
令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 福井システム住宅株式会社 5210001003034 新規見込み客のご紹介を誘発するためのＨＰリニューアル事業

福井県 野路洋服店 － クロスセル商品の取り扱い強化による客単価向上事業

福井県 有限会社セカンドゲート 3210002009156 新サービス「リクルートマーケティング」の広報業務

福井県 ｍａｎｏｎまのん － ＨＰでの新サービスのＰＲと、女性好みの店舗作り事業

福井県 漆工芸はやし － ホームページを作成し事業事例を発信して他の分野への販路を開拓

福井県 ろじあるしょう天ん － 非食品系「米ぬかエコカイロ」へ転換して売上回復を図る

福井県 フェニックス企画株式会社 210001015830 Ｔシャツや雑貨販売のＩＴを利用したＰＲ事業

福井県 有限会社ＭＡＣＲＯ 2210002009289 クーポン付きチラシのポスティングによる広告効果測定事業

福井県 ハーブ＆スパイスカフェ　ココロノカオリ － 新たな需要獲得のためのテイクアウト販売への対応

福井県 有限会社梅田商店 1210002000447 「ＨＰ・チラシ等販促強化により、認知度の向上と共に売上規模の拡大を図る」

福井県 株式会社日本旅行ワールド 7210001009269 ホームページ制作をきっかけとした既存顧客との関係の再構築事業

福井県 ピークコンサルティンググループ北陸 － ホームページを新規構築し新規顧客の契約を獲得

福井県 株式会社鎌清 2210001011551 『新型コロナウイルス感染対策としての会場リニューアル（安心・安全・清潔）』

福井県 勝山四季の宿　清流亭 － 高級感漂う空間づくりと感動を提供する民泊宿の魅力アップ事業

福井県 ワンフリード － 新たな販路開拓の為のウェブサイト新規作成とチラシ制作

福井県 大坪整骨院 － ポラリスカイネ（電気治療器）の購入による新規顧客拡大

福井県 パトリカーサ － 分厚い顧客層を構築するためのアナログ広報事業

福井県 合同会社ジャパンインべックス 9210003000736 神に関わる二葉葵等の草木染めで新商品開発・販路拡大

福井県 ＺＥＲＢＩＮＯ － ＨＰ構築による登録美容師の増強および販路の拡大

福井県 株式会社ヒライ 1210001014010 空き家情報専用ホームページの開設による社会課題解決事業

福井県 美ｓｔｙｌｅ暁 － 出張施術用設備の導入による新たな売上の創出事業

福井県 マインドアップ株式会社 1210001017896 ホームページ開設およびチラシ配布による新規顧客開拓事業

福井県 株式会社アライアルミ 4210002012448 一般家庭に対するカーポート提案のためのホームページ作成事業

福井県 株式会社プロデュース 8210001009045 プレゼンテーション等に使用する特殊コピー機の購入

福井県 株式会社大志創建 8210001015786 一度打ち技術導入のための設備投資による作業効率向上事業

福井県 ワインと熟成牛タン　刻～Ｔｏｋｉ～ － 福井の食材で【福井堪能コース】循環型地域経済を目指す取組

福井県 ＰＥＡＲＬ　ＤＯＧＳ．（パールドッグス） － 新分野メニューの展開とその広告による販路開拓事業

福井県 株式会社グローバルデザイン 9210001008772 店舗ショールーム及びエントランスの改装工事

福井県 福井ホームセレモニー － 発注権限者に直接刺さる紹介動画の制作による顧客獲得事業

福井県 株式会社インターベルシー 7210001017890 ＳＮＳフォロワーに対するＥＣサイトへの誘導及び購買意欲喚起事業

福井県 グローバルトレード － 見込み客の行動分析によるネットショップにおける成約率向上事業

福井県 パブリックハウスおいち － パブリックビューイング開催を契機とした顧客獲得事業

福井県 ＬＵＸＥＬ合同会社 8210003001165 ホワイトニングの魅力が伝わる“魅せるＨＰ”へのリニューアル事業

福井県 ＴＲＵＭＰ － イベント演出のための照明設備導入によるバズる店づくり事業

福井県 東京花菱株式会社 7210001002216 Ｗｅｂサイト新設による販路開拓と顧客満足度の向上
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福井県 末広建設株式会社 6210001001895 ホームページ再構築による販路拡大・新規顧客獲得

福井県 久保田製菓有限会社 2100021033 ＢｔｏＣ特化型ホームページ作成による福井の食文化発信・販売力強化事業

福井県 プラスジャック株式会社 8210001013237 既存販路を基点とした、新商品の効果・効率的販路開拓事業

福井県 ＡＵＲＡＣＲＯＳＳ － クチコミしたくなるお客様参加型サイトと予約方法再構築事業

福井県 株式会社リプレッド 5210001015987 漫画・イラスト制作用背景データ素材の新たな販路開拓

福井県 箸ｆａｃｔｏｒｙ　宮ｂｏｗ － 自助箸の医療現場への販路開拓

福井県 河松株式会社 4210001014305 新営業拠点の開設と製品展示スペースの新設による販路開拓事業

福井県 株式会社Ｎｅｘｓｔ 8210001014763 新規顧客獲得に向けたホームページ新設とパンフレット作製

福井県 有限会社花山 2210002002855 悉皆（着物クリーニング・リフォーム）のＰＲ強化事業

福井県 ケアＴＯＭＡＴＯ株式会社 2210001017664 グループホームの周知と入居者募集に活用するＷＥＢサイト作成

福井県 株式会社プログレスジャパン 6210001014419 これが鯖江の眼鏡だ！ＢｔｏＣ販路開拓事業。

福井県 有限会社ワークハウス 3210002004999 農福連携！新規自社ＨＰ設立による認知度向上事業

福井県 いしかわ接骨院 － 越前市初の新設備導入及び認知度向上による売り上げ改善事業

福井県 株式会社ホルザフクイ 2210001017945 外国人を含めた観光客向けの看板を制作してお店のＰＲ

福井県 有限会社ダイトー商事 8210002002040 既存ホームページのリニューアルよる新規案件受注先の拡大

福井県 きゅうじ接骨院 － 既存ホームページリニューアルによるＷＥＢマーケティング事業

福井県 Ｋｒｏｍ － 新規ホームページ制作によるＷＥＢでのサロンＰＲ事業

福井県 焼肉豊 － ＨＰを利用したマーケティング及び来店予約事業

福井県 有限会社大興エンジニアリング 9210002011726 機械導入による他店との差別化、顧客満足度向上・新規顧客獲得

福井県 アンビエンス － ＨＰリニューアルによる販売力強化及び来客顧客効率化事業

福井県 エステ＆リラクゼーション　ｓａｌｏｎ　ｋａｚｕ － 新サービス開始に伴うＰＲおよび、ＨＰの再構築事業

福井県 株式会社越前セラミカ 7210001011497 越前瓦製造技術を活かしたタイル製造と販路拡大

福井県 株式会社やなぎ町 4210001009247 北陸新幹線福井延伸に向けた富裕層観光客向け福井の食提供事業

福井県 きくかわ鍼灸整骨院 － 新規治療器導入による治療の質の向上と患者集客

福井県 株式会社Ｔａｔｅｉ 7210001015952 楽天サイトのリニューアルに伴う、新規販路開拓事業

福井県 リコシェ － 地域経済を応援するビデオグラファーを目指して

福井県 古川電気工事 － 照明・空調工事等獲得のための提案用パンフレットの製作事業

福井県 ｃｏｎｃｅｒｔｏ株式会社 3210001016624 音源制作のためのレコーディング用品購入及びホームページ更新

福井県 ＣＨＡＲＭＥ － ハーブトリートメントのメニュー開発及びハーブ専用ページの作成

福井県 Ｂａｎａｎａ － アイラッシュサービス開始に伴う店内改装と広報計画

福井県 株式会社れんてん 1210001017137 新サービスの超過需要に耐えうる管理・雇用環境の整備事業

福井県 有限会社山文岸野商店 4210002013974 呉服専用ホームページおよびＳＮＳによる情報発信強化事業

福井県 有限会社ダイキョウコーポレーション 3210002003968 キャンピングカー専門店と自動車販売整備店の共同販路開拓

福井県 株式会社Ｅ－ＧＡＮＧ 5210001009031 ＬＥＤ照明設置による店舗の魅力向上

福井県 株式会社ハウジング福井 4210001015773 次世代年層へのプロモーションによる直接販売比率の向上計画

2 / 33 ページ



令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 野尻ケイク　ＳｗｅｅｔｓＳｔｏｒｅ － 遊休スペース活用による新事業＆さらなる展開への雇用環境整備

福井県 有限会社チモトコーヒー 8210002010407 新幹線開業までを見据えて業務用エスプレッソマシンで販売拡大

福井県 有限会社林商事 1210002002872 「働く女性の自立支援施設」の認知／販路拡大

福井県 Ｒｅｎａｔｏ － オーニング設置による店づくりと販売力強化にむけて棚の設置

福井県 株式会社ニューオサムラ 6210001013825 ホテル客室暖房のための灯油タンク設備導入・ホームページ刷新

福井県 モフモフ　フォト － 認知度アップの為の広報強化と顧客満足度向上への設備導入

福井県 味処　乃むら － 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 濱田建設株式会社 5210001010708 持続可能な低炭素社会への取組促進とウェブサイトを活用したＰＲ強化

福井県 株式会社清水建装 3210001010577 新たな販路開拓の為のホームページリニューアルとチラシ制作

福井県 株式会社アジチファーム 1210001009349 海外販路を前提とした米関連商品パッケージ開発による販路開拓

福井県 有限会社前田通信 1210002009629 ホームページ作成による新規顧客の獲得事業

福井県 株式会社山田書店 6210001012075 地域の書籍ニーズを守る！コミュニティスペースの環境整備事業

福井県 株式会社出口商会 4210001002128 経営資源を活かした来店動機の形成＆快適な商談環境の整備事業

福井県 株式会社バイクガレージ福井 9210001002932 工場内機械の老朽対応とサービスの見える化による収益拡大事業

福井県 ヘアーサロン　あすわ －
新しい感覚の癒しと確かな技術の理容店「ヘアーサロンアスワ」のさらなる魅
力特化事業

福井県 ＳＵＭＩＫＡＲＡ － ホームページと動画配信との相乗効果を狙い認知度と売上の増加。

福井県 エレガンス － 女性をターゲットにした「レディースシェービングサロン」の販路開拓事業

福井県 株式会社ゴールド 3210001008373 ＮＯＷ　ＲＥＬＡＸの看板リニューアルに伴う販路開拓

福井県 株式会社ドクターカーズ 8210001017865 ドクターカーズのウェブサイト制作

福井県 株式会社ブラボ 6210001003223 カフェ店内の物販コーナーの改装及びカフェ入り口の改装

福井県 株式会社キッソオ 5210001012811 コロナから地域を守るための、新商品販路開拓推進事業

福井県 株式会社三栄商会 9210001001323
ホームページスマホ対応による、自社での省エネ・生産性向上成功事例の発
信

福井県 株式会社ＮＥＷＳＴＡＲ　ＪＡＰＡＮ 2210001016559 フォトジェニックなＳＮＳの運用によるＥＣサイトの売上向上事業

福井県 Ｌｕｌｌ　ｓｔｙｌｅ整体 － 顧客のリピート期間の延長による平均客単価向上事業

福井県 ラベンサラ － “シズル感”のあるＳＮＳ運用によるネットショップ販促事業

福井県 陽月草華 － 居心地の良いカウンセリング空間の創出による顧客満足度向上事業

福井県 ハートランド株式会社 9210001015109 眼鏡小売店に於いて新規補聴器販売事業

福井県 有限会社なご呉服店 4210002010468 新たな販路開拓の為のウェブサイト新規作成とチラシ制作

福井県 株式会社Ｂｅｅｂｉｔ 8210001014747 種をビニールハウスで成長させ植物として販売し商品単価アップ

福井県 ｍａｒｕｃｏ － 全ての女性にヒーリングサロンを知ってほしい！Ｗｅｂページ開設で集客を！

福井県 株式会社モーメント 6210001016563 Ａｍａｚｏｎスポンサー＆プロダクト広告　売上アップ事業

福井県 たかやなぎはりきゅう整骨院 － ぎっくり腰や部活動によるケガの治療に特化した整骨院づくり

福井県 有限会社カービューティ福井 7210002000623 トイレの洋式化工事によるご家族連れにも優しい店づくり事業

福井県 有限会社小林養鶏場 9210002001314 自社ホームページの開設に伴う独自販路拡大事業

福井県 美骨整身Ｒｅｂｏｒｎ － “美容整体院”としてのブランディングによる客単価向上事業
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福井県 株式会社ソーホーズインターナショナル 3210001009578 新たなニーズの掘り起こしによる売上の変動が少ない店づくり事業

福井県 ＦＬＯＷＥＲ　ＲＯＳＥ － 空間デザインのための壁面緑化サンプル作成による成約率向上事業

滋賀県 有限会社河瀬鐵工所 1160002006383 ホームページリニューアルによる設計製作案件の新規顧客獲得事業

滋賀県 栄光電気株式会社 9160001013282 コロナをチャンスに。機能性繊維（抗菌）カーテン販売で販路拡大

滋賀県 中村石材株式会社 5160001013022 地域での樹木葬ニーズ拡大のためのＨＰ戦略

滋賀県 ＢｅａＴＯＯＬ － 磁石の力で浮上する箸の加工効率化・自動化

滋賀県 株式会社ジーングロス 2160001018461 ＳＮＳ広告の強化

滋賀県 株式会社晴々屋 9160001019973 新たな販路開拓に向けた自社ブランディングツールの構築

滋賀県 有限会社クーレ・マキ 2160002010541 ☆事業を推進させるプロモーションツールの制作

滋賀県 ポン酒と四季の炭焼　ｏｒｉｏｒｉ－おりおり－ － ｏｒｉｏｒｉ店舗の分割による１テナント２業態化事業

滋賀県 株式会社ＡＩｏＴ 8160001020016 ＡＩ画像診断ソリューションの実用化及び販路開拓活動

滋賀県 みいちゃんのお菓子工房 － ネット販売方式構築による配送受付業務の効率化

滋賀県 西河会計事務所 － Ｗｅｂサイトを作成しＳＮＳとリンクさせて新規顧客獲得

滋賀県 メインテック株式会社 9160001014157 マンゴー事業におけるホームページの改修による売上拡大計画

滋賀県 京都アトリエデザイン － 成約率向上のＨＰを制作する会社の認知度ＵＰによる新規顧客獲得

滋賀県 有限会社滋賀飲料 4160002008204 地産地消の新ドリンク開発による売上ｕｐ及び販売管理システム導入

滋賀県 株式会社デイサービスラポール 3160001017719 高齢者の自立を支援し、新規利用者を獲得するための機器の導入

滋賀県 マリッジサロンＥＣＸＩＡ － 認知度向上による新規顧客開拓と地域活性化に繋がる婚活促進

滋賀県 思ひで酒場　より道 － 新メニューの導入と視認性向上による顧客開拓のための店舗改装

滋賀県 喜兵衛 － 椅子席ニーズへの対応・席数増による売上アップ！

滋賀県 株式会社ＳｅｖｅｎｔｈＧｅｎｅｒａｔｉｏｎＰｒｏｊｅｃｔ 3160001021357 バスケットボールを軸にした認知度アップによる新規顧客の獲得

滋賀県 ３７ｃｏｍｐａｎｙ合同会社 1160003001524 日本と世界を笑顔で繋ぐ　スーパーフード「キャロブ」の普及事業

滋賀県 Ｌ’ｅｓｐｒｉｔ　ｄｕ　Ｐａｉｎ － デジタルサイネージ設置による集客力向上および売上アップ

滋賀県 しゅん・ブラン － 配会席の進化！　～各種イベントでの外注弁当の礎～

滋賀県 株式会社アスキル 7160001003013 「健康美容」を促進して免疫力アップによる新時代美容サービスの提供

滋賀県 串揚げ・一品料理「壱」 － ストアコンセプトの再構築による新規顧客獲得への取り組み

滋賀県 Ｃｈａｍｏｍｉｌｅ － 体質改善ダイエット・整体による販路開拓

滋賀県 自家製おうどん　三拍子 － テイクアウト開始と麺質・出汁の品質向上と安定化

滋賀県 株式会社ＳＣＢ 8160001015040 アプリ型人的婚活サポートサービスの認知度向上による顧客開拓

滋賀県 西谷経営技術研究所 － 中小製造業対象の「生産効率と顧客獲得を学べる経営塾」の展開

滋賀県 株式会社フェム 8160001016245 顧客の利便性向上と社内の業務効率化による顧客開拓

滋賀県 株式会社Ａｔｏｒｉ 8160001014959 ネット媒体の広告活用と自社の魅力を発信するホームページ作成

滋賀県 ライフエールパートナーズ株式会社 5160001016958
ＣＭＳおよびスマホ完全対応ホームページリニューアルによる、検索上位表示
による販路

滋賀県 有限会社ふれあいサポート 6160002006940 プラットホーム＆スロープの介護医療業界最大展示会出展事業

滋賀県 Ｂｅａｃｈ　Ｌｉｆｅ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ － 越境ＥＣサイトの立ち上げによる新規販路開拓
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 株式会社アサノ 8160001002162 外装看板設置による周知向上、集客数増加計画

滋賀県 Ｓａｌｏｎ　Ｂａｒ　Ｔｈｉｓｔｌｅ － 大型ヒュミドールの導入により、シガーバーが優雅な時間を提供

滋賀県 株式会社滋賀報知新聞社 4160001009938 東近江市産「通学用帆布リュック」と「必勝あかね赤米」の販売

滋賀県 リハビリ整体＆トレーニングＪｕｍｐ － ホームページリニューアルによる慢性痛の方への訴求

滋賀県 ひばり観光バス株式会社 9160001006988 ホームページをリニューアルして、新規顧客獲得

滋賀県 株式会社メンタル・パワー・サポート 6160001003757 ホームページの改修による　オンライン講座併設及び　認知度の向上

滋賀県 ｗｅｂ－ｍａｒｋ． － 在庫管理ツールの導入　ＳＮＳ広告代行の依頼

滋賀県 株式会社裳美苑 1160001008380 自社の魅力をアピール、イメージアップ戦略！！

滋賀県
特定非営利活動法人まなびとステーショ
ン

2160005009861 キッズプログラミング事業の販路開拓

滋賀県 浅小井農園株式会社 16000101179 「廃食油暖房で朝恋トマト　あなたも地球を救うお手伝い」

滋賀県 株式会社スタイル 7160001019926 広報媒体を用いた集客ノウハウ活用による販路開拓と新規顧客獲得

滋賀県 セイセン合同会社 8160003001633 入浴設備導入による更なる障害児支援の拡充と新規顧客獲得

滋賀県 合同会社トレスバイオ技研 2160003000582 ホームページ及び自社ブランド製品の充実による自社技術のＰＲ

滋賀県 株式会社Ｗａｌｌａｂｙ 9160001018653 大河ドラマ「麒麟がくる」放映の好機を活かした歴史ファンの獲得

滋賀県 株式会社Ｗｉ’ｓ 1160001021516 ＷＩＴＨ（共に）ＷＩＬＬ（未来へ）を根底とした販路開拓

滋賀県 株式会社大塚ＩＴソリューション 2160001020599 競合他社を顧客として迎える「キッティングセンター」の事業化

滋賀県 株式会社大津建材センター 2160001000378 新聞折込とラジオによる空き家、高齢者リフォーム需要の取込み

滋賀県 キッズルームたんぽぽ － 英語が学べる「学童保育」たんぽぽの開発・販路拡大事業

滋賀県 合同会社リリィグランデ 7160003001659 新規店舗の出店に伴うホームページ開設と新規機械導入

滋賀県 コンディショニングジムＧＯＩＮＧ － 新たな販促用ホームページの作成

滋賀県 有限会社吉田松蔵商店 4160002008732 レーザー彫刻機導入で、ガラス位牌の生産性と顧客満足度を向上！

滋賀県 株式会社ロマラン 4160001019813 コーポレートサイト制作による、卸売り販路拡大

滋賀県 株式会社吉田八十八本店 6160001019927 「民泊」で滋賀県を元気にする

京都府 株式会社ＪＡＰＡＮホワイト 9130001060872 業務用エアコン修理・工事・クリーニングの販路開拓と人材育成

京都府 株式会社センチュリークリエイティブ 8130001050247 京都老舗の企業継続の学びを世界に発信するためのサイト作成

京都府 株式会社クインテット 2130001029593 新規オフィス開設に伴う新規会員獲得及び成約率向上の実現

京都府 有限会社カピラ 8130002018350 新たな医療機器による高付加価値メニュー導入とそのＰＲ

京都府 アトリエフォーミー － 新規ウェブサイトを作成し、広範囲での認知度向上

京都府 みつはし陶舗 － 新規顧客を増やすための新規ウェブサイト作成、ＤＭの作成

京都府 株式会社アイビーサクセション 9130002019637 福利厚生クラブの活用、高収益事業専用ページ制作による販路開拓

京都府 すみれ商事株式会社 1130001065136 外国人観光客向け民泊（簡易宿泊）事業の実施

京都府 有限会社太田畳店 1130002002121 『福利厚生契約の受注に対応するホームページ製作』

京都府 株式会社ペコリス 8130001063034 コロナショックによる売上低迷店を救え！コスト最小集客サポート

京都府 なかむら接骨院 － 健康寿命を延ばし、柔らかく頑張れる「心と身体」をつくる接骨院。

京都府 株式会社エスエイチコーポレーション 6130001056023 自社小売り専用ショッピングサイトの構築案件
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 株式会社吉岡甚商店 3130001023059 新体験メニューの開発と社内配置の日本人客向けレイアウトに変更

京都府 若め － 古都京都に息づく和を強く意識した店舗改装による売上向上計画

京都府 Ｃａｌｌｉｇｒａｐｈｙ　Ｋｙｏｔｏ　知ふみ書道 － 野外書道教室と子供書道展開催で新規生徒獲得

京都府 Ｔｏｃｏｎｕｔｓ　Ｏｃｅａｎｓ株式会社 7130001064405 動画配信、販促グッズ、お土産による新規顧客の獲得と囲い込み

京都府 合同会社ＬＩＰ 3130003005930 集客力向上を図るための魅力的なＨＰ作成と広告用ＰＲ動画の作成

京都府 にしむら酒店 － ＷＥＢサイトでの本事業の周知と高付加価値でのお酒の販売

京都府 株式会社ボディーショップツダ 8130001059206 自動車板金塗装の新たなマーケット開拓事業

京都府 株式会社ラブリープロダクツ 2010401068204 「自社ｗｅｂページ」リニューアルによる販路開拓

京都府 合同会社Ｆ’ｓイノベーション 7130003003798 基礎工事無料診断＆美観補修付き　小さなおうちの外構工事プラン

京都府 株式会社Ｔｉｋｉ　Ｓｃｒｉｐｔ 9130001031766 地域事業者の顧客開拓向け新事業の宣伝用ＷＥＢサイトの作成事業

京都府 攻城団合同会社 7130003004813 お城めぐり観光客に選ばれる新商品の企画と販売促進の実行

京都府 明田商店 － 亀岡市「プラスチックごみゼロ宣言」に伴うエコバッグ開発

京都府 合同会社ＭＯＲＩＸ 7130003006413 電気治療機器導入による新メニューの開発と業務の効率化

京都府 日本まつげ美容株式会社 5130001046248 展示会における新商品サンプル重要性を最大限に活かした実演販売

京都府 株式会社アート裕 8130001004228 自社ＷＥＢサイトの強化と広報用ツールの刷新による販路開拓事業

京都府 株式会社京都金桝 4130001016185 新規得意先の開拓と現得意先の販売促進のための商品カタログ作成

京都府 ｓａｐｐｈｉｒｅ － ＷＥＢサイトでの継続的な顧客の確保

京都府 今河織物株式会社 9130001002552 国会図書館とのコラボレーションで新柄・新商品開発、発表・販売

京都府 ブラウン － 最新エアコンによる快適空間で機会損失を撲滅し売上増を図る

京都府 醍醐窯 － ホームページ作成による販路拡大計画

京都府 株式会社プレメーズ 4130001055786 テイクアウト、デリバリー事業の周知による新規・潜在顧客獲得

京都府 桂甫作　安藤人形店 － 最新スマホ対応ＷＥＢサイト作成で伝統工芸の認知度・売上アップ

京都府 ガーデン株式会社 9130001050452 手頃で満足度の高い狭小住宅の提案販売促進

京都府 有限会社ＡＳＣ 3130002029336 福祉用具、住宅改修事業の宣伝・販路拡大

京都府 株式会社オフィスシーエッチケー 2130001020214 アナウンススクール・声優センターとプロダクション連携販路開拓

京都府 日本料理　北山　そわか － 新メニュー周知の立看板・パンフレット刷新による顧客拡大事業

京都府 株式会社ＳｅｃｏｎｄＳｔｙｌｅ 1130001045410 ホームページ刷新＋Ｙｏｕｔｕｂｅ配信で顧客満足向上と販路拡大

京都府 株式会社京都絞美京 1130001057736 京鹿の子絞新製品開発絞り染めアートパネルで新分野挑戦

京都府 有限会社京とうふかわむら 2130002012111 新商品開発に伴うインターネットを活用した販路開拓事業

京都府 株式会社さわらぎ 7130001004807 神社仏閣ウエディングに特化したウェブサイトリニューアル

京都府 株式会社ゆば庄 1130001011981 弱いマーケットの開拓及び、既存商品の強化そして製造力の向上

京都府 株式会社祥永 1130001046160 心と体の健康をワンストップで解決できるサービス

京都府 有限会社幸福堂 3130002016284 商品の強みをお客様に伝える窓口の強化

京都府 合同会社カーニバルライフ 4130003005938 ＩＴ企業向け　コンサルティングサービスメニューの開発・販路開拓

京都府 株式会社日根野勝治郎商店 6130001046057
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 株式会社グローバルリンクス 1130001056845 ターゲットを絞ったＳＮＳ広告運用による売上水準の向上

京都府 有限会社ダイコンサルティング 9130002005686 新型コロナに打ち勝つ！ｅ－ラーニングによるＷｅｂ研修実施事業

京都府 直七法衣店株式会社 2130001065944 僧侶の日常着に特化した新ブランド展開による新販路開拓

京都府 株式会社京都知七 4130001056982 九条ネギを全国のラーメン店に拡販するための展示会出展

京都府 ＡＵ　Ｄｒｅａｍ合同会社 9020003006414 競合差別化及び収益性改善の為の新商品開発、新規顧客の開拓

京都府
ＯＭＵＲＯ　ＧＲＥＥＮ　ＨＯＵＳＥ　Ｃａｆｅ＆Ｇ
ｉｆｔ

－ ＷＥＢサイトの改修とネット広告による、新規顧客の開拓と集客

京都府 ゆうきいずがあでん － ＷＥＢサイト構築とネット広告による、新規顧客の開拓と販路開拓

京都府 京都内村屋 － 私の身体、冷えてない！そんな人を沢山作るためのＯＥＭ新規開拓

京都府 田中そろばん塾 － オンラインそろばん家庭学習の導入とプログラミング教室の併設

京都府 素直な力株式会社 4011001073055 オンラインストアの自宅需要向けへのリニューアル

京都府 有限会社フラワーハウスおむろ 2130002001452 国内サイトの再設計と再構築で、海外事業重視から国内事業へ転換

京都府 株式会社クリエイティブオフィスウィル 1130001049799 「虹色フェスタ」を通した広告、ボイスアップ事業の顧客開拓

京都府 株式会社イツキコーポレーション 2130001064211 ホームページを用いた販路創出による「脱下請」実現と経営安定化

京都府 株式会社麗聲堂 1130001065433 観光好立地への休憩所併設実店舗の新装開店

京都府 株式会社シェフレラ 5130001058284 地域特産品「ポータルセレクトショップサイト」事業

京都府 京美染色株式会社 5130001002845 自社ＯＥＭコーポレートサイト改修による新規取引先の獲得

京都府 嵯峨野ワークス － ホームページリニューアルとＷｅｂ広告の掲載

京都府 株式会社ルカコーポレーション 5130001050415 ＨＰ上でのウェディング会場としての認知・売上アップ。

京都府 合同会社アイアンシップ 130003005326 販路の多角化と新製品開発による新規顧客の開拓事業

京都府
特定非営利活動法人クリエイター育成協
会

8130005012722 事業所の認知度を高め、企業と障害者を繋ぐ広報ツールの作成

京都府 せがわ接骨院 － 新規集客獲得のための情報発信の強化

京都府 株式会社ハマヤ 2130001022177 高齢者及びその家族向けのＥＣプロモーション広告

京都府 京洛工芸株式会社 5130001050646 国外への販路開拓に向けたＨＰの多言語対応と国内展示会への出展

京都府 グリルにんじん株式会社 8130001051377 日本の洋食を京都から世界に広げる為に開発した商品の販路拡大

京都府 有限会社山下弘栄堂 2130002009454 「開運祈願済みの印章」のギフト商品化による販売促進事業

京都府 株式会社テイクス 9130001048323 不動産会社の管理業務を支援「清掃業者の選び方」小冊子配布事業

京都府 株式会社メニーハッピィ 1130001601878 柴犬専用オリジナル製品の製作と卸売先の新規開拓

京都府 有限会社綵　巧 7130002003799 エンドユーザーへの販路獲得に向けたモノづくりとブランドの構築

京都府 株式会社ＴＲＩＭ　ＲＥＴＵＲＮ 130001064319 トリムリターンの普及と直営店（紅牡丹）　湯治ＳＰＡの全国展開

京都府 株式会社ＧＳクラフト 9130001051327 スマホ対応のホームページ刷新で弊社の強みを見やすく情報発信

京都府 ｉｅｒｉｂ － ＢｔｏＣ促進化のアトリエショップ常設とオンラインショップ開設

京都府 有限会社ウィット 9130002006701 水晶加工ノベルティの開発及びＯＥＭ受託サービスに拠る販路開拓

京都府 株式会社ＯＫエンターテイメント 4160001021439 小ロットＯＥＭ製造の提案力強化と販路開拓活動

京都府 ＭＯＶＥ － 個人向け自動車メンテナンスケミカル商品の開発及び販路開拓

京都府 日本ホホバ協会 － 「舞妓さんのゴールデンホホバ」の販路開拓
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 株式会社ルゥルゥ商會 4130001054615 ＥＣマーケット拡大に向けた宣伝広告及びキャンペーンの実施

京都府 株式会社一粒 7130001042088 店舗改装による客単価の向上と新規顧客の獲得を目指す

京都府 むしやしない － アレルギー対応菓子を動画コンテンツで配信新規顧客層に発信する

京都府 株式会社ＩＫＩ 5130001064191 自社ＨＰ作成と広告用ＰＲ動画の作成

京都府 有限会社ツジイイングリッシュスクール 1130002022739 日本人の英語を変える！広報強化で全国の英語難民救出大作戦

京都府 ハマムラ株式会社 9130001007080 「ハマムラ」がデジタルサイネージ看板の日英表示で売上げ拡大

京都府 ＹＯＫＯＹＡＭＡ　Ｔａｔａｍｉ － 「海外販路開拓ＷＥＢリニューアル」

京都府 ＨＹＤＥ － 海外販路開拓専門ウェブサイト事業

京都府 ＣＯＳ　ＫＹＯＴＯ株式会社 2130001050938 越境ＥＣで、日本のモノづくりを海外へ。

京都府 株式会社森島平兵衛農園 5130001047840 食用イチジクの冷凍加工及び二次産品の開発・販売

京都府 株式会社リターン 4130001066346 京都脳梗塞リハビリセンターの開設及び販路開拓活動

京都府 株式会社トリガーリンク 8130001062746 グーグルマイビジネス＆通販＆専用アプリによる業務改善事業

京都府 瀧上直人税理士事務所 － 自社ブランドの確立事業

京都府 株式会社京都きもの協会 2130001012120 ホームページ開設により企業イメージ向上と顧客の囲い込みを図る

京都府 嵯峨野Ｆａｃｔｏｒｙ － 天地京都食堂を地域住民に訴求し利用者獲得により売上向上する

京都府 株式会社ＮＳアグリ 6130001065619 顧客接点増加のための双方コミュニケーション型ホームページ開設

京都府 有限会社帯のこくりょう 2130002002161 小規模会場で少人数対象の長期展示会を開催し売上を確保する

京都府 株式会社アホウプロジェクト 3130001058872 看板メニューの開発及び、新しいグランドメニューブックの作成

京都府 アロマテラピーサロンｍａｎｏｉｒ － ＷＥＢと内装を一新！顧客満足度＆リピート率＆作業効率ＵＰ実現

京都府 株式会社宝島 6130001056592 あかひめ本店の一部を改装しスタンドバーを設置し集客する

京都府 Ｖｏｉｃｅ　Ｌａｂ． － オンラインレッスンの充実・ＹｏｕＴｕｂｅ集客の強化

京都府 平旅籠ひばり － オリジナルデザイン客室改装・グッズ開発・販路開拓

京都府 創作きものいこい － インフルエンサーとなる既存顧客と連携した営業拡大事業

京都府 ＬＯＣＡＶＯ － テイクアウト利用増と少人数ディナーパーティーによる客単価向上

京都府 中基銘木 － 新たな銘木の提供方式であるＷＯＯＤレンタル事業のカタログ制作

京都府
株式会社メディア・ポスト・インフォメーショ
ン

9130001057670 顧客との繋がりを強化した双方向のコミュニケーション手段の導入

京都府 Ｌｉｎｋ　Ｋｙｏｔｏ　Ｊａｐａｎ － フェイシャルケアを新メニューに加え顧客の新規獲得を目指す

京都府 株式会社レスキュジャパン 8130001035974 ホームページ作成と顧客管理システムによる効率化の取組み

京都府 株式会社ｂｉｇ　ｐｉｃｔｕｒｅ　ｓｔａｒｓ 5130001066519 ＳＮＳとリンクしたホームページによる宣伝・集客戦略

京都府 ｓａｒｔｅｎ － スペイン料理認知の為の仕組み作りと業務効率化に向けた取り組み

京都府 株式会社美好園 5130001019022 日本茶のグローバル販売開拓・国内海外の茶道の普及活動の市場開拓

京都府 ＫＳ　ＳＡＬＯＮ － 自店のホームページ作成による新規顧客開拓

京都府 株式会社福 5130001045695 ニーズに合わせたホームページのリニューアル

京都府 株式会社イーエル・オカモト 3130001035450 弊社認知度向上と新規人材の雇用の為、ホームページの改修を行う

京都府 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ａ　ｌａ　Ｍａ － 売上回復に向けたコラボ商品開発・イベント出店による地域活性
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 株式会社たん熊本家 5130001018032 再ブランディングを行うためのＷＥＢサイトリニューアル

京都府
ＶＩＥＴＮＡＭ　ＦＲＥＮＣＨ　ＸＵＡＮ－スアン
－

－ 「お家でベトナム料理」当店メニュー新規商品化リテール事業

京都府 株式会社ＴＡＪＩＲＯ工房 6130001065016 「体験」「教室」運営による長期滞在顧客のためのトイレの設置

京都府 株式会社クレバー 7130001025233 リフォーム事業強化のための商談・ショールーム機能の強化

京都府 合同会社ａｋａｒｉ 3130003005484 バブーシュ周知活動と、独自性の高いバブーシュの販路を拡大する。

京都府 Ｋｎｏｃｋ　ｏｎ　ｔｈｅ　ＤＯＯＲ － デザインを選べるおしゃれなステッキを動画で紹介する販促活動

京都府 株式会社タムラ 5130001018024 中国に自社ＨＰを立ち上げ認知度を向上し今後の販促に活用する

京都府 株式会社金箔押　山村 4130001017101 金箔押し技術を進化させた技術・商品の国内及び海外展開

京都府 株式会社たおやかカンパニー 2130001062132 親子向け「英語×探求教育」事業ＰＲのためのＷｅｂサイト制作

京都府 株式会社わものトレーディング 9130001064948 販売サイト改修と新規商品の販売促進

京都府 高倉工房有限会社 1130002020701 通販売上拡大による経営安定を目指したＳＮＳ対応ＨＰの作成事業

京都府 株式会社ゲストアップ 3130001057560 地域常連顧客獲得の為のＨＰ作成及びチラシでの宣伝広告事業

京都府 ＥａｒｔｈＣａｍｐｕｓ株式会社 4130001060423 プログラミングスクールの販路開拓に向けたｗｅｂ媒体の整備と強化

京都府 株式会社ｅｖｅｒｅｄｇｅ 2130001048503 新規顧客獲得のためのｗｅｂ戦略

京都府 京都フラワーツーリズム合同会社 9130003003004 「舞妓カード」の販路開拓

京都府 株式会社基地計画 2130001047372 新大宮商店街における親子カフェの展開

京都府 株式会社ジー・アール・インターナショナル 4130001045787 「脳ジム」カムバックキャンペーン

京都府 珈琲焙煎所　旅の音 － カフェ２店舗運営の珈琲焙煎所が行う通信販売促進事業

京都府 自家焙煎珈琲豆店りとるばれい － 看板の取付とオリジナルロゴ入り容器の開発によるブランディングの実施

京都府 京都すずまる堂 － 「介護レクリエーション×京都らしさ」～魅力を伝える販売戦略～

京都府 株式会社恵比須屋荘兵衛 9130001062299 レンタサイクル事業

京都府 株式会社京都スタッフ 3130001053989 新規レストランオープン案件における販路開拓

京都府 三宅工芸株式会社 4130001057023 ホームページのリニューアルと英語サイトの制作

京都府 株式会社７＆Ｍ 7130001056492 吸排気の見直しによる快適な店内環境整備での集客増計画。

大阪府 光そろばん教室 － ウイルス感染予防対策のための教室改修工事

大阪府 ユアーズホーム建築事務所 － スマートフォン対応ホームページ作成による受注増加計画

大阪府 フードセンタートミヤ － 日替わりスマートミール弁当のメニュー開発・販路開拓

大阪府 アセットライフコンサルティング株式会社 6140001099863 一般顧客、企業への研修の宣伝、ＺＯＯＭの活用によるセミナー

大阪府 株式会社グローバルスマイル 3120901034172 Ａｍａｚｏｎ広告と販売ページ改善による販路拡大事業

大阪府 株式会社シープロジェクト 120001144483 外国語おみくじ海外販売展開計画

大阪府 合同会社Ｇｏ　Ａｒｏｕｎｄ　Ｇｏ 7120103003063 シュナウザーポータルサイトによる販路拡大とドックナル情報集積

大阪府 会計相談室ＣＰＡオフィスＦＹＩ －
新規顧客獲得および顧客満足度の向上によるリピータ客増大と客単価向上の
実現

大阪府 株式会社ＢｉｔＲｅｃｈ 9120001220790 中高年経営者に配慮した専用パンフレットで受注率アップ！

大阪府 株式会社ＰＡＲＡＳＴＡ 3120001227692 写真と動画を同時に撮影化スタジオ事業

大阪府 Ｓｍｉｌ － 自社の強みと時代の変化に適応させたホームページ開設事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 株式会社アオイ防災 4122001031512 事務所・倉庫の改修による作業効率化事業

大阪府 ヘアーブティック２４上新庄店 － 新規ヘナカラー客獲得のための改修工事及びチラシによるアピール

大阪府 京進スクール・ワン江坂垂水教室 － プログラミング教室、ＩＴによる算数教育導入のためのＩＴ設備強化

大阪府 株式会社ＡＰＨＲＯＤＩＴＥＳＴＹＬＥ． 6120901035770 アウロラフレア全身シャンプーの販売促進及び販路開拓

大阪府 株式会社ＢＡＥ　ＪＡＰＡＮ 120001226808 体験ですぐに効果が実感できる特殊ミネラルの宣伝・広報事業

大阪府 割烹大正 － 店舗内装リニューアルと冷凍冷蔵庫拡充による売上増大計画

大阪府 ニューロン薬局東淡路店 － 顧客獲得営業：施設入居者の処方箋応需と物品販売の拡大

大阪府 合同会社アウトワールド 4120903002060 特許製品を含むオリジナル生理用品のプロモーション

大阪府 株式会社桜アビスティ 5120001159372 シニア・おとな世代に向けたｗｅｂ制作による売上利益の拡大事業

大阪府 株式会社Ｂ．Ａ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 1120901040255 自社ハンドピースによる歯科医院のコスト削減・省資源化ＰＲ事業

大阪府 ニュー関西パーツ合同会社 2120003014611 介護タクシーで新規参入による、地域活動。

大阪府 株式会社教育総研 2150001017563 国内外の外国人社員及び留学生のためのビジネス基礎力向上事業

大阪府 株式会社新生 4120001010016 温度測定器　フロープロファイラー　導入事業

大阪府 ビューティケア嶋田 － 介護脱毛プロモーションで、排泄ケアの介護負担を減らしたい

大阪府 株式会社ｓｉｒｅｎ 1120001121600 新サービスの開始に伴う広報活動および協力企業の獲得

大阪府 株式会社フェンテ 5120001154679 ショルダーバッグタイプのマザーバッグの新規開発とその販売促進

大阪府 あいあい株式会社 5120001136181 新規集客施策と売上利益増大施策

大阪府 ねこじゃらし音楽事務所 － 「ねこじゃらしの健康手話うたＤＶＤ」の企画・制作・販売

大阪府 行政書士林法務事務所 － 「千里ニュータウン」エリア顧客取込のための相談会事業

大阪府 株式会社正和吉本 4120001082591 常時ＳＳＬスマホ対応型ホームページ制作による販路拡大

大阪府 有限会社山昌建設 6120002049992 「ホームステージングによる中古物件再販強化・ＰＲ」事業

大阪府 セレーノハウス株式会社 3122001031232 「社長ブログのアクセス数増加で、中古物件再販ＰＲ」事業

大阪府 Ｈａｉｒ＆Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｐｌａｃｅ　Ｊａｍｉｌｅｈ － 「外壁リフォーム×縮毛矯正ＰＲで販路拡大」事業

大阪府 有限会社マイスターベック 9120002038646 新しい　Ｗｅｂサイト　の構築による売上・付加価値を増加させる事業

大阪府 株式会社フェリーチェ 8120001146574 鑑定サービスの訴求とオンラインサロン開設による集客力向上

大阪府 ｎｉｃｃｏｒｏ － 「ＷＥＢマーケティング×アナログ営業」で料理教室の事業拡大

大阪府 ＭＩＲＡＩ　ＤＥＳＩＧＮ　ＣＯＮＣＩＥＲＧＥ － 地域情報誌への広告掲載による新型結婚相談サービスの集客力向上

大阪府 株式会社ビー・アライブ 7120001163703 「空き家対策不動産事業」のホームページを通じて、顧客開拓

大阪府 ＡＬＬＥＳ　ＧＵＴＥ － 本物の日本茶を発信する為にホームページ・ＰＲ媒体の有効活用

大阪府 株式会社アイシステムズ 5120001129994 自社開発アプリ「だんどりさん」代理店・ユーザー開拓事業

大阪府 株式会社フーディー＆アソシエイト 6120001226709 「Ｉｎｓｔａｇｒａｍを活用した加盟店および会員獲得の営業活動」

大阪府 株式会社天満大阪昆布 5120001067534 ネット媒体・紙媒体併用による新規顧客の開拓実施と検証

大阪府 株式会社オタクラウド 4120001206349 コミュニケーション能力向上のボードゲーム開発

大阪府 株式会社ＫＳＹ 120001212283 ＰＣとスマホに向けてアプローチする為のＷｅｂ広告事業

大阪府 株式会社ｓｈｏｉｃｈｉ 3120001161628 ＳＤＧｓに関連する新商品の広告宣伝
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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

大阪府 株式会社アイテック 1010001149677 ＨＰリニューアルによる顧客エリア拡大と新規市場の開拓

大阪府 次世代サポート － 「後継者のための家庭教師」事業を積極展開するための販路開拓

大阪府 株式会社Ａ．Ｊ．Ｃ 2120001202614 感染症に負けない宣伝作戦（パンフレット配布と説明会開催）

大阪府 きまぐれ厨房 － テイクアウト用商品の販売展開事業

大阪府 株式会社ジェイピ― 4120101051042 革製品、新商品開発とそれに係る販路開拓事業

大阪府 有限会社岡村水道ポンプ工業所 8120902017931 水道事業の情報オープン化による販路拡大ＢｔｏＣ強化事業

大阪府 株式会社松下工作所 1122001007127 新工場設立をホームページでＰＲすることで新規顧客の獲得

大阪府 ノマド家 － 駆け出しのフリーランスを育成するシェアハウス「ノマド家」

大阪府 合同会社ｕｍａｋｕｉｋｕ 8120003012931 婚活が日本の景気をよくする。Ｗｉｎ－Ｗｉｎを創造する成長戦略

大阪府 大阪ホーチミン社労士事務所本店 － 海外展示会による日本初の特定技能外国人制度の周知促進

大阪府 アスハ株式会社 5120001127833 アプリを使った、感染症予防に対応した屋外型婚活イベントのＰＲ

大阪府 株式会社豊設備 7120901041603 お客様のご予算・ご希望に合わせた安心リフォームＰＲ・販路拡大

大阪府 行政書士よこやま事務所 － Ｇｏｏｇｌｅとチラシを活用しての新規顧客１０倍アップ作戦

大阪府 伊藤商店 － ホームページ制作と広告により認知度・ブランド力アップによる販路開拓

大阪府 株式会社湯楽 9140001105172 モロッコから安心安全の商品の販路開拓による経営の安定化事業

大阪府 行政書士アカツキ法務事務所 － ネットを使用した外国人起業家の支援事業サービスの販促活動

大阪府 株式会社ＳｃｅｎｅｒｙＳｃｅｎｔ 1120001219782 香り演出機器進化版販路開拓のための展示会出展事業

大阪府 ＴＡＩＳＨＩ　ＣＯ．株式会社 6120001104815 新規集客とリピートの促進事業

大阪府 ボンマリアージュ － フードプリンター導入による生産性向上

大阪府 株式会社ＭｉＢｙｕｔａ 9120003008615 オリジナル旅程作成システム「Ｗｈｅｒｅ　ｔｏ」ＰＲプロジェクト

大阪府 有限会社勝部デザイン事務所 4120002032595 俳句と写真を組み合わせて作るインテリアアートの制作

大阪府 オアシ株式会社 2120001196831 帳票カスタマイズ機能のサービス化を行い、潜在ニーズを創出

大阪府 しゃしんのピュア － コロナウイルス収束後の『証明写真』撮影に備えて！

大阪府 たていし労務経営サポートオフィス － コロナにも負けない！新しい働き方　テレワーク推進事業

大阪府 株式会社ＭＫオフィス 2120001142843 新規会員獲得と既存会員満足度アップのための快適性向上事業

大阪府 馬場万鞄店 － 大阪商人（あきんど）の底力の結集と連携で賑わいを取り戻す！

大阪府 合同会社グローバル仁 6120903001622 外国人労働者・留学生に優しい賃貸住宅ブランドの開発と販路開拓

大阪府 株式会社ＲＥＡＲＳ 5120001199385 ＳＤＧｓ対応の福利厚生サービス「ＦＰ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ」事業

大阪府 株式会社ＴＯＳＨＩＮ 2122001028510 デジタルとアナログを活用したゴルフのロストボール販路促進事業

大阪府 株式会社ヘルメス 2120001128974 タンパク質を気軽に摂れる女性向けコラーゲンゼリーの開発・販売

大阪府 ｂｏｘｆａｃｔｏｒｙｎａｔｓｕ７２ － ・１日ｃａｆｅ営業でレンタルキッチンの利用頻度向上と集客アップ

大阪府 合同会社旭 2120003014099 【農福と食の連携による雇用創出と生産性向上の取り組み】

大阪府
ジャパントータルエンターテインメント株式
会社

7120001191828 スクール生増員・募集事業

大阪府 株式会社三共晒 8120101001885 広報にかかるＥＣサイト、パンフレットの作成

大阪府 ＴＫコーポ － 新規売上獲得及び経営安定化の為の新たなホームページ作成
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 有限会社電研 3120002009909 当社初の営業事業で販路開拓にあたり、営業ツールの作成

大阪府 ＳＡＹ株式会社 8120003012353 『エイジレスバレエ・ストレッチ』レッスンのオンライン化

大阪府 株式会社ちあきコーポレーション 9120001121634 遠隔作業支援アプリの開発による販路開拓

大阪府 株式会社山満造園 4120001153731 広報力強化による樹木治療業務の拡充

大阪府 株式会社Ｚｉｋｕｕ 6120001221131 小規模企業向けクラウド会計サービス「Ｚｉｋｕｕ」の開発販売

大阪府 株式会社ドリームワークス 1120001159855 テレビ導入による顧客満足度向上と販路開拓

大阪府 株式会社サウスディメンション 6120001128896 理容師・美容師の独立支援事業

大阪府 梅田お初天神大人の神戸牛焼肉 － コロナによるテイクアウトでの売上アップと品質管理のアップ

大阪府 株式会社ファーストネットジャパン 5120001122132 「制作物＋マーケティング」のクロスセル展開による販路拡大

大阪府 今中畳店 － フローリング用置き畳の販路開拓

大阪府 グラムス株式会社 1120101029339 画像自動編集ソフトと画像ファイルリネームソフトの認知販路拡大

大阪府 株式会社Ｆｌｕｃｌｅ 5120001193132 労務リスクを軽減するサービス「ＨＲｂａｓｅ」

大阪府 シララ株式会社 7120901036520 「採用ホームページ制作パッケージ」の販促用ウェブサイト

大阪府 ペトリス － 新商品開発と生産性向上のための新規購入

大阪府 合同会社爽 5120903002101 動画編集者育成教育に対する動画広告ＰＲ事業

大阪府 株式会社全力講師 3120001185247 オーダーメイド式マネーセミナーのコンテンツ開発と販路開拓

大阪府 株式会社オルタナプラン 5120001214243 『インターネットを活用した自社オリジナル商品の単品リピート通販』

大阪府 株式会社ワイスタイル 120901029170 地域におけるブランド・知名度アップを図るチラシ配布事業

大阪府 腸セラピーサロン凛花 － 幸せ腸セラピー協会の認知と活動範囲の拡大

大阪府 株式会社ウイン 4120001049228 お肌に優しい衣料品（下着及び衣類）の企画・製作・販売

大阪府 アトリエｙｕｍｉｚｕ － 書籍出版記念を兼ねた展示会開催によるブランド力と売上拡大事業

大阪府 株式会社ピウズ 120001161047 サロン様にセルフエステ導入により集客性を向上させる。

大阪府 鍼灸整骨院安穏 － 不妊カウンセリングで不安を解消！来院者増への販路活動

大阪府 木村酒類販売株式会社 7120001157325 木村茂酒類研究所スタート！

大阪府 株式会社新宿屋 5120001194997 新型コロナウィルス感染症等の影響に負けることのない販路開拓

大阪府 Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｈｉｖｅ － 実店舗に頼らないオンライン等の仕組みを使った販売経路の確立

大阪府 ヒカリ株式会社 1120101047844 大型で精密な金型や国内補修ニーズの増加に対応する受注促進事業

大阪府 ＭＴＩ株式会社 3120901042308 マウスウォッシュで口の中も気持ちもリフレッシュ！認知拡大活動

大阪府 Ｍ－ＳＰＩＲＩＴ －
女性をターゲットにしたチラシ、Ｗｅｂ広告によるメディアミックス戦略（新規顧客
開拓

大阪府 株式会社盆木製作所 4120101006327 生産現場への提案力を強みにしてのホームページ改修

大阪府 株式会社クレアフィールド 6120101059645 老人介護施設向け布で出来たネームタグの新商品開発

大阪府 上智製薬株式会社 8120001120678 ご当地コスメシリーズのパッケージデザインのリニューアル化

大阪府 株式会社エコパーツ 6260002014231 「売りたい」と「欲しい」を繋ぐ海外向け買物代行事業で販路開拓

大阪府 株式会社ＵＲＵＢＵＧＡ 7120901042378 ＩＴ専門家と会計の専門家による業務効率化サービスの提供事業

大阪府 株式会社シザコンサルティング 7140001088709 コンサルが行う「バックオフィス業務アウトソースサービス」
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 株式会社モンドフーズ 1120001193607 インバウンド依存を抜け出す「日本人客の販路開拓」事業

大阪府 合同会社エデュセンス 1120003009059 イベント自粛要請による減益から再起の為の新規事業サイト開設

大阪府 ベッセ・ヴォワール － 単身者をターゲットとした新規デリバリー事業及び新メニュー開発

大阪府 株式会社庫内 6122001002321
地域の人も楽しめる「紙すき・和紙工作」体験メニュー発信と商品ブランディン
グ

大阪府 株式会社Ｐｉｎｋ　Ｒｏｓｅ 7120001220850 外国人レジデンシャルスタートアップサービス事業

大阪府 エコノス株式会社 9120001140683 テレマーケによる主力サービスの新規見込顧客獲得プロジェクト

大阪府 有限会社ヤマカ 5120000212217 機能、効果がわかる！新商品の顧客実感と納入実績件数の向上

大阪府 整体院神白 － 見込客の行動範囲に合わせた広告による効率的な新規顧客獲得事業

大阪府 ゼク・テック株式会社 3120001185156 感染防止装置の開発により医療従事者を感染源から守る

大阪府 株式会社マル喜 4120001208667 宝塚コロッケのチルド販売開始ＰＲに伴うホームページ新開設

大阪府 株式会社Ｐａｔｈ 2120001138486 オンラインでも受講可能な自宅で楽しむうどん作りキットの開発

大阪府 株式会社ＢｅｅＶｏｌｔ 9120001192386 下請け脱却。提案営業開始のためのＨＰとチラシ作成事業

大阪府 ５１０うどん － 五島うどんの魅力を大阪で伝えていくための地域密着顧客獲得事業

大阪府 株式会社ホームテック 3120001192714 建設業の知識を生かした不動産仲介事業への新たな販路拡大

大阪府 株式会社ＩＰＴｅｃｈ 8290001064256 ＨＰで自社の取組を発信し、信用力を高めて取引拡大を図る事業

大阪府 京阪紙工株式会社 2122001015293 一般消費者向け商品の販売強化、販路拡大および新商品開発

大阪府 株式会社ヨシオカ 1120001091802 国内生産回帰第１号自社ブランド商品の流通市場への販路開拓

大阪府 株式会社琵琶丸 6120001211487 ＨＰから無料で簡単に！体の通知表がもらえる革新的健康サービス

大阪府 ｗａｃｃｏ － ｗａｃｃｏ　水着を日本中の親子に届けたい！その為の卸先の獲得。

大阪府 株式会社ＭＺｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 8122001031574

大阪府 ＦｏｏｔＲｏｃｋ＆ＢＥＥＲＳ － 衛生管理とスイーツ導入。女性向け昼営業でライブハウスから脱却

大阪府 ｈａｎａｅ　ｙｏｇａ　ｓｔｕｄｉｏ － グーグルの評価基準を満たすホームページ制作とＳＮＳ集客計画

大阪府 ｆｅｅｌ　ａｔ　ｈｏｍｅ － ４０代～７０代の女性へのパーソナルトレーニングで販路拡大

大阪府 Ｏｒｉｇｉｎ － 季節の果物・野菜を閉じ込めた高級チョコレートの製造販売

大阪府 株式会社ディーエヌエス 120001196879 特定顧客に向けた、オンラインショップの開設と運営

大阪府 ミラクルクリエーション － メイクレッスンで輝く人生までもをメイクする事業

大阪府 ｈｅａｌｔｈｙ＆ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ＮＯＬＥＥＹＮ － 痩身サロンの新規集客チラシとダイエットカウンセラー育成

大阪府 株式会社ＡＴＯＲＩＥ 4120001202892 中崎町エリアの女性向けヘアサロンの新規顧客獲得のための広告事業

大阪府 ＡＵＬＡ（アウラ） － 自社オリジナル商品開発　及び　オンラインサイトの開設

大阪府 養生料理教室いちか － オンライン講座受講促進による新規顧客開拓事業

大阪府 タクシステム株式会社 9120001190101 エンドユーザー販路開拓事業

大阪府 株式会社兼六ジャパン 3120001188893 スピード対応提案できる機能付きホームページを製作し販路開拓

大阪府 ＫＯＺＺｃｒｅａｔｅ － オシャレでクールなデザインのキャンプグッズの試作開発

大阪府 ＩＳＯＹＵ株式会社 1120001217019 ＷＥＢとリアルの融合による顧客ニーズを満たす店舗の構築事業

大阪府 プリントファースト － ＷＥＢ戦略！ＡＲ技術を使った新サービスで販路開拓！
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 Ｈ．ｉｍｓ株式会社 9120901034290 海外製プリント基板の販売マッチングサービス拡大とサービス向上

大阪府 株式会社ニュートレード社 1120001018400 ＢｔｏＢ型オフィシャルページ制作による認知度向上と販路拡大

大阪府 栄光丸水産株式会社 120101055299 ホームページ制作及びパンフレット作成を活用した販売展開

大阪府 布施精密発條株式会社 1122001008422 小型電気炉ＴＢＥ－１１０型導入による販路開拓

大阪府 サミューズ － 新開発パネル（商品名：ピカポス）の製造・販売網の構築

大阪府 株式会社リバース 5120001197612 キャリア特化型有料職業紹介サービスの開始と販路拡大の実施

大阪府 合同会社ＩＴＳＵＭＯ 9120003007939 業界初！　「広告物無料自動作成システム」で全国にＰＲ

大阪府 株式会社ステイゴールド 5120001168126 日本初！　「物々交換サイト」のＰＲで、コロナ危機からの回復事業

大阪府 株式会社ＣＲＯＷＮ 9120001167719 グルメサイトからの脱却で収益性アップ！コロナ禍からの回復事業

大阪府 セビルロ － 「商品ディスプレイ刷新で通行人からの取り込み強化」事業

大阪府 有限会社コノジャパン 6120902020607 Ｚｏｏｍによるオリジナルバーチャル集合研修の商品化で販路拡大

大阪府 株式会社徳丸 7120001021019 健康志向商品、インバウンド向け商品の開発、及び展示会。

大阪府 株式会社ニューコンセプト 8120001057631 インフルエンサーインスタ投稿＋ＹｏｕＴｕｂｅ動画制作企画

大阪府 株式会社ｅｎ＇ｓ 9120901042525 耐震化で家族安心安全「ＫＡＮＳＡＩお風呂リフォーム．ｃｏｍ」

大阪府 ドンドンプログレス株式会社 120001209905 楽天市場での新規通販とＳＮＳ活用によるブランディング事業計画

大阪府 Ｋインターナショナル株式会社 8120001215544 動画配信を活用したニュージーランドに特化した留学ビジネス

大阪府 ＨＤｗｏｒｋｓ株式会社 8120901030547 お土産ラーメンの開発及び自社通販Ｗｅｂサイトの開発事業

大阪府 株式会社ビガー・トラベル・サービス 7120901014162 ＩＴ戦略を用いた高級クルーズ旅行ブランド力向上による販路開拓

大阪府 行政書士クリアス法務事務所 － プライバシーマーク取得コンサルティングサービスの販路開拓

大阪府 株式会社幸文堂 8120101058570 『立体網状構造体の高反発マットレスの新規ユーザー獲得・販路拡大』

大阪府 株式会社小畑設備工業 4120901022408 お客様の理想を叶える総合リフォームＰＲ・販路拡大プロジェクト

大阪府 株式会社福純 2120001058040 日本語教育×民泊の「オンライン日本語教育スクール」事業

大阪府 株式会社ＣＯＧウェブサービス 7120101050330 看護師に特化した結婚相談所ＨＰリニューアルと動画制作

大阪府 有限会社こんぶ土居 8120002060964 ホームページとパンフレットの刷新による広報と販路開拓

大阪府 株式会社ハーチ 2120001180364 「美容師バッグ」カリスマ美容師タイアップによるＤ２Ｃ販売挑戦

大阪府 株式会社ひまわりパートナーズ 4120101059341 不動産賃貸管理業及び空き家問題解決事業に係る販路開拓

大阪府 ｅｓｔｒａｔｔｏ － オリジナル子供服の企画開発

大阪府 ＭＡＪＩＭＡ株式会社 150001009090 製菓　ぷりん物販のＥＣサイト再構築

大阪府 呉炎 － 在宅従業員の雇用サービス提供事業

大阪府 株式会社清水健カンパニー 120001211441 新事務所の看板設置

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｔｏｃｏ － コロナ規制による売上減少を打破する為のＷｅｂサイト開設

大阪府 株式会社ＣＲＥＡＲＥ 6120001226948 世界一の『美食の街』発祥のバスクチーズケーキ販路拡大事業

大阪府 株式会社バンステーション 7120001069165 【企業・求職者への問題解決提案】ＷＥＢサイトのリニューアル

大阪府 ベスト経理合同会社 1120003009736 販路拡大、新業務体制への移行のための会計システム導入

大阪府 株式会社三村工作所 7122001020248 広域・多業種取引による外部環境に影響されない受注体制の確立
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 Ｂｅａｕｔｅｒｉａ　大阪サロン － 女性支援トータルプラットフォームとしてのＷＥＢサイト制作

大阪府 Ｊａｐａｎ　Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ　Ｔｏｕｒｓ　ＪＩＮ－仁 － 訪日旅行回復期を見据えた、体験ツアーの商品力と集客力の向上

大阪府 ワーク・オウルズ － アウトドア関連のオリジナルブランド構築

大阪府 ４０１（フォーマルワン） － 自社のＷＥＢ制作・自社商品の拡販

大阪府 岩橋翼建築設計事務所 － 新たなソフトウエア導入による、提案力と効率の強化

大阪府 株式会社ＷｉｔｈＭｉｄｗｉｆｅ 1120001224840 ６か月で１００人掲載！助産師ＰＦを全国へ、すべての女性が働きやすく

大阪府 有限会社フタバ企画 7120002019193 個人及び商業施設向け抗菌消臭壁紙壁面装飾・印刷業務の効率化

大阪府 ハートフル － ハートフルの新感覚チーズケーキを全国に広めよう大作戦！！

大阪府 ｉ－ｓｅｒｖｉｃｅ － 法人化に伴う自社の存在告知と新規顧客獲得事業

大阪府 関根珈琲株式会社 3120001044527 イベント収益依存の小売販売脱却＆リスク分散。ネット販売拡売

大阪府 株式会社アルファリフォーム 2120001016790 内装工事・原状回復専門サイト開設によるリアルとネットの融合

大阪府 畑山自動車塗装株式会社 8120001068975 車の総合クリニックを兼ねた高品質な手洗い洗車事業

大阪府 ヤオスチール株式会社 8122001020362 地域の外注加工先と連携した受注獲得のための商談スペース拡充

大阪府 からだ改善スタジオ　笑顔工房ふれ～る － 子供の体と脳の未来を拓く！新感覚「リズム」運動教室の販促

大阪府 株式会社イングラムジャパン 7120001098379 新型コロナ対策を担う動画配信・ウェビナーの制作・販路開拓

大阪府 株式会社マユナ 8120001184588 京都産　黄金繭美容液　女性を前向きに導くＭＡＥＮＩの販売促進

大阪府 株式会社バランス 1200011633102 外壁塗装特化型のホームページ作成とチラシ広告による販路開拓

大阪府 Ｗ．Ｕ．Ｐ － 自社オリジナルサイトの構築による販路開拓事業

大阪府 株式会社サトウチ 5128101056890 既存ホームページのリニューアルによる販路拡大計画

大阪府 株式会社ワイズネット 3120001130401 インターネットの利用による新規顧客開拓事業

大阪府 ススムワーク － 子どもを育てやすい環境づくりの徹底ＰＣサポート！で売上拡大

大阪府 大阪電機工業株式会社 8120001025951 ＷＥＢ販売で新市場の開拓を行う

大阪府 ニッソクセンサー株式会社 6120001039425 浪速唯一ＪＩＳ１級温度センサー製造！特殊品を求める顧客の開拓

大阪府 ミズイ商事合同会社 2120003012680 岐阜支店開設と、店舗・住居における集客効果を高める改装工事

大阪府 株式会社アサイコンピュータサービス 5120001002870 中小企業向けＡＩ実践技術者養成コースの開校

大阪府 福介家加識株式会社 6120001204664 高品質低価格な据付家具のＰＲを行い、新たな商談の開拓事業

大阪府 有限会社パームス 9120002063660 利用しやすい魅力ある店舗づくりのための店内照明設備の改装等

大阪府 ル・ペケレ － ウェブサイト作成によるＰＲとＰＯＳレジ導入による売上業務効率化

大阪府 株式会社モンカミーノ 8120001166184 個人客に最高の体験を提供できる相談型旅行サービス

大阪府 ブリューパブスタンダード株式会社 4120001209896 ボトルビール「ＫＯＴＯＢＵＫＩ」新規販路開拓

大阪府 ジャンクション － 都市部で便利に楽しめるバーベキュー場整備による新規顧客の開拓

大阪府 合同会社ＭＵＳＵＢＩ 2120103003191 チーズケーキプリン「ｏｍｉｙａ」一点突破による新規顧客開拓

大阪府 株式会社Ｍフードコンサルティング 5120001129994 「カレー鍋発祥の店」というブランド化による新規顧客開拓

大阪府 ビックトーク － 地域初！動画作成者向けスタジオが併設された喫茶店

大阪府 司法書士にしむら事務所 － 提案型司法書士に特化した情報発信による顧客獲得と口コミの増加
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 雁飯店 － 家でもおいしく・楽しく「大阪餃子」の販路拡大プロジェクト

大阪府 株式会社ＮＩＣＯ・Ｊａｐａｎ 3120001193233 増え続ける空き家を活用する、地方への外国人集客事業

大阪府 株式会社アスライト 9122001032951 企業ポータルサイトを活用した集客システム構築

大阪府 なにや弁当 － 海鮮に特化した店舗ブランド構築と宅配による販路拡大

大阪府 エステサロン　Ｌａ．Ｓｏｌａｃｅ － 新規顧客を増やし、自宅サロンから専用店舗へ移行する事業

大阪府 キノシタファ－ム － 大阪唯一のミニトマト観光農園立ち上げ事業

大阪府 フューチャー・ラボ － 「学び放題」で他塾と差別化！一目でわかる「学び放題」広報事業

大阪府 株式会社ライツェントベアー 4120001150951 お冷セルフサービスによる接客プロセスの革新とＣＳ最大化の実現

大阪府 ＥＩＮＥ　ＫＬ　ＥＩＮＥ － 三大美容サロンの新規開業と認知度向上事業

大阪府 株式会社新川製作所 1120101002865 高さ可変式ネスティングラック「エコテナーα」の広報・販促事業

大阪府 誠晃貿易株式会社 9120101006479 和菓子の新商品開発及びブランディング事業

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

大阪府 クロスワークス株式会社 1120001200255

大阪府 つじい農園 － 食育事業の展開及びホームページ作成

大阪府 さくらアート教室 － マンダラアートを世に広めるプロジェクトで新規顧客の販路開拓

大阪府 有限会社パワーエンハンスメント 2120002066843 ライブ配信を活用したオンライン販売サイトによる販路拡大

大阪府 ＲＯＭＡ（ロマ） － 美容室のイメージをそのままに、ＷＥＢでの展開により販路拡大

大阪府 橋本会計事務所 － 経営支援型税務顧問契約開拓のための情報発信力強化の取り組み

大阪府 本西翼税理士事務所 － クリエイター向け確定申告本を全国展示会で無料配付し事務所ＰＲ

大阪府 株式会社Ｗａｌｌｅｎｇｅ 5120001225018 「まかない」アプリのリリースにおける新規ユーザー獲得事業

大阪府 エル・ナージ － コロナ対策設備導入により安心・安全にご利用できる店舗改良事業

大阪府 Ｅｙｅｌａｓｈｒｏｏｍ　Ｌｉｌｙ － 店舗改装及びインターネット広告による販路開拓

大阪府 Ｎ＆Ｂ － 顧客満足度向上のためのホームページ作成事業

大阪府 岸和田法律事務所 － 打ち合わせスペースの作成・プライバシーの確保

大阪府 松井コンサルティング合同会社 4122003000944 資産形成コンセプトに基づく企業活動の広報

大阪府 大平金属工業株式会社 5120001150083 ネットの営業マン育成で販路開拓

大阪府 Ｌｉｆｅ　Ｊａｐａｎ － 自社アパレルブランドの販路の拡大および広告による新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ｎｕｍｂｅｒ 120901042160 豊中庄内で地域になかった気軽に立ち寄れるカフェ作り事業

大阪府 有限会社アクト 1122002000361 スマホ対応型ホームページ制作によるタイル工事・販売の販路拡大

大阪府 カネセイ食品株式会社 6120001224233 ぽんちゃん餃子をマンガで大阪名物メニューにする事業

大阪府 株式会社中西製作所 2120001015792 販路開拓の為に、国内展示会への出展・ＨＰの作成等の実施。

大阪府 株式会社大善 3120001000703 大善製パーツフィーダのブランド化に向けたツール製作

大阪府 株式会社ブルーオニオン 6120001132304 店舗改装、ＨＰ作成による新規顧客の獲得

大阪府 ＳＡＳＡＧＵ　プロジェクト － プロミュージシャンによるアマチュア音楽家演出サービス

大阪府 株式会社ワイ・イー・ブイ 4120001127413 大阪の照明器具メーカー唯一！くつろぎを求める顧客層に販路開拓
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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ＤＭｏＸ 7011001118278 採用サイト構築サービス「ハグＷＥＢメディカル」の広報宣伝

大阪府 とりやす － 法律改正と条例制定による店内禁煙対策の店外喫煙所の設置

大阪府 ｈａｉｒ　Ｃｏｌｅｔ － カラーリング技術の増加回転率の向上による売り上げ増加

大阪府 合同会社ｕｎｉｖｅｒｓｅ 1120003015123 中国ＯＥＭに詳しい専門家と行う商品開発事業及びブランド化

大阪府 株式会社フミダス 4120001184586 携帯ショップの再生請負業のデジタルマーケティング始動！

大阪府 サントー試作モデル株式会社 5122001002792 ホームページの再構築による新規客へのアプローチと販路開拓

大阪府 株式会社いっぽまえ 8120001144231 「月々５００円で人生が豊かになる若者向けサロンＰＲ」事業

大阪府 株式会社オストコーポレーション関西 8122001031376 安心安全な住生活に貢献する北欧高性能建材の情報発信と販路開拓

大阪府 江山産業株式会社 120001016994 ヨーロッパテキスタイルを使用ペット関連商品開発とＳＮＳ活用

大阪府 有限会社Ｒａｄｉａｎｔ 2120002077584 オリジナル商品のブランディング構築と広告による自社サイト強化

大阪府 高槻メンタルリンク整体院 － ～１人整体院から夫婦経営の安心感のある整体院へ～１０周年改革事業

大阪府 Ｓａｎ－Ｄ － セラピスト専門サイトと雑誌への絞り込み広告で新規顧客獲得

大阪府 株式会社ボタニカボタニコ 2120101057867 ホームページの改良、チラシの作成

大阪府 有限会社三善設計工務 4120902010287 新規顧客獲得のためのホームページ刷新

大阪府 株式会社キャリアチアーズ 1120001183987 「業界初！初期費用ゼロで作れる求人専門ＨＰ」ＰＲ事業

大阪府 株式会社グローバルブラスト 2120001213685 地域の魅力を世界に発信する訪日外国人向けツアーの開発事業

大阪府 株式会社ＭＥＧＭＡＬＥ 2120001203629 「大型見本市で西日本のサロンに直接ＰＲし、高収益化」事業

大阪府 西山　輝 － 輝く女性のためのファッションショー開催事業による販路開拓

大阪府 永福株式会社 8120101030406 デリバリー開始にあたっての宣伝・広報事業

大阪府 株式会社アトソフィー 2120001207571 環境の変化に対応した、安定的に売上拡大を行う販路開拓ＰＪ

大阪府 株式会社ＦＭＳ 6120101034276 ホームページとパンフレット制作でコロナに負けず販路開拓

大阪府 株式会社プロフィットバンク 3120001208338 新規ＨＰによる「給与労務ソフト」の販路開拓事業

大阪府 福井規之税理士事務所 － 飲食店向けコンサルティングサービスでの報酬源発掘と新顧客獲得

大阪府 翠雲書道教室 － 広告・動画コンテンツによる安定した集客体制の構築

大阪府 つじもと会計事務所 －
事務所ホームページの構築および事務所パンフレットの作成による新規顧客
開拓

大阪府 株式会社日本アレンサービスセンター 2120001072693 「機能性とデザイン」の共存をアピールする販路拡大事業

大阪府 株式会社奥和田健建築設計事務所 2120001130617 新規顧客獲得のためのショールーム・資料室改装と販促ツール制作

大阪府 合同会社わくわくデザイニング 7120003016421 ホームページによるＷｅｂマーケティングで販路開拓事業

大阪府 株式会社レンタルＹＡＭＡＭＯＴＯ 3120001122638 ＬＰ活用による自社ＨＰへの誘導及びチラシ活用による顧客開拓事業

大阪府 Ｋｓｋ　Ｓｐａｃｅ － ☆日本初☆泊まって遊べるホテル（泊まるホテルで謎を解こう！！）

大阪府 リーガルネットワーク株式会社 6120901015731 人事労務管理分析ツール搭載のホームページ作成による顧客獲得

大阪府 株式会社ホクト住建 8120901022255 介護住宅・介護リフォーム事業による新規顧客獲得と売上アップ

大阪府 株式会社ハカレル 6120901039103 がん由来エクソソームを検出する製品等の情報提供による販路開拓

大阪府 萌木箕面 － 新規顧客獲得のための女性目線を導入したＨＰ改良事業

大阪府 バリューアップ合同会社 9120003015165 コロナ危機で苦しむ小規模事業者の立て直し支援業務のＰＲ
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 株式会社ネコシステム 5120901015848 商品検索システムの販路拡大事業

大阪府 ＷＥＢＤＡデザイン － コワーキングスペースと定額ホームページ制作の販路開拓

大阪府 株式会社大晃機械製作所 8120901011290 ロボット業界成長にのってＰＲ。ホームページ改善で販路拡大。

大阪府 ＬＯＤＧＩＮＧ　＆　ＫＩＮ　ＯＳＡＫＡ － ＮＥＯＯＳＡＫＡで人気スポットの記事作成とオリジナル雑貨開発

大阪府 株式会社ビヨンド・ワーズ 8120001224586 ＷＥＢ広告強化による認知度向上　および公開講座への参加促進

大阪府 エスアート株式会社 120001183218 ＳＮＳを利用したオリジナル商品の販路開拓とＥＣサイトへの誘導事業

大阪府 Ｋａｍｐａｉ　Ｓａｋｅ　Ｔｏｕｒｓ － 神戸酒蔵ツアー情報発信の強化、研修によるツアー品質向上

大阪府 株式会社おにぎり村 5120001222659 給食事業受注拡大のための設備拡大・販路開拓

大阪府 おほい堂本舗 － ホームページリニューアルによる和菓子教室の多角的展開

大阪府
Ｍｕｓｉｃ　ｗｏｒｐ　Ｈｏｕｓｅ　ヨーロピアン創
作フラワーＣｈａｒｍａｎｔ

－ 音楽家支援プロジェクト音楽花（おんがくか）～音と花で癒す～

大阪府 赤松祐光税理士事務所 － ＩＴ導入による業務効率化、テレワークによる女性活躍社会の実現

大阪府 イーグルゴルフ － ゴルフ人口減少をストップする「ＶＩＰゴルフレッスン」拡大事業

大阪府 合同会社ＳＥＡＲＣＨ 6120903003164 旅行の必需品は俺に聞け！旅行者向けサブスクリプションサービス

大阪府 有限会社ヤナギ 6120002007496 バレエ専門レンタルスタジオの新規顧客獲得に向けたＨＰの一新

大阪府 ｍａｒｉａｃｈｕ広報室 － コロナに負けるな！地元応援フリーペーパー創刊とイベント開催！

大阪府 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ａｌｉｃｅ － くせ毛の特化で差別化！扱いやすい艶髪に髪質改善事業

大阪府 芦谷社会保険労務士事務所 － 同業他社との差別化による新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社ビクターエナジー 9120001190217 専門サイトによる新規顧客獲得とＧ　Ｓｕｉｔｅ導入による業務効率化

大阪府 株式会社Ｍｅｄｉ－ＬＸ 1120901042012 学習科学に基づいた教育人材育成の普及と特定行為研修教材の開発

大阪府 リソーイングＫ株式会社 3120101061380
【業務効率化】看護師・ヘルパー不足を離職者のスポット採用で補充する仕組
み作り

大阪府 藤田金属株式会社 3122001024129 自社ホームページの改良、販売サイト構築と海外対応

大阪府 株式会社リーＢＥＳＴ 8120001187115 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 株式会社カラーズキッズ 4120001178258 営業活動のための戦略的に作成したパンフレットと動画の配信事業

大阪府 株式会社タトゥ 1120001117607 自社ＨＰの作成・若年層へのアプローチで販売に繋げる

大阪府 ＮＯＡＭ － 常時ＳＳＬスマホ対応型ホームページ制作による販路拡大

大阪府 株式会社デジマル 1120000121481 ライブコマース導入・実施支援サービス

大阪府 添縁株式会社 6120001216197 店舗専門「売りたい人」に特化した売却相談サイト構築

大阪府 合同会社Ｈ＆Ｍ　ビジネスパートナーズ 4120003016770 ホームページの開設

大阪府 ゆくりん株式会社 6120001207320 サプリメントではなく、食品としてのハナビラタケの販路開拓

大阪府 南森町行政書士法務総合オフィス － 入国関係や国際関係で悩む方を解決する国際行政書士ホームページ

大阪府 株式会社業務企画センター 9120001198342 ＲＰＡ活用講座の常設開催に向けたシステム対応

大阪府 合同会社マイスターサポート 7150003001008 クロージング講座案内ＤＭ送付によるバックエンド商品販売

大阪府 ＡＩエンジニアリング株式会社 7020001093828 業界初の工場設備の状況把握が可能なクラウドシステムの販路開拓

大阪府 Ｆｉｓｈ株式会社 3120001180289 気軽な天ぷらをアピールするポスター等を活用した地元客拡大事業

大阪府 株式会社フォーティーズ 6120001185789 施設にも利用者にも便利な、予約まで完結できるＢＢＱサイトの構築
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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ＧｒａｃｅＢ３ 1120001216994 「一生モノのぶれないボディ」づくりメソッド

大阪府 株式会社ケイインターナショナル 5120001000404 当店「シューメイト花幸」のオーダーメイドインソールの販売開始

大阪府 関西ユアブリッジ － 制作の受注から脱却し生産単価を上げるコンサルティングへの移行

大阪府 株式会社ガハハ 2120901036855 寄付募集チラシ制作サービスの効果アピール大作戦

大阪府 ギルド － ＷＥＢサイトによる商品紹介と問い合わせからの新規客獲得事業

大阪府 Ｃｏｎｃｅｐｔ － カラートリートメントの開発・販路開拓

大阪府 光商店株式会社 4120001225547 白ネギ専門卸としての業界内でのブランディング確立のための取り組み

大阪府 トラットリアオロブリランテ － ３周年を機にメニューの拡充と外装一新で集客拡大を図る事業

大阪府 韓ごはん　ぶーたん － コンセプトは安心感！海外製品を安心に購入できるネット通販事業

大阪府 サンクラフトウェアー株式会社 6120901006516 新規顧客獲得に向けたウェブサイトのリニューアル

大阪府 株式会社フォーカスドライブ 8120001202567 自己肯定感コンテンツをインターネット広告で販路開拓する事業

大阪府 ＮＰＯ法人Ｈａｐｐｙ　ｍａｍ 5120005019762 寄付付クッキープロジェクトでひとり親のディーセントワークを！

大阪府 株式会社ＧＬＩＤＥ 9122001026185 販促用アプリの機能拡充による顧客の囲い込みと販路開拓

大阪府 株式会社アクオス 6120101052740 コロナ対策！！みんなで防ごう感染症！！

大阪府 たたらば珈琲 － ネット事業展開による販路拡大、地域産業としてのブランド力強化

大阪府 株式会社東洋製作所 4120001148285 事業承継に向けた新規事業「建材製造販売」で工務店へ販路開拓

大阪府 有限会社ずうちふうず　本店 1120002072529 ホームページ開設とサブスプリクション型移動販売による販路開拓

大阪府 池田咲子法律事務所 － 「離婚後サポート情報」発信で安心感日本一の離婚弁護士を目指す

大阪府 宮前　貴成 － オンラインを活用したイメージ戦略による新規顧客獲得の販促活動

大阪府 黄色い樹 － 働き方改革に新たな選択肢を！グリーンコーディネート事業

大阪府 株式会社キンダイ 7120101040694 ブランドイメージを向上させるショールームのリノベーション

大阪府 ＫＵＭＡピアノ教室 － ピアノ教室の環境改善及びオンライン化事業

大阪府 行政書士石木法務事務所 － ホームぺージの作成と当事務所の業務内容をＰＲするチラシの作成

大阪府 有限会社エクセレント・カンパニー 1120002017260 ホームページ刷新による顧客集客力の向上

大阪府 行政書士影浦法務事務所 － オンラインで相談できる、経審を中心とした建設業専門サイト

大阪府 株式会社人と不動産 2120001190272 Ｗｅｂサイトリニューアル及び広告出稿による営業リード獲得強化

大阪府 なおしや　けあき株式会社 9120901038779 お直し後に出る残布を利用したリサイクル商品の全国販売

大阪府 株式会社オリエンタルメディカル 120901022923 電気治療機器の導入による新メニューの開発と業務の効率化

大阪府 いずみアセットパートナーズ合同会社 8120103003442 拡大する空き家の活用対策に関するコンサルティング業務

大阪府 ヘアー倶楽部プラスワン － 〔ヘッドスパ設備導入とこれに伴う店舗内改装〕

大阪府 ワーク・アンド・デザイン株式会社 6120001098537 木の家専門店がつくる木の温かリノベーションで新規顧客を増やす

大阪府 株式会社ＦＵＬＦＩＬＬ　ＦＯＲ 9120001213621 来店動機に直接つながるクロージングサイトの構築事業

大阪府 炭火串焼　鳥堂 － イベント出店と店舗集客力強化による販路開拓事業

大阪府 株式会社ｗａｖｅｓ 3120001226109
天然素材を活用した、木製品小物、及び照明器具の試作制作とプロモーション
活動

大阪府 1120002020850 地域密着型レンタカー事業の展開とウェブサイトの開設
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 ＯＤＡ建築 － ホームページ再作成による集客アップ事業

大阪府 ハイ・パートナーズ株式会社 1120001140377 忍者事業の海外ＢｔｏＣ、商談会ＢｔｏＢ販促計画

大阪府 ＭＤハウス株式会社 1120901034100 ＷＥＢサイト「玄関ドア専科大阪店」のサイト改変とＰＲ事業

大阪府 株式会社キングリフォーム 612090134574 窓工事専門ＷＥＢサイト「窓とりかえま専科」の改変とＰＲ事業

大阪府 株式会社イワクラボ 7120901041017 顧客との信頼を構築し、アップセル達成のためのＭＥＯ対策事業

大阪府 株式会社フレネルライン 1122001030748 宝石・メガネの小売店向け情報ポータルサイトの運営

大阪府 ＫｏＴｏサウンド合同会社 2120903003011 レッスンマッチングサービスのＷｅｂサイトの構築と運営

大阪府 Ａｌｌ　ｄａｙ　ｄｉｎｉｎｇ　Ｈｉｋａｒｉ － ウェイティングシステム導入による業務改善・接客力向上計画

大阪府 株式会社　レア・ルマンド 9120001214974 自社ネットショップの構築

大阪府 株式会社アトリエＭａｙ 8120001185226 淀川水系のヨシを活用した「ヨシ糸による生活雑貨」の商品開発

大阪府
Ｍｏｄｅｒａ．ＤｅｓｉｇｎＯｆｆｉｃｅ一級建築士事務
所

－ 下請業務から一般顧客へ販路開拓の為のＷｅｂ・チラシ広告事業

大阪府 株式会社サザンクロス 9120101050279 根本治療ならびに統合医療の必要性を広める広報事業

大阪府 フットサロン　Ｒｅ　Ｓｏｌｅ － 一生自分の足で歩く為「足・靴・歩」を学べるスクール周知と集客

大阪府 株式会社仁・ＪＩＮ 3120901041898 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 ＫｏＴｏサウンド － サウンド　パーク　プロジェクト

大阪府 Ｍ－ＪＡＰＡＮ株式会社 3122001033311 立体構造３Ｄソックスの店頭販売強化への広報事業

大阪府 チャイルドアイズ － お母さんのお悩みを解決するオンラインサロン（ＦＬＯＷナビ）

大阪府 しぇら鍼灸整骨院 － 寝たきり防止！訪問鍼灸マッサージで活き活き自立歩行実現事業

大阪府 株式会社アッパーリリィマーケット 7122001033225 ハンドメイド材料の新商品の開発と販路開拓

大阪府 ドガプラス株式会社 1122001025120 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ　を使った見込み顧客に対する販路拡大事業

大阪府
社会保険労務士事務所人財さいだい戦力
化．ｆｉｒｍ

－ ホワイトマーク認定取得コンサルティング事業の展開戦略

大阪府 株式会社恒星エンジニア 5122001031346 地域密着万能型電気工事業のＨＰと会社案内による販路拡大事業

大阪府 有限会社ＦＰコンサルティング 120102013096 ウエラブル電子制御冷暖房装置　レイダン　ＷＥＢ・ＳＮＳ活用販売事業

大阪府 株式会社ライト・ライト 5120001166518 最新ＣＡＤによる基板設計で販路拡大。関西のモノづくりを活性化

大阪府 ルックジョイ － セポラク商品アピール動画作成とＳＮＳでの拡散事業

大阪府 株式会社ましった 1122001014858 デザインの困りごと情報発信・新規顧客開拓

大阪府 ＴＯＣ株式会社 1120001115346 脱毛器購入によるメンズ脱毛の販売力強化事業

大阪府 栄光学院 － 不登校生が自分のペースで学び地域と関われる第３の居場所

大阪府 ＭａｒｂｌｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ － 「『働き方改革』に負けないための社員研修」の開発と販路開拓

大阪府 有限会社石橋蒲団店 7120002019524 販路拡大のための広報事業

大阪府 有限会社楠木研磨工業所 2122002013602 業務用空調機の導入による高精度研削の安定化と高効率化の実現

大阪府 株式会社ＡＬＦＡＲＥ 7120001168272 ホームページ制作により、更なる業界認知と販路の拡大

大阪府 ａｔｅｌｉｒ　ｙ－ｕｕｋｉ － インクルーシブデザイン　アパレルブランド「ＳＡＫＡＥ」の拡大

大阪府 Ｊｅｔｓｅｔｔｅｒ株式会社 2120001172155 自社クラウドファンディング・サイトで販路と市場開拓

大阪府 株式会社ｔｏｒａｒｕ 7120001212534 日本来訪希望の外国人向け遠隔訪問代行サービスの新規総合集客策
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 ＦＲＥＥＷＡＮ － ｅセレクトショップ構築の為のホームページのリニューアル

大阪府 株式会社ブレイバーズ 6120101061196 サロン働き方改革「美容室コンサル」「ヒモウミスト拡販」事業

大阪府 伏見コンサルティング － ホームページ・ブログ等　立ち上げによる　新たな顧客　接点づくりと関係づくり

大阪府 株式会社ジェイ・リンクス 6120001153242 中東地域の旅行者の意識調査と情報発信を通じた訪日旅行推進事業

大阪府 ミライズ株式会社 5120901015369 転倒しない身体を！シルバー向け運動プログラム『合気サイズ』

大阪府 株式会社ナガト 8120001150238 効果測定「カラダの通信簿」付き健康体操教室の新規展開

大阪府 新・個別指導塾ａｌｉｖｅ － 中学生・高校生を取り込むための広告宣伝事業

大阪府 有限会社未来 6120002019293 宿泊事業の事業強化

大阪府 たにい整骨院 － ＹｏｕＴｕｂｅ動画と予約システムで整骨院来院の障壁の解消！

大阪府 ディアスタジオ － ＨＰで撮影スキルの高さを発信し、新規取引を獲得する事業

大阪府 さぽちい。 － 業務多様化，特にネット通販代行に伴うサイト開設とネット広告の出稿。

大阪府 株式会社タケヒロヤ 3122001019021 店舗バリアフリー化とリニューアルセール開催での販路開拓

大阪府 株式会社五大 4120101056611 就労支援事業所のＰＲ動画の制作と利用者獲得への取組み

大阪府 株式会社ネオジニア 2120001169787 ＬＩＮＥで超かんたん見積りシステムによる新販路の開拓

大阪府 Ｐｌａｙ　ｈａｉｒ　ｍａｉｆ － オーガニック志向層に特化させた戦略による新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社ＥＤＥＹＡＮＳ 9120001213811 強力ウイルス除菌清掃の「ヤンクリＰＲＯ」の販路拡大

大阪府 株式会社Ｓｈｉｒｏｌｏｇｉ 120001125728 人員＆新規顧客獲得の為、自社ＨＰの改修及びテレワークの準備

大阪府 株式会社副社長 7120001180302 ＲＰＡ導入サポートに特化したウェブサイトの開発と販路拡大

大阪府 株式会社決断力 8120001183031 オンライン学習講座のバージョンアップ（中級講座開発）と販売拡大

大阪府 株式会社ＯＲＲＥＳ 4110001138303 チラシ配布による反響営業事業

大阪府 株式会社サクセス 5120001168489 提案型保険販売を多くの方に利用いただくための販売促進計画

大阪府 こころひかる － 新規顧客獲得のためのホームページおよび販促用チラシの作成

大阪府 ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － ＹｏｕＴｕｂｅ開設で新規顧客開拓＆ＨＰ改良でネット売上アップ

大阪府 株式会社マークワン 8122001030808 特許製法で作られた消臭効果の高いパウダーの製造・販売

大阪府 中島進中小企業診断士事務所 － 会計事務所とタイアップした経営計画作成の支援

大阪府 ｔｒｙａｎｇｌｅ株式会社 6120001211479 ハンドメイドアプリ「ｃｒｏｃｃｈａ」の販路開拓事業

大阪府 ＲｉＶｉ － 店内雰囲気の見直し、集客とリピーターの確保

大阪府 ラフィネ － 「アイスブレイク交流会」の認知拡大に向けたＷｅｂ集客の強化

大阪府 株式会社桝源 8120001175144 リハビリの先生が伝える。健康寿命を伸ばす為の介護支援セミナー

大阪府 公洋亜鉛工業株式会社 3120101002178 自社ＨＰの作成、展示会出展、商談会の参加による売買路開拓

大阪府 有限会社オオキタ 7120002073810 自社ブランドの立ち上げとオリジナル商品の開発

大阪府 有限会社アトリエ彩 8120002026156 リメイクシートの商品開発と販路拡大による商品パンフレット制作

大阪府 七穀ベーカリー － ジャムや調味料等の新商品の開発による販路開拓

大阪府 ワタナベＮＺＴｏｕｒ．ｃｏｍ － 「外国人の為の算盤（そろばん）レッスン」

大阪府 株式会社ＡＬＬ　ＯＫ 3120001129039 百万円損をしない賢い調査契約法「調査会社選び～夫婦修復まで」
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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Ｂｅ　ａｒｏｕｎｄ 120001187463 店舗移転による顧客の獲得

大阪府 粉もん屋八　弥刀駅前店 － 店舗インフラ整備による顧客満足度の向上と一層の集客活動

大阪府 株式会社Ｌａｕｇｈａｌｌ 9120001225311 採用代行・求職者集客にむけたｗｅｂコンテンツの整備と強化

大阪府 ひらかたレディース整体宙ｓｏｒａ － あなただからと選ばれるミッション・ブランディング無料レッスン

大阪府 株式会社ピアース 3120001153451 自社ブランド商品の認知度アップと新規顧客開拓事業

大阪府 株式会社５００Ｇ 8120001180334 空スペースの有効活用による稼働率向上事業（レンタルスタジオ）

大阪府 ｋｉｃｋ－ｓｔｙｋｅ － パーソナルジムの新規事業

大阪府 合同会社パサニアリーフ 1120903002823 エアコン用衛生フィルターのＷｅｂ活用による販路開拓

大阪府 たきた整骨院 － 保険収入増加チラシ計画、自費収入増加ウェブ戦略

大阪府 株式会社ＰＬＡＳ．ｃｏ 1122001014437 新築・リフォーム時における個人宅向オーダーメード犬舎事業

大阪府 ミチタス株式会社 3120001221571 社長必見！元跡継ぎ娘が伝える「会社を強くする事業承継」

大阪府 株式会社ＵＦ物流 8120001209703 ＩＴ活用による認知度アップ事業

大阪府 株式会社ＬＤＫプロジェクト 賃貸住居用の退去後ハウスクリーニング事業の新規立ち上げ

大阪府 リンクフード株式会社 1120901040296 新たな機能性を付与したとろみ剤の商品開発

大阪府 株式会社よねはら 2120001197540 快適な眠りを提供する「プレミアムオーダーマットレス」の拡販

大阪府 ｃｕｓｔｏｍ　ｄｅｓｉｇｎ　ＡＩＲ － インターネット販路拡大事業

大阪府 株式会社ｗａｈｌ 2120901040989 千里ニュータウン焙煎体験ラボの開設と認知度向上ＷＥＢサイト

大阪府 名家食品 － スマホサイト構築で顧客層を広げ売上アップ！

大阪府 株式会社メモリープラス 2130001061448 新規見込み客に当店をＰＲ

大阪府 株式会社Ｌａｕｌｅ’ａ 6120101030291 ラウレア独自の体内記憶プログラムによる健康増進事業

大阪府 Ｂａｔｅｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ － Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ

大阪府 株式会社アリア建築工房 1400002066319 宿泊体験が出来るモデルハウス紹介とモニター募集

大阪府 株式会社ラヴィエリィ 2122001031605 コールドプレスジュースを通して、食事の改善

大阪府 株式会社リュウツウ 2120001153873 下請脱却の為の新規、地域密着事業を目指したＨＰの作成

大阪府 けあする合同会社 3120903002838 テレワーク活用で、女性がイキイキと働ける職場づくり

大阪府 ウィンカム株式会社 7120001161533 通販サイト＆専用アプリによる業務改善事業

大阪府 株式会社Ｌｅ　ｒｏｎｄ 4120901037843 白髪染めに特化した集客強化と入口改修工事による店舗イメージ向上

大阪府 株式会社フォーサイトクリエイション 8120001187544 オフィシャルサイトの強化と地域密着戦略で新顧客獲得プロジェクト

大阪府 緑里庵かつもと鍼灸院 － 「通院できるようになる鍼灸院」の為のバリアフリー計画

大阪府 株式会社森山工業 7120101043268
グループ企業３社共通ホームページ（コーポレートサイト）の完全リニューア
ル、及び専

大阪府 原田鍼灸整骨院 － 働き盛り世代の潜在患者へのアピールと新規顧客の獲得

大阪府 株式会社Ａ．Ｂ．Ｃ 4120001225605 ウェブサイト＆専用アプリによる新規顧客開拓、業務改善事業

大阪府 株式会社こうのとり 9120101056508 介護の学校をＰＲするＨＰを制作

大阪府 株式会社モリタ 8120901021042 定額制利用会員募集・増大で働き方改革サポート・活性化事業

大阪府 株式会社シェンゲン 9122001027299 日本茶事業のＥＣ向け動画広告作成及びリーフレットによる促進事業
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大阪府 株式会社リードアクション 7120001199739 サービスメニューの入替等ウェブサイトの大幅刷新による顧客拡大

大阪府 株式会社アールズルート 6120001193255 ポータルサイトを強化し工務店支援及び広告掲載先獲得

大阪府 合同会社Ｃｉｎｅｒｇｉａ 120003016674 ３ＤＣＧ　を活用した動画制作の広報による新規顧客開拓

大阪府 ミュゼ株式会社 5120001128484 ネット販売による消費者獲得と代理店の利益確保

大阪府 株式会社ジョイマ・イー 5120901020385 酵素を活用した、健康経営の推進と女性活躍推進事業

大阪府 岸和田屋果実店 － お手軽・健康・インスタ映え　カットフルーツで新規顧客開拓

大阪府 株式会社ジャパンスポーツネット 3120101049078 スクール認知のための新聞折り込み、ノボリ、横断幕設置事業

大阪府 活兵衛 － 顧客の要望を満たし、夏場の集客を目指す座敷席のリニューアル！

大阪府 プルデント株式会社 5120001216198 自社ウェブサイト設置によるダイレクトマーケティング体制の確立

大阪府 株式会社粋 4120101030137 店認知のためのクーポン付新聞折込み、ノボリ作成、映像制作事業

大阪府 株式会社エルグラン 1120001164054 自社ホームページの改修及びテレワークの準備

大阪府 株式会社アリストライフ 5120001223459 外車、ハイブリット車、セダン等の修理受注の拡大

大阪府 株式会社ダブルインターナショナル 9120001214776 販路拡大、業務改善のためのホームページ作成事業

大阪府 株式会社ランデザイン 9120001135114 空間を彩るアクセサリーディスプレイ開発プロジェクト

大阪府 有限会社三陽美術 9120102014200 ホームページ改装による新たな顧客層の集客及び獲得

大阪府 株式会社Ｓ．Ｉ　ｃｒｅａｔｅ 8120901029523 初めての輸入車選びを後押し！憧れのマイカー購入プロジェクト

大阪府 インテリジェンス合同会社 6120903002785 ＲＰＡによる業務改善サービスのネットによる販売促進

大阪府 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ　ｅｘｅ － 女性の自立を支援する。新エステ開業講座への無料説明会事業。

大阪府 ＯＭＴ株式会社 1120101059006 インターネット広告とチラシやＦＡＸを活用した集客強化計画

大阪府 株式会社マツミ 3120901002071 新プロジェクト【親兄弟オーナーズ倶楽部】設立およびそのＰＲ

大阪府 ひらかた電力株式会社 5122001028821 高齢者の命を守るための防災対策サービスの販路開拓

大阪府 モノプラス株式会社 4120001134566 ルート営業時間を確保するための人事・給与管理業務の効率化

大阪府 整体院・スタジオｆｒｅｅｌｙ － 新規の顧客獲得の新メニューの開発、販売・新事業の準備

大阪府 Ｒｅｌｉｕｒｅ－Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ－ － 目を奪うイラストパッケージと世界観でつい止める化粧品売場作り

大阪府 株式会社マハール 8120101037649 オーガニック市場へ自社製品の魅力を伝える広告媒体の整備

大阪府 株式会社クロックワークスタジオ 7120901029821 増大するドレスレンタル顧客向け新商品の販路拡大

大阪府 グリーンオフィスベルデ － ホームページのリニューアルで若い顧客獲得の取り組み

大阪府 Ｗｏｏｄｉｎ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 6120901042016 店販品トヨナカモナカのプレミアム新商品開発と販路開拓事業

兵庫県 ゆめだま紅茶 － 茶葉販売のネットショップとＨＰの開設による新規顧客獲得事業

兵庫県 個別指導塾ＣＯＮＮＥＣ＋（コネクト） － 多店舗展開をせずに商圏を拡大する【１店舗を究める集客戦略】

兵庫県 合同会社リバティ 4140003012545 真空パック装置導入等による収益改善とゴルフ客への販路開拓

兵庫県 ＡＫＡＣＨＵ株式会社 7140003014324 ゆいコネクト専門ＷＥＢ　サイト構築と動画作成による販売促進

兵庫県 株式会社アイデンティティー 6140001100366 ＬＵＦＴ新規ファン獲得とリピーター定着にかかる販促事業

兵庫県 神戸バイオ・デバイス開発研究所 － 国内外の医療機器等製造企業の顧客獲得及び開拓・拡大

兵庫県 株式会社Ｌａｂｏｒａ 6140001033442 マイクロナノバブルシステムで来店頻度ＵＰを図り売上増強
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兵庫県 株式会社アプロッシェ 6140001114515 若手従業員定着に貢献する研修販売と動画配信による顧客獲得計画

兵庫県 スクールＫＧ － 「高校生コース」創設！小中高一貫教育による新規塾生獲得事業

兵庫県 株式会社杏樹 3140001096491 自社ブランド・ワックス脱毛商材「艶人」の新規販路拡大

兵庫県 オーバーライト株式会社 9140001095942 学校向けテスト採点システムの開発、販路開拓

兵庫県 ｏｋａｄａ鍼灸整骨院 － 院内レイアウト変更による顧客満足度向上及び広告による顧客獲得

兵庫県 ダリアジェンヌ － 宝塚ＯＧによる全国販路開拓（新規顧客獲得）計画

兵庫県 ヘアーサロン　トーク － 快適なミストを伴う女性シェービングで新規集客と事業承継

兵庫県 Ｊｅｎｔａ合同会社 7140003014695 新規客獲得プラン

兵庫県 株式会社ＶＥＲＤＡ 2140001096162 店内改装と女性顧客の獲得。女性既存患者の再来院

兵庫県 ｖｉｎｃｕｌｏ － 超・育毛メゾット（頭皮洗浄ヘッドスパ）

兵庫県 武田塾伊丹校 － 「武田塾伊丹校」の宣伝強化事業

兵庫県 株式会社アピアランスサロン 6140001113772 医療用ウイッグを理容サロンで！理容組合向けセミナーの展開

兵庫県 株式会社ｓｅａ 9140001103985 高価値サロンとしてのブランディングで客単価、生産性アップ計画

兵庫県 ＩＭＡＣＯＣＯ － 袖看板設置と新聞折込みチラシによる新規顧客獲得と売上増強計画

兵庫県 顧客価値共創堂 － 事業理解促進とブランディングのためのホームページと会社案内作成

兵庫県 こころ鍼灸整骨院 － 受診システムの効率化と対外アピールによる女性活躍の推進

兵庫県 株式会社エビスシマダ 5140001081269 縁起物の新たな活用方法提案プロジェクト

兵庫県 ダイビングショップＢＬＵＥＢＬＵＥ明石 － 最新のダイビング器材を使用した講習で申し込み者アップ

兵庫県 株式会社恒健 6140001110019 展示会出展により神戸発の輸入黒にんにくの新規顧客獲得

兵庫県 株式会社いりえのほとり 7140001098121 店舗テント改装

兵庫県 神戸岬工業株式会社 9140001005595 ＨＰによる弊社の認知アップとデジタルカタログによる仕事効率化

兵庫県 ビクタス株式会社 140001086833 業界初の冷却インナーの製品案内動画及び製品案内チラシの製作

兵庫県 有限会社小宮商会 5140002001572 小ロット業務用タオルのネット販売に挑戦！

兵庫県 ＰＩＰＥＬＩＮＥ株式会社 4140001109962 神戸北野プロモーション映像制作による自社バリュー向上促進

兵庫県 ＳＥＳＳＩＯＮＳ － オリジナルエコバックを作成し店舗イメージと売上を増加させる

兵庫県 大庭社会保険労務士事務所 － ＨＰ、ＷＥＢ商談、社労士比較サイトによる販路開拓

兵庫県 株式会社アルファ・ゴリラ 9140001114652 自社サービス「ｉｎｓｔａｎｔＬＩＶＥ」の商談機能の拡張

兵庫県 株式会社リーベグ 1400010343510 世界唯一の酵素健康酒としてのブランディングの確立と販路開拓

兵庫県 株式会社宝塚デザイン 2140001109502 ドローンを活用した動画制作事業とＢＡＳＥカフェの営業開始

兵庫県 株式会社ウオハシ 7140001045296 採用情報ページの新設を含むホームページ増設による人材確保

兵庫県 有限会社ウインド・ミュージックカンパニー 144002008202 いつもどこでも何度でも手軽にオンラインドラムレッスン！

兵庫県 株式会社エル・アイ・シー 3140001042628 腹巻を中心とした日本製肌着のＥＣ自社サイト構築・販路開拓

兵庫県 盆栽翠松園 － Ｂｏｎｓａｉ　Ｙｏｕｔｕｂｅｒ、盆栽を世界に伝える

兵庫県 株式会社ラッツレビィク 1140001087187 新収益スキームの確立と既存顧客の単価アップ

兵庫県 株式会社Ｍｉｙａワークス 2140001113132 建設業の人財確保で、中小企業の未来を創る！
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兵庫県 株式会社蒼龍刃物製作所 9140001036392 受注案件のＰＣ入力事務作業のＲＰＡによる自動化と販売促進活動

兵庫県 うみそらカフェ － 新オリジナルキャラクターによる、キャラクタービジネスの立上げ

兵庫県 株式会社クニヒロ運輸 4140001075486 混載便輸送のＰＲによる新規顧客開拓

兵庫県 堀井鞄製作所 － オリジナルブランドＰＡＧＯＴ（パゴット）再ブランディングおよび販路拡大

兵庫県 青山接骨院 － 療術業の保険不適用を見据えた自費診療拡大のための認知度向上

兵庫県 料理教室ＣａｎｄＣ － ホームページリニューアル

兵庫県 株式会社ＥｄｕＬａｂ 1140001104074 高校生を対象とした映像教材を使用した大学受験対策教室の開設

兵庫県 株式会社レア・ミュージック 9140001111716 リトミック導入による地域密着型の「安心子育て音楽教室」の周知

兵庫県 治療院経営サポート合同会社 7140003013631 治療院経営ウェブセミナーのネット集客と動画配信のネット集客

兵庫県 株式会社Ｍａｎｄｒｉｌｌｕｓ 5140001092844 新商品「カレー屋が作ったカレーペースト“カレッペ”」の発売

兵庫県 スペーストレジャー － 「スピリットボイス」ｅ－ラーニング複数本作成事業

兵庫県 株式会社Ｓｈａｂｂｙ　Ｃｒａｆｔ 9140001074319 自社モデルルームを広告塔とした顧客集客

兵庫県 佐藤労務コンサルティング － 調剤薬局経営に役立つわかりやすい助成金活用情報の継続発信

兵庫県 ばば鍼灸院 － ダイエットで心と体を整えて生活習慣病を予防する事業

兵庫県 有限会社オオグチ組 5140002040257 販促ツール拡充による販路開拓事業

兵庫県 株式会社プレジャーフーズ 5140001108501 美味しい仕出し弁当を届けます！販路拡大大作戦！

兵庫県 シュクガワバール － 夙川の町が変わる！一人も家族も楽しめるワインバルでおもてなし。

兵庫県
着物レンタル専門店　城下町　ｓｔｙｌｅ　＆
着物販売専門店　侘びすけ

－ 着物を日傘にリメイク！ネットから販売促進・販路拡大へ！

兵庫県 ＴＨＪＡＰＡＮ株式会社 6140001115182 関西トップのフランス風住宅モルタル造形施工による単価上げ計画

兵庫県 株式会社岡本精工 9140001096172 コミュニケーションデザイン型新サイト構築による金属加工受注策

兵庫県 パーペチュア － 洗練と可愛さを両立した安心安全キッズリボンアクセサリーの販促

兵庫県 株式会社プロ人事 6140001115455 新サービス認知獲得に向けた展示会出展による販売促進

兵庫県 あかり整骨院 － 治療時間の短縮とアスリート患者の獲得

兵庫県 株式会社ＭＥＡ 5140001026950 年齢に左右されず長く勤められる一生役立つ資格取得者を増やそう。

兵庫県 株式会社黄金家 6140001081482 インバウンド需要に対応した販売促進計画

兵庫県 整体×水素アクティブスイッチ － もまない整体と水素を活用したリラクゼーション事業の販路開拓

兵庫県 株式会社菓一條 8140001097444 材料ロスゼロにむけての新商品開発による販路開拓

兵庫県 ＯＬＵＬＵ － クラウドファンディング（オリジナル商品の開発）と販路開拓

兵庫県 株式会社いづみや本舗 1000012090004 「ご当地ＪＡＰＡＮコラボ」

兵庫県 株式会社Ｓｉｒｕｓｉ 9140001110569 思い入れのある自分だけのＴシャツプリント開発・販路開拓事業！

兵庫県 サウンズファン株式会社 6140001074288 ＥＣ事業者に特化した店舗改装とチラシ配布事業

兵庫県 モバイルエール － コロナに負けるな！個人事業のためのＩＴ活用の教科書リリース

兵庫県 株式会社ワイズワンホーム 4140001112396 ワイズワンホームとしての新規顧客獲得と販路拡大

兵庫県 ジョイントケア整体院 － トレーニングルームの器具増設とＷＥＢ広告で来院数および売上増加

兵庫県 株式会社プリレーヴジャパン 8140001109544 一生に一度の特別な証“宝物”をスペシャルベビードレス製作教室
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 ヘアーサロン　フジサキ － 地域の要介護者へサービスを提供するための環境整備事業

兵庫県 株式会社タロー 5140001116297 店舗の業務効率とテイクアウト事業開始に向けた施策

兵庫県 神戸・こども造形絵画教室アリス － 認知度向上と美術・情操教育による効果の発信のためのＨＰ作成等

兵庫県 株式会社河昌 2140001017399 ペルソナに絞った販促による「須磨のり」ファン作り

兵庫県 ＹＵＭＭＹ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ － 健康意識の高い方に向けた美活メニューの開発と来店客数増加計画

兵庫県 串焼酒場　とり基地 － 事業回復を図る！金賞受賞のからあげを全国へ！

兵庫県 株式会社Ｓｐｉｃａ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 7140001107666 ＥＣサイト販売強化による新規顧客獲得、売上・収益の拡大事業

兵庫県 株式会社テルッツォ 5140001084098 コワーキングスペースの快適化工事による利用率のアップ計画

兵庫県 コワーキングスペースＳＨＡＲＥＳ － ハンドメイド作家をネットでレスキュー。Ｗｅｂショップで販促開拓

兵庫県 Ｐｉｎｋ　Ｒａｂｂｉｔ － ホームページとＷｅｂショップを活用した新規顧客層への販路拡大

兵庫県 車工房株式会社 6140001104301 ＩＴを駆使した広報・宣伝ツールの整備と強化

兵庫県 キッズリシア － ベビーモデル起用・レンタル服の新展開におけるプロ撮影宣伝

兵庫県 株式会社ウェル 2140001025096 配食事業営業エリア拡大による売上高アップと事業の安定化。

兵庫県 ネイルサロン＆スクール　ルシェルアイ － 爪のプロが行うトラブル専門巻き爪施術

兵庫県 兵庫宝塚カイロプラクティック － 患者様一人ひとりに寄り添う１９０　症状別サイトの立ち上げ

兵庫県 喫茶ポエム － 作成自由！元町本店「アート可能トイレ」～和式トイレ改修事業～

兵庫県 株式会社　Ｈ・Ｇ・Ｆ 5140001113740 ガラスアクセサリー教室・販促用パンフレット等の製作

兵庫県 アイエスシステム株式会社 6140001030019 真贋判定システムの商品化

兵庫県 イーエックストレード株式会社 3140001103363 世界初！日産の商用車ＮＶ２００　専用のインテリアパネルの開発

兵庫県 ｄ－ｓｍａｒｔ三木店 － 新たなデザイン商品の提供による業態の変革と新規顧客開拓事業

兵庫県 武田塾 － 日本初授業をしない武田塾箕面校および王寺校の認知度アップ

兵庫県 Ｃｏｃｏｒｉｃｏ － くせ毛・ダメージ毛を憧れの艶髪に導く髪質改善の開発と販路開拓

兵庫県 ふるえ司法書士事務所 － 認知症対策してますか、司法書士の家族信託セミナー事業。

兵庫県 株式会社スタイリッシュエージェンシー 5140001095574 地元の小中学生にＩＴ革命を。プログラミング教室セミナー事業。

兵庫県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＱＵＡＴＲＥ － アピアランスサポート。美容師と二人三脚で創る髪と心の事業

兵庫県 グランタスク － 結婚サポートアプリを使った婚活コンサルティング事業。

兵庫県 合同会社両替屋本舗 4140003011976 インバウンド回復時の訪日観光客にむけて両替機利用の拡大計画

兵庫県 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｇｙｍ　ＯＮＥ － 兵庫県初！パーソナルジム＆エステの相乗効果による健康促進事業

兵庫県 ダンスショップエコー － 積極的な販路開拓により来店客を増加させる売上増加事業

兵庫県 シャラプレマ － 動画配信システムを使ったオンラインヨガ教室の開講

兵庫県 行政書士事務所グッドサン － 終活に必要とされる相続関係情報による地域密着型の課題解決事業

兵庫県 株式会社インパルス 8140001025859 海外向け広告ＰＲ強化のための英語対応ホームページ整備改良事業

兵庫県 ママサポ － 持続的経営を目指すための改修と情報発信事業

兵庫県 株式会社ティー・エー・コレクション 8140001057233 Ｗｅｂ報告閲覧システムの開発・販路拡大

兵庫県 ＳＧＲ － 展示会開催、ＨＰ開設による販路開拓及び、ブランド認知度向上
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 行政書士尾崎昌弘事務所 － ２０２０年建設業法改正に対応。建設業許可申請セミナー事業。

兵庫県 有限会社トリニティ 2140002060588 敬老の日ギフト商品の開発・販売促進

兵庫県 株式会社ＩＭＯデザイン 140001083822 リノベーション部門設立による販路開拓、及び売上・収益拡大事業

兵庫県 株式会社エンポート 1140001105155 実店舗の開店による新商品の開発、および売上、利益の拡大事業

兵庫県 Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｌａｂ．オブリガード － 中小企業向けＳＤＧｓ導入支援サービスの開発・販路開拓

兵庫県 オフィスＨＴシンフォニー － 「個々の強みを活かした組織力向上事業」の販路開拓

兵庫県 株式会社エグゼ朋友 6140001084460 畑をシェアし、「見せる農業」から「魅せる農サービスへ

兵庫県 株式会社エアグラウンド 2140001107332 オンライン採用説明会・イベント動画配信サービスのＰＲ

兵庫県 エバーハウジング株式会社 7140001110554 あかし探検隊の新設による潜在顧客の顕在化

兵庫県 株式会社Ｅ．Ｉ．エンジニアリング 3140001024122 Ｅｎｅｐｒｏ２１のヘルプ機能の英語翻訳

兵庫県 有限会社クリハラ 8140002030189 ホームページ刷新と地元の食材を使ったスイーツでの販路拡大事業

兵庫県 ネイルケアサロンマイディア － 足トラブルに対応！家庭で出来る身体メンテナンス指導

兵庫県 ＰＥＳＣＥ　Ｄ’ＯＲＯ － ペッシェドーロ　オリジナル惣菜メニューの開発・販売

兵庫県 フジユナイテッド株式会社 1140001101476 新規ＨＰ作成による営業力の強化で新規顧客獲得

兵庫県 株式会社サウンドニュー 7140001048836 「Ｂｏｎｉｌｌａ／ボニーラ」店内外の看板・広告物等の作成

兵庫県 おそうじ本舗宝塚駅前店 － 除菌クリーニングを前面に押し出し、新たな顧客を獲得する。

兵庫県 株式会社ズッカ 5140001027726 初の新聞折込広告を使った販路拡大、集客力アップ広報営業事業

兵庫県 ルリユール合同会社 9140003009999 安心安全な化粧品グレードのアロマオイル追加で売上構造の見直し

兵庫県 リアルワークス有限会社 8140002059897 リ・ブランディングにより中高級ゾーン取込・単価ＵＰを目指す！

兵庫県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｋａｍａｎｅｋｏ － 店内飲食だけに頼らない売上アップと顧客獲得計画

兵庫県 株式会社時田 6140001081813 短時間で人・馬の要望にカスタマイズ！プロのための馬具販路開拓

兵庫県 和酒膳　寛 － サブスク構築・導入における顧客満足度の向上及び新規客の獲得

兵庫県 小国整骨院 － ＨＰの充実や講座開設による集客と新規顧客獲得計画

兵庫県 ＡＮＴＩＱＵＥ　ＲＯＳＥ － ジュニアアスリートの心とからだをサポートする看護事業

兵庫県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｍａｍａｎ － 日本初、こだわりのお米から作る安心安全な米粉パン教室の展開。

兵庫県 株式会社トレテス 7140002067182 法人社内でのトレテス健康弁当販売におけるブランディング・ＰＲ拡充事業

兵庫県 ＡＧＲＩ　ＨＥＬＰ＋ －
新しくドローンを活用しようとしている地域でのデモンストレーション散布の集知
イベン

兵庫県 株式会社コアブレイン 7140001094228 コアブレインとダイビングのＨＰ統合し、相乗効果による販路開拓

兵庫県 プリズムダンススタジオ － コロナウイルス収束後の新規会員の拡充と既存会員の満足度向上

兵庫県 株式会社ＫＥｉＫＡコーポレーション 4140001025706 段ボールベッド「ひらいてポン」の周知・広報活動による売上拡大

兵庫県 Ｖｉ　Ｔｅｃｈ － 専門誌への自社広告掲載による新規顧客の獲得及び売上拡大

兵庫県 Ｕ．Ｎ．Ｅ販売 － ドローンのＰＲ動画とインフルエンサーを使った販売促進

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 ＳＴＵＤＩＯ　ＹＯＲＵ － 店舗売り上げに頼らない販売方法の変更事業

兵庫県 手作り雑貨と手芸カフェコトリエ － レンタルスペース改装による新たな顧客開拓プロジェクト
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 株式会社銀水 9140001043991 柔道部を駆使し、ＨＰとパンフレットを使って新規開拓

兵庫県 アグリ・プロデュース株式会社 9140001115601 農業経営情報の収集、当社の広報、専門家委託による販路開拓

兵庫県 株式会社創智社 4140001074579 国内遠隔地・近隣を問わないインターネット授業での受講者増加

兵庫県 ＬａＬａＬａ － 「使いやすくてスタイリッシュなＬ字ファスナー型長財布」の販売

兵庫県 三ツ星住建株式会社 3140001086682 自社ファンの創出。スマートフォンユーザーへの販路拡大！！

兵庫県 株式会社四川麺本舗 4140001032586 ママが嬉しい小麦のスペシャリストが作るお菓子キットの開発

兵庫県 炉ばた　なかむら － 適切な店内環境作りと近隣へのアピールで来店数と満足度アップ

兵庫県 有限会社市場印刷 8140002047472 ＰＴＡ新聞専用ウエブサイトによる小中学校ＰＴＡへのＰＲ事業

兵庫県 井上茶寮 － 生産能力向上による機会損失改善と新商品を軸とした販路開拓事業

兵庫県 有限会社古岡商事　末廣寿司 2140002067360 トイレの快適性向上による新規客層の開拓と周辺環境の改善

兵庫県 穂波産業株式会社 5140001010855 お手軽注文で売上ＵＰ！業務用通販オープン！！

兵庫県 万葉舎 － 公式ホームページ作成による「事務代行の認知向上」と「人材発掘」

兵庫県 ＳＳＣａｒｓ － 出張洗車（ＳＳＣａｒＷａｓｈ）による内装清掃による充実化

兵庫県 ハリマ防災 － ホームページのリニューアルによる新規顧客獲得

兵庫県 株式会社片山商店 1140001075407 自社ホームページの新規開設によるＰＲ力強化事業

兵庫県 株式会社Ｃｌｏｕｄ　Ｎｉｎｅ 3140001101326 待機児童に悩む保護者へ向けた生徒募集のウェブ作成

兵庫県 Ｊｕｖｅｌｉａ － テクノロジーでジュエリーデザインと国内外への販路拡大

兵庫県 合同会社パブリスプラス 1140003013983 集団講義・スクールに代わるオンライン通信教育コンテンツ制作

兵庫県 Ｋｕｖｅｌ － ４０代～髪の変化・悩みを解消する最新技術で新規顧客開拓

兵庫県 アルコ心理オフィス － オンラインカウンセリング、Ｗｅｂセミナー体制の構築

兵庫県 トレーニングジム　オリーブ － 身体の機能改善、介護予防を専門としたトレーニングジム

兵庫県 メトロ鍼灸整骨院 － 新規獲得、販路開拓の為のＨＰ制作

兵庫県 株式会社藤原 9140001077313 マイ酒器プロジェクトを立ち上げ新規顧客と販路開拓に取り組む

兵庫県 株式会社松尾電機 3140001115243 省エネルギーサービス事業の広報による顧客開拓

兵庫県 旬席　いの上 － 食事形態の変更

兵庫県 株式会社Ｉ　ｗｉｌｌ　ｄｅｎｔａｌ 9140001107648 口腔機能育成装置Ｖキッズ・シロイハ広報活動

兵庫県 合同会社誠心館 5140003009128 「第一期生生徒３０名獲得と貸室事業の立ち上げ」

兵庫県 瓦林総合研究室 － ＨＰリニューアル、ブログ発信と名刺改善、チラシで受注力強化

兵庫県 合同会社アジア介護福祉協会 1400030136963
台湾現地説明会開催による留学希望者の増加計画　ダイレクトメール等によ
る遠隔営業

兵庫県 ルルパ － パン移動販売による、生産性と売上の向上

兵庫県 株式会社インパクト 8140001110974 自社ホームページを活用した販売促進、オンラインセミナーの開催

兵庫県 焼肉弁当牛一朗 － 予約制高級焼肉弁当専門店のブランド力向上事業

兵庫県 株式会社Ｎ＆Ｋ 1140001083178 ＰＴＡ広報誌の制作に関する販路開拓

兵庫県 食を考える会　食文化研究所 － 新規顧客獲得のためのおしゃれで斬新なホームページに大改造！（仮）

兵庫県 時を戻す魔法のサロン美＊ＲＥＩ － Ｇｏｏｇｌｅ　ｍｙ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ＆ウェブサイト＆専用アプリによる業務改善事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 有限会社ビューティーニーズ 10402033906 低糖質・健康商品の開発を希望する事業者へのコンサルティング事業

兵庫県 アイディア研究舎 － 新商品「緑茶ハーブティー」の開発による「健康的な食の提案」事業

兵庫県 株式会社カフェ・ド・トーヨー 6140001080773 コーヒーバッグ（ティーパック式珈琲）の導入で販路開拓

兵庫県 株式会社オシンテック 6140001111974 「世界の法律・規制情報サービス事業」の販路開拓

兵庫県 Ｌｉｖｉｎｇ　Ｈｏｕｓｅ　ＫＯＢＥ株式会社 6140001116305 ハウスクリーニングのチラシを製作し新規顧客、販路の拡大の獲得計画

兵庫県 神戸都市開発株式会社 9140001031055 №１ブランディングによる新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社ＡｄｄＶｅｎｔｕｒｅ 3140001101714 「姫路土産」でヒットするＨＰや通販サイトの開設と販路拡大

兵庫県 Ｈａｃｈｉ　Ｂａｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 5140001110309 外国人と女性にも優しい車屋さんを目指す出店計画と販路開拓事業

兵庫県 おらのはたけ － 無添加でおいしい漬物販売による兵庫県産野菜の６次産業化事業

兵庫県 ＨＦ　ｋｏｂｅ － 外出できないご利用者様と理美容師を繋ぐシステムアプリ開発費

兵庫県 株式会社フィアーノ 4140001090840 ウェブを活用したケータリング事業

兵庫県 山陽神戸建設株式会社 3140001099107 タイムリーな情報発信で顧客への訴求力を高めるＷｅｂのＣＭＳ化

兵庫県 株式会社みつヴィレッジ 6140001095739 ライフタイムバリューアップに向けた誘導ツール作りと業務効率化

兵庫県 ＮＵＭＢＥＲ　ＦＩＶＥ　ＣＡＦＥ － 公式ホームページ作成と電飾看板で認知度アップ！

兵庫県 Ｍｓ．やまとなでしこ － エステサロンの専門性を高めるための、事業拡大

兵庫県 ナチュフレンズ － 趣味を通じて生きがいを提案！ＤＩＹの魅力を発信し増収増益！

兵庫県 旭建設株式会社 2140001047413 小規模補修から大規模補修へ顧客を誘導するプランの作成とＰＲ

兵庫県 株式会社アバジュール芦屋 9140001057323 熟年婚を応援、シニア男性向け男磨きキャリアアップ講座事業

兵庫県 Ｇ－ｉｔａ・ａｄｖａｎｃｅ － 日本語教育講師が伝える外国人の雇用と定着支援セミナー事業。

兵庫県 株式会社ソルトコ 5140001110572 新規顧客獲得のための展示会出展と営業強化による販路開拓

兵庫県 株式会社ＫＥＧ 3140001032067 販売ページとホームページの改訂及びＷＥＢ広告、カタログ製作

兵庫県 合同会社うぃる 140003014659 子供たちの未来をサポートする放課後等デイサービスの積極的展開

兵庫県 ｋａ　Ｌａｕ － フラワーレッスン参加者開拓と店舗イメージ促進

兵庫県 株式会社リバースヴィレッジ 4140001103817 カフェ＆物販の更なる連携および集客強化と業務効率化

兵庫県 Ｈｉｍｅｋｕｒｉ － 健康と真の美しさを提案できる唯一無二のエステサロンの実現

兵庫県 株式会社高橋 4140001069372 最強デトックス！国産オーガニックモリンガで腸から美しく健康に

兵庫県 メンタルチャージＩＳＣ研究所株式会社 9140001110180 オンラインセミナー、オンライン講座・研修の開講

兵庫県 ヴィシュア株式会社 2140001054946 新製品泡状エッセンスローションドゥセル　ブライト販売促進事業

兵庫県 ライフプランコンシェルジュ － 『ライフプランコンシェルジュ』ブランディング戦略事業

兵庫県 株式会社山松 1140001084911 新しくかわいい店舗で若者の集まるファッションの発信地づくり

兵庫県 Ｎｏ．２ｗｏｒｋｓ∞ － コンサルティング事業のオンライン集客化による収益基盤の拡大

兵庫県
株式会社ジャパンアイテムコーポレーショ
ン

332900233340 「片手でいいねトイレットペーパー」の販売促進計画

兵庫県 株式会社百年書籍 9140001115700 営業ツールの作成及びそれらを利用した営業の実施による顧客獲得

兵庫県 Ｂｏｒｂｏｌｅｔａ　ボルボレッタ － 地域オンリーワンのサロンになる為に、新規顧客の獲得増加計画

兵庫県 株式会社ナースあい 7140001091679 メディトレくんⅡ・注トレくんⅢ・注トレくんＤＲ．の販路開拓
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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 有限会社マックス 8140002021675 ケータリング事業「Ｅａｔｓ　Ｄｅｒｉ」の開始による売上向上計画

兵庫県
株式会社ピーシーマネジメントエーマック
ス

7140001065294 「いきものデザインの革パスケース、キーケース」の開発販路開拓

兵庫県 株式会社プロネット 4140001010708 位置情報を元にメール案内する見守りアプリ「どこかな」の販促

兵庫県 株式会社エフエム宝塚 8140001082215 開局２０周年企画の実施及びそのＰＲによるリスナー・売上拡大

兵庫県 芋菓子Ｐａ－ｔａ－ｔａ － コラボ商品の開発とパッケージの一新でブランド力の向上

兵庫県 りつこのｈａｉｒ － 新規ピジョン機械購入と広報事業

兵庫県 今治焼　玄 － グルメサイトへの掲載・自社ホームページの作成による新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社ドキドキキッズ 3140001110260 地域で一番利用したい児童保育を目指す新規顧客獲得計画（Ｗｅｂ

兵庫県 鍼灸・整体院　ひわたし － 肩こり・腰痛の改善率で地域一番院へと向かう新規顧客の獲得計画

兵庫県 株式会社スポーツショップアント 4140001038369 店舗改装によるネット販売・量販店との差別化を実現

奈良県 パドック株式会社 7150001013269 環境に優しい素材で地域循環を担うオープンファクトリーの開設

奈良県 濔風西大寺店 － 新規顧客獲得及びリピーター化のための店内・外装改修

奈良県 ＤＩＮＩＮＧ　ＫＡＲＡＯＫＥ　ＢＯＯＮ － 当店の強みの効果的な周知による新規顧客の開拓

奈良県 Ｓｕ－ｂａｌａｎｃｅ － 管理栄養士がつくる身体にいい粉末茶の開発と販路拡大

奈良県 Ｓｈｏｐ＆Ｓａｌｏｎ　ＮＯＥＬ － 間口を変えて、見てすぐにお店雰囲気が分かるり入りやすいエントランス作り

奈良県 めぐみ行政書士事務所 － 【お役立ちファイルブック】のＰＲによる新規顧客・販路拡大事業

奈良県 チアフル株式会社 7150001020578 自社ブランド「ｊｉｗａｊｉｗａ」リピート率向上のためのブランド再構築

奈良県 マザービーンズ － ディナータイム伸長による見込顧客獲得プロジェクト

奈良県 株式会社ＶＩＮＴＡＧＥ　ＧＡＲＤＥＮ 2150001023470 奈良最大級セレクトショップ！衣食住をプロデュースする店舗工事

奈良県 株式会社ＴＡＢＩ・ＳＱＵＡＲＥ 5150001008832 地下足袋の魅力を伝える！オンラインショップでの販路開拓

奈良県 有限会社巽繊維工業所 8150002007590 地域に貢献できる、リアル店舗・特別商品サービスの創造

奈良県 ネロリ － 大和当帰の新商品開発と販路開拓及び宇陀市へのツアー客誘致

奈良県 カガクテラス － ファミリーを集客できる「カガク教室」の開発と認知向上事業

奈良県 総合研修センター － 中高年層を対象に確実に、売り上げ増加につながるＦＡＸ－ＤＭ広告

奈良県 玉置建設株式会社 3150001010666 建設会社による新規事業を認知してもらうＨＰの作成

奈良県 フリーダム － 自分で作って楽しむインテリア雑貨素材の輸入販売と販路開拓

奈良県 有限会社あぜくらや 9150002000074 テイクアウト強化による観光客の囲い込み事業

奈良県 鹿音～Ｋａｎｏｎ～ － 無人化チェックインとプライベート感アップ宿・改修事業

奈良県 株式会社サロンドフルールアカデミー 2150001007481 ＜企業研修向けマインドワーク？Ｂｉｚ基礎講座＞の販路拡大

奈良県 奈良さくらコットン － 奈良さくらコットン周知と売上拡大を図るネットショップ開設計画

奈良県 丸太建築舎 － 吉野杉で建てる丸太を使った省エネ住宅の新規顧客の開拓

奈良県 株式会社スペースドットラボ 8150001008136 旅先での過ごし方を提案するガイドマップ作成及び、展示会出店

奈良県 株式会社ＤＩＧＩＴＡＬＣＯＯＫ 1150001023281 デジタルデータの復旧復元する事業の全国展開

奈良県 株式会社岡井麻布商店 9150001018695 奈良晒を継承し新たな麻の価値を商品開発・販路拡大

奈良県 株式会社ＬＣＰＭ 2150001023000 中小企業向けテレワーク導入パッケージを販売
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

奈良県
株式会社ピーエルジェイインターナショナ
ル

6150001019102 プライベートブランドをたちあげて、自社ＥＣサイトで販売

奈良県 株式会社多田 9150001004398 自社ブランド「ＬｏｔｕｓＲｏａｄ」販路拡大のホームページ制作

奈良県 ウエストオートカンパニー － 自動車・オートバイのリサイクルパーツに特化したＨＰの作成

奈良県 ＬＡＶＩＥＳ（ラビエス） － ＳＮＳ広告宣伝による、脱毛無料体験からの集客強化を図る

奈良県 髙井ニット株式会社 9150001012987 サスティナブル商品の新規開発と販路開拓による自社力の強化計画

奈良県 特定非営利活動法人奈良クラブ 4150005003780 映像プロジェクトでチャンネル登録者数１５０％ＵＰ！！

奈良県 ビル・エイド株式会社 9150001020569 施工事例を充実させたホームページとＳＮＳ活用による新規販路開拓

奈良県 錦光園 － 売上拡大を図ったＥＣ及び海外向けＷＥＢサイトのリニューアル

奈良県 株式会社じゅえりー工房Ｋ 9122001024313 御所店でのパール商品販売とパールジュエリーワークショップの実施！

奈良県 つじもとＦＰ事務所 － 長生きをリスクにしない！お金と健康の不安解消支援事業

奈良県 アップムーンオート － スタッドレス・サマータイヤお預かりサービスで集客アップ

奈良県 Ｒｉｎａ＇ｓ　ｓｔｙｌｅ － 夢を忘れない女性へ？世界一美しい籠をＷＥＢや百貨店で販路開拓

奈良県 ソルナ・クリエイト株式会社 8150001019991 国家成立の地で行う対話の場　アトリエ宝来プロジェクト

奈良県 有限会社恩田産業 4150002000418 常時ＳＳＬ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ｍａｒｖｅｌｏｕｓ 6150001020118 店舗メニュー及び新たな人工毛の増毛事業周知拡大・新規顧客獲得

奈良県 株式会社いち屋 4150001020474 弊社独自のサービス・セット商品のプロモーション事業

奈良県 太陽ニット株式会社 8150001010364 認知度アップ、売上拡大の為の新たなランディングページ作成

奈良県 小松一平建築設計事務所 － ＨＰ刷新で建築士の敷居を下げ顧客との心理的距離を縮める事業

奈良県 行政書士イシカル法務事務所 － 中小規模の医療機関、薬局等に向けての当社事業に関する情報発信

奈良県 Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ａｒｔｓ － 小型超音波装置を用いて筋肉の使い方を学習する新サービスの展開

奈良県 株式会社ハピネス 6150001022163 未来志向脱毛から地域の美と健康のサポートサービス

奈良県 株式会社リアンハピート 6150001023517 フライヤー食用油酸化還元装置設置による生産性の向上

奈良県 魚々 － スマホ対応型自社ホームページ新規作成事業

奈良県 吉田薬店 － 体の声を聴いて！あなたに健康情報を視覚で訴える！看板の設置

奈良県 株式会社ＷＥＬＬ　ＵＰ 4150001023089 中小企業の人材育成＆キャリアコンサルタント養成の販路開拓

奈良県 有限会社ＹＦエンジニアリング 1150002004644 スマホ対応型ＨＰリニューアルによる高効率機器の販路拡大

和歌山県 池庄漆器店 － 卸小売からの業態革新！消費者ニーズを捉え売上向上事業

和歌山県 紀州太陽木材 － 「中価格・高品質の紀州製黒炭　」　をキャンプ愛好家にＰＲ

和歌山県 和楽 － 新型コロナウィルスに負けない安心安全な店舗作りと増収への取組

和歌山県 まえ田 － 家で子供と楽しめる「手巻き寿司セット」を目玉にした宅配事業

和歌山県 ＰＬＡＢＯＴＥＣ － 健康被害を予防！飼い鳥の脂粉対策用ケージの開発

和歌山県 心優香　足浴 － 日本初上陸！「心優香式足浴療法」周知による販路拡大事業

和歌山県 株式会社タカラ製菓 5170001005753 ＯＥＭからの脱却と飴の魅力を“消費者”に直接伝える飴作り

和歌山県 塗り工房ふじい － インテリア需要を取り込んだ販路開拓事業

和歌山県 酒処　家 － アロチ内差別化プロジェクト
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

和歌山県 津田シーリング － 防水工事業における、取扱商品の拡充とサービス品質の向上事業

和歌山県 有限会社シモムラ 3170002006331 “試し縫いサービス”導入による販路開拓事業

和歌山県 株式会社やまもとブラシ 5170001005828 簡潔・シンプル・アノニマスデザインの家庭日用品開発と販促

和歌山県 合同会社ＭＭＷ 9170003001383 障がい者の就労の場創出を実現！地場産業賃加工ニーズを捉える

和歌山県 有限会社かさい 1170002006416 地域密着型印刷店としての販促と環境整備

和歌山県 株式会社角田清兵衛商店 2170001005764 自社ショールームリニューアルによる集客と売上増強事業の展開！

和歌山県
現代風鍛冶工房　ＨＯＵＳＥＨＯＬＤ　ＩＮＤ
ＵＳＴＲＹ

－ 街の鍛冶屋が創るオリジナルアンティークインテリア開発と販促

和歌山県 有限会社山口食品 1170002006639 新商品開発・たなわり提案・小売強化等リスク分散で経営体力向上

和歌山県 有限会社橋本漆芸 7170002006559 自社のリブランディングと並行した新規市場開拓・販売促進

和歌山県 ｍｉｎｋ － お悩みを解決するエステ・脱毛サロンメニュー充実で創業期成功へ

和歌山県 有限会社ハウジングギャラリー 8170002010493 ＰＲ・広報（ＰＲ集客）による集客システム導入事業

和歌山県
姿勢矯正専門整体　ＴＯＴＡＬ　ＢＯＤＹ　Ｃ
ＲＥＡＴＥ

－ 院名の改名と新メニュー導入によるリニューアル事業

和歌山県 畠山整骨院 － 「整体×妊活」サービス拡充のための内装工事で新規顧客獲得

和歌山県 ヤスムラビクトロン － ウェブサイトの開設による販路開拓・生徒サポート事業

和歌山県 株式会社ヒロカンパニー 7170001005140 本の無料配達の売上拡大及び本のシュリンクサービス開始

和歌山県 ふくもとデザイン事務所 － 遊休スペースを活用した写真スタジオの整備による売上拡大計画

和歌山県 有限会社アマドック 1170002004741 移動販売・テイクアウト事業で新たな付加価値を！！

和歌山県 山家漆器店 － ギフト需要獲得に向けた内製化で困難に打ち勝つ経営体力強化

和歌山県 武川　誠 － 女性専用のオーガニックカラー専門店オープンの販路拡大

和歌山県 株式会社　家あるじ 7170001015577 地域密着・顧客拡大プロジェクト

和歌山県 株式会社ライフクリエ 8170001005156 自社ホームページのリニューアルと地域産品ブランド化の取組

和歌山県 株式会社小嵐 2170001005707 地産地消！和歌山産フルーツ１００％スムージーテイクアウト強化

和歌山県 株式会社美登利 2170001005797 原点回帰。逆境に打ち勝つ地道な販促の継続

和歌山県 株式会社クロシオ 2170001005698 訪問者のアクションを誘導するＷＥＢサイトの構築

和歌山県 オキシデイスパ － 新規客の開拓と既存の顧客満足度を上げれるサービス提供

和歌山県 オーガニック十割蕎麦と地魚やまみち － 新型コロナウイルスで落ち切った経営状況の回復の為の周知事業

和歌山県 ｍａａｍＥＹＥＬＡＳＨ － ボリュームラッシュ技術の情報を発信して売上を拡大する事業

和歌山県 磯きち － ＰＢ新商品の開発及び展開による販路開拓・売上拡大事業

和歌山県 カフェモコ － 生姜の煮汁で漬け込んだ梅干『しょうがうめ』で免疫力アップ計画

和歌山県 結　Ｍｕｓｕｂｉ － ネットショップ販売拡大のための商品品質向上と結Ｍｕｓｕｂｉブランドの強化。

和歌山県 株式会社美麗書院 4170001013831 日本初！書道のカルチャー革命「Ｇｙｍ書」事業による販路開拓

和歌山県 Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓｐａｃｅ　ｅＢｉｉ － 自社商品ブランド設立・ネット販売の確立で売り上げ向上を図る

和歌山県 メイク広告株式会社 1170001006532 空き広告枠売買サイトの開設で新規顧客ゲット！

和歌山県 ＩＣＨＩＥ　ｃａｆｅ － ターゲット層を絞った広告宣伝とＳＮＳ映えする看板設置

和歌山県 大新メディカル合同会社 3170003000746 外観のリニューアル事業で存在感を高め、新規患者を増やし売上拡大
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和歌山県 堀河屋野村 － ＹＯＵＴＵＢＥ「三ツ星醤油　しょうゆの初耳学！」の開設

和歌山県 まんてんや － 幅広い層のお客様が、楽しくお酒が呑み、満足出来るお店へ

和歌山県 株式会社すわん江戸村 9170001013579 幅広い年齢層や海外に向けて日本の演劇を楽しんで頂く

和歌山県 ＨＡＩＲ　ＥＳＴＨＥ　ＳＡＬＯＮ　ＭＡＹＡ － 『髪育』を通じて健康と綺麗を両立できる総合美容室に

和歌山県 Ｌｉｎｋｓ － 髪を健康に美しくする美容室のＨＰリニューアルによる販路開拓事業

和歌山県 株式会社藤代化学 1170001005542 紀州漆器の業務用部門の確立、バリエーション強化による販路開拓

和歌山県 アップライフ株式会社 5170001015083 ホームページ等作成と植物委託販売で新規顧客の入店動機を促進

和歌山県 有限会社エアロベース 6170002006221 ネットショップ構築による販路の転換／企業間取引から顧客直販へ

和歌山県 Ｒｅｂｏｒｎ － 和歌山随一の男性が何回も通いたくなる理容サロンへ

和歌山県 株式会社ＪＯＪＩＴＵ 6170001015925 利益率並びに技術力向上を目指した機械設備の導入

和歌山県 嶋富製菓 － えびせん新商品の開発及び少量化パッケージデザイン開発、ＨＰ開設

和歌山県 有限会社萬弘水産 5170002007443 手焼き煎餅焼き機を使用した素材そのまま創作煎餅の商品化

和歌山県 弁当ばら － 「お総菜の販売開始と販売コーナーの設置で販路開拓」

和歌山県 嶋田商店 － 工場直営店の小売販売促進のための店内改装とＳＮＳによる集客

和歌山県 ＲＥＦＬＡＴ － トイレリフォームで快適＆リラックス

和歌山県 有限会社天乙商店 5170002007336 「おしゃれな洋風ミニかまぼこの開発による販路開拓と売上アップ事業」

和歌山県 株式会社松尾 1170002005632 【新商品】和歌山特産新しょうがのシロップの海外販路開拓事業

和歌山県 株式会社フーズファイル 8170001008381 券売機の導入による従業員の負担軽減と回転率アップ

和歌山県 特定非営利活動法人ホッピング 7170005006424 新規顧客獲得に向けた情報化への対応強化

和歌山県 株式会社ＭＡＮＰＡ 4170001006496 社員教育制度確立！サービス力向上で売上増＆スタッフの定着化

和歌山県 株式会社観潮 4170001006496 コイン式ワインサーバーによる販売促進と売上増及び生産性向上

和歌山県 株式会社糸川板金 6170001015578 下請からの脱却！直接受注獲得計画
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