
平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福井県 ろじあるしょう天ん － 福井の生産者と作るこだわりおはぎの販売拡大取り組み

福井県 ヘアーモードみやした － 三代目女性理容師が目指すリラクゼーションを活用した理容室経営

福井県 株式会社大義林研 8210001015968 強い作業道づくりを実現する「大義バケット」の販売・レンタルサービス

福井県 有限会社レ・ソファ 5210002009245 ホームページの再構築

福井県 株式会社力組 9210001016940 ドローンによる鳥獣出没調査等新事業展開

福井県 アイピー株式会社 3210001016855 福井市南部地域での屋内レンタル収納事業での新規顧客獲得

福井県 焼肉家　優 － 割烹と創作の技を取りこんだ新ジャンルの焼肉＜焼肉割烹＞

福井県 美容室幸愛 － ＨＰ再構築、ＷＥＢシステム構築による新規顧客等獲得事業

福井県 合同会社Ｋｔ 5210003000905 ＹｏｕＴｕｂｅ広告を使った自費施術の集患～治療から予防へ～

福井県 株式会社高木コーポレーション 5210001008784 ホームページ（スマートフォン対応）ＰＲによる販路開拓と求人募集

福井県 ＣＡＲＩＮＡ － カラー印刷機導入による商品の多様化と広告による拡販

福井県 三晃建商株式会社 1210001001363 「お客さま、求職者から選ばれる外壁工事事業者」の実現

福井県 ＦＬＯＡＴＥＲ － オシャレ好きな若者が集まりたくなる「店舗空間」の創出と「情報発信」

福井県 Ｈａｉｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ｀ｏｌｕ｀ｏｌｕ － 自社スマホアプリを通じた情報発信による顧客定着化計画

福井県 有限会社プルミエール 8210002008698 介護福祉市場向けハンドタッチケア体験会・研修のＨＰ等周知拡大

福井県 合同会社ＭＯＤ 3210003001153 埋もれた商材を発信する市場訴求力の高いホームページの開設

福井県 有限会社アルプスカメラ 1210002000265 店舗設備充実による高品質サービスの提供と新規顧客獲得事業

福井県 有限会社アローズ 4210002008702 「クラシックカー専門保険代理店としての専門性を活かした全国販路開拓」

福井県 スペース源内有限会社 2210002007474 新規顧客確保・サービス拡充に伴う、駐車スペースの拡大工事事業

福井県 株式会社ｉｎｆｏＢＡＮＫ 4210001015170 世界初！天然竹繊維生地・商品のネット販売による販売拡大事業

福井県 玩具問屋　大村商店 －
一般客集客に向けた店舗設備整備とイベント提案力の強化事業お祭り・イベ
ント包括事業

福井県 株式会社海道時計店 2210001000694 業界での生き残りを賭けた技術強化と再生ジュエリー事業への参入

福井県 有限会社さんさん池見 6210002008881 福井産自社米の販路開拓のためのホームページ開設

福井県 野尻コンクリート工業株式会社 3210001002459 ダイレクトメール、自社ホームページの開設による顧客掘り起こし

福井県 Ｗｏｒｋｓｈｏｐ　ＹＵＳＨＩ － 自社ブランドバッグを全国小売店へ！販路開拓のための広報事業

福井県 有限会社だいなり 2210002004793 おでかけだいどころ事業（ケータリング、宅配による食品販売）

福井県 株式会社アストリション 5210001016432 子供用に特化したプロテイン（ジュニアプロテイン）の販売

福井県 有限会社カズプランニング 5210002000880 世界初「ｅスポーツ専用眼鏡フレーム」の販路開拓事業

福井県 株式会社土屋（ジュエリー土屋） 6210001014971 ネットメディアを活用した全国のプロポーズ予備軍男子向けＰＲ展開事業

福井県 株式会社グローバルデザイン 9210001008772
地方誌の連載・スマホサイト予約販売機能の強化及びデザインリニューア
ル。

福井県 はり・きゅう　ＧＢＰ － 新規事業の宣伝周知　及び　新規顧客獲得のため店舗看板設置

福井県 ゲストハウス絆 －
１．宿泊客誘導のための看板設置事業２．ホームページ作成事業３．民泊申
請コーディネイト業務に伴う広告事業

福井県 株式会社ＡＧＵＭＩＩＲＯ 3210001016913 箔押し名入れギフト小箱販売強化、短納期化のためのＨＰ増設事業

福井県 有限会社興和化学工業所 4210002001236 企業ホームページの構築、会社案内の作成による新規顧客獲得

福井県 大工矢吹 － 新商品開発とＰＲ及びホームページ構築事業

福井県 Ｓ・ＢＯＤＹ － 女性ホルモン周期に考慮　若い女性のための健康応援ジム周知拡大
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福井県 有限会社稲木ケア・サービス 2210002001667 『介護なんでも相談』『介護人材カフェ』で新規顧客獲得事業

福井県 へたっぴ教室 － 英会話教室Ｊｒの生徒募集の広告と事業内容充実の為の設備投資

福井県 株式会社バイクガレージ福井 9210001002932 メーカー施策変更に対応する独自ブランドロイヤリティ向上計画

福井県 株式会社出口商会 4210001002128 商談スペースの快適性・利便性アップによる販売拡大計画

福井県 アトリエニレコ －
「理容室専用全自動回転椅子導入にて、顧客満足度の向上及び新規顧客の
獲得」

福井県 Ｒ．ＣＯＣＯＣ － ヘッドスパ機器の導入による顧客の来店頻度及び客単価の向上事業

福井県 有限会社林商事 1210002002872 女性の副業支援「マーケティング塾」開講の販路開拓

福井県 株式会社アジチファーム 1210001009349
グルテンンフリーに対応した「県産米粉商品」専門店への店舗リニューアル事
業

福井県 株式会社ケーシュウ・ワークス 6210001017405 既存顧客からの新規見込み顧客の紹介を誘発するためのＨＰ制作事業

福井県 癒しのサロンＬｏｍｉＬｏｍｉ － 初回来店の心理的コストを軽減するＨＰの構築による顧客獲得事業

福井県 イタリアンバル　クオーレ － 真空包装機の導入によるお持ち帰り商品のラインナップ充実事業

福井県 株式会社トゥエルブ 1210001015768 ブランディングデザイン事業立ち上げ及びサイトリニューアル

福井県 ゆうけん － 住宅展示場の代替となる自社ウェブサイト構築による顧客獲得事業

福井県 ライフステージジャパン － 設備投資への心理的ハードルを下げるＨＰ開設による顧客開拓事業

福井県 レストラントミー － ワインの取り扱い拡大による顧客の来店頻度及び客単価向上事業

福井県 Ｆｕｎｋｒａｆｔ株式会社 9210001004012 販路開拓へ繋げる為の、越前和紙を使用した雑貨商品の開発

福井県 ＴＡＤ株式会社 5210001015070 倉庫の外壁に目を引く企業情報を塗装し、新規顧客獲得のアップを図る

福井県 有限会社田ご 5210002002076 男子トイレの洋式化・外階段の屋根設置による新規顧客開拓

福井県 株式会社若緑 4210001017035 「越前和紙を使用した記念品・ギフト商品」の新規顧客獲得事業

福井県 ＦＫＴｌａｂ有限会社 1210002003441

福井県 株式会社ハウズ 5210001009262
「ＨＰリニューアル・自社カタログ作成により直接受注の増加及び工務店との
連携強化」

福井県 株式会社廣部硬器 7210001003016 展示会出展ＰＲによるインテリアショップを対象にした販路開拓

福井県 株式会社吉田機工 8210001004450 仕事の請負件数の増加による販路拡大を目指す。

福井県 株式会社ホクサン理商 6210001008817 ＬＰの構築によるネットショップにおける増収の基礎づくり事業

福井県 ラベンサラ － 新規スクール生を獲得するための女性向けイベント出展事業

福井県 ブーランジェリーＴｅｔｏ － 看板設置による集客、販売促進事業

福井県 ビストロ居酒屋　懐 － お店とお店の想いを新規顧客に知って頂く為の外観整備広報事業

福井県 株式会社スタジオロット 1210001015784 似顔絵サービスを知っていただくための広告事業

福井県 株式会社たからや商店 2210001002344 「温めるだけの簡単調理、常温保存可能期間６ヶ月のレトルト焼き魚」仮

福井県 笈田製函工業株式会社 5210001000626 自社製品の周知を拡大するホームページ構築事業

福井県 Ｎｉｇｈｔ　ｓｗｅｅｔｓ　ＢＡＲ　Ｓａｌｉｃｅ － ２０～３０歳代女性にターゲットを絞ったマーケティング事業

福井県 焼肉　やすきち － 看板刷新、店舗改装による新規顧客の開拓事業

福井県 株式会社光翔 5210001015541 墓石等の清掃、汚れの再付着防止のためのコーティング施工ＰＲ

福井県 ｃｏｍｏｗａ － 商品の品質向上と強化、色のデータ化による新商品の開発

福井県 野尻ケイク　スイーツストアー － 太りにくく〝罪悪感のない〟ロースイーツの新商品開発と全国展開

福井県 畑中機工 － 横型工作機械の備品新設による新たな部品加工製品の開拓事業
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福井県 又三郎商店 － 壁面を開口しショールームを設ける事業

福井県 パワースタッフ株式会社 2210001008135 シニア世代対象のカルチャー＆運動教室のＰＲ及びイベント事業

福井県 株式会社橋詰製粉所 1210001009217 勝山雪室を用いた、「勝山雪室熟成半生そば」のお土産品開発事業

福井県 株式会社ＯＳＬＯ 4210001017415 ＨＰの充実による薪消費拡大に備えた薪割機購入による生産強化

福井県 キタムラ企画 － 自社ホームページ作成よる認知度と受注数の向上

福井県 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｋ － ＷＥＢを利用したトータル的な広報事業

福井県 ＣＡＦＥ５２ － ＨＰやＳＮＳを利用したＷＥＢ広告による広報事業によるＰＲ

福井県 もてなし居酒屋みけそん － 新しいキャンペーン施策の周知と情報化への対応

福井県 Ｓｐｉｃｅ　ｂａｒ　ＱＵＩＬＴＨＯＵＳＥ － 福井県産素材を使ったスコーンや家庭料理の販路開拓と集客事業

福井県 Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　Ｌｏｕ － ホームページとＳＮＳを使った情報拡散による顧客獲得事業

福井県 Ｆｒｉｄａ － 安心素材の新メニュー提供による売上拡大・広報強化事業

福井県 ｃａｎｖａｓ － スノーピーク買取専門店及びテントクリーニングの販路拡大事業

福井県 チームラヴィング － 定期的な補正下着の試着イベント開催による販売促進事業

福井県 フラットホールディングス株式会社 7210001016158 ヘッドスパ機器の導入による来店頻度及び客単価向上事業

福井県 有限会社メディアリンクス 9210002004523 和式トイレの洋式化による女性顧客に優しい店づくり事業

福井県 ＵＰプロジェクト － 購入購読者の生活の質を向上するフリーペーパー発刊事業

福井県 古川電気工事 － 会社の信用アップのためのホームページ制作事業

福井県 株式会社ベストワーク 8210001004252 あなたの街をきれいにする塗替工事受注のための販路拡大事業

福井県 株式会社中村加工所 9210001002404 倒壊しにくいカーポートで安心・安全な暮らしを提案する事業

福井県 ｓａｌｏｎ　ｒｅｎｉ － ＨＰ作成

福井県 蕎麦Ｄｉｎｉｎｇ　一福 － 団体利用顧客獲得を図るための店内改装及び広報宣伝活動

福井県 さわやかカイロ － 動画マーケティングによる専門性ＰＲと、ＳＮＳを活用したネット集客の強化

福井県 林石油株式会社 8210001002842 「外車デビュー全力応援店」としての車両販売による売上拡大事業

福井県 ひびき整骨院 － 足専門外来の認知度拡大と靴購入依頼者ニーズ拡大の開拓事業

福井県 Ｐｅａｃｅ　ｎｏｖｅ － 付加価値向上に向けた最新メニューの提案と設備導入事業

福井県 株式会社ハクケン 1210001010711 昇華転写機導入によるオリジナルＴシャツ・グッズの販路拡大事業

福井県 有限会社セブンオート 9210002010389 前照灯試験機の導入による業務効率化と外注工程内製化

福井県 ＭＥＮ’Ｓ　ＺＥＲＯ － 新規顧客獲得に向けたＨＰ等作成による広報強化及び内装等の改修

福井県 株式会社やまちゃん 6210001017066 新たな取り組みへの集客を目指した広報活動による販路開拓事業

福井県 有限会社岩崎工務店 5210002010087 接客スペースの改装による顧客満足度向上とＰＲ事業展開

福井県 有限会社ホテヤ洋品店 4210002010658 パーソナルカラーの資格を活かした提案型販売による固定客獲得

福井県 株式会社ＩＮ　ＲＨＹＭＥ 7210001016901 緩和ケアスーツのＷＥＢ販売及び整骨院・接骨院への販路拡大

福井県 ロイズ － 付加価値向上に向けた設備導入と広報強化事業

福井県 ヘアーサロン　ｔｅｎ　タカギ － 新たな販路開拓の為のホームページ新規作成とチラシ制作

福井県 株式会社カネト 5210001010501 新たな販路開拓の為のチラシ作成とウェブサイトの刷新

福井県 ２　ｇｏ　ｃｒｅｐｅｓ － 新規事業に向けた宣伝広告
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福井県 きもの教室ゆるり － インドネシアでの着付け教室開設と着物の販路開拓事業

福井県 有限会社長兵衛 2210002011204 －６０℃超低温冷凍庫新規導入と広告宣伝強化による販路開拓事業

福井県 ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ　Ｅｐｉｃ　Ｄａｙｓ － テラスを利用した客席増設とイベントを通じた新たな客層の開拓

福井県 友食亭　あいびす － 観光客集客等販売強化に向けた販路拡大及びハード整備事業

福井県 株式会社しおそう商店 4210001017084 ギフト商品開発及び通販ギフト専用ページ作成による販路拡大

福井県 Ｂａｒｂｅｒ　ＥＮＡＭＩ － 若年層男性客の囲い込み強化に向けた店内改装および設備導入事業

福井県 有限会社大幸ハウジング 7210002010531 非住宅市場への遮熱工事提案に向けた分野別情報発信事業

福井県 養生デザイン － 新規顧客獲得に向けたＷＥＢサイトリニューアル等ＰＲ強化事業

福井県 株式会社かさしま 8210001012445 システムによる明朗会計の実践を軸とした潜在顧客へのアプローチ

福井県 小林印章堂 － 高付加価値商品の充実と新たな顧客層の開拓、店舗認知度の向上

福井県 株式会社灰甚 3210001011864 既存顧客の深堀の為の販促活動

福井県 株式会社いづみや本店 4210001011467 「何でも相談できるお肉屋さん」の実現

福井県 腸整Ｎｕｋｕ’Ｎｕｋｕ －
北陸地方で唯一の新サービス「腸整セルフマッサージスクール」の販路開拓
事業

福井県 アズエンジニアリング株式会社 7210001016471 自社ＨＰ開設による販路開拓事業

福井県 株式会社大沢印刷 3210001011501 ホームページ作成による販路拡大、ものづくりのまち福井のＰＲ。

福井県 宝珠工房　てんぽぅ － 新製品開発による販路拡大と顧客満足度向上事業

福井県 タナカ工業株式会社 1210001011742 経営資源の有効活用！ショールームへの来店動機の形成

福井県 株式会社れんてん 1210001017137 イベント出店時の際立つ店舗空間作り＆小口輸入事業の基盤構築

福井県 株式会社建山 4210001014882 建設ラッシュのリスクヘッジ＆業務の幅を広げて受注拡大

福井県 Ｌｕｍｏ － 新サービス提供＆トータルビューティの価値を顧客に発信

福井県 水間珈琲 － 店舗レイアウト再設計と大型看板設置による販売拡大計画

福井県 ゼブラ運転代行アルファ － 安心・安全の運転代行サービスの強化と取り組み内容の対外発信

福井県 ｒｉｋｋａ － 意匠建築拡販ＨＰ作成と、満足度向上・業務効率化へのＣＡＤ導入

福井県 鎌仁別荘 － 福井店の知名度・認知度アップからの販路開拓

福井県 ケーズガーデン株式会社 9210001017427 展示場の代替となる動画付き自社ＨＰの開設による顧客獲得事業

福井県 レストラン＆パティスリー　マイルイ － 課題をホームページリニューアルで解決！新規顧客獲得へ繋げる！

福井県 有限会社あめ利自動車 1210002011477 ポルトガル語対応ＨＰの開設による日系ブラジル人新規顧客獲得事業

福井県 真名鶴酒造合資会社 5210003000483 吟醸用洗米機・脱水機の導入による生産性の向上と高品質化事業

福井県 たんぽぽ訪問看護ステーション株式会社 9210001017030 介護サービスの差別化を図るための「低周波治療器」導入事業

福井県 フィットネススタジオビュート － 試着サンプル導入による見込客の試着率向上及び購買意欲喚起事業

福井県 結乃樹屋 － 林業造園分野の顧客層の拡大と、残材有効利用のための体制整備

福井県 横田建設株式会社 7210001009962 子育て世代をターゲットとした不動産専用ショールームの開設

福井県 株式会社ウスイモータース 6210001010203 タイヤネット通販を利用した新規顧客獲得のための接点作り

福井県 ごはん屋ごっつお － 観光客へのおもてなしの提供による満足度の向上

福井県 ギャオポン合同会社 2210003001138 恐竜王国（福井・勝山）の魅力をお土産商品を通じてＰＲする事業

福井県 株式会社東野東吉織物 7210001010227 国内外販路開拓への多言語対応ホームページ作成とパッケージ開発
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福井県 株式会社啓 8210001010093 子供用入園グッズ専用サイトの立ち上げによる売上拡大事業

福井県 株式会社安田電工 5210001014683 雪国の「ゼロエネルギー屋根融雪システム」の提案による販路拡大

福井県
Ｍｅｎ’ｓ＆Ｌａｄｙ’ｓ　ＢａｒＢｅｒ　ＴＡＫＩＮＡＭ
Ｉ

－ 女性を専門としたトータルサービスを提供する女性専用空間の設置

福井県 有限会社厨ぼうず 9210002009992 観光資源（恐竜博物館、白山平泉寺）を活用したお土産品開発事業

福井県 五葉館薬局 － 漢方専門の女性薬剤師による伴走型健康サポート＆商圏拡大事業

福井県 ＨＡＫＵ － 店舗イメージ向上による新規およびリピート率向上事業

福井県 有限会社せいわ箸店 1210002013795 売掛金管理ソフト導入による六角知能箸販売先２０００件獲得計画

福井県 お食事処みつや － トイレリフォームによる清潔感向上および売上機会向上計画

福井県 スタイル・オブ・ジャパン株式会社 3210001014215 国産間伐材活用型若狭塗箸のノベルティサイトを通じた販路開拓

福井県 若狭明販有限会社 2210002014017 牛乳屋ができる地域の利便性向上と社屋補修事業

福井県 オバマ薬局 － 店舗ＰＲ強化による認知度向上および経営力向上事業

福井県 タネまきデザイン － ＳＤＧｓで新規顧客の開拓をする「サスティナブルカフェ」事業

福井県 Ｗｉｎｄ　Ｂｅｌｌ － 新規顧客獲得と店舗魅力度向上のための改装事業

福井県 岸田産業株式会社 7210001013931 新規売上３，０００万円達成を目的としたヤフーショッピング出店

福井県 旬彩厨房　吉のぶ － 座敷席からテーブル席への改装による新規客層の獲得事業

福井県 Ｐｅａｃｅｆｕｌｌｙ － ペットロス軽減のためのメモリアルグッズ開発と店舗認知度向上事業

福井県 株式会社晃梅 9210001012849 眼鏡専門サプライヤーの販促ツール作成、展示会出展による拡販

福井県 株式会社曽明漆器店 5210001013017 青い食器のブランド力強化による類似品防衛策とパケ買い促進事業

福井県 有限会社山内うるし工芸 5210002013503 「漆工芸×デジタル技術」アクセサリー開発・ＤｔｏＣ販路開拓

福井県 有限会社はやし 8210002013260 「何でも相談できる街の呉服屋さん」の新規顧客開拓事業

福井県 神明塾 － 北陸初となるアクティメソッド式子ども英語指導方法のＰＲ事業

福井県 株式会社あすなろジム 3210001017192 女性・高齢者の顧客獲得のための本格トレーニングマシンの導入

福井県 株式会社ＫＡＺ 5210001013628 眼鏡部品自社一貫受注のためのプレス部門の設置

福井県 ＴＯＭＡＲＴ：ＰｈｏｔｏＷｏｒｋｓ － 新規ＷＥＢサイト制作事業

福井県 ＬＡＳＨ　Ｃｏｕｔｕｒｉｅｒ（ＣＯＡ　ＬＡＳＨ） － 幹細胞化粧品・商材を使用した幹細胞エステの販路開拓

福井県 有限会社ふげつ 2210002013357 ホームページリニューアルに伴う時代に合った茶道具の販売促進

福井県 木村金属工業株式会社 2210001012797 自社で製造したチタン製ピアスの販路開拓事業

福井県 高橋工芸 － 自社の塗装技術ＰＲのための自社ウェブサイトと色見本の作成

福井県 有限会社岸本機料店 1210002012896 繊維機械に特化した他にないホームページ作成による販路開拓事業

福井県 布遊の風 － ネットショップ　和の洋服を楽しむＷＡＮＯ！立ち上げによる販路拡大

福井県 合同会社ナチュラル 6210003001134 さまざまな障がい特性を生かしたオリジナル商品の製作と発信

福井県 テクノワープ株式会社 1210001013086 Ｗｅｂサイトリニューアルによる新規顧客獲得

福井県 株式会社井波木材 2210001017557 製材事業における収容量増加と作業効率化がもたらす販路の開拓

福井県 株式会社五十嵐造林 9210001017204 本格的な薪ストーブ用燃料の販売開始による経営体質向上事業

福井県 Ｓｏｗｅｌｌ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ － ＨＰ改修及び案内状事前送付による展示会における成果の最大化事業

福井県 株式会社大志創建 8210001015786 一般家庭向けエクステリア事業立ち上げに伴うＨＰ作成事業
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福井県 三六酒場まるこめ － ＳＮＳと連動したＨＰ構築による限定メニューへの集客力付加事業

福井県 株式会社吉﨑鈑金 5210001016374 ＷＥＢサイトで安心信頼を獲得！見積り予約フォームで売上ＵＰ！

福井県 Ｔ’ｚ　トレーディング － 東洋系住民が多い米国西海岸での展示会出展による販路拡大事業

福井県 株式会社ＧＡＮＫＹＯ 9210001014837 福井駅前店オープンを契機とした県外顧客獲得事業

福井県 ＴＲＵＭＰ － “シズル”を魅せるＨＰへのリニューアルによる顧客獲得事業

福井県 株式会社コスメティック美香 8210001013534 試着サンプルの導入による高級インナーウェアの販売促進事業

滋賀県 株式会社ＣＯＣＨＩＳＭＡ 1160001020385 既存及び未開拓エリアにおける認知度アップによる新規顧客獲得

滋賀県 ベティブーフ － 生きているうちに感謝の気持ちを伝える「生前贈花」を推進する。

滋賀県 株式会社大津創寫舘 9160001017663 こども写真館としての認知度アップによる新規顧客獲得

滋賀県 有限会社平井商店 9160002001501 夏の製造品質を製氷機で解決し新鮮なスパークリング清酒で差別化

滋賀県 しゅう整体院 － 産後骨盤ケア・ヘルシー耳ツボダイエットの販路開拓

滋賀県 株式会社ＦＭおおつ 7160001020041 インターネットサイマル放送化事業

滋賀県 モーニングカフェ　フジタニ洋品店 － カフェとしての認知度・魅力アップによる新規顧客獲得

滋賀県 株式会社八坂興産 2160001015120 国内客へのスマホ版公式ホームページ改修による販売拡充

滋賀県 有限会社鶴里堂 2160002000451 「自家製餡にこだわる和菓子屋の認知度向上による新規顧客獲得」

滋賀県 食まちアグリゲーション － 店舗の常設化による弁当・惣菜事業の販売促進

滋賀県 有限会社清元楼 9160002000560 老舗の味を広めるキャンペーンの実施を通じた新規顧客開拓

滋賀県 有限会社半邊工務店 1160002002192 １０年後の理想の暮らしをイメージできる家づくりの提案

滋賀県 真郷精機株式会社 1160001004462 広告とホームページの連携活用による切削用ホルダー全国直販事業

滋賀県 株式会社Ｋｏｉｋｉ 9160001021302 ３０～５０代の女性向けプロモーションの促進による新規顧客開拓

滋賀県 フォルツァ － 業務効率化と発達支援のプロとしての教室認知による新規顧客獲得

滋賀県 ティーズネクスト株式会社 9160001021013 自社光学設計技術を生かした商品試作開発による新規顧客獲得

滋賀県 アトリエ　グングニル －
①オーダー制作ページの追加②ＨＰサーバ移設・ＳＳＬ設定③ショップカード
印刷

滋賀県 株式会社エーグッド滋賀 7160001004762 プログラミング教育を行う学習塾として新たに小学生を集客する

滋賀県 Ｗｅｌｌｂｅｉｎｇ　Ｓｐａ　＆　Ｓｃｈｏｏｌ　ひまわり － 女性の起業を支援するスクール事業

滋賀県 ＳＡＫＵＳＡＫＵ － オーガニックランチ・お弁当販売及び料理教室の新規顧客獲得事業

滋賀県 株式会社井之商 8160001000141 ＤＭ発送による体感会来場促進と販売促進活動の「仕組み」づくり

滋賀県 有限会社上又畳産業 5160002000226 オリジナルの畳へり開発とプロモーションを通じた販路開拓

滋賀県 ビュキュア － ブライダルネイルからの美意識向上計画で顧客満足度と売上ＵＰ

滋賀県 ｉｒｕｔｏｃｏ．福井栄里二級建築士事務所 － 顧客ニーズがわかる会社としての認知度アップによるファン獲得

滋賀県 やまもと税理士事務所 － 「社外ＣＦＯ業」を行う税理士事務所の周知による新規顧客獲得

滋賀県 Ｋｉｒａｒａ　音楽事務所 － 差別化を図りたい事業者向け生演奏提供サービス事業の販路拡大

滋賀県 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　Ｐｅａ － こだわりのワインとコーヒーが味わえる店舗のＰＲと集客力アップ

滋賀県
スカイオーシャンキャピタルパートナーズ
合同会社

3160003001621 ソフト導入により実現する、新サービス提供を通じた新規顧客開拓

滋賀県 京進スクール・ワン浜大津教室 － 広告宣伝と内装充実による認知度・満足度アップで安定経営化

滋賀県 有限会社麸前 3160002001580 びわこ産ヨシを使用した地域産品【ヨシ麸】の製造とブランド化
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滋賀県 ふわりでざいんわーくす － ニューボーンフォト助産師と一緒プランの認知度アップと顧客獲得

滋賀県 株式会社ヤスオン 1160001018198 見込顧客獲得のためのコミック動画を使用した販路開拓

滋賀県 ＬＡＰＥＬ － 独自のダメージレス施術を行う美容室の認知度向上による顧客開拓

滋賀県 思ひで酒場　より道 － 古き良き昭和レトロ風情漂う飲み屋の客単価・顧客満足度向上

滋賀県 Ｂｌｉｎｋ － 理美容師用シザーケースの生産効率化・販路開拓

滋賀県 ここいろ保育園 － 大津市認可小規模保育園としての認知度アップによる新規園児獲得

滋賀県 コーヒー＆ピザタイムこめか － 地域の珈琲専門店としての居心地のよさの追求によるファンづくり

滋賀県 一哲合同会社 3160003001365 半個室を活かした「もんじゃアートサービス」等の開発・販路開拓

滋賀県 Ｃ．（シードット） － 女性顧客が求める質の高いヘアケアとシェービングメニューの強化

滋賀県 米と大地 － 地域の農業としての認知度アップによる新規顧客獲得

滋賀県 株式会社クラスタ・テック 8160001007657 海外販路開拓に伴う取扱説明書及びサービスマニュアルの英文翻訳

滋賀県 ＷＡＣＣＡ － 着付けスペースを充実させ「女性達のトータルビューティ」を実現

滋賀県 メンズグルーミングサロン　ＺＥＸＩＡ － 女性理容師が行うメディカルヘアサロン事業のためのスカルプケア機器導入

滋賀県 フィジオ － 顧客拡大を目指し選ばれる店舗へ！経営効率化に繋げる店舗改装

滋賀県 株式会社エース物産 2160001019261 贈答品への販路開拓

滋賀県 ＳＴＵＤＩＯ　Ｔｅｔｌ － 機能回復型ジム開設に向けての認知度アップと新規顧客獲得

滋賀県 ヘアーサロン　Ｔｒｅａｓｕｒｅ － 商品販売による売上向上と地域の方に満足いただける店づくり

滋賀県 ネイルサロン　ＢＩＫＫＹ － エステサロンとしての認知度アップによる新規顧客獲得

滋賀県 株式会社ＶＯＣＥ 6160001018210 高齢者にも見やすいホームページで生きがいやりがいを発信し集客向上

滋賀県 有限会社ふれあいサポート 6160002006940 プラットホーム＆スロープの補助パーツ作成事業

滋賀県 有限会社小川ヤ 4160002006331 ホームページの作成とその周知による地元での認知度向上

滋賀県 鍋庄商店 － “観る、食す”ことで、販路開拓と新規顧客獲得を目指す

滋賀県 有限会社関工作所 3160002008262 滋賀唯一！ユーザーに優しい仏壇ネットショップ制作事業

滋賀県 株式会社近江屋 8160001008110 滋賀県初！外車の福祉・介護車両改造による顧客開拓事業

滋賀県 北村畳店 － デザイン性の高い薄型縁なし畳のインターネット広報事業

滋賀県 大工　穐元 － 総合的なプロモーション力強化による販路拡大事業

滋賀県 株式会社明和 3160001008825 ◆商品パッケージ及びホームページリニューアルによる販路拡大

滋賀県 Ｈａｉｒ　Ｒｅｎａｉｓｓａｎｃｅ　モモ － 理美容登録店だからできる予防美容とシェービングによる集客事業

滋賀県 Ｔｉｒａｒｅ　Ａｇｒｏ株式会社 6160001015125 ホームページ新設による店舗間連携の強化とブランディングの進化

滋賀県 株式会社ムーヴテック 5160001009160 新規顧客獲得及び人材確保の為のホームページ再構築事業

滋賀県 株式会社アーバーライフ 7160001018184 ウェブサイト広告活用による販路拡大

滋賀県 佐々木工務店 － リノベーション住宅の情報発信による販路開拓

滋賀県 ＣｏＣｒｅａｔｉｏｎ合同会社 8160003001427 リングノートの需要拡大に伴う生産性ＵＰと販路拡大事業

滋賀県 株式会社やまもと 4160001019664 女性客へ安心・安全と美容・健康を提供するもつ鍋屋展開事業

滋賀県 有限会社双葉荘 7120002004773 真空包装機の導入に伴う高品質な鴨商品の安定供給による販路開拓

滋賀県 株式会社ＮＩＫＥ 5160001019655 彦根から発信、新たな戦略で取り組む新規顧客獲得
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

滋賀県 株式会社アズーロ 8160001020767 ＴＶ番組でのプロモーションによる美容健康ジェラートの販路開拓

滋賀県 株式会社メガネのハヤミ 8160001009570 ＥＣサイト販売システムの大幅リニューアル

滋賀県 有限会社滋賀飲料 4160002008204 ご当地キャラのスリーブを活用した新商品開発による販路開拓

滋賀県 株式会社ＧＡＬＬＥＲＹ空 2160001016713 店舗施工特集記事掲載並びにＴＶ番組での商品紹介による販路開拓

滋賀県 Ｌｕａｎａ － ホームページ作成による施術内容の発信と新規顧客獲得

滋賀県 きものの華匠 － 振袖レンタルのネットショップで商圏を日本全国へ拡大

滋賀県 Ｋｅｉｚｏ － ホームページの拡充による来店客数及び売り上げの向上

滋賀県 楽座 － ２０周年記念　楽しく座れる「楽座」店舗リニューアル事業

滋賀県 姉川鍼灸整骨院 － ホームページの開設でからだのお悩み解消・収益ＵＰ事業

滋賀県 ＣＯＭＭＵＮＥ（コミューン） － 高島ちぢみを使った新商品のブランド確立と展示会への出展

滋賀県 株式会社裳美苑 1160001008380 着物文化を発信！ＳＮＳでの営業力強化と顧客囲い込み戦略

滋賀県 福から － からあげ専門店が作るバスクチーズケーキ販売による販路開拓

滋賀県 ＣＨＡＳＥ（チェイス） － 琵琶湖バス釣りガイドのＩＴ導入による販路拡大と業務効率化

滋賀県 ゲストハウス縁 － フランス人をビワイチに！インバウンドとのダブル効果で売上ＵＰ！

滋賀県 京料理　宮前 － ラッピングバス広告ＰＲによる婚礼利用者増加による新規顧客獲得

滋賀県 有限会社ウィル 4160002010408 海外への情報発信を通じた、インバウンド集客の実現

滋賀県 中川　政昭 － 健康寿命の延伸に寄与する生薬の販売促進

滋賀県 株式会社テクロム 3160001010855 チューブコンディショナの関東圏への販路拡大事業

滋賀県 ＲＯＳＥ＋（ローズプラス） － 布製の花で作る楽しみを！体験型のアトリエを広めて人の集う場に

滋賀県 ＨＡＩＲ　ＭＯＤＥ　ＴＯＫＯＲＹＯ － 自然に優しい花ｔｏ根プロダクト　動画　デザイン

滋賀県 株式会社松村 7160001010983 ＷＥＢ＆看板の相乗効果によるメンテナンス事業の認知度アップ

滋賀県 南光有限会社 7160002010743 ラーメン店自慢の炭焼き焼豚をネットで販売して新規顧客獲得

滋賀県 小川建築 － ＷＥＢサイトを作成し新規顧客獲得による売上向上

滋賀県 種吉商店 － 種苗店の挑戦　ハウスでの温度管理による品質向上で掴む客層の拡大

滋賀県 株式会社フローリストマリカ 1160001018504 店舗イメージリニューアルによる販路拡大事業

滋賀県 ながおか農園 － 新商品開発で毎日のサラダをもっと美味しく、もっと楽しくする！

滋賀県 ピッツァカンパチーノ － あつあつ！モチモチ！本格石窯焼きピザを１コインで届けたい！

滋賀県 個別指導ｅ・ステージ － 塾長の熱血指導をチラシによって伝え、入塾生の拡大を図る。

滋賀県 近江の野菜食堂 － 自由な発想を活かした生産強化とＳＮＳ映えする販売手法への挑戦

滋賀県 株式会社奥村佃煮 1160001010667 湖魚を救え！沖島の漁師だけが知っているおいしさを新商品に！

滋賀県 有限会社魚庄 1160002010402 地方銀行フードセレクションへの出展

滋賀県 ＴｒｉｐｌｅＷｉｎ － 画期的！ＵＶプリンターで市場のニーズに応えて新規顧客獲得！

滋賀県 有限会社ラビットハウス 8160002010916 近江八幡の夢とロマンを秘めた「引き札」グッズの開発と展開

滋賀県 Ｈ９ － 「植物と暮らす」を実現するお店作りで新規顧客の獲得を目指す

滋賀県 有限会社シャロン農園 3160002010598 滋賀県初！独自栽培による高級ブドウのブランド確立で売上アップ

滋賀県 ＢＵＺＺ　ｃｕｔ　ｃｌｕｂ － アメリカ発祥バーバースタイルを滋賀県の１０～２０代へ発信する事業
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滋賀県 魚萬 － ハラル対応・テーブル対応による外国人労働者の獲得事業

滋賀県 ロコジラフ － 本格石窯を生かした高齢者層向け新商品の開発と快適空間の創出

滋賀県 呑み喰い処まっさんち － 深夜営業に伴う店舗環境の整備及びチラシの配布

滋賀県 旬菜旬魚　なか村 － 深夜利用客に向けた店舗の環境整備

滋賀県 株式会社ＧＲＩＴＣＨ 5160001021504 高齢化する地域の農地を守るための農作業請負事業

滋賀県 有限会社ダイゴ食品 7160002009653 ＢｔｏＣ（工場直売）に対応するための広告事業と外観整備

滋賀県 畑酒造有限会社 3160002009772 麹造りの見直しによる新商品開発

滋賀県 万葉ロマンの里　乙畔 － 万葉ブームで増える高齢観光客に対応した座敷のイス席化事業

滋賀県 ＰＯＬＡ　Ｌｕｍｉｅｒｅ － 店舗看板刷新がもたらす視認性向上によるブランド価値の有効活用

滋賀県 岩井亭 － 「近江牛太子そぼろ」の商品開発と販路開拓

滋賀県 エフライズ株式会社 7160001021188 楓江庵の告知訴求の為のプロモーションの実施

滋賀県 カーファクトリー坂田屋 － 出張サービスの充実とプロモーションによる高齢者の顧客獲得事業

滋賀県 有限会社くすりのエンゼル 3160002009500 新たなダイエットニーズに対応した販路開拓事業

滋賀県 Ｈ．Ｂコミュニケーションズ合同会社 7160003001650 業務用アイスクリームの製造による販路拡大

滋賀県 魚繁大王殿 － 琵琶湖固有種（琵琶湖八珍）の商品化による滋賀ブランド構築

滋賀県 喜多酒造株式会社 8160001009851 海外輸出のための①海外向け高額商品開発②英語対応自社ＨＰの作成

滋賀県 合同会社ＨＴＳ 7160003000652 難関校対策に特化した数学専門コースの開設

滋賀県 ナジャフ　ジャパン － エクステリア事業から顧客接点増加のために小売業へのチャレンジ

滋賀県 かわしま石材 － 展示場裏側への壁面看板設置による地元住人への認知度向上事業

滋賀県 山田ため畳店 － 畳の乾燥サービス（メンテナンス事業）の開発

滋賀県 ビジネス旅館はざま － 新規顧客獲得のための宣伝強化（ホームページリニューアル）

滋賀県 ミヤケ・コンサルティングオフィス － 滋賀湖南地域を創業のメッカとするコンサルティングの高付加価値化

滋賀県 株式会社ルークラン 7040001025300 展示会出展による自社ブランド品の新規販路開拓及び売上向上計画

滋賀県 キムラテック － ドローンによる太陽光パネル点検事業

滋賀県 株式会社メディカルフロント 8160001017350 化粧品・化粧雑貨の新商品の販路開拓と販売拡大

滋賀県 コミックパラダイス － 看板改修とフラットブース導入による来客数増加と滞在時間拡大

滋賀県 オアシスブライダル － 男性顧客を『傾聴婚活＋エグゼクティブ婚活』で獲得！

滋賀県 ラック鍼灸整骨院 － シルバー世代にも見やすいスマホ対応サイトを制作し集客を図る

滋賀県 ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ － 自店サイトの設置とチラシ作成・新聞折込配布、店頭電飾看板設置

滋賀県 株式会社和み 7160001020586 トイレバリアフリーで高齢者対策！テイクアウト開発で売上ＵＰ！

滋賀県 株式会社ライフロングスポーツしが 8160001021014 ストレッチに関するチラシを使った来店数増加

滋賀県 鍼灸施術所誠療庵 － ホームページのリニューアルによる当院の不妊鍼灸治療の広告宣伝

滋賀県 株式会社駅前米屋 5160001014615 米屋ではなく‘米文化屋’。思いを「物語る広報」で販路開拓

滋賀県 しが草津ボクシングジム － 元プロボクサーによる本格派ボクシングジムの販路開拓事業

滋賀県 有限会社中野酒店 7160002012277 相談カウンター設置と特定名称酒角打ちによる日本酒販路拡大事業

滋賀県 アンチエイジングサロン　ＲｅＦｏｒｃｅ － 販促環境・設備の充実・新商品導入によるエステサロンの販路拡大
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滋賀県 ２Ｂ：ＷＯＲＫＳ － カタログと動画を用いた既存顧客の購買意欲の刺激と新規販路開拓

滋賀県 パティスリー　フラブール － マカロンの認知度アップとギフト強化の新規顧客開拓

滋賀県 合資会社テクノ・ウエニシ 6160003000760 窓広告リニューアル・チラシ配布及び新授業による販路拡大

滋賀県 パレスチナ・アマル － ガザ発、国連アパレル・ブランド等の商品開発とブランディング

滋賀県 リバティフォト － ニューボーンフォトをメインとしたイベント撮影の販路拡大

滋賀県 株式会社レッドペンギン 5160001020290
弊社フレームワーク（ＲＰ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）を利用した請負開発事
業。

滋賀県 有限会社長谷江州寿司 9160002012333 販路開拓と認知度向上へ向けた広報活動と演出型メニューの導入

滋賀県 Ｌｕｒｅｓｈｏｐ　ｒｉｐｒａｐ － 当店オリジナルルアー＆ロッドパーツの製作・販売で売上向上！

滋賀県 Ｂ．Ｃ　Ｓｔｙｌｅ － 顧客対応・ビジネスマナー研修の事業拡大による自社ＨＰの開設

滋賀県 Ｖｅｇｅ　Ｌｉｆｅ － 直売所新設及び新看板での新たなる顧客獲得

滋賀県 株式会社びわこパール 7160001018127 びわこパール海外販路拡大のためのテストマーケティング事業

滋賀県 ｒｏｏｍ５８２　ｍａｍａｇｏ　ｓｈｉｇａ － ウェブサイトとパンフレット作成、認知度アップに販路拡大

滋賀県 ポン酒と四季の炭焼ＯｒｉＯｒｉ－おりおり－ － ラクレットチーズメニュー・コースの導入及びそれに伴う電気工事

滋賀県 スールポッシュ － オリジナル焼き菓子の増産による新たなファンづくりの取り組み

滋賀県 ＲＥＧＯＬＩＴＨ － ホームページ・新規獲得のためのチラシ・販促カード制作

滋賀県 株式会社ウェザーリポート 2160001016044 オリジナル家具の卸販売による販路拡大事業

滋賀県 株式会社ハコデザインプランニング 9160001019247 空き家に価値を吹き込むマンションリノベーション事業の拡大

滋賀県 だいこく税理士事務所 － 起業家特化型税理士事務所としてのサイト構築による「販路開拓」

滋賀県 有限会社結（むすび） 4120002063780 船橋市内での訪問歯科診療の啓蒙と普及活動、運営サポート

滋賀県 エブリィー整骨院 － 湖南初！３０～４０代の女性顧客が安心して利用できる環境整備

滋賀県 株式会社Ｉ．ｍａｒｋｅｔ（アイ．マーケット） 1160001019386 資材保管庫兼展示場の導入による利益率向上と販路拡大

滋賀県 株式会社いと 7160001017327 プロのニーズに応えるエディブルフラワーブランディングと販路拡大

滋賀県 吉川行政書士事務所 － 相続案件の受注アップを目指す行政書士の認知度向上事業

滋賀県 株式会社ＣＯＴＴＯＣ 7160001019793 シニア創業者の取込のための積極的プロモーション事業

滋賀県 株式会社滋賀フーズ 3160001016423 「近江牛カレーパンのブランディングと安心安全確保による販路拡大」

滋賀県 ストレッチ×整体　ＨＯＰＥ － 学生に向けた姿勢改善プログラムによる学力・運動能力の向上

滋賀県 からだ元気治療院心陽守山店 － 後期高齢者の方々向け訪問型鍼灸治療サービスの認知度アップ事業

滋賀県 ウィル鍼灸整骨院 － 通りすがりからの認知度アップのための看板事業

滋賀県 京滋ピアノ調律 － 地域唯一の民間音楽ホールを次世代に引き継ぐ取り組み

滋賀県 あいわ － 「起立性調節障害改善整体コース」をインターネットで広報

滋賀県 ｄｅａｒ　Ｓｉｇｎ（ディアサイン） － 女性による女性に向けた「女性のための車屋さん」の認知と確立

滋賀県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｇｉｖｅ　ｃｈａｒｍ － 新たな美容室ニーズに対応する為の宣伝活動と新メニュー導入事業

滋賀県 有限会社おしゃれサロンツジ 2160002013841 地域の高齢者を元気にする、居心地の良いお店づくりのための取り組み

滋賀県 ショコラナビ － 職人製高級チョコレート専門ＥＣ事業の顧客開拓と拡販体制整備

滋賀県 らーめん一護 － 中高年層とファミリーを取り込む濃厚豚骨スープの開発と販路開拓

滋賀県 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ａｄｖｅｎｔｕｒｅ　Ａｃａｄｅｍｙ － 未来のグローバルリーダーを育てる英会話スクール認知度向上
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滋賀県 合同会社Ｓｔａｎｄ　Ｂｙ 7160003001700 経営相談のワンストップ型サービス等周知による顧客獲得事業

滋賀県 ＳＨＩＮＥＳ　ＮＡＩＬ － アスリートの為のネイルケアの導入による収益ＵＰ

滋賀県 株式会社ＨＯＲＳＥ　ＪＡＰＡＮ 9180001108758 フライボード・ウェイブボートの顧客獲得のための広告宣伝

滋賀県 植物屋ＨＡＴＯＮＥ － 利益増加、仕入れ額低下、栽培技術向上等のためのハウス新設事業

滋賀県 株式会社フロル 6160001014804 ＨＰのスマートフォン対応化事業及びプロモーションＣＤ作製事業

滋賀県 株式会社翠泉 5160001016859 翠泉の強みを活かしたインバウンドへの販売拡充

京都府 ＡＣ　Ｂｉｏｄｅ株式会社 1130003003944 中間電極による世界初独立型電池交流化と特殊電気回路の開発

京都府 株式会社ＣＯＯＬＫＮＯＴ　ＪＡＰＡＮ 1130001058809 結ばなくてもいい靴ひもの販売拡大のための知名度・販売数向上

京都府 アランシア － 急速冷却機ブラストチラーの導入による喫茶店への販路の拡大

京都府 株式会社京都絞美京 1130001057736 京鹿の子絞新製品発信のための新規文化体験事業の構築

京都府 整体わのや － Ｏ脚矯正メニューＰＲのための専門ＷＥＢページの作成事業

京都府 マッシュアップ不動産販売株式会社 2130001057066 不動産任意売却の相談窓口を看板設置、チラシ配布で認知度アップ

京都府 株式会社松尾温泉京料理鳥米 4130001008694 プレハブ冷蔵庫の導入による名物「活鶏水煮」の通信販売の実現

京都府
株式会社ドリームサポート総合保険事務
所

9130001062068 ホームページ活用による広報活動強化事業

京都府 株式会社ゴデスクリエイト 1130001029594 ＩＴ活用で工務店が発展する支援ツール・ＨＰ－ＰＳ販路開拓事業

京都府 株式会社ビー・エッチ 3130001028157 美容師向けのハンドケア商品開発による売上向上計画

京都府 富宏染工株式会社 2130001021831 ＩＴ活用で「工房体験」の認知向上および店舗集客の取り組み

京都府 ｄｅｃｏｒａｒｅ － 新規商品の投入と出展エリアの見直しによる販売のさらなる拡大

京都府 合同会社アドエア 1130003003845 ドローン用パラシュートの市場開発

京都府 畠山翠蒼園 － 海外ネット販売のサイト構築と販路開拓

京都府 甘味カフェふらっと － 和のしつらえとメニューで外国人客を誘引する店頭サインの制作

京都府 株式会社ＨＭＫ　ＴＲＡＤＩＮＧ 7130001053853 ホームページ作成による自社ブランドウェブショップの開店事業

京都府 株式会社ＨＡＲＶＥＳＴ　ＨＩＬＬＳ 9130001028531 ＨＰの刷新による情報発信力の強化と、販路開拓・新商品の開発

京都府 ＮＡＹＡ　ＣＲＥＡＴＩＶＥＳ － サンプルプロモーションムービー制作事業

京都府 グリルにんじん株式会社 8130001051377 コンサルタント起用による本格的な洋食レトルトパックの販路開拓

京都府 伏見一心整体院 － 脳梗塞自費リハビリ導入における社会復帰に向けた取り組み

京都府 有限会社アキノヤ印房 2130002015510 顧客にとって分かりやすい商品展示と印章製作が出来る店舗改装

京都府 田中そろばん塾 － デジタル珠算教材の導入による授業の質の向上と自己肯定感の育成

京都府 西洋茶屋　山本 － 五感で楽しむデザートコース提供のための設備導入と情報発信

京都府 佐藤織物株式会社 9130001003022 伝統産業「西陣織きもの」を直接消費者に！販売システムの構築

京都府 株式会社キューブエイチ 3130001040228 情報発信強化による塾生増及び教室改修工事による顧客満足度向上

京都府 もとやま畳店 － ワンランク上の畳を求める顧客の潜在市場開拓事業

京都府 関西畳工業株式会社 3130001016161 個人顧客開拓のための『令和元年草の根作戦』

京都府 株式会社クリエイティブコバコ 7130001052046 販売員向けラッピング教室を通信教育化し売上増加と利益率アップ

京都府 ゴボウキカク － 伝統工芸関連事業者の提案力向上・事業者間連携を図る展示会事業

京都府 Ｋｉｙｏ　ｔｏ－ｂｏ株式会社 5130001059571 既存のＥＣサイト改修による清水焼の販路拡大
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平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 かさはら社会保険労務士事務所 － 中小企業に特化した人手不足を解消する採用コンサルティング

京都府 日本料理　北山　そわか － 冷蔵ショーケース導入によるお土産販売の強化

京都府
癒し空間　サロン　すいれん　烏丸御池
駅前

－ 周辺地域へのチラシ配布とネット広告により新規顧客獲得

京都府 京なか株式会社 5130001060430 地域密着型・ＩＴサポートで潜在ニーズを掘り起こし、広報支援

京都府 株式会社アンビアンス 1130002000109 顧客認知度と集客力向上のためのブランド戦略と管理ソフト導入

京都府 株式会社京正 6130001004626 強固なリピーターとなる拠点作りと新規顧客開発拠点運用事業

京都府 Ｋｅｙ＆Ｄｏｏｒ － ＩＴ戦略導入による「占い事業」の新たな販路開拓

京都府 株式会社アイトーン・ディレクションズ 3130001058542 ワークスタイルに寄り添うコーヒー豆のブランディング及び販促

京都府 株式会社バロックワークス 8013301031110 結婚式二次会幹事代行「２次会チャンネル」コンテンツＳＥＯ強化

京都府 ことのは園藝研究所 － モスペットライセンスの全国展開に向けた東京ギフトショー出展

京都府 ｉｅｒｉｂ － 日本の伝統ある草木染めを使ったメンズウェア開発

京都府 株式会社デザインハウス風 8130001005143 間伐材を原料とする原木染を施したプリントテキスタイルの開発

京都府 株式会社ペコリス 8130001063034 ネット集客を目指すお店へ届け！ネット広告利用拡大プロジェクト

京都府 フジキパワーステーション － ドローンを使った動画撮影及びＳＮＳを使った事業展開

京都府 株式会社ａ　ｃｒｅａｔｅ 8130001061715 ペアリングで未開拓のおいしいお酒と料理をもっと広めたい！

京都府 株式会社津乃吉 2130001009471 「小売売上高を２０２０年５月期決算時までに７５０万円に」

京都府 Ｐｅａｃｅ　ｏｆ　Ｈａｉｒ － 理美容室に行けない方への出張理美容サービスの拡充

京都府 ＴＨＥ　ｄａ　ＶＩＮＣＩ　ＣＯＡＴ　１８９３ － 国産の高品質の生地・縫製によるコート等の商品開発・販路開拓

京都府 ぷくすけ － 新店舗リニューアルオープンに伴う販路開拓事業

京都府 洛景工房株式会社 2130001053998 カフェと物販の融合　京都での雑貨販売の新集客法による売上拡大

京都府 タイヨウネクタイ株式会社 3130001003283 テキスタイル事業部立ち上げ及びそれに向けた商品開発と広報活動

京都府 富士抵抗器株式会社 4130001005386 ホームページのリニューアル・カタログの新設による販路拡大

京都府 株式会社ピーエスエル 5130001058334 医療機関向けデジタル及び印刷物による告知広報事業計画

京都府 株式会社伍彩菓 8130001062390 北野ラボブランド向上のための多品種・高品質ジャムのネット販売

京都府 エミヤ美容室 － シニアを美しくするサービスの提供と来店しやすい店舗の環境整備

京都府 吉川染匠株式会社 9130001004078 着付け不要の新キモノのカタログ制作と新商品開発と新サイズ展開

京都府 醍醐窯 － 在庫置場をショールームへの改装による販路拡大計画

京都府 ＢＲＯＷＮＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ － 親子で英語を楽しむベビークラス開講のための教室整備事業

京都府 株式会社西尾製作所 3130001013126 学術的標本模型製作技術の世界への営業活動

京都府 異骨相寿司株式会社 1130001063445 「うなぎ棒寿司」の認知度向上による新規顧客獲得

京都府 税理士法人イデア 4130005012932 経営指標ツール「チャレンジ・ブック」作成・配布による顧客拡大

京都府 紅椿それいゆ － 第一回　伝統工芸展　技・手仕事の秋（仮称）　大本山東福寺

京都府 大東寝具工業株式会社 8130001014937 快眠の総合カタログと展示会出展で睡眠のハイエンド市場を開拓

京都府 寝装品の店　いとうてる － 効率的に広報を行うための広報媒体比較検証

京都府 有限会社イシダ製作所 6130002010474 世界最軽量リゾネーターギター・リゾネーターウクレレの販路開拓

京都府 季縁（ＫＩＥＮ） － 着物を使ったドレスの海外での販路開拓
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平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 おきやま鍼灸接骨院 － 子宝整体・鍼灸・ファスティングを経営の柱とする広報事業展開。

京都府 有限会社フォレスト 5130002006028 「売上アップのための新たなメニュー展開と顧客への販売促進策」

京都府 株式会社祥桃舎 9130001056846 ＷＥＢ広告を使用した販路開拓

京都府 株式会社ＴＨＥ　ＮｅＯ 5130001050431 インターネット広告で電動アシスト自動車の知名度と売上高向上

京都府 株式会社ＦＯＵＲ　ＲＯＯＦ 6130001064125 ＨＰ制作によるＷｅｂ集客からの新規顧客の獲得

京都府 ののまる商店 － 新規メニュー提供と情報誌への広告掲載による集客及び知名度向上

京都府 株式会社ライフクルー 9130001029265 「ホームページ初期費用無料作成プラン」リリースに伴う販路開拓

京都府 ＭＡＨＡ　ＣＵＲＲＹ － 瓶詰カレーペースト製品の新商品開発・販促事業

京都府 石黒健太税理士事務所 － 税理士による若手起業家のための創業ワンストップサービスの開始

京都府 ＲａｗＦｏｏｄＬａｂ － 生野菜の上手な食べ方　ローフード・ロースイーツ教室の増床

京都府 サンホーリー株式会社 1130001058890 ホームページ開設による不動産情報配信で顧客開拓事業

京都府 株式会社弘誠堂 1130001063635 表具技術を活かしたインテリア商品による新市場の販路開拓

京都府 株式会社エスエイチコーポレーション 6130001056023 新商品イタリア製ステアリング延長スペーサーの販路開拓

京都府 ＱＡＬ１００株式会社 6130001064629 移転・新装開店に向けての集客を図る広報事業

京都府 株式会社京小宿 1130001046730 リピーター拡充と連泊促進による「京都好き」の拡大

京都府 株式会社谷川商店 4130001062691 新規開業「京町家旅館千里」の利便性・サービスの向上と販路開拓

京都府 今河織物株式会社 9130001002552 新開発した商品で展示会に出展、通信販売サイトで新顧客層の開拓

京都府 プラチナビーフ － テイクアウト専門和牛ハンバーガー開発。祇園エリアの販路開拓

京都府 健康和惣菜ながいきおまめ － どこにでも“健康おばんざい”をお届けする出張シェフサービス

京都府 株式会社Ｒａｓｈｉｋｕ－ｈｏｍｅ 7130001058448 ホテル清掃のプロによる家事代行サービスの開始で安定的な売上を

京都府 彩鍼灸院 － 岩盤エクササイズ導入による当院の強みの強化と販路開拓事業

京都府 株式会社ユー・イングリッシュ 4130001052949 技術文英作練習スマホアプリ「基本例文３００」の開発

京都府 ＡＧ株式会社 6160001017468 デジタルサイネージを活用した商品プロモーション動画制作と配信

京都府 有限会社ビジョンワード 7130002027930 学生支援事業「部活のミカタ」と新解析装置導入で販路拡大

京都府 株式会社いえ屋 7130001057268 中古不動産物件のアニメプロモーション事業

京都府 マイキャン・テクノロジーズ株式会社 7010001177012 ウイルス研究用樹状様細胞製品の新商品ＰＲ活動と販路開拓

京都府
ＶＩＥＴＮＡＭ　ＦＲＥＮＣＨ　ＸＵＡＮ－スアン
－

－ ベトナム産ＪＩＣＡ支援茶を用いたスアンリテール事業

京都府 株式会社サンコウ 3130001010734 ＨＰのリニューアルと合わせてのモバイル機器対応化

京都府 有限会社久山染工 4130002014709 国内アパレル依存脱却の為の「和紙レザー」開発及び販路開拓

京都府 行政書士法人ＳＫＹ・京都事務所 7130005012657 販路開拓・業務処理迅速化のための窓口ＷＥＢサイトの開設

京都府 柑橘館：河田商店 － 京都宇治抹茶を使用した「抹茶ちょこさいだー」の開発と販路拡大

京都府 有限会社フクオカ機業 3130002002862 炭素繊維の販路拡大のためのホームページ改修及びネット広告

京都府 ＣＭＣ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ － 企業向けの翻訳サービスの提供を中心としたランゲージサービス業

京都府 ソラアオＣａｆｅ － 「接待の手土産」への出品及び品評会への出展

京都府 株式会社京都設備 1130001012154 異常気象時も安心！空調事業サービス提供地域拡大に伴う広報戦略

京都府
ジャパンフードエンターテイメント株式会
社

1130001057785 中東エリアにおける認知向上のための広報活動
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京都府 株式会社木や 9130001037689 インバウンド向け体験事業とＨＰリニューアルによる新規顧客開拓

京都府 有限会社邦 5130002017339 一目で分かりやすい「電子マンガ」の制作・販路開拓

京都府 ぱれっと有限会社 6130002007702 カスタムメイドインソールの自社内製化による新規顧客の創出

京都府 株式会社マツウラ 3130001011699 かざりや職人とのコラボでつくる飾り金具の販路開拓事業

京都府 株式会社近藤ふとん店 7130001000789 ふとん屋の『こんなこと出来ますよ』看板設置で新規顧客獲得

京都府 株式会社ｋｕｍａｇｕｓｕｋｕ 8130001058810 アートを仕事に活かすための社会人向けアート塾の遠隔受講を開講

京都府 Ｂｌａｎｃｈｅｓ － 『健康』をテーマにした新規顧客獲得に向けた新店舗事業

京都府 株式会社ビークル 1260001008362 自社開発した研究用装置、オートウェスタンの販路拡大

京都府 株式会社ＳｅｅｄＢａｎｋ 4130001059267 「微細藻類ライブラリ活用新規事業」の開発

京都府 Ｌａｎｄ　Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ　Ｗｏｒｋｓ － レーザー水糸器を２０１９年建設技術展による販路拡大

京都府 有限会社若槻薬局 9130002015363 咀嚼・嚥下機能低下高齢者等、食の情報・食材提供による販売促進

京都府 合同会社ヱド企画 9130003005537 オリヅルプロジェクト販路拡大事業

京都府 内海農園 － 令和時代「シン」都市型農業の展開・アプローチ拡充事業

京都府 株式会社エーエスピー 8130001061599 ホテルレストラン向け農産物・農産加工品のプロモーション

京都府 ラ・メゾン・レーヴ － 「食を通じて異国文化に触れる教室」の顧客層を広げる販路開拓

京都府 株式会社陶泉窯 3130001046514 通販サイト改変及びＳＮＳページ開設・ＨＰ誘導による陶器販路拡大

京都府 株式会社カトレヤ 2130001012500 日本型洋菓子作りの海外市場への進出とパティシエの人材育成

京都府 株式会社京のおだし 3130002013934 一般消費者向け販路開拓のための製造管理の徹底

京都府 真忠久美子バレエスタジオ － 動画を活用したＷｅｂサイトリニューアルで新規受講者を獲得

京都府 ＫＹＯＴＯ　Ｌｅａｔｈｅｒ株式会社 6130001057657 京都発オリジナルレザーのネット販売による商圏の拡大と収益性の向上

京都府 株式会社シープ・ツー 1130001061449 独自ノートを用いた教育メソッドによる新規顧客増大と客単価向上

京都府 株式会社小嶋商店 9130001061391 国内外への新たな販促用ウェブサイト（日本語版・英語版）の開設

京都府 丸染工株式会社 1130001018886 男着物の仕立て採寸や相談会　催事イベントによる販路開拓

京都府 株式会社日吉屋 9130001025132 京和傘を現代向けに改良した新和傘の開発及び販路開拓事業

京都府 株式会社寺島保太良商店 5130001005154 金銀糸のブランドイメージ確立のためのｗｅｂ構築と展示会出展

京都府 ＲＥＳＴＯＲＥ － フィギュア製作の効率化と精度向上のため３Ｄスキャナーを導入

京都府 株式会社奥村企画 8130002022014 ＳＮＳ映えスポットとなる店舗改装と平日顧客獲得に向けた取組

京都府 合同会社西東エステート 7130003004375 新宿泊プラン「ちょい飲みプラン」の設置と販路開拓

京都府 株式会社三味洪庵 5130001009312 インスタ映えを重視！観光客の心を掴むテラス席改装事業

京都府 株式会社たおやかカンパニー 2130001062132 海外の子供向け教育団体体験プログラムの発信のためのＷＥＢ改訂

京都府 いわくらぐらのら － グルテンフリー！マーブルスリムパウンドケーキで相乗効果

京都府 株式会社みたて 5130001053599 インバウンド向け旅行商品のＷｅｂサイトを通じた販路開拓事業

京都府 裕也 － 擬革紙の委託製造

京都府 ソーシャルオフィスおごじょ － 医療介護専門職向け資質向上とストレスマネジメントセミナー開催

京都府 株式会社おもれい 6130001047369 部活生向け情報提供サービスによる顧客獲得事業

京都府
ＯＭＵＲＯ　ＧＲＥＥＮ　ＨＯＵＳＥ　Ｃａｆｅ＆
Ｇｉｆｔ

－ 急激に増加する外国人観光客の集客及びデリバリーの販路開拓
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京都府 嵯峩螺鈿・野村 － 団体・外国人向け体験環境と螺鈿を美しく見せる店内環境の整備

京都府 株式会社ケイ・ワタベ 9130001004689 光・水・風等自然力を活用したバウビオロギー住宅の新規顧客開拓

京都府 有限会社フラワーハウスおむろ 2130002001452 越境ＥＣサイトの設計と構築で、海外に京都の文化を輸出

京都府 株式会社サーカスコーヒー 6130001055603 オリジナルドリップカフェのギフトパッケージ開発事業

京都府 ｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｌｉｋｏ － 少子高齢化とストレス社会に優しく寄り添うエステサロン

京都府 メロー住設 － 当社水廻り工事の対応力、技術力、誠実さをホームページから発射

京都府 有限会社ボイスバーバー 4130002006103 血流カメラ導入による客単価増ならびに既存顧客のリピート化

京都府 アトリエアカネス － 婚約中のカップルに照準を絞った「自分で作る結婚指輪」の広告

京都府 有限会社晋六 6130002018518

京都府 株式会社モア・サンク 5130001029418 店内ピーク時のスムーズな対応強化と中食・インバウンドへの対策

京都府 稲垣機料株式会社 7130001002538 洋織機の輸入販売事業の開発及び販路開拓事業

京都府 たかや印房 － グラフィック部門の売り上げ強化戦略に特化したホームページ作成

京都府 もり鍼灸整骨院 － 野球によるケガの治療、動画教材の販路開拓のためのＨＰ作成

京都府 株式会社エリアプロモーションジャパン 3130001046076 京都文化の魅力発信のための広報活動による集客力のＵＰ！！

京都府 Ｄｅｓｉｇｎ＊Ｍａｇｉｃａデザインマヂカ － 伝統工芸をデザインで魅せるギャラリーショールームの開設

京都府 株式会社プレメーズ 4130001055786 出汁パックの販路開拓及び慶事法事事業の周知による新規顧客獲得

京都府 株式会社ＭＡＴＡＨＡＲＩ 8130001052391 ＳＮＳ連携によるネットショップ構築及び顧客管理システム構築

京都府 麗聲堂 － 特殊表紙の御朱印帳と和雑貨のオリジナルデザインでの新商品開発

京都府 ぽてとんち － ナチュラル志向の若い女性を対象に催事展開による新規顧客開拓

京都府 河田紙工 － 新規顧客獲得の為の設備投資とホームページのリニューアル

京都府 株式会社アトラクティブ 8130001057390 他店との違いをアフェリエイト広告による周知での集客事業

京都府 しゅん太鍼灸整骨院 － 『トータル整顔ケア事業（美容）』の確立・販促開拓

京都府 いと半 － 「輪奈ビロードを使用した高級洗体絹布の開発及び販路開拓」

京都府 大谷園茶舗 － 新規顧客層集客のための改装・看板商品の開発・ウェブサイト構築

京都府 日本まつげ美容株式会社 5130001046248 自社開発製品の大型展示会での発表販売

京都府 Ｏｎｅ　ｍａｋｅ － バイク整備士による安心で安価なバイク専門輸送サービス

京都府 ～暮らしサポート～大喜屋 － ホームページ及びＬＩＮＥ＠を用いた顧客管理ツールの作成

京都府 株式会社ワイズコーポレーション 2130001028645 新工場プロモーション・見え掛かり向上のための顧客認知向上計画

京都府 ひさだアートインダストリー株式会社 1130001031690 自社オリジナル「ＳＨＡＭＰＯＯ　１８９９　ＫＹＯＴＯ」の販路拡大

京都府 京都樹脂株式会社 9130001019431 和のテイストを融合させた雅やかな樹脂パネル素材の販路拡大

京都府 株式会社日根野勝治郎商店 6130001046057 『Ｃｈａｍｅｌｅｏｎ　Ｔｉｅ新ラインナップの拡充、販路開拓』

京都府
ＭＯＴＯＲ　ＣＹＣＬＥ　ＰＲＯ　ＳＨＯＰ　Ｍ．
Ｃ．Ｈ．

－ 中古部品再生洗浄におけるウェットブラストマシン導入事業

京都府 手作り菓子工房　慈雨 － 冷蔵ショーケースの入替えによる商品の魅力のアップと売上増進

京都府 株式会社ＡＳＹ 7130002011678 新サービス“犬の一時預かり”で新規開拓、顧客満足度をＵＰ！！

京都府 ドキュメンタリーラボ － 自社制作ブランディングムービーを掲載した集客ホームページ作成

京都府 有限会社鷲野染工場 1130002006493 広報と販路開拓を目的とした出張手捺染体験イベントの実施
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京都府 ａｒｅａ株式会社 7130001054232 宿泊業向け人材不足解消のサポート事業

京都府 ＧＴＳ株式会社 2120001194918 ＥＣサイト強化によるブランドロイヤルティ向上事業

京都府 株式会社小野建築設計 3130001044823 ランディングページ増設により、首都圏の新規顧客獲得

京都府 有限会社ウェイポート 8130002022303 「ええ職人．ｃｏｍ」の新規登録者数増加と認知度向上

京都府 はあとグループ － 動画による施術、接客などの人材育成プログラムの制作

京都府 乾隆校前整骨院 － 女性受付スタッフを活用したボディメイク・トレーニング事業

京都府 株式会社ヨアケ 3130001019214 京都伝統生地を使用した御朱印帳ケース等の新商品開発と全国展開

京都府 ｇｒｏｗｉｎｇｕｐ有限会社 2130002020469 訴求対象層を絞った効果的なＷＥＢリニューアルで新規顧客を獲得

京都府 株式会社マルイチ 2130001057644 産業廃棄物のキャッシュレス決済ＰＲサイトの開設

京都府 株式会社ワイズトレーディング 6130001007645 顧客にＵＰ１７０の優位性アピールによる認知度向上と、販売促進

京都府 株式会社ＵＬＵＣＵＳ 9130001059997 店舗内装改修工事ならびにテイクアウト対応による販路開拓事業

京都府 リーダーズラボ合同会社 9130003005875 住宅専門情報を付加した住宅会社向けウェブサイトの制作運営事業

京都府 株式会社ＨＳ２ 4130001063401 おしゃれで強力な捕虫器等のユニークな商品の開発で新分野を開拓

京都府 田辺染工 － Ｋｏｇａｎｅ

京都府 エスティーワイ株式会社 1150001019858 茶葉小売店サポート事業～競合から協業へ～

京都府 株式会社ＳＨＩＮＳＥＫＩ 6130001063804 新たな販路開拓とブランディング業務の認知の実現

京都府 ＮＡＩＬＳ　ＳＥＣＲＥＴ － ネイルサロンにおけるハンドケア技術導入による販路開拓事業

京都府 梅原鍼灸院 － 新しい鍼灸及び効果の周知による鍼灸利用マーケットの創造事業

京都府 石垣製作所 － 「用の美」を伝えるＷｅｂサイト制作によるデザイン受注強化事業

京都府
Ｐｌａｎｎｉｎｇ　ａｎｄ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｙａｍａｋｕｒａ
Ｋａｚｕｍｉ

－ 和の魅力「家紋」雑貨をインバウンド向けリニューアル＆販路拡大

京都府 フラワー花手箱 － オリジナルレッスンと商品販売の強化を実現するホームページ改修

京都府 株式会社ＴＩＭＥ　ａｎｄ　ＤＥＳＩＧＮ 2130001059013 日本のものづくりを応援！スマホを使った簡単動画制作サービス

京都府 上賀茂社家町食堂　伊之助 － 閑散期のイベント開催による集客の平準化と広報で売上の底上げ！

京都府 株式会社ヒロヤコンフェクション 6130001001739 「太秦チーズケーキアイススティック」の事業化と拡販

京都府 株式会社金箔押　山村 4130001017101 金箔押技術を用いた新インテリア商品の開発及び販路開拓

京都府 合同会社ＮＵＴＭＥＧ 1130003005437 新しい漬物ポット「Ｐｉｃｋｌｅｓｔｏｎｅ」の販路拡大

京都府 株式会社サンエイ 5130001017422 取り扱い商品の商品管理工数の削減と売上・利益率改善

京都府 福本推古堂 － 伝統表具の技術を用いたオリジナル商品開発と当店ブランドの確立

京都府 株式会社欧風堂 6130001020103 令和元年１０月欧風堂リニューアルオープンと新商品発売の告知

京都府 浅見株式会社 6130001019673 “こどもＫｉｍｏｎｏ　Ｃｌｏｖｅｒ”のＢｔｏＣへ向けた販路開拓

京都府 美容室フィール － バリアフリー化に伴い、新規顧客獲得への広告宣伝力強化

京都府 株式会社ペイントワークス 4130001058797 ホームページにより技術力を訴求し新規顧客を獲得する

京都府 株式会社デジタルスタイル 4130001005155 ホームページを作成し企業認知度を向上させ新規顧客を獲得

京都府 株式会社和楽 1130001009794 訪日外国人に対する、来店／売上向上を目指した施策

京都府 三木竹材店 － 竹粉砕機の導入による竹チップ、竹粉の商品化

京都府 ＧＯＬＣＯＮＤＡ － バブーシュ（履物）、プフ（クッションカバー）の開発・販路開拓
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京都府 創作きもの卸　山形　禾口木丙 － 禾口木丙　ＥＣショップ改造　売上向上大作戦

京都府 Ｍａｎｓｏｈ － 認知度アップ！店舗前照明設置による集客事業

京都府 京鴨と醸し酒ＫＡＭＯＳＨＩＧＩＮ － Ｙｏｕｔｙｕｂｅ動画での燻製教室事業、通販事業販路開拓

京都府 株式会社ゆば庄 1130001011981 京ゆばのターゲット拡大に繋がる新商品の開発及びブランディング

京都府 有限会社山田木工所 1130002020610 障がい者・高齢者向け介助用品、及びリフォームへの販路拡大

京都府 京都サンダー株式会社 4130001004173

京都府 株式会社アトリエＹＯＵ 7130001054414 新規顧客獲得のため低価格帯エントリーモデルの開発

京都府 株式会社ＳＰ広海 4130001000288 シュリンクプルーフ（防縮加工）しごき染事業

京都府 金子正字堂 － ホームページを通じ確かな技術をアピールし新規受注を獲得する

京都府 株式会社ＨＣＫＹＯＴＯ 7130001060932 ホームページによる新規顧客開拓

京都府 株式会社ジオニックプラス 6130001064141 ホームページを作成し企業認知度を向上させ新規顧客を獲得

京都府 ソリタリーワークス － ホームページを作成し企業認知度を向上させ新規顧客を獲得

京都府 さろん淳平 － より多くの若年層に訴えかける広報活動／ギャラリー備品の充実

京都府 株式会社川合電気通信工業 8130001016909 ４Ｋ８Ｋ対応の測定器導入とそのＰＲによる販路開拓

京都府 株式会社オスカーヤマト印刷 3130002023578 新商品「プリズムキャラクターカード」販路開拓事業

京都府 株式会社堤淺吉漆店 8130001018104 漆工材料・漆商品の海外展開に向けたｗｅｂの英語化と展示会開催

京都府 株式会社祇園むら田 5130001027446 新規客層獲得に向けた自社ＨＰ、商品パッケージ刷新

京都府 有限会社遠藤染工場 9130002002106 日本の多くの魅力ある伝統工芸品とコラボするタッセルの商品開発

京都府 漆芸舎　平安堂 － 「金継ぎ」の伝統的技法の継承と漆作品のネットを通じた販売

京都府 株式会社ｎｅｌｌ 4130001063269 次世代パーマ「デジタルパーマ」で新規顧客獲得と客単価ＵＰ！

京都府 肉洋食オオタケ － 客席増加、肉の部位、新メニューで客単価、売上向上

京都府 有限会社ニシダや 8130002010101 催事出店による販売多面化と、ホームページでの情報発信強化事業

京都府 ＩＡＮＩＫＡ／ＭＯ２ＱＵＲＯ － 「京都ブランド」「メイドＩＮジャパン」の販路拡大事業

京都府 合同会社ＨＵＧ 6130003005184 京都・島原地域初となる個人宅向けクリーニング宅配事業

京都府 株式会社シネマズギックス 6130001049530 海外向け自社ホームページリニューアルによる海外販路開拓事業

京都府 合同会社フルーツリキュールフリークス 2130003003555 物産展等イベント販売の強化のための什器製作

京都府 アップ － 予防医療特化ヨガの展開による健康促進事業

京都府 株式会社アリューム 9130001044644 独立開業支援型ネイルサロン運営による販路開拓事業

京都府 Ｒｏｃｋ　Ｂｏｔｔｏｍ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ － Ｒｏｃｋ　Ｂｏｔｔｏｍ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ

京都府 水円舎 － 水円舎ウェブギャラリー開設事業

京都府 Ｙ’Ｓ　ＴＲＵＳＴ － 地域の健康づくりに向けた法人向けサービス開発とネット広告活用

京都府 柴本製袋所 － 最新式コンプレッサーの導入による衛生面向上と販路拡大

京都府 サロン　プルメリア － フィトアロマクラシー　自然治療で内臓ケア＆ダイエット

京都府 有限会社アルファ商事 9130002000101 ＵＶカット日傘のＯＥＭ販路の拡大

京都府 川並鉄工株式会社 5130001010303 建築用アートパネルの国内外の販路開拓

京都府 コトコト・きっちん － 美味しく簡単で安全なアレルギー対応食を提供する料理教室の周知、集客
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京都府 ギタープロショップ・グウィン － 楽器・機材関連に特化した翻訳サービス展開による販路拡大

京都府 Ａｌｌ　ｏｆ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ株式会社 7130001063803 子育て支援と児童の心の育成を両立！新学童保育事業告知ＨＰ制作

京都府 株式会社カイコウ 3160001018989 地域コミセンの役割りも担う新設Ｂ型支援事業所ホームページ制作

京都府 株式会社トリコインターナショナル 8130001062028 ビルメンテナンスから発展！ベトナム展開の更なる推進とＰＲ活動

京都府 株式会社ロングハウススタジオ 6130001059653 自社ウェブサイト改良による販路開拓

京都府 株式会社薫風舎 4130001057444 学びたい時に学びたいだけ！「愛犬お手入れデキル講座」

京都府 モッソ合同会社 9130003002542 足腰の強い地元企業作りを目指し、実践的販促プロモーション教室

京都府 京都アシスタントドッグ育成協会 － 自閉症児介助犬育成、犬の生涯ケア事業におけるホームページ作成

京都府 株式会社京都桐箱工芸 2130001046564 日本の桐や木材を使って新しい販路開拓のための事業

京都府 有限会社都南自動車鈑金 6130002011233 車鈑金・塗装業の特化されたサービスプランを実施

京都府 株式会社西川紙業 7130001011373 魅力的和帖の生産性向上による新規顧客の獲得

京都府 株式会社神山工務店 4130001061289 住みながら生活環境向上断熱リフォーム『カミリノベ』の販路開拓

京都府 合同会社ウィット 2130003004280 デザイン性を重視した中高年向け、革鞄・革小物の開発及び販売

京都府 Ｃａｌｌｉｇｒａｐｈｙ　Ｋｙｏｔｏ　知ふみ書道 － 地域での子供書道展示で認知度向上と販路開拓（拡大）

京都府 株式会社東山八ッ橋本舗 1130001026212 展示会出展による新規販路開拓事業

京都府 株式会社浜長 2130001005314 自社商品のブランドサイトの整備（直販機能実装・英語対応）

京都府 株式会社ベター 3130001061975 自社サービス認知拡大のためのチャット機能付きサイトの開発

京都府 有限会社ビビッドミヤモト 6130002018550 ホームページによる魅力発信と顧客の若返りへの取組

京都府 サイクルアンドミュージック株式会社 6130001052559 顧客満足度向上を目指せ！レンタルサイクルにかかる販路開拓

京都府 株式会社クラリス 5120001212379 インバウンド対応による「レンタル着物事業」の新たな販路開拓

京都府
鍼灸あん摩マッサージ指圧きっこうどう
（中塚カナコ治療所）

－ 身体の内側から美しさを目指す鍼灸治療院の美容メニュー導入

京都府 株式会社ｔｋｐｌａｎ 5130001055356 働き方改革に伴う「スマートオフィス化」の企画・コンサル事業

京都府 有限会社小川金正堂 7130002002140 和モダンへの店舗改装と新ロゴによる総合的なイメージ戦略

京都府 みたらし本舗　茶月 － 安心と信頼のみたらし団子製造卸の販売促進

京都府 無痛整体未來堂 － インターネット広告による整体院の顧客開拓

京都府 株式会社ルシエール・ジャパン 4130001008876 ＆ａｓａ．ｃｏ事業によるブランド認知向上とＢｔｏＣ販売強化

京都府
トロン温泉・いなり（公衆浴場許可証の名
称：稲荷湯）

－ トロン温泉の魅力を発信！外国人観光客の新規顧客開拓

京都府 松尾英昭税理士事務所 － ホームページの改修による情報発信の強化・販路開拓

京都府 和玄株式会社 6130001052162 ガス吸着効果のある特殊和紙を使用した新商品開発による販路開拓

京都府 株式会社黒香師工房 8130001028020 商品販売の拠点としての店舗改装と販路開拓

京都府 税理士法人らくよう綜合研究所 9130005015138 「経理＆財務ＣＦＯサービス」の開発及び展開による販路開拓

京都府 株式会社ｅｘＡｇｅｎｔ 4130001058624 「ＨＯＲＵＳＥＹＥ」事業の開発・公開による販路開拓計画

京都府 トータル健康スペースＤＢＨＳ － ＤＢＨＳ流ボディメイキングサービスの開発と販路開拓活動

京都府 株式会社ケイアソシエイツ 1130001027466 当社主宰の工藝コンテストの実施と、関連施策による販路拡大事業

京都府 株式会社ｄｒｉｃｃｏ 3130001063030 洗える三部式「ｄｒｉｃｃｏ小紋振袖」サンプル製作

京都府 Ｍｏｏｎ　Ｇｌａｓｓ － 現代アート的なガラス工芸による海外販路開拓事業
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京都府 ＢＯＤＹ　ＷＯＲＫＳ － 出張専門整体師の常設施術所開設とＨＰ広報による新規顧客開拓

京都府 株式会社Ｆｕｊｉｙａ－Ｃｈａｈｏ 2130001024999 食品・飲料用プリンターの導入による集客力向上

京都府 おおば － 西陣織技術と独自製法を用いたオリジナルバッグ開発と展示会出展

京都府 猪口公認会計士事務所 － 小規模企業特化型Ｍ＆Ａ仲介サービスの拡充及び販路開拓活動

京都府 ＤＪ　ＷＯＲＫｓ － 当店グループの収益力向上の為の外国人旅行客向けコンテンツ制作

京都府 祗園　次元 － 外国人旅行客への訴求力向上による、客数及び単価の向上計画

京都府 有限会社　綵巧 7130002003799 事業承継を踏まえた小ロット多品種製織に係る設備導入と販路開拓

京都府 株式会社ギオン福住 6130001009162 旅館の機能を整理した一般団体旅行誘致用パンフレット制作

京都府 株式会社浜本製作所 4130001064449 ステンレス製小型部品加工に特化したＨＰの作成による販路拡大

京都府 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＳＡＷＡＭＵＲＡ 4130001031837 広報チャネルミックス事業の情報発信による新規広報ニーズの開拓

京都府 株式会社森 3130001054327 リスティング等広告宣伝による販路拡大

京都府 株式会社ＨｉＹ　ｃｒｅａｔｉｏｎ 2130001062693 ＩＴツール戦略による「婦人用帽子」の新規販路開拓

京都府 マルミヤ亭 － むし豚・豚足のｗｅｂサイトを活用した販路開拓の取組み

京都府 株式会社二十八 1130001053264 展示会等による企業認知度向上後の実店舗出店における販路拡大

京都府 カミーズ・ポップ株式会社 8130001061327 ３分で着ることができる「筒型着物」インバウンド販売促進事業

京都府 株式会社Ｄｅ－ＴＥＸ 1130001051755 ソフトクリーニングで個人宅の新規開拓とリピート率ＵＰ

京都府 株式会社安田 2130001005594 日本橋きものサローネへの参加・帯型着用メジャーの新開発

京都府 オフィス　モロはん － 海外展示会での日本のフレーバーオリーブオイルの紹介と販路開拓

京都府 ｉｔｏｕ － 「お客様が求めるホームページへ」新規顧客開拓事業

京都府 アクチュアル株式会社 7130001063340 香港でのＶＲヘッドセットブースプレゼンテーション

京都府 石原 － 一日一組限定のプライベート空間とお気軽なカウンターバーの両立

京都府 珈琲焙煎所　旅の音 － カフェ２店舗運営の焙煎所が行うカフェ立上げコンサルの宣伝事業

京都府 株式会社北井 1130001004580 体験型観光コンテンツ「投扇興体験」開始における準備と販路開拓

京都府 菓子房いしいかづこ － ＫＯＨＡＫＵシリーズのラインナップ充実と新商品による販路開拓

京都府 ズーセス　ヴェゲトゥス － ズーセス　ヴェゲトゥスといえば「はちみつバウムクーヘン」事業

京都府 株式会社内田工業 7130001064322 ホームページを活用した新たなコミュニケーションチャネルの構築

京都府 株式会社ノウション 4130001034666 大学研究室等での新規需要を開拓できる管理日誌アプリの試作開発

京都府 株式会社学進館 9130001045452 塾生の基礎学力を高めるそろばん教室の新規顧客獲得

京都府 ＶＩＳＡＧＥ　ＬＯＣＡ － ＷＥＢ音声栄養学と和漢オイルスパの健康促進サービスの提供

京都府 京表具小野澤 － 新商品開発販路開拓事業

京都府 ＣＯＳ　ＫＹＯＴＯ株式会社 2130001050938 インバウンド向けＰＲツール製作で海外市場へアプローチ

京都府 株式会社Ｌｏｃａｌ２４ 9130001049965 ウェブサイトリニューアルによる販路拡充

京都府 株式会社キュリアス 9130001063561 Ｂ　ｔｏ　Ｂ拡大大作戦！！ギフトショー出展し目指せ売上一億円！！

京都府 有限会社沙雅の人形 3130002019477 ＨＰのリニューアルによるオーダーメイド雛人形の販売促進

京都府 ファイン．住宅株式会社 7130001044118
中古住宅の買取再販事業　リノベーション事業（外壁塗装・水廻改修等）の周
知

京都府 崎田商事株式会社 7130001043409 食品表示法に対応し、事業所、自社製品の信用を得る。
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京都府 大槻昭和堂 － 卓越した技術による舞鶴煉瓦の「舞ＢＵＲＩＣＫ」の製造と販路開拓

京都府 有限会社ハヤシスポーツ 6130002034523 舞鶴の人間味をコンセプトに『海軍カレー』の価値再開発と広報

京都府 スーパーノーマル － 鶏白湯（トリパイタン）おでんの開発・販路開拓

京都府 髪結処ｇｒａｃｉａｓ － 多機能サロン専用レジ導入で施術に活かす、新しい営業手法で売上拡大

京都府 シャンティ － 美容未来を描く予防美容

京都府 ガレーラカンパニー － 「独自のオイル交換・塩害対策施行作業」で顧客獲得と販路拡大

京都府 有限会社ホアンカン 3130002032141 インスタ映えするおすすめメニュー情報の発信による顧客の若返り

京都府 久世電気工業株式会社 4130001041043 重量物搬出入用門型クレーン導入により顧客ニーズ対応・販路拡大

京都府 株式会社時計　宝石　フジタ 1130001041806 認知度向上による集客・販路の拡大と親子三代が集う店舗づくり

京都府 合同会社ちきり屋 3130003003372 京都観光をターゲットにした『京都ぎおんスイーツ』の開発と広報事業

京都府 株式会社やもち 6130001041371 「和」を楽しみ丁寧に暮らす大人の女性へ販路開拓

京都府 ＡＧＥＢＵＮＢＵＮ － 看板新設によるインフォメーションの強化

京都府 Ｓｔｙｌｅ　ｉｔ － チラシ、看板による知名度アップと女性物展開による販路開拓

京都府 合同会社ａｎｋ 3130003005897 自社ブランド立ち上げにともなうホームページ作成による販路開拓

京都府 ８６ｆａｒｍ － 少量多品種の“旬”を直送！無農薬短納期実現による新規顧客開拓

京都府 株式会社東輝ワークス西日本 6130001044250 セミナー開催やホームページを活用した有機野菜定期便の販路開拓

京都府 プラスツーリスト株式会社 4130001042330 地域密着型テーマ（企画）旅行の販路開拓事業

京都府 株式会社今しぼり 9130001059519 新商品「育てる味噌」と醤油・味噌の魅力発信による販路拡大

京都府 株式会社エフエムあやべ 1130001041681 ＨＰ改良と番組構成見直しによる聴取者増加並びに新規広告獲得

京都府 ＷＩＬＤ　ＧＡＭＢＬＥＲ － ルアー（メタルジグなど）の販路開拓

京都府 はれのひ － 米粉アイスクリーム開発と米粉製品生産拡大のための工房整備等

京都府 岡本鉄工 － 鉄の加工技術を活かした“アイアン×ウッド”製品の展開

京都府 株式会社ナンゴー 5130001032909 「ナンゴー彫り」によるインバウンド向け商品の開発

京都府 ｂｅａｄ’ｓ（ビーズ） － みんなが知らない美髪づくり

京都府 奥田コンサルティング － 動画でわかる飲食店経営ｅラーニングサービス

京都府 株式会社通圓 9130001032847 自社ホームページショッピング決済機能付加による新規顧客開拓

京都府 ナカガワ胡粉絵具株式会社 5130001032883 海外販路開拓を図るホームページ及びカタログの多言語対応

京都府 オフィスＫＩＢＯＵ株式会社 2130001064442 京都発クラウドファンディングで京都で頑張るひとを応援する事業

京都府 京都ゑり源 － 多様な顧客ニーズに対応するアロハシャツ専門店のＰＲ事業

京都府 有限会社キルトギャラリー瑞 7130002028078 販路拡大のためのオリジナル生地とパーツ等の試作開発

京都府 ワンモアライフ松村興業 － 弊社業務内容を情報拡散するためのＨＰ作成と看板設置

京都府 Ｍｔ．ＳＵＭＩ（マウント・スミ） － みんなを笑顔にする！ツリーハンモックの認知拡大・販路開拓

京都府 日本原色カレンダー株式会社 1130001049139 ターゲット層の世代交代への対応・競合差別化を図る試作品開発

京都府 ＴＡＪＩＲＯ工房 － 敷居の高い絵画を雑貨として、低価格で身近なものにして販路拡大

京都府 Ｖｉｓｔａｇｅ合同会社 4120003010204 「動画制作サービスの開発」による収益性向上及び販路開拓計画

京都府 株式会社ＺＡＧ空間設計舎 8130001053662 設計と工務店と建材業と不動産業が連携したデザイン住宅の販路開拓事業
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京都府 マルヤマテント － デザインテント・内装工事の顧客開拓と新規事業の販路開拓

京都府 有限会社ちよや化粧品店 6130002032114 体験型イベント開催とホームページ再構築による集客力アップ事業

京都府 ３１０Ａｍａｎｏｈａｓｈｉｄａｔｅ － くつろぎ易い店舗づくりのために家具等の一新・満足度アップ事業

京都府 イナバ株式会社 7130001040471 農業者支援システム「アグリハンズ」販路拡大事業

京都府 和～なごみ～ － 観光客を取り込む特色ある店舗づくりのための機械設備導入事業

京都府 株式会社磯野開化堂 1130001063040 フレーバーティ等の茶関連製品の都市圏・海外への販路開拓事業

京都府 株式会社まつなみ 2130001040591 当日の受注にも対応可能な管理体制維持による販路拡大事業

京都府 ひだまり － 焼菓子の拡充及び生産効率向上による販路拡大事業

京都府 有限会社井崎石材 7130002032055 総合的な企画立案に要する最新の測量器導入による販路拡大事業

京都府 民宿　井筒屋 － インバウンド客集客のための多言語対応ＨＰの新設事業

京都府 吉野茶屋 － 個包装パッケージによる提供方法の拡充と販路開拓

京都府 丹後フーズ株式会社 1130001058395 ホームパーティーに、丹後フーズの生ソーセージ、ラビオリを！

京都府 健康ライフラボ株式会社 5130001056610 「女性のリピート率アップのための院内改装」

京都府 内藤印刷株式会社 8130001035735 広告ＰＲ力・受注力ＵＰのためのスマホ対応ホームページの整備改良事業

京都府 合同会社ブランシュネージュ 7010003022406 下水道接続とＷｉ－Ｆｉ設備導入による住環境改善計画

京都府 サロン・ド・パスティーユ － 隣接する空き家改修によるサロンスペースの拡大

京都府 ガーデンモリス －
里山カフェの移転および店内改装により、来店客数の拡大及び提供サービス
の拡大を行い性化と地域住民への貢献事業

京都府 無国籍蕎麦会席拓朗亭 － 地区広域に店舗並びに営業内容を宣伝し新規顧客の開拓に取り組む

京都府 畑　バレエ教室 － 教室のＨＰ作成とそれにかかわるＷｅｂ開発

京都府 株式会社中川住研 7130001035736 古民家再生のためのＩＴ活用の集客につなげる動画コンテンツ作成

京都府 ｃｏｃｏｆｏｕａｔｏ － ＬＩＮＥ＠・チラシによる販路開拓とそれに伴う、店舗拡張

京都府 マキノラボズ合同会社 2130003005535 フロアタイル材の販路開拓

京都府 Ａｌｉａ － ２０代女性新規開拓のためのをＨＰ開設事業

京都府 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｂｈｉｓａｊｙａ － 地元産の生甘酒を活用したメニュー開発と販路の拡大

京都府 株式会社京雫 8130001064338 イチゴ栽培の生産性向上のための搬入車両の購入

京都府 株式会社岩崎オート 3130001035442 安全でスピーディーなタイヤ交換で顧客接点の拡大を目指す

京都府 株式会社ライトウェイ 3130001044658 新製品自着タイプ舗装補修材の開発に伴う性能試験の実施とサンプル製作

京都府 株式会社山嘉精練 1130001035873 全自動洗濯機で洗えるシルク製品のネット販売システムの構築

京都府 ヘアースタジオヨシダ － シャンプー台の変更による販路拡大とサービスの向上

京都府 増田染型株式会社 3130001054797 ミニマムロット対応から広がる地方都市の口コミ広告効果

京都府 有限会社牧野組 7130002029316 人材不足解消のための採用活動並びに新規開拓推進ＨＰ充実事業

京都府 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　Ａｍｉｃａｌ － ‘和室部屋’実現による着付け満足度と京都文化の着物を広げよう作戦

京都府 株式会社ガーデンプロ関西 3130001051836 集客力、生産性強化のための外構・造園専用ＣＡＤソフト導入

京都府 京南ロック － 電子キー作成機械の導入による販路開拓・生産性向上の取組

京都府 株式会社孫右ヱ門 4130001046991 本格抹茶を使用した最高級抹茶ラテによる新たなビジネス拡大

京都府 泉工業株式会社 2130001038289 販路開拓の為の北陸ヤーンフェア出展
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京都府 エステハウスアンディ － 多様化するお客様ニーズに応えるブランディング戦略で販路開拓

京都府 株式会社ｃｏｃｏｍｏ．ｃｕｂｅ 1130001047852 商品開発との供給体制の確立

京都府 株式会社千馬 6130001038467 店舗入り口の舗装・店内アトラクション「トリックアート」の設置・看板設置

京都府 株式会社鳥居 3130001001452 所有から利用へ、ライフスタイル提案サイト改修による販路開拓

京都府 株式会社エンブロイド・タナカ 9130001012436 キラッと光るスパンコールを使った「刺繍額」の販路・事業拡大

大阪府 株式会社クラス・マイスター 1120001103565 営業代行サービスを利用したレポートヘルパーの新規顧客開拓

大阪府 大一精機株式会社 4122001003882 提案型ＨＰの開設と、展示会出展等による新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社パリスインターナショナル 3120901025304 国際展示会出展とカタログ配布による新規販路開拓事業

大阪府 税理士法人ディレクション 1120005020427 高付加価値サービス提供先の獲得による労働生産性向上の実現

大阪府 社会保険労務士法人ハーネス 9120005019321

大阪府 株式会社エース 2120001041715 倉庫リフォームに伴い「ＷＥＢ・チラシ」を一新し稼働率ＵＰ！

大阪府 株式会社デンタルオフィスクリエーション 1120001189943 自社ホームページ作成とＩＰカメラ遠隔支援システムで販路拡大

大阪府 株式会社アサイコンピュータサービス 5120001002870 中学生に特化したプログラミングスクールによる販路拡大

大阪府 株式会社カイサービス 2120001205170 子供からシニアまで楽しめるボルダリングジムで地域活性化に貢献

大阪府 株式会社スマイル・アンド・エール 1120001218000 ＩＴ企業のうつ病社員を減らすホームページ作成

大阪府 貞方税理士事務所 － 法人向けコンサルティングサービスの拡充及び販路開拓

大阪府 ｄｒｉｆ － 髪の悩みを解決する次世代ダメージレスメニュー

大阪府 明和マネジメント税理士法人 4120005019045 商圏限定による極地集中的な販路開拓

大阪府 有限会社アトリエ　ユカ 8120002056095 刺繍ミシンを使った和装洋装小物・衣服の新商品開発・販売

大阪府 Ｆｌｅｘ　Ｇｅａｒ － 耳つぼ健康アクセサリーとプロ向け商材の製品開発・販路開拓

大阪府 株式会社ＡＺＵＲ 2140001053989 コワーキングスペースを活用した外国人生活支援アプリの提供

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｍｕｒａｋａｍｉ － 子育て家族、３Ｄソフトで思い通りのイキイキ生活

大阪府 株式会社マシン小谷 5120001008629 コンビニ向け容器供給機の全国販売へ向けたホームページ構築

大阪府 株式会社ブリングアップトーク 6120001219828 社長！！頼られてまっせ！「すごい面談」習得塾のプロモーション

大阪府 アトリエワイズ － シニア層向け施設への出張ワインセミナーの開催

大阪府 ＴＲＡＮＳＩＴ　ＦＩＥＬＤ － 「中小企業のリクルート分野」に特化したＷＥＢサイトで経営強化

大阪府 株式会社アフロ 8120001192239 テナント事業とデザイン設計をコラボしたシステム導入

大阪府 ＯＳＴ不動産株式会社 5120001217997 店舗・接遇の高級路線に伴う「タワーマンション専用ＨＰ」制作

大阪府 ＴＡＫＯＮＵＢＯ － デザイン力で廃棄資源を有効活用したファッションブランドの展開

大阪府 株式会社ロンド工房 5120001050886

大阪府 株式会社１０６マーケットプレイス 5120001209862 海外バイヤー開拓のための「Ｍｏｖｉｅ　Ｍａｌｌ」サイトの構築

大阪府 マーメイドＢｏａｔＳｃｈｏｏｌ － ＳＳＬ対応の販売予約システムの開発・販路開拓

大阪府 株式会社キャリアチアーズ 1120001183987 中小企業向け人手不足解消セミナーで「企業研修」ＰＲ

大阪府 株式会社ＨＲコンサルティング 2120001124197 転職支援ＷＥＢサイトを大幅改修と映像で、独自性・魅力を向上

大阪府 トレーニングジムシフト － 体の悩みを解消に導くゆがみゼロトレーニングの販路拡大事業

大阪府
株式会社カイトアーキテクツ一級建築士
事務所

4120001217577 当社の３Ｄ技術を生かしたオリジナルパーツ開発と販路開拓
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大阪府 ｈａｈａｔｏｃｃｏ － 新講座開発と店舗改装による新規顧客の獲得

大阪府 いわむら　ｃｈｅｚ　ｄｅｕｘｉｅｍｅ － 大阪食材が織りなす【なにわフレンチ】循環型地域経済を目指す

大阪府 有限会社芋忠本店 7120002042815 売れ筋終活商品をＳＮＳ利用の販売戦略で売上拡大と認知度アップ

大阪府
株式会社ＳｃｅｎｅｒｙＳｃｅｎｔ（シーナリーセ
ント）

1120001219782 既存製品の進化版開発によるＷＥＢ販路拡大事業

大阪府 株式会社トクダ製作所 3120001215929 演出家としての実績を生かした事業多角化広報プロジェクト

大阪府 株式会社サードアイ 8120001143563 新サービス受注機会獲得に向けたマスコットキャラのサンプル製作

大阪府 株式会社こふれ 4120001030666
販路開拓の為のパッケージ試作に特化した印刷機器の導入とパッケージ展
示会への出展

大阪府 セルクル株式会社 4120001208452 介護・家事代行のノウハウを活かした新リフォーム事業をＰＲ

大阪府 ディーエイチアイ株式会社 3120001143659 ホームページ作成による販路拡大と物流コスト削減の取り組み

大阪府 エディブルスキンケア － 日本の美容・健康の体験サービス開発・販路開拓

大阪府 北村商店 － リチウムイオン電池用アルミニウム箔の仕入ルート・販路開発

大阪府 株式会社教育総研 2150001017563 国内外の外国人社員向け人材育成事業のための販路開拓

大阪府 梅田パートナーズ法律事務所 － ＨＰによる中小企業向け倒産相談の拡充と新たな社会課題への対応

大阪府 大阪ホーチミン社労士事務所本店 － ホームページ等による特定技能外国人制度の周知促進

大阪府 おくむら米穀 － 店への来店頻度を高める健康おやつ「玄米だんご」の販路開拓事業

大阪府 すばる法務事務所 － 介護・障害者施設開設者向け支援業務の新規販路開拓

大阪府 株式会社サン企画 1120001055443 屋外看板物件と顧客管理を行うソフトの導入による成約率向上計画

大阪府 有限会社ツインクル 9120002031601 グラフィックデザイン業務のレベルアップによる販路開拓

大阪府 株式会社キャリアグレイス 9120001208233 潜在保育士の発掘及び就業促進、キャリコンサポートの就業支援

大阪府 株式会社ＳＰＬＥＮＤＩＤ２１ 1120001108226 Ｍ＆Ａや競合分析に活用できる分析ツールの開発による販路開拓

大阪府 株式会社ブレーントラスト 6120001145140 ネットショップ内での販促強化

大阪府 ｔｉｎｔ一級建築士事務所 － 法人顧客販路拡大の為のホームページ製作

大阪府 株式会社ＡＴＣ 9120001211402 展示会出展および商標取ること、ＥＣサイト出すこと

大阪府 株式会社ムスび 9120001187007 「小学生向け化粧品」製造・卸売事業開始に伴う倉庫増設

大阪府 藤原公認会計士事務所 － いつでもどこでもスマホで学べるビジネス会計ｅラーニング講座

大阪府 森尾行政書士事務所 － 仏語ウェブサイト「日本で暮らす（仮）」開設による顧客開拓

大阪府 Ｋａｒｍａ － ポータブルハンズフリー扇風機で熱中症を無くし社会貢献したい！

大阪府 ＷＡＫＯ　トレーディング株式会社 1120001219345 時間制カフェの集客活動

大阪府 矢野紙器株式会社 6120001025631 切削マシンを使った加工品の開発と営業力強化による販路開拓事業

大阪府 エスアールエムプラス株式会社 1120901030644 超簡単に屋外に設置可能な大型液晶ディスプレイの販路開拓事業

大阪府 株式会社堂島スウィーツパートナーズ 8120001206519 大阪おやつ「堂島プリン」の営業・ＷＥＢ戦略による販路拡大事業

大阪府 ｃａｆｅ　ＰＯＳＴ － ロフトの積極活用による客席増とテイクアウト商品の作業性向上

大阪府 有限会社Ａｎｄ－Ｏｎｅ 7120002066442 スタジオ提供から宣伝までのサービスプラン提供による増客計画

大阪府 株式会社ＹＵ＆Ｕ 3120001169209 トイレで差別化、女性が来店したくなる店づくり

大阪府 腸セラピーサロン凛花 － 認知拡大・販路開拓のためのリーフレットとロゴの作成

大阪府 株式会社ＳＡＫＡＴＯＨ 4120001162534 ケガない生活から、毛がある生活へ　発毛事業から健康促進を目指す
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大阪府 株式会社ウォリス 3120001116342 ＩＴ＆体験型学習のコンサルティングで「素敵な人生のお手伝い」

大阪府 株式会社ＭＵＥＳＵＭ 6120001186820 自社ウェブサイトリニューアルによる販路の拡大

大阪府 アラロッサ － 依頼が増えつつある映像制作への対応、販路開拓

大阪府 株式会社ＲＡＤ 8120001203540 個人事業・フリーランス向けオンライン経営顧問サービス

大阪府 株式会社スタッフワーク 6120001007794 訪日外国人向け「土産物・ノベルティ」の開発・販売事業

大阪府 株式会社ステージ 4120001165850 「見やすく分かりやすく買いやすく」を追求したＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社ベスメモ 7120001175649 しまなみ婚　挙式付きフォトウェディング

大阪府 ノイズシェーンマルクト株式会社 6120001218912 個人美容師としては初！美容業界誌への広告掲載で自社商品の拡販

大阪府 シンワコンサルティング － 医療機関の生産性向上と事業承継サポート事業をＨＰ等で顧客獲得

大阪府 株式会社ユニライフ 6120001048236 負動産（空き家・空地）問題対策サイトの構築・営業チャネルの開拓

大阪府 株式会社ＰＩＳＡ 1120001101957 新規顧客増加の為の店舗改装と看板設置とホームページ作成

大阪府 株式会社津田工務店 5120001189320 新規顧客層増加の為の展示スペース設置とホームページ作成

大阪府 アロマリエ － 内装インテリア変更とパンフレット制作による新サービスの訴求

大阪府 ゼク・テック株式会社 3120001185156 画期的な臓器保管容器の開発と普及で医療技術の進化に寄与する

大阪府 オリエンタルＫＯ株式会社 4120001215127 特許製品によるサイバー攻撃型メールの危険性判別及び防止

大阪府 株式会社ニュートレード社 1120001018400 スマホ対応型自社ホームページリニューアルによる販路拡大

大阪府 株式会社ラインセレクト 2120001179670 世界最速通信のインターネット回線で関西の通信インフラ強化事業

大阪府 今中畳店 － 和紙表の畳・ペット用の畳の販路開拓

大阪府 アサヒウエスト株式会社 8120001208580 ＪＡＰＡＮ　ＲＯＡＤＳＨＯＷ　２０１９　出展による新規販路開拓

大阪府 株式会社ＳＮＯＷＡＩＤ 5120001208212 「日本一外傷の多い接骨院の研修ＰＲ動画で取込み強化」事業

大阪府 有限会社山本圭商店 5120002007472 食品工場の問題解決型サービスの構築と販路開拓事業

大阪府 寺岡税理士事務所 － 事務所内装とＷＥＢサイト改装による顧客開拓

大阪府 株式会社日本マネジメント協会 1120001048793 パワーハラスメント対策導入コンサルティングの多目的販路拡大

大阪府 花一色　Ｒ＿Ｐｌａｃｅ － ＩＴで新規・固定客獲得と予約・会計・顧客管理システムの導入

大阪府 ススムワーク － 小さな組織の売上が倍増する！人材開発・組織開発事業の販路開拓

大阪府 ナラサトコ － 新規ソフトの導入によるデザイン事業の生産性向上等を図る事業

大阪府 フロネシス・マネジメント － 「顧客との関係構築マーケティングならびに新サービス・新市場開発」

大阪府 中国料理　隆Ｒｙｕ － 「店の存在を知って頂く」チラシのポスティング・メニュー表作成

大阪府 ｅｌｌｙ－ａｒｔ － ホームページ制作で地域へ周知し販路開拓をします。

大阪府 株式会社ｄｏｕｂｌｅ 7120901028204 自社の保育士の処遇改善に向けたベビーシャンプーの企画・販売

大阪府 株式会社ウエーブ 4120001060993 経営計画ノウハウサイト構築による販売促進

大阪府 セルフアライアンス株式会社 1120001183368 アウトドア用スピーカー、ランタン機能付き持ち運び時計の開発

大阪府 にこちゃん整骨院（Ｒｅ：ｆａｃｅ） － ヘッドスパ専門店で頭皮から全身を癒し働く女性を心から笑顔に！

大阪府 松建築工房 － ＨＰ等、広報強化による地域ユーザー直接取引の拡大

大阪府 株式会社ＳＩＭ 3120903000610 「民間版職業訓練モデル」に向けた受講者コミュニケーション促進

大阪府 株式会社グローバル・ビズ・ゲート 1120001116674 貿易ビジネスをテーマにしたアナログ・ゲームの開発と販路開拓
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大阪府 株式会社鶴見屋 3120001039048 直営店内に工房を併設しライブ感ある売り場つくりで集客アップ！

大阪府 株式会社シナラボ 3120001213338 販売促進に向けた動画・ＷＥＢインタビュー・パンフレットを制作

大阪府 株式会社ブライド・イノベーション 2150001018000 下請け依存からの脱却と新たな独自市場の開拓

大阪府 株式会社ラドテック 3120001214220 放射線漏洩線量測定業務の販路拡大

大阪府 Ｌｏｇｉ屋 － ＨＰで専門性を訴求し運送業向け自主セミナーでの顧客獲得を狙う

大阪府 株式会社インスワンプ 2120001220062 レーザー加工機による紙と紙以外の素材の加工開発と販路開拓

大阪府 株式会社スージーラボ 7120001177777 “家族の思い出”をカタチにするオリジナル商品のＢｔｏＣ直販

大阪府 有限会社ラッキーウエスト 8120002043713 １０年先の健康体と健康寿命を延伸する体感型の運動機器拡販事業

大阪府 ｈａｉｒ’ｓ　ＬＥＭＯＮｅｄ － わずか３時間で誰もが見とれるツヤ髪ストレートに

大阪府 中国菜　ｆｅｖｅ． － 快適空間充実、ポスティングによるリピーター獲得、新規開拓事業

大阪府 有限会社ビーテックコーポレーション 9120002051599 新製品を活用したヘアサロン向けリテールサポート事業

大阪府 株式会社ビー・エス・ケイ 1120901026881 快適トイレ周知のためのメディア広告事業

大阪府 六弦 － １５の味を奏でる「パウンドケーキ六弦」ブランド化・周知事業

大阪府 株式会社フォルム 7120001123599 当社の強みを伝えて認知度の向上を図る！ＨＰリニューアル事業

大阪府 恵鍼灸整骨院 － 姿勢矯正の看板で地元へアピールしながら夜も明るく治安を守る

大阪府 トリプルスリー － 当店未利用の食材活用によるデリバリー業態立上げ

大阪府 つきあな行政書士事務所 － ＨＰを活用した新しいリーガルサービスの提供

大阪府 株式会社アスコム 2120001099729 就業機会に恵まれない若年層をターゲットにした雇用促進事業

大阪府 株式会社イシカル 7120001207897 小さな診療所専門販促応援サイト・パックにより販売促進を目指す

大阪府 あびこ餅本舗株式会社 8120001032072
大型看板とショーケースで元祖厄除饅頭とみたらし団子の販路拡大、売上強
化に伴う外国人や若者の集客。

大阪府 宿カフェ　Ｃｈｅｌｓｅａ’ｓ　Ｒａｉｎｂｏｗ － 国内外ファミリー層へのサービス、販売強化による売上向上の実現

大阪府 あゆむ整骨院 － 高い安全性を備えた器具を用いた運動療法の取り組み

大阪府 アンカー・アンド・カンパニー株式会社 1120001163205 ＨＰパワーアップ、Ｕｐｐｌｅ（あっぷる）サービス

大阪府 株式会社マーケティングテクノロジーズ 3120001199024 「人狼ゲーム」をテーマにした教育・研修事業の拡販

大阪府 株式会社岩崎商店 3120001074796 高級店舗向けオーダー商品開発事業

大阪府 株式会社ＲＥＡＲＳ 5120001199385 食材ロスを有効活用する「ＦＯＯＤ　ＰＡＳＳＰＯＲＴ」シェア拡大

大阪府 株式会社ドーモラボ 2120001134460 自社ホームページの全面リニューアルによるネット販売強化。

大阪府 株式会社エン・インターナショナル 4140001107462 ＊お米のヒミツ☆の国内販売展開と海外販売ルートの新規開拓

大阪府 馬場万鞄店 － なにわの味と技、結集と連携で、みんな繁盛。

大阪府 株式会社ＴＯＣ 9120001175044 全国の職人・看板業者向け「激安看板」のオンライン販売事業

大阪府 株式会社ステイゴールド 5120001168126 「業務効率化×おもてなし向上×ＷＥＢ広告」で宿泊事業拡大

大阪府 株式会社三木製作所 6120001050745 海外顧客への情報発信の為の英文ホームページ大幅リニューアル

大阪府 株式会社リアクトエステート 8120001187073 高齢者・生活保護受給者を対象とした賃貸居宅のサブリース事業

大阪府 株式会社プロジェクト・ルネサンス 8120001203136 ヘルスケア新製品の小売店発掘のための全国への販路開拓

大阪府 株式会社新宿屋 5120001194997 全２７０億通り以上の組み合わせで世界で１足だけの靴の販路開拓

大阪府 公認会計士・税理士海﨑雅子事務所 － シニアが主役の見本市と、フォローアップ無料説明会の開催
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大阪府 社会保険労務士法人ＣＳＳ 5120005019903 労務手続支援システムのアピールによる販路拡大事業

大阪府 株式会社坪米製作所 3120001020965 ＢｔｏＣ販路開拓のための新商品開発と販売促進活動

大阪府 はなたか整骨院 － 腰痛による歩行障害を回復させるレオロジー療法の販路開拓

大阪府 松屋不動産 － 空室、空き家解決策の提案をチラシ作成と配布及びＨＰ作成で行う

大阪府 株式会社ＳＨＡＰＥ　ＤＥＳＩＧＮｓ 9120001181562 「新店舗における新規顧客層の開拓と生産性の向上」

大阪府 有限会社パワーエンハンスメント 2120002066843 女性起業家の不安を解消するコワーキングスペースの動画によるＰＲ

大阪府 バンコ株式会社 7120001039639 テンプレート定規の新たな市場開拓事業

大阪府 リンクサス株式会社 1120001207143 販路拡大のための受発注システム確立と展示会でのＰＲ

大阪府 株式会社ＫＩＥＫＯ 8120001219314 新進気鋭の靴磨き業向けケア商品拡販を目指したＨＰ、ロゴ製作

大阪府 株式会社Ｏｃｏｎａ 5120001169280 少人数対応テーブル導入による客席運用の効率化

大阪府 ＢＩＳＴＲＯ　ＬＡＭＰＥ（ビストロランプ） － ワイン、料理、快適空間のバージョンアップによる売上増加事業

大阪府 株式会社アトソフィー 2120001207571 輸入事業の安定化と輸出事業の新規展開を目的とした販路開拓ＰＪ

大阪府 株式会社ビエスト化粧品 6120001118253 中国エステ市場へフェイシャル技術とビエスト化粧品の販路開拓

大阪府 チャレンジ・ジャパン合同会社 8120003012452 店の（テント）改修工事と店舗のライブ映像化

大阪府 株式会社イシダ印刷 6120001134556 ＷＥＢサイトのスマートフォン及びモバイル端末対応リニューアル

大阪府 株式会社エス・カルテット 4120001114386 防犯カメラのレンタル販売促進事業　挑戦！卸売業から直接販売へ！

大阪府 パティスリーアクイユ － 自店周辺から関西全域に顧客を増加させる為のリブランディング

大阪府 アイカレッジ － 職場以外のコミュニティ形成で健康食品の顧客層拡大を図る事業

大阪府 株式会社Ｒｅａｌ　Ｆａｔｅ 7120001180491 占いサイト「恋暦占術」へのＷＥＢ広告の設定

大阪府 株式会社Ｄｏｔｓ 2120103002648 販路開拓・人財採用を目的としたＨＰリニューアル

大阪府 ＣＡＦＥ香福 － 薬膳料理と電子看板・顧客分析ＤＢ導入で集客・収益ＵＰ

大阪府 株式会社Ｆ・Ｐ管財 8120001106116 火災保険の申告漏れの調査と保険請求のサポート事業

大阪府 株式会社ユニディア 8120001126337 日本留学希望者を対象とした短期留学の参加促進事業

大阪府 中村司法書士事務所 － 相続登記業務の認知度向上及び販売促進事業

大阪府 デイズ・ヌーヴォー － 心まで変化するファッションレッスンとオリジナル商品販売拡大

大阪府 株式会社ＳＨＡＢＢＹ　ＷＯＲＫＳ 3120001197168 アンティークのある空間の提案

大阪府 アジアンスタンドキリークタイ － タイ料理本場の味をＰＲ！冷凍商品の販売を新たにスタートする

大阪府 スパイスキューブ株式会社 5120001211455 植物工場検討中の企業向け栽培指導環境等（モデルルーム）の導入

大阪府 からだ改善スタジオ　笑顔工房ふれ～る － 西成から飛躍！トランポリンエクササイズの販促で多くの方に笑いと健康を！

大阪府 大和鋼業株式会社 6120001015475 女性社員も新規顧客も待ち望んだ専用トイレ設置事業

大阪府 株式会社和田厨房道具 9120001092693 砲金鍋（てんぷら鍋）・現代版燗銅壺の開発・販路開拓

大阪府 こう行政書士事務所 － ビザ申請に特化した行政書士事務所を外国人に販促する事業

大阪府 島田明税理士事務所 － 税理士と在宅ワーカーをつなぐデータ入力クラウドシステムの製作

大阪府 株式会社リモートアシスト 6120901039012 現場作業者を遠隔から支援するカメラシステムの法人販路開拓

大阪府 Ｉｎｎｅｒ　Ｂｒｅａｔｈ － 全身の張力・筋膜力を引出すボディワーク提供による顧客拡大事業

大阪府 有限会社アスカ産業 1120002005109 ホームページにより仕入高を１．５倍に増やし、売上倍増計画。
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大阪府 ビイウエイク株式会社 7120001113575 新企画のテストマーケティング実現に向けたＨＰ制作とＤＭ制作

大阪府 フォルモサ株式会社 2120001209361 台湾旅行が１０倍楽しめる出張講座による販路拡大

大阪府 株式会社リーフ 7120002061534 「住まいのワンストップサービス」家具店の認知度向上事業

大阪府 株式会社エム・ティ・ジー 2120001099984 オフラインとオンラインを繋げる場としての店舗改装

大阪府 株式会社Ｅｘｃｅｅｄ．Ｓ 5120001220415 全ての人が使いやすい！日本最大級のジム紹介サイトの構築

大阪府 上智製薬株式会社 8120001120678 敏感肌用薬用シャンプーの開発及び販促用ホームページの制作

大阪府 中嶋防水 － 南海地震対策防水工事のＰＲのためのホームページ開設と販路開拓

大阪府 Ｒｅｇｕｌｕｓ － 特殊撮影機材及び動画編集ソフト導入による生産性向上を図る事業

大阪府 株式会社スリースターファーマ 1120001130304 マシーン導入による症状改善・健康寿命延伸提案に基づく集患戦略

大阪府 株式会社門矢製菓舗 9120001049396 ホームページを作成し革新的新商品を含む従来品の販売を行う。

大阪府 アイマネジメント株式会社 9120001217481 コーチングで女性の起業支援！柔軟な働き方と地方創生促進事業

大阪府 株式会社ＣＢＡＭ 8120003011784 新コンシェルジュサービス訴求に向けたＨＰ制作による販売促進

大阪府
司法書士・行政書士オフィス　ネクスト・ラ
ボ

－ 終活コンサルティングの提案力向上と見積管理の合理化の取組

大阪府
アグライア・クリニカルアロマティックラボ
株式会社

8120001194037 交通事故を予防する香料の研究・検証をし、車両関係へ新規開拓

大阪府 有限会社林印刷所 1120002011809 インターネットを活用した国産和紙で作る活版名刺の販路開拓

大阪府 合同会社みんなの職業訓練センター 4120003012431 美容研修用機器・店舗看板の設備投資で販路拡大

大阪府 Ｍ×Ａ×Ｏ － オリジナルブランドで働きながら学ぶ共創型ワークショップ

大阪府 株式会社シンクベース 2010801019070 新設情報配信機能・大学教育改革による教育情報の見える化支援

大阪府 グランノード株式会社 6120001187125 タイ人向け関西情報サイト「Ｔｒｉｐｎｏｄｅ」の構築・販路開拓

大阪府 マルシェのバール － 創作和食・日本産チーズ充実によるインバウンド誘致事業

大阪府 株式会社良心塾 3120001192854 就業支援で加害者も被害者も増えない社会の実現を目指す！

大阪府 花こよみ － 中食＆ヘルシー＆時間延長による小規模飲食店の売上拡大策の実施

大阪府 ＵＯＭＯＲＩ　企画 － 新商品（発酵調味料）販売に係る、商品ラベルの作成と陳列棚の購入

大阪府 オリエンタルスプーン － エスニック料理のスパイスをネット販売で拡販。

大阪府 株式会社大西製作所 4120001001576 製品事例登録を容易にした自社ＨＰによる顧客への情報提供事業

大阪府 ミューズアティック合同会社 6120003014054 浸透型コンサルティングの販路開拓とブランド形成

大阪府 株式会社ノンバーバル 1120001142316 中長期経営に向けた新サービスの展開とＷｅｂを活用した販路開拓

大阪府 お好み焼き　巽 － 集客力アップのための店外ピカピカ、店舗内快適化計画！

大阪府 ＤＥＶＩＳＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ － 「店舗改装によるお客様の満足度をＵＰする空間つくり」事業の販売促進

大阪府 河岡水産 － 鮮度感じる！網の上で踊り焼き！鮮魚店の飲食部門設置で顧客拡大

大阪府 株式会社Ｂｒｉｄｇｅ 8120001211642 ＢｔｏＣ向け「庭の土処分サービス」広告事業

大阪府 大化物流開発合同会社 1122003000682 中小倉庫業向けパッケージソフトの開発および販路開拓

大阪府 株式会社田中科学 2120001049980 動画とネット販売×アナログ販売による新しい販路開拓と販売促進

大阪府 株式会社テンネット 3160002007784 ＶＩＶＩＤＥＥＰブランドの商品力強化と販路開拓拡大の取組み

大阪府 有限会社パール 1120002001388 働く女性を輝かせるための店舗づくり事業

大阪府 Ｓｔｕｄｉｏ・Ｂｅｅ － 新しいメニュー、まつげエクステと髪質改善を近隣地域にＰＲ！
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大阪府 株式会社高江洲 6120001220587 「メンズフェイシャルエステ」に特化した新店舗をＰＲする

大阪府 ＮＫＧＷ株式会社 4120001214434 オンライン受注システムを活用した地道な販促キャンペーン

大阪府 株式会社ミロワール 2120001174077 オリジナルブランド『Ｕｍｉ　化粧品』の販売促進とブランディング

大阪府 株式会社大伴商店 3120001004968 ボトルネック改善による生産性向上と「働き方改革」の実現事業

大阪府 魚とごはん　にこ － 弁当の持ち帰り販売と宅配サービスの開始と店内バリアフリー化

大阪府 ８９ｃａｆｅ － インバウンド対策で、消費の促進と地域を活性化させる事業

大阪府 あそしなまみによるあそびの先生 － 孫育て教室の開始による新しい乳幼児教室づくり

大阪府 アンティーク － テイクアウト販売で地元客やインバウンド客に愛される喫茶店へ

大阪府 株式会社マナファルマ 7120001215958 完全植物由来化粧品の開発・販路開拓

大阪府 ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － 鶴見区にあるカフェをオーダーメイド専門店に生まれ変わらせる。

大阪府 株式会社山田建物 6120001011318 自社ＨＰモバイル対応と工事の可視化による新規顧客開拓。

大阪府 佃水産株式会社 9120001035743 外国人観光客向け『佃の鮪（解体・食べ比べ）』体験ツアー事業

大阪府 ホルトプラン合同会社 3140003010979 小型環境センサおよびスマート農業用機器の販路開拓

大阪府 株式会社ギアミクス 5120001202297 防災関連事業展開のためのＨＰ作成と集客

大阪府 株式会社Ｐｉｃｃｏｌｏ　Ｃａｎｅ 4120001209491 小型犬から大型犬まで安全・多機能ペットカート売上拡大計画

大阪府 有限会社Ｗｏｎｄｅｒ　Ｆｕｌｂｅａｕｔｙ 4120002007572 海外販路開拓（東京、上海、香港）展示会出展費用＆旅費

大阪府 ワイスビット株式会社 6120001188536 部屋をもっと個性的に！オリジナル壁紙作成サイトで販路開拓

大阪府 はり灸整体治療院すずらん － 健康時間をクリエイトする教育事業～習慣のシフトで人生を彩る～

大阪府 ｈｅａｌｔｈｙ＆ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ＮＯＬＥＥＹＮ － 女性専用美健痩身サロンのＨＰ作成と新商品のサンプル購入

大阪府 株式会社タナカ工業 6120001031092 販路開拓、雇用創出及び、製造業活性化の為のホームページ作成

大阪府 十八公空間デザイン工房 － 営業強化・受注導入システムとしてのホームページ作成

大阪府 うしや精肉店 － ・ブランド力を上げる為のイメージ戦略・販路開拓

大阪府 株式会社ベストプロポーザル 4120001139185 ＢＣＰ策定を核とする中小企業経営者セミナーの運営実施事業

大阪府 ネイルサロンコア － インバウンド商品　外国人向けネイル教室の開始による売上拡大

大阪府 ＥＵＲＥＫＡ　ｗｏｒｋｓ株式会社 9120001218728 天然素材を生かした建築施工の広告による販路拡大

大阪府 株式会社ヘルシーオフィスフー 1120001131921 管理栄養士「ハラル食」２０２０年への挑戦！

大阪府 ＳＨＵＴＴＯ合同会社 5120003015474 地域に特化した出張サービス展開及びイベント開催による販路開拓

大阪府 ｅｓｔｒａｔｔｏ － オリジナル商品開発　タニマチモータース

大阪府 株式会社大森商店 9120001034596 通販サイトの立ち上げと新規顧客の開拓

大阪府 ＬＵＲＵＳ － 耳つぼダイエットの広告及びチラシの折込による販路開拓

大阪府 新世綜合法律事務所 － 「弁護士×中小企業診断士」サービスのＷｅｂ＆広告アプローチ

大阪府 九州ラーメン　片岡製作所 － 夏でも気にせずラーメンが食べられる快適空間づくりで集客アップ

大阪府 大塚謙太郎一級建築士事務所 － 未開拓の既存保育園・幼稚園に対する　更なる新規顧客開拓

大阪府 小野商店 － 商空間を演出する手漉き和紙の改良試作とドバイでの販路開拓

大阪府 パーソナルボディメイクスタジオＤｏｍａｎｉ － 婚活×筋トレ！地域活性化と婚姻率上昇に取り組む事業

大阪府 株式会社グローウィングツリー 7120001192421 スマートフォン修理部品の販路開拓
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大阪府 ＬＯＤＧＩＮＧ　＆　ＫＩＮ　ＯＳＡＫＡ － 観光名所にはない大阪の日常を提供するＷｅｂサイトの制作

大阪府 有限会社赤玉薬局 2120002008969 ○女性向け漢方のＰＲと漢方原料を用いた新商品開発・販路開拓

大阪府 株式会社サカタ 9120001005333 革製品のバッグや小物にご自身の思い出の写真をプリントする事業

大阪府 株式会社ポジティブライト 6120001144745 家庭の晴れ着のレンタル委託などを受ける写真館の新事業の構築

大阪府 ｂｅ．株式会社 3120001217322 タイの「生き直しの学校」で心の豊かさを学ぶ研修旅行の販路拡大

大阪府 株式会社グラフティツエンティワン 1120001042887
売上を上げる販促ツールのフル活用（検査データー・計測器・バンフレット）
等々

大阪府 株式会社風光社 8120001088180 ウェブサイトリニューアルによる新規顧客獲得・ブランド向上

大阪府 社会保険労務士法人ＰＡＬ 3120005020177 顧客満足追求と強みを活かした３社連携が繋ぐ新規案件・顧客獲得

大阪府 南陽トレーディング株式会社 2120001163311 効能・用途別ドライフルーツ新商品の販売促進と販路開拓

大阪府 片山整骨院 － 院内情報をリアルタイムで発信する片山整骨院ホームページ作成

大阪府 ネイルサロン　ｌｅ　ｃｈａｔ　ｍｉｇｎｏｎ － 特許取得ネイルチップの認定講師を育成し売り上げを拡大する事業

大阪府 松井酒造合名会社 7270003000344 シングルモルトウイスキー「松井」シリーズの販路拡大

大阪府 株式会社ＥＢＰＭ研究所 1120001220220 地域政策担当者必見！地域の診察ツールとしての広報媒体の作成

大阪府 株式会社光明きゃん 5120001126711 高品質な占いサービスを提供できる占い教室の開講プロジェクト

大阪府 合同会社ピヨスケ 5120003009443 賃貸マンションオーナー向け管理費用の節約と集客コンサルタント

大阪府 ダイシン株式会社 1120001010299 空調設備、自動車関連用の重量・形状多彩な段ボール資材をＰＲする事業

大阪府 株式会社アイ・エヌ・スクエア 5120001218780 サービス提供型クラウド高性能ワークステーション製品開発と拡販

大阪府 Ｂｌａｎｃｈｅ－Ｎｅｉｇｅ　ブランシュネージュ － ハンドメイドのワイヤーバッグで創るお洒落な女性のオンリーワン

大阪府 株式会社ｂｅ　ｓｔｏｋｅｄ 7120001216270 企業コンシェルジュ事業の販路拡大

大阪府 司法書士法人堺東事務所 6120005011025 破産申立専用のホームページを活用した依頼者数拡大

大阪府 タチプカ － 顧客満足度を高める料理開発の為の設備導入

大阪府 株式会社ケッツ 9120001212375 ＷＥＢサイト作成

大阪府 ＯＬＡイメージング株式会社 6120001143730 新たなデモ用外観検査装置の試作開発と販路の開拓事業！

大阪府 ＳＡＹ株式会社 8120003012353 リハビリ・介護従事者向けエイジレスバレエ・ストレッチ講師講座

大阪府 株式会社山本安工務店 1120001011330 個人注文住宅の直需拡大のためホームページ変更と増設

大阪府 株式会社海岸線 8120001206601 混雑度通知サービスの展示会出展を通じた販売促進

大阪府 肉と魚の鉄板酒場　かさ家 － 玄関改装による来客数増加と快適な店内空間・景観改善の実現

大阪府 株式会社ミクスタイル 9120001081259 ドローンスクールのプロモーション、販路開拓

大阪府
株式会社ダイレクトマーケティングセン
ター

5130001025185 シニア・パーソナルビジネス化事業計画

大阪府 Ｖｅｌｄ　ｏｎｅ株式会社 2120001220500

大阪府 ＨＩＮＡＴＡ　ＨＥＲＢＡＲＩＵＭ　ＤＥＳＩＧＮ － ワークショップ開店にあたりパンフレット増刷・チラシ・ＨＰ作成

大阪府 有限会社トゥーウェイズ 1120002057439 多言語対応予約システムの販路開拓・認知度の向上

大阪府 合同会社レディーファーマシー 8120003011529 薬局内での肌改善サロン開業による美容商品の販売促進

大阪府 株式会社フォーチュン 4120001108636 新ブランドＤｕｂａｒｒｙの展示会出展とウェブ広告，カタログ送付による広告宣伝

大阪府 エム・ピー・イー株式会社 2120001030362 ＳＮＳやユーチューブ、ＨＰ用の動画・アニメ製作とＨＰ作成

大阪府 株式会社トレカム 2120101057215 ネット・チラシ・ＨＰ改訂等メディアミックスによる販路開拓
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大阪府 宝飾ジェム・パレス － ＨＰリニューアルとＣＡＤシステム導入による販路拡大

大阪府 田中一株式会社 7150001005794 ネットショップ出店における販路拡大

大阪府 マガンダ株式会社 8120001161350 地域イメージのアップと活性化を図る事業

大阪府 株式会社レグルス 7120001204523 被災地、公的な施設、使用しライフラインを出前する事業です。

大阪府 Ｋ９ｋｉｔｃｈｅｎ － 地域の笑顔と健康を美味しくサポート知名度向上事業

大阪府 ＲＵＦ　ＨＡＩＲ － 美容室の顧客高齢化による新たな施術メニュー創設及び新規雇用

大阪府 株式会社こまこ舎 6120001106241 レトルトカレーの新アイテム開発、ギフトパッケージの作成

大阪府 株式会社リバース 5120001197612 ＨＰへの制作実績掲載とＤＭ、テレアポを組み合わせた販路拡大

大阪府 株式会社ａｉｍ－ｒｏｓｅ 3120001214559 ウェブサイトと異業種交流会でのハイブリット集客販路開拓計画

大阪府 株式会社スタンドケイ 7160001017921 高級テント等の導入によりバーベキュー文化の質的向上を図る

大阪府 リージャスワークス合同会社 7120003007016 「マンスリーマンション業務管理システム」オンラインデモ構築

大阪府 牛たん料理　Ｊｙｕｊｙｕ － 大阪で唯一の高級牛タン専門店の極上の空間提供「ラグＪｙｕｊｙｕアリー」

大阪府 美健堂 － 漢方よもぎ蒸しを周知させて妊活、更年期障害に悩む女性を救う！

大阪府 株式会社サンエステート 2120001208677 シェアハウス入居者増加に繋がるＨＰ作成　～ハコシェアブランド事業～

大阪府 株式会社エーケーアール 3120001128164 ウエブサイト作成と管理ソフト導入で業務効率化

大阪府 コインタックス株式会社 7120001213094 仮想通貨税務を理解してもらうＰＲチラシ作成・ｗｅｂ広告の作成

大阪府
オーガニックハーブエステサロン　アショ
カ

－ 自家栽培ハーブから日本女性等の肌に合ったアロマ製造と販路開拓

大阪府 株式会社エスフォーライフ 7120001165113 良質な戸建て住宅情報をより広く円滑に発信するためのＨＰの改善

大阪府 良原鍼灸整骨院併設ダイエットみぃ － オンライン、オフライン広告の実施で商圏拡大を目指す。

大阪府 あおば法律事務所 － 法律相談をもっとカンタン・気軽に。スマホでも見やすいＨＰへ

大阪府 Ａｉｒａ　Ｉｎｃ． － 自信が持て夢を叶える、学びの場の提供とセミナーの普及事業

大阪府 ワンポイント株式会社 5120001103859 販売問い合わせに対応する為のＨＰとオンラインショップの再構築

大阪府 株式会社チェインハーツ 2120001215153 「いいなと思える人」との結婚の可能性を最大限に高める結婚相談室

大阪府 エステティックサロン　Ｐｒａｉａ － エステティックで地域活性化を目指す店舗づくり

大阪府 ｓｉｌｅｎｔ　ｆｌｏｗ － 育毛効果を目で見て実感できるメニュー開発と関連商材販路開拓

大阪府 株式会社フェアリー 5120001188636 アスリートと同じトレーニングの受けられる英会話教室の販促事業

大阪府 バランス治療院 － ｗｅｂ広告実施による新規開拓事業

大阪府 エス・ピー・エム株式会社 2120001167543 「節電効果抜群！空調冷蔵設備に簡単！エコジュードの販路開拓」

大阪府 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍａｋｉ．ｔｖ 5120001214912 人生の唄（自伝に変わるエンディングソング）による終活支援事業

大阪府 株式会社６ＴＨ 9120001216005 先端技術を使った訪日外国人の対応、且つ周辺地域への販路開拓

大阪府 株式会社ｓｔｙｌｅ－Ｂ 4120001209871 高齢者サービスの窓口機能としての引越・遺品整理事業の販路開拓

大阪府 キンキ工芸 － 自社ＨＰ開設と注目商品紹介ページの作成

大阪府 ナニワドットコム － スマホ教室事業の販路開拓

大阪府 串かつ　伊万里 － 健康志向ニーズに対応したメニュー策定と販促活動の取組

大阪府 株式会社アポロウエーブ 6120001094742 目指せ！コーポレイトサイトからの脱却！ＷＥＢ活用で受注アップ！

大阪府 株式会社エフ・ユウ 9120001001555 ホームページ及びサービス案内販促ツール制作
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大阪府 株式会社大三経営事務所 5120001215051 製造業向け自動化支援事業の商圏拡大および社内業務の効率化

大阪府 ＣＯＮＮＥＣＴ株式会社 6120001212592 「不動産売買における仲介手数料無料化」に挑戦！

大阪府 株式会社未来エステ研究所 6120001119904 高齢社会で若さを提供するヒト幹細胞　「セルカン」販路拡大

大阪府 株式会社エス・ケイエンジニアリング 7120001027180 非常用発電機点検、負荷試験の新規営業

大阪府 瀬川社会保険労務士事務所 － 「外国人雇用ワンストップサービス」をＰＲして新たな販路開拓！

大阪府 株式会社大阪理工製作所 2120001072685 人、食材、環境に優しい次世代消毒液の販路開拓事業

大阪府 株式会社しゅうめい 9160001019189 ウェブ上のコンサルティングサービスによる新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社幸椿 6120001164512 コスメ・サプリのＥＣサイトの開設による新規顧客獲得事業

大阪府 ハート・リーフ － ハーバリウム等をお客様自身で作成体験出来る、フリーレッスン。

大阪府 木村会計事務所 － 税理士が支援する、相続トラブルを防止するための「生前贈与」

大阪府 ヘアープロデュース　Ｓｙａｎｋａ － ネット媒体を通じたカラー会員制度による優良顧客集客計画

大阪府 速水税理士事務所 － 事業承継マッチングサイトの運営による新規顧客獲得事業

大阪府 Ｌｉｂｒｅ － プリンで創る美味しい笑顔と障碍者の雇用確保の為の販路開拓事業

大阪府 株式会社Ｆｕｔａｂａ 5120001209516 事業拡大によるｗｅｂ／印刷媒体販促強化

大阪府 株式会社１１１ 6120001202486 スーツサンプル活用による安心感の提供とＨＰで自社の認知向上

大阪府 株式会社システム工房 5120001044252 派遣事業ＷＥＢサイト（人材募集企業向け及び求職者向け）の構築

大阪府 ＭＩＩＨＩＮ － ブランディング・プロデュース事業拡大のためのＨＰ製作事業

大阪府 ＳＪＰ株式会社 9120001201460 催事やイベントを通じて日本のお酒を国内外に発信する事業

大阪府 ｓｐｒｏｓｓ － 地域活性化に寄与するタピオカドリンクの催事販売事業の推進

大阪府 株式会社タカラ塗料 7120001003660 相談できる塗料のショールームの地域の方へ広告宣伝

大阪府 ｗａｖｅｓ － 心を癒やすライトアップオブジェ（置物）の試作品制作とプロモーション活動

大阪府 株式会社レイソルテクノロジーズ 6120001189261 レーザー探傷システムＲＴＬ（仮名）のＰＲ

大阪府 行政書士社労士事務所フォレスタ － 「起業がしたい！」女性に向けたホームページ作成

大阪府 行政書士事務所いろは － 相続手続・遺言作成サポートについての販促事業

大阪府 札幌スープカレーＪＡＣＫ － 食器洗浄機等導入による接客向上、ポスティングによる販促事業

大阪府 グランドイノベーション株式会社 9120001206617 四輪バギーで観光地を元気に！ＩＴを活用した新規販路開拓事業

大阪府 パーソンズアンドフードサービス株式会社 6120001152509 北区梅田で唯一！ハワイのロコフード風“づけ丼”で販路開拓

大阪府 ｐｒｅｂｌｕｅ株式会社 2120001214386 忙しいビジネスマンの味方、一般医薬品ネット販売事業

大阪府 ＨＩＲＯ株式会社 7120001211791 学習・自然合宿と自社オリジナルキャラクターよるブランド化事業

大阪府 ゼロイチ研究所合同会社 1120003013952 優れた人材を発掘。学生向け研究開発技術セミナー事業

大阪府 甲斐愛海 － 自分の魅力を発見、写真で引き出す「気づき」写真展事業

大阪府 合同会社ＫＴＧｏｌｄＤｅａｌ 2120003011237 オンラインで完結する、経営者向け金地金販売事業

大阪府 株式会社ダイネット 7120001108170 レーザ加工の動画と事例が豊富なホームページとリーフレット作成

大阪府 有限会社松本製作所 9120002012064 高品質・難削材精密加工品の部品提供

大阪府 テーラーコマサ － 地元へ根差した販路開拓、レディーススーツの新規開発

大阪府 株式会社シーメック 4120001055820 ＥＣサイト構築、市場潜在ニーズに自社の強みを生かし顧客獲得
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大阪府 ＷＡＬＫ鍼灸整骨院 － 足元からの健康改善をする靴とインソールの販売事業で顧客獲得。

大阪府 株式会社ＺＥＲＯ－Ｂ 5120001181285 日本とタイのネイリスト技術の底上げとネイル業界全体の発展貢献

大阪府 ひまわり経営サポート株式会社 3120001214897 展示会ブース出展によるＨＰやパンフレットの企画制作の販路拡大

大阪府 株式会社ｉＢｒｉｄｇｅ　Ｊａｐａｎ 3120001210384 セミナー集客／メーリングリストの整備・拡充のためのツール制作

大阪府 株式会社オフィスパートナーズ 6120001181722 借主と貸主をトータルサポート！物件管理需要をつかみ販路拡大

大阪府 株式会社ＢＡＬＬＯＮＤＯＲ　ＪＡＰＡＮ 4120001192184 海外への事業展開に伴う販路開拓のためのホームぺージ作成

大阪府 株式会社アパートメーカー 7120001171391 土地情報の自動収集システム化とＨＰにより民泊物件情報の発信

大阪府 ゲストハウス木雲 － 観光を超える体験を大阪の下町から提供する旅プランとツール作り

大阪府 有限会社リキハート 7120002006373 個別洗いでふんわり、ふっくら羽毛布団クリーニングの受注増

大阪府 はらしま社会保険労務士事務所 － パソコン・スマホ用ホームページ作成による新規販路開拓

大阪府 廣田隆幸税理士事務所 － 「税務調査専門税理士」として税理士を顧客とする販路開拓計画

大阪府 弁護士法人まこと 9120005017820 おひとり様向け遺言サービス販路開拓の為の介護系展示会出展

大阪府 株式会社ＤＭｏｘ 7011001118278 新規事業「人材定着サービス　ハグバリュー」の広報宣伝

大阪府 さな薬局 － 減薬と病気予防を目指し、ＨＰ等での情報発信・問合せを行う

大阪府 株式会社スタート・トゥ・シー 5120001217634 医療分野向け　ＳＮＳ活用によるコミュニケーション支援事業

大阪府 ＡＬＩＶＩＯ（アリビオ） － 姿勢美容施術強化と顧客自身ＳＮＳへ良質写真提供での口コミ集客向上

大阪府 株式会社菊川モータース 8120001168131 複数メーカーの人気新車軽自動車を一気に試乗できるシステム

大阪府 クリエイティブジャパン有限会社 7120002055651 ガイドブック自社作成による顧客サービスの向上と新規顧客の獲得

大阪府 株式会社エックス 7120001203995 インフルエンサーマーケティング・プラットフォームの構築

大阪府 株式会社Ｍｒ．Ｂｌｉｓｓ 8120001196850 大きいサイズのメンズ服専門店　ＷＥＢ広告での認知度拡大。

大阪府 キュアテック株式会社 5120001212825 リフォーム事業の設立及び広告宣伝による顧客獲得事業

大阪府 砂漠 － 製氷機導入で大きな溶けにくい氷を作ろう！ＨＰ開設で顧客増加！

大阪府 株式会社康ＹＡＳＵ 1210001218230 重症心身障がい児放課後等ディサービス事業の理解向上と受入拡大

大阪府 オーエムカラーコピー株式会社 2120001076091 ファブリックパネル・ウォールステッカーの開発・販路開拓

大阪府 アルカナ － 女性シニア層向けエステサロンの新規顧客獲得のための広告事業

大阪府 ステイト建物管理株式会社 1120001176685 インスタキャンペーン作戦による、新規顧客獲得。

大阪府 株式会社ｅｎ　ｃａｓａ 8120001217251 パラペット看板による認知度向上とポスティングによる顧客獲得

大阪府 カンエ － 薬局・薬剤師支援事業の販路拡大とサービス向上（知識の拡充）

大阪府 Ｃｏｏｋａｉ株式会社 9120001208506 中小企業向けの新事業創造を支援するツールを開発し販路拡大

大阪府 株式会社ソーシャルニード 4120001186748 インバウンド・ナイトタイムエコノミー対応型店舗事業

大阪府 株式会社ケイシンテック 7120001184641 セレモニー・パーティー専門の人材派遣業のオンライン広告事業

大阪府 株式会社ふたたび 5120001209623 粗利益率向上を目指した中古家電の直接買取強化のための広告事業

大阪府 株式会社エーディエフ 4120001106763 衛生管理ボックスの展示会への出展による食品業界への販路拡大

大阪府 東海ビジョン企画株式会社 5120001127429 大型ＬＥＤビジョン設置による地域活性化事業

大阪府 タダフラ － ＷＥＢ制作業者がホンネで語る事前診断サービス事業

大阪府 株式会社ＳＩＮＫＡ 3120001142363 英語教育システムを用いた、グローバル人材の育成事業
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大阪府 関西ブライダルエテルナ堂島店リシェーヌ － リアルとＷＥＢマーケティングを組み合わせた、新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社Ｒｅ－ｆａ 9120001130362 椅子・ソファの張替作業を飲食店に周知し売上増大を図る事業計画

大阪府 ｐｒｏｅｆｄｅｓｉｇｎｓ合同会社 9120003008482 シューズキット、ワークショップの開発、販路開拓

大阪府 ＳＦ国際商事株式会社 1122001029682 ウエブページ制作と管理ソフトで生産性向上。

大阪府 株式会社ハイテック南港 4120001193686 ＨＰをカタログ化！お客様が微笑む、分りやすいリフォーム提案

大阪府 大阪写眞株式会社 7120001092869 撮影の専門化とフィルム現像のネット集客による客数増加

大阪府 ｔｏｒｉｐｉｅ － 新店舗の内装デザインとｗｅｂの有効活用による海外顧客の取り込み

大阪府 ホロスリン製薬株式会社 2120001119032 天然なまこの水虫薬の通販事業強化のための集中的な広告宣伝

大阪府 株式会社ヒューマンレジリエンス 7120001127666 販路開拓に向けたホームページのリニューアル

大阪府 なかひがし会計事務所 － なかひがし会計事務所セミナールーム設置事業

大阪府 株式会社園田製作所 3120001123479 最新設備導入ＰＲで販路拡大と産学連携研究新商品の直請販路開拓

大阪府 サポーターズ株式会社 5120001208377 多種多様な手法による採用・独立サポート事業

大阪府 田村展靖法律事務所 － 遠隔でやり取りできるＷＥＢ会議システムの導入とＨＰでの掲載

大阪府 キツネシッポ － 店構えの改善及びｗｅｂｓｉｔｅを充実して、集客力の向上を目指す

大阪府 結婚相談所　Ｊｏｈｎ＆Ｓｕｓａｎ － 地方公務員回覧情報誌《ジチタイワークス》掲載による知名度向上

大阪府 クリーン石川 － 家庭用換気扇・エアコン清掃の新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＧＩＶＥ＆ＧＩＦＴ 4120001128064 地域食堂を研修所として活用！企業の障がい者雇用サポート事業の拡大

大阪府 こころや株式会社 2120001031798 呉服一筋１３３年目の挑戦！体験型店舗への改装で活性化を目指す。

大阪府 アドニスｇ － インバウンド向け店舗・宿泊施設の生け込み業務のホームページ作成

大阪府 ｈｉｇｈ５ － ホームページとパンフレット作成による顧客獲得と販路開拓事業

大阪府 株式会社ＫＯＺＯＵ 9120001197501 新店舗出店に伴うネットマーケティング確立による販路拡大

大阪府 フラットフィールド株式会社 6120001180534 ホームページ作成により信用力向上と顧客の利便性を図る

大阪府 株式会社勇進堂 2120001125542 訪日外国人の安全な武道体験とインスタ映えする道場で販路拡大

大阪府 株式会社Ｕｎｔｉｔｌｅｄ　Ｇｒｏｕｐ 9120001203275 雑誌みたいなサイトｄｅ家探し！

大阪府 株式会社リッチフィールド 3120001165190 昭和レトロ中崎町から親子三代物語で発信するオーガニック化粧品

大阪府 株式会社アクトワークス 6120001123146 自社開発製品（不正端末検知・遮断製品）の販路拡大

大阪府 ｎｕｌｏ株式会社 5120001190229 レジアプリを活用した会員証Ｗｅｂアプリで集客力ＵＰ

大阪府 アンノウン株式会社 2120001216135 デリバリーサービスを活用した会員制宮崎牛わら焼き店の認知向上

大阪府 株式会社ｓｐｅ 3120001189487 小型除菌脱臭装置の開発製造販売

大阪府 創佳菓匠　招喜 － ・自動どら焼き機を導入し美味しさや均一性と効率化を図り売上拡大

大阪府 ＥＣＥＴＹＪｅｗｅｌｒｙ － パターンオーダーマリッジリングの開発、販路開拓

大阪府 ｅｌｉｃａｆｅ　ｂｙ　Ｃａｆｅ－ｉｎｎ － りんごでつくるりんごカレー［ＰＯＭＭＥ　ＣＵＲＲＹ］の開発・販路開拓

大阪府 株式会社ＢｉｔＲｅｃｈ 9120001220790 ｅ契約の販路拡大を目的としたＨＰリニューアル及び動画制作事業

大阪府 株式会社エイコス 2120001162602 インバウンドへのアプローチ強化

大阪府 株式会社メインツリージャパン 6120002059595 大阪民泊事業ＰＲ事業

大阪府 めがね製作所カフェ　藍丸 － 日本で唯一「眼鏡工場の中にあるカフェ」の営業展開
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大阪府 ラポールパートナーズ － 新事業の婚活用のワンピース販売で主力サービスの売上底上げ計画

大阪府 株式会社長池昆布 2120001068196 新商品開発と開発設備および新商品で販路拡大

大阪府 シヴィル司法書士事務所 － 専門家の判走で安心！相続登記伴走サービスで空き家問題を解決！

大阪府 ＳＯＡＲｉｓｔ － 採用定着のおかみさん事業拡大の為の展示会出展等販路開拓

大阪府 有限会社Ｎｅｔ．ＭａｋｅｒｓＯｎｌｉｎｅ 4120002065471 不動産で繋ぐ地域のコミュニティ事業

大阪府 株式会社Ａｄｊｕｓｔ　ＨＲ 3120001219590 人事労務分野における、ＩＴ利活用によるコンサルティングの展開

大阪府 中野社会保険労務士事務所 － 顧客やビジネスパートナーとリアルタイムで繋がる自社サイト作成

大阪府 株式会社ケリーファクトリー 7120001172745 新商品「美脚パンプス」の販路開拓と顧客獲得

大阪府 株式会社栞庵 4120001186962 【通販事業部新設・テイクアウトの取り組み】

大阪府 株式会社テイクオフ 8140001032888 宿泊施設紹介を強化したホームページのリニューアル

大阪府 ＰａｙｌｅｓｓＧａｔｅ株式会社 8120001214100 タッチレスな電子チケット受付システムのＰＲ

大阪府 紙ノ企画 － ナイジェリア産シアバターの販促ツールの制作と販路開拓

大阪府 有限会社フィッシング・ブレーン 4120002058582 定期刊行物『アユ釣りマガジン』ウェブサイトの開設

大阪府 株式会社リアルドリンクス 3120001170728 店舗内ハーブ栽培による６次化と高付加価値クラフトジンの提供

大阪府 株式会社モンゴルセイ 2120001200312 カシミヤで繋ぐサステイナブルとモンゴル女性支援の為の販路開拓

大阪府 株式会社アシクリ 8120001220916 自社口コミメディアサイト・パンフレット制作による販売促進

大阪府 株式会社エントランス 4120001178258 質の高い企業主導型保育所により子育て世代が働きやすい地域へ

大阪府 株式会社カラーズホールディングス 7120001186860 高齢者不動産オーナー向け　賃貸管理代行＆アドバイザーサービス

大阪府 合同会社石川興産 4120003012761 新しい塗装コーティング技術を日本中の建物に！新規販路開拓事業

大阪府 米田建築アトリエ － ３Ｄパース導入による販路拡大事業

大阪府 たきた整骨院 － 医療機器を使用した客単価アップと集客路線ツール

大阪府 株式会社ハーネスト 4120001174315 オーガニックの新商品開発に伴ったＷｅｂサイトのリニューアル

大阪府 株式会社ジェイノベーション 8120001205826 マレーシア拠点、東南アジア海外進出支援ホームページの改修

大阪府 ハイ・パートナーズ株式会社 1120001140377 忍者事業の海外取引および新規販路開拓

大阪府 株式会社ＣＬＡＰ 2120001178490 楽しいだけじゃダンスじゃない！ダンスも生徒も拡大だ！事業

大阪府 Ｃ　Ｆｌａｔ － 国際交流の日常化とアウトプットの実践促進事業

大阪府 ｓｔｕｄｉｏ　ｂａｌａｎｃｅ． － 新規顧客の問い合わせ数増加を目的としたＷＥＢ広告戦略

大阪府 株式会社ベストサーブ 5120001014965 関連性の高い事業者に向けた自社ＰＲによる販路拡大事業

大阪府 株式会社インフィニティ 8120001211411 エルトップの魅力をＷＥＢサイトとリーフレットで伝える

大阪府 株式会社チップディップ 9120001203639 一気通貫ウェブサイトパッケージサービスへの挑戦事業！

大阪府 ＮＡＤＡ　ＷＯＯＤ　ＷＯＲＫＳ － 自社ＷＥＢサイト制作と商品カタログ制作による販売促進

大阪府 ｉｔｔｏｔｏｗａ － 育むようにエイジング・心の模様替えエステサロン売上拡大計画

大阪府 ＳＡＬＴＯ － 複合メニューのアップグレードと優良顧客の囲い込み事業

大阪府 株式会社フクメ印刷 8120001020432 グラビア印刷加工をアピールできるホームページ事業

大阪府 株式会社カウンター 7120001209398 中小企業の海外進出支援を目的としたブランディング事業

大阪府 株式会社インテグリティ 8120001205776 予防医療診断士による、営業コンサル付きパーソナルジムの拡張
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大阪府 サンムーン合同会社 4120003015095 介護タクシーを使った貸切お出かけ事業

大阪府 フラワー＆グリーンプランニング － テーブルコーディネート業務のための体制創りと営業の強化

大阪府 株式会社ウイングサポート 7120101027741 新規事業開発としての焼き芋加工品販売

大阪府 株式会社三青社 1120001012460 リアルサンプル製作によるコンサルティング型印刷業への転換

大阪府 株式会社大光 7120001212476 ドローンによるハイクオリティな映像のリースムービーサイト運営

大阪府 合同会社ＭＩＨＡ 9120003013714 ｍｉｋｕｒｉホームページを活用した食文化発信プロジェクト

大阪府 株式会社日本シーアイオー 6120001141189 ＷＥＢ完結型・販売システムの構築

大阪府 株式会社コラピア 9120001115495 人生１００年時代の介護ゼロ・筋トレ・健康サポート対策事業

大阪府 株式会社テパルティーコーポレーション 7120001217153 買いたくなるＥＣサイトを構築するためのホームページリニューアル

大阪府 ＡＣＣマネジメント事務所 － 経営者育成研修の拡販と企業認知度ＵＰのためのＨＰ作成

大阪府 株式会社エアーズアウトソーシング 2120001216275 ＨＰ刷新による沖縄～北海道までの管理業務サポート支援数拡大

大阪府 株式会社ＰＵＲＩ 7120001218201 新規事業「会員制プリン専門店」の開店に伴う科学調理器具の導入

大阪府 アジアンバル　ｇｌｏｗ － ・看板設置で認知度向上の為・新規顧客開拓事業

大阪府 ｌｏｔｔｉ － 大人の魅力を最大限に引き出す！メンズ専用プライベートサロン

大阪府 超ミネラル販売株式会社 7122001024042 新商品の販売における新たな販路拡大に向けたＷＥＢ広告対応

大阪府 メンズセラピストＳＰＡ － ＨＰで安心・確かな技術の男性アロマセラピストの認知度をアップ

大阪府 株式会社Ａｓｔｏｒｅ 1120001206541 若者向けストリートファッションジャケットの販路拡大計画

大阪府 株式会社エイケイインターナショナル 6120001097489 ＳＮＳマーケティングによるＥＣサイト販路開拓事業

大阪府 ダイヤ事務機株式会社 4120001066405 軽減税率施策の対応促進と小規模飲食店の店舗支援

大阪府 株式会社ロンサム 1140001017111 ホームページと販売管理システムの刷新による、新ブランドの構築

大阪府 株式会社アレスクラボーテ 3120001212216 『業界初』のソリューション型営業を用いた販路拡大プロジェクト

大阪府 ｎ８　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｕｄｉｏ － ホームページ・パンフレット作製による広報強化事業

大阪府 有限会社ヤマカ 5120002012217

大阪府 合同会社Ｒｅあすとれ 1120003014934 就労前世代向け情報サイトの記事充実＆システム化による販路開拓

大阪府 株式会社Ｔｅｃｈｎｏ－ｉｄｅａ 8120101056632 顧客の特許技術を紹介するカタログ機能付き自社ホームページ制作

大阪府 株式会社８１０ 1120001182337 ミナミの質屋・ブランド買取店評価サイト作成

大阪府 合同会社こらぼるた 5120003013759 個人ではない！法人をおもてなす新規宣伝方法

大阪府 株式会社ＡｔｅｎａＳｉａ 1120001215542 天然由来成分にこだわった「アテナシアソープ」の開発と販路開拓

大阪府 有限会社エルシーカンパニー 9120002050345 会社案内及び自社ホームページ制作による新規顧客獲得

大阪府 Ｎａｎａｍｉ　Ｊａｐａｎ株式会社 7120001221139 スポーツカーの会員制レンタル事業とホームページによる告知

大阪府 比井　宏志 － 出張指導サービス及び遠隔指導サービスの構築と販路開拓活動

大阪府 株式会社エアーズ経営研究所 7120001130356 ＨＰ刷新による沖縄～北海道までの会社を強くする経営支援数拡大

大阪府 ねこじゃらし音楽事務所 － 生演奏によりみんなで歌う参加型の音楽会　『みんなで歌う音楽会』

大阪府 三和建創株式会社 5120001140266 最新技術をアピールし個人宅の販路開拓とリピート率のＵＰ

大阪府 山谷　栄治 － 認定支援機関の業務内容を世間一般に認知してもらい契約をとる

大阪府 喫茶メモリー － お年寄り客、女性客のための喫茶メモリー快適化プロジェクト！
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大阪府 株式会社ミートアート 1120001189935 若年層の雇用拡大事業。独自メニューの商標登録で販促促進。

大阪府 ＬＡＦＦ － 動く・映える・見える広告で流行に敏感な新規顧客の呼び込み

大阪府 株式会社エス・バリュー 6120001134993 ＨＰ改善とロゴ制作でＦＣ加盟店の拡大と顧客の拡大を図る事業

大阪府 旭区清水整骨院 － 怪我の程度を即座に把握し来院を促す事業

大阪府 Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ　Ｒｅｉｎｅ － 利便性と客単価を向上！ネイルまつげ同時施術可能なブース設置

大阪府 株式会社ＯＰＳＩＯＮ 9120001218389 展示会出展によるバーチャルオフィスシステムの販路開拓事業

大阪府 ｇｏｓｓｏ　ｈｏｒｉｅ － ２０代・３０代ファミリー層向け販路開拓チラシポスティング

大阪府
ＨＡＪＩＭＥ　ＹＯＳＨＩＤＡ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵ
ＲＥ

－ 伝統産業品を使ったプロダクトデザインとその販売

大阪府 株式会社レスアンドモア 4120001166774 オンラインショップの付加価値を高める実店舗の開設事業

大阪府 Ｌｉｌｙｌｅａｔｈｅｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － 『個性』『愛着』『技術』、革に想いを載せて・・・

大阪府 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ　Ｐｉｓｃｅｓ － 「介護脱毛」で介護者と患者様のストレスを軽減する取り組み

大阪府 株式会社Ｓｕｐｅｒ　ｍｅａｔ 8120001213060 独立支援体制の整備による店舗オーナー輩出及び地域経済活性事業

大阪府 プレジールヨガスタジオ － 骨盤調整を軸とする独創的なヨガを広く発信するためのＨＰの改善

大阪府 アムズシステムサイエンス － ゲル撮影装置の開発、販路開拓

大阪府 マダム　マリエ － 国家資格者による、心身の健康の保持促進事業

大阪府 株式会社テックメイト 1120001010480 ブランディングからコンテンツと販路を開拓し、ＳＤＧｓを推進

大阪府 そん法務事務所 － 国際行政書士の在日外国人のための相続サポート事業

大阪府 Ｂｏｗｏｒｔｉｅ － コンカフェ専門ポータルサイトの制作・販路開拓

大阪府 パティスリーガレット － 全国展開を視野に入れた「上質菓子のブランディング」

大阪府 株式会社ｔｏｒａｒｕ 7120001212534 地方企業支援！展示会の遠隔視察サービスの総合集客策

大阪府 ＧｒａｎｎｙＳｍｉｔｈ株式会社 2120001212332 経営のアドバイザリー業務の新規立ち上げ・販路開拓

大阪府 社会保険労務士法人オフィス陽だまり 2120005020871 小さな大学の小さなキャリアサポートセンターを支援する事業

大阪府 Ｎａｎｉｗａ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ　ＢＬＤＧ．Ｏｓａｋａ － コワーキングスペース　ＭＹＸ（ミックス）開業

大阪府 株式会社喜多林堂 4120001032472 小売り店舗の新設による販路拡大

大阪府 株式会社日原商店 9120001139271 脱、下請けを目指す、機密書類回収事業の自社販路を拡大。

大阪府 株式会社ミダイ 2120001192962 ハラル対応の食品開発と外国人向けの販路拡大に向けた販売展開

大阪府 Ａｒｔ　ｓｔｕｄｉｏ　－ａｎａｒｏｍａ－ － ファンが作る参加型新ジュエリーブランド

大阪府 株式会社クレアフィールド 6120101059645 老人介護施設向けお名前シールの販路開拓及び販売促進

大阪府 ケイ・エイチ工業株式会社 7120101002050 人材不足でも困らない最適な半自動化設備の販売促進計画

大阪府 株式会社サカイフォート 5120101002713 証明写真スタジオ設置による撮影環境改善・品質向上・売上増

大阪府 レオニス株式会社 6120101007884 自社開発商品を中国の北京、上海、長沙の展示会に出展・販路拡大

大阪府 Ｊトップ株式会社 6120101028831 新型設備の拡販を行う為のデモ機開発による性能見える化事業

大阪府 ｗｅｕｇｈ － バドミントンショップとユーザーのマッチングサービス

大阪府 株式会社Ｇ 7120101056542 ＡＩ導入サービスの海外販路開拓に係る英語ＨＰ・チラシの作成

大阪府 ショウマ － サービス紹介のホームページを開設し、ネット広告とチラシで集客

大阪府 中谷金属工業株式会社 5120101005187 小型犬＆飼い主向けの日本製ペット用小物の開発・販路開拓
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大阪府 メナード化粧品土塔販社 － 事業拡大の出店に伴う、内装工事、設備投資、イベント活動費等

大阪府 株式会社シラカワ 7120101003544 迅速丁寧な対応のためのオリジナルＴシャツプリント内製化

大阪府 株式会社ナカジマ 4120101005122 畳へり製品の販売及び畳へりネットショップの開設

大阪府 日本特殊畳株式会社 4120101023339 「網戸」を活用した販路開拓！

大阪府 株式会社ＴＡＴＡＭＩＳＥＲ 7120101053449 ＤＭ発送とＥＣサイト構築による茶道の練習用に開発した畳の販売

大阪府 有限会社ハーモニー 2120102003886 ネット販売の集客数、転換率、客単価を向上させるＷＥＢ広告

大阪府 株式会社テアトロ 6120101030267 夙川バスクチーズケーキの販路開拓

大阪府 藤原刺繍 － プリント技術習得と「刺繍＋プリント販売サイト」で新顧客層開拓

大阪府 行政書士田中法務事務所 － 新規顧客獲得のための広告宣伝事業

大阪府 村田畳店 － ネットを利用した新規顧客の開拓と若い世代への畳ＰＲ

大阪府 モードサロンＫＩｐａｒｔ３ － 看板製作・ホームページ作成・移動シャンプーで訪問美容

大阪府 株式会社まころ企画 1120101058387 リスティング広告代行による販路開拓

大阪府 太泉晒染工業株式会社 2120101004035 カタログの全面刷新による提案型営業力の強化と高利益案件の獲得

大阪府 大阪教材社 － 体験販売店舗へリニューアルするための店舗内外装拡充

大阪府 Ｐａｌｅｔｔｅ　Ｊａｐａｎ（パレットジャパン） － 伝統工芸つまみ細工を世界へ～「販売」から「体験」へ

大阪府 株式会社ファミリエ 5120101023189 自分だけの「キャラクターグッズ」で差別化し新たな顧客を開拓

大阪府 有限会社三桐 1120102012327 介護施設向けのベッドやトレーニング器具の販路開拓事業

大阪府 Ｆａｒｍ　Ｈｏｕｓｅ － 大規模サークルによる宴会需要に向けた店舗内改装事業

大阪府 株式会社ｗａｊｉ 6120101054217 鞄業界のみならず他業種・海外もターゲットにした自社展開催

大阪府 ｇｏｏｄｃｉｒｃｌｅ － 肌荒れの赤ちゃん用スタイ（よだれかけ）の開発・販路開拓

大阪府
ＭＩＭＰＩ　Ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙ　＆　Ｂａｌｉｎｅｓｅ
ｍａｓｓａｇｅ

－ フェイシャルエステを導入するにあたっての宣伝・広報事業

大阪府 プエブロヘアーズ － 高付加価値サービスへのシフトによる、美容室事業の強化

大阪府 開立ゼミナール － 小学生アクティブ・ラーニングクラス等の各種授業の拡充。

大阪府 株式会社ファインレンタカー大阪 4120101057857 新規顧客獲得のためのホームページ作成

大阪府 西紋一級建築士事務所 － 適正価格で、木の家性能向上に特化した新築、改装住宅の販路開拓

大阪府 株式会社アクオス 6120101052740 地域密着！！みんなで飲もう安心・安全なおいしい天然水！！

大阪府 株式会社エフイーホーム 7120001153992 ホームページリニューアルによる注文住宅の見込み顧客の拡大

大阪府 Ｓｈｕｋｕｒａｎ － 認知性向上による新規顧客の取り込み、及び購買周期の短期化。

大阪府 学習教室スタッド緑ヶ丘教室 － 心理学を駆使した子育て支援による学習教室に付加価値向上事業

大阪府 株式会社カザールホーム 7120101023583 ＤＩＹリフォーム教室と中古住宅購入システムの普及・販路拡大

大阪府 株式会社ＦＭＳ 6120101034276 出張サービスから店舗サービスにする事で顧客ニーズに応える

大阪府 株式会社ワインハーツ 2120101053544 会員制ビジネス「ほろ酔いカレッジ」集客運営を活用した販売促進

大阪府 かわもと鍼灸整骨院 － ネット・チラシ広告と予約システム導入による販路開拓

大阪府 株式会社装飾プロデュース 3120101027951 インテリアに特化したインターネット販売の構築・販路拡大事業

大阪府 株式会社北山染工場 5120101001806 Ｗｅｂサイトを活用した広告戦略と新規販路開拓の取組

大阪府 株式会社土亀 4120101004223 ＨＰリニュ－アルによる地域密着店としてのブランド発信事業
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大阪府 ａｍｉ－ｇｏエンタテイメント － 新たな寄り添いサービス導入による収益機会の多様化と生産性向上

大阪府 株式会社山本貞雄商店 8120101007379 スマートに包装をサポートした事例カタログを作成し拡販

大阪府 Ｈａｉｒｓａｌｏｎすみもと － 完全バリアフリー化による、高齢・障がい客獲得事業。

大阪府 アイリス株式会社 2120101057685 葬儀サービス／会員サービスの販路拡大、新規獲得

大阪府 株式会社ジェイピー 4120101051042 洗口液『ゴッソトリノ』の新販路（販売店・代理店）の開拓事業

大阪府 シャルル・マキ － ＨＰの充実、セキュリティ強化、ＥＣシステム導入し販路開拓

大阪府 おもいでフォトハウス － ムスリムインバウンド向けネットショップとＨＰの構築

大阪府 角野晒染株式会社 9120101002305 自社新ブランド「ＫＡＤＯＮＯ　ＳＡＲＡＳＨＩ　ＳＯＭＥ」の認知度向上事業

大阪府 Ｒａｂｂｉｔ　Ｆａｒｍ － 「さかいらっきょう」の増産と新商品開発に係る栄養分析

大阪府 株式会社田中金属製作所 7120101022552 プラスチックを用いた断熱２重葺き用金属屋根部品の開発販売計画

大阪府 パイプライン － ニッチパソコン教室の知名度向上広報プロモーション

大阪府 株式会社美さいん 6120101049547 『時短』に注目したオリジナル店舗前看板ＰＲによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＶＡＲＩＯＵＳ　ＷＯＲＫＳ 1120101060046 販路拡大のための「屋根修理・補強」専門ホームぺージ制作

大阪府 株式会社粋 4120101030137 店認知のための雑誌広告掲載、新聞折込、リーフレット作成事業

大阪府 Ｂｅａｕｔｙ－ｕｐ － 顧客開拓に繋がるサービスを訴求するホームページリニューアル

大阪府 合同会社かえるメディカル 9120103003301 各種広告ツール連携による、問合せ数・新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社ジャパンスポーツネット 3120101049178 ケガをしない、上達が実感できる日本で唯一のテニススクール

大阪府 ＨａＲｉｃｋ美容鍼灸整体 － 美容施術のさらなる効果アップと満足度アップ、技術向上、認知度アップ

大阪府 竹野染工株式会社 9120101004920 新商品日傘の販路開拓、及びブランディング

大阪府 西尾茗香園 － 海外新規開拓とマレーシアでの販路拡大，堺観光の外国人への拡販

大阪府 鍵の秋月 － ディーラー店取引不可の並行輸入車ベンツ鍵作製依頼者開拓

大阪府 株式会社タスクエヌケー 5120101004412 花吉　レフラドラヴェニアの販路開拓

大阪府 常磐精工株式会社 7120101004757 業界初の屋外用充電式ＬＥＤ電飾看板の開発とその新規販路開拓

大阪府 合同会社ベジたる 1120103001576 ブランディングとＥＣサイト構築によるジャム製造販売事業の強化

大阪府 株式会社ＰＨＯＥＮＩＸ　ＡＣＡＤＥＭＹ 9120101059824 保護者ラウンジ新設による集客拡大とチラシ配布等によるＰＲ強化

大阪府 エステ・ド・コティ － 施術ルームの増築及び外観の美創による販路拡大

大阪府 神子エンタープライズ － 企業訪問型社員研修からの脱却！新社員研修施設の宣伝等

大阪府 ウェブニティ － 空き家マッチングＷｅｂサイトの作成と集客の為のチラシ広告作成

大阪府 株式会社大木組 9120101000969 パワーウェアの活用等で労働者不足を解消、ＨＰ等で販路拡大

大阪府 株式会社バリアホーム 2120101054906 自動積算機能で営業の効率化

大阪府 中日通商株式会社 7120101024680 オフィスの内装リフォームで顧客満足度ＵＰ

大阪府 有限会社ヨコヤマフードサービス 1120102005033 ウェブサイト大幅刷新によるインターネットでの新規顧客の開拓

大阪府 株式会社ひまわりパートナーズ 4120101059341 ホームページのスマホ版等、広報充実による管理戸数の増大化

大阪府 中尾食品工業株式会社 9120101005126 看板商品のＰＲと近隣お客様への案内による販売力向上

大阪府 ＥＣＣジュニア南英会話教室 － スタイリッシュな英会話教室オープンに伴う内装／看板／チラシ

大阪府 小林組 － 個人経営の親子二代大工店の企業ブランディングＣＩの確立
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大阪府 白蓮会館堺支部　南道場 － チラシやパンフレット広告掲載による販路開拓事業

大阪府 ボザール － チラシとホームページで代理購入サービスを告知し海外顧客獲得！

大阪府 株式会社ｎａｔｕｒａｌｌｙ 4120101030509 糀を使った新商品製造・販売による事業規模拡大

大阪府 Ｂｉｓｔｒｏ　バル　ｔｓｕｊｉ － 店舗の外観及びラクレットチーズ調理用機材の購入

大阪府 株式会社至誠堂印刷 6120101048697 ＷＥＢ公開で既存ユーザーの受注拡大及び新規顧客の獲得

大阪府 株式会社デイリーブレッドサービス 4120101024535 商品パンフレットによる販路開拓、看板設置による店頭販売強化

大阪府 ＤＥＳＩＧｚｍｉ（デザイズミ） － 比較パンフレット制作サービスとＷｅｂ見積書作成機能の設置

大阪府 ＩＰＵＳＥ特許事務所 － 「１５分だけでもＯＫ」ちょっと聞きたい特許質問サービスの開発

大阪府 明機商事株式会社 3120101007160 海外輸出向け日本製商品の開発と海外販路開拓事業

大阪府 ＧＴＭ合同会社 9120103003268 ドローンによる空撮業務、プロモーション映像撮影

大阪府 アドバンス株式会社 8120101029935 新たな事業モデルを付加して海外販路を開拓する取り組み

大阪府 株式会社サンウエイ 7120001005418 展示会への出展及びカタログ増刷とネット通販サイトの開設

大阪府 さかい快福整体 － 整体業からコンサルティング業への脱皮によるブランディング強化

大阪府 Ｓｗｉｔｈ（スイズ） － スマートフォン世代の新規増員

大阪府 むぎたになおみ社労士事務所 － 新規開業に伴うホームページ作成と電子申請導入

大阪府 Ｈａｉｒ’ｓ　Ｌｉｔｔｌｅ　ヘアーズリトル － 高齢者とその家族のためのカット・パーマ・カラーの訪問美容

大阪府 ＩＭＰＡＣＴＯ　大阪アカデミー － ブラジリアン柔術のホームページ改修とチラシ配布での顧客開拓

大阪府 株式会社しるし堂 6260003001427 全国の士業網を使った法定看板・標識の販売及び自社製造設備導入

大阪府 株式会社中西製作所 3120101005602 ＨＰによる自社の認知度向上および販売管理の業務効率化

大阪府 ＫＯＺＺｃｒｅａｔｅ － オシャレな靴ベラ／靴ベラスタンドと自転車スタンドの試作開発

大阪府 タイ古式＆アロマ　Ｒａｗａｎ － プライベートサロンのオープンに伴うホームページ作成

大阪府 有限会社アジャスト 6120102013667 外反母趾治療で女性の社会進出を応援！

大阪府 株式会社山勝 8120101058323 米粉のたこ焼き（冷凍）、ミックス粉のネット販売。

大阪府 有限会社藤川樹脂 6120102012454 インタラクティブパネルの開発および販路開拓

大阪府 株式会社オフィスリール 7120101028946 「自分で組みたてる本ｓｅｅｄｂｏｏｋｓ」販売１０周年関連事業

大阪府 ＫＥｉＲＯＷ堺北区ステーション － ご高齢者向け生活支援サービスの周知

大阪府 株式会社浦田造園 8120101000953 ＨＰ改修を通じた新規顧客取り込みの実施による営業力の強化

大阪府 大江疊工房 － 畳アクセサリーのＨＰ新設、パッケージの作成、設備投資

大阪府 中林整骨院 － 既存患者さんや新規患者さんのために治療院の流れを説明するツールづくり

大阪府 ｃｏｒｄｅｓ　ｄｅｓｉｇｎ － 海外需要も視野に入れた【和】デザインを感じるサイトの制作

大阪府 株式会社ＣＲＥＡＭ　ＨＯＮＰＯ 9120101059502 店舗３階を改装し、新規顧客・売上向上を目指す

大阪府 有限会社アトリエ・シュガーハウス 4120102012844 業界でも稀な、国産に拘ったミセス層向け下着の情報発信

大阪府 金釘木工所 － 堺から世界に！インターネットを用いた堺打刃物柄の新規販路開拓

大阪府 株式会社ＥＭＳＳ 9120101002750 ものづくりへのこだわりと品質をアピールするカタログ製作

大阪府 株式会社りーどけあ 5120101057939 多世代交流を目指す介護事業所の利用者が店員の食堂で販路拡大

大阪府 ユニオン設計株式会社 5122001028508 少子高齢化社会におけるマンションの維持管理の適正化推進
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大阪府 ケーキ屋健ちゃん － “魅せる”新型ショーケース導入による店舗の魅力向上事業

大阪府 東大阪不動産販売株式会社 4122001025332 営業実態に即したホームページリニューアルによる仕入・売上拡大

大阪府 株式会社ＴＷ　ＰＬＡＮ 4120001211720 既存事業のＰＲ・「新規事業ライスストローの販路開拓」

大阪府 株式会社ユニックス 8122001009001 大阪粉体工業展出展！！新製品ＰＲ販路拡大事業

大阪府 アンビション － ガラスコーティング剤の新たな分野への進出事業

大阪府 リラクゼーションサロン　Ｌｅｐａｓ（ルパス） － 見込み客掘り起こしによる新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社勇翔 6122001008269 既存得意先の受注拡大・新規得意先の受注開拓広報活動

大阪府 株式会社大坪 8122001001247 試験片（テストピース）製造ライン開発及び販売経路拡大事業

大阪府 ぱんだんぱ保育園 － ホームページリニューアルによる語学保育園の販路開拓事業

大阪府 セイワ工業株式会社 5120001148086 ホームページ新規作成による「市場開拓」と「会社案内及び求人」

大阪府 整体庵　大空 － メンタル的症状で悩む患者様の新規集客販路拡大

大阪府 大幸綜合建設株式会社 7122001003830 地域工務店の独自イベントＰＲによる新規顧客・販路拡大事業

大阪府 株式会社布施メンテナンス 9122001014248 オール電化、エコキュートの取替え工事で新規顧客獲得を。

大阪府 株式会社グローバル・パーツ 7120001122766 アルミダイカスト製工具保持器の開発・販路開拓

大阪府 進学塾ウイン瓢箪山校 － 過疎地域におけるＩＣＴ教材を活用した教育改革

大阪府 受験Ｌａｂ － 全国を股にかけた学習塾のレベル底上げ事業

大阪府 アイファクトリー株式会社 4122001032394 集客できるホームページを作成し、直販路をつくる。

大阪府 畳のイチオカ － ７０年の知識を活用し畳文化啓蒙による顧客創造での販路開拓事業

大阪府 ハタニ製作所 － 格闘技に特化したトレーニング器具の自社ブランドの立ち上げ

大阪府 株式会社ナカジマ 5122001005515 ホームページの全面変更による販路拡大と営業生産性の向上

大阪府 メリー・ローズ － 「自分で簡単につくる感動ブーケ」教室の新設による販路開拓

大阪府 有限会社高山工務店 3122002009847 地域と連携！国産天然乾燥無垢木材を活かした新販路開拓事業

大阪府 株式会社プラテック４５ 5122001024424 ネットショップ出店での販路拡大

大阪府 プリンスエンターテインメント － 荒木悠司公式ファンクラブサイト構築・運用計画

大阪府 マザーグループ株式会社 1122001017514 バイオリズム手帳の販路拡大の為の種類充実・宣伝及び製造委託

大阪府 有限会社宇和産業 3122002000665 全社員ＰＲによる営業体制を実現する独自サイト＆販促物製作事業

大阪府 株式会社スタジオ・ノア 6122001023334 ホームページと展示会で事業内容の認知度向上＆国内外の販路開拓

大阪府 株式会社ａｋｕａ　ｍａｎａ 9122001025690 越境ＥＣを活用した創業支援プラットフォームを実現する事業

大阪府 畑ダイカスト工業株式会社 9122001006195 当社Ｗｅｂページと現地展示会を活用した海外販路開拓事業

大阪府 株式会社ベルキス 3122001023774 新規事業である職業紹介業のＰＲ用ホームページ作成による販路拡大

大阪府 株式会社留河 3120101037199 現在の空間に合う桐箪笥【ＫＩＲＩＫＡＧＵ】の開発と販売

大阪府 Ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｅ　Ｍａｎｏ － フルフラットシャンプーベッドでお客様と従業員のバリアフリー

大阪府 菓子処ふる里 － 餅・団子・大福商品の品質向上・新創作菓子充実の為の、機械導入

大阪府 髪質改善・縮毛矯正専門　美容室イリス － 自社オリジナルの最高級トリートメントによる販路開拓

大阪府 合同会社ワークスペーシズ 4120903001723 会員管理システムの構築による自社ソフトの販売促進

大阪府 木場ホームページラボ － インターネット広告を使用した自社サービスの新規開拓営業
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大阪府 脳活整体　流れ動く － からだの悩みを紐解く！健康セミナー開催等による新規顧客開拓

大阪府 株式会社味源グループ 8120901010268 老若男女に訴求できるホームページ新規作成による販路開拓事業

大阪府 インプルーブ行政書士事務所 － 中国語に対応した就労ビザ申請サポートＷＥＢサイトによる広報

大阪府 ケイズアーク株式会社 4120901016640 展示会で生姜湯「いっしょうが」の取引先と委託販売先開拓

大阪府 株式会社シグマ 6120901011094 多言語・ＳＮＳ連動ホームページ（ＨＰ）の開発と潜在的顧客の開拓

大阪府 株式会社エブリワンダイン 7120901040836 自社オリジナルのホームページを作成し人材と加盟店の確保を行う

大阪府 有限会社エアーリメイクス 3120902013225 新型ドライアイス洗浄機を洗浄展に出展し顧客開拓

大阪府 株式会社河原工房 5120901015071 古民家再生事業のためのホームページのランディングページ作成

大阪府 マリオン － 髪質とヘアスタイルの悩み解決！綺麗を提案する憩いのヘアサロン

大阪府 株式会社サンケン 2120001152966 ＯＳハンドバーナーによるオーエスシート防水システムの拡販

大阪府 株式会社ＦＩＥＬＤ土香 9120901017064 飲食店料理盛付サポートプログラム事業

大阪府 中村工務店 － 地域密着型工務店としての地域認知度向上、地域顧客との接点作り

大阪府 株式会社ネコシステム 5120901015848 サイト内検索サービスの販路拡大事業

大阪府 プロトマーケティング株式会社 8120001195407 妊婦向けＩｏＴデバイスの開発、およびプロモーション

大阪府 合同会社ソア 3120903002029 夜のチーズケーキ紅い月新高槻土産の販路開拓

大阪府 Ｌｏｖｅ　Ｐｅｒｆｕｍｅ － 自店ホームページのリニューアルと展覧会による販路開拓

大阪府 和酒家　醸果 － 日本酒を飲みたくなる店舗ホームページの作成

大阪府 日本Ｆ・Ｐ・Ｃ株式会社 3120901011717 新商品「健幸ファイル」販路開拓事業

大阪府 株式会社カーフィールドライズ 9120901014425 店舗在庫車両一新！売上向上＆販路拡大のための認知度向上事業

大阪府 テクノコーム株式会社 1120101038554 売上・収益構成比の改革を目的とした商品開発・販路開拓

大阪府 ＧＡＬＥＴＴＥ　ＣＡＦＥ　ＯＮＯ－ＲＥ － 「ガレットの魅力を南大阪に！」３世代に愛される店作り事業

大阪府 株式会社アーキ・トラスト 3120101045846 ドローン活用の家屋メンテナンス診断サービスによる販路拡大計画

大阪府 永橋鍼灸・あん摩・マッサージ院 － 訪問鍼灸・マッサージの新規患者様取得の販路開拓

大阪府 和泉白蟻株式会社 9120101055245 シロアリ予防強化事業のホームページ作成による新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社ゆう香 8120101059164 ＨＰで岸和田の特産品を使った割烹料理を観光客に徹底訴求！

大阪府 木彫前田工房 － 海外販路開拓・普及のための英語版ホームページの制作

大阪府 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｏｓｃａｒ － 店舗看板設置による認知度アップ新規顧客獲得事業

大阪府 東洋ステンレス化工株式会社 1120101038744 自社の技術力向上及び販路開拓による業績拡大

大阪府 株式会社正商グループ 6120101056535 業務毎ランディングページを含むモバイル特化ＷＥＢサイト構築

大阪府 クライシスリレーションズ株式会社 6120101057789 人材紹介プラットフォーム（マッチングサイト）泉州版

大阪府 ドローン・ショット － ドローンを使用した建築物の高所調査、点検事業

大阪府 株式会社ＵＫＩＴＯＡ 3120101058773 買い物代行同行サービスと施設の安全性向上計画

大阪府 株式会社リップ 4120101039087 企画提案型イベント＆研修会場「ハッピーランド」の運営

大阪府 ＳＨＩＮＥ　ＭＯＯＮ － 改正健康増進法施行に伴う加熱式タバコ商品普及による販路開拓

大阪府 山本杏鹿堂薬局 － 漢方薬による地域健康ステーション事業強化による地域雇用創出

大阪府 ブティックえいきゅう － 高齢者への総合的な買い物支援サービスによる顧客満足度向上計画
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大阪府 学習塾　才塾 － ターゲットを絞り、教室拡大のためのネット宣伝事業

大阪府 中古農機具専門店アグリライフサポート － 農機具展示場の環境改善により認知度アップによる売り上げ拡大．

大阪府 グリーンエコ建設株式会社 9120101055682 持続可能な家づくりで家族も地域も健康で幸せな空間を提供

大阪府 タイヤショップ輪猿 － 店舗看板、連絡先看板、タイヤラック設置による新規顧客獲得事業

大阪府 アルゴ －

大阪府 らいくカルチャーくらぶ － ＩＯＴ機器の制御プログラムを教材としたカルチャー教室の運営

大阪府 Ｌｉｋｅ合同会社 9120103002204 公立ドローンフィールドの活用による新規ドローンサポート事業

大阪府 オークサーフ － 空撮等の特殊動画資料を商品化して新規顧客開拓を実施

大阪府 川崎農園 － 地域顧客を呼び込み、加工品と直売の比率を増やす六次産業化進展

大阪府 Ｃｒｅａｔｅｄ　ｆｕｔｕｒｅ － 貝塚を活性化。集客動線セミナー事業

大阪府 タクヘアーサロン － 高齢者バリアフリー計画＆販路開拓看板設置事業

大阪府 有限会社オクノ産業 4120102022232 直販部門よる「介護用のトイレマットのフルオーダー販売」

大阪府 Ｈ．ｉｍｓ株式会社 9120901034290 海外製プリント基板の国内販路拡大とサービス向上

大阪府 株式会社ＷＡＳＣ　基礎地盤研究所 7120901013684 「地盤技術フォーラム２０１９『災害対策技術展』」への出展

大阪府 北摂みらい司法書士事務所 － 「安心で快適な事務所づくり・ＰＲで相続案件獲得」事業

大阪府 株式会社ＮＫＫソリューションズ 1120901040981 「地域で一番の学習コンシェルジュ」を目指すブランド構築事業

大阪府 合同会社アバンドーネ 2120903002698 地域の「音楽を通じた幸せづくり」拠点実現に向けた販路拡大取組

大阪府 ひらまつ行政書士事務所 － 事業承継計画コーディネートサービスの立ち上げと販路開拓

大阪府 合資会社ＰＣラーニング 4120903000527 小中学生向けプログラミング、タイピング及びパソコン基礎教育

大阪府 株式会社ＡＰＨＲＯＤＩＴＥＳＴＹＬＥ． 6120901035770 抗がん剤使用者の脱毛期向け全身シャンプーの開発・販路開拓

大阪府 トラストワークス － 全国初！刺繍おしぼりで、飲食店のおもてなし向上事業

大阪府 有限会社ワンクスクリエイション 2120902013977 当社開発の犬用鋏の国内の新規顧客獲得と海外への販路拡大計画

大阪府 ＱＵＡＤＥ＋ｍ － 『加齢に伴う髪の毛の悩みの解決』で、顧客の獲得

大阪府 千商ハウス株式会社 2120901016007 ＷＥＢ戦略で問い合わせ機会損失の防止＆イベント告知！

大阪府 いろどり中華たけ － 高齢者や子供にやさしいバリアフリー化で新規顧客獲得

大阪府 クリエイトサウンドワークス株式会社 1120901019308 体験セミナー・楽器調整サービス提供による新規開拓と利益率改善

大阪府 Ｍ－Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ株式会社 4120901041192 カリフォルニア州ナパバレー産に特化したワインのネット販売

大阪府 みつけやま整骨院はり院 － 新患増加を目指す！ＷＥＢサイトの見直しとチラシによる販路開拓

大阪府 ＲＯＯＭ＃３５ － ＬＰ制作による犬の洋装・和装のブランド確立による繊維産業活性化事業

大阪府 カフェレードル － 魅力的で絵画の様な水彩で描いたフライヤー・ポスターの作成

大阪府 アルファライン株式会社 4120901016608 溶剤大型インクジェットプリンターの導入

大阪府 個別指導塾　Ｗｉｎｇ － 野田阪神校での中学生向け学習塾コース開設による事業規模の拡大

大阪府 ひいらぎレンタリース － レンタカー事業の広告および販路開拓

大阪府 合同会社Ｆｏｘｘ＆Ｇｅｎｕｓ 9120903002717 Ｅｎｇｌｉｓｈ学童「Ｆｏｘ　Ｘ　ＧＬＯＢＡＬ」の販路開拓

大阪府 Ｓフローラル － 生徒さんも地域も笑顔に♪マルチサイドプラットフォームへの進化

大阪府 はやし針灸整骨院 － 不妊や逆子で悩む方に対する、インターネットを利用した顧客開拓

42 / 80 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 株式会社マイライフエフピー 7120901039226 ワークシェア促進型講座による女性の社会進出強化・雇用創出事業

大阪府 トラベルドリーム － ＬＰ新設による地域の絆を育む団体旅行受注強化・地域雇用強化事業

大阪府 五月ヶ丘鍼灸整骨院 － 姿勢改善クッション開発で物販収入と新規患者の増加を図る

大阪府 株式会社ヴィレッジ 2120901005513 顧客の潜在ニーズを掘り起こすリフォーム専用ウェブサイトの作成

大阪府 Ｔｕ　Ｒｅｌｉｅｒ　～ゆるりえ～ － 足で施術！フーレセラピーで身体のつらい悩みを解消！

大阪府 ＬＡＢＯ．ＫＡＫＡＰＯ － 店舗拡大に伴う業務用機器（ミキサー・オーブン）の購入

大阪府 合同会社グローバル仁 6120903001622 古家ローコスト再生ビジネスと新たなターゲット顧客獲得

大阪府 株式会社ネクストフェイズ 7120901015144 セミナー自動集客システムを組込んだ新ＨＰ制作による生産性向上

大阪府 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｉｔｏ － わずか３０分のヘッドスパで生涯美髪を楽しむ！

大阪府 株式会社ハウスエム 6140001107056 新サービスを活用し、販路開拓するためのホームページ作成

大阪府 Ｌｏｕｒｄｅｓ～るるど～ － 店舗内環境整備及び広告拡大による来店者数増加を図る

大阪府 そらデザイン － 新規事業「吹田市ポータルサイト吹田時間（すいたじかん）」運営

大阪府 株式会社ベッツクリニカルラボ 1120901039025 新たな事業展開に向けての設備投資およびブランド力の強化

大阪府 有限会社勝部デザイン事務所 4120002032595 実践型グラフィックデザイナー養成講座の開設

大阪府 プリズム・コア － 動画を活用したダイレクトＥメールによるプッシュ式販売促進事業

大阪府 株式会社お元気さん 2140001038230 時代が求める３方よしの食用油ろ過システム「エコレ」の普及事業

大阪府 パピエ － パピエのブランド化を図り、「時短スケッチ」を普及させる事業

大阪府 ＲＩ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 7140001091142 企業のウェブ力向上！実務活用を重視した企業研修の販路開拓

大阪府 グランディール（Ｇｒａｎｄｉｒ） － わずか３０分のヘッドスパ、毛髪ケアで生涯美髪を楽しむ！

大阪府 株式会社ユニオンテック 5120901013769 アスベスト飛散防止工法の推進による地域社会への貢献事業

大阪府 すし釜めし百万石 － 配達員不足に備える！寿司のテイクアウトを始めるための店舗改修

大阪府 株式会社Ｅ－ＧＡＯ 2120901039395 ホームページを活用した心身の未病血液検査の販路開拓

大阪府 株式会社ライズベース 1120901041303 日本初グローバル人材育成事業の認知向上

大阪府 株式会社エフワンコンサルティング 7120901019153 飲食店多店舗化『エフワン　ブレイクスルー塾』セミナー集客

大阪府 株式会社トータルライフコーポレーション 1120901007551 小学生・中学生向けプログラミング教室の開催

大阪府 鍼灸整骨院　安穏 － 移転後の店舗で不妊カウンセリングの普及と認知活動

大阪府 ｍａｎｒｉ － オーダーシステムで顧客の満足度を高め販売拡大と経営の安定を図る

大阪府 ｇｅｅ　ｋｉｄｓ － ホームページの全面刷新で見やすく、分かりやすく、親しみやすく

大阪府 広島お好み焼き・鉄板焼き「かん吉」 － 「かん吉の出来立てデリバリーサービスの地域への周知、浸透事業」

大阪府
一級建築士事務所　ｎｉｔａｌａｂｏ＋ｐａｒｔｎｅｒ
ｓ

－ 注文住宅ワンオペレーションサービスによる顧客満足度向上事業

大阪府 株式会社ほたる 4120901040269 高齢者の救世主！町のホッとスポットのブランド認知活動

大阪府 蛸いろ － 認知度向上・販路開拓のためのＷｅｂ／ＳＮＳプロモーション戦略

大阪府 ＦＩＥＬＤ　ＤＯＯＲ株式会社 3120901033926 設備導入による更なる作業効率アップと高齢者の雇用の実現

大阪府 ジージーピー株式会社 8120901035117 クロノーブＰｅｔｓ新規会員獲得＆固定化システム構築事業

大阪府 クレールアサヒ株式会社 5120901006211 女性を美しく輝かせるプロフェッショナルな新規メニューの導入

大阪府 株式会社ミルク本舗 4120001214079 成人用粉ミルクの商品開発・販路開拓・販売促進
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大阪府 株式会社ユアコンパス 1120901031873 調理師試験合格対策講座運営事業の販路開拓による売り上げ拡大

大阪府 有限会社江坂スイミングスクール 9120902005596 競合他社との差別化による地域顧客開拓事業

大阪府 株式会社Ｐ．Ｏ．Ｃ．ｆｉｅｌｄ 7120001133235 英会話と留学支援サービスの北摂Ｎｏ．１ブランド化推進事業

大阪府 有限会社後藤商会 2120902012252 就業時間内に行う、オートバイの出張整備・消耗品交換の実施事業

大阪府 こもれび鍼灸整骨院 － 働き盛りで仕事を休めない人に根本治療の施術を周知する事業

大阪府 株式会社ビズジーン 5120901039748 アルコール感受性遺伝子検査キットの拡販を行うための広報事業

大阪府 ＡＫＡＲＩ － 純国産の業務用鋏を無店舗訪問型で販売する新規事業計画

大阪府 サンプラスツーリスト株式会社 2120901015264 楽しい旅のプランナーがお届けする豊富な旅行プランの販路開拓

大阪府 Ｆｉｒｅｆｌｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｃｅｎｔｅｒ － オンライン販売と増設による新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社イート・ビー 8120901034952 無料送迎サービス付アフタースクールによる販路開拓

大阪府 さいとう会計事務所 － 会計のプロが企業の人手不足を補う！「御社の経理部」の販路開拓

大阪府 Ｅｉｎ　Ｂｉｅｒ，Ｂｉｔｔｅ． － 伝統的ドイツビールの販路拡大及びブランド力向上事業

大阪府 Ｐｒｏｍｅｎａｄｅ（プロムナード） － 新規事業「パーソナル食事診断」による販路開拓事業

大阪府 株式会社ウインズフロム 9120901018764 ４０代以上の本物志向の女性へのハワイアンジュエリーの販路開拓

大阪府 焼鶏誠 － 予約システム導入したサイト新規構築による販路開拓事業

大阪府 エステティック　Ｋａｌｏｎ － ２０代女性向けお手軽エステティックプランの認知向上

大阪府 ＫＡＮＡＵ合同会社 6120903001639
「訪日外国人向け民泊長屋ストリート」、「スマートトラベル事業」運営による地
域活性化と地域住民への貢献事業

大阪府 よろず屋太郎 － 本格的で網羅的な講師カタログの作成配布とネット活用強化事業

大阪府 ＪＩＳＴ － 英会話とともに行う健康経営推進事業

大阪府 たいよう鍼灸整骨院 － ホームページ追加による新規患者獲得及び美容はりメニューの投入

大阪府 Ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙ　Ｒｏｏｍ　ｃｕ＊ｒｕ＊ｍｕ － 自宅サロンの新規顧客獲得＆サロンオリジナル商品の販路拡大

大阪府 有限会社ケイエムテイエンジニアリング 6120902006069 増え続ける老朽化マンションを幸せ空間に変える事業のブランド化

大阪府 ｏｋｕｒｕ　ｄｅｓｇｉｎ － 自社のデザイン力を発信しブランド力を向上させるプロジェクト。

大阪府 トラットリアイルフィオレット － 店舗リニューアルによる顧客満足度上昇＆新規顧客獲得計画

大阪府 有限会社内名商事 8120902005374 大阪初の精子観察用顕微鏡を用いた男性不妊鍼灸の販路開拓

大阪府 有限会社草楽園 6120902000963 スマホでも買える　簡単♪フラワーギフトのブランド化事業

大阪府 株式会社アイテック 1010001149677 来店型店舗開設による新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社関西久保長 3120901006031 新型機械の総合カタログ及び映像の作成

大阪府 合同会社リバティ 2120903002203 「オートロックシステムと追加マシン導入による新規顧客獲得」

大阪府 株式会社プリントエース 2120901008202 オリジナルバスケットボールウェアと関連グッズの開発と販路拡大

大阪府 株式会社昭和システムサービス 2120901013607 広告宣伝による新規顧客獲得と受注件数の増加計画

大阪府 Ｎａｉｌ＆ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ　ＣＬＥＡＲ － 駅広告、駅のホームに大型看板の設置による周知と人材採用活動

大阪府 Ｅ－ＴＡＢＬＥ株式会社 8120001207855 簡単に注文ができるＨＰにリニューアルで事業拡大

大阪府 株式会社リブランドマネジメント 7120901015111 子どもの夢を叶える！『オーガニック・マルシェ』開催で販路拡大

大阪府 株式会社フロンティア 1120901015901 ホームページのリニューアルによる新客び顧客に対する集客強化

大阪府 合同会社輝七 1120903002336 「販路開拓し、“まごころこめたお母さんの弁当”宅配事業を強化」
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大阪府 株式会社キャリ・ソフィア 9120901018822 学生向けキャリアデザイン・カード教材の商品化と販路開拓

大阪府 有限会社エイズィープラン 9120002056061 ・ホームページとパンフレット、チラシ配布による新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社伊藤工務店 8120001167975 美容室開業ワンストップサービスＨＡＴＣＨのブランド力向上事業

大阪府 ＥＮＩＦ － 販促強化による新規顧客獲得と求人確保ための企業ＰＲ資料作成

大阪府 吹田不動産販売株式会社 1120901014812 離婚時の不動産の所有権と債務者の名義変更専門サイトの構築

大阪府 エピテーゼクリエイトラボリント － 『事故や癌で体の一部を失くした人をケアするエピテーゼ普及事業』

大阪府 ＦＲ株式会社 6120901035928 「外国人旅行者に選ばれ競争力のある宿へのブランディング向上計画」

大阪府 南吹田動物病院 － 動物用の内視鏡導入による新規顧客獲得計画。

大阪府 ＱＯＬエクスプレス合同会社 1120903002030 競合差別化と収益性改善への新商品開発と新規顧客の開拓事業

大阪府 アルファシステム － 天然植物カラー、増毛サービスを提案するＨＰ・チラシの作成

大阪府 お城カタリスト － お城カタリスト事業本格展開による事業規模拡大と文化遺産の継承

大阪府 有限会社ＡＳ・ハート 8122002014314 自社サイトによる海外製大型ベビーカー等の日本における販路開拓

大阪府 株式会社キクトウ 6122001018219 新たな顧客層獲得のためのホームページ営業戦略の確立

大阪府 株式会社河井 5122001018178 一般消費者への国産木材のカット素材のインターネット販売事業

大阪府 有限会社多葉刷子工業所 3122002014145 動物病院、ペット美容院ホテル、ＥＣサイトでの販路開拓

大阪府 ＮＥＸＴＲＯＵＮＤ － リングのあるスポーツジムのプロレス興行の企画とプロモーション

大阪府 有限会社正和工業所 5120002011375 ＷＥＢページの作成とツールによる新たな受注販売システムの構築

大阪府 株式会社アドバンス 2122001026514 大判プリンター導入によるオリジナルＴシャツの作成

大阪府 ナツカスポーツ － 「目指せ　Ｊ　リーガー！」　チラシ配布によるサッカー生徒数拡大事業

大阪府 炭焼尚店 － 「焼鳥店にバリアフリーを！」フラットな客席による販路拡大事業

大阪府 藤田金属株式会社 3122001024129 フライパンジュウの販促動画・レシピ作成と関連商品開発

大阪府 からだラボＮＥＸＴＦＩＥＬＤ鍼灸整骨院 － パーソナルトレーニングでの健康増進を薦める為の販路開拓事業

大阪府 エフワン八尾 － 近隣大学と連携した大学生へのオーダースーツ提案・販路拡大事業

大阪府 株式会社世康 1122001027661 和食だしを世界の食卓へ届ける、海外展開事業

大阪府 カネ筒農園 － 郵便局サンプリングで紅たで加工品の売上向上に向けた販促事業

大阪府 有限会社大一創芸 7122002014216 ホームページのリニューアルでの集客率アップとブランド力の強化

大阪府 有限会社ファーストプランテクノ 2122002016571 機能・性能とデザインを分かりやすく伝える動画ＰＲ

大阪府 合同会社ＳＯＬ　ＣＯＭＯＤＡ 1122003001053 当店のコインランドリーの魅力を知ってもらうキャンペーン

大阪府 ＮＡＩＬ　ＣＵＲＥ － セルフ光エステの導入によるアンチエイジングメニューで売上ＵＰ

大阪府 ＭａＳａ　Ｈａｉｒ － 女性の顔そりサービスによる新規顧客開拓

大阪府 優しいねこ － シニアに優しいエステサービス事業

大阪府 久宝寺口整骨院 － ＨＰを活用したスポーツ選手の新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社やいや 8122001022854
焼き場の拡張工事（工事に伴うフードの新調）と販促ツールの作成（ショップ
カード等）

大阪府 有限会社ひかり写真室 5122002014597 「地域の方々が自慢できる写真スタジオ」のＷＥＢ強化と看板設置

大阪府 前田一章司法書士事務所 － 「相続に強い身近な司法書士事務所」認知度向上による販路拡大

大阪府 プラクス株式会社 1122001030987 ＢｔｏＣ向け電子版患者手帳アプリの試作開発及び販路開拓
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大阪府 株式会社リンクス 9122001022829 自社ＨＰ新設による「自社製造カスタムクラブ」販路開拓等の事業

大阪府 焼肉トラットリア西山 － 「八尾発イタリアン焼肉」の認知度アップと店舗ＣＩとブランド化

大阪府 ＲＥＡＴＨ株式会社 1122001025319 水泳選手のための筋肉コンディショニング講習を通じた販路開拓

大阪府 池上金属株式会社 1122001017662 輪島塗プレミアムワインクーラーの個人客及び法人客向けの販売促進

大阪府 有限会社協栄製作所 4122002012949 新しいＨＰのと大量生産可能機械導入による販路拡大

大阪府 有限会社ダイトク化研 2122002014113 「ダイトック」の製品精度向上のための改良と海外を含む販路拡張

大阪府 川田徳榮堂 － 有名寺院前でのサンプル配布と新商品パッケージのデザイン作成

大阪府 株式会社アラセ 5122001017650 レスポンシブデザインのサイト構築で自社オリジナルグッズの販売促進

大阪府 有限会社貴久屋（ジュエリーキクヤ） 2122002013528 ジュエリーリフォーム・リペアの大阪ナンバー１ブランドになる！！

大阪府 株式会社エル・ラーニング 3122001030325 エジソンアカデミー総代理店＆プログラミング通信教育事業

大阪府 恒祐工業株式会社 3122001023155 特殊成形（薄肉・厚肉成形）事業のプッシュ型受注促進事業

大阪府 株式会社想立 2122001027710 障害者に特化した便利屋の販路開拓事業

大阪府 ＨＡＲＥＮＯＨＩ　ＣＡＦＥ － 宅配サービスの強化に向けた地域消費者への情報発信

大阪府 株式会社ＣＲＡＢ　ＯＮＥ 1120001215435 自社開発のこだわりの水産加工品の売上向上を目指す販促事業

大阪府 Ｍ’ｓ　ｗｏｒｋｓ － ネットを最大限活用し、最小限の費用で認知度アップします

大阪府 正心亭（ショウシンテイ） － お仕事も家庭も頑張るママさんが入りやすいお店づくり

大阪府 株式会社ＴＳＲｅｆｏｒｍ 4120001209252 掃除・内装・リフォーム業を展開し、女性雇用活性化を図る

大阪府 ジパングカリーカフェ － 新形態のカレー屋が挑戦！ＩＴと紙媒体活用のトライアングル事業

大阪府 株式会社河内塗創 1120901029736 ＢｔｏＢ強化に加えて、ＢｔｏＣ獲得のためのリブランディング

大阪府 有限会社おおかわ 9120902017856 畳替えをしてシルバー世帯に笑顔と喜びを届けるための取り組み

大阪府 情熱うどん讃州　新大阪店 － 学生の健康な食生活への誘導と深刻なランチ難民化の緩和

大阪府 アクセルブーン － 大人のためのプログラミング講座・新規開設事業

大阪府 株式会社ＭＥＥＴＳＨＯＰ 5011001115244 美容業等向け弊社オリジナル温活コンテンツ販路開拓事業

大阪府 株式会社ファイブセンスグラフィックス 2120001123190 日本の伝統工芸を新しいコンセプトでアクセサリーとして世界販売

大阪府 八重洲産業株式会社 6120901025953 キックボクシングイベントを通して新規顧客を獲得する取組み

大阪府 訪問美容　Ａｋｉｙａｍａ － ヘアカットから癒しまで！笑顔を届ける新しい訪問美容サービス

大阪府 海鮮うろこ － もう断りません！２階改装によるファミリー層と宴会客の取り込み

大阪府 ブリックガーデンアーキテクツ株式会社 7120901036099 千里の新規客を開拓して緑あふれる千里ニュータウンを再生

大阪府 グリーンオフィス　ベルデ － リニューアル改装で高齢者にやさしい癒しの教室づくりの取り組み

大阪府 濵田管工 － 新事業に必要な設備導入による、売上の拡大で下請けの一部脱却

大阪府 ＨＤｗｏｒｋｓ株式会社 8120901030547 客単価アップと業務効率化につながるアプリの開発

大阪府 テクニカルライフ － リバウンドなし！適正量の見える化で片付く家作りを提案

大阪府 リタヘルス株式会社 2120901040130 菊芋商品のＷＥＢページ等による販路開拓と菊芋商品の新商品開発

大阪府 ｓｏｕｖｅｎｉｒ － 人気店に成るべく、認知度向上と新商品開発及び販路倍増計画

大阪府 総合ペットセレモニー株式会社 3120901029288 ペット関連グッズ販売専用ホームページ増設による顧客開拓と拡販

大阪府 株式会社三幸住研 7120901023840 個人注文住宅の受注拡大のためホームページ変更とページ増設
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大阪府 クリーンカンサイ株式会社 3120901026260 業務用ノウハウを活用した個人向け布団丸洗い事業による売上拡大

大阪府 株式会社ぱんだの庭 3120901040096 ＳＮＳを使った家庭学習支援サービスお試しプラン新規客開拓事業

大阪府 ＴｗｉｎｋｌｅＰＡＮＤＡ － リブランディングによる新規事業展開と高単価顧客への認知度増大

大阪府 株式会社画屋 7120901028427 企業の販売力を高めるＷＥＢでの漫画制作業務受託強化事業

大阪府 株式会社ＪＯＵＥＲ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 3120991039659 法人向けのメイク・ヘアアップ人材育成事業の新規展開

大阪府 御菓子司　津村屋 － 若年・外国人向けＥＣサイト作成による新規顧客開拓

大阪府 イーべルスベルク株式会社 1120901019381 大阪の地域産品を有効に利活用した「皮なし栗」の開発と販路開拓

大阪府 楽読　豊中スクール － 豊中唯一の脳トレ教室楽読…認知度ｕｐの為のＨＰ及び看板制作

大阪府 有限会社サンビレッジハート 6120902022289 新規“ＩＴ広告”ウェブサイトの開設による営業活動・新規顧客獲得

大阪府 ＳｅｎＲｉ中央社会保険労務士事務所 － ストレスチェック分析システム開発、および事務所の業務効率化

大阪府 あすよし整骨院 － 脊柱調整メニューの新設および院内での脊柱調整施術の見える化

大阪府 舩戸行政書士事務所 － 建設業許認可手続き受注拡大と外国人労働者受け入れ支援事業

大阪府 株式会社エイビスト 8120901037006 汎用型コントローラー／プロジェクターコントローラーの開発

大阪府 Ｅｘｃｅｌｗｏｏｄｓ株式会社 5120901028263 長時間学習できる環境と動画授業、きめ細かい進路指導の提供

大阪府 ディライズ － ホームページと実店舗の新たな販売チャネル創出プロジェクト

大阪府 治療院　凡座 － 既存顧客満足度の向上と新規顧客獲得に向けた市場開拓

大阪府 深田税理士事務所 － 商売繁盛につながる経営ゼミによる新規顧客の開拓

大阪府 株式会社毛利書店 8120901025919 チラシ・ＷＥＢ連動型：配達サービスの認知度及び業務効率向上化事業

大阪府 豊中青藍塾 － 高校生教室の学習環境改善による付加価値増加を通じた集客力向上

大阪府 株式会社クロボ 9120901041056 グローバル人材紹介事業

大阪府 ＤＡＫＯＴＡ － 問い合わせ機能を備えた自社ブランド「ナスングワム」のＨＰ開設

大阪府 株式会社エンロバ 8120901037740 ショールームを使ったソリューション戦略による新規顧客開拓事業

大阪府 ギルド － 内製化による製品精度の向上と販売価格最適化による販売促進事業

大阪府 オアシス整骨鍼灸院 － 超音波エコー装置で筋肉を可視化。伸ばせ健康寿命！

大阪府 株式会社フロムアクト 5120901040805 人生１００年時代の介護施設向けレクリエーション機器の販路開拓

大阪府 ｏｒｕｂｉａ株式会社 1120901039165 楽天市場出店と在庫連動システム

大阪府 光楽堂光國 － 「ジャストインタイム」地域密着型「置き菓子」システムの確立

大阪府 株式会社更科 5120901021417 店頭看板等設置による集客の拡大と商品ＰＲ

大阪府 Ｆｕｒａｎ － スピード脱毛と新バストアップメニュー等の導入による生産性向上

大阪府 タツミ印刷株式会社 7120901019748 地元密着工務店・リフォーム会社の地域１番店化サポート拡販事業

大阪府 Ｒｕｃｉａ － ニーズに合わせた顧客満足向上

大阪府 パティスリーＴａｉｋａｉ － 既存商品を地元のお土産として販路拡大する為のリニューアル計画

大阪府 株式会社配線コム 6120901037057 モータースポーツイベントでの宣伝広告活動

大阪府 Ｋａｒｉｔｅ － 地域子育て支援・親子のためのくつろぎの空間と居場所づくり

大阪府 御料理あきやま － 夜のコース料理を最大限にアピールし、売上・来客数を１．５倍に！

大阪府 株式会社リホープ 3120901035055 訪問理美容師が行う笑顔で最期を送るエンディングカットのＰＲ
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大阪府 ｃｕｐｉｄｏ － ３世代の女性が笑顔になれる場所を提供する為の補助事業

大阪府 株式会社龍史堂 1120901020100 低単価新商品を切り口とした既存得意先深耕・新規得意先開拓

大阪府 有限会社ファインライフ 4120102023932 事業名：ＬＥＤフルカラービジョンを用いての映像による店外広告宣伝事業

大阪府 株式会社キンダイ 7120101040694 ＨＰ　リニューアルで新規顧客開拓及び販促開拓

大阪府 伊藤登記測量事務所 － ドローンによる空撮・映像動画の測量業務導入計画

大阪府 三浦農園 － 親子に農業の魅力を伝えて顧客開拓！収穫体験に向けたＨＰ構築

大阪府 ワイン酒場かっちゃん － 店舗二階を改装して大型宴会場を設置し、新規顧客獲得及び売上増の実現

大阪府 黄色い樹 － 新市場の開拓へ！ジェンダーフリーのマーケティングサポート！

大阪府 修斗ＧＹＭＳ直心会 － 宣伝強化による新規顧客の開拓及び満足度の向上による会員定着

大阪府 シスター － ファサード看板の取り換えによる新規客数の獲得

大阪府 株式会社オンザテーブル 3120001152908 洋菓子店による顧客満足度を上げるＷＥＢサイト制作

大阪府 株式会社ライツェントベアー 4120001150951 ＳＮＳによる集客を狙った美味しさの伝わる店舗照明の導入

大阪府 株式会社Ｓｗｉｎｇ　Ｋｉｄｓ 7120001153142 お客様の利便性向上による売上拡大と生産性拡大への取組について

大阪府 結婚相談所ＴＯＷＡ － 結婚相談所の広報、販路開拓

大阪府 株式会社理創エステート 6120001154364 注文建築の受注を増加させるオリジナルホームページ製作

大阪府 いつ接骨院 － 「足の痛み」を和らげ地元高齢者の健康寿命＋１０歳事業

大阪府 有限会社豊島養蜂園 3120002074639 温熱治療器を活用した健康相談による売上向上事業

大阪府 株式会社ＵＲＯＣＯ 5120001217758 ＨＰで特定少数から不特定多数へと展開するウロコブランディング

大阪府 株式会社エコ・フリューション 4120001173861 『住まいのなんでも屋さん』の知名度アップで販路開拓

大阪府 ありさ住宅株式会社 4120001148987 子育て世代・若い共働き夫婦向けの商品開発及び広告・販路開拓

大阪府 ＫＳＣ株式会社 8120002076242 小売店・消費者向け　壁紙シート販売及びＤＩＹワークショップ事業

大阪府 ＲｉｒｅＬｉｅｎ － 食で悩んでいる人々に私の業務を知ってもらうための広告事業

大阪府 山くら － 店内設備強化とノベルティ配布による２店舗間の利用促進事業

大阪府 ノーブルエクシア株式会社 9120001152893 エステ施術及び自社開発オイル・化粧品等の海外販売促進事業

大阪府 髪や － 髪の安心を届ける髪育メンテナンスコースのキャンペーンＰＲ事業

大阪府 株式会社さなえ不動産 3120001170439 地域・不動産情報を『ネットラジオ局』で発信し、若い層の販路開拓事業

大阪府 有限会社ＯＥＨ 7120002073752 販売促進用の広告ツール（看板等）の更新及び作成

大阪府 枚方無痛骨盤調整センター － 訪問での無痛骨盤調整オーダーメイドコースの認知度向上

大阪府 株式会社みどりの大地 1120001209866 顧客とネット上で会話ができる新しいパン販売店の展開

大阪府 健康ライフやすらぎ － カウンセリング事業に特化した販路開拓

大阪府 株式会社シードリング 5120001211067 不登校児童に向けたフリースクール開設と大人向け英会話事業拡大

大阪府 株式会社Ｂｌｅｓｓｉｎｇ 4120001218947 看板・ＳＮＳを活用し地域への認知度を広げる

大阪府 有限会社サンコー 8120002074205 曲線切断可能なコンクリートカッター「スネーク」の開発

大阪府 ｎｉｃｏｒｉ － 大阪発の職人、「匠」の技を海外に展開するｗｅｂショップ構築

大阪府 有限会社エヌ・エス 3120002076321 高齢者雇用と定期清掃の販路拡大

大阪府 株式会社ＳＩＳ 3120001190032 ｉＰｈｏｎｅ修理事業の新規顧客の獲得のための広告宣伝
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大阪府 北村工業株式会社 7120001210587 ドローンを活用した点検・診断による業務効率化と販路開拓

大阪府 鍼灸香里治療院 － 難治症例に対応するレーザー導入による新規来院数の拡大

大阪府 やすだ法務行政書士事務所 － 保育園入所申請代行による子育て家庭・地域保育園マッチング事業

大阪府 南農園 － 霧を利用したイチゴハウス栽培環境改善による販路拡充

大阪府 株式会社ＬＩＣＯＳ 9120001220576 介護予防自費モデルＬＯＣＯ　ＦＩＴ拡大に向けた体験会による販路開拓事業

大阪府 香里まつだ整骨院 － 既存靴・新規靴販売の販路開拓

大阪府 前田木材株式会社 3120001150721 インターネット販売の売上増加のための取り組み

大阪府 株式会社かえで水道 6120001197487 Ｗｅｂサイト再構築による水まわりリフォームの販路開拓

大阪府 株式会社ＴＩＭ 7120001195077 新動画サイトの有名地元ポータルサイトでのＰＲ事業

大阪府 豚々坊 － 壁掛け型ＬＥＤ看板の設置による新規客の獲得

大阪府 ＧＥＮＥＳＩＳ － 親子が笑顔で集えるキッズスペースがある子育て応援カフェ事業

大阪府 Ｌｉｌｉｃ－Ｌｉｃｋ － モビールのワークショップ開催による販路開拓事業

大阪府 株式会社アローズファーム 6120001220637
「加工食品（商品）」「トマト詰め合わせギフト商品」「トマトの収穫体験（トマト狩
り）」の販売強化事業

大阪府 株式会社ツボイ 4120001150118 地元高齢者への“困った”解消リフォームメニュー拡大と販路開拓

大阪府 リオクロススポーツクラブ － ○サッカースクールとダンススクールのスクール生増加

大阪府 株式会社ナガト 8120001150238 空き店舗を利活用した健康促進イベントの販路開拓

大阪府 ワールドモータース － 高齢者ドライバーの免許返納を促進「くるまの相談窓口」事業

大阪府 フラワーワコウ － 新たな商材にも挑戦！公式ホームページ制作で販路拡大事業

大阪府 パティスリーＲＡＯ － 行列のできる地域人気ＮＯ．１洋菓子店を目指す！認知度ＵＰ事業

大阪府 株式会社トライスター共立 5120001178942 女性の美を応援！美容メニュー告知で新規来院数・売上向上事業

大阪府 木村酒類販売株式会社 7120001157325 コミュニティー発信基地。かどま酒プロジェクト始まる。

大阪府 レンタルすぺーす・マンボウ － 外観を一新し商店街を歩く人に宣伝効果を上げ集客に繋げ販路拡大

大阪府 株式会社決断力 8120001183031 いつでもどこでも学べるビジネス会計ｅラーニング講座の開発

大阪府 有限会社リバース 7120002081730 穴あけポンチ＆カシメ作業機「カシメ仕事人」の開発・販路開拓計画

大阪府 株式会社ダイコ 6120001207155 ＥＣ事業拡大　ＷＥＢ広告を活用したマーケティングと新規顧客の開拓

大阪府 Ｇｒａｎｔ　Ｈｏｕｓｅ － 施工事例等情報発信（ホームページ活用）による地域課題解決事業

大阪府 株式会社宰所 9120001160087 ホームページ改善によるチェロキーの販路開拓

大阪府 株式会社ｎａｉｌ　ｆｏｒ　ａｌｌ 8120001159428 爪にやさしい水性ネイルの認知度アップと売上向上の取組事業

大阪府 株式会社くろしお保育園 2120001190652 娯楽サービス業を対象に事業計画書作成支援による新規顧客開拓

大阪府 株式会社ビィ・ナチュラル 4120001153459 ペットフードのブランド力向上のためのホームページの再構築

大阪府 株式会社ウシオ 4120001155323 新たな業界へ向けた金属製ノベルティの製作と販路開拓

大阪府 株式会社マルホ 2120001216309 新規浴槽補修・塗装サービスの開始及び販売促進

大阪府 株式会社麻田不動産 9120001192857 空家対策とＩＣＴの全面的な活用による潜在的ニーズの発掘

大阪府 手造りのお菓子　お喜奈 － 門真市にちなんだ菓銘の新包材による販路開拓と地域活性化

大阪府 株式会社バランス 5120001163102 地域地震防災に貢献！軽量屋根葺き替え工事訴求による受注拡大

大阪府 イーレップ株式会社 1120001160053 ＷＥＢ対策実施でバイオ燃料及び自社のブランド力向上と業績拡大
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大阪府 株式会社岩根工業 1120001202846 リフォームで減災！防水業者の一般家庭への販路開拓

大阪府 門真ゼミナール － 学習塾対象学年の拡大と映像授業の追加による販路開拓事業

大阪府 株式会社かなのわ 1120001205080 働き方改革推進によるスーパーマーケットでの生花販売強化事業

大阪府 株式会社近畿厨房 6120001182522 飲食店開業予定者の開業にむけてのワンストップサービス

大阪府 芦谷産業有限会社 4120002077905 高齢者向け健康食の新メニュー展開による販促活動の取組

大阪府 株式会社レーヴ 4120001191822 不動産の正しい知識を伝え、土地の有効活用を促進する事業

大阪府 合同会社Ｐｒｏｄｉｘ 9120003013680 シェアハウス運営によるコミュニティ形成および雇用の創出

大阪府 株式会社樹 5120901034344 店舗周辺・会社帰宅者への当店アピールと周知

大阪府 株式会社ＳＡＮＳＥＩ工業 6120001220802 商談場所とシャワールーム兼ねた事務所の設置で受注体制を整備

大阪府 炙りや和－ｂｉｓｔｒｏふじ － 高齢者が居心地の良い店づくりによる客単価増と口コミでの売上増

大阪府 株式会社見山建設 7120001160691 認知度を向上させ受注を拡大するための販促ツールの活用

大阪府 ガブ飲みバルＭｏｔｔｉ － 子育て世代増加中の守口市で行うウェディングプラン事業

大阪府 株式会社福本水道工業 5120001158119 不動産事業への進出と民間土木事業の営業強化による販路開拓

大阪府 株式会社藤土木 9120001174310 社内環境整備と営業ツールの活用で民間直接取引を増やす事業

大阪府 喫茶ミューズ － お年寄り客獲得のためのバリアフリーによる快適化プロジェクト！

大阪府 珈琲館豆の木 － 常連のお客様のための、珈琲館豆の木の外観綺麗化プロジェクト

大阪府 Ｂａｋｅｒｙ　まさ － 集客力アップと商品保護のためのテント及び看板設置プロジェクト

大阪府 グリルヤマモト － 秋冬期の顧客満足度向上のため薪ストーブ設置とストーブ料理提供

大阪府 活兵衛 － 女性一人客でも安心して入店できるカウンター周り快適化計画！

大阪府 ＴＴ　ＡＵＴＯ － 整備工場の再開による事業の柱の強化

大阪府 株式会社サリーレ 7120001169799 盗撮レスキューによる盗聴器・盗撮カメラの発見及び撤去

大阪府 株式会社サステナブル 6120001179386 コールセンター特化求人サイトの求人掲載企業の販路開拓

大阪府 エフズタウン － 顧客増加に向けての店舗事務所改装

大阪府 株式会社墨朋 5120101027586 インスタ映えする料理写真で、ウェブからの販路開拓

大阪府 株式会社吉田商店枕工場 3120101025889 医学博士鈴木信司氏プロデュース枕による新規販路拡大。

大阪府 洋菓子店　ＭＩＫＡ　ｄｏｉ　ＹＡＳＵ － 店舗外観の装飾と販促施策

大阪府 Ｆｏｔｏ　Ｃｏｌｏｒｅ － Ｆｏｔｏ　Ｃｏｌｏｒｅ　Ｍｏｖｉｅ

大阪府 極真会館中村道場泉州河内支部 － 空手教室の会員継続向上を目指した付加価値を提供する計画

大阪府 株式会社手束商店 9120101052688 飲食店販路拡大のための、ホームページの刷新、販促印刷物の作成

大阪府 株式会社中島重久堂 5120101028436 国内外新規顧客開拓事業（主に海外取引先）

大阪府 田中塾 － 設備と教育情報を充実させることで子どもの勉強環境を整える。

大阪府 株式会社ホンダビジネス大阪 9120101025693 モジュール交換で手軽に個性を演出！原付二種のカスタム塗装！

大阪府 コウワ － 自社ブランドによるオートバイ走行性能向上パーツの販路開拓

大阪府 株式会社ＦＰおとなの相談室 5120101049052 テーマは健康と子育て世帯！共同セミナー開催で、顧客を獲得！

大阪府 Ｐｈｏｔｏ×Ｄｅｓｉｇｎ　ｓｏｒａ － 観光地開拓！異素材写真印刷で写真家として指名受注獲得！

大阪府 Ｆｒｅｅｐｏｒｔａｌ － 音楽の街のソウルフード、ケイジャン料理で音楽好きが集う店に！
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大阪府 居酒屋ダイニング　ふぁいみぃる － 近隣住民へのＰＲで売上ＵＰ＆定着を目指す！

大阪府 ながまち整骨院 － 日本一のイップス専門治療店を目指す！

大阪府 ゆうの整骨院 － 「猫背・骨盤矯正」をＰＲし「猫背といえばここ」という存在に！

大阪府 霧島天然水販売株式会社 1120101053099 極天然水の販路開拓、販売促進

大阪府 株式会社ＨＫクリエーション 1120101027458 ＬＥＤ照明の販路拡大

大阪府 有限会社ヒノキオ工芸 2120102017044 新商品「漆塗りの枡　ヒノキコースター」の開発と認知度アップ事業

大阪府 街の保険専科ベストステージ － 近隣地域における認知度アップ・新規顧客獲得の為の宣伝広告事業

大阪府 Ｐｉａｒ － 髪質改善とヘアカラーのメニューで販路開拓と質の向上

大阪府 有限会社西森電機 9120102005604 ＩｏＴ社会の到来に伴うネット家電の販売促進事業

大阪府 甲南軽金属株式会社 4120101023082 “アルミでこんなことができる”魅力再発信に繋がる販路開拓事業

大阪府 有限会社ＡＹＡＮＯ 8120102013186 介護全般について気軽に相談できるスペースの設置

大阪府 株式会社小林塗料産業 3120101008299 美術館から世界に向けた魅力ある日本画の販売促進事業

大阪府 株式会社ＭＩＮＡＭＩ 9120101059139 安心して児童が通える放課後等デイサービスの認知活動事業

大阪府 Ａｌｌ　ｄａｙ　ｄｉｎｉｎｇ　Ｈｉｋａｒｉ － ご当地プリンの開発による販路開拓事業

大阪府 Ｂｅａｎｓ不動産株式会社 1120101052778 ホームページのリニューアルによる顧客増進・満足度アップ事業

大阪府 株式会社ＧＲＯＷ 4120101058401 幼児や小中学生が通いたくなる魅力ある会員募集の広報事業

大阪府 株式会社ツボイ電器 3120001000793 地域の独居高齢者の生活を明るくするための店舗改善と雇用促進

大阪府 ロイヤル薬局 － 地域ぐるみの治療体制強化による店舗利用促進・雇用創出事業

大阪府 株式会社ｅｃｌａｔ　ｖｉｆ 7120001203814 周辺地域への認知度強化によるまつ毛エクステ顧客増加と雇用創出

大阪府 ＲＥＶＩＶＡＬ～リバイバル～ － 寝転ぶだけで姿勢改善！ストレッチ事業による地域活性化事業

大阪府 奥亀商店 － 手土産用お菓子販売強化による地域高齢者健康促進・雇用創出事業

大阪府 アールアンドエル株式会社 4120101059787 テラスでロカボ！低糖質ダイニングのテラス席新設事業

大阪府 森浦時計店 － 店頭看板リニューアルによる時計電池交換・修理受注強化事業

大阪府 有限会社おかだや 9120002007816 オーニングテントリニューアルによる外国人接客強化事業

大阪府 株式会社アリス 9122001027191 製造現場の労働力不足をサポートし工業出荷額増強・雇用創出事業

大阪府 株式会社フォースト 4120001212082 小学生・中学生の不便解消タグラグビー用タグ着脱可能パンツ開発

大阪府 中西書房 － 地域の児童や高齢者の安心・安全ステーション強化事業

大阪府 株式会社ナノマテックス 6120901033725 特許取得済・カーボンナノチューブ配合商品販路開拓プロジェクト

大阪府 ｂｌａｎｃ － 箕面の高齢者をターゲットとする飲食店とのコラボ販促事業

大阪府 Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ａｓｓｉｓｔ　ＳａｒｃｈＣ － 「アスリートのツアー帯同サポート」拡充及び販路開拓

大阪府 株式会社夢職人 5120901022530 １．大学との共同研究から誕生した愛犬用歯みがき道具の販売促進

大阪府 合同会社アウトワールド 4120903002060 ママさん雇用を軸にした中小企業オウンドメディア運用代行サービス

大阪府 巡りごはん　いろは － ホーム・セルフケアニーズ対応機能の強化による持続的成長の実現

大阪府 茶舎福 － 「健康＝運動＋食」を軸とした健康サポートサロンづくり

大阪府 株式会社トゥーウィン 8120901037526 「オリジナルスポーツウェアの製造・販売」ＰＲ及び販路開拓

大阪府 株式会社ｒｅｎｃｏｎｔｒｅ 9120001199274 オムニチャネルによるブランド力の向上と強固な収益モデルの確立
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大阪府 株式会社みのパラ 9120901038795 ＷＥＢ戦略で「みのパラ専門職サポート隊」の認知度ＵＰ！

大阪府 株式会社新栄技研 6120901018429 「家屋に応じた防水工事・外壁補修・塗装工事」提案プロジェクト

大阪府 翠雲書道教室 － 翠雲ねっと書道教室　集客力アップのためのＨＰ刷新

大阪府 株式会社Ｋ’ｓシステム 6120901036760 建築確認対応コンテナハウス建築事業ＰＲプロジェクト

大阪府 株式会社ボスコ・モト 9120901020943 オートバイレーシングスーツの独占販売プロジェクト

大阪府 ｋａｓａｎｅ煮ひろば　まめ吉 － 地域コミュニティとコラボ！重ね煮料理教室「笑美かさね」の展開

大阪府 コリ研究所 － リラクゼーション業の販路拡大

大阪府 有限会社シェールヴィー 8120902020919 正規販売権利を獲得したマルセイユ石鹸の販路開拓プロジェクト

大阪府 ＨａｐｐｙＬｉｆｅ － 高齢者が健康で自立した日常生活を送るための家事代行業務の拡大

大阪府 有限会社久國 9120902015661 生産性向上と新商品開発、購入しやすいＥＣサイトの構築、広報事業

大阪府 株式会社カルチェラタン 2120001077098 『箕面』の藤家具の店カルチェラタンの販売促進事業

大阪府 メガネのサンクス － お客様の立場に立った特殊看板の設置

大阪府 パティスリークリドコック － ５つの新設備導入によって生産性向上！

大阪府 健康倶楽部１００ジム 1140001109156 高齢者のＱＯＬ向上を目的とするスポーツジムの広報事業

大阪府 リアン株式会社 4120901041267 新ブランド立ち上げに伴う雑誌媒体でのブランド告知とＨＰ作成

大阪府 Ｃｈｅｒｉｅ　Ｂｒｏｓｓｅ － 趣味からステップアップ出来る講座の開発と広報事業

大阪府 ちまちま工房 － 「え？こんなところに豆腐屋？！」をマルシェ台で解消戦略事業

大阪府 豊設備 － 法人化に向けた「安心リフォーム提案」プロジェクト

大阪府 チャイルドアイズ － 子ども達がＳＤＧｓを通して社会貢献を実践するプログラム

大阪府 インテリジェンス合同会社 6120903002785 ＷＥＢサイトの保守サービスのネットによる販売促進

大阪府 アトリエラパン － 和のエッセンスを織込んだ着物ドレスの販売促進

大阪府 レトワール － 体系的コース＆環境整備による総合アロマスクールへの進化・展開

大阪府 ｇｕａｒｄｉ　ｃａｂａｌｌｅｒｏｓ株式会社 9120901040297 ビジネスを総合バックアップ！士業案件ワンストップサービス

大阪府 ＳＯＢＩブランディング － オムニチャネル構築による見込み顧客の購買率向上事業

大阪府 にほん営業科学株式会社 2120901035923 コンサルタント新規顧客獲得の為の情報提供型動画ＰＲ事業

大阪府 株式会社ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ 7120901039457 子育て中の母親の目線を販促に活かしたい企業とのマッチング事業

大阪府 とんかつ豊か － トイレ改装及び新メニューのチラシ周知による売り上げ増加

大阪府 株式会社寺田商会 9120901010911 ファミリー層獲得プロジェクト（秋の乗り換え商談会＋ＴＶＣＭ）

大阪府 フレスデザイン株式会社 8120901028780 リトカ知育保育園（３園）の看護師募集と園児募集

大阪府 ベネスタダンススクール株式会社 6120901041406 ＷＥＢ集客を行えるホームページでダンススクール生徒を獲得する

大阪府 ｙａｋｉｎｉｋｕ　キッチンあさちゃん － メニューをリニューアルし、販促物を作成する。

大阪府 株式会社オファー 8120901027700 新ブランドメンズファッションとブランディング動画の制作

大阪府 株式会社サニークラフト 5120001022084 箕面市における「困った」解決の即時対応リフォームの普及拡大

大阪府 有限会社Ｍｅｔａｌ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 9120902017113 介護ベッドをベトナムに輸出販売！ＨＰ・パンフレットの刷新！

大阪府 株式会社堀内商會 2150001013406 工業用スパッタシートの新製品の開発・試作と設備投資による生産性向上

大阪府 株式会社ｍａｃｏ　ｍａｍｍｙ　Ｅａｒｔｈ 6120901040671 オリジナルマコマミメソッド導入による茨木校への生徒入塾促進
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大阪府 Ｊｅｔｓｅｔｔｅｒ株式会社 2120001172155 万年筆とインクの新しい付き合い方の提案で市場を活性化。

大阪府 アムリタ － 自社ホームページ作成とリピートにつなげるための商品開発

大阪府 Ｓｕａｙ　健康　Ｌａｂｏ － 出張ボディメンテナンスのホームページの作成

大阪府 ハートフル － 彩都店「ケーキとジェラートのお店」ブランド確立事業

大阪府 株式会社リハビリケアＭ＆Ｒ 1120101059542 マシントレーニングで高齢者の身体動作を改善する販路拡大事業

大阪府 株式会社ヤマユウ 2120101046184 お風呂リフォーム専用ＨＰ作成によりブランド力を高め集客を図る

大阪府 株式会社シンタニ 4120101042388 ＩＯＴ（無線監視）導入によって業務効率化を図り売上増を狙う！

大阪府 手打ち蕎麦　繁 － 立地環境に負けないアクセス改善による販路開拓

大阪府 Ｋ．Ｄ工業 － 業務効率向上及びオリジナルパンフレット作成による販路拡大

大阪府 アートロックス － アナログ技術とハイテクの組合せによる最先端キー複製で売上ＵＰ

大阪府 ＦＲＡＴＥＬＬＩ　ＴＯＫＵＹＡＭＡ合同会社 8120103001818 インスタグラムを使ったワインの通販拡大と地域雇用創出

大阪府 株式会社ＤＯＵＢＬＥ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 9120101057134 高齢者の認知症予防と笑顔を生む訪問美容事業

大阪府 株式会社ＰｉＰｉ 1120101051499 地域１番に輝くエステサロンを創る経営塾

大阪府 Ｃ．Ｆ．Ｅｎｃａｎｔｏ － 少年フットボールチームの活動宣伝と入会促進の広報事業計画

大阪府 株式会社昆虫食のｅｎｔｏｍｏ 4120101057213 昆虫食販売促進のための昆虫食レシピサイト構築事業

大阪府 つじよ － 広告掲載を活用した販路拡大

大阪府 本西翼税理士事務所 － 記帳指導説明会より始める小規模事業者への税理士支援の開拓

大阪府 Ｍｉｙａ － フェイスブックページの改変による産後ママ向への認知向上策

大阪府 株式会社三箇オート 1122001026960 子育て世代や高齢者の集客アップに向けた待合室スペースの設置

大阪府 株式会社Ｒ＆Ｍ 7122001028225 イエプコ表面改質処理の周知及び認知による販路拡大と売上向上

大阪府 メガネの上杉 － メガネ店改装後認知度アップの広告及びレジ改修による作業効率化

大阪府 キャスロックメディカル株式会社 7122001028035 自社開発商品の性能評価と広告施作について

大阪府 株式会社長門電機工作所 2122001015715 ホームページのリニューアル

大阪府 あすへのチカラ整体院 － 栄養とストレッチから体を整える整体院

大阪府 創作工房一志家具製作所 － 自社製品の展示販売を行うための展示スペースの改装計画

大阪府 株式会社シンクデザイン 2120001213363 認知度アップ＋リピート購入促進で、売上アップ！

大阪府 株式会社ウィンウィン 3140001087284 トレーディングカード認知獲得に向けたＨＰ・リーフレット制作

大阪府 ｏｆｆｉｃｅ　ＭＹＣ － プロファッションデザイナー＆モデル運営、結婚相談スタジオ開設

大阪府 Ｒｅｌｉｕｒｅ－Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ－ － 文化財で行う化粧品研究者が教える化粧品作り教室の開催

大阪府 株式会社地域情報ラボ 4120001207388 地域活性化をもたらす町内会広報誌の「全戸配布」とその販路開拓

大阪府 株式会社介護共育研究会 4120901029618 「薫くんケア」で認知症対策！

大阪府 株式会社エイトライン 7140001080772 残土処分場と骨材販売所の開設とそのＰＲ

大阪府 株式会社二天紀 3120001209096 ネットショップ事業者向け全５回勉強会実施の販路開拓事業

大阪府 ＨＡＮＤＳ株式会社 5120001215480 消費者の購買意欲を促すＳＮＳを通じた広告宣伝

大阪府 株式会社はちまん 7120101056501 広告を活用しての新規顧客と再来店客の開拓

兵庫県 サウンド・オブ・グリーン株式会社 4140001111976 特許価値評価Ｗｅｂサービスの開発とＰＲによる新規顧客獲得
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兵庫県 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＣＯＣＯＲＯ － こだわりのケーキとくつろぎの空間を提供する小さなお菓子屋さん

兵庫県 よろず屋みんなの生活護り隊 － 弊社サービスを知ってもらい、新たな顧客の獲得の為の広報事業

兵庫県 株式会社セモス 8140001103466 調味料トバソース（仮称）の開発・生産・販売

兵庫県 ＳＥＳＳＩＯＮＳ － ３階レンタルスペースの改装にともなう売上倍増計画

兵庫県 有限会社クラシスト 4140002001466 認知度アップで新規顧客の獲得計画

兵庫県 株式会社アップル眼鏡工房 6140001109845 アップル眼鏡工房集客数アップ企画

兵庫県 ブティック　ミキマツ － 来店客の増加と関係性維持を目指した販路拡大策の展開

兵庫県 株式会社ピュア＆エスデザイン神戸 7140001026552 自社インテリアブランド『ＫＹＯＫＡ』の開発と販路拡大

兵庫県 Ｂｌｏｏｍ　Ｏｆｆｉｃｅ合同会社 7140003013490 個別指導によるＣＡ（客室乗務員）合格対策に向けた販路開拓

兵庫県 ＡＮＸＡ株式会社 2140002023603 他、異業種に対する「技術アピール」と「新規顧客」の獲得計画

兵庫県 株式会社花美姿伝 9140001096783 ＨＰ大幅修正、印刷物刷新、新什器作成・販路開拓

兵庫県 株式会社アイピア 3140001108759 建築業向けシステムのＷＥＢを活用した販路開拓、収益の拡大事業

兵庫県 カラ・ラヴァン － 『心と身体と高齢化問題に取組むエステサロン新規顧客獲得計画』

兵庫県 自習Ｓｔａｔｉｏｎ － スマートロック導入等のセキュリティ向上による新規顧客の開拓

兵庫県 うまたに社会保険労務士事務所 － ライフプランニング作成サービスの「新規顧客」の獲得計画

兵庫県 合同会社Ｃｏｂｅ　Ａｓｓｏｃｉｅ 2140003013280 関西・神戸発、低価格・短納期調査サービス等の認知向上・集客

兵庫県 株式会社菜果 2140001033974 ホームページの開設による新規顧客獲得計画

兵庫県 株式会社グラノラジャーニー 2140001091907 新規ナッツブランドの立ち上げによる売上拡大計画

兵庫県 吉岡建築 － 地域Ｎｏ．１になると決心した工務店社長のＨＰリニューアル計画

兵庫県 Ｒｏｋｋｏ　Ｋｉｄｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｌｕｂ － 独自レッスンシステム広報による生徒獲得計画

兵庫県 株式会社サンドリョン 1140001007979 外国人観光客の来店を推進するための販促活動の強化

兵庫県 ＰＩＰＥＬＩＮＥ株式会社 4140001109962 動画サイト　Ｋｏｂｅ　Ｋｉｔａｎｏ　ＴＶによる神戸北野地区販売促進

兵庫県 株式会社ＧＥＮＩＴ 6140001113186 「音楽×ＩＴ」スマホ向け音楽アプリの海外進出！ＷＥＢ広告と販路開拓

兵庫県 有限会社シェラザード 6140002024242 女性の力を活かし空き家古民家専門不動産業で地域一番を目指す！

兵庫県 株式会社Ｎ　ｐｌｕｓ 4140001111118 雨天時利用のＢＢＱ屋根設置及びＨＰ告知による集客向上事業

兵庫県 株式会社ワークスアンドエッセンス 9140001024629 インターネット広告による求職者登録数の増加計画

兵庫県 パンダ企画 － 持続可能な高品質日本製デザイン毛布の知名度向上と販路拡大

兵庫県 ｓｔｕｄｉｏ　Ｐｏｒｔｒａｙ － 地域初のペット撮影による新規顧客開拓計画

兵庫県 天豊エンジニアリング株式会社 8140001094342 すべての企業に　『健康経営』　を！産業医契約の販路開拓

兵庫県 ＭＯＲＩＳ － ギャラリーＭＯＲＩＳの販路拡大策

兵庫県 くまはちＬＡＢ － スマホクラウドサービスプラス　新しいクラウド活用

兵庫県 後藤幸男税理士事務所 － ベテラン経営者と事業承継対策を共に考えるまんが小冊子制作

兵庫県 アクティブライフ － 高齢者向け買物難民救済お困り事なんでも解決生活サポート事業

兵庫県 株式会社オゾネ 2140001006732 ホームページの開設による知名度向上および販路拡大

兵庫県 株式会社ＳＰＩＥＬＥＮ 9122001031904 自社ブランド確立と新規顧客獲得および既存顧客への販売強化の取り組み

兵庫県 有限会社ポピー垂水 5140002026446 ホームページの刷新及び事業案内作成・配布による利用者獲得事業
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兵庫県 三矢マシナリー株式会社 1140001112481 ＨＰ制作、訪問による福井県クレーン作業マーケット販路開拓

兵庫県 オーバーライト株式会社 9140001095942 車板金業向けのシステムの開発・販路開拓、売上・収益の拡大事業

兵庫県 株式会社バシラーティージャパン 3140001077830 ギフト向け輸入紅茶の販路拡大

兵庫県 株式会社３０１　カンパニー 1140001109676 新商品投入による既存店売上の嵩上げ、販路拡大（商圏エリア拡大）

兵庫県 株式会社アントレポ 9140001105635 販路開拓を主目的とした自社ホームページの作成及び事業内容拡充

兵庫県 株式会社ＨＡＡＡＰ 3140001110913 「視野」が広がれば職場が変わる「目からうろこ」作戦で顧客開拓

兵庫県 Ｃａｆｅ　こはる － 店舗外観のイメージアップによる新規顧客獲得計画

兵庫県 ＤＲＥＳＳＯＲＩＥＳ　ＫＯＢＥ － カキラチャームスの販路開拓及びオンラインショップの改善

兵庫県 サンセイフード株式会社 4140001103560 三世代を笑顔に！ドラフトコーヒー発売で新たな顧客層の開拓

兵庫県 ＷｉｔｈＴｏｇｅｔｈｅｒ － 地域初の自立学習教室の知名度向上による「新規生徒増加」計画

兵庫県 株式会社Ｅ．Ｉ．エンジニアリング 3140001024122 最適運転支援ソフトＥｎｅｐｒｏ２１Ｅｘｐｅｒｔの販路拡大

兵庫県 株式会社ｉｐＲＵＢＢＥＲ 8140001112450 足の悩みを解決して足元から幸せにする鹿革靴の直販経路開拓

兵庫県 株式会社ＥｄｕＬａｂ 1140001104074 幼児向けの記憶力・思考力を高めるための『知能教育』教室の立上

兵庫県 株式会社クレストコーポレーション 7140001025216 幅広甲高紳士靴を中心とした神戸地域限定マーケティングの実施

兵庫県 鮓　國次 － 「すしケーキ」を核としたテイクアウト事業

兵庫県 Ｌａｇｏｍ　Ｄｅｓｉｇｎ － 働くことに不安を感じる女性へのサポート事業認知度拡大策

兵庫県 ＳＴＯＬＡ － 新サービス認知獲得に向けた漫画パンフレット制作による販売促進

兵庫県 株式会社４ｔｈＡｖｅｎｕｅ 6140001094336 アマゾンストアのコンサルティング導入と広告による販売拡大計画

兵庫県 株式会社Ｊｉｌｌａｎｉｅ 8140001113705 フェアな革のかばんのブランドとして認知され、広めていく計画

兵庫県 ＣｈｉｎａＤｉｎｉｎｇ　申華 － ＩＴツール連携によるマーケティングで中国料理店リアル販促実現

兵庫県 西明石コンディショニング鍼灸整骨院 － 「美顔矯正システム」の積極的広告活動による売上拡大

兵庫県 株式会社神戸みなと不動産 8140001057019 自社ブランド力の確立による集客増と業務の効率化・合理化を図る

兵庫県 コーベック株式会社 5140001025663 機能性インソールの既存店売上拡大とホームページ受注増加対策

兵庫県 ＶＩＶＩＤ　ＣＹＣＬＥ － 専門バイク店としての満足度・認知度向上の為の店舗改装とＰＲ

兵庫県 ＲＥＤＬＩＮＥ － ブランディングに向けての「仕事効果率アップ」と「新規客獲得」

兵庫県 スタジオ　Ｊｕｎ☆ａ － 「安全と笑顔を共有する」出張シニアヨガの普及

兵庫県 ラボラリー神戸 － あなた色のマイカラーカードによるネットプリント販促

兵庫県 サンホーム株式会社 5140001098081 リフォーム提案による賃貸オーナー支援で長いお付き合い

兵庫県 もりお工房株式会社 9140001102681 神戸発・帆布バッグで若者を取込む！品揃え拡充と生産性向上事業

兵庫県 政策立案株式会社 4140001113709 ブランド認知向上＆新規顧客獲得計画

兵庫県 育てる革小物ｍａ－ｓａ － 「育てる革小物ｍａ－ｓａ」の認知と販路拡大で売上を上げる

兵庫県 株式会社満月堂 1140001015437 ホームページ刷新及びＳＮＳ活用による来店者数増加計画

兵庫県 末積製額株式会社 2140001008621 創業１００年に向けて神戸の額縁会社が行う若年層向け顧客開拓

兵庫県 有限会社ハウスワーク 8140002019389 住宅ローン返済に苦慮する個人が気軽にアクセスできるＨＰの製作

兵庫県 株式会社御湯所 3140001092508 欧米顧客の誘客を目的としたショートフィルムの作成

兵庫県 フットボールナビゲーション株式会社 7140001033994 児童発達支援サービスの集客および認知拡大　事業
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兵庫県 中江物産株式会社 5140001009765 大人の男が履く至極の一本「デニムキュロット」の販路開拓

兵庫県 Ｉｓａｔｅｎ　Ｆｏｏｄｓ株式会社 5140001101794 メキシコのかぼちゃ輸出事業者からの検品業務受注事業

兵庫県 株式会社ルアル 3140001090809 本革製品への名入れサービスの導入による受注件数増加計画

兵庫県 Ｇａｔｅａｕｘ　ｄｅ　Ｓｈｉｎａ － 店の認知度向上と気軽に入れる店づくりによる新規顧客獲得計画

兵庫県 兵庫消火栓標識株式会社 9140001012328 広告付き消火栓標識設置の認知向上と販路拡大事業

兵庫県 ヒアーサポート － 店舗　認知度アップによる新規顧客獲得事業

兵庫県 常盤堂 － 看板商品「御影　雪月花」（最中）の再ブランド化による販促計画

兵庫県 Ｂｅａｕｔｙ＆Ｓｐａ　Ｃｈｌｏｅ － 人はもっと優しくなれる。身体と心健やかエステ事業

兵庫県 新星家 － 立地条件を生かし顧客ターゲットを絞り込んだ戦略経営への刷新

兵庫県 ＷＩＮＤＭＩＬＬ － 時代ニーズに合わせた商品開発でクラウドファンディング

兵庫県 株式会社モスハウス田端 5140001095970 健康住宅に特化した注文住宅地域一番店に向けて新規顧客獲得計画

兵庫県 株式会社蛮海 7140001023896 店舗ＢＢＱ事業の業務効率化とインターネットによるＰＲ

兵庫県 ＢＡＧＥＲＡ － 海外顧客に向けた高額商品の開発と販売計画

兵庫県 Ｒｏｃｏ　Ｔｉａｒａ － 店舗リニューアルと新サービス導入で、顧客満足＆売上向上計画

兵庫県 有限会社テンプル 8140002015033 焙煎所発信！安心・安全・美味しいコーヒー物語で地域を幸せに

兵庫県 株式会社モーションシステム 3140001031291 ワイヤー加工機の振動抑制効果による生産性向上。

兵庫県 株式会社エミクル 9140001088962 健康食品の「新規顧客」の獲得と売上向上計画

兵庫県 有限会社タクミスペース 9140002017202 ホームページによる営業地域内での物件成約数の１．５倍計画。

兵庫県 結婚相談所　ＷｉＬＬ － 大手には真似できない個別サービス提供による新規顧客獲得事業

兵庫県 ｃｕｅ’ｓ　ｅｇｇ（キューズエッグ） － マフラー製作ワークショップの認知度向上・販路拡大事業

兵庫県 弁護士井上翔太 － 顧客との双方向コミュニケーション・プラットフォーム構築

兵庫県 Ｌ＆Ｇ株式会社 9140001103399 日本から中国へ、中国から世界へ、美容促進計画

兵庫県 Ｈ＆Ｂ株式会社 1140001030122 旅行したい国Ｎｏ１へ、美容と健康、安らぎ促進計画。

兵庫県 コービージャパン － コンサルティングサービス集客事業

兵庫県 曽禰会計事務所 － 創業者のパートナーを目指す若手税理士のＨＰによる情報発信計画

兵庫県 株式会社四川麺本舗 4140001032586 長期保存はここだけ！贅沢モチモチ生パスタ麺の販路拡大事業

兵庫県 いやしの家 － 予防医療が元気な人生を創る！“まず相談できる”接骨院を！

兵庫県 真工房 － 一級建築士が作る職人の為の軽トラ架台とキャンピングカー！！

兵庫県 トラスポ４１６６合同会社 1140003011038 バス会社名を全面的に強調したラッピングによる周知活動の展開

兵庫県
髪と健康の予防美容室　トータルビュー
ティーサロン

－ 地域Ｎｏ．１の予防美容サロンになるための「新規顧客」獲得計画

兵庫県 穂波産業株式会社 5140001010855 麺シュルジュがご案内！『俺の麺』を届けたい！

兵庫県 パーペチュア － 働く女性が「ちょうどいいサイズ」の高感度デザインバッグの販促

兵庫県 株式会社梅田測建 5140001030936 広告を使用した新たな世代獲得・新規ドローン事業の販路開拓

兵庫県 ｋｕｙｏ　ｄｅｓｉｇｎ　ｗｏｒｋｓ． － スニーカーのプロによる高機能スニーカークリーナーの販売事業

兵庫県 ＤＨサポート － コミュ障を防止！会話力向上オンライン講座の新設と拡販

兵庫県 三ツ輪屋総本店 － ネット社会に便乗し新規顧客獲得計画
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兵庫県 耀理不動産 － 「市街化調整区域物件ならきらり不動産」の認知度アップ大作戦

兵庫県 株式会社みなみかぜ 8140001098236 神戸女子らしいデザイン＆高品質ＰＲによる猫バッグ売上向上計画

兵庫県 岡田整骨院 － 新規自費施術メニューの開発及び販売促進事業

兵庫県 株式会社Ｒｅｃｏｍ 9140001107433 ホームページ導入等による新規顧客獲得及び既存顧客満足度向上

兵庫県 株式会社ＳＯＡＲ 2140001026739 打楽器レッスン新設と、教室となる防音室増設による販路拡大

兵庫県 有限会社パイオニアオーバーシーズ 3140002003570 リトル・ドラゴンパールティー（ジャスミン茶）の販路開拓事業

兵庫県 神戸トレードマネージメント株式会社 9140001112375 新商品「税関検査代行サービス」の拡販による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社計装サービス 5140001077655 水平維持装置「レベラー」のレンタル事業に向けた技術情報の登録

兵庫県 株式会社ニュープレシャス 1140001104058 高齢者の健康に貢献します。健康アイテム新規販売事業

兵庫県 株式会社安信 3140001096426 中小企業向け低価格での経営支援サービス

兵庫県 ＪＣ商事株式会社 8140001027888 チーム体制でのブランディングとホームページでのＷＥＢ販売開始

兵庫県 オーダーメイド靴店　雪結晶 － 効果的な広報活動確実な集客、製作活動環境改善による製作数増加

兵庫県 有限会社陸ノマル井パン 6140002006835 小規模店舗の高収益化のためのウォークイン新規顧客の開拓

兵庫県 エクリュ － 「刺繍」手法による新規顧客獲得と売上増加計画

兵庫県 モリタ製パン所 － 神戸の農産物とクラムを使った新商品開発と海外への販路拡大事業

兵庫県 株式会社ライトアップリフォーム 5140001106397 外国人居住者が安心してオーダーできるリフォーム事業計画

兵庫県 株式会社ｙｕｍｅｎｏ 5140001111182 持続的広報活動によるブランド力の向上及び販路確保事業

兵庫県 株式会社ｆｉｅｌｄ　ｅｉｇｈｔ 3140001093893 純国産無添加ジビエ・レトルトペットフードの売上拡大計画

兵庫県 株式会社愛棋京蘭 6140001089823 家族で楽しめる！ヨガの世界にいざなうプロモーションビデオ撮影

兵庫県 株式会社立成化学工業所 3140001022968 スマートフォン対応を含むＷｅｂサイトの強化と戦略的活用

兵庫県 株式会社昭和製作所 8140001016263 若手社員を中心とした、当社技術・事例を発信し続ける仕組み構築

兵庫県 スペインタイルアートＹｕｍｉ － スペインタイルアートの販路と展開先の開拓による収益拡大事業

兵庫県 株式会社ＳＰＯＯＮ 8140001097188 インターネットサイトでの運営・販売

兵庫県 株式会社ビバ・ニュータウン 8140001098500 子供の習い事検索サイト「習い事．ｃｏｍ」のサービス拡充

兵庫県 マック株式会社 7140001010944 流通業界の大変革における老舗小売店の業態変革事業

兵庫県 司法書士藤原栄美事務所 － 測量から登記までワンストップサービスを訴求したＨＰの更新

兵庫県 株式会社ハーブラボラトリー 4140001113477 ハーブを好きになってもらえる、ＥＣサイト新規顧客の獲得計画

兵庫県 株式会社マイプレジャー 8140001107987 ホンダ製新車バイクの販路開拓

兵庫県 ライフゴールインターナショナル株式会社 9140001100520 ＹｏｕＴｕｂｅを活用した双方向コミュニケーションによる新規顧客開拓

兵庫県 Ｃａｕｂｅｓｔ － ネット販売の受注増加と商品の管理発送体制の強化

兵庫県 デジアナワークプラス合同会社 2140003013982 人手不足の地域企業向けＢＰＯ業務の販路開拓・電話受付業務の開始

兵庫県 株式会社ＨＢＳＭ．ＣＡＦＥ 4140001110747 新店舗チャレンジショップ・貸会議室等の利用広告新聞折込

兵庫県
自然療法ホリスティックサロン　ビオ・ナ
チュラル

－ 自然療法ホリスティックサロン　ビオナチュラルの認知度拡大

兵庫県 酒ＢＡＲ　晶 － 店舗認知度ＵＰと顧客満足ＵＰのためのＨＰ刷新と店内設備の導入

兵庫県 ウイ塗装株式会社 4140001029401 地域周辺住民をターゲットにした元請け工事の増加計画

兵庫県 株式会社アールイークリエイト 8140001042160 地域情報に特化した神戸のお部屋探し、ご両親も安心です！
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兵庫県 ＨＡＩＲ　ＪＥＷＥＬ　ＦｅｍｍｅＦａｔａｌｅ － カリスマ美容師による高齢者向け訪問美容と終活用写真撮影事業

兵庫県 美肌専門店Ｓｗｅｅｔ　ａｌｙｓｓｕｍ － 地域に根差し、兵庫区一番の店舗に向け、「男性顧客」の獲得

兵庫県 有限会社早川自動車 8140002006453 車のことはすべてお任せ！トータルサポートサービスの販路拡大

兵庫県 株式会社ＡＴＥＬＩＥＲ　ＲＩＫＩ 6140001108269 地域一番の家具椅子工房を目指す新規顧客獲得事業とスタジオ新設

兵庫県 有限会社ジェネシス 3140002010014 紙媒体広告とインターネットを連動した入塾生獲得の取り組み

兵庫県 合同会社ＴＡＢＥＡＲＵＫＩ 5140003013914 店舗改装による売上と利益の最大化

兵庫県 藤原化工株式会社 9140001017888 神戸初！工場見学ができる併設型店舗による直売促進計画

兵庫県 ル・ブラン － 生花の様なアーティフィシャルフラワーコサージュの販路拡大計画

兵庫県 Ｉａｐａ － 美容他業種連携による小顔補正立体カット拡大への取り組み

兵庫県 株式会社プレイゴルフジャパン 5140001110795 国内外対応ゴルフツアーシステムの構築と新規顧客開拓事業

兵庫県 お庭屋さん　ほうき － ガーデニングによる健康と社会に配慮したライフスタイルの提案

兵庫県 ｖａｍｂｏｏ － 新規集客計画と地域を巻き込むオリジナルシャンプーの開発！

兵庫県 クレセル － バルシューレ教室の広告による認知度向上と生徒獲得・事業拡大

兵庫県 Ｂｉｓｔｒｏ　ｅｔ　Ｖｉｎ　Ｇｒａｎｄ　Ａｍｉ － 神戸の街に広げるフランス家庭料理ケータリングサービス事業

兵庫県 ＯＰＵＳ合同会社 3140003013296 新商品開発と広告強化による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社Ｆｒｅｅｄｏｍ 4140001077722 マシンや重りを使わない安全かつ効果的な自重トレーニング

兵庫県 矮松　義弘 － 人生が５倍楽しくなる、わくわくコーチング事業

兵庫県 株式会社ジャスティード 1140001024009 高品質・短納期を強みに、更なる新規顧客の獲得計画

兵庫県 あぱれる工房 － ホームページ開設による販路開拓

兵庫県 貴舟 － 日本文化に触れる本格京料理の新たな魅力発信・売上拡大事業

兵庫県 株式会社Ｌｉｖｉａ 1140001094638 若年層の購買意欲を刺激。爽やか住宅購入セミナー事業

兵庫県 イーマキーナ株式会社 4140001110623 害獣被害に効果的『Ｅｖａｓｉ』拡販の販促事業

兵庫県 株式会社マチアケ 9120001211765 オフィス機能を有する「起業家シェアハウス」への改装

兵庫県 株式会社フェールパシパラ 9140001088203 ファッションショーによる自社ブランドのファン作り　新規顧客獲得

兵庫県 ＪＵＮブライダル・ラボ － 広告宣伝強化による認知度の向上及び新規顧客の獲得事業

兵庫県 仁勇株式会社 7140001101297 飲食店の殻を破り、「旅情体験＋配送販売」の新たな販売形態へ

兵庫県 有限会社たるみ住建 1140002026672 新たな販促チラシの作成及び広域配布による仕入れ・売上げ拡大

兵庫県 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｐｌａｖａｒｕｚａ － ベビーシャワーを普及する上で新規顧客獲得による販路開拓

兵庫県 株式会社アールケーユー 6140001029993 ベトナム市場をターゲットとした美容商材の販路開発・販売事業

兵庫県 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｈｏｕｓｅ　Ｋｏｂｅ － ＩＣＴを利用した学習状況確認ツール導入による新規顧客増加計画

兵庫県 ルチアーナ　神戸 － 日本一多くの女性起業家を輩出する会社を目指した販路拡大事業！

兵庫県 清水木工所 － ＥＣでの営業強化とワークショップを活用した個人向け販路開拓

兵庫県 水嶋プロデュース － ＰＲ動画の販路拡大スタートアップ計画

兵庫県 株式会社エッセンツァ（ＥＳＳＥＮＺＡ） 5140001086598 スーツの魅力と作法から伝える。実用的フィッターセミナー事業

兵庫県 有限会社共栄コントロールズ 1140002023397 インターネット販売を活用した国内外の民間需要獲得計画

兵庫県 ＡＥＤＩＦＩＣＡ － 新規店舗の広告宣伝による事業所全体の販売促進事業
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兵庫県 有限会社ライジングサン 7140002025537 視認性ＵＰと多国語対応サービス導入及び新店舗集客販促物の作成

兵庫県 株式会社ｎ－ＪｏｙＧａｒｄｅｎ 3140001104213 ＨＰを活用した賃貸住宅経営コンサルタント・リフォーム事業拡大

兵庫県 メンズサロン　ＨＡＲＥ － 理美容室が自店ブランディングによる地域１番店を目指す集客事業

兵庫県 有限会社ハイアップ 2140002026093 スタッドレスタイヤ等の販路拡大と大型車両タイヤ販売へ参入

兵庫県 株式会社ジャーニージーン 4140001110664 神戸の主要コンテンツの記事制作による知名度＆売上アップ

兵庫県 瑞樹通訳事務所 － 専門的翻訳・通訳業務を認知していただくための告知、販路開拓

兵庫県 株式会社ボンヌール写真室 5140001015425 「出張撮影サービス」をホームページ・チラシで売上拡大計画

兵庫県 合同会社イーエクスポート 2120003012730 醤油専門ウェブショップでの情報発信と広報

兵庫県 合同会社かあちャん 1140003012317 神戸から相続紛争を無くす、相続専門家無料紹介サービス事業。

兵庫県 株式会社ａｎｃｉｅｎｎｅ 6011001072360 ＩＴ活用による自社開発商品の販路拡大

兵庫県 株式会社ブロックヘッドワークス 6140001095788 士業専門の名刺製作プリンター導入

兵庫県 ピラティスルーム　ＲＥＮＡＴＡ － 神戸１番のパーソナルトレーニング「新規顧客獲得」計画

兵庫県 まつざわ － ヨガ＆ピラティス教室開業コンサルティング顧客獲得計画

兵庫県 ＩＫＥＮＯ － ショールーム設営による商談機会とスペースの確保と、ワークインショップ

兵庫県 株式会社シクス 7140001107534 インターネットを活用した認知度向上、売上・収益の拡大事業

兵庫県 合同会社ＦＡＳ 8140003013878 特定技能制度の正しい周知による委託先企業の増加計画

兵庫県 さくら総合徳育システム － ホームページ作成によるＩＴ家庭教育コンサルタントの認知

兵庫県 Ｓｔｅｌｌａ　ｄｅ　ｍｏｄｅ － 東京ギフトショーへの出展による、販路開拓および売上、収益の拡大事業

兵庫県 Ｄｅａｒ　Ｓｕｒｇｅ － Ｄｅａｒ　Ｓｕｒｇｅ内　キレイと癒しの空間ｍｉ－ｓｏ－ｌａｇ

兵庫県 セトラグリーン － 神戸一淡路島から全国そして海外へ！カレンデュラ石鹸の販路拡大

兵庫県 株式会社ＣＰＬＵＳ 3140001099073 人手不足に悩む事業者に向けてモックによる広告で販路拡大事業

兵庫県 くつ家　ツカサ － 特殊ミシン購入による生産性と、多様なデザインへの対応力の向上

兵庫県 トランクデザイン株式会社 9140001108308 メディアとＥＣ構築による、兵庫の物作りの情報発信と販売開拓

兵庫県 有限会社ティーアンドエム 5140002014970 「神戸ストーリー」のネット販売システム構築と販路開拓

兵庫県 株式会社アレス 4140001022372 高いリピート性で高付加価値、ニッチ製品の販路拡大事業

兵庫県 株式会社ワクレア 1140001103167 水と空気だけの脅威の洗浄力をアジアに発信計画

兵庫県 神港農園芸株式会社 4140001013207 目を引く店づくりによる集客向上計画

兵庫県 リタリンク － 自然派純米酒の国外消費者獲得計画

兵庫県 有限会社浜田鉄工所 6140002011967 ＨＰサイトのリニューアルによる販路拡大と雇用促進

兵庫県 Ａｕｔｏ　Ｓｅｌｅｃｔ　Ｂｌｏｓｓｏｍ － 店舗認知、販路拡大による来店客数増加計画

兵庫県 髪　ＫＯＴＯＢＡ　美容室 － 「オーガニック染髪サービス」のＰＲによる新規顧客獲得事業

兵庫県 靴工房　カワゴエ － 熱風機と仕上げコテの購入による販売促進及び生産性の向上

兵庫県 株式会社ベビーツーワン 1140001018786 レンタル商品の普及で『お金がなくて産めない』を解消する事業！

兵庫県 有限会社守食品店 8140002009258 飲食スペースへ移設による販路開拓・売上増加

兵庫県 京屋仏壇店 － 思わず入りたくなる店舗を目指し顧客獲得と売上アップ計画

兵庫県 あじーる － 田園の癒し空間の中で食べる“エコ地産地消カレー”販路拡大事業
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兵庫県 神近珈琲 － 喫茶利用誘導のための店舗前スペース改装及びメニュー開発

兵庫県 ＦＣ六間 － 体験会開催による新商品販売促進計画

兵庫県 株式会社大蔵 4140001029161 爪を傷める問題を解決した独自開発のネイル技術の告知広告

兵庫県 タナゴコロータス － オリジナルブランドの新規取引店舗の獲得計画

兵庫県 株式会社ランドホーム 1140003011467 空家ワンストップサービス事業

兵庫県 株式会社ＭＹＫシステム 5140001111141 電気工事の技術者集団から全社営業体制への転換

兵庫県 株式会社ＭＡＮＵＡＬ　ＬＡＢＯＵＲ 4140001032891 ホームページのリニューアルと店舗の改装による販路開拓。

兵庫県 株式会社エス・ケイ・ワイ　イノベーション 8140001111262 マーク加工の自社化によるネット販売の構築事業

兵庫県 エコックス株式会社 3140001033131 「健康は歩くこと」健康増進アプリの開発

兵庫県 株式会社ＩＣＢ 9140001101436 ダイバーシティコンサルティング～イノベーションの創出～事業

兵庫県 ＳＡＴＡＳＡＴＡ － 既製品・受注生産品併売型オンラインサイトの開発

兵庫県 株式会社米兵衛 7140001109035 販売サイトを充実させオリジナルパッケージ開発の実施

兵庫県 合同会社ＷＬＢＣ関西 6140003013995 働き方改革自治体ネットワーク形成プロジェクト事業

兵庫県 リボルト神戸 － 商談スペース設置による信頼関係醸成による受注促進

兵庫県 ＢＯＮＤ － ディナー集客の為のアクション、及び惣菜、製菓、物販の販売

兵庫県 Ｌａｂｏrａ．ｈａｉｒ － ＨＰのリニューアルによる美容院のブランディング化で売上拡大

兵庫県 ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ　ＷＩＺ － 大手企業の社員全員が参加しやすい健康経営手法としてヨガを告知

兵庫県 ＯＦＦＩＣＥ　ＫＵＫＵＲＵ － セミナー・ＷＥＢ媒体等を活用した自社事業内容広報事業

兵庫県 株式会社ＳＰ 6140001111446 インフルエンサ－活用マーケティングの拡大事業

兵庫県 ＣＯＳＭＯＳ － 先端技術を使った徹底した若年層へのＰＲで事業拡大

兵庫県 パティスリールリアン － 地元の特産品を取り入れた洋菓子の商品開発、販売

兵庫県 をちこち － 地域に根ざしたカルチャースクールを目指してレッスン室の増室計画

兵庫県 ＲＯＵＮＤ　ＰＯＩＮＴ　ＣＡＦＥ － コーヒー生豆の輸入事業による新たな収益事業の確立

兵庫県 大師餅本舗 － 次世代に地元の和菓子を残すための事業承継！店舗再生と販路開拓

兵庫県 アブラム・パートナーシップ株式会社 5140001113261 大手販社との競合に勝つための営業ツールの作成と活用実践事業

兵庫県 株式会社福田商店 1140001017870 顧客定着および新規顧客獲得に向けた実店舗強化事業

兵庫県 株式会社河昌 2140001017399 顧客管理のシステム化による顧客の囲い込み

兵庫県 株式会社ＣＯＳＹ 5140001083521 大学市場のシェアをさらに伸ばす見積書自動作成ツールの開発

兵庫県 株式会社海昇活魚 2140001067683 穴子に特化した会社のこだわりの逸品「神戸焼あなご」の販売促進

兵庫県 ゆにばす株式会社 3140001108783 ホテルに向けた宣伝活動による受注・見込客獲得事業

兵庫県 株式会社婚礼センター 8140001007741 婚活業界についての啓蒙活動による見込客獲得広告事業

兵庫県 神戸リッコロッ － 東南アジア諸国にリッコロッ伝え広げる為に、知名度・認知度ＵＰ

兵庫県 レトロフィットホスピタリティ株式会社 3140001107471 無料セミナー開催とホームページ充実による新規顧客の獲得計画

兵庫県 ＡＳＵ１ － 想いを形に、明日は（ＡＳＵ１）即戦力の動画クリエイター！

兵庫県 株式会社神戸ヤマヨシ 6140001017180 東京の展示会（第１０１回東京レザーフェアー）への出展

兵庫県 ｒｅｏｂｌｉｇｅ合同会社 6140003010002 腸活に役立つオリジナル商品の開発と企業等への販路開拓
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兵庫県 有限会社ニシイ 9140002008993 ケミカルシューズの技術を応用した革新的なプロダクトの開発

兵庫県 カーム － ショールームを設置。ＨＰの充実・更新。チラシ作成。

兵庫県 飯田　公大 － 最先端テクノロジーで快適な生活をサポートする事業

兵庫県 有限会社グリーンクラブ 2140002013678 企業やコンサルティングを活かした地域密着型飲食店事業

兵庫県 スーパー電材株式会社 4140001100764 工業用プラスチック商社の工場設置による収益力強化と販路開拓

兵庫県 ｃａｆｅ・すいらて － 売場拡大、スキルアップ、製造ラインを開拓し新規顧客の獲得計画

兵庫県 合同会社ボートエサンテ 1140003005246 エステルームの改修及び新規事業広報活動の推進

兵庫県 和会計事務所 － 事業継承ステップアップサービスの展開とＷＥＢによる販路拡大

兵庫県 株式会社ＩＤＡ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4140001101374 リフォームデザイナー・職人等の技術に基づく商品の企画発信

兵庫県 株式会社笹原商店 6140001029135 ハラル対応レトルト食品の開発とハラルお弁当の宅配

兵庫県 株式会社ヤノ技研 4140001082615 温室燃油５０％以上削減実証実験及び新商品拡販事業

兵庫県 株式会社ナースあい 7140001091679 販促物の充実による周知向上活動と販売促進活動

兵庫県 Ｇｒｏｕｎｄｗｏｒｋ学習塾 － ホームページ制作及び教育環境の整備による塾生の確保・拡大

兵庫県 ｅｎｕ　ｆｅｌｉｃｅ － 健康維持を意識し、定期的に通いたくなるサロンづくり

兵庫県 合資会社テスコム 3140003004923 防災サイネージシステム展示会出展による販路開拓

兵庫県
ムッシュ田中の料理とワインの店　ＶｉｎＶｉ
ｎ

－ 姫路市にある老舗のフランス料理店が行う新たな販路開拓事業

兵庫県 株式会社ｂｉｔｔｅｒ　ｗｏｏｄ 7140001089293 小型鯛焼き器の導入による集客性向上とパッケージデザインの変更

兵庫県 Ｄｏｃｒｏｖｅｒ － 「ドッグランのナイター設備設置及びエアストリームの改装」

兵庫県 リバシィ株式会社 2140002053385 洋間にも畳を！「畳」販売促進事業

兵庫県 株式会社ＬＯＯＰ 3140001112364 ＥＣサイトによるブランド商品の販売、販路開拓・拡大

兵庫県 ｈａｉｒ＆ｅｙｅｌａｓｈ　ｐａｓ　ａ｀　ｐａｓ － シニア女性向けサービスの展開による新規顧客獲得と客単価アップ

兵庫県 川端賢樹ボクシングジム － ボクシングジム会員増員計画

兵庫県 井上茶寮 － 茶葉専用販売ツールの開発による客単価向上と機会損失の解消

兵庫県 京口乳業株式会社 6140001058530 ホームページ開設による牛乳宅配事業の販路開拓

兵庫県 株式会社平田建設 6140001065238 姫路の若い家族を取り込め！健康志向モデルハウスで新築増加計画

兵庫県 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ＳＡＩ． － ホームページの開設とヘッドスパサービスの充実による新規客開拓

兵庫県 リラクゼーションサロンｈａｎａ～はな～ － お花と香りでお出迎え！五感で楽しむ全身リラックスサロン計画！

兵庫県 コワーキングスペース　ＳＨＡＲＥＳ － ラテアートで癒しを提供。ＳＮＳ連動型ホームページで顧客獲得へ

兵庫県 株式会社知春 4140001113295 健康志向のお客様へ『陶板焼』のＰＲと満足度向上に向けた取組み

兵庫県 株式会社Ａｉｏ 5140001104657 訪問入浴介護用浴槽の新設及び重度要介護者に対する提供

兵庫県 感動会社　楽通株式会社 4140001098636 企業プロデュースと企業映画化プロジェクトを軸とした販路拡大

兵庫県 株式会社ファイ 3140001112083 「企業広告×タレントのマッチング」を軸とした販路開拓事業

兵庫県 有限会社ディーオー・シール工房 3140002053624 ・業務拡大・新たな人員獲得のためのＰＲ事業

兵庫県 株式会社アライ・メディカルサポート 9140001099332 医療依存度の高い人を支援する訪問看護ステーションの利用者獲得

兵庫県 ＬａｔｔｅＡｒｔ－Ｂａｒ　Ｚ．Ｅ．Ｒ．Ｏ － 最新鋭のエスプレッソマシン導入による販路開拓事業

兵庫県 有限会社ヴィロード 3140002047601 兵庫県産の美味しいものを全国に届ける！出店コンセプト七変化！

61 / 80 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

兵庫県 白鷺印刷株式会社 9140001060665 ネットでの集客を軸とした、動画制作に特化した事業

兵庫県 株式会社庭彩 2140001113248 リゾート型宿泊施設の運営による新規顧客獲得計画

兵庫県 和食せんごく － 当店の新名物すっぽん鍋の缶詰を軸とした販路開拓事業

兵庫県 株式会社ガーデンライフパートナー 6140001108806 来店率・成約率向上＆プレゼン強化

兵庫県 株式会社ＳＯＲＡＥ 1140001093227 ママたちの産後のサポートを担うポータルサイトの制作！

兵庫県 株式会社Ｃｌｕｓｔｅｒ 2140001109196 旺盛な自動車中古部品ニーズに対応するための商品調達力強化事業

兵庫県 Ｃｏ　ｈａｒｅｒｕｙａ － ４０代健康志向層向けへの定期購入販促強化による売上アップ事業

兵庫県 かふぇ＆ぎゃらりーＳＡ・ＲＡ － 「夏場の快適な営業環境とスムーズなコンサート運営を目指す」

兵庫県 有限会社ジャルズ 2140002049078 事業承継に伴う新たな顧客獲得のホームページ制作

兵庫県 エコリードイノベーション株式会社 8140001065954 新聞広告の活用による太陽光発電システムの用地確保

兵庫県 エヌエス技研株式会社 2140001094397 中堅包装業者向けシュリンク包装ラインシステムの販路開拓事業

兵庫県 株式会社ファインドア 4010401084364 「認知症予防プログラムを導入したタブレット講座によるＰＲ事業」

兵庫県 株式会社エルデベルグ平井 3140001058054 一般顧客へのワイン販促により利益率の向上を目指す！

兵庫県 株式会社難波工業 3140001103966 生産向上に向けたＩＴ導入に伴う販路開拓

兵庫県 トラスト株式会社 3270001005547 ホームページの活用による空き家解消及び、中古住宅の流通促進

兵庫県 和食　れんげ － 新設備の導入とタウン誌への掲載による新たな販路開拓事業

兵庫県 ｉｒｉｅ　ｈａｉｒ － ＩＴ活用を軸とした潜在的顧客層へのアプローチと販路開拓戦略

兵庫県 上村特電株式会社 8140001057902 ホームページによるレジャー船所有者向けの周知

兵庫県 ＯＦＦＩＣＥ　ＭＩＹＡＫＩ － 「ネットショップ集客のための広告強化」

兵庫県 Ｋｏｍｅｌ － 「北海道産小麦粉と全粒粉を独自にブレンドしたベーグルのＰＲ事業」

兵庫県 シェービングサロン　せんす － 【支店】個室理容院が行う女性お顔そり美容法の周知の売上増強

兵庫県 Ｂｈａｖａ － ＨＰ新設による講座やクラスの告知と新規生徒確保と販路の拡大

兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 8140002052308 加工時に発生する食品ロスの削減に貢献する商品開発

兵庫県 株式会社ケーズサポート 8140001102559 セミナー講師と事業所の人材育成研修計画

兵庫県 アロマカフェ　ＡＶＯＣＡＤＯ － ３０歳以上の女性が香り高い珈琲で落ちつけるアロマカフェＰＲ計画

兵庫県 なかの株式会社 9140001060368 「ホームページを再構築・活用し、ブランド力強化・売上増強を図る」

兵庫県 株式会社福寅 4140001067681 「新鮮で安心安全の素材にこだわった、ふぐ料理専門店のＰＲ事業」

兵庫県 アイエス機械株式会社 9140001057430 ホームページ開設と看板設置を足掛かりにした受注先及び売上拡大事業

兵庫県 株式会社Ｈ＆Ｋ 1140001109511 Ｗｅｂサイト及びチラシによるスポーツ施術の顧客獲得

兵庫県 株式会社前實 7140001106164 「バイク愛好家が来店しやすい環境整備で新規顧客層の開拓」

兵庫県 株式会社ＫＯＤＡ 5140001113476 体に優しい飲食提供も行う新たなレンタルスペースの販路開拓

兵庫県 ＭＯＮＫＥＹ　ＢＲＥＡＤ － 季節のフルーツサンドの販路拡大並びに当店のブランド力強化事業

兵庫県 パティスリー　グレーヌ　ド　ジョワ － ホームページ・看板の作成と新たな設備の導入による販路拡大事業

兵庫県 株式会社ＧＡＢＡ 4140001096879 店舗拡張による新機能の活用と機会損失の改善による販路開拓戦略

兵庫県 アサカ運輸株式会社 8140001057555 効果的な企業ブランディングの訴求による販路拡大・人材確保

兵庫県 クロダコーポレーション株式会社 9140001087618 『仕出しグランドメニュー』でシニア層の注文機会を増出
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兵庫県 株式会社タニグチ機工 3140001060010 ホームページでの技術力や強みの訴求による販売促進と販路拡大

兵庫県 合同会社ライフサポートアイリス 5140003011389 店舗の認知度向上を目的とした看板の設置・チラシ作成と配布

兵庫県 株式会社みつヴィレッジ 6140001095739 高収益いちごビジネスに向けた販路開拓および業務効率化

兵庫県 Ｒｕｂａｎ　ｄ’ｏｒ － 薄毛のお悩み対策！再生育毛メニュー拡大による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社アシスト 9140001064162 小規模事業者の駆け込み寺サービスの開発・販路開拓

兵庫県 犬のしつけ教室　アフェット － 犬のしつけ教室　犬の預かりトレーニング　犬のフィットネス　集客開拓

兵庫県 ｈａｉｒ’ｓ　菜花 － 潜在的顧客層へのアプローチと新サービスを軸とした販路開拓戦略

兵庫県 白浜電機株式会社 2140001059508 今よりも更に安心して来店できるお店を目指すための店舗改修工事

兵庫県 小倉印刷株式会社 7140001065427 「ランディングページによる伝票印刷の販路拡大事業」

兵庫県 株式会社井藤工務店 4140001057765 県産材を使った大工体験ワークショップによる販路拡大

兵庫県 株式会社セナレザー 6140001094245 「新商品の薄型財布「ｏｒａｇａウォレット」の販路開拓事業」

兵庫県 ｃｏｚｙｒｏｏｍ（コージールーム） － 企業向け職場環境改善コンサルティングの販路拡大

兵庫県 有限会社マシェリー 2140002036687 ２０代女性が利用しやすいサロン作りとＰＲ

兵庫県 有限会社リトルウォリアーズ 4140002058291 近隣３０－４０代女性と家族の需要獲得による売上高の増加

兵庫県 Ｂａｒｊａｃ　Ｐｉｃｋｌｅｓ － ＩＴ活用による販路開拓と業務用乾燥機導入による機会損失の解消

兵庫県 株式会社モダンタイムス 7140001063686 動画事業導入で新たな収益軸の構築と顧客維持からなる売上アップ

兵庫県 株式会社ＭＰＳ 7140001106437 専門家集団による障がい者就職サポート周知による顧客獲得

兵庫県 株式会社ｅｓｔ 3140001095056 新ブランド『糀専菓』による甘糀スイーツの販路拡大

兵庫県 株式会社ひめりん 8140001113093 チラシによる移転の周知と新商品ＰＲの看板作成

兵庫県 坂の上の嬉しなる － ＩＴ導入並びに店舗誘導看板の設置による販路開拓戦略

兵庫県 株式会社よこぜき 7140001062192 チラシと店内血流測定実施による新規客集客と固定客化

兵庫県 金子潤生税理士事務所 － ＩＴ活用による創業企業・中小企業のサポート事業

兵庫県 Ｒａｔｕｎａ（ラトゥーナ） － 髪も体も健康に！髪質改善、ヘッドスパでいつまでも若々しく！

兵庫県 アトリエコトン － 「パターンオーダーサービス」の開発・積極展開のための体制整備

兵庫県 畳の・さかもと － タウンページ広告掲載と突き出し看板設置による広告宣伝の強化

兵庫県 丸美化成株式会社 5140001051478 会社ウェブサイトの構築と「アレルＧプラス」のＰＲ動画制作

兵庫県 こだわり野菜のイタリア食堂ベルドゥーラ － 尼崎地域の野菜の魅力を感じてもらうための各種発信事業

兵庫県 有限会社トーメー 7140002044834 動画を用いた、お年寄り・障がい者等の弱者向け害虫駆除推進事業

兵庫県 トリケラデュエット － カウンター導入や持ち帰り強化等によるお一人様層の顧客獲得事業

兵庫県 Ｐｉａｃｅｒｅ － 大型ピザ窯の設置によるテイクアウトピザの販路開拓

兵庫県 株式会社プロテクノ 8140001052762 国内外の潜在顧客を取り込むための広報媒体整備事業

兵庫県 すし雅 － 宴会需要への対応強化のための店舗改修工事

兵庫県 ヘルスプロダクト株式会社 8140001112104 保護犬と一緒に暮らせる障がい者グループホームの立ち上げ

兵庫県 大和肥料株式会社 1140001049781 パレットラック活用による肥料倉庫の店舗化と販路開拓の取組

兵庫県 アップグレード株式会社 1140001109445 「販売から廃車まで」地域に根づいた新規顧客開拓事業！

兵庫県 ヘアーサロンホープ － 若返りたい客と若年層来店の為のネット広告とシャッターの広告化
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兵庫県 Ｍｏｍｅｎｔｏ　Ｅｔｅｒｎｏ － 写真・動画による「わが社の物語づくり」でＢｔｏＢ市場を開拓！

兵庫県 Ｄｅｋｉｔａ － 障碍者用品に特化した売買マッチングＷＥＢサイト構築

兵庫県 株式会社ブレイブリー 7140001104440 オーダーメイド型を中心とした洋菓子の通信販売による販路開拓

兵庫県 有限会社白い虹安心堂 7140002044743 「食育を学ぶ豆腐づくり体験教室」開催による新規顧客の獲得

兵庫県 中島南店 － ドラム缶屋外立ち呑みスタイルで外国人・若年層獲得事業

兵庫県 ビューティーノート － 理美容業界等に適した理美容品購入のための支援拡大事業

兵庫県 中村エンジニアリング株式会社 9140001050427 顧客満足ＵＰ・市場調査力強化の為のＨＰ更新

兵庫県 旭建設株式会社 2140001047413 『小規模修繕工事』に特化した新サービスによる新規顧客獲得

兵庫県 株式会社明月－Ｋａｎ 4140001057146 近隣ファミリー層向けメニュー開発等による一般顧客開拓事業

兵庫県 合同会社百々の木 3140003012595 訪問介護サービスの人手不足解消と対象地域の拡大事業

兵庫県 サロンドゥ美２ － 脱毛機器導入による排泄介護負担軽減のための脱毛顧客獲得事業

兵庫県 株式会社ＴＵＢＥＳ 7140001054826 重度障害者への買い物代行サービスと新規顧客の獲得事業

兵庫県 整骨院Ｂｏｎｄ － “施術＋トレーニング”の院外活動展開事業

兵庫県 栄弘特殊硬業株式会社 1140001052208 特殊金属熱処理及び精密機械加工品の受注・新規顧客開拓事業

兵庫県 アイグレー合同会社 4140003012495

兵庫県 有限会社オブジェ 4140002056023 地域住民が集うコミュニティスペース創造事業

兵庫県 笑売繁盛株式会社 6140001042146 副業で収入の柱を作る！ブログで夢を叶えるスクール事業

兵庫県 一本堂　尼崎店 － アミング潮江商店街を盛り上げる。食パン無料試食会事業

兵庫県 Ｃｕｔ　Ｓａｌｏｎ　Ｑｕｅｕｅ － サロンに行けずともおしゃれを諦めない訪問美容を告知する事業

兵庫県 美容室くわはら － 介護事業所に勤務する方、利用されている方を精神面で支える事業

兵庫県 株式会社テトラ 2140001101558 看板の張替えによる顧客拡大事業

兵庫県 有限会社アゼイリア 5120002068647 共感されるレンタルルームＰＲ動画配信でプチ起業女性を集客

兵庫県 ＣＡＳＴＡ － 託児可能美容室の認知向上による主婦層の囲い込み戦略

兵庫県 株式会ＣＲＯＧＯ 2120001205030 新地域・ローカルシェア広告獲得事業

兵庫県 睦ホームサービス － 顧客との関係性深化を実現する「フォロ弁」提供事業

兵庫県 こやま鍼灸整骨院 － 当院女性客向け美容メニューの拡充による新規顧客開拓事業

兵庫県 からあげ専門店つばさ － 地域イベントへの出店によるからあげのＰＲ・店舗顧客増加事業

兵庫県 株式会社Ｓｔ．Ｍｏｒｉｔｚ 5140001105358 自社ホームページ・ネットショップ販売における販路開拓

兵庫県 有限会社生倖 8140002041327 デジタル制作関連売り上げの最大化

兵庫県 株式会社ホーム・ストーリー 2140001054806 終活支援サービス立ち上げによる販路開拓事業

兵庫県 株式会社ＩＭＡ　Ｊａｐａｎ 9140001090316 当社オリジナル商品「アルパカイロ」の生産体制強化による販路拡大

兵庫県 フラッシュモブ大阪サプライズＳｉｎｎ － 記憶に残るプロモーション動画作成サービスによる販路開拓事業

兵庫県 酒処　美沙 － 新たな常連客のかこいこむ、ファサードの改修事業

兵庫県 有限会社長堂装飾 5140002045231 若年世帯に向けた床・壁紙張替え工事の周知による販路開拓事業

兵庫県 株式会社ハウジングステージ 9140001089738 新ブランド「ＪＥＲＡＬ」のサイト作成事業

兵庫県 株式会社クレディ創食 6140001098774 国産米のもみ殻から生まれた植物性ケイ素商品の販路拡大
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兵庫県 株式会社エアグラウンド 2140001107332 ものづくり企業紹介パンフレット『ワザカタログ』の創刊

兵庫県 もみほぐしーや・もみん － さまざまな販促ツールを活用した販路開拓事業

兵庫県 ｎｉｃｏｍａ － オリジナル工法でつくる革と布コラボキット開発・ブランド化戦略

兵庫県 やまざき屋 － 子育て世代・若者・女性の来店誘致を図ることによる販路拡大事業

兵庫県 日成化学鍍金工業株式会社 9140001050567 海外販路開拓のための英語版ホームページ作成事業

兵庫県 楽ｅｍｏｎ － 新しいわらび餅『ワラビー』の開発による販路開拓事業

兵庫県 株式会社Ｂｌｏｏｍｓ 9140001113464 ベトナム人技能実習生向け教育アプリの開発

兵庫県 株式会社みつば電気 8140001051491 食品・薬品製造業向け「電気制御設備故障診断サービス」の販路開拓

兵庫県 株式会社石田化学研究所 7140001047648 環境に配慮した「無機質コーティング剤」開発による顧客開拓事業

兵庫県 株式会社かつの縁 3140001090750 １００年、その先々までも続く店舗づくりの為のインフラの整備

兵庫県 株式会社Ｈ２コンサルタント 7120001197445 企業への健康診断予約サイト開設に係る同システム販路開拓事業

兵庫県 株式会社中武不動産 1140001052158 入居者目線の「映えるリノベ」ＷＥＢ内覧サービスによる売上拡大

兵庫県 ＤＯＬＭＥＮ＆遊 － ランチ新メニュー開発による主婦層顧客開拓事業

兵庫県 アットリフォーム株式会社 1140001053115 安心、安全な家を創る防災備蓄収納管理サービスの販路開拓

兵庫県 株式会社笑波 9140001097526 痛みから健康へ～健康から美容へ「女性の望みを叶えます」

兵庫県 株式会社ひなたの風 1140001111129 介護・看護の専門家が行う介護タクシー・介護旅行の販路開拓事業

兵庫県 株式会社フォーワンスタイル 8140001098137 当社のブランディング及び物件の販売促進のための広告宣伝

兵庫県 Ｌｏｓｔ　＆　Ｆｏｕｎｄ　Ｂｉｃｙｃｌｅｓ － スポークカスタムで自転車の楽しさを知ってもらう販路開拓

兵庫県 Ｋｅｎ’ｚ　ＣＲＡＦＴ － 地元に根ざした自動車販売・アフターサービスの販路開拓事業

兵庫県 和食や　雑っ草 － 高齢者・子育て世代の外食利用販路拡大を目的とした開口部の改修

兵庫県 スタジオバードランド － 事業承継に伴う音楽スタジオの撮影スタジオ併設と集客活動

兵庫県 株式会社ＥＶＯ 2140001108405 昨年販売開始商品と今後新商品の販路開拓及び販売システムの構築

兵庫県 ゴルフラーニングスクエア　ブリーズ － 心身をリラックスさせ新しい活力を生み出すケアルームの新設

兵庫県 ｐｈｏｔｏ　ｏｆｆｉｃｅ　いなくら － 競争が激化する小規模事業者への商用撮影提案による販路開拓

兵庫県 グローバルフィット株式会社 9140001067355 サロンの雰囲気アップと認知向上による若年層の新規開拓

兵庫県 エバーハウジング株式会社 7140001110554 新ビジネスモデル「工務店×不動産」の販路拡大事業

兵庫県 金楠水産株式会社 9140001034719 ＥＣサイト、ＤＭを利用した魅力発信と販路拡大

兵庫県 ここっちライフ － 地域に「安心と綺麗な暮らし」を提案！生前整理普及拡大！

兵庫県 ＳＴＵＤＩＯ　ＴＲＩＡＤ － 『音育』で子どもの脳と人生を豊かに育む。

兵庫県 味楽フードシステム株式会社 8140001100934 看板で。知ってほしい。中華の味。知ってほしい。食の楽しさ。

兵庫県 株式会社ＨＡＮＡＢＩ 9140001107771 日々の生活を快適に、設備導入による健康増進計画。

兵庫県 Ａｓｔｉｎａ － エステメニュー導入計画（ボディ痩身・フェイシャル）

兵庫県 プリズムダンススタジオ － 新規初心者獲得に向けた販売促進策の拡充

兵庫県 株式会社大塚工務店 5140001034648 地元密着小規模工務店が協力して行うこだわりの木の家の啓蒙活動

兵庫県 フィットネスラウンジＮＡＲＣＩＳＴ － パーソナルトレーニングをもっと身近に便利にする事業

兵庫県 Ｍ２ＰＬＡＮＴ明石大久保店 － 明石市では唯一、主に企業への出張型オーダースーツ販売への取組み
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兵庫県 一級建築士事務所　わびすき － 『ママ建築家集団』による健康に配慮した子育て住宅の提案

兵庫県 七郎兵衛商店株式会社 4140001094156 店舗を持たないエステ経験者向けエステ用レンタルスペースの提供

兵庫県 有限会社アント 1140002028272 新規顧客獲得、リピート・契約継続のための情報発信事業

兵庫県 朝霧カルチャー・ティンクル － 地域のニーズに応えるための「新規顧客」の獲得計画

兵庫県 ダイビングショップＢＬＵＥＢＬＵＥ明石 － 全くのダイビング初心者でもわかるホームページ作成

兵庫県 アート・クリアー － 闘病中の方を外見から元気に！医療美容師のアピアランスサポート

兵庫県 ピラティススタジオ　ピラティスプラス － スタジオ拡張で新規サービスを提供　ファンを増やして売上アップ

兵庫県 サンエイ・トータルサービス － 売り上げアップに貢献できるデジタルサイネージの販売ＰＲ活動

兵庫県 ＨｉｒａＴｅｎ － ハンドメイド日傘のブランド力向上と新たな需要の獲得への取組み

兵庫県 オステリア・ロッソ － もっとアピール！明石の魚。目で見るショーケースで集客ＵＰ！

兵庫県 阿那写真館 － 「アンティーク撮影スタジオ改装による新規顧客開拓」

兵庫県 有限会社橋本商店 6140002029464 干物の真空パック製品開発と既取引先との関係活用による販路開拓

兵庫県 Ｒａｐｉｄ － プロ級レベル大会開催と兵庫県外エリア進出による事業拡大

兵庫県 株式会社ランプ・スミス 2140001109320 地域限定アプリによる地域創生事業

兵庫県 株式会社メーガンレーシングジャパン 3140001101375 ホームページリニューアルによる経営革新事業

兵庫県 こびとぱん － 若年層・高齢層を中心とした認知度向上による商圏域拡大事業

兵庫県 合同会社パステル 1140003010816 イベント開催で「キッチン付レンタルスペース」の認知度を上げる

兵庫県 アトリエ花雑貨 － ネットを活用した情報発信による新規顧客開拓

兵庫県 合同会社ラムライン 6140003007931 ＳＵＰを通じて家族で健康な身体作りをしながら成長していく

兵庫県 神戸電気工業株式会社 4140001068705 新規バッティングマシンの機能紹介用動画の製作と広報

兵庫県 ＭＹソリューション合同会社 8140003006221 地域に密着したポスティングサービスの売上増加計画

兵庫県 Ｌａｃｈｕｒａ－ｎｕｎｕ － 「働く女性の運び方改革」しごとーとのインターネット販売

兵庫県 Ｙｏｕ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ － 働き方改革に貢献する短時間研修販売による新規顧客獲得計画

兵庫県 テクサジャパン株式会社 9140001072644 事故を未然に防ぐための特許技術を用いた製品開発と販路開拓

兵庫県 株式会社ＦＯＳＴＥＲ 7140001109431 新規開設保育園の設立後広告戦略による利用者増加

兵庫県 びーんず株式会社 3140001070059 店舗入り口のバリアフリー化及び自動ドア化

兵庫県 ひかり整骨院ｐｌｕｓ － 若い世代が来やすい！予約機能をもつ整体用Ｗｅｂサイト開設事業

兵庫県 Ｓｉｒｅｎａ　Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ － ヘットスパのメニュー改革による新規顧客獲得事業

兵庫県 Ｌｏｔｕｓ　Ｇａｒｄｅｎ － 「お顔の筋トレデトックスサービスによる売上向上事業」

兵庫県 株式会社Ｐｒｉｄｅ 9140001095356 Ｈ／Ｐによる販路開拓、システムによる業務効率化・生産性向上

兵庫県 リトルラビット － 「親子の心理サポート×学習塾」のオンラインでの新規顧客獲得

兵庫県
ボディケア・リラクゼーションサロン　Ｐｏｌｅ
ｓｔａｒ（ポールスタ－）

－ 女性専用ボディケアサロン・オンリーワンメニューとＷＥＢ集客

兵庫県 ＩＭＡＹＯＫＵ － 高品質で低価格のとろみ調整食品の開発・販路開拓

兵庫県 株式会社ＩＤＥＣＯＬＡＢＯ 7140001110752 月額会員増加に向けた新サービス開発及び、それについての広報

兵庫県 株式会社ＳＫＢマネジメント 4140001088661 苦楽園エリアでのインドアゴルフ場による販路開拓

兵庫県 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ｌｉｎｏ － 新規顧客を対象としたパラジェル使用の新メニュー試作品の開発
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兵庫県 株式会社たけふく 7140001101768 ホームページ作成し、若者世代の取り込みを図る

兵庫県 ＭＯＯＮ　ＫＡＧＵＹＡ － 障がいの方に帯バッグを製作してもらい世界に広げる販売促進事業

兵庫県 株式会社アピアランスサロン 6140001113772 病院内ヘアサロンが活躍できるがん患者支援ノウハウの全国展開

兵庫県 ＨＥＡＶＥＮ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＰＬＵＳ － リニュアルオープンによる新規顧客開拓と認知向上による売上拡大

兵庫県 Ｚ－ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ株式会社 2140001106169 キッチンカーを使った、メキシカンベースのラップサンド販売

兵庫県 チアーズ！ － 「事業者向けアロマ空間デザイン」販売促進事業

兵庫県 時計修理　アトリエ吉田 － ホームページの更新などによるクロック修理事業の販路開拓

兵庫県 学習塾｜秀英館 － （Ｓ）スマホによる（Ｎ）日常学習の（Ｓ）ソーシャル化計画

兵庫県 株式会社エヴィソン 3140001113387 日本の商品・サービスに対するムスリムマーケットリサーチの拡販

兵庫県 Ｂｅｅｒ　Ｃａｆｅ　Ｂａｒｌｅｙ － 高品質なビール提供のためのオリジナルビールサーバーの導入

兵庫県 株式会社米寿 1140002058716 ＷＥＢサイトの機能充実による新規販路開拓

兵庫県 ココロイド － デザイン受注獲得ため、ホームページの強化。

兵庫県 ファン学院 － 学習動画を活用したインバウンド接客英語・中国語講座の新設

兵庫県 きのこ専門Ｋｉｎｏｋｏ－Ｔｅｎ － 「　きのこ菌床ブロック知名度向上・販路拡大プロジェクト！　」

兵庫県 株式会社ｂｅ－ｗｅｌｌ 9140001102104 「大人の速読」講座の開講による差別化の徹底と売上規模の拡大

兵庫県 株式会社Ｐａｇｅ　Ｐｏｒｔ 6140001112774 集客拡大・顧客満足度の向上による売上拡大の実現

兵庫県 有限会社ゾリグループ 8140002058569 地域活性化計画で隠岐の島を元気にする！

兵庫県 アートオフィス　ポルト － 訪問営業するための『自社営業ツール』制作事業

兵庫県 美容・鍼灸サロン　ハミング － 健康寿命を延ばす為にかくれ肥満を削減するツール作成と販路拡大

兵庫県 ｃａｆｅ　ｓｈｉｎ － ご家族でお越しください、当店自慢のコーヒーと紅茶の試飲会事業

兵庫県 ＶＩＳＣ － 専門店サイト構築による販売戦略と陳列棚導入による作業の効率化

兵庫県 株式会社グランジュテ 8140001100182 電子書籍とＹｏｕＴｕｂｅを使った発達障害セミナー集客事業

兵庫県 株式会社菓一條 8140001097444 業務用レンジ導入で時間短縮し回転率アップと新メニュー開発

兵庫県 クラフトマンエッセンス － ダンボールで出来た戦国武将兜の新商品化に向けた試作

兵庫県 Ｕ．Ｎ．Ｅ販売 － 耳が痛くならないイヤホンの開発・販路開拓

兵庫県 Ｃａｃｈｅｔｔｅ － 高い効果の実感できる美容施術の販売促進

兵庫県 Ｒ＆Ｃｏ． － もんじゃ焼き専門店「もんじゃ寛」の販促事業

兵庫県 株式会社石常竹田石材店 8140001067950 スマートフォン向ホームページ開設とホームページリニューアル

兵庫県 ＥＣＣジュニア建石町教室 － 海外生活体験型ホームステイ新商品広報活動による販路開拓

兵庫県 ｕｎｈｕｉｔ － 東京ビックサイト展示会「ＰＲＯＪＥＣＴＴＯＫＹＯ」に出店

兵庫県 神戸オークション株式会社 1140001087105 店舗及びサービス認知度向上による地域顧客開拓のための広告事業

兵庫県 ｄｏｕｓｈｉ（どうし） － コマースライバーと商品メーカーをつなぐＷＥＢサービス

兵庫県 ＵＬＵ　ＳＨＡＮＴＩ － 店頭、チラシ、ＨＰで新サービス広報強化による売上増加計画

兵庫県 大地商店 － 旅行会社とタッグした外国人観光客向けブランド肉の提供

兵庫県 久武正明建築設計事務所株式会社 6140001108475 「リノベーション建築」を開発・提案し、新たな顧客獲得を目指す

兵庫県 合同会社ＴＡＮＯＳＨＩ．３ 8140003013936 レンタルスペースとコーヒー焙煎講座のための新店舗開設。
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兵庫県 有限会社日本インベスト 6140002042038 自社サイト立上げ＆ＳＮＳ活用による相乗効果と顧客確保

兵庫県 Ａ－ｒｉｓｅ株式会社 8140001096314 ガスエアコン買い替え需要を取り込むチラシ及びパンフレット作成

兵庫県 よねとみ動物病院 － 地域のシンボルとなる「親しみある動物病院」エントランスの新設

兵庫県 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｌａｎｋａ － テラス席雨天時対応化とペット同伴可能＆ティタイム営業開始のＰＲ

兵庫県 株式会社なごみやコーポレーション 2140001108628 リニューアルオープン大作戦！オンリーワン丼専門店化計画！

兵庫県 ツナガリ　Ｍｕｓｉｃ　Ｌａｂ． － レッスンのプログラム開発とパッケージ化

兵庫県
ＭｏＫｋｉｎｄｏ　マッサージ＆リラクセーショ
ン

－ 独自の理論によるマッサージの提供と企業社員向け講座の実施

兵庫県 株式会社ＨＲ　ｏｖａｔｉｏｎ 5140001113253 障がい者への職業紹介・定着支援サービスの実現

兵庫県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｔ＆ｉ － ｅラーニング、ＨＰの改善、認定教室展開による受講生倍増作戦！

兵庫県 有限会社ミクセル 1140002058906 「匠の技と高音質が融合した完成品スピーカー」の開発と販路開拓

兵庫県 ゆげ株式会社 7140001110406
持ち運び型焙煎機の導入により、味のすり合わせフロー短期化よる販売力強
化

兵庫県 株式会社Ｅ－ＬＩＦＥ 9140001073766
新ブランディングによるローストビーフの新規顧客開拓および、ＨＰのインバ
ウンド対応

兵庫県 小林　真由美 － ベトナム手刺繍商品のＯＥＭ販路開拓・ＨＰ作成

兵庫県 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ｋａｎｏｎ － プチプラエステのＳＮＳとＨＰによる顧客獲得事業

兵庫県 えびす食品」 － 日本酒イベント開催と西宮ポークの普及

兵庫県 株式会社アヌシ 1140001080571 時短で『美髪を目指すヘアブラシ』の開発と販路開拓

兵庫県 ＭＥＧＡＭＩ　ＳＡＬＯＮ － 送迎及び訪問による高齢者・要介護者への美容サービス提供事業

兵庫県 Ｐａｓｔａ＆Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｃｒｅｏ － インバウンド対策と、風評被害を未然に防ぐための改装を実施。

兵庫県 株式会社ベスタ 2140001081981 自社ホームページにお得意様注文用ログインページを設置する

兵庫県 山陰鮮魚炭火焼居酒屋地力 － 新店舗への移転及び物販の取り組みによる新規顧客の開拓事業

兵庫県 株式会社クレデュ 5140001083100 ２０２０年入試改革に伴う新講座開設のマーケティングと教室改修

兵庫県 炭焼　雄星 － 団体客対応のレイアウト変更による売上拡大と客単価の向上

兵庫県 Ｎｏｔｈｉｎｇ　ｂｕｔ　ＫＥＮＤＡＭＡ － 介護施設へ出張・販路開拓及び看板設置による路面ＰＲ力向上

兵庫県
アミューズメントビジネスコンサルティング
株式会社

1140001089209 接点のなかった新規顧客へのアプローチと開拓、よって売上の向上

兵庫県
ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ　ＳＰＯＲＴＳ　ＢＯＸＩＮＧＧ
ＹＭ

－ 『健全な青少年育成のためのボクシング』ＰＲ用ホームページ制作と広告宣伝

兵庫県 株式会社ＧＥＮ－ＧＯ化学 8140001097411 ホテル用アメニティ歯ブラシの内製化および販路開拓

兵庫県 株式会社ペクセロン 7140001112501 「生産性向上は業務フローから！」の試作・販路開拓

兵庫県 有限会社緑園 4140002064075 煎茶加工機を内製化、日本茶総合的プロデュース、販路拡大

兵庫県 なないろロール － 見て楽しい、食べて美味しい「たこ焼きずし」の販路開拓

兵庫県 行政書士みつや法務いしかわ事務所 － 紙面とホームページで外国人在留支援と就労活動支援の販路拡大

兵庫県 がおさん家のぱん屋 － 店舗全体を使ったＰＲ力ＵＰで、地域一番パン屋を目指す。

兵庫県 株式会社ハーテック 8140001078774 自社開発、業務用移動式空間除菌・消臭器「Ｖ８－ＢＡＺＯＯＫＡ」の販路開拓

兵庫県 植物セラピーあろあろ － ユニバーサルデザイン採用による新規取引先獲得の展示会出展

兵庫県 株式会社七福建設 4140001075610 介護住宅・介護リフォーム事業による新規顧客開拓と売上げアップ

兵庫県 有限会社七福ホームデコ 9140002061860 婚礼・出産ギフト販売による新規顧客開拓と売上アップ

兵庫県 ＷＩＮ － ドッグラン改装・ジャーキー開発で客数・リピーター数増大事業
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兵庫県 株式会社パ・ドゥ・ドゥ 6140001077068 新食感フレーバー・泡のソースで作るふわふわデザートの開発

兵庫県 田中鉄工 － 建築ＣＡＤ導入による新たな代行サービスで売上アップ

兵庫県 株式会社カナダ 4140001075420 既存住宅、空き家に係る広告宣伝による顧客獲得事業

兵庫県 有限会社成輪 6140002061764 新たに始める結婚相談所事業の広報による新規顧客開拓

兵庫県 ナレオフィットネスクラブ － ウェブ戦略強化による新規顧客開拓と売上げアップ

兵庫県 島のお酒と楽しいご飯あけるま － オーガニック志向丸出しによる集客数・リピーター客数増大

兵庫県 有限会社オオヤマ 9140002061480 インスタグラムを使った会社ブランディング向上による新規顧客開拓

兵庫県 エンヤス織布有限会社 4140002061535 健康増進を考えたユニバーサルデザインジムへの新顧客獲得

兵庫県 接骨院さかもっちゃん － スポーツのケガは当院へお越しくださいと周知する事業

兵庫県 ＳＡＮＳＹＯ株式会社 8140001106097 顧客獲得のためのイベント出店によるＰＲ力強化事業

兵庫県 有限会社貴心 4140002063011 宴会受注の倍増作戦による新規顧客開拓と売上アップ

兵庫県 株式会社名刀針 5140002061996 海外市場向けの自社開発新商品ＰＲ用のＷｅｂ作成

兵庫県 株式会社マーニ 6140001075609 店内イベントの実施による新規顧客開拓と売上げアップ

兵庫県 アート飛田 － 新たな美術作品の販売促進に向けた海外向けＨＰの制作

兵庫県 エルソル広告相談所 － 起業女性をプロライターに育成！新メニュー開発で新たな販路開拓

兵庫県 伸和整備産業株式会社 5140001039837 新プロッターマシンの導入で、お客様満足度ＵＰを図る事業

兵庫県 ｔｕｔｔｉ　ｆｅｌｉｃｉ　（トゥッティフェリーチ） －
相生市初の健康的に美しく輝くための女性専用カイロプラクティック院の新規
顧客開拓

兵庫県 有限会社ひまわり工房 8140002033885 Ｗｅｂページを活用し、地元での認知を広げる事業

兵庫県 Ａｉエステティックサロン　Ｌａ　ｇｅｍｍｅ － 脱毛コースの新設でお客様満足度ＵＰをはかる事業

兵庫県 有限会社アイプラ 1140002033644 見て、触って、イメージができるリフォーム提案事業

兵庫県 株式会社Ｋ－ＦＬＡＳＨ 9140001106988 Ｗｅｂ集客による新規顧客の増大および、転換率の向上

兵庫県 マルカ株式会社 7140001040149 快適な買い物環境の整備による売上増加計画

兵庫県 株式会社ノア 1140001040468 地場産フルーツを活用したジェラート商品の販路開拓

兵庫県 株式会社みきヴェルデ 6140001100036 「スマートフォン対応のホームページ作成による販売促進」

兵庫県 Ｂｅａｎｓ　ｍａｍａ － 自家製シロップと地元果物を使ったスイーツかき氷市場への参入

兵庫県 株式会社山本創建 7140001096026 顧客との初回接点場所ＣＡＳＡの戦略的位置づけによる顧客開拓

兵庫県 美感ＥＸＥＲＣＩＳＥ　ＣＨＩＡＫＩ － 新サービス、ケアエクササイズの提供による顧客開拓と業績アップ

兵庫県 御肉屋　頂 － 「精肉専門店の特徴を生かした焼肉店併設による肉屋の販売促進活動」

兵庫県 おうちごはん　Ｃａｆｅ　そらまめ － パウンドケーキ開発・増産に伴う外売り強化による新たな市場開拓

兵庫県 サンケイホームサービス － 事業承継のための新規顧客開拓と営業技術の指導による後継者育成

兵庫県 安隨製作所 － 「農具製作技術の応用によるエクステリア・キャンプ用品分野への進出」

兵庫県 有限会社いせや写真館 6140002068735 専用ホームページから集客するペットご祈祷プラン事業

兵庫県 民宿厚浜 － 平日の集客数増加を目指した外国人観光客向けプランの販売促進

兵庫県 ヘアーサロン　オオハラ － 年齢・性別の枠を超えてご利用いただける、人に優しい店づくりの取組

兵庫県
ＰＩＣＣＯＬＯＴＴＯ　＆　ＧＲＥＥＮ　ＨＯＵＳＥ
Ｃａｆｅ

－ 自家栽培・淡路島産作物を用いたジャム製造の販路開拓及び生産体制強化

兵庫県 Ｌａ　Ｃａｓｉｎａ － 伝統料理「宝楽焼きイタリアン」ＰＲ展開による集客増及び利益向上
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兵庫県 バーベアル － 「ビンテージ電動チェアー」導入でゆったりとした店舗空間づくり

兵庫県 株式会社たかべホームズ 1140001085109 無垢材を使った「あたたかく・安全・安心」な住宅をチラシでＰＲ

兵庫県 有限会社岡本塗装店 5140002068769 塗装体験イベントによる個人ユーザー獲得及び利益向上

兵庫県 ＣＨＩＬＬＯＵＴ株式会社 8140002069178 キャンプ場版エアービーアンドビー「ＣｈｉｌｌＣａｍｐ」事業の展開

兵庫県 Ｃａｒｒａｔ．．．＋ － ウエブ経由での顧客獲得のためのＥＣ事業の立ち上げ

兵庫県 株式会社成田 4140001084826 淡路島発の新サービス「かいぼりサービス」の販路拡大事業

兵庫県 Ｂｌａｎｃ － 「炭酸ヘッドスパカラー」で「頭皮ケア」と「癒し」を実現

兵庫県 ｃａｆｅ　ｍａａｒｕ － テイクアウト窓口の開設と屋根の設置でくつろぎの空間を実現

兵庫県 株式会社富士スタヂオ 8140001084871 「フォトウェディング事業」の販路開拓事業

兵庫県 淡路島勘太郎ピザ － 「淡路島の恵み」自社ホームページ作成による販売・ＰＲの強化

兵庫県 ファームハウスのの花 － 自家栽培野菜を使ったジャム・ピクルスの開発と生産設備の導入

兵庫県 アディファクトリー － 映像制作事業を立ち上げ他社との差別化確立事業

兵庫県 宇上石油店 － 配達で顧客の安心と信頼を運ぶコミュニティ構築計画

兵庫県 株式会社キコニアボイキアナ 7140001056962 体験型レザークラフト工房と食を融合した新たな形態の店舗事業

兵庫県 有限会社ジョインスリー 9140002045979 情報紙の広告と印刷物・販促ツールの受注拡大

兵庫県 有限会社アイズ 2140002046653 独自技術とデザインから生み出す自社製品の販路開拓事業

兵庫県 すず工房 － 還元焼成（陶器の焼き方）の導入及び販売促進事業

兵庫県 浜栄丸 － 食育ファミリーフィッシングで命の大切さと魚の美味しさを学ぶ！

兵庫県 株式会社匠工芸 8140001105033 『ワクワク購買体験を売る』直営店舗による販売開始で売上ＵＰ

兵庫県 株式会社アールジェイビー 7140001045908 差別化を図り飛躍したい起業女性のための見本となる為の店舗作り

兵庫県 Ｂｒｏｃａｎｔｅ　ＨＡＩＲ　ＤＲＥＳＳＩＮＧ － パーソナルスペース確保、新商品展開、ショップカード作成

兵庫県 松豊園 － 店舗改修工事による動線確保および駐車場整備

兵庫県 織食堂 － 調理機導入で作業効率及び質の向上を図り、売上ＵＰ！！

兵庫県 株式会社フルーヴ・ドレ 9140001097419 「夢と人生に寄り添う食事」デリバリー＆惣菜販売で販路拡大

兵庫県 株式会社御影屋 1140001101583 松右衛門帆と老舗セレクトショップの連携による販路拡大事業

兵庫県 株式会社太幸 9140001109628 顧客・認知度獲得の為のホームページ開設

兵庫県 ＬＵＣＥＮＴＥ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ － 来店頻度増加と新規男性需要開拓の為のヘッドスパサービスの展開

兵庫県 株式会社キタヤ 6140001039563 パンフレット・サンプル帳作成による営業力強化・顧客開拓

兵庫県 あること編集局 － 古都の魅力を女性目線で発信する提案型情報サイトの開設

兵庫県 株式会社スポーツショップアント 4140001038369 グラブ修理加工の供給体制強化による売上向上計画

兵庫県 ベストリンク － 初期費用無料ホームページ月額低額作成サービスの開始と販路開拓

兵庫県 ＆ＭＩＫＩ － オンリーワン製品のＰＲ強化による新規顧客開拓及びリピート率向上

兵庫県 発酵ＬａｂＣｏｏ － ショップ看板の設置及び新規体験プログラムの提供

兵庫県 車工房株式会社 6140001104301 オリジナル商品ヘッドライト洗浄コーティング剤の販路開拓

兵庫県 株式会社緑葉社 3140001040301 ＨＰ開設による物件売却及び移住・出店希望者に対するＰＲ力強化

兵庫県 有限会社相生水上ゴルフセンター 3140002047130 競合他社にない独自サービスのＰＲで近隣顧客開拓と固定化
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兵庫県 株式会社ごとう製革所 1140001103704 レザー塗装の高精度化による新たな需要の獲得と顧客満足度向上

兵庫県 サタディサン － ランチで超人気のサンドイッチのテイクアウト販売による売上拡大

兵庫県 株式会社きたむら 2140001110674 子供や重量物を乗せても安全に移送可能な自転車の展示会出展

兵庫県 株式会社Ｓｙｄｅｃａｓ 8140001101718 地域密着セミプロスポーツクラブのオリジナルグッズプロデュース事業

兵庫県 有限会社志水建材工業 9140002035939 ホームページ開設による販路開拓・新規顧客獲得・販売地域拡大

兵庫県 株式会社創美 2140001043073 ＩＴ活用による集客力と成約率の向上、新分野創出による相乗効果

兵庫県 えんや － 料理提供のスピードアップに向けての取り組み

兵庫県 マナマナ － 個性診断・目標達成プログラムの開発・販路開拓

兵庫県 千代田繊維工業株式会社 8140001043274 地元住民が気軽に来店できる工場併設の店舗づくり

兵庫県 株式会社ライトサービス 8140001043778 高温高圧スチーム洗浄によるまちの店舗リノベーション計画

兵庫県 株式会社岡田屋商店 1140001042662 近くて便利、まかせて安心「ギフト・酒専門店」としてのＰＲ強化

兵庫県 アケミ写真館 － 洗面所の確保による顧客満足度の向上と新規顧客開拓

兵庫県 整体院こはく － 学べる整体院という考え方を広めるための販路拡大

兵庫県 福良有限会社 7140002038951 高付加価値の加工食品の拡販に向けてのインターネット販売の強化

兵庫県 株式会社千代木工 6140001043061 新オリジナル商品の販売促進と自動見積りシステムの構築

兵庫県 有限会社藤川組 2140002036514 「解体業だからこそできる空き家対策事業」ＰＲで販路開拓

兵庫県 Ｌｅｇａｍｅ．（レガーメ） － 広告宣伝等の強化による新規顧客の獲得

兵庫県 有限会社大濱 9140002035402 加古川海苔の認知度を向上し集客を図るクーポン付チラシの作成

兵庫県 有限会社井上文尚堂 4140002035340 ホームページとＬＥＤ看板でブランディングのＰＲ事業

兵庫県 オーズクリエイティブ － カスタムＰＣ販売のＰＲのためのウェブサイトとチラシの作成

兵庫県 有限会社三共 3140002035837 事業承継後も安定した経営を行うため売上・利益率アップの取組

兵庫県 長井紙業株式会社 5140001043211 証拠品保管キットの製造販売

兵庫県 しょうじ整骨院 － 「健康」をテーマに自費施術分野を強化

兵庫県 おの義刃物 － ホームページ・カタログ作成による販路開拓、ＰＲ事業

兵庫県 樫山はりきゅう整骨院 － 新規顧客を開拓するためのホームページの導入

兵庫県 川福 － メインの中高年・シニア世代に目を向けたサービスを充実させる事業

兵庫県 炭火焼肉呼友 － 生刺し不足解消と新メニュー提供による新規顧客獲得＆客単価向上

兵庫県 Ｋ子のパンとケーキ玄気屋 － 玄米パンの生産能力の向上による新商品の開発と店舗への誘導強化

兵庫県 マテリカヘアーデザイン － 新規顧客の確保及び既存顧客の満足度向上

兵庫県 藤田一級建築設計事務所 － 最新のＣＡＤソフトを使って業務効率化と多様化を図り販路拡大

兵庫県 なずな食堂 － 新規メニューの提供とＰＲ方法の拡大

兵庫県 有限会社エクステリアート 4140002062707 開閉式ボトル入りプリザーブドフラワーの開発・販売

兵庫県 有限会社田中カーサービス 7140002062836 ＴＯＹＯＴＡ車取扱看板の設置とサポカー体験イベントで集客アップ

兵庫県 株式会社サカソウインベント 8140001036328
商品やサービスの総合相談窓口としての自社ホームページの構築とＢｔｏＣ販
売促進事業

兵庫県 株式会社ｔｅｎ 1140001100577 販路や購買層の裾野を広げる自家焙煎黒豆茶の開発

兵庫県 有限会社食品衛生デザインオフィス 1140002062180 ホームページ作成による業界初のフルーツ甘酒受託生産の顧客開拓。
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兵庫県
インド・ネパール・ダイニングカフェ　ム
ナール

－ 顧客満足度アップの為のメニュー開発・店舗リニューアル

兵庫県 有限会社栄光社 1140002062230
ドローン事業による既存顧客と新規顧客の販路開拓（Ａ）　新スタジオによる
撮影メニューの情報発信と顧客開拓（Ｂ）

兵庫県 高橋醤油株式会社 4140001076303 フードツーリズム対応に向けたサービス・顧客満足度向上の取組み

兵庫県 株式会社エクセル 4140001076088 ・品質向上によるお客様満足度アップと新規顧客拡大

兵庫県 Ｈｅｒｂａｌ　Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｓａｌｏｎ　猫ろ美庵 － 顧客様を迎え入れる準備と正確な情報発信による来店客数増加事業

兵庫県 ＹＡＹ！ － 海外への商品買い付け、仕入れルート拡大

兵庫県 株式会社ＲＡＺＫＡ 7010001190196 兵庫県宝塚市に特化した求人サイト事業

兵庫県 Ｌｅ・Ｂｕｒｅｏｕ・Ｏｄａ － 「新世代割烹着」ブランド確立事業！！

兵庫県 ｂｏｃａ － 固定店舗で販路拡大、街を盛り上げる１つの店として集客を増やす。

兵庫県 株式会社トレテス 7140002067182 自社商品および他社ＯＥＭ商品における金属探知機導入事業

兵庫県 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　Ｂｅｌｌｅ　Ｃｏｕｌｅｕｒ － チョコレートの年間販売による手土産商品売上増計画

兵庫県 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＰＬＡＣＥ 7140001108292 オリンピックイヤーに向けて「健康経営優良法人」を獲得しよう！

兵庫県 ふうどふうず（Ｆｕ－ｄｏ＊Ｆｏｏｄｓ） － 店舗オープンに伴う広報及び販売スペースの拡張計画

兵庫県 すみれ労務経営事務所 － 特定規模の事業者の事務一括代行受託による新規顧問先獲得

兵庫県 株式会社プリレーヴジャパン 8140001109554 業界初！『ランジェリーキット付教室』素敵受講生…大募集活動！

兵庫県 合同会社エトワール 9140003013456 まだまだ潜んだ逸品を集結した『おすすめ商品』パンフレット作成

兵庫県 株式会社エグゼ朋友 6140001084460 農業体験教室の充実を図り、一日中楽しめる、より快適な空間作り

兵庫県 梶屋庵 － シニア層に向けた特殊伐採と作庭提案プロジェクト

兵庫県 Ｆｅｌｉｚ　Ｌｉｌｙ － 認知度向上による来店客数と売上の増加計画

兵庫県 ＫＯＲＵ － プロモーション向上で販路開拓、および売上・収益の拡大

兵庫県 有限会社国際規格住宅研究所 5140002066847
「とりこぼし防止！売上２億増加！集客のメインを担うホームページ大規模リ
ニューアル！」

兵庫県 炉ばた　なかむら － ニーズに併せた内装変更で満足度アップと価格転嫁を図る

兵庫県 株式会社テルッツォ 5140001084098 ＦＩＴ終了家庭へ災害時における非常用設備としての蓄電池販売

兵庫県 フライングスター － 新規空撮サービスの展開による事業差別化計画

兵庫県 ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ｌｕｃｅ － 照明と造花を中心した店舗改装による来客数及び客単価向上計画

兵庫県 株式会社エフエム宝塚 8140001082215 「ＦＭ宝塚　開局２０周年企画募集」キャンペーン

兵庫県 株式会社アール・ティ・シー 3140001082995 女性が喜ぶ新メニュー開発とお一人様利用の促進事業

兵庫県 合同会社ケルト 2140003011573 サイト改善と広告出稿によるネット物販事業収益改善計画

兵庫県 株式会社健康マルシェ 9140001106311 関西初！コールドプレスジュースの老人ホームへの移動販売

兵庫県 有限会社ケイ・ケイ・インターナショナル 4140002066815 インテリア茶箱で、日本製テキスタイルのインテリア需要強化事業

兵庫県
ライフキャリア・アイ社会保険労務士事務
所

－ 新規関与先開拓のためのホームページ作成、リーフレット作成

兵庫県 ミラシオン株式会社 5140001095608 医療・介護向けウェアラブル用小型カメラ開発による販路拡大事業

兵庫県 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｇｒａｃｅ － ハンドメイドティアラの新分野「ペット業界」への販路開拓事業

兵庫県 合同会社空世宇 9140003012367 地域に密着！終活を通した先祖供養見直しで建墓販売強化

兵庫県 ここ弁当 － 視認性改善と新聞折込などの相乗効果による来店客数増加事業

兵庫県 株式会社コトバノミカタ 6140001106545 「見て」楽しむオリジナル原稿用紙による教育事業のＰＲと販売促進
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兵庫県 株式会社ソルトコ 5140001110572 販路開拓用のＷＥＢサイト作成と業務効率化のための設備強化

兵庫県 ｍｉｎｔ＋（ミントプラス） － アクティブシニア向けフリーペーパー制作による販路開拓

兵庫県 ｈａｒａ＿ｐｅｃｏ＿ｍｏｒｉ＿ｍｕｓｈｉ － 冬眠男子・冬眠女子が作るハンドメイド雑貨を世界に拡げたい

兵庫県 ８ＣＯＦＦＥＥＲＯＡＳＴ － ベトナムでのオリジナルコーヒーの生産。

兵庫県 アイディア研究舎 － 「アイディア研究舎」のブランディング再構築計画

兵庫県 今治焼　玄 － 食洗器導入による生産性向上・顧客満足度向上計画

兵庫県 リアライ社会保険労務士事務所 － ホームページのブラッシュアップを中心とした新規顧客の獲得

兵庫県 Ａｔｅｌｉｅｒ！Ａｐｕｎｔｅ － アトリアプンテをご近所さんに知って来てもらう為のチャレンジ

兵庫県 有限会社クリストファー・レイ・ライティング 7140002066795 潜在的顧客掘り起こしにつながるウェブページのリニューアル事業

兵庫県
Ｇｅ黄土よもぎ蒸し　ＲＩＶＥＲＳＩＤＥ　宝塚
大劇場前サロン

－ 機会損失をなくし、認知度を上げ、売上・収益拡大

兵庫県 合同会社華菓 8140003011907 お客様のご要望に応えるリニューアルと認知度向上で売上増加事業

兵庫県 株式会社宝塚デザイン 2140001109502 起業家、フリーランスのためのＷＥＢ＆デザインスクール開講

兵庫県 キャラメルカフェ株式会社 2140001082971 宝塚初ｅ－ｓｐｏｒｔｓで繋がるコワーキングスペースと顧客開拓

兵庫県 有限会社ビューティーニーズ 5010402033906 通販、進物用の詰め合わせ、ローカーボ商品の開発

奈良県 東友株式会社 3150001007373 環境にやさしいワンランク上の住宅普及による地域振興事業

奈良県 吉田薬店 － 心と体の健康相談・カウンセリング充実のための店舗改装

奈良県 株式会社ＡＭＴ 2150001000057 ウェブページのリニューアルによる、新規顧客獲得

奈良県 萩原南酒店 － 世界にたったひとつの贈物（セカオク）販路拡大と体験設備の設置

奈良県 株式会社じゅえりー工房Ｋ 9122001024313 新サービス！御所店での腕時計カスタムによる販路拡大事業

奈良県 株式会社クレーる 3150001017133 奈良の情報ホームページ「ウェブ版クレーる」の制作と販路拡大

奈良県 ＲＩＳＴＯＲＡＮＴＥＢｏｒｇｏＫＯＮＩＳＨＩ － 来店客増加計画と厨房改装による生産性の向上及び効率化

奈良県 美容室　ｙｏｕ － 今までパーマがあたらなかったお客様に低温デジタルパーマを提供

奈良県 鳶や － ＥＣサイト開設と新商品展開による販路開拓事業

奈良県 薬膳カフェ　奈里 － 美味しくてカラダによい「西ノ京・薬膳カフェ」の販路拡大事業

奈良県 ｍｈ株式会社 5150001021117 食物繊維高含有食品オンラインストアの新商品発売と広告拡大

奈良県 いろいと － 新規販路開拓用の営業ツール（ブランドコンセプトキット）の作成

奈良県 奈良やまと株式会社 1150001017374 「魅せるディスプレイ」による１号店の販売力強化

奈良県 まるや － ウェブサイトアップで新規コンサル顧客獲得とブランディング強化

奈良県 居酒屋びんび － スマホ対応型ホームページ制作による販路拡大

奈良県 株式会社オフィス・モトヤマ 9150001016633
Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ　パートナー・コンサルタント養成講座の情報発信のための
ホームページ整備

奈良県 ドネードゥガトー － 奈良の伝統食材の飴の新ブランドの開発と英語のパンフレット作成

奈良県 天然酵母パン工房　くりぱんクラブ － カラダとココロが喜ぶパン作り　ＢｔｏＢと認知度向上への挑戦

奈良県 うちがみ経営労務サポート － 健康を意識したセミナー・コンサル事業の知名度向上

奈良県 ヒロ整骨院 － 新規顧客獲得の為のメディセル導入。

奈良県 株式会社ジャット 1150001019874 新規スポーツサービス開発「ヨガ教室の無料体験会」

奈良県 オランジェ株式会社 6150001021990 「奈良に美味しいを作る！」奈良県ナンバー１に販路開拓！
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奈良県 革遊びＨＡＲＵＨＩＮＯ － 正倉院（天平）文様の革製品シリーズ開発による販路拡大への挑戦

奈良県 三和製菓株式会社 6150001000904 奈良観光客にふさわしい贈答及び手土産となる菓子の開発

奈良県 森久林業株式会社 4150001002431 集材用ウインチ購入による販路拡大事業

奈良県 美柳園 － 奈良で１００年！花の老舗『美柳園』３代目の思い

奈良県 ゴールデンラビットビール － ゴールデンラビットビール新たなファン創出プロジェクト

奈良県 銀の雪 － 「いっちん」技法の陶器の販売促進のための広告作成事業

奈良県 有限会社阪奈自動車鈑金工業所 4150002001457 クラシックミニクーパーのレストア（再生）・修理事業に伴う収益向上計画

奈良県 株式会社雅　ｃｈｉｃｋ　ｆａｒｍ 1150001021871 ＩｏＴによる鶏舎温湿度管理調整の自動化・遠隔操作での販売増加

奈良県 風姿花伝 － 「風姿花伝」の世界観をイベント、ＨＰで発信しファン獲得

奈良県 子宝　Ｃ＆ＥＢ － 不妊・不育症専門カウンセリングおよび耳つぼ療法と妊活サポート

奈良県 株式会社岡井麻布商店 9150001018695 生活に寄り添う伝統工芸の確立のための商品開発・販路開拓

奈良県 ちてはこカフェ － おひとり様にもうれしいタルト開発で販路拡大事業

奈良県 ｓａｌｏｎ　ＣＯＣＯ － ホームペ－ジ開設による地域における認知度向上と新規市場開拓

奈良県 ｎａｉｃｅ － 椅子張り職人によるオリジナルソファの試作と販路開拓

奈良県 Ｋ＆Ｍ　Ｖｅｇａｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　菜美 － インバウンドを商機に！！目指せ奈良イチのビーガンレストラン

奈良県 あをに工房合同会社 7150003001916
ホームページによる高齢者向け就労支援事業の新規取引先（委託元）獲得
計画

奈良県 ディア行政書士法人 9150005008718 外国人労働ビザに特化した「奈良労働ビザセンター」の立ち上げ

奈良県 国際医療計画株式会社 9150001016583 顧客（薬局・薬店）の販促支援（折込チラシ斡旋）

奈良県 ｃｏｌｏｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ａ＋ＳＴＹＬＥ － 介護・福祉・医療向けぬり絵コミュニケーション研修の開発と宣伝

奈良県 奈良醸造株式会社 1150001021649 奈良県内における自社ビールの販路拡大計画

奈良県 アロマ　ヨガ　ウーシア － 自宅にいながら不調を改善、オンライン心理ヨガ事業

奈良県 木村庭園株式会社 9150001022937 『軽トラックから始まった創業への道～すべては庭の魅力を伝える為に』

奈良県 株式会社ヘルシーエイジング 2120001192236 自社ブランドサプリメントの販売・プロモーション事業

奈良県 ｆｏｏ　ｓｔｉｔｃｈ（ふぅーすてっち） － オリジナル商品開発による顧客満足度アップと新規顧客開拓

奈良県 株式会社朱雀技研 8150001018052 ロボット部品の情報サプリメント動画作製環境の構築

奈良県 青穂塾（さだえもん教材社） － 新開発した九九学習教材の認知度を上げ販売に結びつける計画

奈良県 有限会社鹿鳴堂薬局 6150002002239 生活習慣病相談の新聞折込チラシ配布

奈良県 有限会社ヌーベルマギー 5150002002479 治療院から飛び出して、イベント会場での販路拡大

奈良県 奈良めばえ整体院 － 出産後の骨盤矯正に特化した専門サイトの製作

奈良県 アップムーンオート － マルチタイヤチェンジャー導入で新規顧客への販路開拓

奈良県 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ．Ｎ 1150001021104 建設業界に特化した外国人人材と企業のマッチング事業

奈良県 昭和酒場大西 － 商品鮮度の安定と料理提供時間の短縮

奈良県 田中いけばな教室 － 日本の伝統美を海外へ魅せる・伝える！７０年続く華道家一族の挑戦

奈良県 三厨 － 神饌日本料理のパウチ商品の開発とサイネージによる認知拡大事業

奈良県 さわらび漢方薬局 － 周知活動による来局客数（新規顧客獲得）の増加計画

奈良県 株式会社ＴＡＢＩ・ＳＱＵＡＲＥ 5150001008832 インバウンド需要獲得拡大に向けた奈良公園店の店舗改装
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奈良県 ＵＰＣＹＣＬＥ　ＬＡＢ － 廃棄消防ホースのアップサイクリングにおける新たな用途展開

奈良県 ＧＵＹ － ＧＵＹの認知度アップ・シニア客拡大の為のＨＰ作成事業

奈良県 ライフシフトコンサルティング － ストレス測定計購入、働き方改革イベントでの睡眠ブース出展。

奈良県 Ｙｅａｈ！ － 店舗移転による新規顧客獲得、客単価向上計画

奈良県 ＳｈｉｚｕＣａｆｅ － 「イベント・ネット等、店外販売の売上増加計画」

奈良県 株式会社春日庵 7150001000531 和菓子屋のオリジナルソフトクリームによる売上増加計画

奈良県 花 － 発酵食スペシャリストのオンラインコンテンツ配信による販路開拓

奈良県 ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ　ＳＴＵＤＩＯ　ＣＯＭ － 訪日外国人をターゲットに日本の職人技が光る木工雑貨の商品開発

奈良県 五感　魚銀 － 日本料理「魚銀」の広報および予約システム導入による販路開拓

奈良県 株式会社Ｗｏｍａｎ’ｓ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｅｎｔｅｒ 7150001019258 女性のためのオシャレで安心・安全なシェアオフィスへ改装

奈良県 合同会社ＢＡＲＮＥＹ，Ｓ 9150003001484 障害に特化した訪問介護事業所による社会貢献

奈良県 やまからな － 「高野槙」商品開発と新商品販売のための総合戦略

奈良県 スカラベ企画（「ならまち糞虫館」） － 糞虫観察ルームの開設ならびに糞虫グッズの開発

奈良県 株式会社ミーボ 2150001008356 ホームページを活用したネット戦略の強化と販路拡大

奈良県 野菜とくらし － 町の小さな直売所　野菜ピクルス＆ワークショップで売り上げアップ

奈良県 有限会社津田調剤 1150002005436 生活習慣チェック機器導入による患者満足度の向上

奈良県 株式会社ワイズ保険事務所 9150001007351 ホームページの充実による団体制度の加入者の拡充

奈良県 株式会社ＥｖｅｒＧｒｅｅｎ 3150001020211 音楽制作スタジオの併設による新たな音楽スポットとしての集客

奈良県 シンコー看板 － ＷｅｂサイトとＳＮＳの活用による全国新規顧客獲得計画

奈良県 チアフル株式会社 7150001020587 オリジナルブランド「ｊｉｗａｊｉｗａ」のインターネット販路拡大

奈良県 トトリエ洋裁教室 － 育児ママにターゲットを絞った新商品・ハンドメイド親子服の開発

奈良県 ｂｏｋｉ　ｃａｆｅ － 収録授業のＷＥＢ配信とオンラインレッスンによる受注増加計画

奈良県 株式会社エコノレッグ 4150001015268 新開発特許のクッション編みで丈夫な疲れにくい靴下の販売

奈良県 花魁体験スタジオやまと桜 － 子供用の甲冑プランと動画配信による次世代ニーズの解消

奈良県 奈良さくらコットン － 綿畑から製造工場まで現地探訪ツアーを仕掛けにした販路拡大計画

奈良県 ＶＳＩ　システムズ － 獣医師専用手術用鋼製小物の開発・販売

奈良県 髙井ニット株式会社 9150001012987 ジェンダーフリーのニットブランド構築による利益率の向上計画

奈良県 ひなた － 店内改装による地域ニッチ市場販路開拓事業

奈良県 株式会社アドマックス 5150001012272 季節看板等の保管事業の拡大

奈良県 ｓａｌｏｎ　ｓａｒａｓｖａｔｈｉ － 「顔が変われば人生が変わる」顔ヨガを通して笑顔溢れる世界に！

奈良県 杉浦金属株式会社 7150001012898 ペット、こども、高齢者向け迷子札開発およびブランディング事業

奈良県 上田酒造株式会社 8150001004713 中国にも日本酒を広めよう！中国語ＨＰの作製による販売促進

奈良県
平野工務店　一級建築士事務所　Ｈｉｒａｎ
ｏＳ－Ａ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ

－ 専門雑誌への特集掲載、およびチラシ作成と通じた宣伝ＰＲ活動

奈良県 餅工房　マスミ － おかき・かき餅類の販路開拓の為の餅類製造作業場の拡張

奈良県 生駒いつき法律事務所 － ＨＰ等による生駒市の地域に密着した町弁活動による顧客開拓

奈良県 アキバレエ － 人生１００年時代！体幹ストレッチバレエで生涯健康生活への提案
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奈良県 株式会社テロス科学研究所 6150001018500 新たな広報・告知による販路拡大

奈良県 株式会社エスファクトリー 9150001022796 エスファクトリー在庫管理システム構築による販路の拡大

奈良県 マッキードロップスデザイン － 超希少！体育大出身デザイナーの販路開拓への挑戦

奈良県 株式会社アイ・ストリームサービス 4150001021646 高齢者層向け身の回りに密着した手助けサービスの提供

奈良県 有限会社レガロ 6150002004516 クセ毛で悩む働く女性の朝の準備を時短で救う真・縮毛矯正の開発

奈良県 Ｅｎｉ－ＳＡＬＯＮ＆ＥＹＥＬＡＳＨ－ － 地域初！美髪にこだわったカラー・トリートメントの販路拡大

奈良県 Ｄｒｅｓｓ　ｌｉｎｇｅｒｉｅ　Ｒｉｎａ － エレガントで体に良い下着の商品開発によるさらなる販路拡大

奈良県 鹿音～Ｋａｎｏｎ～ － 子育て世代の日本人宿泊客をターゲットにした改装による販路開拓

奈良県 株式会社リエイト 9120001201139 新設法人にターゲットを絞った新ウェブサービスの販路開拓

奈良県 Ｃａｒ　Ｓｈｏｐ　ＴＡＦＵ － 二柱リフトの導入とその効果を成功に導く。

奈良県 喜多酒造株式会社 4150001010450 蔵見学者の利便性向上のためのトイレ改修

奈良県 有限会社ドレミファソ 9150002008571 広報宣伝による販路開拓及び、教室環境整備と効率化

奈良県 美造 － 働くママの理想のライフバランスを叶える９０日間プログラム販売

奈良県 スマートフォン研究所 － デジタル機器・データのトラブルを解決修復する事業の拡大

奈良県 天ぷら酒菜　蒼天 － 新店舗の認知度向上策による売上増加！

奈良県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｌａｓｓｏ － 駐車場整備から始める、雨の日対策で顧客獲得事業

奈良県 株式会社ＲＩＳＩＮＧ　ＳＵＮ 6150001018079 新メニュー開発と新規顧客開拓のためのＰＲ事業

奈良県 明文堂 － 売上獲得を目指す創業者の為のＳＮＳ集客文章ドリルの開発と広告

奈良県 株式会社ココアイ 3150001012101 贈り主の思いが伝わる、選べるギフトパッケージの開発

奈良県 三つ柱治療院 － 重症疾患の人が諦めずに希望をもてる、看板・ＩＴによる顧客開拓

奈良県 株式会社ＰＯＲＴＥＡＲＴＨ 3150001019105 海外クラウドファンディング挑戦によるグローバルな認知度向上

奈良県 ファーム西川 － 苺農家の自家製ジェラート・ジャムのギフト商品販路開拓

奈良県 伝統食カフェ～楽膳～ － 昭和の食卓シリーズ「弁当御膳」定期購入者の促進

奈良県 げんきカレー － 激安カレー広報事業・販路拡大

奈良県 川嶋善明税理士事務所 － 若手起業家のための創業支援ワンストップサービス

奈良県 株式会社ひらの 2150001017976 すべての女性に優しい治療院作り

奈良県 ジュニアバッティングスクール近畿 － スポーツの町・奈良に根づけ！タイカン野球の認知度アップ

奈良県 有限会社巽繊維工業所 8150002007590 ２０２０・ジャパニーズソックス発信に向けたＷｅｂサイト構築

奈良県 夢衣 － インバウンド向けの花嫁体験事業展開・お土産品コーナーの拡張

奈良県 株式会社ウエムラ 9150001010322 半導体製造装置の超精密部品加工技術の宣伝

奈良県 ＣＲＥＩＺ － 生まれ育った街の資源を再利用

奈良県 株式会社ＣＯＬＯＲＳ 8150001018688 癒しの空間づくり

奈良県 ピラティススタジオエイル － 奈良初慢性痛撃退３か月集中コースピラティスと古武道による整体

奈良県 株式会社アイケア 9150001016609 コストダウンに繋がる新しいパッケージの開発

奈良県 御菓子処　美松 － オリジナルのライフイベントギフトの提案と、３代目の試み

奈良県 プティ・アルシェ － 地元特産苺を活かした焼き菓子の新商品開発とお土産需要の開拓
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奈良県 株式会社スタイルラボ 7150001012064 ホームページでの新規顧客開拓及び既存顧客保全事業

奈良県 今井十返舎 － 鮮度保持機械装置購入で弱小漬け物店が見せる一手！

奈良県 お好み焼　まん房 － 店づくり改装で女性客・ファミリー層獲得事業

奈良県 株式会社アーク工房 9150001011816 地域工務店の独自イベントＰＲによる新規顧客・販路拡大事業

和歌山県 ＡＰＴ’Ｓ － 障害者のための塗装作業体験事業

和歌山県 谷沢木工株式会社 5170001002073 来店・購入を促すホームページ！～ファンづくりを目指して～

和歌山県 和歌山エコライフ株式会社 4170001007032 ターゲットは２０２０年！　省エネとＩｏＴを融合し販路拡大！

和歌山県 南海薬品 － 漢方相談とダイエット相談に強い駅前薬店として発展する。

和歌山県 有限会社ＧＯＮＧＡＭＩ 4170002005737 商圏への効果的なチラシの配布により着実な新規顧客開拓を目指す

和歌山県 ヤスムラビクトロン － Ｖ－ドラム科レッスン充実事業

和歌山県 竹内美容店 － 本格的ヘッドスパメニューで低価格サロンとの差別化！

和歌山県 株式会社ニュートラル 9170001006120 バーコード改革！電子タグ導入で棚卸業務の革命的時短事業

和歌山県 １２１Ｅ － 日本文化を伝承する！着付師紹介プロジェクト

和歌山県 株式会社きのくに未来ビジネスセンター 1170001000568 課題別ポータルＨＰと会社案内作成で地域中小事業者と相利共生を！

和歌山県 株式会社ユー・シート 6170001003459 インクジェットシート事業拡大による新規顧客獲得

和歌山県 株式会社田渕建築設計事務所 5170001002081 ２０代～３０代のＳＮＳ世代に向けての自社ＨＰの魅力度アップ

和歌山県 有限会社ナナタキヤツボ　ホンポ 9170002006061 タイ古式マッサージ地域密着化プロジェクト

和歌山県 杏亭 － 内食向け好適品（夢のステーキ）の販売事業

和歌山県 有限会社レストランフライヤ 7170002000074 野菜入りタンシチューの開発・販路開拓

和歌山県 株式会社宮源 8170001005313 災害に強い企業体質への転換による営業力の向上に関する取組み

和歌山県 風神莫大小株式会社 2170001002828 アウトドアブランドＡｌｅｕｔｉａｎデビュー事業

和歌山県 Ｂｉｒｄ　ｏｆ　ｐａｓｓａｇｅ － 来店者数を上げるファサード作り及びカフェシステムの充実

和歌山県 一富士 － インバウンド対応で付加価値を！高品質の日本食、サービスへ

和歌山県 株式会社グローバル総合保険 4170001012057 災害時のクラウド事務所の提供とＢＣＰ導入コンサルティング

和歌山県 有限会社岩井器械店 3170002000400 プラットフォーム（ヤフーショッピング）におけるショップ構築

和歌山県 伝承紀風菓　うたや － 売上拡大を目的とする店員の作業効率の向上・包装時間の短縮

和歌山県 株式会社萩野電機 2170001002638 脱下請け！「工場向け電気工事サービス」で元請けへと変身！

和歌山県 Ｔｅａ＆Ｌｅａｆ － 輸入茶ブランド「ＯＲ　ＴＥＡ？」の販路開拓

和歌山県 デンタル　アート　スタジオ － 歯科技工室設置型コンピューター支援設計　製造ユニット導入事業

和歌山県 伊酒屋ｐｒｅｇｏ － 挑戦！イタリア料理店が行う常連客獲得の為の販路開拓事業！

和歌山県 ｅｄｇｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 作業効率・生産性向上を図り顧客との距離を縮めるＨＰ製作

和歌山県 ヘア　ボニータ － 新メニュー開発とＩＴ機器の導入で生産性向上と販路拡大

和歌山県 株式会社ワカヤマヤモリ舎 4170001013773 小川商店リノベーションによる新規事業の展開とエリア価値の変革

和歌山県 株式会社ｍａｈａｌｏ 2170001006977 ＰＲ戦略実施による、新たなエステ顧客層の販路開拓事業

和歌山県
ＢＥＷＩＴＣＨ　ＴＯＴＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬ
ＯＮ

－ 相次ぐ開学と中心市街地再開発事業に伴う集客とメニュー強化

和歌山県 有限会社松房電機 7170002004835 松房電機「レディース部」発進事業
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和歌山県 ビューティーサロン　ケセラセラ － サロンの看板とホームページ設置による販路拡大

和歌山県 花山開発株式会社 4170001002685 天然温泉施設が行う新サービス創出とＰＲ戦略による販路開拓事業！

和歌山県 株式会社吉田 7170001003508 お土産物としての和歌山産クラフトビールの確立

和歌山県 Ｂｉｓｔｒｏ＆ｃａｆｅ　ＣＨＥＬＳＥＡ － 『６年目のフルモデルチェンジ』

和歌山県 海鮮せいろ蒸し　勝浦 － ターゲットはインバウンド！多言語化で新規顧客を獲得！

和歌山県 梅光園ワールド商会株式会社 7170001002625 スマホやタブレット用のＨＰを作成し商品を充実させ売上増大へ

和歌山県 エムアンドエム・ワールド商会株式会社 4170001006281 無料朝食会場設置による宿泊客数増大への取り組み

和歌山県 ｈｉｋｏｄｒｕｍｓ － 新規顧客獲得のためのイベント事業

和歌山県 中西富一工房 － 商品アイテム数の拡充と積極的な商談会・展示会への参加

和歌山県 株式会社藤代化学 1170001005542 環境を考慮した再生可能樹脂による、新商品開発と販路開拓事業

和歌山県 株式会社ダイユーケミカル 3170001002001 紀州漆器の製造一貫工程による業態革新事業

和歌山県 ウイッシュ株式会社 6170001015041 特色ある縫製業に変革、和柄着物のデザイン提案事業

和歌山県 ファミリーストアテラオ － 高齢化社会に対応した移動スーパーと御用聞き宅配サービスの実施

和歌山県 スガ美容室 － 美容業界初！エイジングケアによるバブル女性世代の真の美容健康施術

和歌山県 ヤツイ株式会社 2170001005830 粉砕機導入による画期的な機能性樹脂の開発販売

和歌山県 株式会社えんファイナンシャル 9170001014544 アナログ販促と機密性の高い商談ルームの新設による顧客獲得

和歌山県 株式会社小嵐 2170001005707 自動包装機導入による生産性向上・機会ロスの削減と販売促進戦略

和歌山県 ＰＬＡＢＯＴＥＣ － ランディングページによる新商品の販路拡大・新規開拓

和歌山県 田倉漆芸株式会社 8170001005742 レーザー加工機導入による、一貫生産体制の構築

和歌山県 ウイロン株式会社 7170001005594 お客様の快適な環境整備でリピート・リピーター・滞在率向上

和歌山県 神谷工芸株式会社 8170001005453 塗装ブースの最新化による高品質高付加価値製品の製造

和歌山県 かいなん動物病院 － 整形外科手術設備の導入による経営発展とペットとの生活への貢献

和歌山県 有限会社橋本漆芸 7170002006559 ハイエンド需要の獲得に向けた製品ブラッシュアップによる販路獲得

和歌山県 サクランプ合同会社 3170003001224 インバウンド・団体需要を獲得！デットスペースのリノベで活性化

和歌山県 Ｋ’ｓ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｗｏｒｋｓ － 最新設備導入と認知度向上施策による他技工所との差別化

和歌山県 株式会社中常漆工芸 4170001005787 老舗ブランドを前面に打ち出したウェブ集客システムでの販路開拓

和歌山県 野口畳店 － 若者ニーズを捉える、おしゃれ畳による販路開拓事業

和歌山県 フナツ写真館 － イベント需要を捉えたレンタル衣装による新規顧客開拓計画

和歌山県 漆屋はやし － インバウンド需要の取り込みによる見学環境の整備・販路拡大事業

和歌山県 東山接骨院 － ＳＳＰ療法器導入による潜在顧客の開拓及び訪問サービスの実施

和歌山県 ＨａＴｅＮａ　Ｐｈｏｔｏ　Ｈｏｕｓｅ － 記念シーンの創出と機会損失の取り込み事業

和歌山県 株式会社マルナカ 3170001005623 新商品のドラッグストア業界およびＥＣ市場業界への展開

和歌山県 有限会社ヤマモト薬局 4170002006636 カウンセリング力を活かしたリニューアルと休眠顧客掘り起し

和歌山県 亀井商店 － マット巻き機械の導入とＷＥＢを活用した賃加工ニーズの獲得

和歌山県 ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥＳ＃２７ － 鈴鹿８耐レーサーが営むバイクショップＰＲ事業

和歌山県 株式会社南山商店 9170001005799 老舗こんにゃく製造所のブランド化と販売促進
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和歌山県 塗り工房ふじい － 「パッション」「スピード」そして「適応力」で取り組む販路開拓

和歌山県 ＲＥＩ　ＣＡＦＥ － 視認性向上・顧客満足度向上の取り組みとＩＴを活用した販促

和歌山県 菓子工房アンシャンテ － 「見やすく、買いやすく、売りやすい」売り場づくりで経営力向上

和歌山県 有限会社山口食品 1170002006639 多容器対応パックシーラー導入による生産性向上及び新商品開発

和歌山県 ＴＳＵＣＡＳＡ建築士事務所 － 設計士による移住希望者に向けた体験空間の提供で持続的経営実現

和歌山県 和×夢　ｎａｇｏｍｕ　ｆａｒｍ －

和歌山県 株式会社増富 1170001009799 紙媒体とインターネットを利用した個人顧客の獲得

和歌山県 南紀ビルサービス株式会社 5170001009614 接客サービス向上を見える化した新規開拓

和歌山県 チャイニーズ酒場　福福 － 中華料理店のホームページ活用による新規客・リピーター集客事業

和歌山県 ＴＲＥＮＰＳ － カメラマン派遣×写真ＷＥＢ販売新事業による販路開拓

和歌山県 Ｓｅａｓｉｄｅ　ＣＡＦＥ　散歩道 － 新商品開発とＳＮＳ環境の構築及び高齢者に優しい店舗造り

和歌山県 株式会社ライトビコー 8170001011856 ・ウェブサイトの高性能化による販路開拓と検索エンジンの最適化

和歌山県 ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＵＳＨＩＲＯ － 地域自動車販売店ならではで、家族三世代向けの提案で販路拡大

和歌山県 まえ田 － 「生鮪のレア天ぷら」の開発・販路開拓

和歌山県 柿乃肴 － 新名産品「青とうがらし味噌」の販路開拓・拡販事業

和歌山県 有限会社下岡精肉店 8170002011211 ブランド和牛「熊野牛」を使った総菜＆ギフト商品の販売強化

和歌山県 筋膜整体あいす － ハイブリッド機器導入による新規顧客獲得＆来院頻度向上計画

和歌山県 株式会社ないとう 1170001011557 老舗製餡所の挑戦！オリジナル商品のブランド化と販路開拓事業

和歌山県 Ｍｅｇａｎｅ － ベーカリーへの業態転換による売上拡大計画

和歌山県 有限会社南紀 1170002011580 若年層と外国人顧客増加による売上増加計画

和歌山県 株式会社玉井組 4170001010093 現場作業の省力化・効率化による民間工事の受注拡大計画！

和歌山県 八ツ房 － 「八ツ房」＝「紀州名物なれ寿司」ブランド力向上計画

和歌山県 オフィス花まるライフ － 「車いすの元気配達人」をＰＲし「命の授業」の販路開拓事業

和歌山県 笑味や － 四角い粉もん！？ご当地グルメ「角玉焼き」冷凍品の開発と販売

和歌山県 モーニンググローリー － 情報発信ツールを利用した“イベント活動活性化事業”

和歌山県 株式会社阪本 3170001010053 新規顧客を取り込め！「お仏壇の阪本」の販売促進戦略！

和歌山県 ＳＣＲＵＭきのくに株式会社 5170001013723 夏の繁忙期に予約制新メニューの投入による売上拡大

和歌山県 アイスブルー操体院 － 当院の認知度アップとコンセプトの啓もう活動の為の宣伝活動

和歌山県 結　Ｍｕｓｕｂｉ － 新商品（グルテンフリー米粉カレーパン）開発とネット販売の拡充

和歌山県 アースコロジー株式会社 1170001013347 麹のチカラで作る「あまごの魚醤」でラインナップを拡充

和歌山県 司鈑金塗装工業所 － ホームページによる情報発信並びにミキシングマシーンの導入

和歌山県 カネ太商店 － 入りやすいお店づくりと地域へのＰＲ

和歌山県 北畑商店 － ＦＣ加盟・買い物弱者、在宅介護者向け弁当配達サービス提供

和歌山県 フルカワ観光株式会社 6170001007410 地域初！「くろ潮」高級弁当事業と高齢者にやさしいサービスで売上アップ！

和歌山県 有限会社アクティ 8170002007275 住宅リフォーム事業の販路拡大のための看板設置等ＰＲ

和歌山県 有限会社高よしパークホテル 1170002007331 新ターゲット層に向けたホテル新プラン創設による新規顧客の獲得
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和歌山県 マンガタイヤ商会 － トータルエイミングによる販路開拓

和歌山県 株式会社亀井 4170001015191 トイレのぷち・リフォーム提案で心理的ハードル下げ、受注拡大へ

和歌山県 フルーツ慈幸 － 有田みかんの新ブランドみかん販売と情報発信戦略

和歌山県 Ｇｒａｃｉａｓ － 高齢者に向けた店内外の改装と新規顧客の開拓

和歌山県 中尾会計事務所 － 広告及びＤＭを活用した周知広報活動による販路開拓事業

和歌山県 有田ヰセキ商会 － 農機具販売、リフォーム事業ショールームで地域密着受注拡大

和歌山県 お好み焼　しょうわ － ランチメニュー提供と生産性向上のため食洗機導入し、売上高アップ！

和歌山県 喫茶　麗 － 要介護の方や軽度の認知症患者が安心して憩える場所の提供

和歌山県 ＨＯＳＯＯ美容室 －
立地条件を活かした看板製作とうちわ製作で当店の認知度と新規客アップ事
業

和歌山県 株式会社ＳＪチキンファーム 3170001015309 「紀の国みかんどり」ブランド力向上に向けＨＰ作成と新店舗の周知

和歌山県 床利オート商会 － 「いらっしゃい！」待合場所で交流できる車屋さん

和歌山県 株式会社ふみこ農園 5170001007411 本社ＷＥＢサイト新規プログラム導入リニューアル

和歌山県 株式会社エバースマイル 2170001009939 家族介護用品、おむつ配達、インターネット販売
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