲして顧客獲得

782 兵庫県 KoLabo ― サンデーサボンギフト商品販路開拓

783 兵庫県 ホームドクター　アリス ―
ホームページ作成による島内全域の一般顧客に向
けのＰＲ活動

784 兵庫県 栗原青果 ― 成分分析によりオリジナルブランドの数値の明確化

785 兵庫県
司法書士事務所Karma
Legal Office

―
語学力を活かした日本国内在住の外国人向け登記・
相続手続事業

786 兵庫県 ㈱テレマン楽器 7140001039083 楽器店空白地帯への進出で新規顧客を獲得する

787 兵庫県 環境測量設計 ―
ＵＡＶによる高度測量体制を活かした販路拡大の取
組み

788 兵庫県 北播トヨタ整備株式会社 5140001075907
新しい車検サービス等の導入と情報発信力強化によ
る販路拡大

789 兵庫県 株式会社創虹社 8140001041749
ホームページ刷新とＳＮＳ活用によるスタジオ撮影の
売上増実現

790 兵庫県 富勝 ― ４０歳代以下の中堅若手層の居酒屋需要の獲得

791 兵庫県 株式会社祐佳クレイ 5140001086301
販路開拓のための講演会・相談会・商談会開催と
ホームページ作成

792 兵庫県 ヘアーサロン一心軒 ―
車椅子を高齢者の方が負担少なく乗り降りできる新
事業展開

793 兵庫県 平山接骨院 ―
中学生から65歳以下をターゲットにした筋トレ特化型
ジムの開設

794 兵庫県 お宿とお土産　こぢんまり ―
地域性のある土産菓子で外国人観光客取込拡大に
よる売上向上計画

795 兵庫県 吉永建設株式会社 2140001080356 ＺＥＨ住宅の受注件数増加のためのＰＲ事業

796 兵庫県 「山の季」きゃら ―
ターゲットの絞込みで閑散期の新商品提供による通
年売上向上計画

797 兵庫県
The Clapham　Inn(ザ・ク
ラッパムイン）

―
ホームページ開設によるオンライン販売開始、実店
舗の訴求力向上

798 兵庫県 但東自動車株式会社 1140001056448
軽トラを使った仕事と遊びの提案で軽トラカスタム売
上増加計画

799 兵庫県 兵庫観光株式会社 5140001075072 東条湖遊覧船、団体客獲得の為の設備増加

800 兵庫県 株式会社浜田時計店 6140001056781
増加する高齢者宅への出張販売強化による眼鏡受
注件数増加事業
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801 兵庫県 神鍋高原開発株式会社 3140001046496
ホームページの改良と予約システムの導入による新
規顧客開拓

802 兵庫県 Dive　Resort　T-style ―
スキューバダイビング体験型民宿「ねこざき」の販路
開拓事業

803 兵庫県 喫茶トレフル ―
「多可町らしい食事ができる喫茶店」のイメージＵＰと
顧客獲得

804 兵庫県
有限会社片井オートサー
ビス

2140002069729
最新タイヤ交換機械導入によるネット購入者の交換
依頼獲得

805 兵庫県 藤井自動車 ―
30代後半の子育て世代をターゲットとした新規顧客
獲得計画

806 兵庫県 株式会社ミハラ 4140001085816
黒陶いぶしタイルギャラリーと商談スペース整備によ
る販路開拓

807 兵庫県 ハートガーデン風見鶏 ―
顧客満足ニーズをとらえたアーティシャルフラワーの
販路拡大

808 兵庫県 eternity-CoCo ―
別サロン設置による利便性向上とデータベース化に
よる販売促進

809 兵庫県 ウィステリア ―
夜メニューの開発と店頭の訴求力による夜営業の集
客力向上計画

810 兵庫県 株式会社宮下木材 7140001075129
B to BからB to Cによる販路拡大と新たな価値の創
造

811 兵庫県
セントラル　フットウェア
サ－ビス

―
田舎の靴工房から全国に喜びを提供するための販
路拡大の取組み

812 兵庫県 船越工務店株式会社 7140001085747 ３Ｄキャド導入によるプレゼン力ＵＰと受注獲得

813 兵庫県 株式会社アラウンド 7140001083651
MINI専門雑誌2誌へ広告掲載及びホームページの
充実化

814 兵庫県 石榮丸株式会社 1140001085967
農家の所得向上をサポートする地域運送業ならでは
の販路開拓事業

815 兵庫県 有限会社戸田金物店 5140002039489
建築金物強化によるネットリニューアルで顧客のワ
ンストップ化

816 兵庫県 有限会社ライトハウス 2140002038857
自社企画ブランド、既存取扱品の販路開拓による一
般市場販売強化

817 兵庫県 株式会社上田新聞舗 8140001079772
新聞舗の強みを生かした地域密着型代行サービス
の展開

818 兵庫県 有限会社華 4140002039333 自社生産導入による希少品種花苗販売の実現事業

819 兵庫県
プロショップ洗車工房株式
会社

7140001090986
顧客開拓のためのマイカーへの一貫サービスの導
入

820 兵庫県
大西自動車板金塗装工
業所

―
IT活用による業務効率化とカーラッピングの普及に
よる販路拡大

821 兵庫県 井村造園土木株式会社 5140001038871
自走式草刈り機の導入による草刈・除草業務の販路
拡大

822 兵庫県 有限会社成実 3140002061429
サービス内容とお店の魅力を伝える布看板･パンフ
レットの作成

823 兵庫県 大空畳店 ― 本物志向のあなたへ送る　国産高級畳の販売促進

824 兵庫県 合同会社はなお 1140003008851
子ども向けプログラミング教室開講による販路開拓
事業

825 兵庫県 有限会社井上商店 9140002070060
関西最大の展示会出店によるわかめ麺の新規顧客
50件獲得計画
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826 兵庫県 有限会社いこい食堂 3140002039061
店内設備の利便性向上および集客アップに向けた
広報強化事業

827 兵庫県 福神水産株式会社 4140001101861 はも切り機械を購入でふるさと納税事業への参入

828 兵庫県 Design Office COZY ― 新規顧客獲得のためのギャラリーPR用看板の設置

829 兵庫県 太田工務店株式会社 9140001096684
製材機導入による社内製材に伴う業務効率化と建
築物件の販路拡大

830 兵庫県 株式会社ヴィラージュ 7140001096050
国内と海外向けの商品紹介のパンフレットとWEBサ
イト制作

831 兵庫県 ランドグラフィックス ―
カレンダー式PRツールによるオリジナルサービスの
販路開拓

832 兵庫県 株式会社新興商運 1140001077270
空車・荷物マッチングシステム開発と連動したホーム
ページの開設

833 兵庫県 cherry.c（チェリーシー） ―
新ジャンル、新市場、新ブランド：新たな価値創造・世
界観の取組

834 兵庫県 喫茶　まつば ― 店舗の改装・PRによる来店客数アップ計画

835 兵庫県 株式会社ヤマニ西田水産 7140001085375
真空包装機を用いた鮮度そのまま佃煮開発と淡路
島活性化事業

836 兵庫県 有限会社サングリーン 5140002053060 改修・外構工事の販路拡大に向けた広告宣伝事業

837 奈良県 倉本酒造株式会社 5150001005383
日本酒版ドメーヌ蔵の米の魅力を惹き出す純米酒開
発と販路拡大

838 奈良県 共栄ネット株式会社 3150001016829
集客力が高いページを核にしたホームページの革新
による販路拡大

839 奈良県 株式会社　あなは 9130001051459
ＩＣＴ活用大学向けクラウド学習支援ソリューションの
拡販

840 奈良県 株式会社　スシヤ 7150001005729 インバウンド客誘致！！伝統的日用品の展示と販売

841 奈良県 グラスデプトパンサラッサ ― ちんゆいそだてぐさ工芸作品ネットショップの構築

842 奈良県 株式会社東洋家具 1150001005932
スタイリッシュな店をアピールするスマホ対応HPによ
る販路拡大

843 奈良県
株式会社　アイティエヌ
ジャパン

5150001005540
ウールブレスにおけるスマートフォン対応ＨＰによる
販路拡大事業

844 奈良県
株式会社介護のおくむら
さん

8150001016824
奈良県産「大和トウキ葉」を使用した商品のネット販
売事業

845 奈良県 有限会社吉川住研 9150002005346
リゾート風小家族平屋住宅を実体感するモデルハウ
スの情報発信

846 奈良県 有限会社北村住設 3150002004931
デジタルサイネージ看板による情報発信と新規顧客
獲得事業

847 奈良県 日乃出製氷株式会社 1150001002013
県内唯一の製氷メーカーが仕掛ける奈良の氷ブラン
ディング事業

848 奈良県 足育サロンTa・Ta・Ta ―
0歳からの8歳までが勝負！足育講座と足育クラスの
情報発信事業

849 奈良県 株式会社縁満 6150001020745
介護専用管理ソフトの導入に伴う「エンディングプラ
ン作成」事業

850 奈良県
仕出し・折詰料理アオヤマ
柳楽屋～金魚cafe～

―
金魚カフェでの体験型ワークショップによるリピー
ター客獲得事業
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851 奈良県 Ｆｒｏｎｔｉｅｒ ―
カスタムカー専門店として専門性を高めた看板とネッ
トＰＲ事業

852 奈良県 Ｋ　ＣＯＦＦＥＥ ―
団体客を取込むための「クイックコーヒー＆デザート」
導入事業

853 奈良県 Salon de annon ～安穏～ ―
エイジングケア専門エステサロンの３つのこだわり情
報発信事業

854 奈良県 Ｃａｆｅ　Ｐｌａｔｉｎｕｍ ―
ライブハウスカフェの音響設備強化による新規顧客
獲得事業

855 奈良県 山本造園土木 ―
伐採原木の有効利用のための薪ストーブ薪材生産
と販路開拓事業

856 奈良県 産直市場　海道 ―
小売店舗出店に伴う新規顧客獲得と海道ブランドの
情報発信事業

857 奈良県 美容室　綾 ―
他店との差別化サービス「マンツーマン美容」の情報
発信事業

858 奈良県 株式会社一心 6150001020407
大和郡山発！城下町・町家風居酒屋へのリニューア
ル改装事業

859 奈良県 カラオケ喫茶サリー ―
奈良県の食材を利用した「レトルトカレー」の広報と
ネット販売

860 奈良県 株式会社アルファー 1150001005528
イメージバリアブル印刷による「世界に一つだけのＤ
Ｍ」の作成

861 奈良県 樋口商店 ―
エステ・メイクの本格始動の告知と、店内・人員の環
境改善

862 奈良県 奈良恵友堂有限会社 6150002005134
健康食品・自然食品・奈良県内の地元メーカー商品
の販路開拓

863 奈良県 小谷商店 ―
こだわりのお米を少量パック化、販路開拓プロジェク
ト

864 奈良県 居酒屋　富乃家 ―
女子会好きな女性客をターゲットにした店舗改装に
よる販路開拓

865 奈良県 とりひめ郡山大御門店 ― 串カツメニュー導入による広告宣伝事業

866 奈良県 吉原呉服店 ―
着物リメイクの商品開発と広報で売上UPと新規顧客
開拓

867 奈良県 しんや寿し ―
行燈による店舗PRと外国人対応メニュー作成で新規
顧客開拓

868 奈良県 郡山種苗園 ―
店と強みを輝かせ、店の前を通る人を引き寄せる店
舗改革事業

869 奈良県 トキワスタジオ ― 快適な撮影雰囲気を提供する店舗内装改修事業

870 奈良県 株式会社玉井商会 6150001005787
販路開拓・売上アップのためのデッドスペース活用リ
ニューアル

871 奈良県 株式会社　光洋自動車 9150001005702
ウェブ広告を伴ってリース車両のオーナーになる案
内

872 奈良県 森田アロエ本舗 ―
人気商品アロエモハンドクリームを携帯可能なパッ
ケージへ改良

873 奈良県 株式会社　伸和開発 5150001017024
「空家リニューアル田畑マッチング」ビジネスモデル
事業

874 奈良県 すこやか治療院 ―
「天理から世界へ」次世代アスリート向け施術メ
ニュー発信事業

875 奈良県 ソムリエカフェ「leaf」 ―
webサイト構築後の予約及びテイクアウトシステムで
販路拡大
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876 奈良県 MORE+plus ―
ネイルスクール開校によるまつげエクステ及びネイ
ルの販路拡大

877 奈良県 ベジフルコスメ ―
県産大和トウキエキス配合の「手の癒しと美容のク
リーム」の販売

878 奈良県 キャラメルトリオ合同会社 8150003001279
待ちから攻めの営業へ地元食材のクレープと農産物
の移動販売展開

879 奈良県 Kram design ―
付加価値の高いオリジナル商品開発と展示会出展
等による販路展開

880 奈良県 梅咲畳敷物店 ― 「和畳」のライフスタイルを提案事業

881 奈良県
ベンチャーオート・ウイン
グ

―
車のワンストップサービスを全面に押し出した新規顧
客開拓事業

882 奈良県 トギタニ建設 ―
ウエブを活用した自社ブランド「大和のめぐみ米」の
販路開拓

883 奈良県 有限会社長栄自動車 8150002005792
｢法廷重要サービス」から「お客様指向サービス」へ
の転換事業

884 奈良県 株式会社　藤岡巴堂 2150001006707 新事業の立ち上げに伴う宣伝広告事業

885 奈良県 (有)山達硝子建材 7150002005983
福祉住コーディネーターによるバリアフリー工事提案
型販路開拓

886 奈良県 大和総合学園 ―
ICT機器を活用したそろばん教室における双方向授
業の展開

887 奈良県 天輪製餡工業有限会社 2150002005798
「山の辺の道のみやげ」～地元産の青大豆を使った
和菓子～

888 奈良県 ARAI ― 新規顧客獲得の為の販促事業

889 奈良県 株式会社清春おむすび 1150001018298 障害者の就労支援Ｂ型事業で健康食カフェ

890 奈良県 かさまつ造園 ―
モデルガーデン・ショーガーデンの新設によるお客様
獲得事業

891 奈良県 株式会社　マイ工務店 4150001017066 「光熱費計算で一歩先へ」他社と差別化を図る事業

892 奈良県 AKAONI ―
女性のリラックス空間を演出する店舗リニューアルに
よる販路開拓

893 奈良県 技研パーツ㈱ 4150001006457
ホームページリニューアルと新規金型試作開発によ
る販路拡大

894 奈良県 南田商店 ― 若者たちへ「就農支援」をITで普及活動事業

895 奈良県 nitoto ―
野菜嫌いの子供達へ思いを込めてnitoto新商品ＰＲ
活動事業

896 奈良県 ホッタ酒店 ―
ジャズに合う「アメリカンチック」な店舗改装とネット活
用事業

897 奈良県 (有)ツツミプロセス 9150002002095 お客様の想いをカタチに～思ひ出づくり～

898 奈良県 山崎商店 ―
海外からの訪日客へ向けたネット・チラシ活用による
ＰＲ活動事業

899 奈良県 中川塗装 ―
リフォーム需要者へ向けたネット・看板・チラシ活用
宣言事業

900 奈良県 御菓子司　丹波屋義康 ― 一般向け新商品開発、及び販路開拓
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901 奈良県 流泉堂表具店 ―
流泉堂による’ペットと飼い主’のダブル満足プチリ
フォーム

902 奈良県 リカーショップマルショウ ―
｢訪日客を利き酒会へ」業務効果と共にネットとチラ
シでＰＲ事業

903 奈良県 株式会社ルノータス 5150001020861
Webサイトの英語化及び英語での説明書と商品パッ
ケージの製作

904 奈良県 atoa naturaly ―
Webを活用した自店の根強いファンを獲得することで
の販売拡大

905 奈良県 稲田酒造合名会社 2150003000369 地元産にこだわって醸造したお酒の広告販売事業

906 奈良県 有限会社成駒屋 2150002005831
ワンツーステップ！！自社ホームページ刷新による
誘導作戦事業

907 奈良県 株式会社しろくま堂 8150001017392 最新悦機器を用いた巫女衣装等の時代衣装開発

908 奈良県 わらく治療院 ―
「わらく」で「わら」って「く」らそう！ネットで収穫拡大
事業

909 奈良県 有限会社エフミ ―
｢強み」と「ネット」をフル活用！業務効率による集客
拡大事業

910 奈良県 Irohaデザイン建築 ―
古民家再生専門店による海外旅行者向けの民泊事
業の展開

911 奈良県 林塗装店 ―
建築塗装における価格破壊大作事業と資材塗装の
広告宣伝事業

912 奈良県 みやこ美粧園 ―
高齢のお客様に寄り添った無料送迎サービスとフ
ラットチェア導入

913 奈良県
有限会社パティスリーふじ
い

6150002005869
トイレは店の裏の顔！～空間リフォームでさらなる
サービスを～

914 奈良県 有限会社オクトパス 9150002005635
ジャンたこ新メニュー！天理教参拝者へネット広報と
通販サービス

915 奈良県 ヘアーサロン　キムラ ―
女性層へ向けた「キムラ」革新的なシェービングサー
ビス

916 奈良県 陽ざし ―
「ネットで出前！」新規顧客をガッツリ！昔気質の定
食屋の挑戦

917 奈良県 玉井製麺所 ―
『ほんまもんの三輪素麺』の独自商品販売拡大とブ
ランド力向上

918 奈良県
株式会社マネジメント・リ
ソース

2150001010205
保育士の子どもと向き合う時間アップのための販路
開拓事業

919 奈良県 文殊房 ―
「プレミアムまごころギフト」の国内外への販路開拓
事業

920 奈良県 株式会社三輪山勝製麺 9150001010116
業務用麺（うどん・そうめん）の販路開拓のための展
示会出展事業

921 奈良県 有限会社ゴトウ木材 2150002006821
一般消費者への天然無垢一枚板の生産・販路拡大
事業

922 奈良県
株式会社アレルギーヘル
スケア

4120001121234
アレルゲン・グルテンフリー食品の外食給食業界へ
の販路拡大事業

923 奈良県
株式会社　スポーツシティ
アラキ

4150001018824
“一生涯当店のファン作りｵｰﾀﾞｰﾒｰﾄﾞ化による販促事
業

924 奈良県 株式会社サンフォン 3150001009337 『MOTTO！』（もっと）アピール計画 推進します！

925 奈良県 株式会社　鈴永 9150001009372
新規顧客・既存顧客への視認効果による販売促進
事業
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926 奈良県 株式会社　水　光 9150001009686
超高齢化社会に向けて、超快適空間の提案による
販路開拓事業

927 奈良県 桜庵 ―
高齢者・訪日外国人向け新メニュー「海鮮釜めし」販
路開拓事業

928 奈良県 ヘアーモードサロンミヤケ ―
付加価値サービスの積極的な情報発信による販路
開拓事業

929 奈良県 表具師　高悟堂 ―
機械導入により修理修復の売り上げ拡大及び販路
開拓

930 奈良県 株式会社　椋本工務店 6150001015613 空き農家住宅及び耕作放棄地サポート新事業

931 奈良県 有限会社　扇屋 1150002011120
刺繍機を活用した新サービスによる新規顧客獲得プ
ロジェクト

932 奈良県 養田造園土木株式会社 9150001016336
よりスピーディに！乗用草刈機の導入および宣伝広
告事業

933 奈良県
株式会社真秀コールド・
フーズ

1150001019965
冷凍倉庫と物流の強みを活かした冷凍チャーハン販
路拡大事業

934 奈良県 鹿六企画 ―
溶接技術を活かした鉄のオブジェと木の看板製作事
業

935 奈良県 有限会社安原鋸加工所 7150002011024
微細加工技術の強みを活かした高品質切削用刃物
の開発と販路開拓

936 奈良県
株式会社 GOJO チャレン
ジ

8150001020693
折込チラシの継続的な出稿による生徒数と知名度の
向上計画

937 奈良県 岩井畳店 ― ホットおりひめ導入による、へり無畳提案事業

938 奈良県 有限会社ビクトリー 9150002011096 多種多様なサービスを！迅速なタイヤ交換事業

939 奈良県 おうち珈琲　珈豆 ―
イベントをきっかけに煎りたて珈琲豆ファンの実店舗
への呼び込み

940 奈良県 株式会社　柳澤果樹園 8150001019604 パッキングルーム整備及び海外販路開拓事業

941 奈良県 伊勢屋豆腐店 ―
自家製生ゆば製造販売で料亭の味を御家庭でお手
軽に！

942 奈良県 カフェ・ド・マンマ ― 地域初、ペット連れが来店しやすい店舗づくり事業

943 奈良県 株式会社　一歩 2150001014197 「オタク」専門、ニッチ産業に参入し販路拡大作戦！

944 奈良県 モリソン万年筆＆カフェ ―
町のランドマークとなるべく看板設置で売上拡大事
業

945 奈良県 手づくりハム　ばあく ―
バイパス延伸を味方に！ノスタルジック街道 “食の
店連携事業

946 奈良県 有限会社　歩 7150002010067
介護保険依存からの脱却！歩み倶楽部ステップに
よる新規顧客開拓

947 奈良県 三宅株式会社 8150001013986
生涯現役！（スマートプラン100）による販路開拓事
業

948 奈良県 双葉靴下 ―
昇華プリントを利用した靴下でファッションに新たな
価値を提供！

949 奈良県 株式会社　東條機械店 2150001013926
農業者の為のワンストップサービスを実現する農機
具店の取り組み

950 奈良県 ＴＯＣ建設株式会社 3150001019294
商談スペース確保！機会損失ゼロからできる販路拡
大
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951 奈良県
辻本博質商店（ＫＯＳＥＮ
ツジモト）

―
時代のニーズに合った新製品を開発し新規顧客を増
やす

952 奈良県 株式会社　日興ビルド 2150001018405
仮設足場工事で培った技術力を活かしイベントやぐ
ら設営の新事業

953 奈良県 森田産業 ―
真美ケ丘地域の住宅へのカーテン買い替え促進広
告及び販路開拓

954 奈良県
片山リラクゼーション鍼灸
院

―
女性(妊婦）を元気にする地域密着型治療院の事業
拡大

955 奈良県 おにぎり整骨院 ―
薄毛・はげに悩む男性の安心と自信を取り戻すヘッ
ドスパ事業

956 奈良県 かもん ―
中華料理旨辛メニューの開発と店舗内環境整備で
新規顧客開拓

957 奈良県
清水商事（清水スポーツ・
中萬）

―
当店でしか手に入らない付加価値商品の製作と販
売促進事業

958 奈良県 株式会社永澤住宅設備 2150001010205
防災井戸ＭＡＰ（地域住民が自助・公助の防災意識
を）

959 奈良県 みーちゃん寿し ―
地域需要を的確に捉えた「デリバリー顧客に対する
販路開拓」事業

960 奈良県 スマイルウェア株式会社 5150001016463
訪問看護ステーション専用のホームページ制作によ
る販路開拓

961 奈良県 テーラーフジモト ―
良いものがほしいという価値観を持った顧客層への
販路開拓事業

962 奈良県 ヘアースタジオK&M ― 美容福祉及びオーガニックへの取り組み

963 奈良県 植平工業株式会社 8150001009712
高耐久性のポリエチレン製生け簀生産体制の構築と
PR事業

964 奈良県 有限会社ホーセンテクノ 5150002007065
データー検証による酸素バリア測定器オプションの
開発・販路開拓

965 奈良県 南都工芸 ― 【奈良産オリジナル印傳製品】の製造と販路開拓

966 奈良県 株式会社芳岡 5150001010227 オリジナル麺のPR強化による販売促進計画

967 奈良県 ティー・サポート合同会社 4150003001175
大和かぶせ茶の販路拡大！首都圏市場攻略そして
海外市場へ！

968 奈良県 中垣製麺所 ―
からだ想いの５つ星素麺「ベル・ブラン」で世界中をＨ
ＡＰＰＹに

969 奈良県 株式会社ＦＵＪＩ 3120101035277
新規レッスン生獲得のための交流スペースと馬場の
整備

970 奈良県 きらきらサラヒメネイル ―
プロモーションへの投資による当サロンの認知度向
上

971 奈良県 すぎた珈琲 ―
学生や若者を対象にした、夏季の珈琲文化発信と、
ＨＰの製作

972 奈良県
株式会社奈良シャッター
製作所

2150001007102
地元密着型！看板と子供連れ対応型商談ルーム設
置による新規開拓

973 奈良県 ＧＲＩＮＤ　ＰＥＮＣＩＬ ―
海外へ情報発信！2か国語対応ホームページ作成と
壁画個展の開催

974 奈良県 Ｙｕｋｉ子どもアトリエ ― 趣味を見つける為の「ちょこっと体験教室」会員募集

975 奈良県 有限会社ボン・シック 5150002006463
訴求力向上のためのテントファザードや照明や看板
の設置
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976 奈良県 株式会社カキモト 8150001006957
自社製什器が醸し出す鉄の空間による新たな販路
開拓

977 奈良県
PC AUTOMATION
SERVICE

―
日本のグローバル化に貢献！多言語対応受付シス
テム総合販路開拓

978 奈良県 大和商業研究所 ―
石門心学を活かした「永続的に栄えるための教育事
業」の販路開拓

979 奈良県 株式会社くるみーる 9150001020858
買い物弱者向け移動販売の宣伝による、新規顧客
の開拓

980 奈良県 有限会社　栗原工務店 1150002006228
中古住宅流通の建物状況調査サービスの展開によ
る販路開拓事業

981 奈良県 コヤマ建材 ―
土のリサイクルでシニアと環境に優しいガーデニング
応援事業

982 奈良県 チョムマーケット奈良本店 ―
男性必見！ヨガを学んでオシャレに心と体を健康に
する販促事業

983 奈良県 髪といろいろ ―
地域密着美容室の男性に特化したメニュー展開によ
る集客拡大

984 奈良県 株式会社シミズ 8150001007022
文具店主催！児童絵画展の開催による来店頻度拡
大事業

985 奈良県 ガレージハーフウェイ ― 逆転の発想！ローリスク買取による売上拡大

986 奈良県 CAFE・鍼灸ZADAN ―
世界遺産法隆寺が見える珈琲店が贈る「ギフトセッ
ト」販売事業

987 奈良県 スキンケアハウスオカダ ―
子育てママも楽しめるメイク＆エステによる販路拡大
事業

988 奈良県 株式会社　冨之里 5150001007099
一人でも多くの高齢者に食事と笑顔を届ける！販路
拡大事業

989 奈良県 松下彫刻所 ―
他社に真似できないオンリーワン技術による販路開
拓事業

990 奈良県 株式会社　家族の森 3150001008669
子育て世代に販路拡大！モデルハウスの集客力向
上事業

991 奈良県 有限会社オノダ 5150002006182 新商品の販売で目指せ!関西圏の新規客獲得！

992 奈良県 カフェクランベリー ―
宅配弁当サービスで当店の味ＰＲ！目指せ新規獲
得！

993 奈良県 biotope ―
ホームページによるデザイン力の訴求による売上
アップ計画

994 奈良県 おうち保育室hissi-patch ―
ママ応援イベントの実施とＰＲ活動で目指せ!新規利
用者獲得！！

995 奈良県 ﾚﾃﾞｨｰｽﾌｧｯｼｮﾝＣＥＣＩＬ ―
インターネットを使った情報発信とお客様の満足度
アップ事業

996 奈良県 コウチフォート ―
地域資源を利用したロケーション撮影で撮影専門店
へ

997 奈良県 有限会社テュエベル 7150002006379
高齢者向けの訪問美容と買い物サービスのコラボ
レーション

998 奈良県 ふ政商店 ― 新商品「竹炭麩」の販路開拓事業

999 奈良県 パンカフェあいておもい ― 男性客もウエルカム!メニュー追加で新規獲得事業！

1000 奈良県 サンユーホーム ―
賃貸物件オーナー様へ、給湯器レンタル事業はじめ
ました
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1001 奈良県
有限会社西大和マイカー
センター

9150002006402
作業効率アップで、集まれ全国のアルファロメオ好
き！

1002 奈良県 オートガレージスワップ ―
アメ車は弊社にお任せ！作業効率アップで売上アッ
プ！

1003 奈良県 カットサロンなかつじ ―
若い家族連れに向けた顔そりメニューで新規顧客獲
得

1004 奈良県
株式会社ＣＡＳＡＤＥＬＳＯ
ＬＥ

5150001019020
足ゆびに注目！100歳まで元気に歩く必需品愛ゆび
靴下販促事業

1005 奈良県 ぱん処ととかか ―
トータルブランディングによるＣＳ控向上！＋新市場
開拓促進事業

1006 奈良県 株式会社JUNKEI-GLOVE 9150001011948
野球グラブメーカー発信！ニーズを満たす提案カタ
ログで販路開拓

1007 奈良県 尾田愛商店 ―
「型」で効率アップ！提案型外野手用オーダーグラブ
の製造革新

1008 奈良県 織田畳店 ―
グッドデザイン受賞とその商品を最大限ＰＲし新規顧
客獲得を狙う

1009 奈良県 はつ乃家 ―
老舗和菓子屋の新スタイルをＰＲし新規顧客獲得を
目指す事業

1010 奈良県 株式会社イチクリ 9150001020692 遺品整理・生前の生活物品の整理事業の周知徹底

1011 奈良県 ヤマモトソックス株式会社 5150001011472
伸縮性・デザイン力を兼ね備えた靴下の開発とネット
ショップ開設

1012 奈良県 有限会社ひかりドライ 4150002007669
デﾕべカバー対応セル生産方式の確立による顧客対
応力強化

1013 奈良県 有限会社森山 8150002007772
買物困難者も買物を楽しむ事が出来る為の、移動販
売車輌購入事業

1014 奈良県 万松 ―
燻し鯖寿司ゆず風味　新商品開発とオープンテラス
設置の販路開拓

1015 奈良県 YMC株式会社 7150001016825 交通安全教育をプラスした二輪車生活推進事業

1016 奈良県 株式会社あすか米菜豆 9150001018191
ご当地特産加工品の製造受託によるBtoB取引の全
国展開事業

1017 奈良県 飛鳥かふぇ 日いづる ―
飛鳥の新定番！真夏のふわふわカキ氷＆真冬のほ
かほか米粉パン

1018 奈良県 浦野自動車 ―
車両整備設備強化と出張修理サービスによる新規
顧客開拓事業

1019 奈良県 株式会社J－roots 9150001018951
飛鳥おでんとオリジナルカクテルの開発及び販路開
拓事業

1020 奈良県
城南コベッツ真美ヶ丘教
室

―
Ｈ２９年度大学受験（高３・高卒）生の入塾促進広報
活動強化事業

1021 奈良県 和菓子舗　松庵 ― 新香芝名物「香芝の栗蔵」販路拡大事業

1022 奈良県 株式会社スプリード 7150001015075
刺繍職人が作る最高のウエイトべアをご両親へ～心
からありがとう

1023 奈良県 株式会社ツボイ 4120101031498
「お客様参加型」イメージと価格が納得できる墓石作
り事業

1024 奈良県 iＣＲaＦＴ ―
iphone出張修理～画面割れした社会人の方今すぐ
伺います～

1025 奈良県 コリアンキッチンあんじゅ ―
おばあちゃんからオモニに直伝！テイクアウト用チヂ
ミをご自宅で
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1026 奈良県 Ｖｉｒｔｕｅ ―
自宅が美容室に～香芝初高齢者専門「訪問出張美
容」始めました～

1027 奈良県 ＡＲＳ　ＣＯＭＭＩＴ ―
リバウンドしない奈良県初！食事学科を取り入れた
トレーニング

1028 奈良県 葛城建設株式会社 9150001012517
障害者への気配りを重視した障害者介護リフォーム
提案事業

1029 奈良県 株式会社ステラリュヌ 3510001014948 毎日食べたくなるロカボ（低糖質）スイーツ開発事業

1030 奈良県 SOUSEI株式会社 1150001015386
住宅建築に係る膨大な情報を一元管理　マイホーム
アプリの始動

1031 奈良県 かくい会計事務所 ―
後継社長向け“超密着型経営計画及び月次モニタリ
ングサービス

1032 奈良県
REDUOウォーキングス
クール

― 健康で綺麗になろう！宣伝強化で集客力アップ！

1033 奈良県 begal&cafe LoL ―
奈良県初！テイクアウトオーダーベーグルサンド始
めました

1034 奈良県 リラクゼーションポノポノ ― 高齢者の疲れを癒す「タイ古式マッサージ」周知事業

1035 奈良県 空間エコロジー研究所 ―
リフォーム、引越しのお悩み解決！プロに任せる整
理収納サービス

1036 奈良県 今尾刺しゅう ―
地元商店とのコラボレーションによる個人ユーザー
様への販路開拓

1037 奈良県 もんじゃ焼き山吉　香芝店 ― 関西風にアレンジしたもんじゃ焼き普及事業

1038 奈良県 株式会社山本寿司本舗 1150001013588 高齢者が楽しく気軽に集えるお食事処充実事業

1039 奈良県
広島風お好み焼き　ごん
ちゃん

―
中食需要拡大への対応とお好み焼き店の分煙化で
新規顧客獲得

1040 奈良県
株式会社エー・アイ・ジェ
イ

5150001015011
信頼度のあるネットショップ出店のためのホームペー
ジ開設

1041 奈良県 合同会社　ヴァレイ 8150003001411
縫製工場のイメージを一新、国内外向けブランド強
化事業

1042 奈良県 株式会社　青春 4150001021191 株式会社青春設立に伴うホームページの作成

1043 奈良県 味の六酔 ―
六酔の新イメージ戦略に伴う高付加価値化・販路開
拓事業

1044 奈良県 最上、 ― 「肉めし三昧」新規弁当販売に伴う販路開拓事業

1045 奈良県
オムライスのお店Fu～Fu
～

―
メニュー開発に伴うホームページリニューアルの販
路開拓事業

1046 奈良県 富士屋 ―
古都奈良から全国へ「奈良コロッケ」の新商品開発
による販路開拓

1047 奈良県 株式会社かねたか商店 4150001012570
店舗改装等による清潔感と安らぎのあるアットホー
ムな空間作り

1048 奈良県 YAMATON王寺店 ―
電光掲示板による、認知度向上、テイクアウトの向
上

1049 奈良県 株式会社　ふくろ工房 8150001007154
仕事内容を４つに分け専門性を持ったホームページ
作り

1050 奈良県 クリエイション株式会社 2120101054014
新規顧客獲得、認知度アップのためのチラシ作成・
ポスティング
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1051 奈良県 Lisa ―
店舗集客、ネット販売強化の為のホームページのリ
ニューアル

1052 奈良県
リラクゼーション＆エステ
サロン　Ane’Mone（アネ
モネ）

―
お客様が快適に過ごせるよう、風よけ設置と着替え
場所の空間作成

1053 奈良県 LF Tutaya ―
キャリア世代の女性に向けた大人のカジュアルファッ
ションの提案

1054 奈良県 酒菜　和味 ―
仕出し部門の体制強化による売上拡大への取り組
み

1055 奈良県 有限会社　辻自動車工業 1150002009148 販売から修理・保険まで「ワンストップサービス」

1056 奈良県 おうちcafeわんこ堂 ―
愛犬家のお店として更なる魅力を創り、来店客数の
増加を図る

1057 奈良県 葛城ホーム株式会社 9150001016773
地域密着型『長くお付き合い出来る不動産』屋の
ホームページ作成

1058 奈良県 マメタロウ商店 ― 「こだわり豆腐屋の冷凍コロッケ」の開発・販路開拓

1059 奈良県
海南ボイラー工業有限会
社

3150002008825
再生可能エネルギー用ボイラー設置・保守技術によ
る新規顧客開拓

1060 奈良県 アクティブ防犯センター ―
防犯から安全・安心を届ける展示・相談・商談のため
の改装工事

1061 奈良県 Ｃａｆeそらみる ―
わくわく感の詰まった御菓子を提供する店内改装工
事

1062 奈良県 Ｇｏｏｄ　ｓｔａｒ ―
弊社だから出来るフロントガラスコーティング技術を
ＰＲ販路拡大

1063 奈良県 株式会社スギモト 5150001012900
当社オリジナル規格商品の販売をして新規顧客を獲
得します

1064 奈良県 サントウニット株式会社 2150001015360 新製品開発とＢtoＣの強化による販路開拓事業

1065 奈良県 有限会社シラキ設備 9150002010718 「近くの水道工事店」からの情報発信・販売促進事業

1066 奈良県 株式会社ハナオカ 7150001014093
防鳥モグポール・防鳥モグポールスーパーの販売促
進・販路開拓

1067 奈良県 ＲＵＢＢＥＲ　ＳＯＵＬ ―
店舗改装＆ホームぺージリニューアルで動画配信に
よる集客事業

1068 奈良県 Ⅰ&Ⅰ Beauty Creation ―
お客様に『安全・安心』の商品を伝えるためのホーム
ページ作成

1069 奈良県 中川農園 ―
花木の購入からアレンジに至るサポート拡充のため
の店舗改装

1070 奈良県 肉バルＡＢＵＲＩＹＡ ―
＂一鶏同心＂の想いを込めた団体客獲得のための
販売促進

1071 奈良県 DE-NA-LI ―
ゴルフ分野参入による展示会出展での新規取引先
の開拓

1072 奈良県 シンプル ― 県下で唯一の特殊メイク技術と撮影技術をＰＲ

1073 奈良県 オリジン ―
究極のブランデーケーキ販売強化と新ＨＰで新規顧
客開拓

1074 奈良県 ＢＳＭ　ＯＦＦＩＣＥ ― 新規顧客獲得計画

1075 奈良県 中井税務労務事務所 ―
起業家支援と相続事業承継支援による地域活性化
と集客の取り組み
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1076 奈良県 粉もん屋八　西大和店 ―
店内飲食及び、店内宴会プランの内容充実を通した
販売促進活動

1077 奈良県 有限会社岩本石油 5150002011406
身近なガソリンスタンドによる、顧客サービス向上化
事業

1078 奈良県 風人園 ―
庭園設計のさらなる効率化とプレゼンテーションの品
質向上事業

1079 奈良県 株式会社　寺本木材 9150001012070 終活イベントにおける吉野材棺桶の販路拡大事業

1080 奈良県 近藤商店 ―
オリジナル商品と店内飲食充実化による来店客おも
てなし事業

1081 奈良県 柿の葉寿司　やっこ ― リーフレット・ホームページによる通販事業拡大事業

1082 奈良県 吉野中央木材株式会社 ―
木の香漂う吉野の酒蔵「美吉野醸造」のファンづくり
計画事業

1083 奈良県 舟形家 ― 新商品の開発とネットショップで新規顧客獲得事業

1084 奈良県 株式会社 吉野荘　湯川屋 5150001016190
「朝・夕座勤行」体験宿泊プランの新サービスによる
販路拡大事業

1085 奈良県 福本商店 ―
吉野から届ける土産品に特化した新商品開発及び
新規顧客獲得事業

1086 奈良県
吉野大峯ケーブル自動車
株式会社

5150001016174
レスポンシブＷｅｂデザインによる英語対応ＨＰへの
リニューアル

1087 奈良県
株式会社　藤井利三郎薬
房

9150001016138
老舗漢方屋が作る吉野産原料を使用した無着色・無
香料の漢方石鹸

1088 奈良県 美吉野醸造株式会社 3150001016374
木の香漂う吉野の酒蔵「美吉野醸造」のファンづくり
計画事業

1089 奈良県 野澤養鶏株式会社 1122001019691
希少価値のある卵を一度食べたら固定客化にする
ための販促事業

1090 奈良県 陶房おもだか ―
他作家さんとの連携によるネットショップを利用した
販路開拓事業

1091 奈良県 TSUJIMURA ―
新規顧客開拓に伴うＨＰ作成とオリジナル定番商品
販売事業

1092 奈良県 静亭 ―
若年層に向け「柿の葉すし」から新たなおすし革命と
販路拡大作戦

1093 奈良県 株式会社　共栄 5150001016059
吉野から心に響く贈り物！高齢者向け行商サービス
販売の展開事業

1094 奈良県 Les Vagues（レ　バーグ） ―
新規顧客を来店誘致のための看板設置と店舗改善
事業

1095 奈良県 辰田製作所 ―
地域資源活用の商品開発と体験教室等HP活用によ
る情報発信

1096 奈良県 川本米穀店 ―
「吉野でおいしいごはんを食べよう！」新サービス展
開事業

1097 奈良県 芳魂庵 ―
こだわりの吉野産きな粉フレーバーのブランド化と販
売拡大事業

1098 奈良県 株式会社歌藤 2150001021169
Ｗｅｌｃｏｍｅ歌藤　玄関からおもてなし+宴会場の有効
活用事業

1099 奈良県 株式会社セカンドアップ 2150001019114
来院なしで待ち時間早わかり、待ち時間ゼロを目指
すＨＰ開発事業

1100 奈良県 まるやす薬店 ― 漢方薬を中心とした新たな販促事業

44/83



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成２８年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

1101 奈良県 すみれ不動産 4150001018618
瑕疵保険付中古住宅モデル物件による空家住宅販
売促進事業

1102 奈良県 ＹＳイヌイ ―
美と健康をトータルプロデュースする化粧品店の新
規顧客獲得事業

1103 奈良県 カフェ　ヴィンテージ ―
新規客層の獲得と集客力アップを目指すハンバー
ガー店の変革事業

1104 奈良県 ＦＡＣＥ ―
癒しの空間を提供するヘッドスパによる集客力アップ
事業

1105 奈良県 柳原看板店 ―
修復・再生の技術でレストアに参入する看板店の新
規顧客獲得事業

1106 奈良県 サロン＆アカデミーgala ―
オリジナルヘッドスパの新サービス導入による新規
顧客獲得事業

1107 奈良県 ジャストミート ―
ゴルフ層拡大を図るジュニアレッスン開講による新規
顧客獲得事業

1108 奈良県 sweet jewel ―
主婦、ママが活躍！資格取得も出来る大人女子お
稽古サロン

1109 奈良県 南畳店 ―
畳屋の伝統技術の中に和モダンを取り入れて提案
する販路開拓事業

1110 奈良県 中谷工務店 ―
耐震改修で奈良県中南部の住まいに安全安心を提
供する販路開拓

1111 奈良県 吉野綿業 ―
健康的布団の軽量化の提案による商圏範囲及び販
路拡大事業

1112 奈良県 猫のお手手 ―
地域の便利屋から吉野地域の衣食住ライフサポート
サービスへ！

1113 奈良県 ＤaiwaNextStage ―
足場業界のイノベーション資材管理システムによる
経営力強化事業

1114 奈良県 田中市食料品店 ―
町の情報発信拠点を兼ね備えた老舗よろずやの新
規顧客獲得事業

1115 奈良県 吉野加工所 ―
「広橋梅林の梅」を活用した新商品開発と新規顧客
獲得事業

1116 奈良県 吉辰商店 ―
見る・知る・体験する吉野杉箸工房設置と吉野杉箸
販路拡大事業

1117 奈良県 もりやクリーニング ―
老舗クリーニング店の新店舗オープンに伴う新規顧
客獲得事業

1118 奈良県 觀和工芸 ―
黒滝村で創る吉野材木製テーブル・食器の開発及び
販路開拓事業

1119 奈良県 杣英商店 ―
木質商品の多様なニーズの対応と生産性向上で地
域活性化

1120 奈良県 株式会社　西澤 2150001016136
季節を感じる柿の葉すしづくりの製品開発と販路開
拓事業

1121 奈良県 大谷屋 ―
大谷屋「別館Ⅱ」女将の無農薬野菜を食す！宿泊プ
ランの開発事業

1122 奈良県 光緑園　西清 ― 300年の歴史・文化を発信！外国人旅行者誘客事業

1123 奈良県 福西商店 ―
ジビエ・川魚の品質保持体制の強化及び新規顧客
獲得事業

1124 奈良県
奥吉野猪鹿食肉処理施
設Ｂ＆Ｄ工房

―
新規開業　食肉処理施設のジビエ肉販路開拓・顧客
獲得事業

1125 奈良県 花谷神変堂 ―
1300年続く大峯山陀羅尼助丸　新たな販路開拓事
業
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1126 奈良県 有限会社　ニシウラ 6150002011297 天川の自然を満喫！キャンプ場の集客計画

1127 奈良県
柳谷板金・柿の葉寿し　柳
豊

―
天川村唯一の柿の葉寿し店「柿の葉寿し 柳豊」新規
顧客獲得事業

1128 奈良県 森田商店 ―
「アマゴの燻製」など地域産品の販路拡大のための
新たな取組み

1129 奈良県 彰武 ― 宿泊客増で収益改善！ソフト・ハード充実事業

1130 奈良県
杉本銘木・ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟとち
お

―
ここでしか味わえない森林浴と川魚手づかみ体験で
新規顧客獲得！

1131 奈良県 小屋建築 ―
大工技術を活かした木工製品開発で新事業展開！
新規顧客獲得事業

1132 奈良県 奥村博本舗 ―
地域性のあるお土産物販売で陀羅尼助の販路拡
大！

1133 奈良県
大峯山陀羅尼助製薬有
限会社

8150002011287
１３００年続く伝統薬大峯山陀羅尼助丸の販路拡大
事業

1134 奈良県 弥山登山口駐車場 ―
地域資源を有効活用した新商品「乾燥シイタケ」の製
造体制構築

1135 奈良県 美吉野木材株式会社 3150001016003 革新的「天川式古民家再生システム」の販路拡大

1136 奈良県 旅館　紀の国屋甚八 ― 顧客ニーズに対応した利用しやすい施設への改修

1137 奈良県 天川青少年旅行村 ― 顧客獲得のための施設充実と情報発信事業

1138 奈良県 熊野路荘 ―
日本百名山大台ケ原と世界遺産大峰山をゆく山旅
人ステイ事業

1139 奈良県 Y企画 ―
聖地池原ダム湖でバスフィッシング！安全性・利便
性向上顧客獲得

1140 奈良県 シーズン ―
当店ならではの山菜料理を輝かせて、新規ターゲッ
トの獲得へ！！

1141 奈良県 株式会社松本 ―
来て見て触って介護用品ショールームの認知度向上
プロジェクト

1142 奈良県 冨永屋 ― 新規WEBサイト・インスタグラム開設で情報受発信

1143 奈良県 いかるが車輌 ― お得意様へ、洗車の有料サービスはじめました

1144 奈良県 オレンジの庭 ― ラベンダー商品ブラッシュアップで売上もアップ

1145 奈良県 モトショップマウントヒル ― バイクジャッキの複数化とお客様待機場所の快適化

1146 和歌山県
株式会社紀州本庄うめよ
し

3170001009236
みなべ町梅酒特区のお酒を国内から海外へ販路拡
大。

1147 和歌山県 亀屋旅館 ―
一石三鳥を目指す！足湯コーナー開設・ランチサー
ビス開始計画

1148 和歌山県 杜の郷　みるりいな ―
看板・スロープ設置でビフォーアフター。来店数向上
計画

1149 和歌山県 株式会社　あづまや 5170001009523 高齢者にやさしいトイレ改修計画

1150 和歌山県 株式会社　モリカワ 9170001011839 ガスも電気もモリカワで
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1151 和歌山県 株式会社一心幸産 1170001013966
空地・空家をゼロにするためのホームページによる
誘客事業

1152 和歌山県 有限会社アクモクス 5170002008061
女性患者が安心して施術を受けられる専用施術室
の確保

1153 和歌山県
株式会社キンエイクリエイ
ト

1170001007043
粉砕機を購入し、新商品の開発及び新販売ルート獲
得

1154 和歌山県 有限会社ジコー 5170002007476
白色の出せるプリンターを購入し、透明シール販売
で売上ＵＰ

1155 和歌山県 松林自動車 ―
工場の照明を明るい照明に変更し、車検期間を短く
売上ＵＰ

1156 和歌山県 イシヤ石工 ―
遺品整理サービスを開始した事を新たな看板設置で
ＰＲ事業

1157 和歌山県 湯浅醤油有限会社 2170002007446 海外販路拡大に向けた海外食品展示会の出展

1158 和歌山県 Take out Cafѐ kanon ― テイクアウト商品・土産品の充実による販路開拓

1159 和歌山県 喫茶まどか ― 地元物産店への生よもぎ餅の販路開拓事業

1160 和歌山県 魚政商店 ― 商談会・販売会での販売力強化事業

1161 和歌山県 塩路商店 ―
防火・防災用品の販売強化と明るい店への店舗改
装事業

1162 和歌山県 まるとも海産 ―
真心込めた美味しいものをお客様のお顔が見えるス
ペースで販売

1163 和歌山県 フォトアトリエ Shinkai ―
出張撮影に伴う様々な撮影環境に対応する可動照
明器具の導入

1164 和歌山県 Hair salon Sunrise ― ネイル施術導入による新規顧客開拓事業

1165 和歌山県 hacca（ハッカ） ― 個人をブランド化する仕組みを作る

1166 和歌山県 有限会社　水木商店 1170002010723 新商品『自家製漬物』による販売強化事業

1167 和歌山県 出会ってくれてありがとう ―
魂の故郷からの贈り物『龍神詩（うた）』の開発・販路
開拓

1168 和歌山県 有限会社　F・K小林 6170002008498
マタニティ化粧品ブランド確立の為のSNS動画広告と
化粧品提案

1169 和歌山県 蔵野製材株式会社 6170001007113 リサイクル可能な「木造折り畳み家屋」の試作

1170 和歌山県 pole pole @ sea ―
船舶オーニング・操舵キャビン・トイレ・タンクホル
ダー常設

1171 和歌山県 有限会社　まるた産業 1170002010319
薄畳の魅力を発信し和と洋の融合による販路開拓
事業

1172 和歌山県 有限会社　玉一商会 8170002005675 農家民泊「?庵（ごつあん）」オープンに伴う広報事業

1173 和歌山県 株式会社　みちうえ 6170001006890 多様化する家族葬儀（自宅葬儀）の販路開拓事業

1174 和歌山県
株式会社　桑添民之助商
店

9170001014445 新型水産用ロープの小分け販売事業

1175 和歌山県 有限会社　泰洋電機 7170002009462
会社ＰＲツールの作成及び更新による新規顧客開拓
事業
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1176 和歌山県 有限会社アオキヤ 6170002007112
新分野　瓶詰め商品開発（地発泡酒製造）にともなう
販路拡大事業

1177 和歌山県 伊咲亭 ― 新メニューの提供開始に伴う機材購入および宣伝

1178 和歌山県 有限会社　浦川瓦工業 9170002007200
瓦サンプルを見て触って納得する陳列スペース設置
の為の店舗改装

1179 和歌山県
手漉き和紙　工房あせり
な

― 和紙を使った小物類販売に伴う蔵の改修事業

1180 和歌山県 有限会社下津商店 4170002007741 女性特有の悩みを解消する整体院事業展開

1181 和歌山県 堀忠酒店 ― 外国の方にもわかりやすい店作りによる集客計画

1182 和歌山県 紀州松煙 ― 認知度アップ・直売増加をめざす体験教室

1183 和歌山県 尾崎家具装飾　株式会社 5170001007097
新商品パレットウォールで、全てのお客様に幸せ空
間を提供

1184 和歌山県 株式会社　松下商店 9170001007069
LPガス、石油、設備事業の訴求力の高いパンフレッ
ト等作成事業

1185 和歌山県 株式会社　松原造園土木 4170001007156 自社ホームページ作成

1186 和歌山県 カシオデンキ店 ―
『キヅナ活動』実施によるお客様からの信頼性獲得
事業

1187 和歌山県 きのした薬局 ― 地域の「かかりつけ薬局」の実現

1188 和歌山県 井戸本農園 ―
地元の名水で作った「井戸本農園のお米」の広報お
よび販路開拓

1189 和歌山県 のせ川のまき ― 高野槙と色花（生花）セットによる販路拡大事業

1190 和歌山県 堀周電気大水崎店 ―
ロングライフ時代に対応した設計提案可能なキャド
システム導入

1191 和歌山県 カフェ・キッチン ―
新たな店舗活用を訴求するリーフレット作成、メ
ニューの刷新事業

1192 和歌山県 和お商会 ―
高齢者向けに食材を加工したイートイン式たこ焼き、
イカ焼き店

1193 和歌山県 森下機械株式会社 2170001011093 ホームページ、製品カタログを刷新し販路を拡充

1194 和歌山県 岡本装飾 ― WEBサイト・パンフレットを利用した新規販路開拓

1195 和歌山県 有限会社汐入橋石材 9170002011598 盆セール実施による石碑販売数の売上向上事業

1196 和歌山県 林渡船 ― 夏の閑散期の新サービス「赤イカ釣り」事業の展開

1197 和歌山県 合名会社丸正酢醸造元 3170003000597
中国語・仏語・スペイン語・伊語のＨＰ作成による顧
客獲得事業

1198 和歌山県 第三雄弘丸 ―
釣果鮮度確保と新メニュー提供で顧客満足度100％
を目指す

1199 和歌山県 かわばた渡船 ―
釣果を新鮮かつ美味しく持ち帰りたい！に応える満
足度アップ事業

1200 和歌山県 岩元渡船 ― 新たな顧客層の開拓事業
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1201 和歌山県 パン工房エトワール ―
地域密着型ベーカリーとして、もう一度、店舗にお客
様を！

1202 和歌山県 株式会社 坂井家起こし 5170002010281
パンフレット・のぼり・横断幕による新規顧客の掘り
起こし事業

1203 和歌山県 上田農園 ― 野菜・果樹・加工品のパッケージのリニューアル事業

1204 和歌山県 紀の松島観光株式会社 4170001011703 販促用ＰＲ映像の制作

1205 和歌山県 もりとよ商店 ― もりとよ酒場（ＢＡＲ　moritoyo）プロジェクト

1206 和歌山県 久保印刷 ―
写真技術と印刷技術を融合させる為の製本技術の
向上事業

1207 和歌山県
アイリスパークオートキャ
ンプ場

―
施設内パンフレットを作成して新規団体客の獲得を
図る

1208 和歌山県 有限会社　紀州高田果園 3170002009895 有機梅干の栽培コンセプトと販売強化事業

1209 和歌山県 林畳店 ― ＨＰ作成による、新商品等の販売促進と販路の開拓

1210 和歌山県 カービューティープロ田辺 ― なじみやすい看板・広告記事で個人客を新規開拓

1211 和歌山県 からす屋 ―
新パッケージ商品開発・のれん設置による売上増加
計画

1212 和歌山県 AYUNG ―
ＨＰと折り込みチラシを使った販路開拓と看板パネル
設置広報事業

1213 和歌山県 シュエットドール ― パンフレットと看板を使った広報と店内整備事業

1214 和歌山県 ＢＵＳＨ ― サニタリースペースの改修事業

1215 和歌山県 西山蒲鉾店 ―
販促ツールを活用し、催事、県外販売等の充実を図
る

1216 和歌山県 株式会社Ｈ.Ａ.Ｌ.Ｕ 7170001010537 自社ブランド「波羽染め」の販路拡大事業

1217 和歌山県
白浜観光自動車道株式
会社

8170001009066 名勝千畳敷を訪れた全てのお客様への広報事業

1218 和歌山県 魚菜慶食　光 ―
魚介類保管冷蔵庫整備と新たな取り組みの広報事
業

1219 和歌山県 薗田工業所 ―
作業の効率化の上昇とＨＰとパンフレットによる販路
拡大広報事業

1220 和歌山県 株式会社トゥリー 2020001092859
地域材で創る家具職人のセレクトショップ・ブランディ
ング事業

1221 和歌山県 今又旅館 ―
料理と和歌山の地酒が楽しめるお店づくりとメニュー
制作

1222 和歌山県 株式会社萬野総本店 1170001013990
ＨＰと折り込みチラシを使った販路開拓の為の広報
事業

1223 和歌山県 コインランドリー心 ―
看板設置・チラシ折込による当店の周知・新規顧客
の獲得事業

1224 和歌山県
有限会社昭和自動車整
備工場

4170002009201 ホームページの整備による新規顧客の取り込み

1225 和歌山県 有限会社丸髙百貨店 6170002009430 ＨＰと折込チラシによる販路拡大広報事業
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1226 和歌山県 白安 ―
ＨＰとチラシを使った広報と年間販売の為の真空パッ
ク機導入事業

1227 和歌山県 アトリエビアンコ ―
新天地で実現　生涯学習をビジネスに！地域密着の
絵画教室の展開

1228 和歌山県 宇恵畳製作所 ― 店舗改装による来店促進事業

1229 和歌山県 ＨＩＤＡＭＡＲＩ ―
子育てママだからできる素敵な取り組み　安心安全
と癒しの提供

1230 和歌山県 有限会社　中野三商店 6170002007509 自動延反機の増設による新市場開拓

1231 和歌山県 日置川開発株式会社 2170001009006
袋詰めした天然砂利のネット販売による販路開拓事
業

1232 和歌山県 堀本興業株式会社 1170001014080
特化した自社技術力を売上に繋げるＨＰ制作・イメー
ジ戦略

1233 和歌山県 場谷生花店 ― 「花みずき会館」の知名度向上による販路開拓

1234 和歌山県 民宿かわべ ― 露天風呂満喫事業

1235 和歌山県 まるつね給食 ― 「仕出し屋のからあげ」販売による販路開拓

1236 和歌山県
有限会社南紀シーマンズ
クラブ

5170002011734
ナイトロックス拡大で新規顧客獲得と他店との差別
化を図る

1237 和歌山県 金澤寿翁軒 ―
自店ＰＲ・集客、売上向上のための贈答用包装資材
開発

1238 和歌山県 ビューティワカタケ ― 新サービスのＰＲ看板設置による新規顧客開拓

1239 和歌山県 ドイリー ― 店舗ファサード改善による集客計画

1240 和歌山県 寺本紙器株式会社 1170001011020
ショールーム兼商談スペースの設置による新規顧客
開拓

1241 和歌山県
有限会社 和歌山フーズ
パル

7170002010998
古民家蕎麦屋の照明設備改修によるディナー集客
向上事業

1242 和歌山県 お食事処　しのぶ ― くつろぎスペース設置による顧客獲得事業

1243 和歌山県
株式会社きごころ工房夢
家

5170001014143 健康と家造り提案事業

1244 和歌山県 大五水産株式会社 5170001008995 すさみの特産“黒潮の干物販売事業

1245 和歌山県 フレッシュＳＨＯＰキリン屋 ―
顧客ニーズに対応し顧客満足度アップを図る店舗改
装事業

1246 和歌山県 雄弘丸 ―
大型魚釣りメニュー提供による顧客獲得のための
タックル導入事業

1247 和歌山県 バイクランドモリユキ ―
休憩兼商談スペース設置で顧客満足度確保と新規
顧客層獲得！

1248 和歌山県 ひらまる ―
串本発「ほるもん」シリーズ等販路拡大・新市場開拓
事業

1249 和歌山県 有限会社　谷工業所 8170002011723
高い提案力を発揮するためのモデルルーム改装で
顧客満足度アップ

1250 和歌山県 カフェ・ラパン ―
体験アクティビティー増強とビーチカフェ内装改装に
よる販路拡大
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1251 和歌山県 梅花園 ―
中身も容器もこだわった『ギフトになる梅干』の開発・
販路開拓

1252 和歌山県 株式会社　笠松自動車 1170001007539
大口径ホイール対応タイヤチェンジャー導入による
売上拡大！

1253 和歌山県 トラットリアアリモト ―
新規客獲得のための店舗環境改修による売上アッ
プ！

1254 和歌山県
株式会社ブーランジュリー
ピノキオ

2170001005905
「冷凍パン＆焼きたてパン」の開発とＩＴ活用による販
売促進

1255 和歌山県 コウドヤ ― 隠れた人気のこだわりタコ焼きの徹底的PR大作戦

1256 和歌山県 ＲＯＣＫＥＴ　ＤＩＶＥ ―
ペット万能健康手帳（愛犬、愛猫の母子手帳）の開
発と販売

1257 和歌山県
Cafe＆Rest　－BAGDAD
－

―
 リバーサイドオープンデッキでのバーベキュー提供
事業

1258 和歌山県 ＰＣハウスＫｉｔ ―
格安スマートフォン販売に伴う既存サービスの販路
開拓

1259 和歌山県 有限会社 エルアンドエル 5170002007113
野球クラブ専用ホームページ作成・試合速報サイト
構築事業

1260 和歌山県 ミナト ― バーベキュー施設の設置事業

1261 和歌山県 株式会社いなみの里梅園 4170001010201
梅干しの新たな食シーンが生まれる新商品開発によ
る販売力強化

1262 和歌山県 株式会社　中村正佛堂 9170001009197 気軽に来店して頂ける明るい店づくり

1263 和歌山県 すさみ食堂 ― 女性観光客獲得に向けた情報発信事業

1264 和歌山県 森川商店 ―
ECサイトの商品ページなどのデザイン委託を通じた
販売促進

1265 和歌山県 MUYA ―
旅行客に向けての家族写真、記念撮影の販路開拓
事業

1266 和歌山県 有限会社　トリニティー 3170002009689
「梅エキス」をリニューアル！健康への訴求で商品力
UP！

1267 和歌山県 浅尾商店 ― オリジナル惣菜の提供で利益率UP。

1268 和歌山県 株式会社交響堂 3170001007470 車イスでも乗り降りできる駐車場整備事業

1269 和歌山県 串本中央ホンダ ―
安心したバイクライフをユーザーに提供するバイクリ
フトの導入

1270 和歌山県 フレッシュオカダ ―
高齢化した顧客が安心して買い物できる憩いの場所
と時間を提供

1271 和歌山県 菓子　潮ざき ―
地元産「米（米粉」を使った「名物だんご」販売促進事
業

1272 和歌山県 ＫＳＰＯＲＴＳ ― 高性能刺繍機でオンリーワン商品の作成・販売

1273 和歌山県 株式会社湯川建築 3170001008997 企業競争力を強化するソフト導入事業

1274 和歌山県 あんのん ―
あんのん（蕎麦屋）のメニュー拡張による販路開拓事
業

1275 和歌山県 山本養蜂園 ― 商品ブランド化と自社販売経路開拓事業
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1276 和歌山県 日新フォレスト ― 草木染め講習会に関わる設備整備事業

1277 和歌山県 中谷組 ―
空き家（空きビル・空き工場）の解体工事による販路
開拓事業

1278 和歌山県 松田屋 ― 地域の特性を活かした「柿の葉すし」による販路開拓

1279 和歌山県 シープ歯科工業株式会社 4170001005960 医療用口腔検査用ガムの販路拡大事業

1280 和歌山県 マルイチ農園 ―
栗を使った加工品ラインナップの拡張による販路拡
大事業

1281 和歌山県 有限会社　サンスイ産業 2170002008304
人前式よりも付加価値の高いガーデンシビル挙式を
行う事業

1282 和歌山県 関洋服店 ― 店舗の外装と看板のリニューアルによる販路開拓

1283 和歌山県 河村酒店 ― ファサードへのサービス内容表示による販路開拓

1284 鳥取県 Ｎｅｏ　Ａｎｔｉｃｏｓ ―
情報発信力の強化と卸売り営業展開による受注強
化

1285 鳥取県
Beach Cafe & Outdoor
ALOHA

―
民宿事業展開による新規顧客の開拓と飲食事業へ
の相乗効果の実現

1286 鳥取県 れすとはうすロマン ―
幅広い顧客層が寛ぐための環境整備による滞在時
間延長で販売促進

1287 鳥取県 （有）トータルフィット 2270002005002 “墜落しにくい、“使える業務用ドローンの販路開拓

1288 鳥取県 みどりや ―
地域の資源を活用した贈答用（お土産）商品開発と
販路開拓

1289 鳥取県 （有）田中屋電器 7270002004040
家電のプロによる中古家電販売の事業化と販路開
拓

1290 鳥取県 清水鉄工所 ―
出張作業への対応と営業ツールの整備による商圏
拡大及び販路開拓

1291 鳥取県 みどり美容室 ―
お客様に寄り添ったサービス、商品提案と情報発信
による販路開拓

1292 鳥取県 有限会社小谷写真館 8270002004320
写真教室の開催と地域イベントとの連携による顧客
開拓の展開

1293 鳥取県 有限会社　太田酒造場 2270002004458
こだわりの酒の肴と合わせた販路開拓による清酒の
売上増加対策

1294 鳥取県 若桜観光株式会社 6270001002640
情報発信による夏いちご商品の販路開拓とスキー場
の集客力向上

1295 鳥取県 有限会社　アトラス 6270002004487 シニア世代をターゲットとした商品開発と販路開拓

1296 鳥取県 まえた農園 ―
直販贈答用梨の販売力・ブランド力の強化による新
規顧客の獲得

1297 鳥取県 日中東北物産有限会社 8270002008899
外国語対応の販促ツール作成による新規取引先の
拡大

1298 鳥取県 平尾とうふ店 ―
ギフトパッケージ、パンフレットの作成による販路拡
大

1299 鳥取県 川のhotori用瀬 ―
伝統和菓子の復刻等によるリピート率向上と新規顧
客の獲得

1300 鳥取県 （有）梶川商店 5270002004637
本格フェイシャルエステによる固定客の満足度向上
と新規顧客獲得
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1301 鳥取県 アーク学院 ―
企業向け語学研修開始に伴う新たな広告戦略によ
る情報発信力強化

1302 鳥取県
株式会社　ネクステファー
ム

6270001006658
自社作物の付加価値アップと買い物弱者の為の新
たな販路開拓活動

1303 鳥取県 カットハウス遊美 ―
県内の理容サロン初メンズ除毛サロンのＰＲによる
新規顧客開拓

1304 鳥取県 小林農園 ―
イチゴ・栗の冷凍・冷蔵貯蔵による通年販売の実現
と付加価値向上

1305 鳥取県 株式会社　ＳＨＰＲＥＥ 7270001006822
靴保管・リペアサービス事業を鳥取県発で全国展開
する

1306 鳥取県
有限会社　本田モーター
ス

8270002010764
ＨＰ作成、及びカーリース販売による新規・管理顧客
囲い込み作戦

1307 鳥取県 有限会社　磯江 6270002010956
個人住宅をターゲットとした外構工事の獲得のため
の営業戦略

1308 鳥取県 らぽーる ―
独自手法゛日報コーチングのポータルサイト開設によ
る販路開拓

1309 鳥取県 北条ワイン醸造所 ―
オリジナル看板による店舗の視認性向上で新規顧
客獲得

1310 鳥取県 株式会社　YoｕｔＨ 2270001005589
格安SIM事業の推進によるモバイル通信分野での新
たな顧客開拓

1311 鳥取県 有限会社　木本自動車 2270002009457
車検整備を活用した事業展開と告知の徹底による直
接受注の獲得

1312 鳥取県 有限会社　リンツ 4270002009579
ブライダル市場をターゲットとした商品開発と販売促
進

1313 鳥取県
株式会社　アグリネット琴
浦

8270001006078
酒類オリジナル商品の開発・販路開拓と効率的な顧
客管理の実現

1314 鳥取県 大谷酒造株式会社 3270001004895 英語版HP開設による海外販路の拡大

1315 鳥取県 KOIZJAPAN ―
撮影スタジオの設置によるオンデマンドトータル販売
事業の実施

1316 鳥取県 ヘアーサロンさかもと ―
新サービスの提供による来店頻度の向上と新規顧
客獲得

1317 鳥取県 陶工房Ａshwork ―
生産性の向上とワークショップの強化による販促計
画

1318 鳥取県 株式会社伯耆のきのこ 3270001006479
鳥取県産きのこのＰＲと通信販売による全国展開の
着手

1319 鳥取県 田淵建築工務店 ― 介護リフォームを前面にしたＰＲ計画

1320 鳥取県 株式会社　abaris 2270001005473
パッケージデザインの刷新とＨＰデザイン改修による
販路拡大事業

1321 鳥取県 松涛園 ―
ＰＲ強化・快適環境による親子孫三世代家族と女子
会の販路拡大

1322 鳥取県 光プロジェクト株式会社 5270001006519
イラスト動画を活用した事業説明力向上による販路・
成約率の拡大

1323 鳥取県 株式会社　タツクロス 9270001006985
クロスの小規模・部分張替えのＰＲによる個人顧客
の獲得事業

1324 鳥取県 おちらと庵　さえき ―
人に「ゆったり」を「芸術＋食事」で提供する喫茶店の
販路開拓

1325 鳥取県 Ｐｉｒｏ‘ｓ　Ｇａｒｄｅｎ ―
知名度向上、認知に向けた販売チャネル整備による
売上増加事業
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1326 鳥取県 﨏田製材所 ―
新たな顧客に対応した機械導入とＰＲ強化による販
路拡大

1327 鳥取県 久米桜麦酒株式会社 3270001003880
レストランのＰＲおよび環境整備による顧客満足度向
上と販路拡大

1328 鳥取県 株式会社肉の今川 3270001006545
鳥取県産品炭火焼肉おもてなしによるＰＲ発信戦略
事業

1329 鳥取県 雄峰ペンション ―
屋根付きテラスでバーベキュー＆体験プランの充実
と新規顧客獲得

1330 鳥取県 大山バックパッカーズ ―
ファミリールーム新設による家族や団体客を狙った
新規顧客獲得

1331 鳥取県
株式会社パワフルジャパ
ン伯耆

8270001006680
「大山ほうき森のレストラン」地域資源発信！販路拡
大事業

1332 鳥取県 安部建築 ―
「生活支援サービス」事業展開と業務ＰＲ強化による
販路拡大

1333 島根県 合同会社あおき 2280003000653
快適空間で高齢者の憩いの場を提供、そして購買意
欲高める事業

1334 島根県 有限会社日野工務店 3280002009620 3次元CADの導入で迅速な設計図と価格提案

1335 島根県 ペルラブルー ―
除雪機設置による、降雪時でも安心して来店できる
体制づくり事業

1336 島根県 有限会社　看雲楼 3280002006543
新メニュー婚礼会席を主な内容とした広告宣伝強化
による販路開拓

1337 島根県 御菓子とみや ―
観光客・若年層ニーズに対応する新商品開発と販売
による販路開拓

1338 島根県 縄文村 ― トイレ改修で快適空間づくり事業

1339 島根県 有限会社　神門組 8280002006555
民間工事施工会社としての認知度アップを目的とす
る広告宣伝強化

1340 島根県 有限会社井上石材店 6280002009485 ホームページ作成による認知度向上と販路拡大

1341 島根県 株式会社セレビア 9280001006646
遠赤低温乾燥機によるチョウザメ燻製商品の生産量
増大と高品質化

1342 島根県 有限会社森廣テック 6280002009667
高品質溶接による工事全体の品質アップと納期短縮
による受注拡大

1343 島根県 エディオン石見店 ― 語らいの場の設置とトイレ改修で売上アップ事業

1344 島根県 堀野養蜂場 ― 蜂蜜の新商品パッケージ作成事業

1345 島根県 星旅館 ― 家庭的なおもてなしによる外国人宿泊客獲得事業

1346 島根県 柿谷商店 ―
ネット広告及び内部SEO対策による通販サイト認知
度向上事業

1347 島根県
株式会社　いづもファクト
リー

7280001007225
観光客のお困り事解決のためのトイレ改修による販
路開拓事業

1348 島根県 まないな ―
「ヴィーガン・グルテンフリー」製菓製造・卸小売によ
る販路開拓

1349 島根県 有限会社　三島電器 6280002003158
リフォーム事業及び住宅設備機器販売への販路開
拓事業

1350 島根県 HakuSen ― 店舗販売移行による販路拡大事業
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1351 島根県 有限会社 松葉屋 7280002011762
ネットショップのリニューアルによる顧客獲得とブラン
ド力向上

1352 島根県 stitch craft ―
オリジナルブランド強化、店舗改装による売上増及
び販路開拓事業

1353 島根県 地崎写真館 ― 動画撮影に対応することによる販路開拓事業

1354 島根県 須山装飾 ―
店舗改装に伴う小売部門強化による新規顧客獲得
事業

1355 島根県 はつみ交通㈱ 6280001002904 インバウンド対策による販路拡大事業

1356 島根県 合同会社大根島研究所 2280003001123 大根島産日本酒の販路拡大事業

1357 島根県 ひとみ美容室 ― 店舗強化及び白髪染め強化による販路拡大事業

1358 島根県 仁宮塗装店 ― うどん強化による販路（顧客）拡大事業

1359 島根県 大西建具店 ― 異業種進出による販路拡大事業

1360 島根県 株式会社　田中製材所 8280001003990 営業ツール作成による販路拡大事業

1361 島根県 友塚畳工店 ―
来店者用駐車場整備及び看板設置による新規顧客
獲得事業

1362 島根県 梅乃家 ― 店舗改修による集客力向上に向けた取り組み

1363 島根県 いまゐネット株式会社 2800010004516
高性能ドローンの導入による新たな顧客獲得、及び
売上拡大事業

1364 島根県 有限会社垣崎醤油店 8280002009731
有機甘酒専用タンクの導入による、生産量の増大と
販路の拡大

1365 島根県 有限会社三松堂 5280002010460
ヘルシー＆ローカルな「津和野ジェラート」販売プロ
ジェクト

1366 島根県 有限会社日高林産 5280002009619
桧間伐材の背板（廃材）を活用した商品開発による
販路の拡大

1367 島根県
ローカルフードラボ株式会
社

2280001006925
２号店店内改修による顧客の利便性と安全性の向
上による売上増大

1368 島根県 千原温泉 ― 女性客も安心し入浴できる施設の改善

1369 島根県 ㈲中村自動車整備工場 7280002009682
新規顧客を確保するための機械の導入（車検修理
の技術の向上）

1370 島根県
cafeA.oryzae（カフェオリ
ゼ）

―
新たな空間の活用とスイーツ＆惣菜の充実による販
路拡大事業

1371 島根県 美都食堂ハジメ ― 家族連れをターゲットとしたイベント販売とPR事業

1372 島根県
一級建築士事務所 アトリ
エ素と

―
暮らしとアートのギャラリー整備による新規顧客開拓
と販路拡大

1373 島根県 青木装飾店 ―
カーテン選びの楽しさを伝える商談スペースの設置
による販路拡大

1374 島根県 株式会社　ゆのつ 4280001003994 チラシやメニュー案内看板等を設置し集客増加事業

1375 島根県
トモイキ・健康長寿チャレ
ンジ倶楽部

― Ｗｅｂ予約の整備とチラシ等でのＰＲによる顧客開拓
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1376 島根県 山本写真スタジオ ― 釣り餌販売からの写真館再生事業

1377 島根県 吉岡商店 ― 店舗看板設置で新たな顧客の取り込み

1378 島根県 居酒屋蔵 ― 店舗の改装を行い新たな女性層と観光客を取り込む

1379 島根県 株式会社くぼた 9280001005202
弁当、料理リーフレットを作成し販路拡大のツールと
する

1380 島根県 株式会社　なつかしの森 1280001007288 自社ホームページ開設によるネット販路開拓

1381 島根県 三角屋商店 ―
ギフト市場への進出と、チラシ・HPによる販路開拓事
業

1382 島根県 Ｈａｉｒ‐ｄｅｓｉｇｎ Ｄｏｏｒ ―
新メニュー「デジタルパーマ」導入による顧客創造事
業

1383 島根県 有限会社　三上建設 8280002009649
CAD(図面作成ソフト)導入。らくらく測量で売上拡大
を目指す

1384 島根県 インテリア　ウシオ ―
最新鋭機導入で町内需要の60％受注獲得を目指
す。

1385 島根県 (有)井上醤油店 9280002011629 本格的なネット販売参入のためのシステム構築事業

1386 島根県 有限会社トム 3280002012038
ホームページリニューアルに伴う、新たなブランディ
ングを行う

1387 島根県 吾妻そば ― リピーター獲得のため店舗内の空間イメージUP

1388 島根県 有限会社 森田醤油店 2280002011692
甘酒充填機導入に伴い製造量増加とリードタイム短
縮を実現する

1389 島根県 有限会社　上田工務店 7280002010566 高齢者向けの民間工事による新規顧客開拓事業

1390 島根県 有限会社　小川組 5280002010568
水周りのリフォーム工事強化による新規顧客獲得事
業

1391 島根県 安部　信一郎 ― 新パッケージ・デザインの作成による販路拡大事業

1392 島根県 安達設備 ―
ホームページ新規開設、携帯端末の利用等による販
路開拓事業

1393 島根県 ヘアーショップ池田 ―
設備導入で顧客満足度アップと新サービス提供で新
規顧客獲得

1394 島根県 吉田自動車 ―
店舗改装で女性客が気軽に来店できる店づくりと情
報発信事業

1395 島根県
やましたひでこ公認断捨
離?トレーナー

―
ＩＴを活用した「断捨離?」の認知度アップとエリア拡大
戦略

1396 島根県 豆アトリエ ―
豆キャラ発信による認知度向上と、HP開設による受
注強化事業

1397 島根県 合同会社さと山 5280003000675 外国人宿泊客獲得による売上増加プロジェクト

1398 島根県 明見左工所　株式会社 1280001006678
商談スペース確保及び看板設置によるＰＲで新規顧
客獲得

1399 島根県 ヘアーサロン高田 ― トイレ改修で店のイメージ向上による新規顧客獲得

1400 島根県
有限会社アプローズおか
だ

3280002011923
ライトテスト内製化のための設備導入による売上拡
大事業
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1401 島根県 合同会社　美郷商店会 8280003000549 生鮮食品の新規取り扱いで売上の倍増を狙う。

1402 島根県 株式会社　大和興産 3280002009579
高齢化一番県の一番町で、高齢者の暮らしからビジ
ネスを見つける

1403 島根県 石田理容院 ― 店舗の改修で安全・安心な理容院を目指す

1404 島根県 三上電器店 ― くつろぎの接客スペースで売上の拡大を目指す。

1405 島根県 三次屋商店 ―
山里の幸を冷凍保存で通年販売。買物客や生産
者、皆が喜ぶ店創り

1406 島根県 カーペンター　たはら ―
作業場の移転による当社の「見える化」で売上の拡
大を目指す

1407 島根県 中田屋本舗 ― 新商品でガッチリ！中田屋本舗「活性化計画２」

1408 島根県 株式会社イーグレット 2280001006636
田舎国道沿いに看板設置で「すみれ薬局はここです
よ！」大作戦

1409 島根県 のがわや旅館 ―
洋式トイレへの改修により高齢客や外国人客の取り
込み事業

1410 島根県 有限会社須田工作所 6280002006350
短納期受注の対応力強化のためコンプレッサーを増
設

1411 島根県 有限会社久利動物病院 5280002007589
レントゲンの画像処理速度をアップして健康診断へ
新たに対応

1412 島根県 プチレストラン　クルトン ―
オムライスの魅力発信により固定客、常連客を獲得
する

1413 島根県 村上酒店 ―
明るく分かりやすい店舗であなたのご希望のお酒を
仕入れます！

1414 島根県 フレンド ―
地元産なた豆を活用した新商品開発と生産体制の
拡充

1415 島根県 糸賀製餅店 ― 新商品開発で新たな販路開拓を目指す

1416 島根県 但馬屋酒店 ―
日本酒・ワインの品揃え強化による新規顧客獲得事
業

1417 島根県 スサノオ出雲合同会社 9280003000696 エゴマの新商品開発で販売促進

1418 島根県 島屋クリーニング ― お客様との会話が弾む店づくりによる顧客開拓事業

1419 島根県 Hikimi森の器工房吉昭 ― 新たな設備導入による増産と売上拡大

1420 島根県 有限会社河野建材 3280002009546
新事業への取組みに伴うホームページリニューアル
による販路拡大

1421 島根県 株式会社萩の会 1280001005300 ブル－ベリ－製品の生産体制改善による販路拡大

1422 島根県 仕出し宴会いとう ―
ネットを活用した効果的・広域的ＰＲによる首都圏の
販路開拓事業

1423 島根県 有限会社北斗イシヤマ 9280002011678
観光地と話題の温泉への誘導看板で認知度をあげ
る

1424 島根県 季節料理ととや ―
バリアフリー店舗による顧客満足度の向上と新規顧
客の獲得

1425 島根県 マツウラフォトスタジオ ― 思い出をストーリーにしてお届けする
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1426 島根県 欅がるてん ―
「欅がるてん」メニュー開発と認知度アップ・読書コー
ナーの設置

1427 島根県 田村屋 ―
訪日外国人の方にわかりやすいパッケージ等の改
良

1428 島根県 焼火窯 ―
風流染めでつながる隠岐の島と全国への販路開拓
事業

1429 島根県 お食事工房クック ―
店舗外壁看板設置で「お客さんクックはここですよ
～」作戦

1430 島根県
有限会社共和鈑金塗装
工場

9280002011315
キッズ＆商談コーナー設置によるお客様満足度向上
と販路拡大

1431 島根県 呑み喰い処もへじ ― 看板設置で「もへじはここですよ！」大作戦

1432 島根県 越野薬品有限会社 4280002002830
店内演出の見直しによるイメージ強化とＨＰ作成によ
る販路開拓

1433 島根県 ＣＲＹＳＴＡＬ Ｗａｘ&Ｎａｉｌ ―
独自技術「ブラジリアンワックス」のＰＲによる顧客創
造事業

1434 島根県 株式会社こびき屋 4280001002237
工場壁面を活用した「事業案内ＰＲ看板」による販路
開拓事業

1435 島根県 外谷製紙㈱ 2280001000886 自社ショップサイト作成による販路拡大事業

1436 島根県 コバヤシ写真場 ―
高画質で良品質な写真をお届けします！特殊プリン
ター導入事業

1437 島根県 内田木工所 ― 需要拡大！「Ｒ加工」対応薄板製造機械導入事業

1438 島根県 株式会社　雲見堂 8280001005789
ブランド商品の発信基地！ＰＲ全開の店舗ラッピング
看板事業

1439 島根県 青木建築 ―
下請対策と地域密着型営業の強化による受注獲得
作戦

1440 島根県 有限会社　オールランド 6280002011978
市外県外！！雲南市！！レジャー目的のファミリー
層への販路開拓

1441 島根県
有限会社　城西ボデー
サービス

3280002011485
カーライフサポート充実の実現！調色カメラ導入事
業

1442 島根県 冨士寫眞館 ―
情報発信！ＰＲ全開のホームページ・チラシ作成事
業

1443 島根県
鉄板焼・お好み焼　だんだ
ん

― お客様満足にお応え！店舗改装事業

1444 島根県 イワミ水道有限会社 3280002009372
好立地への看板設置、展示会開催によるリフォーム
受注拡大事業

1445 島根県 ラビット商事有限会社 6280002009386
特殊ミシンを導入し、縫製受注領域拡大を図り、売上
増加を狙う

1446 島根県 cafeste Yo-hen ― エステ部門強化による集客増加事業

1447 島根県 有限会社湖静荘 1280002006289 旅館のイメージアップでリピート客の増加を図る

1448 島根県 株式会社ソノヤマ 9280001003478
認知度ＵＰを目的とするホームページ作成による販
路開拓事業

1449 島根県 有限会社　緑創 9280002006488 家具・雑貨の販売による新規顧客獲得事業

1450 島根県 （株）出雲生姜屋 1280001006769
「出雲生姜大福」の新商品開発による60代以上新規
顧客獲得事業
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1451 島根県
株式会社グリーンひだま
り

1280001005317
遠方のお客様の新規顧客獲得と顧客満足度向上事
業

1452 島根県 平木建築工房(株) 2280001006909
ターゲット顧客への適時適切な情報発信による需要
喚起と販路開拓

1453 島根県 ネロリヘアーズホーム ―
デジタルパーマ機導入による４０・５０代の新規顧客
獲得事業

1454 島根県 ファインヘアーセブン ― エステサービスの充実による女性顧客獲得事業

1455 島根県 祖田木工所 ―
効果的な情報発信による売上の安定平準化と下請
け依存からの脱却

1456 島根県 （有）サンアース 1280002006306 機器導入によるエアコン工事受注獲得事業

1457 島根県 栄進塾 ― 学習環境の整備を図り塾生の増加を目指す

1458 島根県 ｂｏｃｃｏ ―
「ご家族の幸せづくりのお手伝い」のための出張撮影
サービス事業

1459 島根県 有限会社　高橋工務店 9280002006364
ドローン導入による提案力の見える化とアフターフォ
ロー徹底事業

1460 島根県 配食のふれ愛　出雲店 ― 「夫婦セットサービス」の開始による夫婦客獲得事業

1461 島根県 ガラス工房Izumo ― 体験教室の開催により地元客の新規顧客獲得へ

1462 島根県 ミクニソーイング ―
高品質製品製造と生産性向上のための機械導入に
よる販路開拓事業

1463 島根県 てんぞ ―
法事需要に応えた新サービスと店舗改装による新規
顧客獲得事業

1464 島根県 出雲ハリカ ―
シルクプリンター導入による団体客の新規顧客獲得
事業

1465 島根県 カットサロン伸 ―
在宅介護者向け出張利用サービスによる新規販路
開拓

1466 島根県 カーショップ石見 ― 新型排ガス測定器導入により新顧客開拓事業

1467 島根県 喫茶アスカ ― テラス席整備による新規顧客獲得

1468 島根県 花の店デコレ ― 作業所新設による受注拡大事業

1469 島根県 株式会社六日市ボデー 4280001007079 自社事業ＰＲによる新規顧客獲得プロジェクト

1470 島根県 フラワーショップまつまえ ― 『日常的に花のある生活』による新規顧客獲得

1471 島根県 合同会社久領創建 6280003001103
ショッピングモールテナント内装工事対応による販路
開拓事業

1472 島根県 内谷ふすま店 ―
思い出の着物をオンリーワンの建具にし新たな販路
を開拓する

1473 島根県 株式会社　パソム 3280001004829
ホームページリニューアルによる販路および集客の
拡大

1474 島根県 加藤商店 ―
店舗の外観の修繕を行い知名度を高め売上げ増加
につなげる

1475 島根県 貫里自動車商会 ― 作業用コンプレッサー導入による受注の拡大。
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1476 島根県 田舎もん ― 地域食材を活用した新商品開発事業

1477 島根県 奥出雲塾 ―
プログラミング教室を核とした小学生の新規顧客獲
得

1478 島根県 原田建設 ―
様々なツールにより事業内容の周知を行い、顧客の
獲得につなげる

1479 島根県 ミートショップなかもと ―
こだわりの粗挽き仁多和牛コロッケで新たな顧客を
獲得する事業

1480 島根県 民宿　福来朗 ― 暖かさと思いやりを提供するお宿と販路開拓事業

1481 島根県 株式会社 美田 7280001005872
新規設備導入による発送用十割そばの開発及び販
路開拓

1482 島根県 有限会社 吉川工務店 4280002011724 中国（青島）での展示会出展および事前調査事業

1483 島根県
株式会社 ふいご・ジャパ
ン

9280001007066 奥出雲の玉鋼を使った製品の中国での販路開拓

1484 島根県 民宿晴海 ―
長期宿泊者獲得！顧客満足度を上げるための改装
工事計画！

1485 島根県 Pure One 工房 ― 作業用機械の導入による、受注業務拡大

1486 島根県 ｄａｉｏｏ ―
先進的撮影機材を使った新規サービスによる販路開
拓事業

1487 島根県 有限会社　誠和道路 3280002010058
より多くのお客様に！小売店販売へ向けたパッケー
ジ変更計画！

1488 島根県 サンリゾート㈱ 8280001004469
安心安全で且つ今以上に高級感を出すことで顧客
拡大

1489 島根県 (有)ホテル川隅 8280002008898 店舗とお客さんを「明るく」することで新規顧客獲得

1490 島根県 山本製材所 ― 「攻め」の営業活動を展開し新規顧客獲得事業

1491 島根県 レンタルスキーまきの ― メンテナンスとファミリーパックの考案で売上拡大

1492 島根県 岩本モータース ― 「新サービスを行うことで顧客拡大」

1493 島根県 スナックB・B ― 洋式トイレへの改修に伴う利用者の増加

1494 島根県
有限会社あずま家具住建
センター

7280002011085 カフェ増設に伴うPR用ロゴマークデザイン作成

1495 島根県 銀座ホール・マスヤ ― 利便性向上のためのトイレ改修による新規顧客獲得

1496 島根県 株式会社しまつむぎ 9280001007207 ご当地コスメの中国市場販路開拓事業

1497 島根県 西谷商店 ― 名産品でサバ街道の復活と持続的発展事業

1498 島根県 山根旅館 ― 地域と温泉の再生へ向けての取り組み

1499 島根県 有限会社アットホーム 4280002003564
チラシ折込みによる会社知名度アップと新規顧客獲
得事業

1500 島根県 信高板金 2280002011866 自社PRカードの作成・配布による新規顧客獲得作戦
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1501 島根県 灰示花火 ―
山陰エリアへの宣伝活動強化による花火打上げ受
注の増加計画

1502 島根県 福屋旅館 ―
客室窓に断熱サッシを導入し快適な宿泊空間づくり
を行う事業

1503 島根県 キッズアリス ―
学習環境改善による指導の充実と受入体制強化事
業

1504 島根県 (有)山陰包材 1280002006314
高品質バリアフィルムシートの生産力向上による販
路開拓事業

1505 島根県 あさひ亭 ―
座敷席をテーブル席に改造し明るい気軽なお店に生
まれ変わる事業

1506 島根県 ダーツバーSIDE SHOW ― 外看板設置による新規顧客獲得事業

1507 島根県 錦織商店 ―
大吟醸生酒を主体に貯蔵する冷蔵庫を導入し贈答
品を強化する事業

1508 島根県 和彩空間たち花 ― トイレ等改装による顧客満足度向上事業

1509 島根県 ㈲日の出館 5280002006608
ランチニーズの対応とプロモーション強化による販路
開拓事業

1510 島根県 メルヘアー ―
顧客満足度を上げる最新の美容椅子の導入で売上
拡大を図る事業

1511 島根県 有限会社マエダ 3280002011007 店舗改装による窓口対応強化と販売強化事業

1512 島根県 Cafe　Assiette ― スイーツをメインにSweetCafeAssiette誕生計画

1513 島根県 喫茶　通り道 ―
ファミリー層に向けたキッズスペースの新設による販
路拡大

1514 島根県 青柳 ― 陳列ショーケース冷却機能向上による顧客満足向上

1515 島根県 有限会社セイクリエイト 7280002011060
水中映像撮影ハウジング購入に伴うPR活動向上に
よる販路開拓

1516 島根県 理容美容イエローメロー ―
お客様満足度アップ！着付部屋設置による販路拡
大事業

1517 島根県 焼肉・ホルモン　笑ら炎 ―
地元食材を使ったオリジナルクラフトビールによる販
路拡大

1518 島根県 株式会社　結システム 1280001002495
菅谷たたら山内日本遺産認定を活用した販路拡大
事業

1519 島根県 美容室MORIKA ―
高齢者へのサービス向上とスタッフの技術力向上に
よる販路拡大

1520 島根県 有限会社萬葉乃古衣 5280002008991 ネット販売の構築による販路拡大事業

1521 島根県 大将 ― カラオケ導入による賑わいの創出と売上拡大事業

1522 島根県 パティスリー　フルール ―
洋菓子の魅力発信のステージ作り！店舗照明改装
事業

1523 島根県 だるま堂 ―
市外、県外のお客様に届けたい！和菓子選びを楽し
むための仕掛け

1524 島根県 (有)藤原石材 3280002006444
訴求力のある製品カタログを活用した若年層への販
路開拓事業

1525 島根県 曽田旅館 ―
旅館内における一般客にも対応できる飲食スペース
の改修事業
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1526 島根県 有限会社坂根出店 3280002011337
田舎カフェとの連携！女性顧客の集客を促す看板設
置事業

1527 島根県 株式会社松崎建築 6280001006756
充実したホームページ作成並びにスマホ対応アプリ
活用事業

1528 島根県 川本食堂 ―
顧客満足度の向上及び商圏領域の更なる拡大に係
る店舗改装事業

1529 島根県 有限会社板持土木 9280002011208 一般市民をターゲットとする民間工事受注増加計画

1530 島根県 北島商店 ―
試着室の拡充及びトイレの洋式化による購買環境改
善事業

1531 島根県 童心の小宿　なみ路 ― 設備改善による集客・売上アップ事業

1532 島根県 木村建築 ―
新サービス開始の広報と見積・予算管理の徹底で売
上拡大を図る。

1533 島根県 えともタクシー ― ドライブレコーダー設置による顧客の囲い込み事業

1534 島根県 有限会社山下商店 5280002011021
多目的スペース設置で顧客満足度を向上させること
による販路開拓

1535 島根県 Cafe NoVI ― 癒しの空間・イベント開催チラシによる販路開拓事業

1536 島根県 株式会社　北國 9280001002892 美保関青石畳通り「観光客向け販売所」設置事業

1537 島根県 海宝 ―
シャリ玉作成用機械導入による生産性向上に伴う販
路開拓

1538 島根県 有限会社マルコウ 1280002002676 空き店舗を活用した高台の高齢者支援事業

1539 島根県 シーサイドショップあさくら ― 美保関の神々ペインティングによる移動販売事業

1540 島根県 株式会社だんだん工房 5280001006195
食の安全・安心をテーマにピンミル微粉砕機活用に
よる販路開拓

1541 島根県 酔仙 ―
トイレ、壁改修による利用しやすさの向上による販路
開拓

1542 島根県 若松屋商店 ― 地域の購買力を地元に取り戻すための店舗改装

1543 島根県 株式会社　漁師村 9280001006035 宍道湖産しじみを活用した商品の改良、販路開拓

1544 島根県 協愛商事株式会社 ― 新聞チラシ折込機導入、作業効率化による販路開拓

1545 島根県 広瀬和紙製作所 ―
作業工程の改善で生産性向上とPRパンフ作製で販
路拡大事業

1546 島根県 ㈲里熊亭 3280002011304 会席料理店の店舗改装と販路開拓事業

1547 島根県 井原理美容院 ―
店舗改修による顧客満足向上と付加価値サービス
による単価向上

1548 島根県 (株)大谷屋たたみ店 2280001002981
有益かつ魅力的な情報発信による需要喚起と顧客
開拓及び販路拡大

1549 島根県 株式会社 山本塗工 8280001006779
高粘度塗料に対応した塗装機械の導入による受注
拡大事業

1550 島根県 鍛冶工房弘光 ―
塗装設備の導入による新商品の内製化と新市場進
出による販路拡大
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1551 島根県 (有)フォト文具いちかわ 5280002004751
効果的な情報発信と専門技術の提供による顧客開
拓と販路拡大

1552 島根県 なかがわ鍼灸院 ― 潜在需要の喚起による集客促進に向けた取り組み

1553 島根県 (有)石井電気商会 7280002004493
店舗機能強化による顧客ニーズの把握と有益かつ
魅力的な情報発信

1554 島根県 勝部表装有限会社 8280002010895
製麺用ミキサーの導入による米粉麺の製造と販路
開拓事業

1555 島根県 京見屋分店 ―
商店街に人の流れと交流を生み出すコワーキングス
ペースの整備

1556 島根県
株式会社隠岐プラザホテ
ル

5280001005445
宿の魅力を伝えるホームページリニューアル・販路
開拓事業

1557 島根県 株式会社　和田水産 9280001007215 貝掃除機の導入による出荷作業の効率化

1558 島根県 石谷食料品店 ―
移動販売車輌の増台による買い物弱者支援・販路
開拓事業

1559 島根県 マキノ水産 ―
畜養水槽・真空包装機の導入による新鮮な海産物
の通年販売

1560 島根県 旅館みつけ島荘 ―
安全安心な空間と満足感を提供する店舗づくりと販
路開拓事業

1561 島根県 池月酒造(株) 2280001004796
洗米システム導入により製造量を増加させ、売上の
向上につなげる

1562 島根県 河野モータース ― 店舗事務所自動ドア設置による来店者の増加

1563 島根県 株式会社ますや 2280001007089 お風呂に洋式トイレの設置し快適な空間の提供

1564 島根県 とこやオッコ ―
若者が入りたくなる外装への改装と店内レイアウト改
善事業

1565 島根県 加賀屋建築 ―
地元木材を利用した木工食器製造販売による新た
な収益源の確保

1566 島根県 ＴＡＭＡＲＩＢＡ ＮＡＭＩ ―
連動したプロモーション展開による認知度向上と販
路開拓事業

1567 島根県 有限会社善田乾魚店 2280002008474
主力商品である干物類の新パッケージ改良による販
路拡大

1568 島根県 居酒屋いちまつ ―
とれたて鮮魚が美味しい居酒屋の店舗改修と販路
開拓事業

1569 島根県 伊津工務店 ―
空き家管理事業の新規顧客獲得によりリフォーム事
業を拡大

1570 島根県 きずな代行 ― 気軽にご利用頂ける関係作りに一役買うチラシ作成

1571 島根県 有限会社　デイリー 7280002004709
自社で介護福祉用具を保有しレンタル事業の売り上
げ拡大を図る

1572 島根県 （株)エンドレス山陰 6280001003860
しみ抜き技術強化とインターネット利用による商圏拡
大

1573 島根県 八幡製陶　有限会社 3280002004747
集客のためのセルフカフェ設置と施設改修及びＤＭ
による販路拡大

1574 島根県 有限会社小林建設 7280002011952 新規顧客獲得に向けた、自社PR宣伝広告事業

1575 島根県 株式会社井谷明盛堂 1280001005572
地元顧客の声を商品に！店舗販売開始に伴うPR事
業
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1576 島根県
㈱テクニカルプランクロサ
キ

4280001005917
空き家の活用による新たな事業展開と販路開拓事
業

1577 島根県 越野畳店 ― 縁なし畳の生産力、販売力強化による販路開拓事業

1578 島根県 株式会社川本サッシ 6280001006616
公共工事依存体質からの脱却を図り持続可能な経
営を目指す

1579 島根県 サロン・ド・ファミリー ―
買物弱者地域への理容室出店及び地域コミュニティ
創出事業

1580 島根県 やきとり大吉　三刀屋店 ―
子供連れファミリーで行ける焼き鳥居酒屋を目指し
た販路拡大事業

1581 島根県 春福や ― 知夫里牛の販売による売上高の確保

1582 島根県 村井建築 ―
利便性を活かし町民や観光客も利用できる工房で売
上向上を目指す

1583 島根県 亀田商店 ―
手作り豆腐製造設備の更新により売上の増加をは
かる

1584 島根県 亀乃 ―
看板を設置してお客様のスムーズな誘導を図り売上
増加を目指す

1585 島根県 中華料理　吉 ―
新型冷凍機器の導入による新メニュー開発と売上増
大を図る事業

1586 島根県 福泉堂 ―
インバウンド対応ワークショップ開催によるブランド力
強化事業

1587 島根県 錦織建設 ―
高性能住宅ＰＲと既存顧客データ活用による受注拡
大事業

1588 島根県 ㈱赤屋食品 3280001007071
やすぎ地産地消のＰＲ展開と地元地域への飲食店
事業のＰＲ

1589 島根県 有限会社　そのやま内装 5280002005659 オリジナルクロスによる法人客獲得事業

1590 島根県 株式会社　岩佐塗装 8280001006705
施工イメージ提案力の強化による販路拡大と受注成
約率増加事業

1591 島根県 ㈲本多石材店 5280002004883
「終活総合支援サービス」の実施による新規顧客の
獲得

1592 島根県 ＮＥＥＤＳ ― 自社ホームページ、ＳＮＳを活用した販路開拓事業

1593 島根県 ㈲ハザマ 7280002004741 「水回り部門」小売業進出によるＰＲ展開

1594 島根県 安田クリーニング ― 高度なシミ抜き技術を核とした販路拡大

1595 島根県 三日月商店 ―
ＨＰ・ＳＮＳを活用した情報発信・テイクアウトサービ
スの実施

1596 島根県 加納山佐屋 ―
地元住民に対するサービス向上・厨房施設充実によ
る業務の効率化

1597 島根県 小料理ひまわり ―
高齢化社会に適応した惣菜料理の販売・新サービス
のＰＲ展開

1598 島根県 便利センターやまうち ― 困りごとの解決で販路開拓事業

1599 島根県 ＧＬＡＮＺ ― 自社ホームページ、ＳＮＳを活用した販路開拓事業

1600 島根県 有限会社　アグリおき 9280002011042
空店舗利用による地元食材を活かす加工品の販路
開拓と地域活性化
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1601 島根県 天野紺屋 ―
トイレ改修工事で顧客満足度の向上と看板設置で販
路拡大事業

1602 島根県 光苑写真社 ― 出張撮影の受注拡大のためのチラシ作成

1603 島根県 藤間農園 ―
商品パッケージ作成と情報発信ツールの充実による
販路開拓事業

1604 島根県 有限会社やさか共同農場 7280002008908 甘酒の製造量を増やして新規販売店を獲得

1605 島根県 割烹　さか本 ― ホテルからの誘客により新規顧客の獲得

1606 島根県 株式会社　対成 1280001005894
新設備導入で事業の幅を広げ、新たな受注獲得と効
率化に繋げる

1607 岡山県 Rico ― 美と癒しと健康のワンストップ相談室の展開

1608 岡山県 古林畳店 ― 畳から始まる!!住まいのアンチエンジング事業

1609 岡山県 池田農園 ―
「真庭野菜」のブランド化を目指して!新たな販売方法
の提案

1610 岡山県 株式会社　落酒造場 3260001022931
全国の特約店と共に発展する「こだわりの日本酒」の
販売促進事業

1611 岡山県 有限会社　片場商店 3260002034182
地域の御用聞きを目指して!!移動販売強化による販
路拡大

1612 岡山県
株式会社おおさネイ
チャークラブ

8260001019279 テントの体験型販促を活用した売上げ増加計画

1613 岡山県 サトウキビ工房　あづま ―
使用例による活用方法の提案とネット通販による新
規顧客獲得

1614 岡山県 manma ―
自社商品のブランド化による販路開拓・商品開発に
よる直販強化

1615 岡山県 株式会社しみず 3260001017956 新事業としてのリユース家電等の販売及び販路開拓

1616 岡山県 ヘアーサロン太陽 ― 高付加価値の理容サービスの提供及び販路拡大

1617 岡山県 株式会社トップランク 6260001022103 竹肥料生産販売による新規顧客獲得事業

1618 岡山県 華麺 ― カレーラーメン専門店化再チャレンジプロジェクト

1619 岡山県 株式会社進 4260001025553
『ちょこ乗りプラン』導入による介護タクシー事業への
新規参入

1620 岡山県 株式会社めぐみ 8260001028305
鶏卵等を販売する直売所の情報発信による販売促
進

1621 岡山県 SiftDDD株式会社 7260001027539
プラント建屋のグレーチング等敷設設計図の3Dモデ
ルの開発

1622 岡山県 山本自動車 ―
女性がゆったり寛げる快適なスペースづくりによる新
規顧客獲得

1623 岡山県 有限会社　中田石油店 5260002029049
温泉で国際交流！外国人の受入体制整備による新
規顧客獲得事業

1624 岡山県 有限会社ノア 2260002025298
リフトアップカールのPRによる地元潜在パーマ客の
掘り起こし

1625 岡山県
erbenmu vegan & organic
food

― 菜食ランチ営業と「菜食パウチ食品」開発・販路開拓
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1626 岡山県
有限会社 スポーツ･ショッ
プ･ムサシ

7260002030525 独自の商品説明動画作成による売上アップ事業

1627 岡山県 有限会社寄島ランドリー 6260002025518
新洗濯システム・水洗い専門事業の展開のためホー
ムページの新設

1628 岡山県 株式会社　戸川木材 4260001019357
認知度向上による新規顧客獲得と取引量増大を図
る事業

1629 岡山県 坂本一夫製麺工場 ―
手延べ冷し中華麺等における情報発信力強化及び
販路開拓

1630 岡山県 三光正宗株式会社 1260001019293
売れる商品作りの提案を通じて顧客満足度向上と受
注拡大を図る

1631 岡山県 清邦庵 ― 課題を解決し強みを活かすための新商品開発事業

1632 岡山県
原田カイロプラクティック
院

―
整体サービスのPR・認知度向上による新規顧客獲
得

1633 岡山県 株式会社まこと 4260001018334 パンフレットの作成による新規外国人顧客の獲得

1634 岡山県 バイクワールドアオキ ―
タウンプラスを活用！保存版チラシで忘れられない
店を作る！

1635 岡山県 わかな合資会社 1260003001002
同業他社のお悩み解決！ＯＥＭサービスで販路拡
大事業

1636 岡山県 石工房　谷川 ―
3Dプリンターを活用したペット等のお墓から始める販
売促進

1637 岡山県 有限会社ハートサプライ 1260002013428
地蔵やねこの看板で施設をPRし一般利用者を新規
開拓

1638 岡山県 コーヒーハウス　ごじとま ―
新商品の企画開発とコーヒー文化普及のための珈
琲教室開催

1639 岡山県 株式会社TRANSITION 3260001028689
女性の立場に立った車選びをPRすることによる女性
客の獲得

1640 岡山県 株式会社ブイエス 2260001005730
農業従事者向け加工機器の開発および販売による
販路開拓

1641 岡山県 中華啓ちゃん ―
ケーブルテレビCMによる認知度向上と新規顧客獲
得

1642 岡山県 株式会社横畑組 9260001018131 ホームページの活用による民間工事の受注拡大

1643 岡山県 渡辺製麺所 ― うどんスイーツの開発・ＰＲによる新規顧客獲得

1644 岡山県 有限会社多賀文林堂 8260000202630 「プリンセスアリス」のブランド確立と販路開拓

1645 岡山県 株式会社古見屋羊羹 5260001022789
レジ横陳列専用商品（個包装）の販路拡大のための
認知度向上計画

1646 岡山県 細川商店 ― お困りごと解決のお手伝いで業績向上

1647 岡山県 株式会社とも 3260001029241
ＩＴを活用した業務効率化により、利用者の満足度向
上を図る

1648 岡山県
株式会社岡山チャイルド
社

8260001001229
弊社取扱商品のPRによる一般幼児の保護者等への
販路開拓

1649 岡山県
合同会社ライフレボリュー
ション

4260003001461
小学高学年～高校生を対象とした放課後等デイ
サービスのPR事業

1650 岡山県 有限会社昭栄設備 9260002025110
『臨機応変、すぐ来るすぐやる町の水道屋』ＰＲによ
るシェア獲得
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1651 岡山県 松尾金物 ― 大型野立て看板設置で二千種類の豊富な品揃えPR

1652 岡山県 Ｔｏｎａｒｉ（トナリ） ―
高齢者向け新サービス開発と癒し空間のおもてなし
カット提供事業

1653 岡山県 ビューティーサロン・ノン ―
当店の強みを活かしたサービスのPRで新規男性顧
客獲得事業

1654 岡山県
料理教室　ハーブ・キッチ
ン

― 「料理教室PR」による新規顧客開拓強化事業

1655 岡山県 株式会社　ＣＫＯ 1260001016365 国内向けオリジナルスノーマシンのＰＲ強化事業

1656 岡山県 鷺の巣温泉　湯本屋旅館 ―
温泉の由来を活用した、「御守り」の開発による販路
開拓事業

1657 岡山県 株式会社イシダ 1260001012612
当社の強みを活かした外国人向けの新商品の開発
とＰＲ

1658 岡山県
株式会社　永原兼太郎商
店

2260001014252 畳表の新ブランド樹立による新たなる事業への挑戦

1659 岡山県
株式会社麺匠かもがた本
舗

4260001017947 中高年新規顧客開拓用カタログ整備事業

1660 岡山県 有限会社小林豊稔堂 2260002014565
地域資源と自社あんこを活用した子供用スイーツ開
発事業

1661 岡山県 株式会社　佐野 6260001026558 ３０代と４０代のファミリー層新規獲得強化事業

1662 岡山県 渡邉建築 ― 若者向けリフォームＰＲによる顧客開拓

1663 岡山県 ことぶき荘 ―
利用者ニーズに対応したワンストップ型の合宿プロ
デュース事業

1664 岡山県 田村建設 ―
リフォーム商品等のPR事業「快適な住まい応援隊」
及び販路開拓

1665 岡山県 さかいや ―
岡山県北地域のインバウンド対策「特化型通訳ガイ
ド」の販売促進

1666 岡山県 整体ジムトライアングル ―
QRコードチラシと予約空き状況の分かるHPで稼働
率アップ！

1667 岡山県 ゆりてぃカフェ ―
スマートフォンでPR！ホームページ作成による集客
力向上

1668 岡山県 株式会社喜久屋工業所 1260001029680
お家への愛着をより一層深く！左官職人のリフォー
ム獲得事業

1669 岡山県 子育て応援はぐはぐ ―
選べる保育サービスと食育を強みにした小規模保育
園の展開

1670 岡山県 メガネの池田屋 ―
入りやすい店舗作りと理解しやすい商談、接客のた
めの取り組み

1671 岡山県
株式会社オハナ建築事務
所

4260001029521
「バーチャル完成見学会」を活用したこだわり注文住
宅の受注促進

1672 岡山県 タナカ製麺所 ―
ファイバリクサ入りうどんの発売とＨＰによる販売促
進

1673 岡山県 有限会社醍醐桜 1260002034110
「酪農家の手作りジェラート」の県外＆海外に向けた
販路開拓事業

1674 岡山県 株式会社ユーホーム 9260001019567
ＨＰのリニューアルによる快適な住環境リフォームの
受注獲得

1675 岡山県
セレモニーホールてっせ
い

―
人生のエンディングに関する総合サービスの提供で
受注拡大
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1676 岡山県
有限会社シビルエンジニ
ア

6260002027472
ＩＣＴ施工に対応した３次元データ作成サービスの提
供

1677 岡山県 いろは塾 ―
eラーニングを取り入れた学習塾の広告改善による
新規顧客獲得

1678 岡山県 株式会社奈緒企画 2260001029795
高齢者及び障害者等向けの専門的ハウスクリーニ
ング事業の展開

1679 岡山県 備中白桃花 ―
認知度向上による新規顧客獲得と既存顧客の利用
頻度向上事業

1680 岡山県
有限会社清水自動車整
備

1260002028509 警告ランプが点いたら清水自動車PR事業

1681 岡山県 有限会社ミカワデンキ 6260002033909
「町の電気屋さん」の強みを活かしたプチリフォーム
部門ＰＲ事業

1682 岡山県
有限会社阿波屋石油サー
ビス

4260002027680 よろず屋から空家管理までの一貫サービスPR事業

1683 岡山県 有限会社南農機商会 2260002029530 ＵＡＶ（ドローン）を使った農薬の空中散布PR事業

1684 岡山県 ビストロna菜　総社店 ―
地元企業とコラボした新商品をチラシ＆のぼりで販
路開拓

1685 岡山県 ソウルブロス ― 自社ブランドのジーンズを製造してネットで販路開拓

1686 岡山県 株式会社磯崎建材店 6260001017929
3世代リフォームをトータルプロデュースするための
販売促進

1687 岡山県 有限会社　廣安瓦建材 3260002011792
廃瓦のリサイクル品『テコラ』のＰＲとＢtoＢへの販路
拡大

1688 岡山県 有限会社武本酒店 3260002028738
入手困難なお酒をあなたの元に！日本酒・焼酎の販
売強化事業

1689 岡山県 聖萬堂株式会社 2260001021001 新商品『箱詰栗餡団』を通じた販路拡大事業

1690 岡山県 東家 ―
新事業としての高齢者向け弁当宅配事業及び販路
開拓

1691 岡山県
ウォールウォーレン有限
会社

6260002022705
商品リーフレット作成と地元色のあるデザイン導入に
よる販促事業

1692 岡山県 モリタ板金 ―
第２次商圏への板金工事サービスのＰＲによる販路
拡大

1693 岡山県 株式会社備中屋 4260001028531 屋根の無料点検サービスによる潜在顧客の獲得

1694 岡山県 高井印判店 ―
ケーブルTVとチラシ等により「印鑑の専門店」の強み
を周知する

1695 岡山県
ファームスカイテクノロ
ジーズ株式会社

1260001029607
スマート農業機械とドローン教習所の周知！ＤＭで
顧客獲得

1696 岡山県 おこのみやき大黒屋 ― あつあつ鉄板テーブルでお客様満足度アップ事業

1697 岡山県
有限会社　フードセンター
たが

5260002026038
ＨＰ・ＤＭを活用した新規顧客獲得とリピーターの確
保

1698 岡山県
有限会社スーパーヒルセ
ン

5260002034016
地場スーパーならではの、来店促進の看板・チラシ
による販促強化

1699 岡山県 三和庭石 ―
剪定・造園サービスの寺社仏閣・一般家庭へＰＲの
による販路拡大

1700 岡山県 有限会社富永ふとん店 2260002033697
革新事業「快眠プロジェクト」の本格展開に向けた販
売促進事業

68/83



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成２８年度第２次補正予算

小規模事業者持続化補助金＜一般型＞

1701 岡山県 株式会社三協商建 1260001022677
真庭移住希望者の新規顧客を獲得するための情報
発信強化事業

1702 岡山県 Inori ―
瀬戸内産の無農薬食材を使用した加工品の百貨店
に向けた販路開拓

1703 岡山県
株式会社　Ｗａｃｃａ　Ｆａｒ
ｍ

7260001009801
農業見学、農業体験を通じての顧客との関係づくり
による販売促進

1704 岡山県 堀川ミュージックスクール ―
ＨＰを活用した情報発信を行い、シニア世代の新規
生徒を獲得する

1705 岡山県 海猫 ― 首都圏展示会への出展に伴う販路拡大事業

1706 岡山県 有限会社トラヤランドリー 5260002029016 高機能衣類専用保管サービスの開始とＰＲ事業

1707 岡山県 ミニマート伊吹屋 ― 地域ブランドとしてPRして販路開拓事業

1708 岡山県
株式会社Ｉ＆Ｍ　ＣＯＲＰＯ
ＲＡＴＩＯＮ

4260001028234
ＩＴを活用した子から親への思いやりリフォームサー
ビスの展開

1709 岡山県 株式会社花きかく苑 6260001025270 オリジナル商品「いちご葉茶」の販路開拓

1710 岡山県 志 ―
お好み焼きを目玉に広告宣伝等で新規顧客を開拓
するための事業

1711 岡山県 有限会社　永峰 8260002027826 パンフレットによる“ＰＰＡＰ戦略で売り上げアップ！

1712 岡山県 有限会社寿園 2260002034126
ホームページを作成、真庭特産「ももたろう紅茶」を
全国に

1713 岡山県 杣耕社 ―
魅力が伝わりやすい小さい家具の作製による海外
販路開拓

1714 岡山県 株式会社 IS.TRADING 9260001026646
福祉車両のパーソナルユース化に伴う新たな販路
開拓及び広報事業

1715 岡山県 SPORTS CYCLEエバラ ―
ペンション向け本格スポーツレンタサイクル事業の提
案と広報活動

1716 岡山県 でんと屋さん ―
トヨタの整備力を活かした「高齢者向け車相談所」の
開設

1717 岡山県 イコール 株式会社 6140001037534 老舗旅館の復活を広くＰＲし新規顧客獲得

1718 岡山県 進学塾　幸風館 ―
強みを生かしたＰＲ・新サービスの展開による新規顧
客獲得

1719 岡山県 布団屋しばた ―
魅せる「こだわり手作り布団」のＰＲによる新規顧客
獲得事業

1720 岡山県 アーツ＆クラフツビレッジ ― 日本語・英語併記の体験教室を紹介する冊子づくり

1721 岡山県 作州水産 ―
新庄村産「山女魚の甘露煮」のイベント＆Ｗｅｂ複合
販売促進事業

1722 岡山県 株式会社前田園 6260001009281
あなたのお庭のパートナー「前田園」の宣伝ツール
作成事業

1723 岡山県 八剣伝　山陽町店 ―
女性顧客獲得に向けた新たな取り組みの周知と店
舗の改修

1724 岡山県 備前屋会館 ―
宴会部長を狙え！幹事御用達パンフレットで挑む
サービス見える化

1725 岡山県
有限会社ビューティークリ
ニックサトー

1260002031479 新たなパーマ技術による新規顧客獲得事業
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1726 岡山県 秋月志穂税理士事務所 ―
オール女性専門家で構成した経営者向けサポート
サービスの展開

1727 岡山県 セレスドエステ ―
化粧品販売強化に伴うネット販売システム構築及び
店舗改装事業

1728 岡山県 つぼや ―
高齢者に向けたメニューPRと店内改善による来店者
数UP事業

1729 岡山県 らぁ麺　和っか ―
ターゲットに適合したサービスの開発及び告知を活
用した販促

1730 岡山県 有限会社伊藤写真館 4260002033761
『あなたの笑顔をいつまでも』優れた撮影技術の訴
求力ＵＰ事業

1731 岡山県 OTK ―
旧車愛好家の心を掴む夢の部屋！ファクトリーブー
スの設置

1732 岡山県 Sunny Day Coffee ―
「マイオリジナルブレンド作成」を核とした新サービス
のＰＲ

1733 岡山県 磯崎畳店 ― 畳職人の技能で提供する表替えサービスのPR

1734 岡山県 大村接骨院 ―
新サービス「女性の産後ケア・慢性痛改善」のＰＲ活
動強化事業

1735 岡山県 はーと整骨院 ― オスグッド療法の集客のためのホームページ作成

1736 岡山県 あなみ株式会社 4260001019662
通販サイトの設定による自社自慢の味噌の販路拡
大事業

1737 岡山県 ＳＵＭ　Ｌｉｆｅ ― 男性エステと高齢者向け手もみマッサージPR事業

1738 岡山県
株式会社全観国際ツーリ
スト

1260001003669
「プレミアムフライデー」を活用した旅行提案による販
路拡大

1739 岡山県 ｎｉｃｏ ― 岩塩教室を活用した集客・売り上げ拡大事業

1740 岡山県 ウオヨシ ―
隠れ家的居酒屋「閑居」の販路拡大とコミュニティづ
くり

1741 岡山県 株式会社　ミサイ 1260001028162 ターゲット層別集客活動の「仕組み化」事業

1742 岡山県
有限会社マルソーオート
プラザ

5260002009496 リーフレットのリニューアルによる中高年層顧客開拓

1743 岡山県 ふじのFP事務所 ―
20代～30代女性向け「販促パンフレット」作成・広告
宣伝事業

1744 岡山県 イソダスタジオ ―
自分の作品を掲載した趣味の自分史による新規顧
客開拓事業

1745 岡山県 ケーキハウス　キシモト ― 「こだわりの建部スイーツ」の販売促進

1746 岡山県 清水屋 ―
きもの加工紹介ホームページ作成による新規需要創
出

1747 岡山県 満倉ＦＰ事務所 ― 親子2世代間シェアプランのＰＲ

1748 岡山県 有限会社　小椋創建 7260002029823
新規顧客獲得に向け新たな看板の作成とイベントの
開催

1749 岡山県 ブーランジェリー　ミーツ ―
新規顧客獲得のためのHP作成と新サービスの提
供。

1750 岡山県 Yj’construction株式会社 4260001029018 JR鉄道関連工事の一貫した受注体制の構築
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1751 岡山県 ｌｙｃｋａ ― 技術力とデザイン力のＰＲによる新規顧客獲得

1752 岡山県 有限会社河本自動車 3260002030438
オンリーワン企業に向けた商談スペースの設置とＰ
Ｒ

1753 岡山県
有限会社湯原観光レンタ
カー

9260002033971
中国地方初！観光特化型レンタカー事業で湯原温
泉地域の活性化

1754 岡山県
株式会社フードショップス
ミダ

7260001022738
野菜ソムリエがセレクトする「本物の調味料セット」の
販売事業

1755 岡山県 Ｃｏｎｃｅｓｓｉｏｎ ―
特産品委託販売サイトの新規販売委託者及び顧客
の開拓

1756 岡山県 アンジェリカ ― 店舗移転に伴う新たな顧客開拓事業

1757 岡山県 フォトスタジオカドゥ ― 屋外撮影場を使った新サービスの提供

1758 岡山県 作陽印刷工業株式会社 1260001022792
総合印刷業が発信！「事務効率改善サービス提案」
による販路開拓

1759 岡山県 株式会社うえむら工務店 7260001011039
海外進出に伴うウェブサイト等販売ツールの充実に
よる販路拡大

1760 岡山県 株式会社シーワン 3120001139533
自社米粉のブランディングと販促ツール整備・活用に
よる事業拡大

1761 岡山県 ヘア・メイク　ミント ― 紹介システムの構築とビソンテラピーの販促事業

1762 岡山県 大﨑商店 ― 移動販売車への冷蔵設備の導入と販売促進

1763 岡山県 有限会社　旭 3260002033515
観光客顧客・地元顧客ニーズに対応するための新
規事業展開

1764 岡山県
株式会社吉備の国野菜
村

6260001024743
自社栽培、自家製麺そばと地域物販の融合事業の
認知度アップ

1765 岡山県 備前焼　星 ― 出張陶芸教室のＰＲによる販路拡大

1766 岡山県 有限会社大住 2260002011901
自家栽培で農薬・化学肥料を使わない粗びき菊芋の
製造販売の強化

1767 岡山県 有限会社西村機械 8260002031456 会員制ホームページによる販売促進活動

1768 岡山県 Cafe　Mulberry ―
おいしい人気のパンを全国に！設備導入によるパン
の発送販売。

1769 岡山県 野口農機商会 ―
一貫した農業代行サービス展開による新規顧客拡
大事業

1770 岡山県 岡熔接所 ― 提案型の販売促進による潜在ニーズの受注拡大

1771 岡山県 有限会社nap 9260001015359
自社をアパレル業界以外にＰＲするための販売促進
ツール構築事業

1772 岡山県 多実農産 ―
松きのこの菌床年間栽培の実現と販売、えごま油の
販路の拡大

1773 岡山県 スイーツ・ジャンティ ―
売上対策のための店舗改装・イベント・焼菓子オリジ
ナル箱の制作

1774 岡山県 小田造園 ―
第２次商圏への剪定・造園サービスのＰＲによる販
路拡大

1775 岡山県 山陽レジン工業株式会社 2260001028186 トラボ専用「モバイルフレンドリー対応サイト」の制作
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1776 岡山県 佳豊庵 ―
自家原材料を使用した看板商品のブラッシュアップ
による販売促進

1777 岡山県
有限会社さぬき麺機中国
販売

1260002013997
シニア層の新規顧客獲得及び来店率向上の為の周
知強化事業

1778 岡山県 株式会社平山農林 8260001028750
レーザー測量機を活用した新サービスで新規顧客の
開拓を図る

1779 岡山県 ヒラガＦＰ労務管理事務所 ―
ＩＴ活用によるネット配信セミナーと企業研修・ＤＶＤ販
売事業

1780 岡山県 大正庵 ―
業務内容の情報発信と旬の野菜・果物販売強化事
業

1781 岡山県 有限会社　う越新 4260002012526
他では味わえない「本格」バームクーヘン専門店の
販売促進

1782 岡山県 国本クリーニング店 ―
クリーニング店が全閉鎖した北房地区への集配サー
ビス拡大の告知

1783 岡山県
有限会社田中コンタクトレ
ンズセンター

6260002025195
瞳の安全を守るための啓蒙や併用推進による新規
顧客獲得事業

1784 岡山県 えびす屋 ―
本当に必要なものだけで行う革新型葬儀プランの提
供

1785 岡山県 あさぎり内装 ― 軽鉄工事による個人向けリフォームの販路開拓事業

1786 岡山県 加藤電器店 ― 遠隔監視通知システムの開発提供による市場開拓

1787 岡山県 マリンアクセス大栄 ―
若者・女性ファン発掘のための新サービス開始と環
境整備

1788 岡山県 株式会社離宮庭苑 3260001022502
「エクステリアの体験型展示場」開設のための環境
整備と販売促進

1789 岡山県 有限会社　旅館さつき荘 3260002033977
旅ライダーと風景写真愛好家に特化した旅館を訴求
するHPの作成

1790 岡山県 有限会社　大倉電器店 1260002033979
IHクッキングヒーター体験設備を訴求する看板、チラ
シ作成事業

1791 岡山県 キッチンくろまめ ― 地元バーガー認知度向上計画：誘客看板作成

1792 岡山県 大社会館 ―
高齢者の来店機会向上のための座敷用テーブル
セット導入事業

1793 岡山県
合同会社　ライフサポート
江見

8260003001227
介護事業者による高齢者向け宅配弁当サービスの
実施

1794 岡山県 カーショップホリベ ―
地域連携体の構築による「自動車まるごとサービス」
の展開

1795 岡山県
司法書士茶屋町法務事
務所

―
折込広告による終活や遺産相続代行サービスの認
知度向上

1796 岡山県
有限会社ビューティーファ
クトリー

5260002023027
バリ式エステ及びセラピスト養成スクール事業のPR
大作戦！

1797 岡山県 有限会社　ルーツ 5260002022391
～小・中ロットの別注生産専門～OEM生産受注専用
サイト作成

1798 岡山県 かしざき整骨院 ―
靴のお悩みをインソール加工で改善、新規顧客の獲
得

1799 岡山県 有限会社田中製作所 6260002019528
バーチャル試作システムの導入で取引先のニーズ
に応え受注拡大

1800 岡山県 有限会社かどや 9260002025028 ワクワクきれい塾PRによる新規顧客獲得事業
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1801 岡山県 株式会社　角谷愛国堂 8260001007481 「自然薬を用いた健康増進サロン」のＰＲ

1802 岡山県 株式会社板坂林業 9260001020962 測量技術の高度化による施業提案力の向上事業

1803 岡山県 ヘアーサロン　ペペ ―
付加価値を向上させ高齢者需要の取り込み客単価
ＵＰを図る

1804 岡山県 ヒラタ理容 ― 高齢者にも優しい理容店づくりとそのＰＲ

1805 岡山県
株式会社ファインプロジェ
クト

1260001028947
「直葬」サービスの認知度向上に向けた情報発信機
能の強化事業

1806 岡山県 有限会社桜井たんす本店 8260002033667
高齢者向け家具と据付け引取サービスを訴求した折
込広告事業

1807 岡山県 朱里苑 ―
通り客への認知度アップによる新規女性顧客獲得事
業

1808 岡山県 喜楽 ―
店舗の視認性の改善とテイクアウト需要に向けた販
促活動

1809 岡山県 あつたや ― オオスズメバチ『女王蜂焼酎』の販売事業

1810 岡山県
ムサシ食品工業　株式会
社

9260001020896
新商品（古漬けを炊いた惣菜品）の若い世代への販
路拡大

1811 岡山県 合資会社　麻田百貨店 8260003000930 高齢の観光客向けの店舗改装による集客アップ

1812 岡山県 Heart Up World株式会社 6260001010900
ＥＶスポーツカー「テスラ」を初めて知った方向けの販
促強化

1813 岡山県 株式会社学洋舎 2260001026628
生徒のレベルに応じた完全個別学習教室の導入に
よる顧客拡大

1814 岡山県 エムエーディー企画 ― １０代から始める実戦プログラミング講座

1815 岡山県
ふなおワイナリー有限会
社

3260002023326
ぶどうの女王マスカットで造るワインの魅力発信、誘
客事業

1816 岡山県 サトウオートサービス ―
地域の高齢者が安心して運転できるトータルカー
サービス

1817 岡山県 株式会社石井工業 8260001023693
再生資材販売を通じた自社イメージ向上による既存
事業の受注増加

1818 岡山県
合同会社　ラ・フォーレ吹
屋

4260003000942 施設特性を盛り込んだ文化部合宿広報とトイレ改装

1819 岡山県 有限会社新東防水工業 8260002011103 窓遮熱塗装での快適空間ＰＲ・販売促進事業

1820 岡山県 ＡＫＫＡ ―
居心地の良い店舖造りとナポリピッツァＰＲ・販売促
進事業

1821 岡山県 尾崎食品 ―
まぼろしの大豆きよみどりを使った豆富製品の販売
促進について

1822 岡山県 合同会社　蒜山耕藝 5260003001353
無農薬無肥料で自社栽培した農産物で製造する加
工品の販促事業

1823 岡山県 南　栄江 ― 安心安全な農産加工品の周知事業

1824 岡山県 中西牛乳店 ― 当社の宅配乳製品を毎日飲んで痛風改善

1825 岡山県 ノジョウ金属 ―
下請脱却のためのホームページ・看板作成による個
人客獲得計画
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1826 岡山県 有限会社　新田菓子舗 3260002034026
商談会を活用しOEM製造ニーズの獲得に向けた販
促事業

1827 岡山県 エビスヤ酒店 ― 儀礼ギフトに特化した相談・販売活動の周知事業

1828 岡山県 ワイズラボ ― ＩＴ機器のトータルサポートサービスを広め売上アップ

1829 岡山県 アトリエ桜音 ― バルーンアート業務の新規開拓とブランド力アップ

1830 岡山県 ＦｏｒＨジェルネ ―
自店ブランドの販促事業と販売増加に伴う業務効率
化の取組み

1831 岡山県 株式会社　ワン・エニー 7260001011336
新生産管理システム構築と営業ツール制作しODM
事業の販路開拓

1832 岡山県 株式会社 岡田商会 2260001008758
海外からの新規顧客獲得及び継続率アップを図る
顧客へのDM

1833 岡山県 株式会社　ヒロセ 9260001008768
製麺業界初！Web＆動画を活用したご当地ラーメン
販売促進事業

1834 岡山県 株式会社　ビサン 9260001009270
新規HP立上げと教育動画ソフト導入による売上拡大
と業務効率化

1835 岡山県 ナチュラルファクトリー ―
ホスピタリティーフラワーで、企業のお・も・て・な・しを
応援

1836 岡山県 株式会社ワークス備前 9260001028675 潜在的ニーズを受注に繋げるための情報発信

1837 岡山県 株式会社モリヤテクノ 2260001015036
「震災対策技術展」出展によるエスケーシャーネット
の全国展開

1838 岡山県 ヒトトゴハン株式会社 4260001027905
新規プロジェクトをわかりやすく伝える宣伝ツールの
制作

1839 岡山県 有限会社藤田商会 1260002032007
「スライスレンガ」の製造・販売による屋内装飾分野
への進出

1840 岡山県 有限会社石のこばやし 9260002013453 看板とホームページを活用した永代供養事業の拡大

1841 岡山県 お針屋和ねり ―
海外展開による販路開拓及び国内外の知名度UPと
売上向上の実現

1842 岡山県 原セイコー堂 ― 補聴器部門強化と当社取扱業務の告知事業

1843 岡山県 村楽エナジー株式会社 1260001025507 豊島ゲストハウスオープンに伴うWEBマーケティング

1844 岡山県 山本写真館 ― ドローンを使った空撮事業で新規事業開拓

1845 岡山県 株式会社ようび 8260001025789 県内イベント出店によるBtoC転換プロジェクト

1846 岡山県 株式会社寒竹工務店 2260002028029 空き家をお宝に有効活用のPR事業

1847 岡山県 株式会社　志学社 6260000101358
高校数学自動演習プリント作成ツールの有料会員募
集！

1848 岡山県 化粧品の店　重宗 ―
美のトータルケアと「癒しの空間」サービスで顧客満
足度向上計画

1849 岡山県 フラワーバード ―
店舗改装による売上向上とコミュニティスペースの創
造

1850 岡山県 永井建設株式会社 8260001020815 田舎暮らしの推奨による販路拡大
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1851 岡山県 株式会社ＪＩＮ 7260001030146
グリーンパパイヤ等の地域特産農産物を活用した加
工品の販路拡大

1852 岡山県
株式会社　手づくりジャム
工房

7260001027266
ホームページによるこだわりジャムのＰＲとＯＥＭ受
注獲得

1853 岡山県 株式会社杉田林業 5260001023523
山林の再生と林業の姿を見える化し需要の拡大と若
者雇用の確保

1854 岡山県 一所懸命農園 ― 「ハンサム米」一食分パックとおためしセットのPR

1855 岡山県 有限会社　武田自動車 2260002011769
大型車に強い整備工場としての出張メンテナンス
サービスの実施

1856 岡山県 ｅｌｉｍｓ株式会社 1260001024731
高級果物素材の加工品開発と品質の高い果物の新
興国での販路拡大

1857 岡山県 有限会社まるみ麹本店 7260002024031
岡山から全国に発信する味噌屋の調理体験と健康
の促進

1858 岡山県 あすなろ工房 ―
ヒノキ生産日本一岡山の「岡山どうぶつ園パズル」の
開発

1859 岡山県 井田建設有限会社 7260002023470
一緒に選び、作る「こだわりの家と暮らしの実現」サ
ポート事業

1860 岡山県 加藤建具店 ―
木材と鍛鉄を融合させた建具による新たな住空間へ
の提案

1861 岡山県 地魚料理urashima ―
「代理営業」から「主体営業」へ転換、新規顧客獲得
への販促活動

1862 岡山県 株式会社近久鉄工所 6260001018976
身の丈に合う新商品の開発・販売による事業継続を
図る

1863 岡山県 こま源 ― ホームページによる速報情報発信で稼働率向上

1864 岡山県 有限会社岡山清掃 8260002001707
高齢者・空き家向け「片付け＋α」サービスのPR事
業

1865 岡山県 株式会社ゆう 7260001019107
高機能マッサージチェア導入による利用者満足度向
上

1866 岡山県 有限会社磯 6260002031598
スイーツ専門店新設とネットを活用した魅力発信によ
る顧客獲得

1867 岡山県 室町酒造株式会社 3260001007263
スマホ対応型webサイト新設によるエンドユーザーへ
の取引強化

1868 岡山県 早川建設 ―
デットスペースに創り上げる「空間活用キット」のご提
案

1869 岡山県 ヘアリゾートカップス ―
ヘッドスパによる新サービス提供と、顧客獲得キャン
ペーンの実施

1870 広島県 有限会社村上瓦興業 3240002046155
空撮撮影を取り入れた瓦・屋根施工内容の見える化
事業

1871 広島県
J.K.ミートショップ
SHIMOHARA

―
真空調理機の導入による贈答用「神石牛」の受注ロ
ス軽減事業

1872 広島県 からおストアー ―
買物弱者の方へお客様の好みに合わせた商品提供
を行う移動販売

1873 広島県 ボンボンヘアー ―
店舗改修による顧客へのメニュー提案と快適性の向
上事業

1874 広島県 ふらこみ ―
新教室開設に伴う新たな教室メニュー提案と新規顧
客開拓事業

1875 広島県
有限会社　エスビィエスイ
ヨタ

5240002047820
旋盤導入による、生産終了パーツの供給体制の構
築
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1876 広島県 株式会社かわかく農機 1240001044566
ウェブサイトで詳細な農機具整備状況を提供する全
国的販売拡大

1877 広島県 ＨＡＫＫＡ ―
販路開拓のための店舗環境の改善による顧客誘引
力と利便性の向上

1878 広島県
株式会社グローバルロー
ド

1240001048162 オリジナル商品の販売経路拡充とブランド化事業

1879 広島県 森の香人 ―
外国人観光客に対する広島の新たなお土産提案事
業

1880 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

1881 広島県 Angler’sShop　KING FISH ―
家族で楽しめる店づくりで新規顧客獲得と世羅町観
光の周遊を実現

1882 広島県 長村タイヤ工業 ―
大型車両・建設車両のタイヤ需要の取り込みによる
販売促進の強化

1883 広島県 有限会社若元工業 4240002035396
最新ステンレス焼け取り機械導入による超短納期一
貫体制構築

1884 広島県 株式会社　元気堂 3240001024260
インターネットを利用した販路開拓と健康寿命を延ば
す応援事業

1885 広島県 馬場鉄工所 ―
レーザー彫刻機などでモノづくり支援の事業をＰＲす
る活動

1886 広島県 時工舎時計店 ― 出張検眼「Vision-Test」サービスの新規展開

1887 広島県 有限会社 小松自動車 6240002006222
“匠拘りの中古車に関する看板設置等による新規顧
客獲得事業

1888 広島県 エフ・アテネ ―
スマートフォンアプリを使ったセミオーダー型の子供
服販売

1889 広島県 ゆうき整骨院 ―
来院から訪問へ！！独自のツボ治療とテーピングで
新規顧客の開拓

1890 広島県 INTERES　SOMETH ―
恒湿恒温庫導入によるサンドイッチ等販売で販路拡
大計画

1891 広島県 猫本タタミ工業株式会社 5240001008699 福祉用具畳の販売促進による売上増加計画

1892 広島県 有限会社　金子石材店 2240002047930
石材用小型運搬機の導入による作業効率アップで、
商圏拡大戦略

1893 広島県 司法書士法人デルタ 6240005013926
相続相談中心の個人向け法務サービスの情報発信
による顧客獲得

1894 広島県 渡辺環境資材 ―
いちご狩り観光農園の安定運営のための看板設置
事業

1895 広島県 合同会社フリーチルドレン 7240003002822
子供会向け選べる「駄菓子等のセレクトセット」販売
で事業安定

1896 広島県 テアトリーノ ― プロ映像ディレクターによる大崎上島シアターカフェ

1897 広島県 有限会社　土井酒店 4240002035033 天然素材のみを使用したジュレの販路開拓

1898 広島県 瀬野川木型製作所 ―
顧客ＩＴ化に伴いＣＡＤソフトの使用による新需要の製
品化

1899 広島県 若狭工務店 ―
提案型リフォームを通じた「住宅の利便性」提案によ
る販路開拓

1900 広島県
株式会社　坪川毛筆刷毛
製作所

2240001026893
高品質の「古羊毛」を使用した海外向け化粧筆の開
発・販売
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1901 広島県
オーベルジュ＆ステイ　ス
オミ

―
オーベルジュで評判の本格的な北欧食事パンの販
売事業

1902 広島県 株式会社KC不動産 7240001047456
ホームページ開設と看板設置による顧客獲得力の
強化

1903 広島県 工匠　西畑 ―
シックハウスに効果のある自然素材「万生」の営業
強化

1904 広島県 ＣＡＲＡＶＡＮ ―
ニュースレター作成・配布と業務用食器洗浄機導入
で業務効率化

1905 広島県 有限会社　竹本住宅設備 1240002035143
家庭用雨水・中水再利用システムの施工体制の構
築及び提案営業

1906 広島県 有限会社　浅野屋建設 8240002035070
コンパニオンアニマル用サプリメント「にゃんサプリ」
の開発

1907 広島県 有限会社なかの 7240002029800 4年後の付加価値額15％向上事業

1908 広島県 (有)ナカムラ鉄工 7240002028091
二工場体制を円滑に運営するためのネットワーク活
用推進事業

1909 広島県 MAGNET ― 体幹トレーニング事業の販路開拓

1910 広島県 ますはら自動車 ―
顧客管理ソフト導入（ＲＦＭ分析）及び動画等の情報
発信

1911 広島県 コンセント ―
島嶼部の未利用資源を活用した商品の量産による
売上拡大

1912 広島県 鉄板焼きとワインBalena ―
コンセプト見直しに伴う店頭看板設置と折込チラシで
新規顧客獲得

1913 広島県 こばやし鍼灸整骨院 ―
10周年を迎え店舗の存在を若年地域住民にアピー
ル

1914 広島県
株式会社神石高原ティア
ガルテン

2240001045373
帝釈峡の地形を生かしたワイン等の保管技術向上と
販売強化事業

1915 広島県 Ｃｌｏｄｅａｒ ―
カフェスペースの併設による新規客の取り込み・顧客
関係性の強化

1916 広島県
有限会社コスモスサポー
ト

9240002049219 障害福祉サービスの販路拡大

1917 広島県 株式会社 カトウ住建 3240001034838
建築ＣＡＤソフトの導入による省エネ住宅建築の受注
拡大

1918 広島県 有限会社　宮尾産業 9240002048591 贈答品としての価値提案に伴うＥＣ売上拡大事業

1919 広島県 有限会社　吉岡鉄工所 8240002049822
島の小規模鉄工所が販路拡大の為にサービス技術
力PR

1920 広島県 税理士法人なぎさ会計 6240005014131
自社ホームページ作成による事務所の営業力・サー
ビス力強化

1921 広島県 有限会社　カジヤマ 1240002027388 低農薬野菜を用いた菓子類の開発及び販売

1922 広島県
有限会社 エキヤパッケー
ジ

4240002039604
新規顧客獲得のための展示会出展による新部材
カット加工の推進

1923 広島県 株式会社　LAFRULE 8240001046779
オンラインショップ拡大により顧客サービス向上を図
る

1924 広島県 有限会社　伸光工業 8240002027794 生産体制強化による新たな企業へのアプローチ

1925 広島県 カードック竹森 ―
女性客、ニューファミリーに喜ばれる魅力ある店舗づ
くり
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1926 広島県 株式会社ハピネス 1240001049870
大型遊具を備えた、楽しい放課後等デイサービスの
ＰＲ

1927 広島県
山本公孝土地家屋調査
士事務所

―
事業の広域化と3次元CADシステム導入による販路
拡大

1928 広島県 河本、古屋石材店 ―
お客様の来店機会を増やす為の新商品の提供及び
事務所の改装

1929 広島県 小島紙器工業 株式会社 1240001003638
年間10ｔの折り鶴を活用し商品化「え？かばん」販路
拡大事業

1930 広島県 エディオン大崎東野店 ―
店舗改装による居心地の良い空間提供とお客様満
足度向上事業

1931 広島県 ＨＩＰＰＯ　ＣＲＡＦＴ ―
インテリア提案力向上のための営業ツール作成と
ギャラリー改修

1932 広島県 多加津堂酒店有限会社 3240002037971
元祖紅葉饅頭を訴求する専用催事セットとPR映像コ
ンテンツ制作

1933 広島県 アビ洗衣館 ―
超軟水洗濯代行サービス提供とホームページによる
集客向上

1934 広島県 有限会社郷石油店 9240002054383 スピードアップで顧客満足度・売上アップ

1935 広島県 ガレージＪ ― 塗装ルーム設置による新規顧客獲得計画

1936 広島県 株式会社エルカエル 7240001015339 CG受注専用ホームページ制作・異業種へ販路開拓

1937 広島県 エトワール大池 ―
新商品開発と店舗リニューアルによる新規顧客・客
単価向上計画

1938 広島県 有限会社フカガワ 5240002054437
ホームページリニューアルによるリフォーム事業の売
上アップ計画

1939 広島県 株式会社三和 9240002054391 顧客との接点増加を活かした売上アップ計画

1940 広島県 西川建築設計事務所 ―
ホームページ開設によるログハウス新築工事の新規
顧客獲得計画

1941 広島県
白竜湖リゾートセンター株
式会社

2240001040110 外国人観光客獲得による客室稼働率アップ

1942 広島県 お食事処　大たに ― 外国人観光客及び福祉関係団体への販路拡大事業

1943 広島県 土居精肉店 ―
移動販売対応等の周知作戦による、新規顧客の増
加計画

1944 広島県 ＣＯＣＯＲＯＮ ―
工房の拡張による加工体験場の新設及び彫金教室
の開設

1945 広島県 (有)肉のモリシタ 3240002049802
オリジナル看板とイラスト付シャッター交換による宣
伝力強化事業

1946 広島県 株式会社恐羅漢 8240001040889 「恐羅漢バーガー」年間6千個販売事業

1947 広島県 株式会社佐々木塗装 5240001017353
「外装リフォームの教科書」による新規顧客の掘り起
こし

1948 広島県 マルキン水産 ―
「殻付かき」の洗浄効果アップによる、受注件数の増
加作戦

1949 広島県 Grazie-Na ―
小麦アレルギー対策と特産品製造のための製造室
での新商品開発！

1950 広島県 シーサイド桂ヶ浜荘 ―
ホームページ作成と、施設パンフレット作成による販
路拡大事業
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1951 広島県 有限会社いわみ 8240002029709
ドン舞い神楽ちゃん専用展示スペース等の設置によ
る顧客獲得事業

1952 広島県 點心 ―
懐石料理店がフランス人観光客等を中心に取り込む
ための取組み

1953 広島県 ＪＰテック株式会社 8240001033884
ラジオを活用したオンリーワン商品の広告宣伝によ
る売上増加事業

1954 広島県 きらはうす ―
「主婦層に親しまれる広告活動でハウスクリーニング
の販路開拓」

1955 広島県 ㈱久保アグリファーム 9240001040475
家族で何度も行きたくなる　お父さんがカッコよくなれ
る牧場

1956 広島県 ㈲クリエイト 4240002026585 元請工事比率アップ　不動産業界への販路開拓

1957 広島県 大雄産業　株式会社 3240001038921
来店客数増加に向けたパンフレット製作・配布と看板
設置計画

1958 広島県 ㈱木下ファーム 1240001050226
キノシタベジタブル水耕栽培事業システムの販路開
拓

1959 広島県 有限会社　友文館 6240002052472
レモン島発の文具・雑貨商品開発と店舗改装による
売上増加計画

1960 広島県 ㈲濱崎精版印刷所 3240002012702 提案型・地域密着型営業による販路開拓

1961 広島県 ㈲ヴィジョン 4240002025307 フットママリフレクソロジーのフランチャイズ展開

1962 広島県
篠原テキスタイル株式会
社

4240001030885
受注業務効率化のためのＨＰの改修による売上増
加事業

1963 広島県 仔ぐま ― 宅配事業者／カタログ通販事業者への販路開拓

1964 広島県 ヘア・フルゲンス ― 介護美容事業参入による販路開拓

1965 広島県 ㈱分数大好き 5240001048472
カードゲーム「分数大好き」の英語動画・海外販売・
海外イベント

1966 広島県 ㈱星光 4240001017420
クリーニング業者向けリスクマネジメント支援の全国
への販路拡大

1967 広島県 有限会社サイン工房 8240002048130
販促ツールを活用した屋外広告物に関する提案営
業の実施

1968 広島県 有限会社東広自動車 9240002048716
法人をターゲットとした車検、整備、鈑金塗装のＰＲ
事業

1969 広島県 株式会社和ごころ工房 9240001036564
畳事業の既存顧客をターゲットとしたリフォーム事業
の展開

1970 広島県 エイコー堂薬局 ―
地域住民の健康づくり拠点、相談しやすい健康相談
窓口設置事業

1971 広島県 KOH株式会社 9240001040141
“お一人さま“来店客に対する心地良い店内環境づく
り

1972 広島県
株式会社コーシンパート
ナーズ

9240001046968
海外からの観光客へ、日本文化体験プランの認知
度を広める事業

1973 広島県
株式会社シングシステム
ズ

9240001018579 出退表示システムのＩｏＴ化に特化した専用ＨＰ開設

1974 広島県 株式会社かどい 3240001022446 介護用品取扱開始のためのＰＲ事業の展開

1975 広島県 上多屋根店 ―
新たな顧客獲得に向けた販路開拓及び施工作業効
率の向上
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1976 広島県 Ｃhinese Dining&Bar JiJi ― ２階のリノベーションによる新規顧客層の取り込み

1977 広島県 リュラルブーランジェ ―
イベント出店他　ＰＲ活動アイテム充実による来店顧
客獲得の取組

1978 広島県 Ａ．Ｏｎｅ　エイワン ―
最新車両診断機の導入と車の健康診断で安心ドラ
イブの提案

1979 広島県 冨士スタジオ ―
新型ドローンによる高画質化での竣工写真撮影と地
域資源の再発見

1980 広島県 有限会社　津田交通 7240002037142
スマホとチラシで自社ツアーを宣伝、新たな顧客獲
得を目指す！

1981 広島県 空口ママのみるく工房 ―
ホームページ刷新でスマホ対応機能追加と内容の
充実で顧客獲得

1982 広島県 中台建具店 ― 国産レモン通年販売の為の恒温恒湿庫の設置事業

1983 広島県 株式会社パプリカ 9240001045664 インターネット通販業務の効率化による事業拡大

1984 広島県 有限会社　麦麦 6240002030750
新店舗の認知度向上と自動ドア・屋根等設置でお客
様の快適性向上

1985 広島県 株式会社　コスモ石材 1240001036332
永代供養共同墓と墓石移動で現代社会の墓参の課
題を解決する事業

1986 広島県 株式会社　仿古堂 1240001036209
ブランドイメージと訴求力を追求した催事専用棚で売
上アップ戦略

1987 広島県 伊藤印刷株式会社 7240001000811
飲食店向け販促物のパッケージ化で、簡単受注の
売り上げ増大計画

1988 広島県 有限会社土居モータース 7240002029420
ＣＶＴオイル交換を差別化要因とした車検の販路拡
大事業

1989 広島県 萬福 ― 女子会需要を取り込む焼肉カフェへのリニューアル

1990 広島県 有限会社　木原 5240002052614 居心地のいい宿泊環境の整備と需要拡大

1991 広島県 河野モータース ―
瀬戸内ツーリング観光客に対応するための店舗設
備の強化

1992 広島県 大内商事株式会社 7240001033571
実販売用エリアの改築と工場見学＆手作りピザ教室
の開設

1993 広島県 ユーメン醤油株式会社 3240001012133
広島都市部での営業力及び販売力強化の為の店舗
機能増設事業

1994 広島県 伝統工芸株式会社 1240001034501
ネットショップ開設で自社ブランド家具を直接消費者
に販売

1995 広島県 株式会社　エムズトラスト 2240001038963 営業活動・認知度向上策のための経営力強化

1996 広島県
株式会社リライアンス中
国

5240001040495
ホームページ開設による新たな工事受注の獲得を
目指す計画

1997 広島県 岡本建設株式会社 5240001037871
ポスティングと業務効率化システムの導入による売
上と雇用の拡大

1998 広島県 美容室heartfull Ma-s ―
高齢者向けサービスを取り入れた店舗ＰＲによる新
規顧客の獲得

1999 広島県 広学 ― 新たな新教室開設による経営の基盤強化

2000 広島県 株式会社　三幸 6240001039405
出張サービスやスポーツリハビリ技術のＰＲによる顧
客開拓
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2001 広島県 株式会社 木ごころ 6240002052324
リノベーション事業強化に伴う情報発信と自社ショー
ルーム新設

2002 広島県
株式会社　赤坂ボーリン
グ

4240001038846 ホームページやチラシの作成と社内IT環境の整備

2003 広島県
株式会社 尾道熱帯植物
研究センター

7240001046895
尾道パパイヤの自社での六次化商品の創出による
収益化

2004 広島県 旭鳳酒造株式会社 2240001002787
若き杜氏社長がはばたく。銘酒「旭鳳」新ブランドラ
ベルの翼で。

2005 広島県
万古渓養魚観光株式会
社

2240001028221
電照飼育による広島サーモン活魚周年出荷体制確
立と販売促進

2006 広島県 わたなべ会計事務所 ―
ホームページ開設による受注増と円滑な事業承継へ
の貢献

2007 広島県 オリオンテック株式会社 5240001029035 全く新しい食材「ぱっ葉」の販路開拓ＰＪ

2008 広島県 料理旅館　玉乃家 ― 老舗旅館がつくるスイーツと特産加工品の販売

2009 広島県 グーラテースガーデン ― こだわり食材による農産加工品の販路拡大

2010 広島県 Sweet Time ―
中四国九州地方初のパンピングキャンドル教室によ
る販路拡大

2011 広島県 有限会社ヒラノ薬局 4240002014037 漢方と店舗の紹介による売上増加計画

2012 広島県 株史会社　天神 3240001037626
地元住民をターゲットにしたリフォーム受注と認知度
アップ計画

2013 広島県 エル＆リュイ ― 新サービス展開のための新規設備導入

2014 広島県 創作＆和彩Sinnya ―
メニューの拡充及び業務効率化のための高機能調
理設備の新規導入

2015 広島県 イタリア料理バッカ ―
女性客に選ばれるための店頭・店内改修による売上
増加計画

2016 広島県 久米肥料株式会社 7240001022500
機能性堆肥と農機具の貸出しをセットで行い農家の
土づくりを支援

2017 広島県 Mｒ.トーマス ―
地域資源を活用した宮島ご当地かきフライの開発と
開拓

2018 広島県 菊田農園 ―
高品質ぶどうのマレーシアを中心とした海外への販
路開拓

2019 広島県 一花 ―
店舗周辺整備で新規顧客獲得及び安全確保で来店
客の増加

2020 広島県 株式会社　岡 2240001018783 中華具材商品の販売促進における情報発信

2021 広島県 音戸パン ―
店舗の認知度向上と入り易い店舗改修による来店
客の増加

2022 広島県
ニコニコクリーニングショッ
プ

― 革製品のクリーニングにおける販路開拓事業

2023 広島県 有限会社　マルアキ水産 9240002036919
手軽に味わうマルアキの牡蠣、オイル漬けの開発と
販路拡大

2024 広島県 ㈱ファームスズキ 6240001048109 水産養殖事業の見える化プロジェクト

2025 広島県
カイロプラクティック　イン
かえで

― 店舗外装の一新、チラシ配布による販路拡大
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2026 広島県 宮島手づくり工房 ―
Tシャツプリント可能なプリンターの導入による新規
顧客開拓

2027 広島県 健康スタジオ　ピッコロ ―
中高年齢者のニーズに沿ったトレーニングマシンの
整備

2028 広島県 あんしん合同会社 4240003002775 チラシ広告による認知度向上、販路拡大事業

2029 広島県 アロマジックコーヒー ―
店舗外装の改善、メニューブック刷新による販路開
拓

2030 広島県 メガネの浅井 ―
快適なメガネ選びができる両眼視視力検査をＰＲし
販路開拓

2031 広島県 中国鍼灸なごみ ― ネットショップでの健康用品販売による事業拡大

2032 広島県 株式会社リマックプラス 4240001024169
地域の皆様が、安心して選び、利用してもらうための
店舗改装

2033 広島県 株式会社　木楽 6240001041575
「火を囲う暮らし」の提案：ペレットストーブの販路開
拓

2034 広島県 有限会社　田中商店 7240002010009
全国の広島風お好み焼き店に向けた「黒豆細もや
し」の販路拡大

2035 広島県 （株）雅 2240001043600
新規店舗コンセプト実現のための提案型什器導入と
業務の効率化

2036 広島県 レオン＆コージ ― 地域の高齢者・女性に優しい理容店舗づくりとＰＲ

2037 広島県 かあちゃん餃子 ―
『かあちゃん餃子』のネット販売開始と宅配サービス
の充実

2038 広島県 ＡＩＴＲ ―
おままごとキッチンカフェ開店「お客様に優しいお店
づくり」

2039 広島県
有限会社クローバープラ
ンニング

5240002054412
生前からの認知度向上と、紹介やインターネットでの
受注増加対策

2040 広島県 みかど寿司 ―
和食店へと業態変更し認知度向上による新規顧客と
年配客の獲得

2041 広島県 マエカワ建機サービス ―
『面処　前河屋』神楽面製造・販売事業の本格的取り
組みを発信

2042 広島県 はり・きゅう・整骨　ひばり ―
超音波診断装置の導入による検査の可視化と顧客
満足度の向上

2043 広島県 株式会社NICOLE 8240001049468
インターネットを利用した集客力ＵＰとサロンでの売
上ＵＰ

2044 広島県 株式会社アスループ 4240001034837 個人情報保護のDM送付

2045 広島県 合同会社ハウスドクター 3240003003130
包括サポートセンター設立と新サービス提供による
販路拡大

2046 広島県 スガリビング ―
図面オプション導入による顧客提案力向上と業務効
率化

2047 広島県
株式会社　アンリツ広島
住器

9240001000644
少年少女とシニアの健康と文化的住宅への改造販
路開拓計画

2048 広島県 ひかり写場 ―
着物レンタル付き記念写真撮影セット販売導入によ
る新規顧客獲得

2049 広島県 （株）ひつじ舎 9240001040896
羊毛断熱材を利用した皮革用調湿・脱臭製品の販
路拡大事業

2050 広島県 ㈲かしまドライショップ 4240002003832
店舗内外装改修による若年層（女性）の取り込みに
よる売上増大
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2051 広島県 ワークショップこころ ― プリント事業の拡大による売上増大

2052 広島県 八橋装院株式会社 6240001011891
新ブランド展開に伴う販売店舗新設のための工場改
修工事計画

2053 広島県 有限会社昇栄通信工業 5240002025891
店舗改装による客席数の増加とイベント開催による
売上拡大

2054 広島県 ㈲いながき一休庵 2240002024418 チラシの折り込みによる、若年の新規顧客開拓

2055 広島県 山崎自動車鈑金 ― 自動車ガラス事業の確立による売上拡大

2056 広島県 株式会社オートリユース 1240001047726
購入者の満足度をアップするための仕入多チャネル
化の取組

2057 広島県 美容サロン・たつがわ ―
お肌に優しい天然系毛染め「ヘナ」をPRする広告戦
略

2058 広島県 迫製麺所 ―
江田島老舗乾麺店の撹拌機の導入による生産量向
上と販路拡大

2059 広島県 MURO有限会社 6240002018085
先祖代々受け継がれた自分のルーツを探る家系図
調査・作成のPR

2060 広島県 有限会社ネストイン 3240002005722
デザイン性を重視した高機能カーテンの販路拡大に
向けたPR

2061 広島県 天使の羽衣 ―
タイ式マッサージの導入による専用スペースの確保
とPR

2062 広島県 有限会社Ｎｉｉｍｉ 7240002029577 モーニングと特産品販売による集客力向上

2063 広島県 hair&esthe SATAKE ―
エステ部門の新サービス導入で、新規顧客獲得と客
単価向上を実現

2064 広島県 民宿谷広 ― 冬季以外の新規来店客数増加計画

2065 広島県 酵素風呂　森蔵 ―
イベント開催による当事業所の認知度向上で、新規
顧客増を目指す

2066 広島県 有限会社栗栖建設 9240002029641
地域のお助け隊の認知度向上による新規顧客獲得
事業

2067 広島県 株式会社サンエス 8240001036342 写真スタジオの改善によるファミリー層の顧客獲得
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