
採択者事業者リスト

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛媛県 株式会社アオノメガネ 5500001009588 「消音聴力測定ブースの設置による補聴器コーナーの本格化」

愛媛県 有限会社近藤商会 2500002016314 『【夜間土木工事への進出！】新分野への進出で売り上げアップ作戦　』

愛媛県 草田土地家屋調査士・行政書士事務所 － 『お客様は誰？直接受注に近づくホームページの作成』

愛媛県 廣瀬塗装 － 下請体質からの脱却！個人のお客様にアピールする環境づくり

愛媛県 ａｃａｌｉ － 【すべての人がお洒落できる！バリアフリー店舗を完成させよう！】

愛媛県 らくれん牛乳宅配センターやの － 『お客様の情報を知りたい！直売所設置で生の情報をゲット作戦』

愛媛県 有限会社アメリカヤ 5500002015734 【女性客を呼び込もう！トイレ整備と売り場増強作戦！】

愛媛県 有限会社むらかみ 6500002017317 新しい暮らしのスタイル“和モダン”の提案による販路開拓

愛媛県 幼伸サポート研究所 － 明るい未来づくりのための子育て支援幼児塾「よう伸」確立事業

愛媛県 Ｓｈｉｍａｎａｍｉ　１７７８ － 愛媛しまなみ体験型旅行を中国、台湾で直接ＰＲ

愛媛県 向井工作所Ｂｌａｃｋｓｍｉｔｈ　ｅｒ － 墨流し紋様で鋼に日本文化の息吹を世界に発信！販路拡大

愛媛県 ＭＥＮ’Ｓ　ＨＡＩＲ　ＥＤＧＥ － ミドル男性への長期的頭皮ケアメニューの導入、及び業務効率化

愛媛県 山本デザイン事務所 － 信頼できるブログを求める消費者・企業の為の新記事・ブログ制作

愛媛県 夢源堂デザイン － はい！ココです。ＰＲ商店街－松山！

愛媛県 株式会社レスコ 8500001005345 全体的な商品の見直しで、販路拡大を図る

愛媛県 有限会社Ｒｈｙｔｈｍ 3500002009622 スタンドサイン・ホームページ・オリジナルショッパー制作・段差改善

愛媛県 株式会社ル・コンセイユ 5500001018556 働く女性のためのご褒美キッシュの生産性向上と販路拡大

愛媛県 からや － 県内スーパーでの催事出店販売の拡大

愛媛県 株式会社Ａｍｍ’ｓ 3500001018871 「補正下着」と「キャビテーション」の相乗効果で痩身効果アップ

愛媛県 株式会社サンクエル 1500001016869 地域で安心して暮らせる、支えあい買物支援事業。

愛媛県 あんまマッサージ指圧さくら治療院 － 当院しか出来ない新たな治療技術による施術行為

愛媛県 株式会社タフネスマリー 2500001019763 愛媛の産業を応援！ＳＮＳを活用した集客セミナー事業

愛媛県 ドーガープロモーション － 地域資源を活用した映像・写真の素材販売

愛媛県 株式会社富士コーポレーション 8500001005163 エステ・岩盤浴・ヨガの広告強化と新メニュー追加で来店客数アップ

愛媛県 株式会社日の出都市開発 4500001019613 商店街地区の空き店舗兼住宅をシェア型交流住居へリノベーション

愛媛県 有限会社マツオカ 2500002006315 ランチタイム集客アップの為のテイクアウトコーヒー無料サービス

愛媛県 本町食糧 － お弁当のデリバリー・テイクアウトの強化による販路拡大

愛媛県 株式会社報画堂 1500001003644 高級ペンにロゴやマークも！レーザー彫刻機の導入による販路開拓

愛媛県 株式会社プランニングオフィス・アイ 5500001019579 新商品の企画提案による販路開拓支援

愛媛県 Ｖｉｎａｅｌｌａ（ヴィナエラ） － 世界のワインを手軽に美味しく、ワイン普及に貢献し売上アップ！

愛媛県
ＴＯＴＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬＯＮ　ＲＩＮＡＳ
ＣＥＲＥ

－ スタイリッシュな女性が働く街へ

愛媛県 株式会社Ｔｉｍｏｎｅ 4500001006909 新規客獲得のための広報強化と店舗のアピール強化

愛媛県 株式会社のじま 9500001003372 看板新設、照明効果による新規顧客開拓及び顧客満足度向上事業

愛媛県 たいよう動物病院 － 整形外科の開拓、予防医療の概念の普及

愛媛県 多機能学童保育広場すくっと － 心、身体、元気！育児支援に繋がる小学生への運動指導

愛媛県 株式会社ウイットプラン 2500001006943 「キャノン砲」の新商品開発及び企業等への直販による販路開拓
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愛媛県 うつわＳｏｕＳｏｕ － オンラインショップ開設による販路開拓

愛媛県 有限会社あっぷる 6500002004950 全国初！インターネットラジオとフリーペーパーが融合した広告

愛媛県 びぃｃａｆｅ － テイクアウト顧客を増やすためのショーケース導入計画

愛媛県 松山ホームジャパン有限会社 9500002009781 「２４時間３６５日見学できる家」を使った販路開拓事業

愛媛県 株式会社ハーモニープロジェクト 8500001013752 イートインテラス設置と自社加工品等デザインによる販路開拓

愛媛県 愛媛冷暖房株式会社 1500001000864 無料住宅診断及びウェブサイトを活用したリフォーム販路拡大事業

愛媛県 愛媛サポート － フリーペーパーの価値向上とポスティング管理システムの効率化

愛媛県 アイアンドエム － Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ　ｗｉｔｈ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔの新規開拓

愛媛県 株式会社ＩＡＢ 8500001016508 ヘルシー思考に特化した弁当の製造及び販売

愛媛県 株式会社ＦＪＴ 9500001007506 認知度向上と来店者数・ホームページアクセス数増加のための広告の展開

愛媛県 お好み焼き暁 － 店舗内装の改装、及びサイン工事と引き込み部分の改装

愛媛県 ＶＲ　Ｌａｂ（ブイアールラボ） － 漫画を活用したチラシ制作とビジネスオーナー向けＰＲ強化

愛媛県 株式会社今井工務店 6500001009224 同業他社と比較された時に選ばれるホームページになる仕組み化

愛媛県 有限会社白楽天エンタープライズ 9500002019987 サイクリストの聖地今治での観光客向け元祖焼豚玉子飯の拡販

愛媛県 有限会社ＴＭ 3500002020455 今治タオルを活用した小物縫製品開発による販路開拓

愛媛県 リリーフ － ２０－３０代女性が何度も通える癒しのエステ再構築事業

愛媛県 有限会社シィティアイズ 7500002015534 新たなデザインによる、農産物（玉葱）の地域ブランド化

愛媛県 有限会社グルメシャンボール 3500002008120 家族三世代と障害者に「入りやすく優しい店づくり」で客数アップ

愛媛県 Ｔｏｔａｌ　Ｂａｌａｎｃｅ－Ｕｐ　ＭＡＨＡＮＡ － 顧客満足度向上に伴う新たな顧客の増大の実現

愛媛県 うめのや田所店 － 子育世代の主婦が、子供連れ（家族）で立ち寄ってみたくなる店づくり

愛媛県 株式会社あまげん 5070001011555 商品パッケージの開発及び若年層の需要開拓

愛媛県 株式会社Ｊｍ 5500001016741 住む人を徹底的に守る家！「本気」を伝える連携プロモーション

愛媛県 手漉和紙森田屋 － 消臭笹和紙シートと笹和紙メンテナンスクリーナーの販路開拓

愛媛県 養命研究所株式会社 3500001019085 添加物０．００以下の無添加化粧水「スカイローション」の販路開拓計画

愛媛県 サヨリ商店街株式会社 6500001009926 日本最大スポーツ展示会で斜陽産業の縫製工場がＢｔｏＢの新規顧客獲得

愛媛県 株式会社住宅アシストＦＡＳＥ 2500001009475 顧客情報管理システム導入等により、きめ細やかな顧客フォロー

愛媛県 託児園Ｐｅｔｉｔ － 働くママをサポート！仕事と育児の両立支援

愛媛県 甘味処　こでまり － 新規顧客獲得と快適さ向上のためのバリアフリー化事業

愛媛県 暁工房 － 「お守り」としての真珠製品の開発及び販売促進事業

愛媛県 かすがいジャパン株式会社 3500001019110 ＯＲＩＯＢＩ事業の海外販路開拓

愛媛県 Ｔ．Ｍ．Ｍカンパニーマルゴシ新居浜店 － 照明のＬＥＤ化で高齢顧客の生きがい支援と新規客開拓事業

愛媛県 株式会社　曽我増平商店 6500001011808 来島真鯛を使った伊予さつま汁用味噌を全国の食卓へ届ける

愛媛県 有限会社富士写真館 6500002013506 シニア層販路開拓に向けたスタジオ改装による新サービスの提供

愛媛県 有限会社西条ステーション 5500002015412 販路開拓のためのＳＥＯ対策強化ホームページ制作

愛媛県 さんぱつやＭａｉａ － 「Ａｌｌ　ｆｏｒ　ｓｍｉｌｅ」プロジェクト

愛媛県 株式会社七味 9500001010609
「蕎麦という食」×「トイレの洋式バリアフリー化」で地域の健康とコミュニティー
を
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愛媛県 感謝市場 － ミャンマー地場産品専門店として新出発と販路開拓挑戦の取り組み

愛媛県 愛媛少林武術団 － 少林武術の達人が商う格安ネットショップで販路拡大

愛媛県 クリニカルカイロラクロス － カイロプラクティックとエステティックの融合で最新健康痩身を実現

愛媛県 有限会社永久堂 9500002016019 愛媛県産“フレッシュ柑橘”を使った商品、引き出物菓子拡販プロジェクト

愛媛県 有限会社丸忠 9500002023155 女性・高齢者に対応した店舗の構築

愛媛県 チャンプオート － 新車販売強化のための改装と広報活動

愛媛県 えひめシーフードサービス株式会社 6500001014059 情報発信強化による営業システムの構築および新規顧客獲得

愛媛県 谷口商会 － 下取２万円で熊本製原付に乗換え【新規顧客開拓プロジェクト】

愛媛県 フォーサイト株式会社 7500001014149 小学生のためのプログラミングコースの新設

愛媛県
農業生産法人株式会社ミヤモトオレンジ
ガーデン

1500001018452 みかんの新しい価値を創造する愛媛の新しい調味料「塩みかん」

香川県 有限会社三木石油 4470002012372 ２４Ｈ受注システム導入と配達地区拡大で灯油売上２５％ＵＰ

香川県 株式会社トニケン 7470001013963 ホームページを活用し、福祉事業を中心とした地域密着の販路開拓

香川県 株式会社観音寺サービスセンター 7470001009870 質の高いタイヤ点検作業による顧客満足度向上と販路拡大事業

香川県 糖質オフスタイル協会 － 「糖質オフ」の考えを取り入れた協会ならびに料理教室促進事業

香川県 野田塾 － 塾開業サポートサービス及び運営サポートコンサル

香川県 株式会社シンキ製作所 5470001001152 工場の製造工程や作業工程を顧客にアピールすることによる販路開拓

香川県 有限会社渡辺エンタープライズ 3470002007621 お客様の声を聴きコミュニティ溢れる小回りの利く移動販売事業

香川県 株式会社禾 7470001011793 各社プライベートブランド構築パッケージの開発

香川県 富士車体 － 最新式ヘッドライトテスターの導入による新規取引先開拓

香川県 有限会社田岡商店 1470002011880 高齢顧客の満足度アップと新看板設置で店舗売上１０％ＵＰを達成

香川県 ひろせ司法書士事務所 － 増えるニーズへアピール「司法書士業務」認知向上による顧客開拓

香川県 株式会社四国服装 2470001009958 残り福戦略による学生服の販路開拓・利益率改善事業

香川県 株式会社トトノエリー 4470001015038
職場及び家庭の活性化を女性の力で応援！サービス内容ＰＲツール作成によ
る関与先拡大

香川県 Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　Ａｐａｒｔｍｅｎｔ － 旅行者と香川を繋げる地域活性化イベント企画・運営事業

香川県 有限会社アール・ツゥ 4470002009039 ホームページのＳＥＯ対策での集客による受注拡大

香川県 株式会社地酒処天羽 4470001014931 電飾看板及びひさしテント設置による店舗宣伝力強化事業

香川県 モデルノカーラ有限会社 9470002006948 働く女性のメンタルヘルスと疲労回復の為のセラピーＰＲ

香川県 とっと家 － 宿泊者をターゲットとしたアットホームな店づくり事業

香川県 ガゼル　ヘアーデザイン － 薄毛の悩み解消で男性単価と女性客数を引き上げ売上高１０％ＵＰ

香川県 有限会社ふじた 4470002016381 「アパレル×アート×私」のコミュニケーションで新規顧客獲得

香川県 株式会社レアスウィートコスメ 1070001007334 世界初の希少糖含有化粧品「レアスウィートコスメ」の販売促進

香川県 株式会社秋山 8470001008830 「広告ができる駐車場」経営による収益力向上

香川県 有限会社阿部建具店 5470002014640 看板などのアナログ媒体で地元の新規顧客獲得とリピート創出

香川県 日本農産株式会社 3470001015121 休耕田を利用した讃岐産青ネギの生産拡大と周年出荷確立事業

香川県 有限会社モリモク 4180301009660 展示会出展とテーブル用置き脚の開発等による販路開拓事業

香川県 株式会社フジルーフ 4470001013207 リノベーション工事業の獲得につながるホームページ作成
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香川県 有限会社松野商店 6470002006372 華道具の海外販売のためのホームページ製作及び広報

香川県 アールズ国語そろばん教室 － 『学習塾用オリジナル教材』販売のためのホームページ開設事業

香川県 株式会社アドネット 1470001008333 『ベトナムへのオフショア開発セミナー』による新規顧客獲得事業

香川県 ボタン木工所 － ＥＣサイト構築と商品開発によるニッチな家具製品の商圏拡大

香川県 吉　治療院 － スポーツ選手を全面的にサポートするコンディショニング指導

香川県 有限会社ディンカム 6470002009284 さぬきの地のもんとワインを楽しむ旭屋の県外顧客獲得事業

香川県 株式会社行天食品 5470001009872 新発売！「特製オリーブ牛の揚げたてコロッケ」による販路開拓

香川県 Ｃｈａｒｍｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｌｉｎｇｕａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ － 音楽と語学のミックスした独自教育プログラム構築と認知度向上

香川県 有限会社ビューティーサロン平尾 2470002012705 高齢化しているお客様の満足度向上のためのバリアフリー化及びそのＰＲ

香川県 ｍｉｎ　ｇｏｏｄ － 地域に新しい産業を！　地元里山産、猪や鹿を活用した革製品の開発

香川県 ＲＴＡ指定スクールＭｏｎＢｅｂｅ － 赤ちゃん専門のフォトサロンの販路拡大

香川県 株式会社未来機械 5260001015727 ソーラーパネル清掃ロボットの中東市場向け販路開拓

香川県 有限会社トラスト 1470002017564 リラクゼーション部門の立ち上げによる新規顧客開拓

香川県 株式会社ホリ 1470001003747 グルテンアレルギーで悩む親子のための自社工場での店舗販売の強化事業

香川県 多喜端建築設計事務所 － 「建築設計士とつくる家」販路開拓プラン

香川県 共栄冷凍水産株式会社 2470001009875 地元産いわしを活用した新商品開発とオイルサーディンの販路開拓

香川県 和光補聴器 － 補聴器店だから出来る！高齢者の居場所づくりによる販路拡大事業

香川県 有限会社一京 3470002015780 魅力発信！独自の着物サービスとコトづくり事業による新たな市場の開拓

香川県 有限会社ＩＮＡＫＡ　ＴＯＵＲＩＳＭ 9010402036566 地元資源を外国人観光客へ、企業の海外向けコンシェルジュ開設

高知県 有限会社湖月 4490002001687 働く女性や高齢者を新規顧客とするためのトイレ改修

高知県 税理士事務所スマイルパートナー － 創業と事業承継を促進するための支援業務の広報

高知県 株式会社Ａ－Ｓｔｙｌｅ 1490001004611 「おたく文化に興味を持つ外国人観光客」のコミュニティ創造事業

高知県 株式会社光冷機 7490001008012 「しょうがの冷蔵庫」の全国に向けた販路拡大

高知県 迫田刃物 － 刃物体験で高品質商品のニーズを創出するためのトイレ改修

高知県 株式会社　笑 6490001008203 ひろめ市場発！観光客に向けた高知の酒を堪能できる店への転換

高知県 株式会社正美堂 7490001004432 ＷＥＢシステム導入による多店舗モール展開の効率化と販路開拓

高知県 土佐備長炭工房　一　ｉｃｈｉ － 暮らしの中に、炭をトータルプロデュース

高知県 有限会社アイテック 2490002006358 電器のお困りごと相談サービスの効果的なチラシ作成と配布

高知県 株式会社ＶＩＳＩＯＮ　ＱＵＥＳＴ 8490001008317 医療リハビリと社会的リハビリを融合させた訪問看護の実施

高知県 株式会社ＩＣＵ 5490001004640 ～店の魅力を引き出す～創業者向けＨＰ訪問制作サービスの実施

高知県 ＨＥＡＤＳＰＡ＆ＲＥＰＡＩＲ　ＬｕＬｕ － 体質改善に効果的な新サービスの提供による新規顧客獲得

高知県 ＣＡＲ　ＰＡＩＮＴ　ＳＴＵＤＩＯ － 板金塗装の設備導入による新規顧客への獲得と新たな取り組み

高知県 にんじんの葉っぱ農園 － 「うさぎ畑」ブランドでの、ウサギ用ニンジン葉の販路開拓

高知県 バードシェル － 中高年層にターゲットを絞った「終活買取」事業で販路開拓

高知県 有限会社坂本モータース 4490002002207 福祉車両への改造・整備による新規顧客獲得事業

高知県 Ｔｅｓｏｒｏ株式会社 7290003005151 彫金機材導入でハンドメイド教室、修理事業を拡充し新規顧客開拓

4 / 6 ページ



採択者事業者リスト

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

高知県 株式会社ＪＵＭＩコーポレーション 2490001005179 高知酒宴文化を通じ来店客同士の交流を促進させる店舗改装事業

高知県 ドッグズライフ － 食害対策鹿肉を利用した、無添加ペットフードの販路開拓

高知県 株式会社井筒屋 5490001000136 家具職人が一から作る積み木と女性観光客用土産雑貨の販路拡大

高知県 株式会社安芸水産 2490001007043 効果的ＰＲによる、卸売市場依存からの脱却

高知県 ヌックス・キッチン － 県外およびインバウンド誘客を促進させるジビエＢＢＱ等の実施

高知県 Ｖｉｖａｃｅ　ｓｅｍｅ －
「～地域の高齢者に美と喜びを提供する～店舗バリアフリー化と出張美容サー
ビスの展開

高知県 相互住宅 － 不動産業における物件調査の強化と危機管理情報の作成

高知県 白川税理士事務所 － 企業継続のための取り組みとウェブ、チラシや広告によるＰＲ

高知県 株式会社ＫｉｄｓＵｎｌｉｍｉｔｅｄ 3490001008247 ターゲットである未就学児を持つ親への情報発信力の強化

高知県 有限会社青光 7490002008705 高鮮度な旬の鮮魚を使った加工品の販路開拓

高知県 株式会社池田生花店 5490001000103 お客様の想いを反映する、オリジナル商品提案による販路開拓

高知県 株式会社ＳＡＧＡ 2490001004742 一人暮らしの高齢者へ安心快適空間の提供「自宅清掃サービス」開始

高知県 株式会社亜俚亜 4490001000087 “お土産・ギフト用”高知の特色あるスウィーツの販路開拓。

高知県 株式会社上町池澤 2490001004734 生鰹の藁焼きタタキ工房の店内設置による新規顧客獲得

高知県 ソフン・レイ・カンパニー株式会社 6490001003732 女性専用リンパマッサージの提供による新規顧客の獲得

高知県 武政商店 － 市内最古の旧焚き納屋と加工場見学、削り体験等による宗田節ＰＲ

高知県 ｋｉｎｏ　ｓｈｏｅ　ｗｏｒｋｓ － 靴製造機械導入による、業務の効率化と新製品開発

高知県 有限会社成田果樹園 2490002009344 イベントを通じ美と健康を感じて頂くシトラスビューティ

高知県 有限会社平岡ブロック工業 3490002009203 潮風香るぶどう園への来店客数増加の為のＰＲツールの作成

高知県 有限会社菱田ベーカリー 8490002009198 和スイーツ「羊羹ぱん」の海外販路開拓

高知県 いちとま農園 － トマト農家の挑戦。商品パッケージを作り県内外へ販路を開拓

高知県 ホテル南国 － ホテル滞在型・土佐清水堪能プラン

高知県 株式会社ドリームメーカー 3490001003685 新イベント「マックスライダー」を基軸にした新市場展開

高知県 ふたごやｐｌｕｓ － アレルギーを持ったお客様専用の布団クリーニング

高知県 有限会社和 1490002008636 ホームページの新設および注文販売システムの構築

高知県 四万十虎フーズ － 「四万十川の畔で食するランチパックの開発と対面販売の仕組み作り」

高知県 四万十川の宿　ゆうべ亭 － 「最高のロケーションとサービスによる自然体験型プランの提供」

高知県 マルバン醤油株式会社 7490001004952 お客様の声に基づいた首都圏向け商品開発事業

高知県 有限会社みやむら 6490002008813 過疎化する土佐清水地域での移動スーパー事業

徳島県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｅｎｔｏｗａ（エントワ） － 美容店高齢者ニーズ対応設備

徳島県 井上味噌醤油株式会社 8480001004911 新製品投入による客単価向上のための攪拌機への設備投資

徳島県 吉や － 店舗認知度アップと快適空間提供による売上増大事業

徳島県 三橋モータース － ホームページと三面看板を利用した若い世代の顧客獲得事業

徳島県 株式会社藤岡輪業商会 1480001005164 レンタルバイクの無人店舗営業のＨＰ作製及び広告宣伝。

徳島県 有限会社豊田商会 3480002010649
直接来店されるお客様へのキャンペーンチラシのデザイン及び新商品の開発
並びにパッケ

徳島県 美容室シャイン － 次世代の顧客獲得への新サービスとお客様に優しい店舗整備事業
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徳島県 うどん乃八笑 － メカブの有効活用とホームページリニューアルによる新規客開拓

徳島県 岩浅印刷所 － 徳島県下初　ドローン（小型無人機）を用いた印刷サービス

徳島県 おそうじ本舗鳴門店 － エアコンクリーニングの周知強化による販路開拓事業

徳島県 株式会社Ａ・Ｇ・Ｓ 6480001005795
弊社主力商品「なると小町」の販売形態の変更によるパッケージ開発による売
上増加

徳島県 まつのした写真館 － 高感度カメラの導入と店舗改装による新たな写真提供事業

徳島県 カリーうどんかまたまーる － 満足度と認知度の向上を目指したやさしく快適な店舗空間の提案

徳島県 有限会社ナルディ 3480002013429 Ｔ（手軽）Ｋ（気軽）Ｋ（快適）な店作り

徳島県 眼鏡店　ＥＹＥ　ＣＲＡＦＴ － ファッション性に優れた眼鏡の通販サイトの作成

徳島県 Ｈｅｒｂ・Ｒｏｏｍ　ｌｅａｆ － オリジナル石鹸ギフト商品化による販促活動とファン作り

徳島県 三芳菊酒造株式会社 2460101004752 日本酒を活用した観光客誘致による直販事業と地方活性化

徳島県 株式会社ユーロハビット 5480001006514 自社ブランド（ＪＡＰＡＮブランド）グローバル展開事業

徳島県 有限会社中央商会 2480002009238 看板設置等による新規顧客の獲得と囲い込み事業

徳島県 株式会社ＭＯＯＮＲＩＳＥ 9480001008077 顧客満足度の向上による新規、リピートの増客と地場産業の確立

徳島県 ＴＲＵＥ　ＬＯＶＥ　ＨＥＡＲＴＹ － 自社ブランドを製品化から商品化するための販路拡大事業

徳島県 水戸園 － 顧客エリア拡大のための新規看板設置

徳島県 株式会社ハウスマイル 8480001008730 ヴァーチャル内見ウェブサイトの本格稼働・認知向上

徳島県 Ｈａｉｒ　Ｏａｓｉｓ　Ｔｏ－ｍｅ － 【待ち合いリフレッシュ空間改装】

徳島県 有限会社リビング鳴門広報社 7480002011008 【街アプリ・デザイン事業に伴うホームページリニューアル】

徳島県 株式会社仲須工務店 5480001005961 【木材置場・加工場への進入路整備とホームページリニューアル】

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

徳島県 ピー・ジー・エス株式会社 7480001003542 パンフレットづくり

徳島県 さくらサービス株式会社 7480001004045 徳島特産物すだちおよびすだちオイル使用入浴料の販売

徳島県 モンドジャコモ有限会社 8480002002212 履きやすいパンプスの開発・製造を行い、県外顧客を獲得する事業

徳島県 株式会社アミタ 7480001004383 新しい認知症予防コースの開設に伴うチラシの作成と設備投資

徳島県 株式会社ＴｒｕｅＰ 5480001009351 オーダーメイドトレーニングプログラムの提案と既存事業との融合

徳島県 竹田工業株式会社 3480001009106 看板による広報周知ならびに新素材導入による新規顧客獲得事業

徳島県 西野建設株式会社 2480001006789 「エコをデザインする」活動の普及を目指した販売促進。

徳島県 ＳＬＯＷ－ＳＴＥＡＤＹ － ＨＰ作成ＳＮＳ活用＆チラシ等作成による販路開拓事業

徳島県 株式会社ＢＣＭ 9480001009109
「高品質・高価格ジュース加工品の製造・販売とスイーツ用ショーケースの設
置」

徳島県 カーショップファンブル － 主に業者向け自動車部品インターネット販売の売上拡大

徳島県 有限会社松屋 7480002013664 イベントスペース等の活用で集客強化および顧客満足度向上事業

徳島県 株式会社キタウチ 1480001000495 自社ブランド「モダン神棚」販路拡大・潜在顧客獲得事業

徳島県 エフワンタケウチ － どんな体型にもフィットする、エフワンオーダー拡大事業
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