
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

京都府 株式会社ジュネス 4130001006590 近隣私立学園向け子供服売場増設とプリンセス試着室の設置

京都府 せがわ接骨院 － 「腰痛・ヘルニア・坐骨神経痛専門施術」の販路開拓

京都府 グリルにんじん株式会社 8130001051377 洋食店の新サービス“本格的な洋食”とワインの持ち帰りサービス

京都府 五明金箔工芸 － 販路開拓に向けた企業ＰＶと工房体験者の増加のための動画の制作

京都府 田中博税理士事務所 － 小規模事業者向け未来会計コンサルティングサービスの販路開拓

京都府 リフォームセンター株式会社 4130001050639 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

京都府 株式会社建登 6130001031273 建登ブランドでのデザイン・防音リノベーション販路開拓事業

京都府 株式会社磯のや 4130001043361 既存特産品および新商品販売促進増強事業

京都府 京昆布舗　田なか － 自動鰹節削り機導入による、“削りたて鰹節”の実演・販売力強化

京都府 佳耀工房 － 卸売先拡大のための商品説明動画・ホームページ作成事業

京都府 株式会社ｃｈａｒｍ　ｒｏｏｍ 5130001027850 デコパージュ需要に対応したペーパーナプキンの販路開拓

京都府 有限会社ＮＴＢ製作所 8130002026130 クラウド型ＥＤＩ受発注システムの導入で販路開拓支援と受注拡大

京都府 ミトマン有限会社 3130002034682 キッズスペース設置・宣伝と免税店の看板による売上強化

京都府 花千佳株式会社 7130001050025 オーガニックフェイシャルクリーム開発と販路開拓による売上拡大

京都府 株式会社日吉屋 9130001025132 和風建築意匠材コーディネートサービスの販路開拓

京都府 有限会社　石谷 5130002000138 接客機会の増加・質の向上の為の機械化の実施

京都府 株式会社バックテック 6130001057252 法人向け腰痛検診ウェルネスサービスの新規事業開発及び販路拡大

京都府 株式会社庭の小葉 5130001029277 自信ある業務のＰＲで顧客開拓を行う事業

京都府 榮電気 － ネットサービスエアコン取り付け事業

京都府 株式会社辻法衣仏具店 1130001056234 オリジナルカラーカタログ作製による販路新規開拓

京都府 株式会社ＳＳＦ 6130001054794 共働き子育て世帯に特化した家事代行支援サービスの販路開拓

京都府 有限会社京料理　さくらい 7130002021149 「お誂えギフトの進化」味に見合う体裁を整え、めざせ販路拡大

京都府 ｍｕｓｉｃ　ｓｔｕｄｉｏ　オールウェイズ － ミニライブ開催が可能となる新プランの導入及びスタジオ改装

京都府 株式会社ひらつか 9130001007147 障害者向け洋服のオーダーメイドサービス開発と販路開拓

京都府 有限会社遠藤染工場 9130002002106 九谷シンブルタッセルを通じた弊社商品の海外展開

京都府 株式会社ビジョナリー人事 9130001049486 “５つ星企業倶楽部”で日本の中堅企業を元気にするプロジェクト

京都府 有限会社パワートレーディング 7130002001340 京都西陣織の伝統帯で仕立てる洋装事業への専門特化と販促強化

京都府 有限会社京フーズ 2130002021640 新事業分野　ケータリングの開発・事業開発を目指す

京都府 石本はりきゅう整骨院 － 美容関連施術サービスの新開発と訴求チラシ作成による売上増加策

京都府 有限会社橋本陶苑 4290003001582 伝統産業のリアルとＩＴ活用でお客様と直接つながる販路開拓！

京都府 賄い屋 － こだわりの「京風ちりめん山椒」のブランド化と販路開拓

京都府 歯科衛生士事務所ピュアきょうと － 高齢者介護の口腔ケアのＰＲと口腔ケア商品の販路開拓

京都府 発酵食堂カモシカ － 発酵食堂カモシカの物販事業「発酵マルシェ」の広報事業

京都府 株式会社波多野製作所 5130001041827 試作小ロット品商権・販路の拡大

京都府 有限会社ラ・カラヤン京都 4290001049632 小規模顧客でも購入できる低価格商品の開発と販路開拓

京都府 椎口工務店 － ホームページ作成により施行例を幅広く発信し集客を実施
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京都府 りんどう屋 － 西陣織オリジナル雑貨・帯地の生産及び販路開拓

京都府 サロン・飲食店創業支援センター － 開業融資サポート新規受注件数増加のためのＰＲ用ＨＰ等の作成

京都府 有限会社寺ノ内吉川タンス 9130002002634 京都市地域産材製品の広報（営業）ツール制作で新規顧客獲得

京都府 けろった － 和束の蛙（かわづ）まつり開催によるカエルファンへの販路開拓

京都府 株式会社きくや蓄音器店 6130001020375 京の厳選された逸品・京の旨いものを英語ｄｅおもてなし

京都府 株式会社Ｍ－ＳＴＹＬＥ 4130001050374 『側弯症』の啓発と専門院としての周知による来院患者の増大。

京都府 株式会社ウエダ・テクニカルエントリー 1130001038298 医療用高硬度材・チタン材の生産効率向上用研削工具の販路開拓

京都府 有限会社ピーエツチシー 5130002014690 自分で盛付けるパフェの販売促進とＳＮＳ投稿を促進するサービス

京都府 ｉｅｒｉｂ － オーダーのレザーウェア・レザーバッグの海外販売の展開

京都府 フリップラーニング株式会社 3130001052520 ＴＯＥＦＬ　対策講座販路開拓

京都府 株式会社ＤＩＶＡ 5130001029384 パーティードレスの広告・販路開拓

京都府 豊田工業所 － 施主が自らつくれる伝統土壁の販路拡大と新規顧客獲得

京都府 株式会社コトラボ 5130001050761 本格オリジナルコスメによる京都ブランドの確立

京都府 パソコープ烏丸御池教室 － ２１世紀型スキルを見据えたプログラミング事業で売上アップ計画

京都府 有限会社小川金正堂 7130002002140 既存のレーザー彫刻機を活用した新商品の開発と販促

京都府 合同会社ルキイ 8130003003863 高品質で高デザインな健康スイーツの商品化と販路開拓

京都府 株式会社コーディアルアート 7130001029151 ＨＰリニューアルによる手づくり作家の獲得および販路開拓事業

京都府 株式会社イーライフ 5130001030925 京都観光産業の活性化と環境に優しい簡易宿泊施設への取組

京都府 株式会社　堤淺吉漆店 8130001018104 低迷する伝統工芸、漆業界での漆需要増加にむけて

京都府 1130001017979 京都の伝統職人技術『ＫＹＯＴＯ　ＢＯＷＴＩＥ』ブランドを世界へ

京都府 森田メソッドアカデミー － 環境にやさしい「特殊リネン洗剤」の広報と販路開拓事業

京都府 ｇａｒｄｅｎ － 新メニュー提供とカルテシステムによる販路開拓

京都府 株式会社サラーム・パートナーズ 3130001053304 着物リメイク商品『和ｗａヒジャブ』のアジア市場進出事業

京都府 イケガミ帽子工房 － テーラー向け販促ツール作成とブランディングによる販路開拓

京都府 株式会社Ｌｏｃａｌ２４ 9130001049965 郊外の観光施設が集客効果を高める公衆無線ＬＡＮサービスの提供

京都府 クリーニング象屋 － お客様の「もう一度着たい！」を叶えるリペアサービスの事業取組

京都府 株式会社スポサ京都 4130001054350 後利用できるウェディングドレスの商品開発で販路開拓

京都府 世良環境共育事務所 － ホームページ及びチラシ情報発信による宿泊キャンプの販売促進

京都府 株式会社ＣＡＬＡＲＳ 2130001045707 カジュアルドレスレンタル事業による利益率の向上と販路拡大事業

京都府 ＢＡＳＳ　ＤＥＳＩＧＮ － 小規模飲食店活性化のための音楽イベント提案事業

京都府 都食品有限会社 4130002015062 ブランドイメージの向上と海外及び国内小売事業者への販路開拓

京都府 株式会社加藤重 1130001020289 日本初！和紙から作った新しいファッションの開発と展示会の開催

京都府 株式会社てが 2130001003391 新開発した「漬物餃子」の販路開拓及び店舗販売の本格展開

京都府 Ａｌｗｗａｎ（アルワーン） － ヨルダン産有機オリーブ油の販路開拓とビジネス化

京都府 はんこ屋さん２１京都駅前店 － 店内加工技術と立地を活かした外国人観光客向け商品の開発販売

京都府 八尋製作所 － 和の記章「寿ぎ（ことほぎ）」の販路開拓及び新商品「菊」の開発
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京都府 株式会社ＶＧＬ 3130001039971 子ども向けクリエイティブフォト撮影サービスの開発及び販路開拓

京都府 ＬＩＮＫ’Ｓ － ブルーベリーを利用し尽くす～京都丹波の里・環境福祉貢献型事業

京都府 天然色工房　手染メ屋 － 実物確認・購買を好む潜在顧客の来店効果を狙った販促事業の展開

京都府 税理士猪口建太朗 － 「飲食店向け税務顧問パッケージサービス」の開発・販路開拓

京都府 株式会社きっちんカンパニー 8130001031016 外国人観光客に対する日本伝統のお弁当「おむすび」体験及び販売

京都府 株式会社ネーカーズ 6130001056246 海外展開を見据えた３カ国語対応のネット販売システムの構築

京都府 平岡旗製造株式会社 7130001018567 甲子園球児向け、新たな記念品の開発と販路開拓

京都府 Ｄａｒｉ　Ｋ株式会社 2130001046845 世界最高峰のチョコレート展示会（品評会）の参加と新規販路開拓

京都府 小林呉服店 － 「母から娘へ、ママ振り応援隊」顧客創造のための各種広報事業

京都府 株式会社ベストライフ 5130001032000 建築受注率向上のための店舗改装事業　～雑貨店をショールームへ～

京都府 株式会社阪村研究所 3130001004785 肩こり治療器具「マグレイン」の規制見直しによる販路拡大

京都府 有限会社丸益西村屋 1130002017441 中国人向け体験工房ウェブページの展開

京都府 株式会社クリッド 3130001053650 ネットでの集客に悩む中小企業を対象とした無料診断会で販路開拓

京都府 株式会社ＴＲＥＥ　ＴＯＰ 3130001057395 カウンセリングスペースの設置、新規顧客の獲得、販路開拓

京都府 リネアドット － 和装アクセサリー（帯留め）の開発と販売促進

京都府 エイセット － 訪日外国人観光客に対する通訳ガイドサービスの提供

京都府 サクラシーエス － ビーズアートショー出展でのコスチュームジュエリー業界への参入

京都府 田村ふとん店 － だから眠れる！１００年続く老舗寝具店の納得体感寝具

京都府 有限会社奥田塗装 1130002023340 ターゲットの年齢層を下げ省エネ・経費削減アピールで販路拡大

京都府 株式会社日根野勝治郎商店 6130001046057 『京友禅の新たな魅力を生み出す新商品の開発・販路開拓』

京都府 株式会社岩商 1130001031204 未来の利用者囲い込みの為のワンコインフィットネスの広報強化

京都府 株式会社ｉ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 7130001051428 外国人観光客が選ぶ京都ＮＯ．１のビストロ

京都府 整体院　所縁 － 京都唯一の『ひざ痛』専門整体院の認知度向上による新規顧客開拓

京都府 十四春 － 宿泊者・見込客への多言語対応と文化体験のためのＨＰ刷新

京都府 株式会社きぬがさ 3130001052347 免税店申請にともなうＰＯＳ連動免税書類作成システムの導入

京都府 喫酒幾星 － バックバー（酒棚）とカウンター席増設による客数と客単価の拡大

京都府 吉靴房 － 認知・理解度向上のためのパンフ作成と通販サイトの売上向上施策

京都府 ヘアアトリエヒダマリ － 「関西初！フルフラットシャンプー台での整頭術」の販路開拓

京都府
株式会社シェアリングマネジメントサービ
ス

3130001055457 お土産自動販売機の認知度向上と設置台数増強事業

京都府 有限会社西村工房 2130002001246 ウェブを活用した当社独自の染色技術「陶流染」の販路開拓事業

京都府 ＭＯＡＩ － 空間デザインによる付加価値の創造を広く普及させる事業

京都府 ロレーヌ － 観光客等を呼び込み、賑わいを感じさせる店づくりへの取り組み。

京都府 株式会社でんでん 6130001027585 京都発レザーを活用したブランドのアメリカ市場における販路開拓

京都府 有限会社晋六 6130002018518 陶芸体験を通じて手作りの良さを発信し販路拡大する事業

京都府 株式会社ループデザイン 2130001054906 需要拡大へユーザインタフェースの良さを伝えるＨＰ制作

京都府 縦横企画 － スマートガイドプラットフォーム「京都ポータル」広報事業
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京都府 懐古的未来 － 懐古的未来の認知度アップ・利用客拡大の為のＨＰ作成事業

京都府 ＦＲＥＥエステ － 協業企業との連携イベント企画による新規顧客創出の取り組み

京都府 みつる工芸 － 法人向けの柿渋染のれん販売のためのウェブサイト構築・体制構築

京都府 株式会社スタイルメイド　Ｍ’ｓファクトリー 3130001054905 騎手が好むスーツを提案できるオーダースーツ専門店

京都府 株式会社ワッグル 1130001052464 企業のトータルコスト削減に貢献する清掃会社の広告宣伝

京都府 株式会社金生堂 2010001014319 スポーツ自転車用向け土産物用ショルダーバッグの開発

京都府 山中　清 － 漫画でわかる外国人観光客むけ古都の味わい体験ガイドブック事業

京都府 有限会社ＫＡＣＣＯ 5130002021241 伝統文化体験スペース開設で外国人客をおもてなし集客！

京都府 矢野ユミビューティスクール － 筋膜リリースレッスン周知に必要なＨＰ改修と体験レッスンの実施

京都府 株式会社スプリングショウ 4130001044260 ［ＳＩＯＮＥ新店舗＆カフェ］国内外富裕層への販路開拓事業

京都府 有限会社ｊａｓｍｉｎ’ｓ 3130002023041 中国富裕層に特化した新規販促による上質な町家宿泊客の獲得

京都府 フォーシーズン － 使わない帯をインテリアに変えられる額縁販売で新規顧客を開拓

京都府 皆幸一番株式会社 8130001031321 外国人観光客の集客支援する為の翻訳パンフレット・ＨＰ制作事業

京都府 倉橋漆芸彩色工房 － 「京仏具の漆塗り・彩色」デジタル美術館創設による伝統技術発信

京都府 ピッコロモンド５５７ － 多言語ホームページ・チラシ作成によるＰＲ拡大、新規顧客獲得

京都府 レトワール　フィラント － オンリーワンサブレの開発・販路開拓

京都府 ｃａｆｅ　ｂａｒ　Ｔｒｅｎｔａｎｏｖｅ － タンク式エスプレッソマシン使用による顧客拡大と販売促進

京都府 株式会社ｈｅａｒｔｅｓｔ 4130001028866 和の文化体験を事業化し観光客販路の開拓

京都府 山元染工場 － オリジナルテキスタイルブランド「ケイコロール」の販路開拓

京都府 有限会社タイムズクラブ 8130002011124 障害者施設製造のケーキと自家焙煎珈琲を提供するカフェ事業

京都府 株式会社ワサビ 8160001015131 日本語だけで多言語対応できる海外向けネットモール事業

京都府 ワークス株式会社 4130001049805 新規事業「中規模施設への電力のセット販売」開始による販路開拓

京都府 株式会社ＨＩＣＬ 8130001045239 ペルシャ絨毯の市場拡販勉強会・サロン開催による普及

京都府 株式会社京でん 8130001028276 日本の伝統素材や技法を活かした革小物製品の販路拡大

京都府 ｏｂｊｅｔ　ｓａｙｏｋｏ　（オブジェサヨコ） － ｏｂｊｅｔ　ｓａｙｏｋｏブランドの国内外にむけての販路開拓事業

京都府 株式会社冨田屋 2130001003433 フランス語・中国語ページ追加による外国人観光客の新規顧客開拓

京都府 株式会社ワイズコーポレーション 2130001028645 国内唯一の左ハンドルコンバージョン事業のプロモーション強化

京都府 協和精工株式会社 6130001029994 情緒が技術で表現された独自性高い製品による丁寧な暮らしの提案

京都府 株式会社ＲＣＥＭ 3130001040079 多種多様なリノベーション旅館の提案による新市場開拓

京都府 たなごころ整骨治療院 － １周年記念キャンペーン等を活用した集客事業

京都府 株式会社花緑堂 7130001056996 健康相談・指導型漢方薬店の広報強化による販路開拓・新規客獲得

京都府 加地金襴株式会社 6130001004519 金襴製品、金襴生地の海外販路開拓

京都府 有限会社高山染巧 1130002024355 「染色データの蓄積」による生産性の向上と営業活動の積極展開

京都府 株式会社Ｓｍｉｌｅｙ 1290802020686 ＴＡＶＥＮＡＬＴＭの顧客創出プロセスの刷新による新規顧客獲得

京都府 福村工芸 － ホームページの強化による工房見学・染体験の集客と製品の販路拡大

京都府 アメイロビストロ　アルル － 特殊調理機（冷凍粉砕調理機）を導入し、京都ならではの加工食品開発事業
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京都府 株式会社　キヨロク 7130001009211 富裕層向「座学茶房」「体験工房」「貴賓茶室」による販路開拓

京都府 株式会社飯田照明 7130001050693 人に優しく環境に優しい超薄型導光板ＬＥＤ照明の販促・普及活動

京都府 株式会社薫風舎 4130001057444 犬も飼主も安心楽々。京都市初！ご自宅訪問の移動式ドッグサロン

京都府 合同会社ｎｉｍａｉ－ｎｉｔａｉ 8130003003269 ホームページリニューアルおよび合同展示会出展による販路拡大

京都府 有限会社いしかわ 1130002024413 新サービス「都心でガーデンＢＢＱ」プランの展開による販路開拓

京都府 株式会社太彭興産 4130001025938 お子様カレーの開始でネパール料理にファミリー層の集客を図る

京都府 Ｋｇｕｉｄｅ　Ｔｒａｖｅｌ　Ｊａｐａｎ － 外国人観光客向け京都北部地域への体験型旅行の販路開拓事業

京都府 三浦製材　株式会社 8130001035958 立体的なスケッチ・パース図を使った営業活動による販路拡大

京都府 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｎａｋａｓａｎ － カップサイズの新しいケーキの開発と店舗改装による販売促進

滋賀県 株式会社井上硝子 6160001011504 ＥＣサイトを充実させ、ホームページシェアを向上させる。

滋賀県 株式会社三王不動産草津 6160001014218 「中古市場の活性化を目的とした中古住宅の販路開拓」

滋賀県 株式会社宙 8160001004373 コーチングを活用した海外赴任者と家族のメンタルヘルスサポート事業

滋賀県 有限会社楽芸工房 8160002001989 京都西陣織みやび箸の新開発とワークショップの開催

滋賀県 介護用品のうさぎ屋 － 特許取得の新しい介護用下着の販路開拓

滋賀県 カットスタジオインセンス － 見込客に対する効果的なＰＲ手法導入と販路拡大

滋賀県 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ　ＲｉＲｉ － ワインとチーズと接客とすべてに満足できる店づくり

滋賀県 ヘアースタジオＣ４ － ４０代以上の女性に美と癒しを提供！認知度向上で新規顧客獲得

滋賀県 有限会社スタック 8160002010619 「介護福祉士実務者研修」開講による新規受講生の取り組み

滋賀県 株式会社アイダ 3160001016340 新分野へチャレンジする「新聞屋」、まごころいっぱいのお店づくり

滋賀県 ＨＩＫＡＲＩ屋 － 店舗外看板リニューアル事業

滋賀県 ヘンリーイン － 弁当の配達による販路拡大。高齢者に向けた弁当配達と御用聞き事業

滋賀県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　Ｖｉｅ　Ｒｉｃｈｅ － 高濃度水素吸入機の導入による“美容と健康の新メニュー”の展開

滋賀県 Ｓ．Ｌ．Ａ．Ｂ － ＢＡＲ自体の魅力「空間力」ＵＰと「商品力」ＵＰを計る整備

滋賀県 スミタニ接骨院 － 新たな接骨院ニーズに対応したＨＰのスマートフォン対応化事業

滋賀県 前野園茶舗 － 新たな生活様式を提案する茶専門店への改装ＰＲによる認知度向上

滋賀県 株式会社アートプラン 8160001007005 自立支援型移乗介助ロボット「愛移乗くんⅡ」の販路開拓

滋賀県 株式会社びわこオアシス 9160001008670 ＷＥＢサイト活用及び予約管理と顧客管理業務の効率化

滋賀県 パン工房　ポム・ド・テール － ５秒で観光客にアピールできるラスクのパッケージデザイン開発

滋賀県 カナヤ犬猫病院 － 安全・気配り設計のアプローチ改修によるシニア層獲得

滋賀県 有限会社醤油屋喜代治商店 2160002006564 健康に気を使う女性をターゲットとした甘酒による販路拡大

滋賀県 ぱん工房ｐｏｋａｐｏｋａ － 子供向けパン教室の開催

滋賀県 株式会社Ｄｏ．ベガＨＯＭＥ 9160001018711 「駆除対象生物の成分を調査し、有価物として商品化して販売」

滋賀県 ＤｏＦｅｒｉｏ（ドゥフェリオ） － 訪問美理容の充実と拡大、お客様の受入人数拡大

滋賀県 藤田工務店株式会社 9160001013118 地域密着工務店の住まい定期点検・カルテサービスによる販路開拓

滋賀県 株式会社石川技研 7160001007955 オーガニックコットン商品の業務拡大と販売システム導入

滋賀県 ｃｈｉｂｕｎｆａｃｔｏｒｙ － 滋賀から宝石のようなデモカーを全国、全世界の愛好者に発信する

5 / 32 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

滋賀県 畑酒造有限会社 3160002009772 看板設置によって認知度を高め、蔵元直売の新規顧客の獲得

滋賀県 株式会社ヴェルサーレ 7160001014142 ホームページリニューアルとスマホサイト立ち上げによる販路開拓

滋賀県 スリール　パティシエオガワ － 彦根コロンの地域ブランド化と販路拡大

滋賀県 塩見農園 － 朝採り地場野菜の販路拡大及び生産規模拡大に向けた設備導入

滋賀県 有限会社浪漫 2160002004832 カートップテントによる新規市場への参入と販路の拡大

滋賀県 株式会社Ｋ．Ｎ通商 1160001004074 個人サロン向け高機能エステプログラムの周知と新規顧客開拓

滋賀県 有限会社でじまむワーカーズ 9160002012259 法人向け「３６６日の花個紋バースデーシップ」の周知と売上拡大

滋賀県 有限会社新成　ラーメン藤矢橋店 3160002012149 ご当地ラーメンで地域活性、看板をリニューアルし売上アップ

滋賀県 ありんこ天国 － 認知度を高め販路拡大の為のネット販売システムの構築

滋賀県 株式会社ニシダ 7160001018069 新事業の認知度を上げるために新規ＨＰ開設による営業力強化

滋賀県 手打ちうどん市兵衛 － そばアレルギーのお子様対策と顧客に愛される夏メニューの開発

滋賀県 株式会社カルネ・ジャパン 1160001010709 冷凍の調理済み近江牛コロッケ・メンチカツの開発・販路開拓

滋賀県 レディスファッション＆きもの　いまえ － 従来のイメージを変える「リサイクルきもの」の認知度向上

滋賀県 丙鍼院（へいしんいん） － 働く女性のストレスの軽減と疲労回復を図る治療院の認知度向上

滋賀県 蔵家 － 高齢者の憩いの場としての居酒屋への変革事業

滋賀県 ｃａｆｅｔｏｒｉ － 女子会パーティープランの展開による新たな女性顧客拡大

滋賀県 ケンユードラッグ － 地域新聞に健康相談の広告を掲載することによる販路拡大事業

滋賀県 マスバイオラボ － 滋賀の豊かな緑と安心な生活を見守る森林データベースの作成

滋賀県 ボンボンショコラ － 女性ショコラティエが作る本格的なアイスクリーム

滋賀県 株式会社かねなか酒店 8160001006535 日本酒の輪を広げるための、新規ホームページ開設。

滋賀県 魚繁大王殿 － 多言語対応によって海外のお客様をターゲットとした販路開拓

滋賀県 有限会社プロサウンドシステム 1160002014782 機材整備で伝統芸能支援、商店街活性化プラン！

滋賀県 株式会社エクボスタジオ 1160001010642 新しい撮影方法の開発による卒業アルバムのプレミアム化事業

滋賀県 ＳＨＩＮＥＳ　ＮＡＩＬ －
ケア（お手入れ）によってネイルと縁遠いと思われてきた男性や高齢者、働く女
性の顧客

滋賀県 田中弥菓舗 － 安心安全手づくりの老舗和菓子店の認知度向上による売上拡大

滋賀県 株式会社井上 3160001009501 彦根仏壇の伝統技術を活用した新商品の海外販路開拓事業

滋賀県 Ｑｕｅｌｌｅ － ショールーム増築とセミナー開催による提案力向上と販路拡大

滋賀県 株式会社ＯｎｅＭｏｒｅＳｈｉｐ 8160001018828 高度医療機器購入による重度者訪問の販路開拓

滋賀県 住茂登 －
ほんもんのふなずしの旨さを伝えたい。土産用としての販路開拓（天然ふなずし
のパッケ

滋賀県 株式会社田中設備工業所 4160001001184 補助金をＰＲしてライフラインの更新に伴うリフォーム工事獲得

滋賀県 村田米穀株式会社 3160001010260 精米工場の作業能率向上と衛生面の充実で学校給食への本格参入。

滋賀県 Ｄ－ｗｏｒｋｓ　ｈｏｍｅ － 不動産総合コンサルティング事業の認知を広げて売上拡大

滋賀県 エイトヒルズデリカテッセン － 滋賀県産食材と酒粕を合せた新商品開発と現行商品の品質向上

滋賀県 清栄商事株式会社 9160001008407 宿泊客の円滑な受入体制の構築及び宿泊客データ集積事業

滋賀県 株式会社銀波 4160001008238 フォトウェディングを中心とした東アジア商圏拡大とタイ市場強化

滋賀県 株式会社メディカルフロント 8160001017350 化粧のできる絆創膏『はるコスメ（Ｒ）傷用』の商品化と販路開拓
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滋賀県 メガネ２１　彦根店 － “深視力検査”ＰＲ看板設置による新規顧客開拓事業

滋賀県 株式会社カネ甚 9160001009826 看板設置による視認性向上と高齢者に優しい改装で顧客増を図る。

滋賀県 佐藤酒造株式会社 7160001007930 「つながりの強化と拡大」を目指したホームページの作成

滋賀県 自動車工房北村鈑金 － ホームページと雑誌掲載のＰＲ活動によるレストア需要の販路開拓

滋賀県 株式会社ヤスオン 1160001018198 プロ演奏家による出張演奏の認知度アップによる新規顧客獲得

滋賀県 Ｐａｓｔａ＆Ｃａｆｅ　Ｃｏｃｏｔｔｅ － 彦根城下くつろぎ空間で近江野菜ランチ＆カフェのオープン

滋賀県 Ｃａｒ　Ｍａｋｅ　Ｃ．Ｓ．Ｔ － 設備導入に伴う修理対応の拡充による新規顧客の開拓

滋賀県 中山製茶有限会社 8160002001329 行きたくなる＆買いたくなるお茶専門店を目指した店舗改装事業

滋賀県 有限会社滋賀飲料 4160002008204 自社ブランド確立の為の、オリジナル商品開発及び同商品ＰＲ方法

滋賀県 多陽星 － ダイバーシティ推進を目的とした企業研修および法対応の販路開拓

滋賀県 株式会社ＤＳＫソルテック 8160001012368 技術の見える化の推進による新規顧客の開拓

滋賀県 有限会社笑家 3160002008246 おいしい料理をゆったりと食する事業

滋賀県 株式会社Ｋ２ビデオファクトリー 7160001017896 ウェブとパンフレットを活用した企業用ＰＲ動画の販路拡大事業

滋賀県 株式会社髙陽建設 4160001000756 一般顧客の受注増の為のＨＰ新規作成及び顧客管理システムの導入

滋賀県 ＣＯＣＯＬＯ　ＫＹＯＴＯ － ＨＰの作成とロゴ・パッケージ等の企画開発による新市場開拓

滋賀県 株式会社オレゴンローズ 4160001014500 高齢者が元気になる花作り・庭作りの街プロジェクト

滋賀県 株式会社ジッセント・シップ 7160001017905 専門職による放課後デイサービスの広報と顧客創造

滋賀県 株式会社ＡＲＭＳ 9130001032194 カッコいい家・快適空間づくりに特化した販売促進事業

滋賀県 株式会社松田建具 5160001010226 オーダーメイド体制構築と認知度向上で、直接受注を勝ち取る事業

滋賀県 株式会社北山 2100001009865 地元地域に限定した外壁塗装工事の新規開拓

滋賀県 サイトウ明印舘 － 「書」「はんこ」の「ＭＯＮＯ－ＫＡＴＡＲＩ」ホームページ作り

滋賀県 ｂｅａｕｔｙ　ｓｐａｃｅ　Ｌｕｃｉ － 小学生から高校生の新たなニーズに対応した販路開拓

滋賀県 横井製畳 － 縁ナシ畳及び新商品開発による潜在顧客様の発掘と生産の効率化

滋賀県 株式会社草津第一ホテル 4160001012784 自社ＷＥＢサイトの多言語化によるＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ発信

滋賀県 フォトスタジオスギエ － 地域の高齢者対象、シルバーフォトの出張撮影による売上増の実現

滋賀県 株式会社フエンテ 3160001003859 自転車製造の試作品製作による認知度向上で新規顧客の獲得

滋賀県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎとこちょう － 個室シェービングエステ業務拡大と予約システム導入。

滋賀県 ＧＲＡＶＩＳ　ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＣＬＵＢ － カリスマサッカー指導者の育成哲学を共有するＷｅｂサイト作成

大阪府 有限会社丸善舎 7120002018121 店頭でのしみ抜き作業の見える化とネットによる販路開拓

大阪府 ｏｆｆｉｃｅ　ＫＡＮＤＡ － 高野口産地のパイル織物生地による袋物類の開発と販路開拓

大阪府 株式会社テリトリー 8120001175870 『静止画広告から動画広告へ』動画による商品説明で訴求力ＵＰ！

大阪府 株式会社石井文泉堂 9120001011694 売上を上げたいクリーニング業者のための販促指導教本の作成

大阪府 三洋商事株式会社 3120001044080 笑顔を創る快適な介護ユニフォームをインターネットで販売

大阪府 株式会社ＭＫオフィス 2120001142843 やる気応援のためのイベント開催スペース改良事業

大阪府 山本写真スタジオ － 新たな店舗コンセプト「新しい生命の撮影」確立による販売促進事業

大阪府 こうえつ庵＆レストラン　モエレの風 － 備え付けカウンターテーブルから設置式テーブルへの様式変更
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大阪府 セイコー運輸株式会社 1120001031023 運送会社による写真撮影サービス事業の開発と販路開拓

大阪府 有限会社マイスターベック 9120002038646 指静脈認証技術をサービス化し、海外ユーザーへの販路拡大事業

大阪府 家紋 － 店舗改装（店頭看板の設置と店内床補修）による来店客数の確保

大阪府 株式会社ゆたか 8120001173882 整体で身体の内側から整え、更年期障害を楽にしようプロジェクト

大阪府 株式会社英知継承 2120901035452 定年リタイアした高度シニア技術者による技術支援事業の販路開拓

大阪府 パティスリー・モンターニュ － 近隣子育て世帯へのオーダーデコレーションケーキ需要喚起事業

大阪府 株式会社イントゥリード 6120001113675 会話ロボットコールセンター２４時

大阪府
有限会社フォルツァ（Ｂ＆Ｂパソコンス
クール）

7120102019275 タブレットを活用したＩＣＴ×認知症予防、高齢者向けの新規事業での販路拡大

大阪府 株式会社Ｋａｎａｕ　ｗｏｒｋｓ 5120001176995 マッサージ店からランクの高い高級感を提供するサロンへの転換

大阪府 めろでぃあ音楽教室 － 音楽教室の生徒募集強化のためのウェブサイト新規作成

大阪府 大阪写眞株式会社 7120001092869 撮影業務拡充による客数・客単価の向上

大阪府 株式会社関西アクションアクターズ 6120001181805 『ＨＰのリニューアルとチラシ配布による新入生獲得』事業

大阪府 ケーキショップ　カプリス － 店頭集客設備の設置（店頭看板・パネルと照明タイマーの設置）

大阪府 柴屋株式会社 3120001081140 インターテキスタイル上海（２０１６年１０月）出展

大阪府 司法書士ひらたオフィス － 個人顧客露出度向上・相続問題体感型プロジェクト

大阪府 有限会社ＰｕｒｅＲｏｓｅ 1120002055376 ＷＥＢ広告導入・ホームページリニューアルによる販路開拓事業

大阪府 合同サービス配送有限会社 5120902006152 アナログ×デジタルの手法による移動販売集客キャンペーン

大阪府 株式会社ＩＣＨＩＧＯ　ＷＥＬＬ　ＳＵＰＰＯＲＴ 8122003000949 地域密着型フットケア専門店の営業強化で収益率アップ

大阪府 株式会社ヒュースウェル 9150001018547 介護の資格「実務者研修」講座の新規受講生開拓

大阪府 有限会社日下部ラベラー 4120102014089 ”手廻し式ラベル貼付機”の本州北部展示会出品による拡販事業

大阪府 株式会社Ｈａｐｐｉｏｕｓ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 2120001190116 英語教育専門校！プリスクールの生徒募集に向けた認知度向上

大阪府 株式会社ナインティライフ 8120901033681 各保険契約につながる高校生向け自転車事故セミナーの実施

大阪府 昭吉建設株式会社 8120101048803 地盤調査・改良の専門業者としての地位確立に向けた知名度向上策

大阪府 日本フアクス株式会社 2120001072974 小・個人企業向けカラーコピー複合機レンタルによる顧客開拓事業

大阪府 きもと整骨院 － 妊婦、産後女性の健康をサポートする整体のチラシで販路開拓

大阪府 株式会社シースリーキュービック 5120001154464 保存版オリジナル取扱商品カタログ（オーダー受付用）の企画製作

大阪府 株式会社資格センター 7120001087539 第一種電気工事士講座の【ストリーミング講座】の展開

大阪府 合同会社ＡｎｄＭｏｒｅ 7120903001480 アンティーク調家具の開発と広告宣伝による新規顧客獲得

大阪府 株式会社ドリーム流通 4120901031094 自社の事務作業システム効率化向上及び新たなる販路開拓

大阪府 株式会社大阪メック 7120001040605 セミオーダーで１台からの製作可能な「制御盤」の製作・販売

大阪府 小林本店 － 「家飲み派」を獲得するためのチラシ配布と看板取替

大阪府 株式会社クイーンハンズ 3120001154631 ポールで美ボディ！『クイーンズストレッチ』講座開発と市場浸透

大阪府 パティスリー　トレーフル － 店舗イメージ向上に向けた新看板及びオリジナル手提げ袋の作製

大阪府 不思木”の国 － リニューアルによる、駅前大規模開発に伴うファミリー需要の獲得

大阪府 株式会社カブトヤクリーニング店 8120001034663 店舗の電光看板によるインフォメーションの強化

大阪府 株式会社手伝いマルシェ 6120001115309 高齢者世帯への継続的情報提供による便利屋サービスの受注アップ
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大阪府 オーエムカラーコピー株式会社 2120001076091 新商品の開発及び、展示会出展とネットショップ構築による販路開拓

大阪府 株式会社チェリッシュ 4120001122876 花咲く６０代へ！還暦祝いジュエリーと展示販売コーナー新設

大阪府 株式会社ノットコーポレーション 3120001112746 空き家物件を活用した「おもてなし民泊事業」の運営

大阪府 住まいる／太陽設計室 － アクティブシニアとお母さんの元気に貢献するプチリフォーム事業

大阪府 株式会社Ｓｃｒｅｅｎｐｌａｙ　ｌａｂ 6120001195879 演劇チケット販売サイト「おきチケ」の販路開拓・営業力強化

大阪府 株式会社京の舞妓さん本舗 4130001050853 泡醤油のお土産用商品を開発し、日本を代表するお土産物を目指す

大阪府 株式会社雨風 5120101000452 どぶろくの魅力の周知と販路開拓

大阪府 株式会社アトラクティブ 6120001122486 中高年女性に特化した地域資源活用の化粧品開発及び広報事業

大阪府 株式会社イルーネス 2120001188779 障がい者採用・雇用時の負担軽減を実現するツールの普及・販売

大阪府 良治整骨院 － ホームページでの顧客周知と新しい療法機器の導入

大阪府 株式会社ＹＵ＆Ｕ 3120001169209 訪日観光客来店誘導及び労働環境整備による雇用促進の為の店造り

大阪府 株式会社金谷建設 8120001162381 ものづくりの楽しさを伝える「体験型工事」の広告宣伝事業

大阪府
Ｃｕｔ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍ：ｉ－６　カットスタジオエ
ムアイシッ

－ 大人女性を綺麗へと導くお顔そりエステによる販路拡大

大阪府 株式会社ＷＩＮＧＥＤ　ＷＨＥＥＬ 9122001022639 本物志向のターゲット獲得の為の自社ブランドランプの販路開拓

大阪府 株式会社キャリアサーカス 8120001188360 不登校者支援「フリースクールこころ」高校生へのサポート拡大

大阪府 遊食彩宴居酒屋Ｊａｍｂｏ家 － 「車椅子来店ＯＫ！気軽に楽しい宴の演出」の身障者援助事業

大阪府 株式会社ａｄｄｗｉｓｔｅｒｉａ 9120901036312 不正請求に頼る接骨院に健全経営を提供するためのリスト取得

大阪府 堀井昭彦税理士事務所 － 小規模企業共済制度に興味がある起業前の見込客の販路開拓

大阪府 ワンステップ － 「お一人様女性起業家」対象の細分化レベル別スクール展開

大阪府 北京閣 － 看板の取替え設置と懸垂幕の設置による新規客の獲得

大阪府 株式会社プロテクト 4120101022588 防鳥工事業者への防鳥資材営業強化による販路開拓事業

大阪府 グランプラス － サボンドゥフルールの認知度向上による花材ルート販路開拓事業

大阪府 ３６５ｗｉｎｅ株式会社 2120001184159 新天地（中国自治区）への買付けとウェブショップからの集客

大阪府 株式会社Ｄａｎｎｙ＆Ａｎｎｅ 7010401122807 ＳＡＬＴ＋ＪＡＰＡＮ　ブランド認知度向上及び世界進出

大阪府 株式会社ブッシュマン 7120001088693 自社開発商品「まいどらむ」の試作開発と販路開拓

大阪府 大阪電機工業株式会社 8120001025951 海外顧客をターゲットとした当社製品直接受注による売上と利益率向上

大阪府 Ｎｉｃｏ － 主要顧客をターゲットとしたワインがすすむヘルシーメニュー導入

大阪府 茨木市美安ピアノ教室♪ － 地域の皆様の「夢を叶えるピアノ教室」実現に向けた広告展開取組

大阪府 株式会社ペイントイット 7120001186704 高齢者向け配食サービスの事業拡大を目的とした販路開拓

大阪府 株式会社花・フィオーレ 2120001171636 店舗改修とホームページを作成することによるお花の販路拡大事業

大阪府 株式会社ねやがわ一番 9120001195554 ｗｅｂショップ開店とパンフレット活用で新規顧客を開拓する事業

大阪府 株式会社ラ・ヴィーニュ 1120001167098 新規顧客の獲得とリピート率増加の実現

大阪府 イージー・アート － ネットとサロンで新進作家絵画を販売・支援するビジネスモデル

大阪府 紙乃香 － 青森ヒバの活用による製品企画と販売促進ツールの制作と販路開拓

大阪府 和泉生コンクリート株式会社 1120101039370 会社概要・排水処理技術サービス開始案内パンフレット作成事業

大阪府 馬場万鞄店 － 外国人旅行客向け小物販売と市内潜在顧客の掘り起こしで売上増。
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大阪府 株式会社タニモト 9120901024639 カタログ・ＨＰの刷新と展示会用模型作成による見込み客増加事業、

大阪府 ツチヤ精工株式会社 4120001197381 在庫管理システム導入による業務の効率化

大阪府 株式会社デェラ・コーポレーション 3120001127697 店舗、看板変更でのイノベーションによる新規顧客獲得への販路開拓

大阪府 ウーマンプラス － お金に悩む女性へのセミナーおよび個別相談サービスの販路開拓

大阪府 ＰＵＴ　ＯＮ － オーダーメイド帽子の販路拡大のための新たなサービス事業

大阪府 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　遊心 － デコレーションケーキのオーガニック化と、豆心の販路開拓

大阪府 アートディスプレイ株式会社 6120901020178 ３Ｄ立体画像で設置イメージ共有！提案力強化で新規顧客開拓事業

大阪府 古民家ビストロバル　ハコ － 古民家でのこだわり料理をＨＰで伝え、広告媒体での販路開拓事業

大阪府 永井司法書士事務所 － ホームページリニューアルによるワンストップサービスの販路開拓

大阪府 株式会社元朝 4120101037017 日本酒試飲＆立ち飲みコーナー改装による顧客・売上拡大

大阪府 Ａ．Ｒ．ＣＵＳＴＯＭＳ － 新しい形のキッチンカーフランチャイズ事業及びマッチング事業

大阪府 株式会社日本アトロン 8120001048639 宣伝用のプロモーションビデオの作成により販路を広げる

大阪府 エスポアール・チスガ － 拡販用パンフレットと商品見本作成による新規客の確保

大阪府 ソウルプロダクツ － 印刷会社の経営者と従業員向けの企画・営業力強化塾の開講

大阪府 合同会社　ｆｉｔ 4120003010798 地域を活性化するための子どもの学習環境づくり

大阪府 株式会社松電舎 7120001164271 ベトナム向けＷＥＢサイト・カタログを使用した新規受注獲得事業

大阪府 京都シルク株式会社 5120001001732 京都しるくＷｅｂ全面リニューアル計画～直販力強化を目指す～

大阪府 菓匠庵　白穂 － 和カフェスペースを設置して新規顧客を開拓する。

大阪府 株式会社ＹＵＲＵＫＵ 2120001180587 ＹＵＲＵＫＵウォークの東京スタジオが生まれ変わる！

大阪府 豊栄産業株式会社 9120901019622 薄毛に悩む中高齢の女性の頭皮に優しい石けんシャンプーの販売

大阪府 エジリカイロプラクティックさかえ鍼灸院 － オスグットを中心とした足のスポーツ障害メニュー新規導入事業

大阪府 株式会社リアライズ 9120002033886 障害者がイベントを楽しむための＜観賞サポート＞の普及促進事業

大阪府 株式会社エースハウジング 8120001194912 ホームページ開設、チラシ作成・配布で新規事業の販路を開拓する

大阪府 株式会社サービスブレイン 5120001195533 当店強みの配食サービス内容を利用者（ご家族）やケアマネにＰＲ

大阪府 Ｐｏｓｈｄｅｃｏ有限会社 1120902012666 ローラータイプ珪藻土の開発と海外展示会への出展・販路開拓

大阪府 クリーニングクリア － 地域に増加するファミリー対象のロイヤルカスタマーマーケティング

大阪府 有限会社ジャパンビィビィ 3120002057759 エイジングメニューの開発・販路開拓

大阪府 ゲイザー － ３種の新サービス導入への販促広告実施による販路拡大事業

大阪府 株式会社エフワンコンサルテング 7120901019153 小規模飲食業『安定多店舗化ノウハウ』提供ホームページ作成

大阪府 美容室モーレ・プラス － ヘアケアを基軸としたトータルビューティーとしての「予防美容」

大阪府 株式会社ダンディズムコレクション 3120001197424 インターネットを介したセールスプロモーション

大阪府 株式会社オファー 8120901027700 手紡ぎ、草木染、手織り布を使用した服「ｆａｉｎｏｉ」の拡販

大阪府 旬彩ダイニングＭａｎｎａ － 糖質制限食の新規開拓プロモーション

大阪府 Ｌｉｋｅ合同会社 9120103002204 パソコン教室拡張と依頼増への足がかりを踏まえた出張何でも相談

大阪府 大阪馬肉屋 － 大阪の家庭で本格馬刺しを楽しめる！お家で馬刺し販売開拓

大阪府 植田鍍金工業株式会社 3120001019594 「ワンストップ受注パートナー事業」の開発と協調先の開拓
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大阪府 株式会社高永化学 5120001020170 Ｗｅｂサイト「樹脂パイプの専門メーカー」認知度向上の為の改善

大阪府 アルテア株式会社 4120001164976 事業ドメインの確立と新規開拓力の改善

大阪府 ゼク・テック株式会社 3120001185156 最新の「環境対策機器、解剖機器」で病理解剖を進化させる

大阪府 有限会社オオキタ 7120002073810 ＪＲ尼崎地区初のオークリー（スポーツサングラス）の販路開拓

大阪府 ディー・ティー・ダブリュー株式会社 5020001051028 ネットショップ訴求力向上・梱包作業場の効率化・ＳＮＳでの広報強化

大阪府 関根珈琲株式会社 3120001044527 体験型ＰＲスペース「まずい珈琲の淹れ方教えます」珈琲ラボ開設

大阪府 三協防水工業株式会社 8120001149701 脱下請け！素人に伝わるホームページとチラシによる販路開拓事業

大阪府 イーベルスベルク株式会社 1120901019381 フリーズドライ製品及び第２の焼酎の販路開拓事業

大阪府 株式会社大阪ナックリース 8120001027007 新しいマーケットで　新規開拓！特化した商品で基礎レンタル売上を上げる

大阪府 ｅｄｕｃｏ － 高卒人材と中小企業をつなぐ教育および採用支援事業の販路開拓

大阪府 お好み焼き　ＡｒＡｋＡ － インバウンド＆ファミリー層の需要獲得による土日売上高の増加

大阪府 株式会社大持靴店 2120901010570 「すごいぞオーモチ靴店！」　店認知度アップによる新規客獲得作戦

大阪府 合同会社橋本事務所 1120003010669 書籍出版、ＤＶＤ発売に伴う顧客生涯価値計測セミナーの開催

大阪府 株式会社ＴＡＴＡＭＩＳＥＲ 7120101053449 国内外への快適な畳生活の情報発信並びに販路拡大

大阪府 ラ・プレシャス －
動画で学べる！歯科衛生士のための会員制無料学習ウェブサイトによる販路
拡大

大阪府 株式会社　長寿堂恵佳 7120001156236 老舗おかき屋が挑む新創作菓子開発による京都への新販路開拓

大阪府 天昌堂薬店 － 高齢者の健康寿命延伸を高める為の地域情報発信窓口設立事業

大阪府 株式会社シフト 7120101022107 車両用下回り防錆剤「塩カル防錆剤」の販路拡大

大阪府 バックアップ鍼灸整骨院 － 往診に対するチラシとポスティングによる新規開拓と掘り起し

大阪府 株式会社アド・バル 2120001182055 大判ＰＯＰ出力の「一括受注生産体制の確立」で販路拡大

大阪府 天満　糸や － 開業３周年に向けた居酒屋併設型ゲストハウスの稼働率アップ作戦

大阪府 菊澤デザイン事務所 － 韓国で「かわいい」オリジナルキャラクター文化の醸成・販路開拓

大阪府 株式会社エムズデザイン 5120001174537 ＷＥＢショップの再構築でアレルギー対応ジュエリーの販路拡大

大阪府 やすだ法務行政書士事務所 － 「幼稚園に予防法務を！」行政書士による安心運営アドバイス事業

大阪府 株式会社ＳＫＹＨＩＧＨ 6120001132485 『ストレートネック』に特化した施術の普及と地域への社会貢献

大阪府 アトリエコマクサ － 新規服飾パターン開発による新規顧客増大、および売上拡大の実現

大阪府 ＫＵＵＫＡＩ － 販促によるヘアカラー・縮毛矯正の新規客の開拓

大阪府 三優メディカル － 『スキン－テア（皮膚裂傷）予防用スリーブの販路開拓事業』

大阪府 グリーン＋ガーデン　タマンサリ － 多目的利用の為コミニテュースペース及びコンセプトガーデン新設

大阪府 ケイ・エイチ工業株式会社 7120101002050 ホームページ、展示会による新規顧客開拓

大阪府 株式会社ケーアールシステム 2120101024017 訪問介護支援システム、訪問看護支援システムの販路開拓

大阪府 近藤音楽教室 － 保育士専門コース、シルバーコース、新しいＨＰによる販路開拓

大阪府 日本電鍍工業株式会社 3120001104264 ソフト開発した最先端ロボの機能活用によるめっき技術力ＰＲ

大阪府 有限会社比良精機 2120002064863 旋盤加工業者が積極的に営業を行い、新規顧客を自ら獲得する事業

大阪府 株式会社Ｋａｅｒｕ 9120001167306 ホームページの英語化とスマホ化で外国人の利用を促し販路を拡大

大阪府 イデオ有限会社 8120002056104 ３Ｅ・Ｐａｒａｓｏｌ　ｋｉｔの認知拡大・販路開拓
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大阪府 二代目よしざいる － お客様の笑顔を増やすため街の小さなビアガーデンが出来ること！

大阪府 株式会社メイクビー 6120001137121 美容主力商品とサンリオキャラクターとのコラボによる販路増強

大阪府 Ｎ・Ｏ・フリートレーナー － 難病治療に特化した「岡嶋流鍼術院」のブランド化

大阪府 イルキアーロ － 高級感あふれる店舗改装とダイレクトメールによる売上高の向上

大阪府 歌謡教室Ｋｅｉ － シニア層向け地域密着の出張レッスンを含む歌謡教室事業の拡大

大阪府 有限会社アイディング 6120002065313 独自パジャマのカタログ製作で販路開拓、作業工房活用で地域貢献

大阪府 大信製畳 － 国産イ草使用の老舗畳屋「大信製畳」の販路拡大とブランド化

大阪府 ル・ビストロ　クードポール － パコジェット導入及びウェブサイト販促による予約制フレンチレストランの展開

大阪府 株式会社大納言 4120001024214 中国市場に対応した商品開発と商品の中国市場販売促進事業

大阪府 株式会社　渡辺藤商店 5090001010282 日本で唯一の高級ボタン専門店開店事業

大阪府 平野整機工業株式会社 5120101006441 自社製品『砕き太郎シリーズ』の海外展開に向けた販路開拓取組

大阪府 ビジューオーガナイズ株式会社 2120001190826 参加体験型「片付けカードワーク」事業の商品化と販路拡大

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｓｅｅｄｓ － 楽しく実用的に学べるカリグラフィー教室の販路開拓

大阪府 あっと株式会社 4120001140845 毛細血管画像管理システムのタブレット版への改良と販路開拓事業

大阪府 さくら薬品 － インバウンド消費への対応と地域密着薬店化によるファン作り事業

大阪府 株式会社自然薬師堂 7120101030431 「健康寿命を高める」情報発信の地域コミュニティ窓口設立事業

大阪府 株式会社クリオム 1120001137076 インバウンド消費を目的とした新規顧客の獲得

大阪府 堀田鍼灸整骨院 － スポーツコンディショニングおよびトレーニング等よる顧客開拓

大阪府 株式会社アルバ 1120001074138 「表現」代理店が行う『アルバ想い出ディレクター』養成講座

大阪府 株式会社セカンドバリュー 5120901016656 耐切創作業用グローブ原料の販売

大阪府 Ｈａｉｒ＆Ｅｓｔｈｅ　Ｌｉｌｉｅ － 団塊世代・団塊ジュニア世代を集客するためのチラシ新聞折込事業

大阪府 テアシス枚方牧野 － 洗面台の入れ替えと産後の骨盤矯正に特化した施術の販路開拓

大阪府 株式会社留河 3120101037199 桐の特性と桐タンス製造の技術を活かした新商品の販路開拓

大阪府 オステリア　セーザモ － 安心素材で美味しくお洒落なサンドイッチの開発・販路開拓

大阪府 Ｂｉ・ｔｒｏｉｓ － 美骨整体の新メニュー・催事のＨＰ等による販促と新規客獲得事業

大阪府 ほっかほっか亭　三宝店 － ホットショーケース導入による顧客満足度アップ・売上アップ

大阪府 株式会社光製作所 1120001013392 工場は最大のセールスマン「バーチャル工場見学」で販路開拓

大阪府 株式会社玉屋商会 1120001066993 提案型ホームページ制作による新規顧客の開拓

大阪府 スタジオすばる － シルバーポートレイトで狙う、高齢者の撮影サービス

大阪府 株式会社　ルック 1120001174375 独自の提案力・企画力を活かした高付加価値めっき液の販売促進

大阪府 株式会社日昌医療器 2120901002618 人工透析中の身体の冷えを和らげる商品の製造販売

大阪府 株式会社ワインハーツ 9420002010137 冊子型クーポン『ワインパスポート』製作１０００部

大阪府 こころや株式会社 2120001031798 大阪発信・きもの販路拡大イベント

大阪府 株式会社先春園本店 3120001082717 新たな商品とサービスを全国に販売するショッピングサイトの構築

大阪府 カラオケ喫茶まどんな － 高齢者をターゲットとした快適なカラオケ空間の構築

大阪府 枚方ホンダ － 市場の高齢化が阻む地域モーター店の再活性化プラン
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大阪府 有限会社コノジャパン 6120902020607 市町村職員向けロールプレイング研修で市民満足度の向上事業

大阪府 小河ＳＤコンサルティング － 独自開発「電力推移見える化ツール」を用いた省エネ支援事業拡大

大阪府 ルイ美容室 － ワンポイントリタッチカラーサービスの開発とフロントエンド活用

大阪府 英会話カフェ＆スクール　プチプラネット － 液晶動画看板・窓ガラス店名のライトアップによる新規顧客開拓

大阪府 久八ジェイピー株式会社 9120001141822 デジタル・パンフレットを利用した、広告代理サービス事業。

大阪府 株式会社ピポット 9120001191719 地域密着型スマートフォン用店舗情報検索サービスの宣伝活動

大阪府 ＪＯＩＮＵＳ株式会社 9120001186727 移動販売事業に特化した登録制ウェブサイトの開設

大阪府 有限会社幸楽 5120902020566 ＬＥＤ照明を比較検討できるＬＥＤコンシェルジュサービスの展開

大阪府 合同会社Ｑｕｍａ 7120003011240 新規ｗｅｂサイト及び商品販売ＥＣサイト作成による販路開拓事業

大阪府 株式会社Ｅｒｉｋｏ　Ｌｙｍｐｈ　Ａｃａｄｅｍｙ 6120001179808 ナーシングリンパのスクール事業拡充と受講生獲得事業

大阪府 熊谷整骨院 － 女性専用サービス新設による新規販路の開拓

大阪府 株式会社ニコー 2120001145441 伝統芸能「大衆演劇」による訪日外国人向けおもてなしの強化促進

大阪府 有限会社マツヤ靴卸 2120002055029 履き心地１２０％の純国産の婦人靴を海外で販売する

大阪府 Ｄｏｔｔｏｃｈｅｃｋ － 日本の伝統ファッションを取り入れたベビー服の開発と販路開拓

大阪府 有限会社マーメイドフラワージャパン 6120002081954 「お花活用業績アップコンサルティング」の開発と法人需要の開拓

大阪府 大阪合同社労士事務所 － ３社合同の外国現地法人・個人向け経営コンサルと不動産紹介事業

大阪府 株式会社ＣＵＰ商会 7120101046436 死傷事故原因となる無溶接工法の問題点周知と解決法の提示

大阪府 有限会社アトリエケイ 9120002050667 職場の乾いた心を癒す観葉植物・蘭鉢専門店の販路開拓事業

大阪府 株式会社ステップアウト 5010601038706 新メニュー「５０～６０代女性向け教室」の広告宣伝事業

大阪府 合同会社ＰＲＯＰＡＧＡＩＡ 4180001088922 新型アプリ用パンフレット作成および専用ＨＰ制作による顧客拡大

大阪府 株式会社順皇堂 5120001166674 『ホルモン餃子』店及び自社サイト開設による「ギョウザ女子」の開拓

大阪府 Ｈａｉｒ　Ｃｒｅａｔｅ　縁－ｅｎ－ － ヘッドスパ稼動によるサービス向上・売上拡大

大阪府 彩鳥屋てっちゃん － バリアフリー対応による『３世代食事会』推進事業

大阪府 Ｎｕｉｇｌｅ － ぬいぐるみ専用オーダーコスチュームのネットショップ

大阪府 株式会社ラビットワークス 1120901033052 地元食材を使った「たかつきバーベキュー」の企画と集客活動

大阪府 株式会社ワンワールド 3010001113482 ココナツヤシ殻の炭化装置処理による化石燃料の製造と販売

大阪府 株式会社ミション 3140001086591 カレンダー機能付きＥＣシステムによるレンタル事業社売上げ１０倍の実現

大阪府 －ＡＫＡＲＩ－ － 全面カラーリーフレット配布による販路拡大

大阪府 かえる堂鍼灸院 － 高齢者に対する痛くない熱くない癒しのある訪問鍼灸事業の開発

大阪府 サイクルショップねやがわ － 家族で自転車を楽しむスペース確保し子供客の販路拡大

大阪府 株式会社サクセスシェア 5120901027397 速読と人間力のハイブリッド勉強法の周知・販促事業

大阪府 株式会社ルカコ 3080402003235 新商品イニシャル刺繍商品開発と新商品の広告媒体活用

大阪府 なかや化粧品店 － 「毎日を美しく笑顔一杯に」プロジェクト

大阪府 有限会社木之本工房 7120002068884 技術の“見える化”による提案体制構築と生産性向上による領域拡大

大阪府 若狭や製麺所 － 地域特産オリジナル商品「門真れんこんうどん」の販売力強化

大阪府 Ｏｄｉｓｓｉ　Ｄａｎｃｅ　Ｃｅｎｔｒｅ（ＯＤＣ） － 国内オンリーワンのインド総合学校を対象別に訴求し集客力アップ
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大阪府 株式会社ダイキ紙工 6120101026752 多品種・小ロット・短納期を実現するための新設備導入

大阪府 日本橋法律事務所 － 控訴審専門弁護士業

大阪府 マダム・カリー － 中学生以下の子供を持つ核家族世帯への手作りカレー拡販事業

大阪府 心の居酒屋　喜泉本店 － 演出でリピートを、広告で新規客を獲得する２号店繁盛店化計画

大阪府 美容室ワンポイント － 来店困難な高齢者の送迎・ＨＰや各サイトで集客と販売

大阪府 藤中産業株式会社 4120001156610 新樹脂加工技術・サービスのＷＥＢ公開による新規顧客の獲得

大阪府 さわ － こども食堂に類似した利用しやすい庶民的食堂

大阪府 株式会社エース 7120901030168 セミナーで新規顧客の集客数を倍増化！売上アップに繋げる事業

大阪府 有限会社アコールコーポレーション 9120102027128 ありがとうの輪を作り、泉州で１番のお役立ち企業への挑戦

大阪府 株式会社Ｋ．ＢＬＯＯＭ 4120901033537 ホームページリニューアルおよび動画を活用した販路開拓事業

大阪府 株式会社ツインズ・コーポレーション 5220003002041 和美換着物の製造開発拡充と国内外営業強化

大阪府 有限会社いんやん倶楽部 9120902005241 梅醤エキスシリーズ・なすの黒やき塩ハミガキの販路開拓

大阪府 株式会社ＷａｋｕＷａｋｕ＆Ｌｉｆｅ 4120901035211 「そろばんを海外に」コンサルティング会社依頼によるＦＣ展開

大阪府 ロンシャン － 調理効率アップ、ランチタイム回転率アップのための厨房改装

大阪府 ひなた整体院 － 産後の腰痛や体調不良に「いきいき産後骨盤矯正」施術の販路開拓

大阪府 健寿し － 買い物弱者にお届けするお寿司屋さんの美味しい宅配お弁当事業

大阪府 株式会社イート・ビー 8120901034952 第２教室運営開始に向けた啓蒙型生徒募集活動及び雇用促進

大阪府 株式会社ワーカフィル 1120001108507 専門的画像編集サービスを取り入れたワンストップサービス事業

大阪府 中尾食品工業株式会社 9120101005126 こんにゃく直売所の開設による新規販路開拓と認知度向上

大阪府 ソンティ － 本格エステとプロのメイク付きプロフィールフォトサービスの展開

大阪府 生活環境デザイン研究所 － 模擬血管を用いた「採血・点滴練習機」の開発・販売

大阪府 フラワーアンドグリーンプランニング － 新たに一般消費者向けの商品とサービスの開発、販売

大阪府 株式会社エーセツ 9120901005630 「高齢者利用時の通路手摺りと段差箇所のバリアフリー設備工事」

大阪府 日本フードトレーディング株式会社 3120001141290 イタリアン市場の拡大に貢献する食材の「販売促進」事業

大阪府 エムアイエムコーポレーション株式会社 9140001073766 あなたの足のサイズご存知ですか？足型測定ソフト開発と販路拡大

大阪府 Ｈａｉｒ×Ｍａｋｅ　ｒｅｉｒ － ヤング層のお母さんが子供と一緒に綺麗になれる美容室

大阪府 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｓｉｎｇｅ － オリジナルパッケージ開発によるブランド力向上と販路開拓

大阪府 ａｑｕａｉｒ　ｆｏｎｔｅ － チャイルドルーム開設をインターネットを通して沢山の人に広める

大阪府 株式会社Ｙ’ｓディスカヴァー 5120001120458 “５つ星企業倶楽部”で日本の中堅企業を元気にするプロジェクト

大阪府 有限会社テクニカルクリーン 4120902019080 ご自宅もココロもスッキリさせるハウスクリーニングの取り組み

大阪府 小林弘法行政書士事務所 － ＨＰ改良・チラシ配布による新規顧客の開拓とサービス販路拡大

大阪府 Ｂｏｄｙ　ｄｅｓｉｇｎ　ＡＭＩ － 海外旅行客へのサイト追加と予約システム導入による新規取り込み

大阪府 いしばし整骨院 － トリガーポイント療法で健康を取り戻そう～早期発見・早期治癒～

大阪府 株式会社日新ＥＣパートナーズ 8122001025758 ネットショップに対する海外販売向け物流代行サービスの販路拡大

大阪府 ビーバンプ － 地域の主婦層へ訴求する販売促進活動

大阪府 トト洋菓子店 － 堺チーズ・堺マドレーヌなど、手土産を入れる袋の開発、発注
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大阪府 株式会社Ｗо ｒｌｄ　Ｆｒо ｎｔｉｅｒ 1120101029784 楽器アクセサリーの新商品開発及びＨＰとチラシによる販売促進

大阪府 株式会社レスアンドモア 4120001166774 日常へのこだわりを大切にする女性服の展示会による販路開拓

大阪府 株式会社ウィル・ビー 6120001095609 ミャンマーにおける発酵堆肥液（アグリオーガニカ）販路開拓

大阪府 株式会社川上クリエイション 9120001114282 個人情報・機密情報保護のため完全抹消用紙開発・販路開拓

大阪府 古民家スペースぱれっと － 古民家貸店舗の新たな顧客獲得と販売促進を図る為の耐震改修

大阪府 有限会社大一創芸 7122002014216 ふくさの開発新商品を展示会出展とＨＰの充実で新規顧客を獲得

大阪府 有限会社ドリームボート 9120902007080 スポーツスクール向け動画撮影・配信サービスの開発および提供

大阪府 Ａｏｚｏｒａ － メンズ専門の若返りトータル美容事業で男性に元気と活力を！！

大阪府 有限会社ヒューマンデータ 7120902001341 海外販路拡大を目的とした自社製品ＰＲ事業

大阪府 御料理　堀川 － 「高級食器の導入による高付加価値懐石料理コース展開」事業

大阪府 ＴＲＥＺＯＲ　Ｅｙｅｌａｓｈ　Ａｃａｄｅｍｙ － 次世代アイリストの育成と女性活躍社会のための雇用創出

大阪府 ひがしむき行政書士事務所 － 任意後見制度活用セミナー（無料）で販路開拓

大阪府 行政書士川添国際法務事務所 － 「外国人生活支援サービスのスマホサイト化・動画サイト化」

大阪府 串揚げはなおか － 素材と種類の豊富さが特徴の串揚げワインバーの新規顧客獲得

大阪府 株式会社一期一會 7120001168636 直葬・葬祭扶助専門の葬儀サービスの展開と新規顧客集客

大阪府 有限会社アラヤ 8120002008971 ２０１９ラグビーＷＣで商機拡大。ボール洗浄機で全国制覇。

大阪府 株式会社ｐｉｏｎｅＥｒａ 5120001187398 障害をもつ子供たちのための放課後等デイサービス事業

大阪府 株式会社裕心 8120101054306 小規模葬儀専門サービスの新規開業に伴う地元地域への宣伝広告

大阪府 株式会社日本葬儀社 6120001148424 セミナー実施による新しい葬儀社の集客手段への取り組みと展開

大阪府 ＷＰＰ行政書士事務所 － 企業を対象とした情報セキュリティー対策事業

大阪府 株式会社ＭＡＫＥ 4120901032654 筋力トレーニングで自立する自費診療サービスの充実

大阪府 好竹エンジニアリング株式会社 9120901031148 ＨＰ更新で販路拡大と雇用促進、販売管理システムで業務効率化

大阪府 ｐｉｔ　ｍａｓｔｅｒ　ＶＡＭＯＳ － 来店イメージしやすいページ、来店へ繋がるネット広告宣伝の実施

大阪府
ＨＡＪＩＭＥ　ＹＯＳＨＩＤＡ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵ
ＲＥ

－ ＣＧソフトの導入、ホームページの開設

大阪府 スクーデリア・スパジオ － 雑誌掲載と連動したタブレット・スマートフォン向けホームページ開設

大阪府 ＰＬＵＲＩＣＡ － 地域交流イベント主催によって差別化を図り、地域活性に貢献する

大阪府 Ｒｙｕ　ａｎｄ　Ｃｈｉ（リュウアンドチィ） － 「これぞ日本の職人の巧みの技！の紳士下着」の開発と販路開拓

大阪府 ＤａｔａＤｅｆｅｎｓｅ　株式会社 9120001182635 バックアップお預かりサービスの販路開拓

大阪府 ミルク本舗 － 一般消費者向け情報発信でヤギミルク認知拡大

大阪府 ｈｅａｒｔ　ｒｅｂｏｒｎ － ＬＧＢＴ（性同一性障害含む）の“かけこみ寺”開設、認知度向上

大阪府 濱澤行政書士事務所 － 顧客ニーズにマッチした情報発信を行う複合販路拡大計画

大阪府 エノテカ・イデンティタ － 自社輸入による【関西で唯一の品揃え】飲食店向けワイン卸売事業

大阪府 配線コム － 配線部品の情報が投稿できるインターネットデータベースの構築。

大阪府 有限会社カーメイクアートプロ 8120102012650 輸入コーティング剤の全国展開と自社コーティング剤の海外展開

大阪府 ＮＳＷ株式会社 2120101040047 ＷＥＢサイトのリニューアル・継続的運営と情報発信による販路開拓

大阪府 株式会社めりーらんど 5120901033461 国際化に向け、介護・医療従事者向けの実践医療英会話コース開講

15 / 32 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

大阪府
加圧トレーニングスタジオ　ＲＥＶＩＶＡＬ～
リバイバル～

－ こっそりシェイプアップ、マンツーマンジム認知度アップ事業

大阪府 株式会社ジョイントプロダクツ 7122001025635 営業力強化のための営業管理（得意先・進捗管理）システムの導入

大阪府 ＣＭＣ株式会社 7120001160881 事業承継セミナー開催とホームページ改良による販路開拓事業

大阪府 株式会社翔凛 3120101049590 地域顧客取り込みのための宣伝広告事業

大阪府 合同会社横綱本舗 9120003011288 元気モリモリ！元力士のジューシー唐揚でみんな笑顔に

大阪府 株式会社美癒素 3120001131754 バストケアで女性の社会進出と健康を応援するバストのプロ養成事業

大阪府 射場石利石材株式会社 3120901000174 お墓の現状確認・おそうじ代行サービスの提供による販路拡大

大阪府 グランファブリック　インク － 結婚パーティー等の貸し借り需要に対応する為の設備拡充

大阪府 株式会社生活設計ＦＰワーク 9120001142878 言葉の使い方だけで売り上げがアップ！　集客に悩む人の文章講座

大阪府 株式会社和泉利器製作所 3120101000355 和庖丁が出来るまでの工程の映像制作、来日観光客に公開する。

大阪府 株式会社ＴＵＭ 7120001166202 台湾における「大学生向けサービスＰＲイベント」の企画・制作

大阪府 株式会社中野木型製作所 1120001159021 新規顧客層創造による販路拡大の為のホームページ製作

大阪府 枚方テクノカレッジ － 理科教育教材として独自開発したスピーカーの販路開拓

大阪府 株式会社ベルフード 9120001104003 印鑑商品の新ブランド化事業と全国への販路拡大

大阪府 雁飯店 － ふるさとの味をお取り寄せＮＯ．１へ！こだわり餃子ネット販促計画

大阪府 エムケー特許事務所 － 国内・中国の特許・商標の出願依頼案件増大・新規依頼者開拓

大阪府 日本特殊畳株式会社 4120101023339 柔道競技用途や介護用途に適した畳の販路開拓

大阪府 有限会社鼓動館 1120902013433 認知度向上と来店客数増加のための二輪専門誌への広告掲載

大阪府 ヘアーサロンミキ － リフォームと新サービス導入で高齢者・女性顧客を増加する

大阪府 テクノ化成　株式会社 8120001050149 同規模同業者のネットワーク化による受注の拡大

大阪府 合同会社ましか 1120003011290 なにわ黒牛など大阪の地域資源を活用した新商品の販売促進

大阪府 株式会社フジスペースデザイン 1120001132085 美容開業予備軍向け開業支援サービス提案による新規顧客取込み

大阪府 株式会社ジャストコンサルティング 5120001184321 他士業との連携強化によるコンサルティング案件の受注拡大

大阪府 株式会社アぺル 3120901014059 プリザーブドフラワー「ＡＭＯＲＯＳＡ」の海外販路開拓

大阪府 株式会社Ｄｅｃｏｍｅｓ．ｂｂ 8011801024567 個人販売と商流開拓のために商品・ＷＥＢ開発を行い展示会に出展する

大阪府 前平謙二翻訳事務所株式会社 2120101054732 未充足ニーズ解決型翻訳サービスの国内事業強化と海外市場進出

大阪府 マザーリング・スマイル合同会社 7120003006678 アフタースクール付学習サロンのＣＤとプリント開発と販路開拓

大阪府 松起紙工株式会社 9120901001035 一般の方への工場見学による認知度アップ販路拡大事業

大阪府 ＯＶＥＲ － 外国人観光客をターゲットとした来店促進による売上向上

大阪府 菓楽 － くず餅アイス「くずひむろ」の新味開発と、オリジナル包装による販促事業

大阪府 あんしんケアねっと有限会社 8120002081390 認知症重度者ケア開発と地域交流で、１１月にＧＨ稼働率９５％を達成する

大阪府 エステティックサロン　美顔工房 － 新メニュー「アロマボディ」施術導入に伴う広告宣伝

大阪府 株式会社ナニワ屋 4120001039352 高度しみ抜き及び染色補正メニュー化による新規販路開拓

大阪府 株式会社メディカルサポート 6120001189195 外国人、車いす、高齢者、お子様、多様性に対応する店舗展開

大阪府 イタリア酒場ポルタ － 安心安全　こだわり野菜が詰まった持ち帰りオードブルの販売促進

大阪府 賀来社労士事務所 － 経営分析等に基づくサービス開発と他士業・地域金融機関との連携
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大阪府 クレアモント外語センター － 児童向け体験型英会話レッスンの広報強化

大阪府 有限会社創信工業 1122002010484 「ペンデメクルン」の販売ホームページ作成による自社製品事業の拡大

大阪府 株式会社Ｈａｎａｂｉ 9120001179607 スマホアクセサリ蓄光シールの新商品開発事業

大阪府 株式会社山喜 4120001033933 住宅ローンに不安を抱く、３０代世帯にむけてのＨＰ作成

大阪府 株式会社ＬＣＩ　ＪＡＰＡＮ 7122001027656 デザイン照明「ＬＵＭＥＮ　ＣＥＮＴＥＲ　ＩＴＡＬＩＡ（ルーメンセンターイタリア）

大阪府 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＳＴＡＲ 3122001014204 ナノバブル発生機構の効果見える化によるＥＣ販売拡大

大阪府 どでか寿司 － ファミリー層をターゲットとした新規顧客の開拓

大阪府 株式会社シャイニング 3120001183341 新メニュー開発とその認知度向上、および男性顧客販路開拓

大阪府 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｆｉｃｈｅ － オーガニックでのヘアケアやメイク・スパの開発・販路開拓

大阪府 株式会社三亜トレーディング 2120001064492 ウィッグ、医療ウィッグ製品の販売技術指導、販売補助、及び販売

大阪府 八千代果実株式会社 3120101007607 青果物取扱いスーパーの販路開拓と良質なＢ級品のネット販売

大阪府 ＩＴ英会話のＮＥＷ － ３ヶ月で人生が変わる英会話コースの新規顧客開拓

大阪府 株式会社ボブズ 2120001181338 アメカジライフスタイル提案リアルショップ開設とオムニチャネル化

大阪府 ｉｃｈｉｍａｒｕｎｉ －
新プラン土「１０／１０（ジュウブンノジュウ）」展示会出展。ブランド名の由来は
『十

大阪府 有限会社イノウエ 2122002000567 地域密着店の思いを伝える「ギフト・酒・米専門店」としてもＰＲ強化

大阪府 ＢＵＤＤＩＮＧ（バディング） － ショールーム開設のための外装リノベーション事業

大阪府 保育ルームてんとうむし － 保護者が保育ルームの状況を確認できるこども見守りページの作成

大阪府 Ｅ＆Ｃサポート株式会社 1120901031337 就労証明不用！新スタイル学童保育の認知度向上・顧客開拓事業

大阪府 株式会社カンベ 7122001001719 自社商品の販路開拓や業界の垣根を越えたコラボレーション事業

大阪府 ジェイリビング株式会社 3120101051638 住まいの知識が学べる広報宣伝強化による販路拡大事業

大阪府 株式会社フジモト 9120001010944 自社独自開発の計量壁内臓ビルトインばんがードアの販路開拓

大阪府 有限会社ドゥエドゥ 2120002067271 新たな顧客層開拓と職業紹介事業展開のためのプロモーション事業

大阪府 株式会社ＪＰコネクト 5120001187209 商品ラインナップ拡充のための買取サイト構築とネット広告

大阪府 餃子の女王 － 催事販売の経験を活かし、キッチンカーを使った餃子の販路拡大

大阪府 ＬＩＶＥダイニングシャンボール － ライブダイニングに相応しい店舗ライティングによる販売促進

大阪府 興亜紙工株式会社 5122001018450 多品種少量に対応した段ボールのカラー印刷による販路拡大

大阪府 有限会社パワーエンハンスメント 2120002066843 女性起業家情報プラットフォーム創出による新たな集客方法の確立

大阪府 はっぴぃａｎｄプロジェクト － 当プロジェクトの販路開拓を目的としたＷｅｂ制作・販促活動

大阪府 有限会社尚学社 8120102007122 タッチタイピング習得法（健常者と弱視者）の普及促進

大阪府 三天被服 － 現場で働く女性を応援する女性作業服「美ワーク」の販路開拓事業

大阪府 片岡経営サポートオフィス － 人材採用・定着に悩む介護事業所への販路拡大

大阪府 株式会社９ｇｙｍ 7120001121149 パーソナルトレーナーが指導する子ども向け運動能力向上講座

大阪府 ボディヒーリング楽 － 認知症予防の社会貢献にもなる「シルバーエステ」の普及

大阪府 有限会社ｒｅ・ｍａｋｅ 9120902021750 ｒｅブランド商品、通販事業強化のためＥＣサイト構築

大阪府 アクト土地家屋調査士事務所 － エンドユーザーからの直接依頼を請け負うためのＨＰ販促事業

大阪府 株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＦＬＡＴ 4120001167013 世代間交流を促進する為の店舗開発の販売促進
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大阪府 トラとウサギの茶飯事 － お米で地域を笑顔に！ふれあい活性化プロジェクト

大阪府 ＰＵＪＡ － 専門店特化型コンサルティング事業の新規顧客販路拡大

大阪府 田邊農園 － 廃棄部分の再利用による『八尾若ごぼう葉茶』商品開発と販路開拓

大阪府 有限会社ハヤシシン高木印刷 2120002078814 ＷＥＢとＤＭによる、製本済みの紙媒体印刷事業の販路開拓

大阪府 Ｔ’ｓ　Ｓｔａｒ　Ｄｉｎｅｒ － 今年こそ日本一へ！地域を巻き込んだ【高槻名物】ＰＲ大作戦！

大阪府 ｃｈｅｆ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ白猫 － 「部ランチ」等団体パーティ利用顧客獲得！ＷＥＢ対策で販路拡大

大阪府 株式会社ふるさと創生研究開発機構 4120901036465 無人航空機（ドローン）関連事業の販促用チラシ等によるＰＲ事業

大阪府 株式会社ＭＵＲＡＧＩＳＨＩ 4120101029105 海外のお客様向けの訴求力向上による化粧筆の販路拡大

大阪府 ｈａｔｕｇｏｋｏｒｏ株式会社 6120002081954 『ｈａｔｕｇｏｋｏｒｏ』イージーオーダーシステムの開発とリフォーム需要獲得

大阪府 常磐精工株式会社 7120101004757 新規販路開拓及び、新商品ＰＲのための展示会出展と宣伝広告

大阪府 株式会社クリエティカ 3120901031351 独自アプリ作成でブランド力を高め、情報発信、集客支援

大阪府 ヴェロスタ合同会社 8120003009721 地下鉄広告を活用して自転車通勤向きの駐輪場の販路を拡大する

大阪府 マルフク － 新商品販売とホームページ開設による業績向上

大阪府 オレンジ整骨院 － 健康志向が高まる現代の新しいフットケアサービス（巻き爪矯正）

大阪府 日本フッソテクノコート株式会社 9120101021701 産業用機械メーカー、製品メーカーへの新製品案内と販路拡大

大阪府 サクセスプランニング株式会社 3120002081874 商品シフトによる販売ツールの見直しと展示会出展による売上向上

大阪府 デントスマイル － リペア技術スクールの為の受講生募集に向けたＰＲツールの作成

大阪府 株式会社ＫＳソイルラボ 6120101053219 土質試験機器の修理・開発・販売

大阪府 株式会社明星印刷 5120001071172 「手書きの長所に着目した新規文具ブランド開発と販路開拓」事業

大阪府 エルボラッチョ － 生ハム食べ放題付きちょい飲みセットの販促事業

大阪府 株式会社エイチエーコネクト 4120101051174 日曜朝市：青果物の小売り販売

大阪府 Ｔｈｅｅ　Ｆｏｏｄ　Ｒｅｓｔ　ＧＡＲＡＧＥ － ワニ肉料理の開発・ブランド化と店舗改装による集客拡大事業

大阪府 おやつカフェ － こだわり素材を使った新メニュー開発と新規顧客獲得及び販路開拓

大阪府 えびす丸 － 製麺機導入による客数アップのための店舗改装事業

大阪府 おもいでフォトハウス － 童話の世界のインテリアと内装で若い世代に選ばれるフォトハウス

大阪府 株式会社ワイロード企画 4120901020114 デジタルサイネージを軸とした個人商店向け販促支援事業

大阪府 行政書士千住法務事務所 － ○自動車関連事業者向けのダイレクトメール作成・送付

大阪府 米粉パン・お菓子教室「ｋｏｍｅこのみ」 － パン教室の環境整備とネット・チラシを使ったさらなる販路開拓

大阪府 パインツーリスト － カメラマンが同行！お客様をモデルにして撮影するロケツアー

大阪府 株式会社フィートランザクション 3120001193134 ペット商材他取扱商材の海外向及び国内向のＰＲ活動

大阪府 株式会社地域魅力づくり研究所 3120001193002 海外旅行会社の相手先ブランドとなる組合せ型ツアーの販売展開

大阪府 株式会社カワノラボ 1120901035602 日本の製造業を強くする！世界初の粒子分析法のブランド化と拡販

大阪府 株式会社共栄金物製作所 2120001012121 生産管理プロセスの強化及び業務効率化ＰＲによる販路開拓

大阪府 プロスパー株式会社 4120101051760 発達障がい者、難病患者の利用者獲得と工賃と職員の賃金向上計画

奈良県 ＴＯＰ　ＧＥＡＲ －
大型車両対応並びに最新機器導入による新規顧客の獲得と出張点検整備の
展開

奈良県 株式会社ＳＴＥＹＫ 6150001020415 ダンスサークルと提携したオリジナルブランドの確立と商品開発
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奈良県 株式会社クレーる 3150001017133 「大和茶ロールケーキ」のアメリカでの開発・販売による販路拡大

奈良県 和北堂　谷村　丹後 － 外国人観光客への茶筅制作体験ツアー、茶筅コレクション販売

奈良県 キタハタ電器 － 「お家の困りごと」をまるごと相談・解決できる店づくり

奈良県 鶴亀工務店株式会社 9150001008473 お客様に心を伝える。地域密着型の安心信頼できる工務店

奈良県 奈良やまと株式会社 1150001017374 ギャラリーの販売力強化とオーダー絨毯の強みを生かした販路開拓

奈良県 株式会社花小路 1150001001931 「顧客満足度の向上と、インバウンド客の誘引のための店舗改装」

奈良県
司法書士・行政書士やまとみらい法務事
務所

－ 『民事（家族・ペット）信託』の認知度向上による販路拡大

奈良県 有限会社アオイ薬局 6150002008558 体の内外面にアプローチする新美容業務に伴う店舗改装と販促活動

奈良県 ＭＡＲＵＩＫＥ　Ｃａｆｅ － 外国人観光客と県外のお客様の獲得の為のホームページ作成とＰＲ

奈良県 髪匠かわくぼ － 美と癒しを提供する日本式ヘアエステ「シロダーラ」の本格展開

奈良県 株式会社かきいろ 8150001017483 顧客定着型スタイル確立の為の店舗・ホームページ・ＳＮＳの連携

奈良県 ザ・ヘアー　ツジモト － マンネリからの脱皮・認知度、満足度向上による新規顧客の開拓

奈良県 ポンテロッソ － スローフード＆飲料で体質改善！本格的インディアンカフェの開店

奈良県 とんぼ玉工房「空歩」 － 商品パッケージを中心にパンフレット並びにＰＯＰの開発

奈良県 ｈａｉｒ＿ＴＩＳＭ － 産院との連携を目指す「プレママ美容室」の新たな販路開拓

奈良県 有限会社文隆堂 1150002007696 インターネット販売によるプライバシー保護封筒の販路拡大

奈良県 株式会社ココアイ 3150001012101 砂糖を一切使用しないデーツスイーツの開発と販路拡大

奈良県 株式会社のぎす 8290001054942 ホームページ刷新・案内方法の改善・店舗看板設置による販路拡大

奈良県 ヘアーサロンモリタ － ヘッドスパによる顧客の固定客化・シェービングメニュー開発

奈良県 奈良菓子工房　田田 － ベイクドプリンの新商品開発に伴う販売力強化への取り組み

奈良県 喫茶　優香里 － 店舗及びトイレのユニバーサルデザイン化による来店客拡大事業

奈良県 ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ　ＳＴＵＤＩＯ　ＣＯＭ － 奈良の木材を使ったハンドメイド食器・雑貨の商品強化と販路開拓

奈良県 株式会社Ｊｕｉｃｙ　Ｏｆｆｅｒ 8150001017327 外国人観光客の増加に伴う受け入れ体制の構築と閑散期の集客対策

奈良県 ｍｏｏｔｈｉ － リラックス出来る明るく入りやすい店舗改装

奈良県 株式会社アイケア 9150001016609 関東圏のドラッグストアに商品を販売

奈良県 株式会社アルペンローゼ 7150001000085 天然酵母１００％のパン教室を開催し当社のファンを増やす

奈良県 Ｍ－ＡＵＴＯ － クラシックカーや希少価値のある自動車部品のホームページ販売

奈良県 小田自動車鈑金 － 「アルミ素材の高級外車、スポーツカー、次世代車両」の販路開拓

奈良県 株式会社スペースドットラボ 8150001008136 インバウンドに向けたプロモーション及び、ツアーの販売

奈良県 グローバルメディカル奈良学園前 － 自院の認知度向上と来院数増加を目的としたホームページの作成

奈良県 Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｈａｎｄ －
新メソッド・アクシスメソッドの導入体幹能力アップ！体幹を強く安定させる！ス
ポーツ

奈良県 株式会社塚本畳商店 1150001001403 新しい和室スタイルの提案につなげるためのアミ戸事業の展開

奈良県 はなまるゼミナール － 「学力を生きる力に」する小学生低学年から始める学習支援事業

奈良県 Ｖｉｎｃｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｃｈｏｏｌ － 奈良における個人向け観光サービス接客英会話指導事業の顧客開拓

奈良県 株式会社ＰＯＲＴＥＡＲＴＨ 3150001019105 南米向けＥＣモール販売用システム開発とＢｔｏＢ販売

奈良県
Ｍａｎｙｏｒｉａ　ｉｎｔ’ｌマニョリアインターナショ
ナル

－ 『キッズ・サイエンス・クッキング』の広報の強化・機器の充実化

19 / 32 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

奈良県 辻井蓮華堂 － 「手元供養・ペット供養商品」の手描きチラシからの販路開拓

奈良県 手仕事デザイン － オリジナル手染め革製品ブランドの合同展示会出展による販路開拓

奈良県 お好み焼きまん房 － 地域密着で「わが町」のこれからを見据えた宅配事業

奈良県 アノラーメン製作所 － 新メニュー開発と営業時間伸長によるリピート率と来店者数の増加

奈良県 再生美容サロンａｓｙｏｕ － 独自性の認知度アップによる新規顧客の獲得

奈良県 株式会社スリー・ピース 6150001019969 より多くの情報をより速く・発信・共有し、利用者を増やす

奈良県 ｓａｌｏｎｅ　ｄｉ　ｃａｐｅｌｌｉ　ＢｕｏＮ － 特許商品取扱い・着付けメニューのＰＲ、および客単価ＵＰの実現

奈良県 株式会社リアクト 9150001019958 奈良のスポーツの情報発信を行うサイトのＳＮＳ広告で知名度向上

奈良県 株式会社Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｅｎｔｅｒ 7150001019258 ＢｔｏＣの仕事実績を生かし、新規ＢｔｏＢの顧客開拓

奈良県 ｂｏｋｉ　ｃａｆｅ － 簿記検定対策講座集合授業と会員ビジネスの会員獲得で月商４０万

奈良県 株式会社いち屋 4150001020474 奈良市の潜在顧客へ認知度向上の為の広報活動強化

奈良県 株式会社中和オートセンター 3150001010716 最新機器導入による一貫整備体制の確立と新規顧客開拓

奈良県 もつ粋 － もつ鍋セットのテイクアウト及びネット販売の環境構築と販路開拓

奈良県 キッシュ専門店　レ・カーセ － 法人、個人に向けたお取り寄せ商品券の提案、販売

奈良県 ブラッスリーロワゾブリュ － 宣伝媒体の活用による地域密着店への成長と奈良の魅力の発信！

奈良県 ＴＥ　ＡＮＤ　ＣＨＡ － お客様が自分でブレンドできる楽しみ、量り売りの商品を展開する

奈良県 Ｔｏｒａｔｔｏｒｉａ　前澤 － 「奈良にうまいものあり」への口コミ拡散の為の看板設置事業

福井県 株式会社プラントテクノス 2210001010735 油浄化装置を活用した販路拡大事業

福井県 株式会社シーエスケー 9210001004706 住宅購入を考える方を対象とした支援サイトの構築

福井県 株式会社タバタ 3210001002054 「ドローン調査・遮熱塗料で行う法人特化の塗装販路開拓事業」

福井県 株式会社しばなか 4210001001641 シニア層に特化した地域エクステリア店の販売促進事業

福井県 有限会社ＯＴＲ 6210002011266 ビジョンカー映像画面の改善及びホームページによる広報

福井県 株式会社アルマック 7210001000112
お客様のイメージする「デザイン」や「色」を完全に再現するオーダーサイトの構
築

福井県 大橋鮮魚店 － 顧客の利便性・快適性向上を目指したテーブル・椅子の導入事業

福井県 箸ｆａｃｔｏｒｙ宮ｂｏｗ － 自助箸の認知度向上と贈答用デザイン製作及びホームページ再構築

福井県 居酒屋シャンガリ － 顧客満足度向上を目指した店舗改装と広報活動の強化事業

福井県 有限会社ゆびわ工房ジェイ 6210002003775 当社サイト「しあわせ指輪工房」のスマホ対応に向けたＨＰリニューアル

福井県 株式会社横山洋服店 1210001004432 ファッションを通じて県外客を呼び込む為のＨＰ・テント看板作成

福井県 株式会社カガセイフン 9210001009358 福井県産ソバの県内外ＰＲによる販路拡大及び、生産性向上化事業

福井県 株式会社マロニエ 2210001003978 新作フォーマルワンピースの品揃え強化＆顧客拡大の販促活動実施

福井県 株式会社ＡＢコーポレーション 2210001009538 環境配慮型「ＬＰ－Ｌｉｃ工法」による液状化対策工事の販路開拓

福井県 三輪建築研究所 － リフォーム前の「住まい診断」、「新築相談所」で販路開拓

福井県 有限会社正午堂 3210002012093 老舗店だから任せて安心の宝飾・時計のレスキュー事業

福井県 おいしい、ちよ鶴 － 地元産の食材を使ったランチ情報の発信による観光客の集客増加

福井県 福井大麦倶楽部 － 台湾・中国向けの販路開拓事業

福井県 株式会社ユメロン黒川 6210001012083 「おもてなしあしゆ器」２，０００台販売に向けての販促戦略
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福井県 光窯（ひかりがま） － 電気炉の導入による新商品開発と商品の安定した供給体制の構築

福井県 ＴＡＤ株式会社 5210001015070 省エネ型モデルハウスの設置でお客様の悩み解消！販売促進プラン

福井県 株式会社竹下印刷所 6210001002340 訴求力抜群にアピールできる販促グッズの小ロット制作・販売事業

福井県 有限会社南部商店 8210002009572 顧客ニーズに対応した商品開発とＤＭのデザイン化で訴求力向上

福井県 有限会社南部酒造場 9210002009571 花垣のこだわりと魅力を、新ウェブサイトで世界に発信

福井県 湊商会 － 自動車ボディの修復や自動車パーツ開発販売による業態拡大

福井県 山崎シール印刷所 － 自社新商品ＰＲ・売上アップを目的とした広報活動

福井県 浜町安文酒店 － 浜町安文酒店倉庫の店舗、イベントスペース化へのリフォーム

福井県 なかた電装 － 「福井県初！」いつでもどこでもカー用品取り付けサービス

福井県 株式会社ルーツ 9480001007590 竹製・木製眼鏡の海外展示会出展等による海外販路開拓

福井県 株式会社中村加工所 3100002035493 手軽に短時間でガラスや鏡のひび・キズをリペア

福井県 株式会社フォルクス 6210001013214
眼鏡フレームのＰＲ・新規顧客の開拓に向けた「Ｉ．Ｏ．Ｆ．Ｔ国際メガネ展」への
出展

福井県 ＥＰＩＳＯ － オリジナル家具・雑貨の生産体制確立に向けた店内環境改善事業

福井県 白い雲不動産 － 福井駅近くの遊休不動産を活用した「リノベーション」広告塔事業

福井県 小柳タンス店 － 「ワークショップを入口とした伝統工芸技術品の販路開拓事業」

福井県 Ｌａｉｒ　ｄｕ　ｔｅｍｐｓ － ノーマライゼーション型美容室への展開による販路開拓事業

福井県 あさだ屋 － 箔押し印刷屋さん新商品「名入れオーダーノート／ファイル」の開発と告知

福井県 株式会社つぼた衣裳店 1210001002279 貸衣裳と写真撮影の顧客開拓とリピーター化事業

福井県 株式会社シュウワ 4210001008182 地震と積雪に強い新屋根材を使用した、住宅屋根改築の販路開拓

福井県 株式会社Ｗｅａｖｅ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ　Ｂ 7210001015333
ニューヨークでの展示会をきっかけに、新商品開発及び販売実績をつくり今後
のブランド

福井県 株式会社婚姻届工房 8210001016116 自社サイト更改とＳＥＯ対策による自社商品の販売促進事業

福井県 長尾製靴所 － ホームページによる市販長靴加工告知および加工用装置購入

福井県 有限会社ＰＩＮＯＣＣＨＩＯ 8210002008970 地元特産物で会議用弁当販売促進から慶事懐石宴会販売促進事業。

福井県 株式会社アイスタイル 2210001014918 若者向けオリジナルブランド展開と、それに伴う若年層市場の拡大

福井県 株式会社灰甚 3210001011864 ネットと紙媒体の共通販促及び社員教育での売上拡大

福井県 ヨーガスタジオ　ライブライト － 「ｏｎｅ　ｏｆ　ｔｈｅｍからｏｎｌｙ　ｏｎｅへ」で顧客獲得事業

福井県 はるむに武生店 － 魅力溢れるチラシの作成と配布による新規顧客の開拓

福井県 ヘアメイクラピス － 新サービス「寝ヘナ」の提供とそれに伴う広報活動実施

福井県 あこおる合同会社 8210003000919 福井県初！ニーズ特化型発達障がい児小集団療育事業

福井県 株式会社ロハシー 6210001016084 ＩＰサロン有効活用による働く女性のストレス軽減サービス事業

福井県 日本利器工業株式会社 8210001011851 販路拡大に向けたお座敷テーブルの商品開発と市場調査

福井県 株式会社髙倉木材 7210001002331 木育による子育て住宅の普及推進

福井県 ｄｅｗｗ － レシピ集作成および、看板製作と設置

福井県 福井プレス工業株式会社 7210001011935 小ロットに対応した精密板金加工における社内一貫生産の広報事業

福井県 プログレスマネジメント － 大学等との連携によるワークショップ向け教材の開発

福井県 高宮写真館 － 体験型レンタルスタジオ事業（パパ、ママもカメラマン）の開始
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福井県 株式会社ＮＩＣＯ 3210001015337 新メニュー提供に合わせた機器購入と広報強化事業

福井県 株式会社たつ屋 9210001015182 イメージ戦略を利用した固定客・新規客の集客向上の実現

福井県 株式会社ＴＡＹＡＳＵ 6210001015326 自社商品（移動式薪オーブンＨＯＭＲＡ）の販路開拓

福井県 株式会社アール 5210001014865
飲食店向け「ｉ　ｐａｄタッチパネル発注システム」インバウンド獲得及び海外市場
調査

福井県 株式会社ホクサン理商 6210001008817 検査機器をインテリアグッズと活用した「理系雑貨のある暮らし」提案事業

福井県 ペットサロンはなうた － ペットの逸走防止措置におけるホテルルームの充実化による販促活動

福井県 宝木石材有限会社 4210002011747 駐車場を活用したイベント開催およびチラシ配布による新規顧客開拓

福井県 内田製麺所 － 石臼改良による商品付加価値の実現とパッケージデザインの一新

福井県 大門屋 － 観光促進事業を活用した新店舗形態による牛首紬の販売促進

福井県 田嶋屋 － 移動販売車用新規機材導入による販路拡大及び雇用の確保

福井県 武生アルナ販売株式会社 3210001011757
店舗外観の修繕や商品陳列及び暮らしに関するセミナーの開催による新規お
客様開拓・売

福井県 たきのゆ － 認知度を高める外看板の更新と広報活動を通じた地域浸透事業

福井県 有限会社井上菓匠 2210002013654 ＪＡＬ機内食採用の葛ようかん３種の新サイズ展開と販路拡大

福井県 株式会社ソール・トリック 4210001012481 中国美容・健康関連展示会への出展による販路開拓事業

福井県 横田建設株式会社 7210001009962 遊休資産所有者への付加価値向上サービス提供による相続支援事業

福井県 お清水 － 観光客の満足度向上及び集客力ＵＰの為の店舗改装事業

兵庫県 株式会社トモヤ 5140001016530 溶接業向け防炎作業服の販売促進

兵庫県 株式会社輝石 2140001032134 実店舗設備充実による地域住民（特に子ども）への販路開拓

兵庫県 株式会社イデア 4140001004445 高耐熱樹脂を用いた真空注型法による試作品事業の販路開拓

兵庫県 株式会社バーニーズ・スイート 2140001088580 新規顧客層の開拓を目指す新しい販促ツールの整備事業

兵庫県 株式会社野村美術 6140001018690 インバウンド獲得を目指す国内企業への新たな「掛軸」の販売強化

兵庫県 ワシズクリーニング － 寺院関係者向けの法衣クリーニングの受注数の増加計画

兵庫県 Ｐａｓｔａ＆Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｃｒｅｏ － 高齢者、子育て世代が寛げ落ち着ける為の店内改装による販路開拓

兵庫県 城谷司法書士・行政書士・社労士事務所 － 法人事業者向け法務サービス拡充に伴う広報強化事業

兵庫県 夙川トリニティ － 地場食材と自然派食材を提供するイタリア料理店の販路拡大事業

兵庫県 有限会社テクニカル・ワーク 4140002049695 センスあるホームページ開設・更新による販路拡充と信頼度向上

兵庫県 株式会社ピーシーデザイン設計事務所 2140001035376 平板ピースから立体に組上げる新商品の販路拡大のためのＰＲ活動

兵庫県 株式会社うめや 2140001057932 洋服のサイズで悩む女性を救うための販促事業

兵庫県 ＰＥＡＲ＋Ｌ（パール） － 大人世代をターゲットとしたエイジングケアメニューの促進計画

兵庫県 株式会社津田本店 2140001036449 「地域生活便利店」への業態転換による新規顧客開拓

兵庫県 Ｆｌｙｉｎｇ　Ｃａｒｐｅｔ － 強い広告宣伝や店舗改装等を通じてペルシャ絨毯販売を促進する。

兵庫県 しぜんみち － 自動給水栽培装置「楽鉢３」の販路開拓

兵庫県 三ノ宮むつう整体院 － スマホサイト及びＰＰＣ広告を活用した商圏６ｋｍ内の販路開拓

兵庫県 株式会社サンコー 3140001059003 映像授業による高校生受講者増大事業及び新たなニーズ喚起事業

兵庫県 ＬａｔｔｅＡｒｔ－Ｂａｒ　Ｚ．Ｅ．Ｒ．Ｏ － ～ラテアートが紡ぐ絆～ラテアートでたくさんの人たちを繋ぎます

兵庫県 株式会社神戸Ｃａｆｅ 1140001028273 調剤業界初！リーズナブルなお客様対応強化システムの販路開拓
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兵庫県 ギャラリー河崎 － 駐車場・駐輪場整備による顧客満足向上事業

兵庫県 有限会社まつでん 2140002033676 ケーブル延線工事機械の購入並びに従業員増員事業

兵庫県 ｓｔｕｄｉｏ　Ｐｏｒｔｒａｙ － 地域オンリーワン写真館となるための記念写真撮影の販促計画

兵庫県 株式会社レデナクリエイト 5140001099377 持つ人の個性を育てる革製品自社ブランドの周知・販路拡大

兵庫県 株式会社はやのや 3140001060803 成約率アップに繋げるための振袖売場のリニューアル

兵庫県 クルール　ケア＆リラクゼーション － 他業種との連携強化・非健常者へのウィッグサービス立ち上げ

兵庫県 メリーポンド － 寺院向きオリジナル造花・仏花のダイレクトメールによる販路開拓

兵庫県 お魚とおばんざい　ひさと － お店の存在と、料理の内容をたくさんの人に知ってもらう

兵庫県 希望社 － 折込チラシでの地域新規顧客の獲得と利益構造の改善計画

兵庫県 株式会社Ｐ－１トランスポート 8140001028829 高付加価値の車両輸送・ロードサービスの新規業務提携先増加計画

兵庫県 株式会社ディアル 6140001087216 全国初のお客様トリミング体験実施によるトリミング件数増加計画

兵庫県
ＭｃＡｆｅｅ　ｈａｉｒｍａｉｌｓ　（マカフィーヘアメ
イルズ）

－ お客様の社会参加の手助け、その為の快適な店内環境整備事業

兵庫県 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　Ｔｈｕｎｄｅｒｂｉｒｄ － ２号店開店に伴うＨＰ開設、広告、宣伝等による売上増加計画

兵庫県 パティスリーシュシュ － アレルギー対応ケーキ・焼菓子の開発、販売

兵庫県 株式会社みなみかぜ 8140001098236 インバウンドを魅了するニャンだｆｕｌｌなご当地グッズｄｅ書！

兵庫県 ｒａｉｌ － 顧客満足度向上のための店舗改装及びＷＥＢサイトで集客

兵庫県 カインドオル神戸岡本店 － ＬＩＮＥアプリを利用した新規仕入れ先の開拓と広告の改革

兵庫県 太田　直（個人事業主） － 「塊肉（仮称）」のオペレート改善と外販事業

兵庫県 株式会社ディバイン 8140001078626 全国の美容室へのＤＭによる新製品「タナカ化粧水」の販路開拓。

兵庫県 株式会社エム・エム・エス 3140001006525 レーザー加工機二種類を駆使した超迅速グッズ試作及び販路拡大

兵庫県 そば源 － シニア層、ファミリー層、女性向け改装で、集客アップ

兵庫県 株式会社長谷川 5140001060693 「和紙と特殊紙」に特化したホームページ制作で新たな販路開拓！

兵庫県 パソコン教室おもてなし － パソコン教室が提供する「利用者のお悩み解決パック事業」の実施

兵庫県 株式会社バシラーティージャパン 3140001077830 新鮮紅茶の拡販計画

兵庫県 カットハウス良Ⅱ － シニア層も安心して来店して頂ける理容室への向上

兵庫県 株式会社アイトロニクス 2140001072510 「銅電極での超硬合金加工」等を実現したＮＣ放電加工機の販路拡大

兵庫県 株式会社浜田屋本店 2140001084852 ブランド牛を使用した淡路島初の惣菜の開発と販売

兵庫県 株式会社網干造船所 3140001057634 教育用ロボットの通販サービスの開発および展開

兵庫県 株式会社四川麺本舗 4140001032586 新開発！常温で日持ちするモチモチ感満載生パスタ麺の販路開拓

兵庫県 ｇｌａｍｕ．（グラム） － お客様満足度の向上、及び認知度ＵＰからの新規客増加の実現

兵庫県 有限会社フォレストアップ 4140002029573 不動産売買の販路開拓と顧客創出の為の販促物作成及び内覧会開催

兵庫県 有限会社酒井商店 3140002033790 店舗改装で客単価増額をはかる事業

兵庫県 ＳＫプランドゥ株式会社 4140001037560 ビフォーアフターが見える独自の健康頭皮スパ創造による販路開拓

兵庫県 シード株式会社 1140001096205 トラック業界への高品質なリビルトエンジンの周知・販売拡大事業

兵庫県 株式会社ヤマオカ 2140001005453 「地域住民向け塗装セミナーの定期的開催による塗装工事の販売促進」

兵庫県 神戸産業株式会社 4140001011986 フィンランド製“Ｗｅｉｓｔｅ　ｏｙ”を新商材とした新市場の開拓
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兵庫県 一晴堂 － 当社ブランド力の向上並びに和装飾の技術を活かした販路開拓事業

兵庫県 ブティック＆サプリメント葉月 － ３０～４０代の若いこだわり世代の新規顧客開拓

兵庫県 ｔｅ・ｔｅ（テテ） － 歯のホワイトニングコース導入による販売促進・新規開拓

兵庫県 有限会社三好商店 5140002002447 灘五郷の日本酒を提供する「立ち飲み部門」増床による売上増加

兵庫県 焼鳥　静音 － 電飾看板設置と入口扉改装によるイメージアップと新規顧客開拓

兵庫県 大阪寿司あなご實松 － 手提げ袋のデザインの見直し、店頭ファザードの改善事業

兵庫県 株式会社ハートビート 3140001091807 直消費者への販路拡大とブランド確立による販売促進

兵庫県 有限会社松本商店 3140002059282 絵ろうそくを用いた喪中葉書への返信お供え提案事業

兵庫県 河部精密工業株式会社 7140001058406 新規の販路拡大のための新商品の商品化とパッケージの変更

兵庫県 株式会社アド広研 3140001057618 広告・広報用の映像制作における音声録音業務の内製化。

兵庫県 株式会社Ｍａｎｄｒｉｌｌｕｓ（マンドリル） 5140001092844 王子店「カレーのテイクアウト事業」での販路開拓

兵庫県 有限会社ヤスオ疊店 1140002005346 「ショールームと案内看板の設置による新規顧客の開拓」

兵庫県 株式会社ペパレス第二製作所 1140001093912 エンボスボタン生産設備の導入と、国内向けパネル器機の販売促進

兵庫県
株式会社ジャパンアイテムコーポレー
ション

8140001065970 「文字パッド」シリーズの販売促進計画

兵庫県 株式会社ＣｈｏｃｏｌａＴａｎ 4140001095328 立体的な「板チョコ」デザインを施した本革製品の海外販路拡大

兵庫県 株式会社百果園 1140001056893 カフェスペース拡大による売上及び顧客満足度の向上事業

兵庫県 株式会社渡辺組 6140001051923 ホームページ改良と黒豆シリーズ２商品開発　事業

兵庫県 合同会社アズ 6140003009655 自動紙折り機の購入と施設案内パンフレット作成で新たな顧客獲得

兵庫県 ＣＯＲＩＥＴＴＯ － 地場産業（播州織）×若手デザイナーによる新商品の宣伝強化

兵庫県 宝塚ダッシュ村 － 高齢化社会に向けた新レジャー産業（農業体験事業）の創出

兵庫県 有限会社フェリーチェ 3140002045415 水漏れ修理部門新設に伴うネットを通じた販路拡大事業

兵庫県 株式会社ウェーブ西宮 9140001072909 ホームページのスマホ対応による若年層開拓と新規・既存顧客開拓

兵庫県 ペガサス園田教室 － 会話力強化のためのオンライン英会話授業の導入・販路開拓事業

兵庫県 株式会社コパクラフト 4140001068787 独自販促品による顧客単価１０％増加事業

兵庫県 サロンドゥ美２ － お年寄りも障がい者の方も安心して受けていただけるエステ店作り

兵庫県 ｂｉｊｏｕ － キッズスペース拡充と施術メニュー増加による新しいシェアの拡大

兵庫県 株式会社ヤスダ 3140001018891 海外展開の為、モジュール畳と、畳を使用した家具の開発

兵庫県 有限会社衣川クリーニング 2140002046711 鞄クリーニング技術力・生産性向上事業

兵庫県 Ｗｅｂ　Ｃａｍｐｅｒ － 他社との圧倒的な差別化！オリジナル素材を活用した販促サポート

兵庫県 行政書士なかひろ事務所 － 解体工事業新設に伴う新規顧客獲得への挑戦

兵庫県 ゆずりは設計室 － 中古住宅に潜む魅力を発信！モデルハウスにおける顧客開拓事業

兵庫県 株式会社クロスオーバー 8140001097997 海外企業の日本進出をサポートするホームページ企画への集客

兵庫県 株式会社大黒製作所 6140001078149
「住宅用取替鍵の普及に効果的なウェブページ制作による販路開拓と社会貢
献」

兵庫県 ピッツェリア　デルマーレ － ピザのテイクアウト広告および店舗２階利用提案による集客と売上増大

兵庫県 株式会社伸和 4120901030096 自分でできる外壁塗装のトータルサービスによる新規顧客獲得

兵庫県 東播介護タクシー － 介護者・要介護者の不安を安心にかえるライフイベントケア事業
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兵庫県 さいの整骨院 － 産前産後ケアと助産師向け講習会の実施による妊婦顧客開拓事業

兵庫県 矢野写真事務所 － 『出張人物写真撮影サービス』ＰＲ用ホームページ制作と広告宣伝

兵庫県 ＴＣ　Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　Ｓｐａｃｅ － 健康を意識する３０代向けの姿勢矯正サービスの開発・販路拡大事業

兵庫県 ＣＯＣＯＬＯＣ　夙川ＢＡＳＥ　ＣＡＦＥ － 子供たちや高齢者にやさしいウッドフロアーへの店内改装

兵庫県 クロダコーポレーション株式会社 9140001087618 お好きに選べる三得セットで、お料理と真心をお届けします

兵庫県 有限会社Ｋ’ｓ企画 8140002034157 新規顧客獲得のための店頭の『体験できるお試しコーナー』の改装

兵庫県 有限会社ジェイファクトリー 1140002023224 カラーをする大人女性をターゲットとした集客と顧客の創造

兵庫県 ひつじ茶房 － 食物アレルギー対応のスイーツ等の持ち帰りサービス開始計画

兵庫県 羊ｂａａ株式会社 3140001090379 ボーダー柄ブランドのＷＥＢ制作と店舗用のオーダーシステム開発

兵庫県 有限会社市場印刷 8140002047472 住宅会社を輝かせる１点物「スタイルブック」作成による販路拡大

兵庫県 有限会社魚田米穀店 2140002047585 店頭精米器導入による少量での精米サービスと新規顧客の獲得

兵庫県 有限会社ライジングサン 7140002025537 看板等の設置による団体客や外国人観光客獲得のための販路開拓

兵庫県 株式会社ＬＥ・ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 1140001027283 最高のブライダルエステを伝えるための顧客開拓事業

兵庫県 麺八一馬 － 新商圏拡大のための新メニュー開発による集客数増大

兵庫県 Ｗｉｌｌ　Ｊａｐａｎ　Ｎｅｔ － 遺品整理のワンストップサービスの販売促進

兵庫県 旬彩ダイニングｎａｎｏ－花 － 日帰り観光客獲得のためのホームページ作成

兵庫県 高山建設株式会社 2021001005075 デザイン性高い広告と３ＤＣＡＤによるプレゼンで受注増加計画

兵庫県 有限会社松尾電気 6140002062556 創蓄・創エネ事業による顧客開拓

兵庫県 ひょうご酒米処合同会社 1140003010576 自社の強みを生かした安全・安心な主食米の販路拡大事業

兵庫県 有限会社峰精密金型製作所 1140002062569 デザイン、利便性の高い工具開発、新規顧客開拓の製品ＨＰ製作

兵庫県 甘中瓦株式会社 4140001099337 エンドユーザーからの受注ＵＰのための販売促進による顧客開拓

兵庫県 有限会社江戸屋 5140002052095 インターネットを活用した和菓子店のブランディング。

兵庫県 小倉印刷株式会社 7140001065427 封筒印刷通販サイト「ｅ封筒．ｃｏｍ」立ち上げプロジェクト

兵庫県 Ｅｑｕａｔｏｒｉａｌ　Ｊａｐａｎ － 新商品（熱中症対策水エクアトリアル）を軸とした販路開拓事業

兵庫県 株式会社平井商店 1140001061200 「地酒の相談が出来る酒屋」を広告宣伝して販路拡大

兵庫県 株式会社関医協ゼミナール総本部 3140001018272 “子供の脳を鍛える”頭脳開発教室の認知度向上で販路拡大

兵庫県 株式会社ワイズテック 3140001073813 新事業「リノベ不動産」の広告宣伝による新規顧客獲得と販路拡大

兵庫県 日新産業株式会社 9140001060533 タフな耐摩耗鋼板の魅力ＰＲによる販路拡充と売上増加を目指す

兵庫県 株式会社ロングライフ 2140001022226 夢を叶える妊活手帳の開発

兵庫県 前川牛乳店 － 戸配から宅配・個配への切り替えと売上げ向上

兵庫県 株式会社坂谷商店 4140001059043 より多くのお客様から坂谷商店を選んでもらえる店づくり

兵庫県 株式会社徳侍郎 9140001089606 快適空間で最高のホルモンを堪能していただける店舗作り

兵庫県 宝塚補聴器センター － 先進装用測定器導入で、「聴こえ」と、「販売力」アップ事業

兵庫県 有限会社丸福運送店 1140002047116 「丸福リニューアルプロジェクト」による輸配送取引の拡大

兵庫県 南園芸 － 地域資源・深志野メロンを軸とした販路開拓並びに生産力強化事業

兵庫県 ウェル整体院 － 体質改善・生活習慣病改善のできる耳ツボダイエットの販路開拓
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兵庫県 株式会社エムリンクス 5140001024772 高齢者向けカフェ併設のコミュニティ型パソコン教室による販路開拓事業

兵庫県 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ｓｏｕｒｉｅｎｔ 8140001101379 海外での販路開拓の為の海外開催展示会出展事業

兵庫県 株式会社ハラダ 6140001036271 若年層のジュエリー回帰とジュエリーリフォームによる販路拡張

兵庫県 ボンボヤージュ － 姫路産豚　桃色吐息のミルフィーユサンド「桃色サンド」の開発

兵庫県 株式会社アクセスライン 8140001064279 ペット専門家電用品の認知度アップと販売拡大

兵庫県 有限会社東酒店 6140002039752 お年寄りから子連れママまで満足！ヒトに優しいお店づくりの取組

兵庫県 ｎｕｔｓ － 日本ではここでしか買えません！ヴィンテージ日傘で新規顧客開拓

兵庫県 株式会社パワーサポート 2140001092657 自社ホームページと輪転機導入による不動産客の新規獲得計画

兵庫県 株式会社ムジカヴィーヴァ 2140001031400 顧客開拓及び経費削減を狙った設備投資と広報作戦

兵庫県 株式会社ｂｕｄ 8140001046269 香りの活動　香活の開始と拡大

兵庫県 株式会社クランドライフ 3140001037990 介護保険タクシーの知名度アップ大作戦

兵庫県 いろは － 新規顧客（特に個人で仕事をしている人）獲得を目指した広報活動

兵庫県 徳千代畳店 － 畳の新材料と革を使った製品「畳バッグ」の開発及び販路の開拓

兵庫県 有限会社稲上商事 7080001007699 平日に武庫川女子大学生を新規団体顧客として獲得する計画

兵庫県 スタジオリーヴス株式会社 8010001158705 サラブレッドのアート作品販売の為の通販事業への参入

兵庫県 株式会社モードナカムラ 5140001016984 【革のハギレをリユース・空間創造プロジェクト】　靴職人　×　店舗デザイナー

兵庫県 有限会社ヤノテクニカルラボ 2140002020880 パンフレットで最高技術の歯科技工所をＰＲ

兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 8140002052308 ～インバウンドの取込みと海外に向けた販路開拓～

兵庫県 株式会社友翔マネージメント 1140001088656 ホームページ、チラシによる武庫之荘駅周辺の駐輪事業拡大

兵庫県 お料理つじむら － 和食の料理教室開催を通じた新規顧客の獲得とファンづくり

兵庫県 じゅげむ － 家でも簡単に味わえる甲子園ヒーロー揚げのイメージアップ事業

兵庫県 かなえ塾 － 新教材の導入とＰＲによる低年齢層の取り込み

兵庫県 株式会社Ｅ－ＬＩＦＥ 3180002067307 「記念日」利用提案による新規顧客開拓

兵庫県 ＫＯＫＯＳＩＣＡ － 満席状態緩和の為の客席増設及び新商品開発による売上拡大

兵庫県 岡田ひさし税理士事務所 － 法人設立とＮＰＯ法人お助け相談事業

兵庫県 おそうじ本舗宝塚駅前店 － リピータ客、新規顧客に感動と満足を提供し、安定した売上の実現

兵庫県 株式会社キコニアボイキアナ 7140001056962 海外販路開拓の為の海外展示会出展事業

兵庫県 株式会社くいしんぼう 8140001048546 本格料理が気軽に楽しめる地元密着居酒屋の周知・販路拡大事業

兵庫県
ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ
ｂｕｎｄｙ beans

－ 新商品の開発とブランディングの構築、新規販路開拓

兵庫県
ボルダリングスタジオボラーレ・エスカ
ラーダ

－ ボルダリングファーストパック・時間帯別使用料金での顧客開拓

兵庫県 酒匠米匠　奈良商店 － 高齢者向け宅配強化と即日配達できる米専門店のＰＲ強化

兵庫県 ＡＬＯＨＡ’Ｓ － 外国人向け中古車販売ホームページシステムの作成

兵庫県 ＥｄｕＬａｂ － 学習塾の空き時間を活用した子ども英会話教室の新規立ち上げ

兵庫県 ひらやま動物病院 － 整形外科疾患専門治療特化事業

兵庫県 株式会社ハンチ 2140001057321 雑誌広告・看板設置による新規顧客への訴求

兵庫県 整骨院ＫＡＩ － 御影レッドコード地域支援
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兵庫県 アレーズエスパス － ホームページとＳＮＳを複合的に組み合わせた販路開拓取組

兵庫県 株式会社ドラッグピュア 4140001028106 販売サイトリニューアルおよびエリア開拓と新商品開発による売上増加計画

兵庫県 有限会社橋本美容室 5140002011951 真空含浸法を使った育毛メニュー強化

兵庫県 ｓｏｎｅｂａｓｅ － 企画提案型リフォーム業への転換に伴う顧客開拓のためのＨＰ刷新

兵庫県 悠々庵 － オリジナルオイルトリートメント本格展開で高感度女性層の開拓

兵庫県 株式会社菓一條 8140001097444 ＨＰリニューアルとネット通販充実による和菓子の販路開拓事業

兵庫県 Ｈ・Ｒ・Ｐ久島塗装株式会社 4140001087102 地域にとって必要な自社の認知度を上げるための広告

兵庫県 株式会社布引礦泉所 1140001069887 段ボールディスプレイとＳＮＳによる新規ファン獲得事業

兵庫県 バリウスゴルフスクール － 会社帰り・買い物帰りに立ち寄れる敷居の低いゴルフスクール

兵庫県 有限会社オペラ・モーヴ 3140002056032 美容室が行う薄毛に悩む顧客開拓のための育毛メニュー導入事業

兵庫県 株式会社キジシロ 1140001099050 「日本のｋａｗａｉｉを海外へ」多言語対応コスプレサロン事業

兵庫県 ＮＯＢＵ‘ｓ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 3140001083028 日本的美意識による新たな文化としての「座景」事業

兵庫県 デザインエッグス － ＷＥＢ活用集客ビジネスの販路開拓事業

兵庫県 ＨＣインターナショナル － ベトナムでの地元アンテナショップ販売事業

兵庫県 有限会社　ケイ・ケイ・インターナショナル 4140002066815 日本製オリジナルスカーフ販売における国内外店頭力強化事業

兵庫県 松木鍼灸院 － 在宅医療における鍼灸の需要拡大

兵庫県 株式会社農産物流通研究所 3140001032109 地元産農産物を生かす新規顧客獲得の新メニュー開発事業

兵庫県 廣尾建具店 －
建具店の古くさいイメージからの脱却し個人客を獲得するためのイメージ戦略
事業

兵庫県 パーペチュア － 神戸パールを使用し特徴付けたパーペチュア・ブランド戦略事業

兵庫県 木の花学習塾 － インターネット授業とライブ授業の相乗効果で販路開拓事業

兵庫県 有限会社招喜 8140002036582 主要顧客を中高年女性と再設定し、新規・リピータを増やす事業

兵庫県 アイデザインアソシエイツ － 関西圏インバウンド需要を促進する民泊事業者向け支援事業の販促

兵庫県 たのわくそろばん教室 － 新生徒獲得のためのシニアコースの開設および新ソフトの導入

兵庫県 株式会社Ｃｌｏｕｄ　Ｎｉｎｅ 3140001101326 遊び心と技術を磨くスキルアップ夜間サッカースクール

兵庫県 ＫＯＹＯ　ＬＩＮＫＳ株式会社 7140001066053 農家レストランが開発した新商品ＰＲ事業

兵庫県 シェービングサロンせんす － 個室理容院が行う女性専用「お顔そり美容法」の周知の売上増強

兵庫県 株式会社リューコーポレーション 1140001083153 「リューの家」販促プロジェクト

兵庫県 レリップ株式会社 9140001040683 類似商品がない組立式革製品の展示会出展による広報力・販促強化

兵庫県 株式会社ＴＡＪＩＭＡ 2140001040558 特製焼肉ごま塩の商標登録及び販路拡大

兵庫県 中村製革所 － 自社ブランド立ち上げによる革製品の販路拡大

兵庫県 靴工房ＭＡＭＭＡ － 新素材（ＰＨＩＬＩＰ／ＢＲＯＯＫＬＹＮ）を用いたセミオーダースニーカー開発事業

兵庫県 株式会社ウッディ・ヒロ 3140001038295 全国優良銘木展示会出展による『銘木』の露出強化及び商圏拡大事業

兵庫県 ゆるん堂 － 買い物弱者対策「お野菜市」の実施

兵庫県 松岡皮革 － 希少な国産カーフ（子牛）の革で制作したオリジナル新商品の販路開拓

兵庫県 ウィンクルム法律事務所 － 神戸の女性弁護士が率いる相続・事業承継トータルサポートのＰＲ

兵庫県 ヒライコーポレーション － 日本の伝統技法と連携した藍染めレザーの開発と海外販路開拓事業
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兵庫県 株式会社リガメント 7140001098253 合同展示会（ＦＯＲＭ　ＥＸＨＩＢＩＴＩＯＮ）の開催・運営事業

兵庫県 株式会社プラスリジョン 1140001029057 「生産者とつくる食事制限者のための本物志向野菜スープ」の販促

兵庫県 株式会社ＡＩＴＯ－ＮＥＴ 7140001054966 ＴＩＧ溶接器導入による車用オリジナルマフラーの試作開発

兵庫県 株式会社ＤＬＣ－ＰＲＯ 6140001093156 地元地域の実情を反映した効果的な顧客開拓

兵庫県 三協住建設備株式会社 9140001078369 会社案内パンフレット製作・頒布ならびに看板更新事業

兵庫県 株式会社インフィニティ 8140001004458 御崎３４５番の古民家を再生運用する

兵庫県 淡路のビストロｍａｎｋｉ － ♪神戸岡本、ご当地カレーのレトルト商品化大作戦♪

兵庫県 辰巳茶房 － オリジナル国産紅茶の販売と貸しカフェによる売上げ拡大大作戦

兵庫県 株式会社ＤＯＯＲ 4140001074141 広報活動とリフォームショールームによる地元密着型工務店の展開

兵庫県 介護タクシー　オアシス － 東灘区・灘区・芦屋市　中心に行う介助付き　パックプラン

兵庫県 キッチン＆カフェエマーブル － 家族の団欒・地域交流を支えるフレンチレストランの新規顧客開拓

兵庫県 和食や　雑っ草 － 女性・高齢者層への販路拡大を目的としたトイレ改修

兵庫県 株式会社トリニティ・ゲート 3140001042330 医療人材の求職申込を促進するＷｅｂサイトの制作と運営計画

兵庫県 ルーーナ － 観光客開拓のためのホームページ開設及び施術効率改善事業

兵庫県 Ｋ’ｓ　ｂａｒ（ケーズバー） － ピアノライブ再開で既存顧客の掘起しと、観光客需要の取込み事業

兵庫県 株式会社アクール 1140001100899 遺品整理の需要に対応することによる建物解体事業の受注拡大

兵庫県 山口美術 － 地元認知を図り仕入れを向上させるためのＰＲ事業

兵庫県 株式会社　ＴＯＭＯＲＲＯＷ 9140001093574 クリスマス商戦を利用した神戸唯一のデリバリーケーキの認知拡大

兵庫県 株式会社ライフデザイン 4140001032735 地域密着ホームドクターとしての認知向上と販路拡大

兵庫県 株式会社花美姿伝 9140001096783 神戸アクセサリー「ＡＲＣＨＡ」ブランド化・ブランド認知度向上

兵庫県 アトリエスプランドール － 宝塚歌劇団ファン層向けネット通販構築・包装改良による販路開拓

兵庫県 株式会社ナチハマ 3140001044590 ネットツールを活用した販促活動による新規販路開拓

兵庫県 酒のＳＡＴＯ － 子育て世代への安全な米の提供、高齢者への付加価値商品の提供

兵庫県 Ｎ’ｓ　Ｃｒｅａｔｅｓ － 地域企業に対しＩＴ支援を分かりやすく漫画冊子でＰＲし販路開拓

兵庫県 パティスリー　ツルタニ － 商品構成の変更と店舗イメージアップによる利益向上と来店促進

兵庫県 カイロプラクティック癒美館 － 施術室の改良とホームケア用品の常備による顧客満足度の向上

兵庫県 米澤由香理 － ホームページとチラシによるプレゼンテーションセミナーへの集客

兵庫県 株式会社塗屋 3140001033239 ファッションブランド店舗ディスプレイ家具塗装需要の開拓

兵庫県 Ｌｕｎａ　Ｒｏｓｓａ － 多様化する兵庫県内ブライダル市場とエステ連携による顧客拡大

兵庫県 株式会社ワイジェイグループ 8140001065120 新店舗移転による車のトータルサポートサービス事業

兵庫県 アウリン英語教室 － 外国人講師２人制英会話レッスンの提供による販路拡大事業

兵庫県 日本医商 － 接骨院ポータルサイト作成による認知度向上事業

兵庫県 ベラドンナ － 増毛・育毛メニューのＰＲ強化による新規顧客確保と売上増大事業

兵庫県 ＹＵＫＩ　ＡＵＴＯ － 顧客管理システムによる既存客確保とＰＲ則進による新規顧客開拓

兵庫県 株式会社播磨喜水 7140001096950 新レシピを活用した「手延べ麺の新たな魅力」を全国発信事業

兵庫県 有限会社ヘアランド 6140002063975 再生医療発想で、美髪つくり！ヘアエステによる販路開拓
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兵庫県 宝寿司 － 握り寿司でつなぐ絆　出張寿司パーティーによる販路拡大

兵庫県 フリースタイル（野菜食堂めぐみカフェ） － 「めぐみのポテト」等めぐみカフェ特性野菜スイーツの販路開拓

兵庫県 Ｊｅ　ｍａｒｃｈｅ　ｌｉｂｒｅｍｅｎｔ － 「ふんどしランジェリー」のギフトボックス制作による贈答品展開

兵庫県 阿那写真館 － 「１階撮影スタジオの増設による高齢者などの新規顧客開拓」

兵庫県 パティスリールリアン － 写真デコレーションケーキ・クッキーとアイシングクッキーの販売

兵庫県 株式会社テクノアート 2120101008440 陳腐化したＥＣサイトの１８年ぶりのリニューアルで販売促進

兵庫県 Ｂｅａｎｓ　Ｐｏｔ － ココちゃんパッケージの商品開発とモール型ＥＣサイト出店事業

兵庫県 焼肉綿平 － 新商品開発及びブランディング広告戦略による新規顧客開拓の実現

兵庫県 株式会社ライフタイム 5140001054142 介護保険法に基づく通所介護（デイサービス）の利用者獲得事業

兵庫県 Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｌｉｆｅ　スタジオカレン － ハーフサイズバランスボールによる中高年顧客の新規開拓

兵庫県 有限会社ツインズ 9140002044048 近隣訪問理髪サービスによる地域貢献と地域共存の取り組み

兵庫県 ｉｎｆｉ合同会社 3140003009807 美容室ＩＮＦＩＮＩＴＹの「ヘッドスパ新規顧客開拓戦略」

兵庫県 二天紀 － 製造小売業向けネットショップコンサルティング販路開拓のＤＭ発送

兵庫県 コロンビア珈琲株式会社 4140001055678 コーヒー愛好家を増やす動画版コーヒー教室システムの開発事業

兵庫県 Ｄｏｃｒｏｖｅｒ － 当社ブランド力の向上と新設備導入による販路開拓事業

兵庫県 都出建築 － 当社技術力のＰＲと現場見学会を軸とした販路開拓事業

兵庫県 行政書士あまがさき法務事務所 － 離婚関連業務の一新及び販路拡大・市場浸透計画

兵庫県 ａｌｕｕ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 従業員育成と購買率向上による販売促進と売上増加

兵庫県 ＬＩＢＲＥ － 「無駄に話しかけないサロン」を地域へ発信

兵庫県 株式会社ノルト 4140001101473 オリジナルブランドの認知とブランド力の向上、販路拡大

兵庫県 あいほん道　宝塚店 － 地域密着型人気のクーポン紙掲載で、認知度アップ事業

兵庫県 株式会社元町ニットルーム 3140001070570 介護タクシーを使ったインバウンドツーリズム事業

兵庫県 株式会社安藤製作所 2140001067865 熱硬化性樹脂製品のアピールによる受注拡大及び雇用拡大

兵庫県 株式会社ソーイングＢＯＸ 8140001090408 新規顧客獲得と作業効率向上のための店舗改装事業

兵庫県 株式会社ナースあい 7140001091679 「注トレくん」「高齢者衣料」の開発・販路開拓、

兵庫県 株式会社シーオーエム 2140001070910 神戸牛のカルビバーガーの販売による新規顧客開拓

兵庫県 ＴＥＣ英会話 － 「英検・ＴＯＥＩＣ・プレゼンならＴＥＣ」にする為の販路拡大

兵庫県 合同会社ＲＡＩＮＢＯＷ　ＡＦＲＩＫＡ 8140003010628 セネガル人とフェアトレード新商品を開発輸入し顧客開拓する事業

兵庫県 葉山はり・きゅう接骨院 － 下半身の筋肉を鍛え健康寿命を延ばす高齢者向け新メニューの導入

兵庫県 有限会社マリー・アンジュ 2140002055142 夏から秋のイベント告知と集客のためのチラシ作成と販促事業

兵庫県 ＡＳＩＡＮＣＡＦＥ　ＡＲＩＡＮＡ － 「お客様をお待たせしない」店舗改装で既存・新規客の満足度＆集客アップ！

兵庫県 株式会社Ｉ・Ｃ・Ｅ 6140003006776 古書の買い取り専門ホームページ構築による仕入れ業務の効率化

兵庫県 ＨＡＩＲ＆ＥＳＴＨＥ　ＣＡＭＥＬ － 抗がん剤治療で脱毛に悩む患者向け美容サービスによる販路開拓

兵庫県 有限会社緑園 4140002064075 新教室開設、高級抹茶スィーツ販売、本店　喫茶室再オープン

兵庫県 関西第一司法書士事務所 － 司法書士兼社会福祉士が行う、最高のＱＯＬプラン作成付成年後見業務

兵庫県 株式会社プラティーク 8140001057373 巻爪などのケアサービスの提供による単価アップと新規顧客の獲得
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兵庫県 株式会社ＷＯＲＥ 1140001090776 「商品価値の再生」と「日本文化の輸出」を軸とした販路開拓事業

兵庫県 トランジスタベーカリー － 「サンドウィッチ」を軸とした機会損失の解消とブランド力強化

兵庫県 株式会社東亜永田製缶 3140001033957 神戸初！スマホ対応型観光集客ツールの普及による売上拡大

兵庫県
癒しの森のガーデンカフェレストランアリ
ス

－ 菜園と温室の設置で摘みたて野菜を提供する料理で新規客の開発

兵庫県 うどん屋麦～バク～ － 新たな設備の導入とホームページの作成による販路拡大事業

兵庫県 卯城総合建築株式会社 2140001065076 快適空間での集客を目指すファミリー層向け店舗改装

兵庫県 Ａｕｔｏ／Ｃｙｃｌｅ　にわか － バイクミーティングとアフターフォローで売上増加

兵庫県 岩崎工務店 － ＰＲ付き建築シートの制作でリフォーム受注件数増加計画

兵庫県 まきなえ工務店 － 介護保険を利用した住宅改修とリフォームの販路開拓

兵庫県 有限会社小林産業 4140002018502 農業法人向けダイレクトメールで安全な農機具の販路を拡大

兵庫県 オークス株式会社 2140001037918 カワイイ妊婦服の製作と子育て用品の刺繍サービスで販路拡大

兵庫県 いづみ食堂（お食事処いづみ） － 地域を活かした京料理を楽しめる雰囲気作りによる顧客と販路の開拓

兵庫県 株式会社ＲＴ工業 2140001077360 ＤＩＹ溶接ワークショップの開設と受講生としての一般顧客を開拓！！

兵庫県 株式会社アガヤ 2140001076049 ビジネスモデルの変革により元請けとして新規の顧客開拓を目指す

兵庫県 かながわ整骨院・鍼灸院 － 「医は仁術なり」人の心を見つめ続ける治療院を目指して。

兵庫県 小柴公認会計士事務所 － まんが小冊子を活用した関西・中小製造業の集客強化

兵庫県 株式会社アトリエフリーダム 8140001099564 創業支援パック導入に伴う売り上げ増。

兵庫県 煉瓦工房 － 外構工事とカフェの経営による地域密着事業の実現と売上増大事業

兵庫県 株式会社阪神石材 5140001052385 兵庫県尼崎市に完成する永代供養墓、納骨堂、樹木葬の販売事業

兵庫県 有限会社川久 1140002030633 ３０～４０代女性の新規来店を目的としたアロマ・ヨガコラボ事業

兵庫県 株式会社トワトワ 2140001093226 店の周知による新規顧客獲得と顧客満足の向上による客単価の向上

兵庫県 フローリストエミュ － フラワーアレンジメント教室等の体験型生花販売店の展開

兵庫県 神戸桜珈琲 － 神戸桜ブランドの確立「神戸桜ロール」販路開拓及び販売促進事業

兵庫県 株式会社ＰＬＡＳＴ 7140001096546 新店舗での健康寿命を伸ばす予防特化のフィットネス事業

兵庫県 Ｌｅｈｕａ　Ｈａｉｒ　Ｇａｒｄｅｎ － キッズスペースを設け、子供と一緒に気兼ねなく来れる美容院つくり

兵庫県 パスタイム － 高齢者・身障者をターゲットとした訪問カット

兵庫県 株式会社エミノア 5140001080064 ビジネス・オープン・カフェ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ　の展開

兵庫県 ＳＨＩＺＵＫＵ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ － 経営効率化の為の改装

兵庫県 ｈａ－ｍｏｎ － 高品質な精油でアロマテラピーの魅力発信！新店舗で新規顧客獲得

兵庫県 神戸フードラボ － 地元野菜やご当地食材をピクルスとして商品化し販路を構築する

兵庫県 ｋｕｌｉ－ｋｕｌｉ － ニーズの変化に対応する、体験型の新玩具店のオープン

兵庫県 街のお花屋さん　鳴尾花壇 － 街の花屋さんで『お花見』～花屋の枠を超えた演出～

兵庫県 株式会社井上書林 2140001057817 ネット広告を活用した、子供向け商品の販売促進事業

兵庫県 高嶋デザイン製作所 － 着物を使ったフォーマルウェアの販売・レンタル事業の販路拡大

兵庫県 エコール・ド・バレエ　ティオ － 大人のオンラインバレエ教室による新規顧客拡大

兵庫県 株式会社七旺社 1140001016212 販路拡大セミナーの集客向上による見込み客獲得および販路開拓
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兵庫県 株式会社きてや 7120001139629 折り込み広告未投函及び空白地域への新規投函事業

兵庫県 もへいじ － 快適空間、安心・安全の提供及び情報発信による集客力強化事業

兵庫県 ＦＵＮＮＹ　Ｌｉｆｅ合同会社 9140003011055 テストレンズが提供できるコンタクトのネット販売で販路開拓事業

兵庫県 株式会社アイレグループ 2170001012018 英会話クラスを使っての小学生の生徒集客促進事業

兵庫県 サロンアルニカ － 乳がん術後女性の生活レベル保持のためのリンパ浮腫施術

兵庫県 ポストエッジ － “ポスティング屋のパソコンちらし教室”による販路開拓

兵庫県 トラットリア・ダ・ルッツォ － 店舗の顧客受け入れ態勢完備による売上増大事業

兵庫県 芝崎機械株式会社 1140001094506 新工場移転の告知・宣伝のための看板設置による販路拡大と顧客増加

兵庫県 旭株式会社 6140001067804 安心・安全な４輪式電動自転車等高齢者向け商品ＰＲで販路開拓取組

兵庫県 有限会社ＨＵＴＴ（ヒュート） 2140002031267 町の工務店から耐震に強い工務店への転換による販路拡大事業

兵庫県 ＶＡＮＳＯＨ － 集客（仕入れ）力を強化し、売上を安定させ持続・拡大させる事業

兵庫県 ちき家 － ２号店のリニューアルによる新規顧客獲得事業

兵庫県 串カツ居酒屋　らくだ屋 － 熊本県産素材メニューの投入と店内リニューアルによる新顧客開拓

兵庫県 えんゆう株式会社 7140001093618 兵庫県産青果を使用したドライフードの開発・販路開拓

兵庫県 イダ貸衣裳店 － 地域の観光資源を活用したウエディングのＰＲ事業

兵庫県 御崎ガラス舎 － 日本初グリザイユ技法に特化した教室の開講

兵庫県 株式会社グッドハート 5140001065619 「グローバル・ライセンス施術」による販路開拓事業

兵庫県 赤穂鍼灸整骨院 － 訪問施術、自賠責保険診療、及び自由診療における患者増加計画

兵庫県 ｐｅｓｃａｆｉｏｒｅ － 身体が不自由な高齢女性に向けた機能的でおしゃれな衣服の開発

兵庫県 株式会社ＰＥＥＫ　Ａ　ＢＯＯ 2140001095214 女性が活躍飛躍できる車屋

兵庫県 デューントレーディング － アルガンオイル高配合のブレンドオイルで販路拡大を目指す

兵庫県 谷口氷店 － 老舗氷専門店が販売する純氷をかき氷として地元へ提供

兵庫県 ＫＥＮＪＩ　ＦＵＫＵＳＨＩＭＡ　ＤＥＳＩＧＮ － 海外進出を目指した展示会出展用の試作・開発

兵庫県 株式会社Ｌ．Ｂ．Ｓ 3140001101573 ゴルフ練習場発展の為に行う女性向けエクササイズスタジオの新設

兵庫県 立花カイロプラクティック － 腰痛に特化した専門整体施術の販路開拓による新規顧客獲得

和歌山県 有限会社レストラン　フライヤ 7170002000074 新パッケージ及びリーフレット作製と広告媒体による新規顧客開拓
和歌山県 ｅｄｇｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 訪問美容室ＴＯＭＯあなたらしく生きて下さい
和歌山県 ｄｅｌｉ＋ＢＯＮＩＴＡ － 女性料理人による「かわいい」「ごく少量」持ち帰り創作惣菜開発
和歌山県 有限会社日本メディテックス 7170002002938 天気予報自動放送システムの販路開拓
和歌山県 ヘアーズパレット － 障がい者向けバリアフリーと女性高齢者向けサービス事業
和歌山県 生石庵すぎる － お客様と双方向での対話を実現する店舗づくりと実演販売事業
和歌山県 秋月日石株式会社 8170001000066 国内外メーカーの新品中古タイヤ販売によるタイヤ相談窓口事業
和歌山県 板美商店 － 地産地消！地元の日曜カーペンター支援事業
和歌山県 山小屋 － 新規客獲得のための女性に支持される店づくり強化事業
和歌山県 床利日用品サラダ館箕島店 － 地場産品の販売と品選びスペースづくりための店舗一部改装
和歌山県 しんまち － 有田へ連れもていこら！新メニュー開発・ツアー企画！ＨＰでＰＲ事業
和歌山県 ハシモトプランニング － 県内初『ＡＲ』を使った不動産集客ツール導入による販路拡大事業
和歌山県 漆屋はやし － 地元最強コラボ！伝統工芸士による「漆塗り木製洋食器」の創出
和歌山県 有限会社和歌山マリンサービス 6170002006667 マリンレジャーを“楽しむ”層へのレンタル＆リース事業展開
和歌山県 ヘア　ボニータ － 髪質改善メニューの開発と販路拡大
和歌山県 地酒みゆきや － 日本酒の神髄を漫画で楽しみながら知る！日本酒業界活性化事業
和歌山県 紀州炭工房 － 紀州備長炭を使用したインテリアの試作品の開発
和歌山県 イタリア料理　ＢＡＭＢＵ － 本格イタリアンシェフが作る素材を味わうジェラートで販路開拓
和歌山県 株式会社ワンダフル 1170001009659 ペットサービスとペットホテルの相互広報による販路拡大事業
和歌山県 デザインユニット　リ・ビーンズ － 五感名刺を活かしたブランディング　リ・ビーンズ展
和歌山県 オクムラ理容 － 女性が気軽に！高齢者が快適に！老舗理容室が変革
和歌山県 ＰＥＴＥＲＳＯＸ － 【２０１６年和歌山創業支援ビジネスプランコンテスト入賞】「考える力」と「伝える
和歌山県 中井畳店 － 介護用畳「おたすけ」のＰＲ事業
和歌山県 田中社会保険労務士事務所 － 障害年金ＨＰスマホ対応版と精神疾患特化ＨＰの作成
和歌山県 株式会社濱辰商店 4170001005309 本物の蒲鉾を消費者に届けるブランディング
和歌山県 澤株式会社 2170001014113 北山村特産「じゃばら加工品」の新規販路獲得で地方創生へ！
和歌山県 ぶらくりきっちん － 徳川吉宗　お土産用「吉宗うどん」の開発

31 / 32 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

和歌山県 株式会社橋本達之助工芸 4170001005515 紀州漆器「インテリアダストボックス」の改良と海外展開
和歌山県 大瀬株式会社 6170001000514 新和歌ロッジ別館、ゲストハウス対応改装
和歌山県 有限会社橋爪商店 6170002006568 「丈夫で癒される」新繊維の開発＆製品化と業務用受注の取り込み
和歌山県 株式会社ファイブワン 3170001005045 黒江塗りを施したガラス器によるボトルフラワーの販路開拓
和歌山県 彩どり亭 － コミュニケーション・雇用・食材で、地域貢献を目指す事業
和歌山県 ＷＨＥＥＬ　ＡＣＴＩＯＮ － 新サービス「身体と自転車のフィッティング」による販路拡大事業
和歌山県 有限会社赤在電化 9170002006342 家電プロの「家電の使い方を“魅せる”」イベント開催で需要訴求
和歌山県 有限会社土井茂商店 7170002002590 紀州梅酢干しのブランド化・販路開拓
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