
茨城県 有限会社マキプランニング 花苗、寄せ植えを行う『移動販売』の新たな展開

茨城県 高安桐材店 オリジナル桐製積み木の製造・販売・広報活動の強化

茨城県 ひたち薬品水戸 国家資格保持者による自費マッサージが受けられる来店型治療院の開設

茨城県 株式会社ぴーす しつけ訓練済みのゴールデンレトリバーの販売促進

茨城県 株式会社共進舎 放課後児童クラブの認知度向上のための効果的販促

茨城県 株式会社戦略ＭＧ研究所 戦略ＭＧタブレット版戦略の開発・販売に向けての顧客基盤強化

茨城県 株式会社デザイナーズ・アロー 視覚的効果が高く画期的なアートデザインサイン制作事業の設立

茨城県 美容室アンジーヘアワークス 新型パーマ機器導入と高性能鋏によるカット技術の向上

茨城県 有限会社アイエヌエスシー おかず惣菜のテント販売による、近隣主婦層の開拓

茨城県 ＭＲ設計 人に優しく自然との調和を大切にするデザイン事務所への変革

茨城県 有限会社菜香や 本格無添加漬物教室の展開による主婦層の開拓

茨城県 フォト＆デザイン　ロマンディック・ブルー 障害者・シニア向けの撮影用衣裳製作とオリジナルアルバム制作

茨城県 株式会社アーペホーム 店舗兼住宅の販売

茨城県 有限会社湖月庵 若年層と海外顧客の開拓及び海外顧客嗜好のデータ収集活動

茨城県 有限会社内山味噌店 土産贈答品強化のための商品・デザインパッケージ開発

茨城県 株式会社菓匠たけだ 菓匠たけだ　看板商品のブランド再構築

茨城県 株式会社住宅サービス 瓦リサイクルによる寒さ対策サービスの開発と広告

茨城県 ヘアーネモト＆スタイルヴォーグ 高級志向・理容室の開設

茨城県 合資会社米銀商店 夕食弁当、個食宅配システムの開発及び販売促進　暮らしの便利代理店ネットワーク構築

茨城県 有限会社野村甘露煮店 贈答用「鮎の甘露煮」のパッケージ開発及び販売促進

茨城県 満州屋 複合型アウトドア宿泊施設の開設によるアウトドア派観光客の開拓

茨城県 郡司建築工業所 バーチャル展示場による新規集客および受注促進活動

茨城県 美容室マーブル 『ヘアカラー剤の弊害を「中和・除去液」により、軽減する新サービスの導入』

茨城県 有限会社菊水食品 顧客ニーズに対応した販路開拓・商品開発のための直売所新設

茨城県 株式会社ナカザワ 大型プリンターによる小口のＡ２サイズの印刷物作成事業

茨城県 フリースタイル ヘッドスパ・ヘッドデトックス等の施術で極上の癒しを提供する

茨城県 有限会社　河野 商品陳列棚の設置

茨城県 株式会社ケアプログレス 車イス対応型施設改修を主とする販路開拓事業

茨城県 家の守株式会社 既存住宅「診断・改修・保険・アフター」ワンストップサービス

茨城県 神吉商事有限会社 昼間配達及び冷凍品配達の開始による宅配サービスの活性化

茨城県 彩食ダイニング炉蓮 フラッシュ・モブによる婚活イベント活性化の販路拡大を図る

茨城県 ジョイントオートモービル 個性的で経済的な車の提案【モデルカーの製作・展示】

茨城県 笹　　音 １０名収容できる個室を２部屋増設

茨城県 エム・サービス株式会社 近郊（筑波・筑西・小山地域など）企業への販路拡大に向けたＰＲ事業

茨城県 有限会社　杉本 厳選した国産大豆使用の掛け紙の作成

茨城県 有限会社ぬりや 和の空間の演出を強化する広告及び地域産品活用型ギフト商品開発

茨城県 株式会社飛夢 スマホゲームと融合した酒（酒ぐら娘～もえしゅ～）の開発

茨城県 有限会社グローブ 展示スペースの増設によるエンドユーザーの新規獲得事業

茨城県 合名会社丸藤商店 高齢者が買い物しやすく観光客が楽しく買物のできる店舗の実現

茨城県 蔵元小田屋 ｉＴＱｉ、ハラール取得によるイスラム教国販路開拓

茨城県 株式会社増子看板店 シェア広告（チラシ・看板・ＨＰ）の作成・販売

事業名事業者名都道府県
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茨城県 ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 新規サービス導入による販路拡大と新規客獲得への広報活動

茨城県 株式会社和田塗装工業 改修工事受注拡大のための外壁診断力の強化

茨城県 株式会社沢畠製作所 ブランディング確立事業

栃木県 有限会社ネイチャープラネット
スタンドアップパドルボード（ＳＵＰ）導入による新商品（プログラム）開発及び、プロモーション強化・販
売促進事業

栃木県 スピンオフガレージ 地域に愛され貢献できる地域密着型店舗へのイメージ戦略事業

栃木県 有限会社小池経編染工所 肌に安心安全なシルクニット生地の研究と物性の検証

栃木県 有限会社わびさびや髙野 和素材ジェラートにあわせた和素材クレープの開発と販促事業

栃木県 株式会社　オオワダ 受注安定化のための顧客獲得ＰＲ作戦及び建具参入事業

栃木県 有限会社安心不動産 スマートフォン対応ホームページ及び動画閲覧システムの構築

栃木県 きそば岡本 顧客拡大の為の低コスト店舗リニューアル計画

栃木県 株式会社美膏 ライフサイクルの中での３Ｄ手形足形の販売展開

栃木県 合同会社　風の丘福祉工房 『心と身体をイキイキさせる、自社オリジナル福祉サービスの展開』

栃木県 マシュマロウ おうち雑貨店としてトータルコーディネートが可能なガーデニング部の新設

栃木県 ヘア・サロンＹＯＵ 「新メニューをサロン内外に知っていただくためのＰＲ活動」

栃木県 珈琲の店モカ コーヒー教室の開催と新メニューによる心のやすらぎの提供

栃木県 自家焙煎珈琲　珈の菓 「店舗看板の設置と珈琲ギフトの開発」による新規顧客の獲得

栃木県 株式会社ＣＩＮＱ クリア塗装技術の追加による顧客満足度向上

栃木県 織姫山荘　手打ちそば伊とう こだわりそば店の“まるごと出前”

栃木県 三丁目珈琲　まめ楽
独自商品「カフェコンク」（濃縮珈琲）のオールシーズン販売体制の確立と広告宣伝活動の強化によ
る販売拡大事業

栃木県 お菓子の工房ロージェ 洋菓子店への新陳列台設置と新パッケージによる顧客獲得

栃木県 株式会社ランデヴー 老舗レストランの店内改装とＰＲによる女性客、家族客の客数増加

栃木県 坂本塗装株式会社 個人顧客向けの事業への広告・宣伝・販売促進事業

栃木県 有限会社ブックマート興文堂 ブックストアーｉｎギャラリー・イベントスペース整備事業

栃木県 そば処　一歩庵 セルフキッチン・テストキッチンを併設した他に例のない“マルシェ流直売所”の創出事業

栃木県 パティスリーＫ．Ｆｕｊｉｔａ 洋菓子自店の知名度アップ、ブランド力アップ、収益アップ。

栃木県 Ｍホームサポート ペットの愛好家を対象とした火葬事業の知名度アップとエリア拡大

栃木県 カメダビジネスサポート 農業のサービス化、「わくわく百姓村」事業

栃木県 瑞穂産業株式会社 新たな販売先として、個人住宅の畳需要の掘起こしを狙う

栃木県 有限会社高橋家具センター 快適な睡眠をとれるマットレスの販売促進及び商品開発事業

栃木県 有限会社ユーエスホームディレクターズ 「住宅を資産として残そう！」１００年式『ディレクターズハウス』知名度ＵＰ作戦

栃木県 有限会社有心個別アカデミー
「やる気」の動機づけ強化による学力パワーアップと生徒「人材育成」および将来の目標探し「キャリ
ア教育」事業

栃木県 株式会社旅楽 アンテナショップ機能を有する旅行代理店の展開

栃木県 有限会社クラフトシマダ ステンレスオーダーキッチンとフットケアシンクの受注拡大

栃木県 有限会社岸印刷 自社オリジナル商品の認知度及び顧客拡大を目指した企画とホームページを活かした販路開拓

栃木県 日本料理「蝶や」 老舗日本料理店の「お食い初め・七五三料理」の開発・ＰＲ事業

栃木県 個別指導塾スマイルアシスト 個性を伸ばす個別指導型学習塾のＰＲを展開し、生徒数増加を目指す

栃木県 割烹相乃川 常連客の高齢化と共に人生を歩むための店舗リニューアル計画

栃木県 株式会社昭栄家具センター 本物志向の木製品小物の新規開発と展示会出展による新市場の開拓

栃木県 美容室ＣＵＲＥ‘Ｓ アレルギー体質の方へも安心なヘアカラーを提供する美容室のＰＲ事業

栃木県 株式会社マルキョー 全国にワイナリーを立ち上げた醸造家がつくるワインのユニークな広報活動

栃木県 株式会社富田商店 新看板とチラシ配布でばっちりアピール　新規顧客獲得大作戦
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栃木県 ガチャマンラボ株式会社 Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用したインターネット販売システムの再構築事業

栃木県 建築・浦山 地域一番の工務店として知名度の向上による販路拡大

栃木県 株式会社　シダラ 家庭菜園向け「有機培養土」のパッケージ一新による新たな顧客開拓

栃木県 有限会社カノヤ商店 特殊ミシン導入による靴修理の売上高アップと新たなお客様づくり

栃木県 バーバーショップ　グランフォレスト 「高齢者向けデリバリーサービス」及び「店内おもてなしスペース」設置

栃木県 有限会社大地
・自然環境と、自然食材による創作料理の外部発信、露出の拡大　・有機栽培農産物と自然食レスト
ランの販売力の強化

栃木県 有限会社漬物本舗鳥海 子育て世代向け「つけだれ」小サイズ商品等の開発・販路開拓事業

栃木県 生鮮コンビニエンスなかやま 店舗床のビニルシート工事による店内環境イメージアップ事業

栃木県 島田嘉内商店 独立経営飲食店向け高付加価値キャッシュ＆キャリーでの販売開始

栃木県 サイクルショップ　かみやま 地域オンリーワン・スポーツサイクル専門店の新規顧客開拓のためのＰＲ

栃木県 株式会社ダイショウスタッフ 放射能除染作業参入及び人材育成事業

栃木県 株式会社ＣＡＮＥＡＳＹ モルビドスチームの導入による施術スピードアップと作業効果アップ

栃木県 有限会社松月氷室 食育という観点から、日光市内の子供達および観光客に「天然かき氷」を提供する新店舗の展開

栃木県 株式会社伊沢ガラス 個人顧客売上ＵＰに挑む省エネ商品販売促進事業

栃木県 有限会社早見食品工業 自社開発の完熟小麦粉と製麺ノウハウを活用した“焼いて食べる日光麺（焼きそば）”の販売促進

栃木県 有限会社ツカダ 自社取得特許及び出願中の特許の知財を活用した事業拡大

栃木県 有限会社黒田養蜂園 「ご当地はちみつ」の企画・開発・商品化と販路開拓事業

栃木県 ギャラックスビジネス研究所 Ｗｅｂ・ＳＮＳなどの連携による新規顧客開拓、既存客のリピート

栃木県 有限会社マーサーズ ネット通販事業の確立と社内ポータル導入による業務効率改善

群馬県 株式会社小野木商店 レトロ調振袖にマッチしたリバーシブル帯の開発による新規顧客開拓

群馬県 有限会社アイ・ディ 中間部衝撃吸収型防煙垂壁ガラス装置の開発（改良）

群馬県 株式会社ワークステーション ３次元レーザ加工技術でデザイン照明市場への販路開拓

群馬県 株式会社ヤナギ 刺繍技術等を活用した名入れ記念品グッズの販路開拓事業

群馬県 Ｍｅｒｈａｂａ ギフト用需要を狙ったオリジナルガラス商品の販路開拓事業

群馬県 株式会社シミズプレス スクリューパイプメーカーとしての認識の向上プロジェクト

群馬県 有限会社山本農場 自社ブランド商品「和の力」認知度向上・販路拡大事業

群馬県 ｈａｉｒ Ｄｏ Ｓｕｇａｒ ｒａｂｌｅ 炭酸水装置を使ったヘッドスパメニューによる販路拡大

群馬県 第一繊維株式会社 創作菓子の商品パッケージ等の一新による販路拡大事業

群馬県 増田煉瓦株式会社 新規顧客層の獲得のための個人向けの石窯キットのＰＲ、販売

群馬県 株式会社テラテック 「Ｐ－ＢＬＯＣＫ（ピーブロック）」の販売促進活動

群馬県 株式会社創起舎
センサやアクチュエータ（電気によって動作する部品の総称）をコンピュータに接続できるように高機
能化するＩＣモジュールのソフトウェア開発

群馬県 株式会社今井酒造店 酒蔵を多目的スペースとして有効活用し、来客促進を行う

群馬県 有限会社バーバークリタ クリタブランドの発信・浸透（顧客カルテの構築、潜在的ニーズの掘り起こし）

群馬県 キラバ 格安ＷｏｒｄＰｒｅｓｓホームページ制作サービス

群馬県 有限会社カトレア 弱酸性美容とバリアフリー新店舗を活かした子連れや高齢者に優しい店舗のＰＲ

群馬県 カネト水産株式会社 地元食材のＰＲイベント「虹色晩餐会」メニューの商品化事業

群馬県 有限会社井清織物 帯製織技術を活用したインテリア・雑貨市場への販路開拓事業

群馬県 有限会社高建ホーム 新規顧客と売上増加を目的とした宣伝及び展示会の開催

群馬県 菓匠　星野 富岡製糸場みやげに相応しい包装紙等の改良と自社商品の認知度向上事業

群馬県 ＤＥＬＩＧＨＴ 来店を促すポスティングチラシ作成と配布による固定客獲得

群馬県 株式会社ステッチ 新規顧客獲得のために立体広告のスペシャリスト企業になる



事業名事業者名都道府県

群馬県 有限会社賓館 宴会の集客力向上を目指した店舗内給排水設備の改装工事

群馬県 株式会社サンベルデ 植物工場専用ＬＥＤ照明による栽培の向上化、及び栽培設備の開発

群馬県 有限会社ティーエムカンパニー 店舗のバリアフリー及び分煙化による顧客のための快適な空間提供と顧客拡大

群馬県 ｉ４（アイフォー） 簡単にデザインカスタマイズできるＷｅｂ受注システムによる販路拡大

群馬県 株式会社ろけっと開発 ＰｏｓｔＡＲの知名度向上、販売強化と戦略的ホームページ作成

群馬県 有限会社プラスツーリズム 永遠の幸福（しあわせ）をもたらす「オンリーワン・ハネムーン」のご提案

群馬県 イチカワ興業 スマホ専用ホームページ活用によるアウトレット商品販売

群馬県 ＬＥ　ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　ＨＩＤＥ 新規顧客、取引先獲得の為の販売促進計画

群馬県 株式会社寿々屋 飲食店舗の改装及び宿泊者向け／地域住民向けパンフレットの作成

埼玉県 小松製菓株式会社 ～あなたの想いをバウムにのせて～　メッセージバウムの販路拡大

埼玉県 有限会社あづまや 店舗看板広告の向上による集客効果と店舗イメージアップを図る事業

埼玉県 株式会社コーワ電器 「インターネットを活用した中古無線機販売ビジネスモデルの構築」

埼玉県 文化軽金属鋳造株式会社
川口名物鋳物商品で川口商工会議所認定ＫＡＷＡＧＵＣＨＩ　ｉ－ｍｏｎｏブランド認定商品「味わい鍋」
の使い方及び作り方の動画訴求による販促事業

埼玉県 三和グランド株式会社 「埼玉県建設資材県産品フェア２０１４」への出展

埼玉県 やーさん輸業 安心・安全な三輪自転車の認知向上と販売促進

埼玉県 株式会社ＴＡＢＡＳＡ 女性スタッフによる出張ブランド買い取りサービス事業

埼玉県 徳竹塗装株式会社 東京ビッグサイトにて行う国際物流総合展２０１４への出展

埼玉県 ＣＯＭＦＯＲＴＡＢＬＥ（コンフォータブル） 企業向けオフィスの作業効率診断と環境改善治療

埼玉県 有限会社川口屋 笑顔であんしん宅配サービスの強化と新サービスメニューの展開

埼玉県 有限陰社東阜 自園茶の国内・海外でのオンライン販売に向けたウェブサイト構築事業

埼玉県 株式会社大雪屋 特許技術を利用した「ストレッチするウエストポーチ」の開発と販路開拓

埼玉県 社会保険労務士事務所フォレスト 社労士が贈る【持続可能な歯科医院経営サポート】　助成金活用提案で顧客１０社獲得を目指す！

埼玉県 株式会社山英 高度な施工技術が必要とされる環境商品群【熱交換塗料・空気触媒】の海外展開事業

埼玉県 有限会社光圀 東京オリンピックへの「おもてなし英会話コース」新設と広告強化

埼玉県 おもちゃのこまーむ 加工機械の導入による保育現場で活躍する木のおもちゃの開発

埼玉県 株式会社リンクス・ホリ 新・生活提案　“茶ノ湯Ｓｔｙｌｅ”への取組

埼玉県 そば御膳むさしや 当店のこだわりである「手打ち」「手づくり」を前面に出した看板の作成

埼玉県 株式会社東都ワンタン本舗 化粧箱入り手づくり惣菜の製造・販売による販路及び売上高の拡大

埼玉県 エデュケーショナルコンサルティング株式会社 生徒の個性のあった個別指導塾の展開

埼玉県 株式会社グラスホッパー 全国初！飲食店向けオリジナル・ボトル彫刻の提案型ホームページ開設

埼玉県 茶ｓａｓａ茶 インターネットを活用したオリジナル茶葉の販売システムの構築

埼玉県 株式会社ダイゴウ 「子育てママ応援宣言　－　自分らしく輝ける毎日をお届けします　－」

埼玉県 Ｏｐｅｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　然 こだわりのハンバーグとオリジナルソースの贈答用商品の開発。

埼玉県 有限会社ムウズスーパーオフィス 猫まつりイベントへの出展による「猫とも新聞」発行部数拡大事業

埼玉県 株式会社ライドイノベーション 自社ブランド「ｆｌａｒｅ」の販路拡大

埼玉県 有限会社食生活 ＷＡベーグルの「強み、取組の積極発信による売上向上計画」

埼玉県 ライフ鍼灸整骨院 無痛で終わる美容骨盤矯正コースの導入

埼玉県 酒鮮厨房　かず美 一見さんいらっしゃい　～地酒とオリジナルゼリーフライでおもてなし～

埼玉県 株式会社はせがわ農園 お米の新商品開発とインターネット販売システムの構築

埼玉県 有限会社宝来鮨 作業効率向上による新たな料理のメニュー化とプロモーション戦略の展開

埼玉県 株式会社山田屋 オリジナルジュエリーブランドの全国への販路拡大と利益率の向上



事業名事業者名都道府県

埼玉県 写とる写真館 撮影用屋外設備の一新と写真の品質向上　販促用のチラシ作成

埼玉県 株式会社エノマス ロビー内装改装「日本文化体感スペース」設置工事

埼玉県 株式会社玉泉 掲示板、チラシでのＰＲと女性・高齢者に居心地のよい空間づくり

埼玉県 株式会社鳥末本店 「熊谷Ｂ級グルメ大会準優勝の唐揚げ“ピリ辛ハーフチキン”真空パック販売事業」

埼玉県 紅谷行政書士事務所 行政書士による点字名刺普及促進事業

埼玉県 イタリアンダイニングＳＡＹＡＳＯＹＯ イタリアン及びカレーソースの外販用の冷凍商品販売事業（新商品開発及びプロモーション事業）

埼玉県 株式会社　市川寝具 人に欠かせない良い睡眠環境を整える「ふっくらきれいフェア」

埼玉県 株式会社杉栄 新たに提供する埼玉県産小麦を使用した「九一蕎麦」の周知

埼玉県 株式会社ヤングトラスト インドネシア原産ヤシの樹液から精製した「グラメラ紅糖」の国内販売促進

埼玉県 学びｉｎｇ株式会社 「ビッグデータ分析」技術者向け有料トレーニング事業

埼玉県 株式会社エイト メロンパンアイス販売と育児支援のできるベーカリーカフェ店舗作り

埼玉県 日本キャリアート株式会社 「集客機能サイト」と「案内チラシ」により、無料会員登録→情報提供→セミナー参加の流れを構築

埼玉県 広島流お好み焼き七夜 埼玉県Ｂ級グルメ大会出場による春日部大凧焼の知名度向上と新規顧客の獲得

埼玉県 有限会社刀屋商事 市場の伸張が見込める中高齢層に対する中古品買取ビジネスの強化

埼玉県 有限会社フジヤ 店舗利用のお客様への快適空間及び専用トイレの新設

埼玉県 株式会社Ｋ’ｓ 専門職雇用と設備充実でＣＳ向上を図る機能訓練特化型介護事業

埼玉県 漆宝堂
若年層をターゲットに、漆器に洋食を添えた“漆器作家展”の実施／最も上質な木地“檜”を使用した
当社オリジナル椀の新規製作

埼玉県 株式会社ミサコランド 小松菜パウダーの開発と販売

埼玉県 合同会社ままのえん ＢｔｏＢ事業売上向上のためのＰＲ強化を通じた当社ブランドイメージ向上

埼玉県 株式会社エレマック 既存顧客依存体質からの脱却に向けた自社ブランド製品販売促進事業

埼玉県 アンジー　ヘア＆メイク ５０代女性の美を支えるウィッグ併用の上質サービスでの顧客開拓

埼玉県 北山印刷株式会社 ブライダル向けのシャイニーペーパーアイテムの提供

埼玉県 井上スパイス工業株式会社 新商品開発「インド氷」（甘いシロップ）の開発と販売促進の事業

埼玉県 株式会社荒木工務店 自然素材×ＳＩ工法住宅専用のパフレットの作成

埼玉県 有限会社大塚良江美容室 ＳＰ導入と遠赤外線促進器の導入

埼玉県 レストラン　イーズパッション ひとクラス上の食事時間の提供のための屋外テラスの設置事業

埼玉県 ｍｏｍｉｚｏ インターネット広告・アクセス解析・Ｗｅｂサイト制作を一体とした新事業の宣伝

埼玉県 株式会社トコウ モノの「リペア」「リメイク」「リペイント」「リデザイン」事業

埼玉県 株式会社メディカルプランニング 網膜中心静脈閉鎖症の手術に用いるマイクロニードルの開発

埼玉県 長寿庵 多言語メニュー等紹介の導入及びトイレ改修による店内環境整備

埼玉県 カーショップＰｒｅｓｅｎｔ、Ｙ 板金工場新設の新規事業

埼玉県 合資会社常盤園茶舗 感謝を込めたお返しにどうぞ！縁起ものプチギフト“祝茶”販売

埼玉県 合資会社浜岡屋商店 夏場にどうぞ！“涼”和菓子の店

埼玉県 合名会社きん藤 ふっかちゃんの部屋でお子様も大満足！ご家族のご利用アップと繁忙期の機会損失の解消効果

埼玉県 深谷増田屋 出前、お子様大歓迎！あなたのそばにあるそば屋

埼玉県 株式会社アップルサイエンス 新たな演出・集客の実現～低価格プロジェクションマッピング～

埼玉県 有限会社入曽写真館 高齢者層への販路拡大を目的とした生前遺影写真の撮影会を開催する。

埼玉県 ＣＲＹＳＴＡＬ　ＣＯＤＥ 広告媒体の活用によるネイルスクール生の獲得

埼玉県 シオン理容室 売上向上の為の、機械装置購入とチラシ作製・ポスティング

埼玉県 タートルパワー株式会社 中食（お持ち帰り）業態参入！中食メニューの開発で売上拡大

埼玉県 合同会社さくらライフサービス 「お年寄りなんでも相談室」の窓口設置と広報事業による売上拡大



事業名事業者名都道府県

埼玉県 有限会社ダンテプロゲット
“魅力ある日本のおみやげコンテスト準グランプリ”新商品　チーズケーキ『八極』のパッケージのリ
ニューアルと商品ＰＲキャラバン事業

埼玉県 株式会社Ｒａｇｇａ　Ｗｏｒｋｓ クリーンルームにおける清浄度測定業務のＰＲ事業

埼玉県 パン屋麦兵衛 新商品！いるま野食パンと埼玉県産地粉の焼き菓子　パッと目を引くデザインで勝負！！！

埼玉県 株式会社ｃｏｒｏｔ 築１００年以上の古民家の床下大公開　見てみよう！やってみよう！畳下修繕・畳入替大作戦！！

埼玉県 有限会社おぎの フェイシャルエステ強化による顧客満足向上事業

埼玉県 有限会社マルサン眼鏡店 ・新たなファン獲得のための「遠近両用メガネのスペシャル店」＆「ミニ講座開講事業」

埼玉県 飯島桐箪笥製作所 熟練技術早期向上事業

埼玉県 オオノガス株式会社 「レンジフード簡単取替事業、ガス暖房プレゼントお部屋もあったか事業」

埼玉県 有限会社アシスト 世界基準の盗難防止装置（カーセキュリティー）販売による売上拡大

埼玉県 ホシカワカフェ ホシカワカフェのブランドを強化し、地域を活性化させる事業

埼玉県 フロイントスポーツ ＦＲＥＵＮＤチャレンジハンドボール教室の開催

埼玉県 有限会社新和精機 哺乳瓶ホルダー（新製品）の開発及び試作品製作

千葉県 株式会社テレウス ハンドバイクの需要開拓

千葉県 有限会社　アルプス 特殊／変則ローンと特殊レンタカー役務のメジャー化

千葉県 掛軸工房連 「モダンＫａｋｅｊｉｋｕ（現代風掛軸）」と「モダン屏風」の制作と販売

千葉県 有限会社銚子海洋研究所 「銚子ならではの自然体験を可能とする観光プログラムの提供」事業

千葉県 からだ塾 国の抱える問題の一助を目指す治療院作りの販路拡大

千葉県 合名会社山口製菓舗
新規顧客の獲得および集客力を高めるための幅広い年齢層をターゲットにした「カフェ」スペースの
設置

千葉県 弁当惣菜屋　八千代 『揚げ物惣菜等の宣伝及び製造設備強化』事業

千葉県 株式会社山一ハウス ３Ｄプリンターを使った建築模型の製作

千葉県 有限会社じゅん平 広島お好み焼・鉄板焼の宅配事業

千葉県 昭和プラスチック株式会社 新規顧客開拓を図る為工業系の展示会に出展

千葉県 メディアックパソコンスクール　京成大久保教室 ３Ｄプリンタを用いた子供向け講座の新設

千葉県 エアコン丸洗い株式会社 飲食店厨房のグリスフィルター用洗浄剤の販路開拓の検証試験

千葉県 株式会社すず来
弊社で施工実績のある顧客と一般の人が「集う場」を作り、弊社施工の利点を見聞きしてもらい、新
規顧客獲得と顧客のリピーター化を目指す事業

千葉県 ぴっころ動物病院 しつけ教室の開催および動物介護相談窓口の設置

千葉県 株式会社グッチートレーディング 玄米・雑穀を使用した地元資源を活かした清涼飲料水の商品開発

千葉県 夢を勝ち取る元気組株式会社 女性とファミリー層を取り入れる為の販促と、店内外のイメージチェンジ

千葉県 株式会社シメケン おてがる・簡単・同人通販サイトシメケン・マーケットの展開

千葉県 株式会社飯塚海苔店 新商品用パッケージの開発と商品パンフレットの作成による販路拡大

千葉県
プロフェッショナルグルーマーズスクール　サガ
ン

ワンちゃんお手入れ教室

千葉県 ドックサロン　ケンネル薫 高齢者向けペットレンタルサービス

千葉県 株式会社　太洋自動車整備工場
（１）複合的な広報及び店舗イメージの向上による新規顧客開拓＆ファン獲得　（２）新規事業（福祉
車両分野）への参入

千葉県 株式会社ＢＩプロジェクト 空き家・空き地定期管理業務の広告宣伝

千葉県 ＨＯＴＹＯＧＡｇａｒｂｈａ エキスパートと連携したイベントによるホットヨガの普及と教室運営体制の強化

千葉県 本町治療院 女性・産後女性への治療提供による新規顧客拡大の為の新店舗増設

千葉県 カフェ　キャリオカ 店舗リニューアルに合わせた女性客を取り込むための宣伝とイベントの開催

千葉県 有限会社金松堂 「目と耳のトータルケア」シルバー集客アップ福祉送迎サービス

千葉県 ＩＤＥＡ 大人の女性を満足させる髪と肌がより美しく見えるミラー設置及び新規広告事業

千葉県 イタリア料理　ペッシェ　アズーロ イタリア料理のケータリング（出張料理）事業拡大と認知度向上

千葉県 有限会社真砂 外国人の接待ニーズに応える、和風テイストの店づくり



事業名事業者名都道府県

千葉県 Ｍａｎａ　Ｈａｉｒ　（マーナヘアー） 価格低下による負のサイクルにおいて価格をさげずにお財布に優しい。親子でハッピー計画♪

千葉県 株式会社谷津どうぶつ病院
ＩＣＵ（集中治療室）ユニット等の高度獣医療設備の導入による高付加価値サービスの提供と新規顧
客の開拓

千葉県 ワークパワー株式会社 当社ホームページへのお仕事検索システムの導入（データベースシステムの導入）

千葉県 カフェラビアンヴニュ 本格フランス焼菓子の開発及びネット通販サービスの提供

千葉県 株式会社Ｔａｒｏ 介護用シャンプークロスの販売

千葉県 有限会社　プロショップ カズ マーキング加工用の熱圧着機の１台増設

千葉県 麺屋　風’ｓ 「健康」にこだわった新商品開発と新規顧客獲得のための店舗環境整備

千葉県 快適住まいる ビジュアルでサービスの良さを訴求できる販促資材の開発と販路開拓の強化

千葉県 茂原産業株式会社 新交換回収方式によるバッテリーリサイクルシステムの確立と受注拡大

千葉県 有限会社エクセレントゼミナール 進学塾のノウハウで指導する学童コース（小１～小４）の開設

千葉県 株式会社ｔｏｎｏ＇ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 移動販売車の公開塗装イベントの実施

千葉県 もばら煎餅 オリジナルメッセージ付き商品の開発と新規販路開拓事業

千葉県 株式会社アイボディ 産前産後の骨盤矯正診療システムの開発による新規女性客の獲得

千葉県 株式会社おんだら農園 安心・安全な農産物の生産及び体験農業型複合施設のＰＲと販売促進

千葉県 有限会社オガワ薬局 外国人観光客を含むダイエット漢方薬の販促ツールの充実

千葉県 株式会社アットデル 清掃業、マンション管理業に特化した勤怠管理サービスの販売展開

千葉県 株式会社うまだれカンパニー フレッシュ梨味禅（自社製造の梨ドレッシング）で「三方一両得」

千葉県 フィールドヘアー （１）顧客管理システムの導入　（２）ネット通販システムの開発

千葉県 花工房Ｔｉａｒｅ プリザーブドフラワーのブライダル事業の強化

千葉県 有限会社柏ビーズ 「新店舗用及び画廊用商品の為の販売促進パッケージ制作」

千葉県 和泉庵わかや トイレ改修、高齢者対応工事（バリアフリー化）

千葉県 香取生花店 店舗、商品のバージョンアップと新しい顧客の取り込み

千葉県 らく～ね検見川浜ＰＩＡ店 新たなリラクゼーション空間の創出とその販促

千葉県 合資会社ｋａｚａｘ 全天候型（室内）インラインスケート場を４ヶ月間設置し体験教室を行い用具物品の販路拡大を図る

千葉県 海と大地と炙り焼　海炎 『ＰＯＳレジを使った顧客管理からの販路拡大』

千葉県 自家焙煎珈琲　茶珈香 リキッドアイスコーヒー・ドリップバッグの開発及びＨＰによる告知

千葉県 合同会社ＥＤＧＥ　ＨＡＵＳ 「新規顧客の取り込みに向けた鍵付き個室スペースの新設とＰＲ」

千葉県 うつわｔｅｆｔｅｆ 陶芸教室リニューアルにおけるアトリエ改装事業

千葉県 Ｃｌａｄｌｅｓｓ　Ｓｏｕｎｄ 使用される環境を開発設備に取り入れてより有益な製品を開発する

千葉県 有限会社ＱＷＡＣＣＨＩ ＪＡＰＡＮブランド食品の輸出事業

千葉県 トラストデント佐倉店 集客力向上の為の工場中央の支柱の撤去工事

東京都 株式会社Ｓａｎｔａ　　Ｃｏｒｐｏｒａｔｅ 戦略に基づいた新たな顧客獲得

東京都 株式会社まあるいテレビ
・ブランド認知度を向上させるためのＤＶＤサンプルの制作・新規取引先開拓のための紙媒体による
商品パンフレット、及びホームページの制作

東京都 東京国際司法書士事務所 地元に根付いた地域密着の相続手続き代行事業の展開

東京都 株式会社新日本経済不動産評価研究所 ～相続・相続税の専門家ノウハウの結集による～「オーダー・メイド」相続・相続税対策コンサル

東京都 株式会社アクト　フォー　屋号ビーンズアクト ホームページのリニューアルと周年事業２０１５年版カレンダーの作成

東京都 株式会社柳田織物 オムニチャネル構築に関わる販促費

東京都 株式会社フォースタイル 個人・小規模サロンへのコンサルティングサービス立ち上げ

東京都 Ａｎｇｅｌ　Ｅａｒ ・トイレの改修・脱毛器の購入・広告宣伝　ＥＣＣＯ、リビング新聞、ｙａｈｏｏ　ｂｅａｕｔｙ

東京都 有限会社猪浦プレシジョン 「卓上振動内径ラップ盤」及び「ダイヤモンド電着リーマ」の広報活動

東京都 株式会社ボウンディア
＜デザインｔｏｋｙｏ＞展示会において、デザイン部門での出展を行い、商品知名度を上げ、販売促進
販路開拓を目指す。



事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社ウェルクス 治療家に特化した人材紹介事業

東京都 株式会社成　幸 銀座地区小規模・個人店舗向けのハンズオン型印刷サービスの提供

東京都 株式会社リプロモ ＫＯＫＥくんのプロモーション活動

東京都 ブロードデザイン株式会社 国際放送機器展への出展事業およびそれに伴う拡販活動

東京都 株式会社フィールノート 床の強みを生かしたリフォーム店になるための販路開拓・広告宣伝

東京都 リブト株式会社 「当社内視鏡カメラの産婦人科領域への参入（新規市場開拓）」

東京都 田中孝明法律事務所 フリーランスのための“法律入門ホームページ”の開設及び運営

東京都 有限会社ナックジャパン スタートしたばかりの自社オリジナルブランド「Ｐｏｌｌｅｎｓ」の販路開拓

東京都 シングルリード研究室 国際クラリネットフェスタ２０１４でリードマイスター（ＲＭ）の出展・実演国内音楽雑誌への広告掲載

東京都 株式会社エンターテック 法人取引専門の「贈り花」提供サービスの開発

東京都 有限会社やぶそば ①店舗外装の塗装改修による店構えの好印象化と、案内看板の取り付け。②広告宣伝活動

東京都 株式会社オンネット・システムズ Ｏｎｎｅｔ統合業務シリーズの商品説明ホームページの充実

東京都 株式会社モリプランニング 「カクテルスペシャリスト養成講座」開発による新規顧客獲得

東京都 ちゃんちき堂 ちゃんちき堂のひみつ工場Ⅱリフォームプロジェクト

東京都 有限会社越前屋 手ぬぐいによるラッピングサービス

東京都 株式会社ランチ 合同展示会出展費用

東京都 株式会社ラクラスホーム 紙媒体を活用した、現地集客の強化及び企業認知度の向上

東京都 秋田社会保険労務士事務所 労使トラブル予防を目的とした就業規則作成と採用適性検査活用

東京都 有限会社奥州堂 「和菓子折詰用掛け紙の制作」による新規お客様の開拓

東京都 株式会社ｓｏｕｎｄ　ｄｅｓｉｇｎ　ＯＮ ・ＭＡスタジオ　多角化・編集スタジオ　多角化・音響効果　多角化

東京都 さかな居酒屋日吉丸 『伝説の漁師料理』発掘プロジェクト　～嗜好と思考～

東京都 株式会社セキュリティハウス西東京 街頭防犯カメラ直接取引拡大強化活動事業

東京都 巴電気通信株式会社 ＢＣＰ対応の高品質・安価なリモート監視サービスの提供

東京都 日本エムテクス株式会社 自分で張れる『卵タイル』の開発と販売

東京都 エステティックサロン　マチュール 徹底的にターゲティングしたポスティング作戦で新規顧客獲得

東京都 ネクストゴルフ株式会社 オリジナルブランド「鎬（シノギ）」の販売力強化と販路拡大

東京都 宝来軒 店内の環境整備による来客数増大・売上拡大

東京都 ＨＳ　Ｒｅｔａｉｌ株式会社 販促品の作成とウィンドウディスプレー・ギフト包装の見直しによるプロモーションの強化

東京都 Ｄ－０２オフィス株式会社 ヘビ革を使ったオリジナルブランドバッグの販路拡大

東京都 有限会社ジャムズ
既存取り扱い商品の販売強化に向けた看板・テントの設置と新サービス用のホームページ、チラシ、
各種販促物作成

東京都 ツノダ人事多摩オフィス 多摩エリアの小規模事業所向け特化型就業規則作成サービス

東京都 クライミングジム・ナッツ クライミングジムのリニューアル

東京都 うおん株式会社 タイでの日本産鮮魚と和牛ＰＢの販路開拓

東京都 ヘアサロン　アキ 高齢者及び留学生向けの店内誘導化率の向上

東京都 株式会社アシストクリップ
ＬＥＤライトパネルの認知度向上（専門誌広告、主要ホール内広告）　ＬＥＤライトパネルの生産体制
確認（現在進行中の大型案件受注に向けて）

東京都 レデックス株式会社 ロイヤルカスタマーの増加と販売

東京都 株式会社人財ストレスラボ ホームページの再構築、及び、インターネット広告を活用したプロモーション

東京都 株式会社こころ味　あじなお 新聞折り込みによる宣伝、ダイレクトメールによる宣伝

東京都 株式会社アトリエ・リリー 欧州の服育精神を取り入れた上質でオンリーワンな親子服の卸販売

東京都 株式会社ブルームウィル ～生徒数増加プロジェクト～

東京都 株式会社サンクタム オリジナルジュエリーブランド「Ｌｉｚａ　Ｂｅｌａｃｈｅｗ」の期間限定ポップアップショップイベントの開催



事業名事業者名都道府県

東京都 アップライン株式会社 広告等の制作を受注するためのホームページ構築事業

東京都 株式会社社会起業家パートナーズ 美容難民を救うユニバーサルデザインの美容室事業の販売促進

東京都 株式会社サンナホル 新商品マイクロナノバブルシャワーヘッドＰＲ事業

東京都 株式会社ハウジング・ソリューションズ 復元構法の認知度向上と販路拡大

東京都 ＯＨＢＡコンサルティング ＩＴベンダーやユーザー企業に対する研修・セミナー事業の販売

東京都 村田染工株式会社 商品パッケージや包装紙・ラッピングの変更・古くなった商品パッケージのデザインを一新

東京都 株式会社アイキューブ クラウド化した「本家シリーズ」のプロモーション強化事業

東京都 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｌａｎｃｈｅｕｒ 「大人上品」なお客様のための店舗環境で提供するネイルサロン事業

東京都 株式会社ビッグキッズ コスチュームレンタル事業の開拓と着ぐるみオーダー事業の展開

東京都 株式会社アング 即戦力となる人材育成のためスチューデントネイルサロンを開設、人材の紹介

東京都 ＳＴＯＣＫＭＡＮ有限会社 自社ネットショップの再構築ならび店舗と複数ネット店舗共通の在庫・商品管理システムの導入

東京都 やまざき労務管理事務所 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

東京都 株式会社りとるジム 音楽家向けのプロモーション活動

東京都 合同会社ＴＡＳＣＡ 平日ディナー客獲得の為の看板設置、調光器設置、ＨＰ開設

東京都 株式会社伊藤バインダリー 自社開発文具商品販路拡大の為の、国内外展示会の出展事業

東京都 株式会社八木長本店 世界中からお客様を呼び込める日本のだしと和食食材の英語のホームページ作成

東京都 株式会社ＳＡＫＡＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ フレンチ薬膳事業エミネンス活動

東京都 有限会社山中亭 お持ち帰り用ピザ等の販売強化事業

東京都 株式会社ＧＨＳ（屋号：スギヤマッサージ治療室） 高齢者をターゲットにした販路拡大のため、高齢者対応の治療室改装

東京都 カインドミュージック 音楽イベントによる新規顧客の開拓

東京都 株式会社森木ペーパー 和紙の国内向け直販事業展開のためのショールーム及び販売スペースの設置

東京都 有限会社テクノム レンタサイクルによるシニア世代・外国人観光客向けスポーツ観光

東京都 株式会社トランドゥ
Ａ　仕出し業務新規顧客開拓のためのパンフレット作成／Ｂ　飲食店新規顧客開拓に関わる、販売
促進（郵便事業・タウンメール利用）／Ｃ　仕出し業務（福祉施設専門）専門家からの助言指導。コン
サルティングを委託／Ｄ　店舗ファサードのリニューアル

東京都 有限会社サイバープラス 新商品の開発、製造数増加。店舗の待機顧客への環境改善

東京都 マジケ合資会社 上海ＦＢＣ２０１４（日中ものづくり商談会）出展による、製品企画デザインサービス拡販

東京都 真野眼鏡 新規開発の「江戸流手作り眼鏡」ＰＲのための内外装改装と広報強化

東京都 大島社会保険労務士事務所 人工透析患者のための病院探しサイトへのバナー広告出稿

東京都 日本鳩対策センター株式会社 地方での鳩対策施工事例と鳩対策新商品を活用したＷＥＢ販売促進

東京都 ＧＥＮＴＬＥ 新規顧客獲得の為のＨＰ作成と備品購入

東京都 ＰＡＴＲＩＣＩＡＮ　ＳＴＹＬＥ スモッキング刺しゅうの啓蒙活動及びＷＥＢ施策を利用した顧客開拓

東京都 ＳＯＲＯＭＩ 塾用トイレの改修事業

東京都 Ａｍｅｌｉｅ まつ毛エクステ・ネイルサロンのサービス向上・新規顧客獲得

東京都 ＢＥＡＮＳ　ＴＩＭＥ（ビーンズタイム）
ふと立ち寄りたくなる素敵な装飾のオリジナルスイーツのある自家焙煎カフェ　美味しいコーヒー豆が
買えるショッピングサイト

東京都 有限会社クリーン 生ごみ堆肥「めぐみ」の商品パッケージ改良と販路開拓

東京都 ちゃんぽん　大龍軒 集客力を高めるためのちゃんぽん店への特化と店舗視認性向上策

東京都 株式会社東京葡萄酒 高層マンション居住者向け限定ダイレクトメールの発送

東京都 有限会社つくし野マロン オリジナルのマカロン開発と販路開拓事業

東京都 有限会社チバプラス オリジナル商品「お皿まな板」の改良版の開発及び販売促進

東京都 株式会社アドガレージ 「板金塗装業向け業務管理システム」のインターネットを活用した広告宣伝

東京都 有限会社丸ヨ片野製鞄所 「革でつなぐ、もの・コト・人・ｍａｃｈｉづくり」ｍａｒｕｙｏ　ｌｅａｔｈｅｒ　ｌａｂ　ＭＥＷの広報宣伝



事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社ＨＯＴａｎｄＯＤＤ 自社メディア「高田馬場新聞」の認知向上による、既存広告代理業の新規顧客獲得事業

東京都 株式会社香音 リラクゼーションサロン事業および、スクール事業の新規顧客開拓

東京都 木本硝子株式会社 『商品コンセプト、ブランドストーリー等』を記載した日本語版、英語版ＨＰを構築

東京都 ＨＡＩＲＳ　ＹＯＳＨＩＯＫＡ 新サービス「メンズエステ」等の開発とその提供

東京都 株式会社　新日屋 日本語／英語二ヶ国語でパンフレットおよびＷＥＢサイトを作成

東京都 リングトレーディング株式会社 スモークハウスとカッターナイフとそのノウハウの営業力強化

東京都 ハニカムステージ
「事業拡大のための店舗整備・販促」及び「クリエイター部（委託業務請け負い）設立のための整備事
業」

東京都 株式会社パルファンサトリ ウェブサイトの海外向け商品ページ作成

東京都 ＤＯＵＢＬＥ株式会社
スエード調コーティングによる高級感あふれる車の内装デコレーションに必要な機械装置の購入事
業

東京都 株式会社ビジョナリークロス 診断ツールを活用した中小企業向けオンライン指導サービスの開発

東京都 株式会社ＳＨＩＢＵＹＡ　ＰＡＲＫ　ＣＡＦＥ 缶詰・瓶詰の開発・販売

東京都 株式会社川西 自社製品であるくすしにがりの販路拡大

東京都 株式会社クボプラ 新規顧客開拓のための展示会出展

東京都 サカ井紙業株式会社 ギフト用ボックス製作及びネット広告販売事業

東京都 アプリールクッキングスタジオ 新講座導入と時間割のリニューアルに伴う広報物の作成

東京都 有限会社ハヴィーナ カジュアルラインの商品開発と販路拡大

東京都 セカンドアカデミー株式会社 キャリア支援講座に特化した講座管理システムの開発・販促事業

東京都 株式会社ネバーランドインターナショナル トピアリーの経営効果を表現した公式パンフレット作成による新規顧客増加戦略

東京都 ブライダルパートナーズ 国内婚姻数を増加する為の３０代男性向け婚活セミナー運営による販路拡大

東京都 株式会社アクアホーム アスベスト処理事業のアピールによる販路拡大

東京都 きものや ろふてい 白金ｓｔｙｌｅ～ヘアセット＆着付けコラボメニュー発信事業

東京都 なかの中華！Ｓａｉ 集客力を高めるための客席及びトイレのバリアフリー化工事

東京都 株式会社感動経営義塾 サムライ経営研修の広報活動強化

東京都 合同会社瑠璃屋 動物用医薬品販売業

東京都 株式会社コンライブ 自社ブランド商品のインターネット販売

東京都 株式会社リペア再生サービス 女性目線による住宅補修再生サービスの販路開拓

東京都 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｄｉｃｈａ　（サロン　デ　ディッチャ） 身体の不自由な方への負担を軽減しながら気軽にケア出来る店作り

東京都 開拓屋 新しい顧客層の開拓に向けた店舗外観イメージの改善

東京都 有限会社有明電装 無機ＥＬ発光素材を使った誘導標識の商品開発

東京都 Ｌｉｎｋ＇ｓ　Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘ まつげエクステ・ネイル部門立上げに際する店舗整備、販促事業

東京都 有限会社甘集堂 製品の箱を一新し、その認知度を全国規模に広める

東京都 株式会社日興エボナイト製造所 エボナイト・万年筆事業拡充のための店舗「笑暮屋（エボヤ）」の改装。

東京都 株式会社スイベルアンドノット 地域ポータルウェブサイトの立ち上げ事業

東京都 株式会社コルコル 食育教室・講座開催に伴う広告宣伝・設備

東京都 株式会社ＫＯＳＵＧＥ ＨＰ更新と地方のミニ展示会参加による新たな顧客の取込み

東京都 おいしいや　かわいいや 食物アレルギー対応のケーキ・焼き菓子の商品化と販路拡大

東京都 ブーランジェリー　ロラソ ウェブショップ開設とパン・お菓子教室の開講による売り上げアップ

東京都 株式会社Ｖｉｎｏ Ｈａｙａｓｈｉ 個人顧客向けイタリアワイン通信講座の開発

東京都 Ｔｒｕｅ　Ｓｔｙｌｅ　Ｌａｂ． 製品の国内外認知度向上と提携先開拓による需要喚起・販売力の向上

東京都 有限会社新井建設 看板をつけて知名度を上げる地域に根付いた相談のできる親しみのある工務店

東京都 有限会社旭建硝 リフォーム効果買取保証サービスの周知による売上拡大計画



事業名事業者名都道府県

東京都 有限会社伊倉板金塗装工業 ランディングページの構築及び広告宣伝とチラシ制作

東京都 みどり堂整骨院 待合室空間の快適化

東京都 株式会社テクノマックス化研 高性能、高耐久の塩害防止塗料の開発

東京都 株式会社 タナカ 新食感キャンディー（噛めるハードキャンディー）の開発

東京都 有限会社ふたば シャッターの有効活用による情報発信

東京都 有限会社Ｓｌａｓｈ　Ｏｎｅ スマートフォン向け、マイページの制作

東京都 あおいくまメディカル株式会社 歩行強化、矯正、改善に特化した新サービスの提供事業

東京都 ヴィダ　カフェテラ 各種広告および店舗訴求力アップのための改良事業

東京都 ムゲン・サービス株式会社 粗大ごみ及び廃棄物の仕分けに関するウェブページの制作

東京都 葬儀社えぼし本店 販促用カラー広告の作成、配布

東京都 有限会社宮田商店 看板と店内設備改修による環境向上と運営効率化

東京都 株式会社グローカル 行政・観光協会向け集客コンサルティングサービスの提供

東京都 株式会社ｍａｎｉｓ　ｈａｔｉ ジュニアサロンの展開

東京都 Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｌａｂ合同会社 大型タッチパネル導入による受注拡大と顧客サポート充実

東京都 美容室じゅん

白髪染め客集客のためのチラシの制作、及び新聞折込・ポスティング　当店をご存じない白髪染め
客層を、興味関心を抱いて頂き、『一度試しに行ってみよう！』と消費行動を促すチラシを制作し新規
客の集客を図る。主に商圏内の文京区千石、千駄木、を重点的に、対象客が多いとされている本
郷、千駄木５丁目、また近年建ったマンション、一戸建てが多い向ヶ丘、白山、本郷等に対し定期的
に（１００００枚×８回）８万枚の新聞折り込みチラシをお配布する。

東京都 有限会社一力屋そば店 お客様の要望に対応できる客席テーブルの改善（座卓、立脚併用テーブルと椅子２４脚の購入）

東京都 Ｔｈｅ Ｗａｔｔｓ Ｗｏｒｋｓ 効果的な情報発信による３Ｄフィギュアの新規顧客開拓事業

東京都 かなざわ行政書士事務所 建設・宅建業許認可申請サービスのインターネット集客事業進出

東京都 株式会社リードシステム スマートフォン、タブレットを利用した　新セキュリティ、遠隔監視操作システムのプロモーション展開

東京都 大成技研株式会社 展示会出展と雑誌広告掲載で顧客情報をＧＥＴするぞ

東京都 マービン＆ソンズ 展示会の内容充実による売上高の増進

東京都 バンゼン合同会社 特許・情報フェア＆コンファレンスへの出展による販路拡大

東京都 花工房ぴっぴ 「呼び込み新規顧客」レンタルスペースで店舗をＰＲする事業

東京都 株式会社グランツ 医師または医療機関向けの広告、及びＨＰの改正

東京都 合同会社日本伝統文化未来考案室 盆景商品の開発と販促ツールの製作

東京都 株式会社ドゥカンパニー デジタルで本物の感触と感動を伝える！　美術館、向け閲覧システムの開発

東京都 はり灸チェカ 新規顧客掘り起こしセミナー

東京都 株式会社Ｅｎａ・ｆｅｅｌ 【個人顧客を対象としたデザイナーズリフォーム】

東京都 有限会社ユニットクロヨン ＡＲ（拡張現実感）を活用した販売促進コンテンツ制作のＰＲと試作品製作事業

東京都 エレメンツ株式会社 環境負荷の少ない芝育成・農業製剤「ルーツアーマー」の販路開拓

東京都 株式会社響 ユニフォームのコンセプトブック作成による新規開拓事業

東京都 セブンシーズリレーションズ株式会社 海外クルーズ客船の周知活動および新規顧客獲得の為のダイレクトメールと説明会イベント

東京都 株式会社ｓｈａｋｅ　ｔｒｅｅ トイレ改装工事による顧客満足度向上及び固定客化事業

東京都 櫻井釣漁具株式会社 釣具国内外向けの動画を中心としたホームページによる新規取引先獲得事業

東京都 御菓子司　泉屋 食品表示の充実と和菓子教室展開事業

東京都 株式会社さくらドラフトワークス 建築設備ＢＩＭ推進対策／（次代をリードする新しい設備図面サービスに向けて）

東京都 ファイン株式会社 伊賀　「歯ブラシ工房」　開設

東京都 アＱ オンラインショップの改良、オリジナル商品企画による新規客獲得

東京都 有限会社　とみ 「美」と「介護予防」の両立を図る転倒骨折予防下着の販路開拓



事業名事業者名都道府県

東京都 株式会社リンクスタッフ 新マーケット（個人向けの各種代行サービス）への進出および販路拡大

東京都 有限会社エーデルシュタイン東京営業所 ワイン愛好層が喜ぶ我が国未入荷ワインの輸入販売事業

東京都 ＡｎｄＨｅａｖｙ株式会社 音楽総合配信サイト／アプリ（ＢＡＤ８１）の開設

東京都 町田で学び隊 「高齢者施設向けレクリエーションサービスのための販促等事業」

東京都 株式会社ヒューマンリソースマネージメント 医療現場へのメンタルヘルス対策の販路拡大による看護師労働環境改善事業

東京都 有限会社スイング 商流の再開拓と販促ツールの強化

東京都 株式会社アイテーオー 試作開発機の改良及び新製品・技術の潜在需要開拓

東京都 いなりや 「青梅産そば」地域ブランド商品の開発

東京都 株式会社フレンドリージャパン 中国人観光客誘客促進事業①ホテル予約システム　②翼欣クーポン

東京都 株式会社Ｍ＆Ａオークション 美容室スペース貸しサイトの運用

東京都 株式会社ペンネンノルデ 美術展や観光地小売店への営業のためのツール・企画商品開発

東京都 エノテカ　ルーチェ 自社ホームページを導入し、キーワード検索の活用によるインターネット予約の増大計画

東京都 株式会社７６６ ブリックスシステムクッションの開発、宣伝

東京都 ｄｉｎｉｎｇ　ｓｔａｎｄ　ＳＥＭＰＲＥ 店舗改装による店舗視認性の向上および快適性の向上

東京都 株式会社トーク 「カーボンアイ　プラス」他業界向け販路開拓事業

東京都 株式会社ＬＯＴＵＳ　ＪＡＰＡＮ 展示会出展による新商品のリリース及び販路開拓

東京都 株式会社リレーションズ 駐車場コンサル・海外事業展開を強化した企業ホームページの作成

東京都 一之瀬税務会計事務所 新規事業（アスリート支援事業）のＷｅｂサイト構築

東京都 プラナワークス株式会社 近隣住民の健康促進、体質改善のためのヨガスタジオ運営事業

東京都 眼鏡工房たちばな 補聴器のワンストップサービスによる販売強化

東京都 経営創研株式会社 ＯＢ人材を活用した「社長の右腕代行サービス」の開発と販路開拓

東京都 ジーハ防音設計株式会社 舞台照明（演出照明）の工事受注に向けた集客施策の実施

東京都 株式会社おちゃらか 新店舗と新ホームページによる付加価値連動型サービスの提供

東京都 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｓｍｉｌｅ レシピ開発マッチングサイトの販促ツール開発事業

東京都 エヌ・アイ・ティー株式会社 翻訳チェックソフトの海外販売

東京都 前田洸一税理士事務所 外資系企業でも習得できる会計コーチングに伴うナレッジコンテンツサービス

東京都 有限会社礒野商会 「職人手作りジュエリーリフォーム※」の販売促進※以降「ジュエリーリフォーム」と書きます

東京都 エイチフードジャパン株式会社 ショッピングサイト構築とＳＮＳを活用したマーケティング活動

東京都 矢島美容室 記念日　（七五三・成人式等）のヘアメイク、着付け・撮影事業の拡大

東京都 株式会社ｉｓｌａｍａｐ 輸入販売するハラールミートのためのパッケージデザイン・制作

東京都 株式会社ａｄｋｉｔ 「スマホ・タブレットをかざすだけ！画像マーカーで簡単ＡＲ」

東京都 ＥＤＥＮＺＦＥＥＬ株式会社 創業者向けホームページ制作＋ＷＥＢコンサルティングで販路拡大

東京都 ＫＴＣ
①きくち接骨院患者様の教育強化（健康体操教室の開催、パンフレット作成）②きくち接骨院のホー
ムページリニューアル③スポーツクラブＩ－ｆａ内での治療室開業

東京都 株式会社黒河内デザイン事務所 ブランド価値を高める自社ＥＣサイト構築により、卸売から小売への進出

東京都 情 店舗の認知度向上による来店客数と売上の増大

東京都 株式会社ワンエッセス 店頭販促＆折込広告で、「まずは店に寄ってもらう」作戦

東京都 合同会社プラナス
新たな商品開発と販売方式の導入（社会貢献に関する新商品の企画商品開発及びＷＥＢショップの
導入）

東京都 株式会社ＥｌｅｎａＬｅａｆ ギフトとして付加価値の高い紅茶・紅茶関連商品の確立、販路開拓

東京都 せりえ鍼灸室・広尾 産後の女性のトータルヘルスケア支援事業

東京都 株式会社ドクター＆ファーマ ＭａｒｒｙＭｅｍｏｒｙ、カモミールカップルティーの販路拡大

東京都 こども動物教室アニマルシップ 「カルチャースクール」、「プロ・アマチュア認定スクール」、「犬の家庭教師」，「犬語Ｅ－ラーニング」



事業名事業者名都道府県

東京都 漁師直営一心丸 ホームページの新規作成、チラシ投函

東京都 北の和みフーズ株式会社 モンドセレクションの受賞式ＰＲ及び出品申請セミナーの開催

東京都 株式会社ニュースター ＥＣ通販業界専門の人材紹介事業の展開

東京都 株式会社ロケーションズ 新規顧客の開拓を狙った展示会への出展

東京都 東京トレード株式会社 「動画制作事業」の販促用ＰＲ

東京都 有限会社稲垣 馬込文士村土産「パウンドケーキ」「クッキー」商品化事業

東京都 株式会社Ｌｕｘｓｔ　ｔｏｋｙｏ ブランドイメージ確立の為の店舗改装及び広報活動・販路拡大

東京都 Ｒｏｓｙ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ株式会社 琉球畳・国産無垢材リフォームプロジェクト

東京都 株式会社　トニーセイムジャパン 新規顧客とブランド認知獲得を企図した２０１４年秋展示会の開催

東京都 株式会社ＳＯＬ 既存ネイルサロンを活用したメンズネイルサービス

東京都 有限会社Ｙｐｓｉｌｏｎ 広報強化による運営拡大および卸売のためのメニュー開発・拡充

東京都 株式会社サイトビジット 新講座リリースに向けた顧客開拓のための販促活動事業

東京都 株式会社創英 新規顧客開拓プロジェクト

東京都 ＳＬＯＷ　ＬＩＦＥ 小顔頭蓋骨矯正メニューを取り入れた新サービスによる新規集客

神奈川県 株式会社トライフ 革新的な口腔ケア製品の広報及び展示会等出展

神奈川県 有限会社マミオフィス 「原宿音楽教室＆カルチャースクール」の新規顧客獲得＆イメージ向上広告宣伝事業

神奈川県 合同会社サウンドロープ インターネットでの楽器のソーシャルネットワーキングサービスの運営

神奈川県 アプテック株式会社 小額短期保険会社向けオンライン証券発行ソリューションの開発と広報

神奈川県 和風レストラン　静久 和式トイレから洋式トイレへの改修事業

神奈川県 株式会社ＦＯＲＴ 中古精米機と家庭用精米機の拡販と安全で美味しいお米の展開

神奈川県 株式会社銚子屋 ブランド力アップのため販売促進及び新パッケージ・新商品の開発

神奈川県 株式会社あしたみらいず 新製品【ミニ水素ステーション】の医療分野への販路拡大

神奈川県 有限会社　佐々木商事 自転車の展示方法の改善による新規顧客の開拓

神奈川県 株式会社渡邉園 渡邉園今年最後の大売出しキャンペーン広告宣伝・販売促進

神奈川県 あん・プティ・ふる～る 乳製品を使用しないケーキ『Ｓ－Ｓｗｅｅｔｓ』の商品化と販路開拓

神奈川県 ハイベック株式会社 小型脱臭殺菌空気清浄機の開発販売

神奈川県 株式会社スマイルワン 広告の強化による「スマイル＆コミュニケーション」ＰＲ事業

神奈川県 有限会社ストーリー 携帯電話インターフェース・予約管理コールセンターシステムの開発及び広告

神奈川県 ドルフィンスルー株式会社 チャンネルプロデュース事業の販路拡大

神奈川県 コロンバス精機株式会社 モータ用アンプＭＴｍａｔｅの販売促進事業

神奈川県 株式会社ビデオセンター横須賀 既存顧客の掘り起こしと新規顧客開拓のための新たな営業ツールの開発

神奈川県 サロンドラックス ホームページとチラシの作製と看板設置での新規客獲得

神奈川県 株式会社フォーコーポレーション 展示会「東京ギフトショー」への出展による販路開拓事業

神奈川県 有アンド長（みんなのキッチン） 地域密着型イベントの開催及び情報紙発行による販路拡大

神奈川県 優成サービス 福祉バイオトイレカー改修及び身体の不自由な方向け広報代

神奈川県 株式会社古賀電子 医療機器分野の顧客開拓

神奈川県 合同会社フロントビジョンコンサルティング マーケティング戦略立案から映像制作までのワンストップサービスの新規立ち上げ

神奈川県 株式会社かもし堂 新しいロケ弁・お惣菜の開発と販売強化

神奈川県 株式会社ラッキーソフト 介護予防レクリエーション装置「ＴＡＮＯ」の広報活動

神奈川県 横浜情報機器株式会社 Ｗｅｂサイト作成及び販売促進の強化

神奈川県 藤源商店 店舗シャッター更新による店舗イメージ改善・集客力強化事業



事業名事業者名都道府県

神奈川県 パティスリー　プティ　パ 店舗窓ガラスと陳列棚の工夫・改善による店舗づくり

神奈川県 有限会社ヤマダヤビトル 一品からの手作り弁当宅配サービスＰＲ事業

神奈川県 株式会社ケーシー・ジャパン 女性一人でも安心して来店できる店舗づくり

神奈川県 有限会社からくり企画 からくり箱の海外販路開拓のための海外展示会への出展

神奈川県 株式会社Ｎ－Ｌｉｎｋ ヘナ商品ラインナップ拡販およびヘナ染め会の宣伝・告知

神奈川県 有限会社和田商会 小ロット・低価格、地域密着フルカラー名入れカレンダーの制作

神奈川県 有限会社スープ シードペーパー野菜シリーズの開発と販売促進・販路開拓

神奈川県 フレンズ湘南
高齢者をターゲットにした地域密着型便利屋事業の販促ツールの作成（スマートフォンサイトの作
成、検索広告の運用、Ａ３パンフレットの制作）

神奈川県 株式会社コトワ 安定的な介護資格講座の受講生確保

神奈川県 マイクロ・スクェア株式会社 革新的なＵＶＬＥＤ照射器の販売促進事業

神奈川県 有限会社竹脇モーター 在庫中古車を活用したレンタカー事業のプロモーション強化

神奈川県 有限会社アットワン アパートマンションオーナーに特化したコンサルティング「空室対策ＨＰ」

神奈川県 くりーにんぐ　あさの 「ファッションメンテナンスクリーニング」としてのブランドの確立

神奈川県 株式会社ヴェントマリノ 日本の伝統素材（和紙）を使った新素材の開発

神奈川県 株式会社ＬＳＬ かわさきそだちの農産物を市民に広めるマッチング事業

神奈川県 いかりや テイクアウト弁当専用スペース新設と看板設置による売上拡大

神奈川県 将星国際特許事務所 商標レコメンドシステムによる商標登録サービスのＰＲ事業

神奈川県 ＧｒｅｅｎＣｏｏｋｉｎｇ－ＡＢＥ 薬膳マイスター養成講座（通学制）新規開講

神奈川県 有限会社風林堂製菓 新商品「でいらぼっちの足あとせんべい」開発

神奈川県 Ｄ＆Ｉ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 新事業サービス「うつ卒倶楽部」の広報事業

神奈川県 株式会社宝月堂文具店 新設備導入による地域ニーズに合致したオリジナル商品開発力強化

神奈川県 一友ビルドテック株式会社 「外部バリアフリーリフォーム」の販売促進事業

神奈川県 中国料理　昌龍飯店 こだわり餃子の開発と広報活動強化による新規顧客の開拓

神奈川県 スタディＰＣネット川崎パレール校 「介護予防トレーニング講座」の開講

神奈川県 株式会社ａｚｌｏｏｐ 新事業「訪問看護ステーション」の広報活動強化

神奈川県 鳥一番 老舗が贈るジューシー激ウマ焼き鳥丼でランチタイムの顧客ゲット

神奈川県 ｇａｌｌｅｒｙ　ａｎｄ　ｃａｆｅ　ｆｕ 親子参加型ものづくりアートワークショップの広報

神奈川県 合同会社ゆめさり
ゆめさりが障がい者を雇用し、障がい者雇用する企業を増やすための、情報提供Ｗｅｂサイト制作に
よる受注先及び就職先の確保

神奈川県 はりきゅうマッサージ　シーベルズ大磯 分院の開設及び女性向けメニューの導入による販路開拓

神奈川県 有限会社佐藤商店 魅力再発見！乾物の売上拡大事業～新規ギフト化への取り組み

神奈川県 セルモ東有馬教室 「ことばの学校」事業開始に伴うＰＲ強化

神奈川県 株式会社Ｃ＆Ｍフードリンク 店内改修、販促ツール、ネット通販構築による認知度及び顧客満足度の向上

神奈川県 有限会社アトリエ　アイズ 新しいパンフレットを作成し攻めの営業活動と提案書のひな型を作成し経費・労力の軽減活動

神奈川県 マインズ・プラス 子育て支援サービス付きシングルマザー専用シェアハウスの展開

神奈川県 株式会社ワタナベ福祉設計 『介護保険住宅改修事業』のための販促事業

神奈川県 有限会社相和シボリ工業 ヘラ絞り加工を用いた自社ブランド製品Ｏｎａｍｉの販路拡大事業

神奈川県 ハイカラ雑貨店　ナツメヒロ 利益率向上を目的としたオリジナルブランドの新商品開発事業

神奈川県 有限会社子安製パン所
（１）生産性と味の向上のためのドウコン導入（２）包装材料のデザイン一新（３）新たなデニッシュ生
地製法のためのシーター導入（４）お客様の買いやすいショーケースの導入

神奈川県 株式会社グリーンフィールド 「どじょう」の養殖及び販売事業

神奈川県
有限会社グリテックスインターナショナルリミテッ
ド

センサー式太陽自動追尾型太陽光発電装置の販売

神奈川県 Ｏｃｅａｎ　Ｍａｓｔｅｒ 居酒屋→船　船→居酒屋の連携



事業名事業者名都道府県

神奈川県 鎌倉彫金工房 新設する「婚約指輪手作りコース」の広告媒体への掲載事業

神奈川県 フロマージュ 小田原食材を使った焼き菓子のブランド化と販促促進の強化戦略

神奈川県 ｕｎ：ｔｅｎ（アンテン）
ｍｅｍｏｒｙ　ｃｏｌｌａｇｅ　ｓｈｉｒｔ（ヨコハマトリエンナーレライセンスグッズ）を活用した「ｕｎ：ｔｅｎ」のブランド
イメージ伝達プロジェクト

神奈川県 株式会社ケイ・フロント・サービス オートロックマンションにおける顧客拡大営業

神奈川県 エクストコム株式会社 革新的構造の小型・高精度エンコーダＥＶ２５シリーズの拡販

神奈川県 株式会社Ａｎｉｍａｌ Ｌｉｆｅ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ ドッグスクールの会員制オンライン動画配信事業

神奈川県 焼き立てパン工房　クオーレ 『和菓子屋さんの手作り焼き立て十六穀クロワッサン』の開発

神奈川県 株式会社 ＭＡＮＯＩ企画 イベント用ロボットのコストダウンによる販路開拓

神奈川県 Ｕ－Ｌａｎｄｓｃａｐｅ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社
生物多様性保全管理型ワークショップ商材、資源循環型プロダクト及び生物多様性型商品の開発と
販売

神奈川県 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ 新Ｗｅｂサービスサイトの構築、運用による販売力の強化

神奈川県 有限会社さかくら総本家 老舗の伝統と革新による和菓子ブランディング戦略

神奈川県 株式会社清水音楽工房 体験用楽器を使っての無料体験レッスン

神奈川県 フーペッツ 『ホームケア習得コース』・『１日観光モデルコース』の作成とその広報ＰＲによる販路拡大

神奈川県 株式会社モノ・ウェルビーイング 北欧式会員制補助器具レンタル・製作サービスによる販路拡大

神奈川県 株式会社マリンブロック 葬儀における【新製品・光のアクリル祭壇】の開発と販路開拓

神奈川県 株式会社スリーハイ 効率的な加温を実現するシリコンラバーヒーターの販路開拓

神奈川県 有限会社三共リブレ ホームページの作成及びチラシの作成

神奈川県 アイ・フレンズ行政書士法務事務所
スマートフォン集客事業の販促ツールの作成（スマートフォン集客専門サイト制作、ＰＰＣ広告運用、
パンフレット制作）

神奈川県 有限会社片山技研
「車イスに乗ったまま運転可能な三輪バイク」コアラの販売促進と、これを使って「走る広告」の運転
手としての雇用促進

神奈川県 かながわ経済新聞 地域経済専門紙「かながわ経済新聞」の電子化事業による販路拡大

神奈川県 株式会社タマレイ 『理学療法士への販売強化とダイレクトマーケティング』

神奈川県 株式会社春芳茶園 新サイト構築と店舗・通販相互利用促進による新規顧客層の取込み

神奈川県 株式会社ノーマ 権利調査チェックシステム開発によるソフトウェア販売事業への新規参入に伴う新規顧客開拓

神奈川県 パソコン教室　ＳｔｕｄｙＰＣ．ＮＥＴ本厚木校 認知症予防カリキュラム「脳若トレーニング」導入によるシニア層の新規顧客開拓

神奈川県 安田ガーデン 個人宅向け造園トータルサービス商品の新規開発とプロモーション事業

神奈川県 フォトストーリー株式会社 七五三・お宮参り撮影用レンタル衣装事業

神奈川県 とんがり知財事務所 独自技術を見つける能力を向上させるゼミ（有料勉強会）の開催

神奈川県 有限会社ミナト商会 施工方法を使い分けたカーペットクリーニングの販路拡大

神奈川県 風来坊 株式会社 有料コース設置により幅広く介護資格者を排出する事業への拡張

神奈川県 株式会社　相模工業 安全・短工期・環境にやさしい制御発破工法の高度化及び広報活動

神奈川県 鉄板焼　志野 より快適なサービスを受けれるカジュアル空間と鉄板焼料理の提供

神奈川県 有限会社ボナペティ 高級食パン開発・販売促進によるリピート率ＵＰ及び新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ｓｔａｇｅ２１ ≪現代の幌馬車≫ｓｔａｇｅ２１軽サイズキャンピングカーの製造販売と啓蒙活動

神奈川県 株式会社カワゾエ 工事業務領域拡大による販路開拓

神奈川県 株式会社メディアプラス
印刷受注サービス改善事業『インプリンティング』（通称：インプリ）　※　改善＝ｉｍｐｒｏｖｅ　＋　印刷＝
ｐｒｉｎｔｉｎｇ

神奈川県 中瀬珈琲店 中瀬珈琲店のシンボルとなるロゴキャラクターの開発による広告宣伝活動

神奈川県 有限会社山口印刷所 最先端オンデマンド機器の導入による短納期・小ロット対応の実現

神奈川県 株式会社ダイショウ 零細町工場で世界基準の品質管理を行うための製品検査体制の構築

神奈川県 株式会社ラムダプレシジョン 省エネルギー社会に求められる安全なリチウムイオン電池の製造技術の開発のＰＲ

神奈川県 株式会社関東メンテナンス 「リノベーション事業専用ホームページ制作事業」

神奈川県 オプトデバイスコーポレーション株式会社 非接触レンズ厚み計測器の海外顧客向け販路開拓



事業名事業者名都道府県

神奈川県 蕎酒季菜玄武庵 蕎麦割烹の店が専門並みこだわりで、ワイン楽しさを提案

神奈川県 株式会社ＢＥＬ－ＣＩＥＬＯ 地域交流と新規顧客獲得を目的とした地域密着型ヨガイベントの開催

神奈川県 東神ハウス住設株式会社 「ペットと暮らすガーデンルーム」を提案するための展示場改装

神奈川県 喜八 販促用のチラシ、ポスター、カードの作成、配布

神奈川県 有限会社ｐ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 外国人観光客向けホームページ作成・パッケージ新・外壁面看板設置

神奈川県 ハドソン靴店 古き良き時代の英国紳士が履く革製サイクリングシューズの開発

神奈川県 株式会社ベルカ 成功報酬型広告事業の企画・開発

神奈川県 セールス株式会社 業務用遊戯機器の低コスト稼働の提案事業

神奈川県 株式会社アツギフードサービス 葬儀料理に高級感・季節感を感じていただくための器・カタログリニューアル事業

神奈川県 パル・ライフサポート株式会社 膝痛に悩む方へのサポーターの医療用と同品質の製造・販売

神奈川県 株式会社アメニティ・テクノロジー 見える化商品の拡販

神奈川県 株式会社エフエムさがみ 公開生放送・災害時放送による新規リスナー及びスポンサーの獲得

神奈川県 株式会社リタトレーディング アーユルヴェーダハーブティーの開発及び販路開拓・広告強化事業

神奈川県 有限会社愛晃電機商会 『全自動トイレ「アラウーノ」の販売促進事業』

神奈川県 協興食品株式会社 消費者に安心と安全を届ける機能性有機野菜開発と販促活動

神奈川県 株式会社秋田屋 安心と付加価値を追求したリノベーションの実施と認知の改善

神奈川県 ＨＫ２　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　合同会社 『アテンド＆エスコート・シェアリングサービス』推進事業

神奈川県 有限会社海守匠 リラックス体験を伝える！ダイビング企画とＷＥＢ広報活動

神奈川県 有限会社共栄硝子工事 新規事業所の開設とブランドイメージ確立による受注拡大

神奈川県 有限会社芝崎葬祭社 お客様が安心して葬儀の相談できる空間の提供と認知率の改善

神奈川県 株式会社クヲルト 猫用遊具　“猫ジムβ（仮称）“　の商品化および市場投入

神奈川県 ずっとキレイな香る花飾り　スタジオ　ボレロ 強みとお客様の声で集客ＵＰ集まる店へ地域密着型新規販路開拓

神奈川県 はりきゅうマザーステラ 介護負担軽減のために！寝たきり予防プログラムの新開発と広報

神奈川県 株式会社現代企画 介護人材の定着率アップ・人材確保・戦力化のための人材育成制度支援事業

神奈川県 御菓子司　村田屋
茅ヶ崎市オリジナル広報キャラクター『えぼし麻呂まんじゅう』の開発。パッケージのリニューアル。店
舗照明のＬＥＤ化

神奈川県 妙宝水産有限会社 商品ブランド力アップとネットショップによる新マーケット開拓事業

神奈川県 季節の雑貨　折折 折折オリジナル　箱根関連柄の布製品の新商品開発

山梨県 山崎織物株式会社 装飾的ニードルパンチ　世界で唯一の織物加工技術の確立

山梨県 株式会社そらのした
福利厚生の充実を望む企業に対して、アウトドアレンタルサービスの年契約予約システムの構築と
販路拡大活動

山梨県 四川龍都 顧客獲得のための少人数向けルーム設置の店舗改装工事

山梨県 有限会社　富士山 新規取引先開拓のためのＰＲチラシ作成

山梨県 株式会社コネクトデスク 国際宝飾展への出展と出展のための製品開発

山梨県 なだや株式会社 富士山世界遺産登録に伴うＰＲポスター・多国語パンフレット作成

山梨県 株式会社アイエデュケーション 山梨県産木材を使った幼児向け机・イス及び知育積木の開発

山梨県 株式会社ユニオン電工 新商品「まめおかき」の開発と販路開拓、及びギフトセットの販売促進

山梨県 三井労務経営コンサルティング 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

山梨県 有限会社銅信 総合的な住宅設備サービスの提供

山梨県 篠原貿易株式会社 国際宝飾展出展による新たな顧客の開拓

静岡県 有限会社ぬくもり工房
小売り事業進出に伴うショップ看板設置＆「綿入れ丹前・半纏」のカタログ作成による売上げ拡大事
業

静岡県 有限会社シロタ 商品イメージ統一に基づく、企業ブランドの構築

静岡県 有限会社岳南塗装デザイン 壁の形状を選ばない塗装網点工法『ＨＴフレックスペイント』の開発



事業名事業者名都道府県

静岡県 株式会社沖友 マイクロ波減圧乾燥機の販路拡大

静岡県 有限会社パパラボ 色々な絵柄・紙だけでも沢山の種類がある包装素材、今回は包装業界へ販路拡大をします

静岡県 介護福祉タクシー　ファミリー 福祉タクシー事業の認知拡充と展開

静岡県 株式会社マクサジア 新商品３輪バイクを核とした新しいバイクライフスタイル提案型店に改装

静岡県 有限会社山田ボデー工業所 ＷＥＢサイト連動型トラック車体パーツカタログの作成とＤＭによる拡販

静岡県 株式会社大塚 聴覚リハビリの啓蒙活動による販売展開

静岡県 岸本挽物製作所 来店客数を増やすための店舗の知名度アップと消費者ニーズに対応した魅力的な商品づくり

静岡県 エデュケーショナル・デザイン ウェブサイトと連動させ次期購買シーンに結び付けるリーフレットによる販促事業

静岡県 株式会社コム・サイド 「ミニピクトのぼり」の開発及びネット販売システム構築事業

静岡県 株式会社マクルウ デザイン性の高いマグネシウム合金パイプ製イスの販売促進事業

静岡県 フェアトレードショップＴｅｅｂｏｍ
新規マーケットを対象にしたインドのフェアトレード生産者による草木染めブロックプリントを活用した
商品のブランド化に伴うパッケージ等の作成

静岡県 株式会社豆乃木 フェアトレードコーヒー及び商品の卸売り・小売り両方に対応したネット販売システムの構築

静岡県 ＨＡＰＰＹ（ハッピー）
「新生」ＨＡＰＰＹ　認知度上昇計画（新規顧客開拓計画）　～近隣住民への店舗存在のアピールと、
若い世代のお客様の取り込み

静岡県 株式会社佐乃春 地産地消品を提供するテナントとの協働による新規宿泊プランの作成。

静岡県 Ｓａｒｒｙ’ｓ　Ｃａｆｅ
ランニングステーションとして利用していただくための更衣室・シャワールームの設置及びそれに伴う
広告宣伝

静岡県 昭和楽器製造株式会社 産業観光で音楽の街浜松とハーモニカ生産をＰＲするプロジェクト

静岡県 株式会社ヒューネット 新卒斡旋事業

静岡県 株式会社インディケート 「文化の情報発信基地」としての飲食店を確立する

静岡県 株式会社きずな 価格明瞭化した家族葬・自由葬の生前相談サービスの提供

静岡県 有限会社宮地養蜂場 ＨＰリニューアルおよびラベル、パッケージ改良による販路開拓事業

静岡県 有限会社青木工務店 住まいのＥＣＯリフォーム事業と販売促進

静岡県 宮原商店 静岡発の横断バッグが救命胴衣に変わる防災バッグの開発及び県外向けへのネット・一般販売

静岡県 株式会社ピアックス ピアノ鏡面塗装技術を活用したピアックスボードの販路拡大

静岡県 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ 新たな進物商品の開発とホームページを中心とした販路開拓活動

静岡県 ｐｏｌｉ　ｐｏｌｉ 卸売事業強化および新規事業の展開による新規顧客の獲得

静岡県 有限会社ひと津 クレープ焼き体験の展開を通じた新規顧客獲得

静岡県 北の麺蔵 北海道から直送する新鮮素材を使った麺蔵夏のキャンペーン

静岡県 ユーツーテクニカ 外壁塗装・防水・修繕工事における「リペア１／２（仮）」事業

静岡県 バーチ株式会社 穀物原料のカフェインフリー有機穀物コーヒーの輸入と販路拡大

静岡県 食の学び舎くるみ（豆ｃａｆｅ） 「管理栄養士の相談窓口のある店舗」という強みを生かした新規顧客の獲得

静岡県
有限会社シェーンヴァッサー　美容室ミルソンズ
ポイント

治療で脱毛に悩む女性を医療用かつらで心身ともにサポート

静岡県 有限会社加藤醤油 手づくりを体験できる工房見学ツールの充実

静岡県 有限会社トキワサンコウ 直売事業所への改装と広告看板設置

静岡県 ＡＮＧＥＬ ＧＡＲＤＥＮ 静岡県のこだわりのある生産者、製造者を繋ぐ商品開発プロデュース及び、通信販売事業の展開

静岡県 ささ農園 当園、みかんのブランドの確立・販路の拡大

静岡県 株式会社サツ川製作所
不要発泡スチロールの効率的な再資源化事業推進のための集客対策及び広報拡大による販路開
拓

静岡県 ＳＯＢＡ笑 「店舗認知向上と新メニューの普及と販路開拓」

静岡県 健康応園株式会社 健康食品市場における機能性食品ナタマメの周知と広報活動

静岡県 有限会社秋芳堂 プリント饅頭の拡販のためのホームページ改良と受注履歴管理システムの構築

静岡県 株式会社アーステック 自社保有技術製品の他用途応用の完成度を高めた販路拡大事業

静岡県 株式会社コルク 糖尿病の方でも食べられる宅配スイーツ「いとをかし」の商品開発、ＰＲ



事業名事業者名都道府県

静岡県 株式会社竹屋旅館 ＩＴや代理店営業を活用した海外観光客の獲得

静岡県 株式会社グリーンマーク カスタマイズＰＣの販売・設置・保守・引取まで一貫したサービスの提供

静岡県 北極しろくま堂有限会社 『（仮題）子育てがうんと楽になる抱っこの秘密』冊子の作成

静岡県 ペットサロン＆カフェヒサ 業界初　飼育シュミレーション型　子犬販売システム

静岡県 遊酒花房 魚介類及び加工品、調味料の販売・ＰＲによる新規顧客獲得

静岡県 ペンション　スマイル・わん 客室拡張リフォーム事業

静岡県 株式会社丸井商事 自社ブランド「ＲＡＫＵＤＥＳ（ラクデス）」の確立に向けた、販路拡大と商品開発

静岡県 緑守扇　鯉部路 贈答用、婚礼用の伝統織物『遠州綿紬』を活用した扇子の販売と販路開拓

静岡県 株式会社住ケン静岡 知的資産経営導入による経営改革に基づく新しい顧客層の開拓戦略に伴う広報活動の実施

静岡県 ＢｏｏＦｏｏＷｏｏ 視認性の高い看板設置とｗｅｂからの予約率向上システムの導入

静岡県 グランマ 独自開発した沼津銘菓の商品力及びＰＲ強化による販路開拓

静岡県 鈴木製茶工場（ぐり茶の五十鈴園） 販売促進のための、ウェブサイトを使用した情報発信強化対策と新包装用品の作成

静岡県 レクラ　マリアージュ 提携先式場や提携先美容室で、衣裳店紹介時にお客様に配布して頂くパンフレットの作成

静岡県 株式会社ミョウラン 緊急携帯食ＴＨＥ　ＰＡＤの新メニュー共同開発

静岡県 株式会社エヌケイスリー メッセージを書いて壁等に何度でも貼って剥がせるシート「ウォールメッセージ」の開発・販売

静岡県 マツダ食品株式会社 冷チル対応商品の販路開拓

静岡県 富士正酒造合資会社 酒造りへの想いや物語を醸し出す情報発信事業

静岡県 ファンファクトリー有限会社
講師の直接指導と映像教育を融合させた当社の新しいパソコン教育システムのＰＲによる新規顧客
の獲得

静岡県 駿河歩人研究会 次郎長生家売場環境整備事業

静岡県 クラウンズヘア 客単価ＵＰを狙ったヘッドスパ用個室の設置とそれに伴う広報チラシの作成

静岡県 小さなパン屋さんモンプチ 新規店舗の開設による雇用の促進と新規顧客の獲得

静岡県 Ｈｏｂｏ　Ｐｌａｎ‐ｎｅｔ 「型染めを中心とした民芸クラフト製品の開発・販売・広告製作・Ｗｅｂ環境構築」

静岡県 アサヒメガネ シニアグラス専用コーナー開設による５０代新規顧客の獲得事業

静岡県 ファミリーサロン　ミント バリアフリーを目的とした店舗改装と、新規顧客獲得のための広告宣伝

静岡県 リラクゼーション・サロン　風薫 「足反射療法」スクールの開設に必要な設備導入と販促ツールの作成

静岡県 有限会社コジマカメラ スナップ写真のＷｅｂ販売実施による新規顧客開拓

静岡県 サイクルランドちゃりんこ スポーツ車の充実とフィッテイングブース新設に伴う店舗の一部改装

静岡県 中根製茶株式会社 新スタイル茶カフェ「ＵＮＳＵＩ」開業による新しい販路開拓事業

静岡県 株式会社ＥＣＯ環境 社員定着化の為のメンタルヘルス事業の販路開拓

静岡県 株式会社スタジオグローリー ランチ営業を開始するための店舗外装工事

静岡県 有限会社長谷川和洋酒 試飲や一品料理とともに専門知識を提供する一般顧客向けワイン・日本酒専門店の展開

静岡県 株式会社ジャパンエコテック 洗える高効率ステンレスモーター、オリジナルポンプの販路開拓

静岡県 だいいちはむ 富士山の溶岩を使用した商品グレードアップによる販路開拓

静岡県 有限会社よしだ 眠っている着物需要を掘り起こせ！『呉服屋サロン』集客のための販促事業
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