
平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

岐阜県 ＨＩＲＯＸ － 新規シニア世代獲得の為、階段昇降機設置によるバリアフリー化

岐阜県 株式会社丸善グループ 9200001005003 大型看板ラミネート事業の立上げ

岐阜県 ＳＯＹ　ＴＲＡＶＥＬ　ＪＡＰＡＮ － 新規顧客獲得のため、自社ホームページの改良

岐阜県 有限会社山月 6200002001937 高齢者にも優しい店づくりための掘りこたつ導入

岐阜県 株式会社Ｆ－ＳＴＹＬＥ 3200001028083 ・県産材を活かした新商品開発と販路開拓事業

岐阜県 リオノルテカーサ　モリ － メニュー改定と店舗改修

岐阜県 株式会社ｌａｂｏ 8200001035802 「ＷＥＢコンサルタント」の一般事業者への認知度上昇事業

岐阜県 こころのげんき株式会社 5200001035838 心理療法サービスの整理明確化による顧客訴求力向上計画

岐阜県 ＳＯＵ株式会社 1200001035354 地元企業を対象とした　Ｗｅｂサイト作成による新規顧客獲得戦略

岐阜県 星時 － レンタルスペース事業の立ち上げとイベント誘致による個性化戦略

岐阜県 株式会社ネコリパブリック 6200001032033 店外広告設置・チラシ折込による地元の新規顧客獲得

岐阜県 有限会社カムライフ　ノジリ 3200002001072 タイヤ保管サービスによる、来客増加への販路拡大

岐阜県 株式会社山一建材 9200001005572 営業動画による住宅事業展開と新築受注の推進

岐阜県 株式会社フューダック 5200001005576 動画を用いた営業手法による、新規顧客開拓戦略の推進

岐阜県 八創建設株式会社 6200001004214 自社ホームページの整備、会社案内パンフレット・ＤＭの作成。

岐阜県 有限会社ラグジュアリー 8200002009078 新規事業『クリアカヤック』の知名度アップとブランド構築

岐阜県 吉田経営事務所 － インドネシアに明るい診断士によるＨＰの整備と情報の仕入・発信。

岐阜県 けいちゃんほそ江 － 客席回転率を改善するための、真空調理機の導入

岐阜県 株式会社印刷の栄文社 2200001000324 事業承継を見据えたＥＣサイトの充実による新規顧客獲得事業

岐阜県 玉木興業有限会社 2200002002930 清潔感あふれる客室へ！リノベーションによる新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社東光電工社 6200001003637 「企業ホームページの更新による顧客・求職者への訴求力向上」

岐阜県 ＤＩＳＴＲＡＤ － 店舗外観変更とインスタグラム活用による販売促進

岐阜県 フルハウス株式会社 4180001120230 一般・店舗新規営業受注の開拓・拡大のためのブランディングと宣伝

岐阜県 ＢＬＯＷ－ＵＰ － トータルケアを行うプライベートサロンの認知向上で新規顧客獲得

岐阜県 有限会社マボ 5200002004370 オリジナル衣装撮影会及び防刃素材服体験会の開催による販路開拓

岐阜県 株式会社亀甲 8200001031818 自社運営ウェブサイト構築による新規顧客獲得の取り組み

岐阜県 株式会社サンワールド 1200001034348 目元エステとフェイシャルエステによる新規顧客獲得

岐阜県 エステティックルームＴＩＡＲＡ － 「最新機器導入による店舗の差別化・顧客満足度の向上」

岐阜県 アイ川サイクル － 創業から４５年間継続した地域密着型自転車店としてアピールする

岐阜県 株式会社Ｍａｒｉｎｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ 4200001032571 テイクアウト部門を伸ばすことで経営安定化に取り組む。

岐阜県 学習塾サムズアップ － 学校へ行けなくなった生徒（不登校）に対する学習サポート

岐阜県 株式会社富士清空工業所 7200001004444 Ｗｅｂサイト　リニューアルと会社案内の作製による販路開拓

岐阜県 合資会社松川屋 5200003000732 金華山リス村のマスコットキャラ「リロちゃん」どら焼きの開発と販売

岐阜県 有限会社ジュエリーファッションあき 9200002002346 岐阜県内唯一の視機能訓練提供眼鏡店の周知による顧客獲得事業

岐阜県 学研ＣＡＩスクール岐阜長良校 － 高校コースのプチ予備校化で、塾をグレードアップ

岐阜県 株式会社塚原製作所 8200001003429 相談できる切削工場としての営業活動と新規顧客獲得
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岐阜県 Ｄａｍｅ　ｄｅ　ｒｏｓｅ（ダーム　ドローズ） － まつ毛だけではない「トータル美」を提供する大人サロンをＰＲ

岐阜県 株式会社三方良志 7200001033724 人生６０歳にて起つ「うつわコーディネーター」としての自立を目指す！

岐阜県 株式会社林工芸 5200001004256 雛人形の自社オリジナルブランド構築による販路開拓の取り組み

岐阜県 株式会社カネ加 3200001001032 ニキビ改善の認知度向上による新規顧客獲得と販売店の新規開拓

岐阜県 星文社 －
シニアの味方、ＩＴ化でグラスアート教室の知名度アップと販路拡大をする事
業

岐阜県 有限会社ラーニング・スクエア 9200002002585 「新しい塾のカタチ」（家庭教師＋個別指導）÷２を広める事業

岐阜県 コスミック －
店舗型学習塾からオンラインへ！大人のためのオンライン英会話スクール事
業

岐阜県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＣＯＣＯ － 車社会の地域での来店率ＵＰに駐車場の増設と看板設置

岐阜県 ウィンキャリア株式会社 3200001028661 広報強化による「就労継続支援Ｂ型事業所」の販路開拓事業

岐阜県 焼肉ＫＡＹＡ － 本格韓国料理をテイクアウトにより岐阜市内のお客様に提供する事業

岐阜県 株式会社安田屋家具店 7200001005541 ホームページ作成と入口ドア改修で利用者拡大開拓

岐阜県 Ｂａｌｌｏｏｅｘ － バルーンイベント売上増加に向けた生産性向上と販路開拓

岐阜県 エムアイズ株式会社 7200001029755 女性起業のための支援ルーム設立ならびにネットワーク構築事業

岐阜県 すまいるパソコン教室 － 認知症予防タブレット講座　シニア向けの新規事業で販路拡大

岐阜県 株式会社向伸 6200001031563 ＳＮＳ対応ＡＩ集客ツールと事務管理ソフト導入で業務拡大

岐阜県 ＨＡＲＵＫＡＡＹＡ － 販路開拓とブランド強化を目指したコレクションへの出展。

岐阜県 元禄庵 － 座敷にテーブル・椅子を設置し高齢者に優しいお店づくり事業

岐阜県 しん整骨院 － 尿もれ・臓器脱に対するトレーニングと治療の相互向上

岐阜県 モアブレス － ４５歳からの体質改善、運動習慣をつける雰囲気づくりで裾野広げる

岐阜県 株式会社アチュ 3200001031252 イタリア製の生ハムスライサーで調理して本場の生ハム料理を提供

岐阜県 ＦｒａｍｅＷｏｒｋ　設計事務所 － 高機能図面作成支援ソフトの導入による作業効率向上及び販路開拓

岐阜県 株式会社４４－ｐｒｏｊｅｃｔ 2200001032400 医療・介護系人材紹介事業

岐阜県 キャトル・セゾンＭＯＲＩ － 高級フレンチレストランが提供するお弁当サービス

岐阜県 株式会社オフィスリブラ 8200001036189 岐阜の中小企業版　女性の視点を活かした新商品開発支援の販路開拓

岐阜県 株式会社シノダ 7200001002497 新規の取引先獲得と今後の売り上げ拡大のために新商品開発

岐阜県 有限会社ラ・フラール 7200002009112 店舗誘客用店外サインの新設

岐阜県 有限会社梅屋薬局 9200002000531 食育サービスとオリジナルデザインによる「うめやママ」のファン作り

岐阜県 株式会社カナンコーポレーション 2200001008268 ２０２０年教育改革対応を周知して業績アップ

岐阜県 株式会社伊藤食品 3200001000356 生産工程改善を伴う、煮豆を中心としたお惣菜の販路開拓事業

岐阜県 株式会社ナーシングホームズ 1180001134448 介護と医療のダブルのケア、ナーシングホームを発信する！

岐阜県 株式会社ひょうたん姉妹 6200001027702 真空包装機を導入して商品価値とサービス力向上を図る

岐阜県 ＥＭＩＲＵ　ＮＡＩＬ － ホームページ、パンフレットによるネイルサロンの宣伝、認知

岐阜県 株式会社ＯＵＴＢＯＸ 1200001034488 企業のブランド価値向上を目的とした情報発信ツールの整備

岐阜県 有限会社山王プロジェクト 9200002001843 着物ドレスを東京オリンピックに向け、世界の人々にＰＲする

岐阜県 株式会社アップビルド 1200001034257 営業ツールを用いた販路拡大と人材の確保

岐阜県 株式会社白木塗装 5200001030517 販路拡大・人材確保を目的とした自社ホームページのリニューアル
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岐阜県 スプーン榧 － 高性能な木工機械の導入による作業効率向上および販路開拓事業

岐阜県 株式会社セイコーの五島 5200001002788 地域ジュエラーとしての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 株式会社中京ソーラー 1200001028382 インターネットを活用しない層の認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 ミドリス株式会社 4200001035244 インターネット関連広告を用いた販売戦略による新規顧客獲得

岐阜県 合同会社ふらっと 9200003003624 移動販売導入による更なる販路拡大

岐阜県 ＥＮＩＳＨＩ － 圧力鍋での新商品開発とホームページによる認知・周知度アップ

岐阜県 日本鞄材株式会社 9200001027204 レンタルスーツケース広告戦略による近隣地域への認知・販路拡大事業

岐阜県 イロドリ － 店舗看板により集客力向上及び駐車場看板による顧客確保

岐阜県 株式会社メガネのウカイ 4200001005420 店舗改装による、インポートメガネの販路開拓事業

岐阜県 合資会社金蝶堂 2200003000033 全国・既存地域への認知度向上による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社マインド松井 4200001004777 国産和綿１００％の商品をブランド化して流通させる仕組み作り

岐阜県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｄｉａｎａ － 地方でも男性の美のお手伝いが出来るメンズサロンのＨＰ制作事業

岐阜県 ＫＡＺＵ．ＤＥＳＩＧＮ　ＰＲＯＪＥＣＴ － アートディレクターの広報事業

岐阜県 株式会社末廣屋本店 4200001027679 新商品開発、製造と広告宣伝の活用による新規開拓事業

岐阜県 久世工業株式会社 3200001001742 リフォーム事業を拡大するにあたっての自社案内看板の設置

岐阜県 インターネットシステム株式会社 5200001035846 トイレ・洗面所等の改装、教室（教育）事業による新規顧客獲得

岐阜県 有限会社丸泰自動車工業 8200002004574 ＨＰ刷新による直接ユーザー（特に輸入車ユーザー）の取り込み事業

岐阜県 パティスリーアタッシェ － 人と人とをつなぐ洋菓子店の魅力発信による顧客数アップ！

岐阜県 ミニッツラウンドゴルフ株式会社 9200001030587 次世代ＩＴ技術導入によるゴルフ施設無人化・営業時間拡大事業

岐阜県 株式会社Ｕ－ｕｐ 7200001031166 発達・学力・不登校が気になるお子さま専門の学習塾新規顧客開拓

岐阜県 遠藤はり院 － 新メニュー『よもぎ蒸し』による妊活を行う女性の顧客満足度向上

岐阜県 Ｎ／ＯＨ － 新規花器の試作開発および広告宣伝の拡充

岐阜県 岐阜アイベス株式会社 5200001001187 美容業が老人ホーム事業で実現する「笑顔溢れるおもてなし」

岐阜県 焼肉処ミートロッヂ － ２０代～３０代の女性が来たくなるお洒落な焼肉レストラン

岐阜県 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＤＯＬＣｅ － 自己管理～会社チーム管理、販売促進、生産性向上みっちり研修

岐阜県 株式会社桐山 1200001001711 コミュニティールーム活用促進による信頼醸成で新規顧客獲得

岐阜県 ＢＬＩＴＺ － ＨＰを活用して全国への知名度を高めるプロジェクト

岐阜県 大東園 － ２０代・３０代の新規顧客獲得の取り組み

岐阜県 粋株式会社 1200001026898 自社Ｗｅｂサイトとフリーペーパーの導入による新規顧客の開拓

岐阜県 株式会社南部建装 7200001007372 デザイン塗装をＰＲ！　ウェブサイト作成による見込み客の掘り起こし

岐阜県 株式会社長良川観光ホテル石金 9200001027195 一歩踏み込むとタイムスリップ！武将気分を満喫する戦国コンセプトルーム

岐阜県 有限会社ハナゲン 7200002003692 スマホ対応のホームページ制作による販路拡大と商品認知度の向上

岐阜県 ヤマカトラストホームズ株式会社 3200001005594 看板等リニューアルでモデルハウスの集客強化し顧客獲得

岐阜県 ばんざい弁当 － 真空包装機の導入による生産性向上での販路開拓と販売拡大

岐阜県 株式会社Ｂｌｏｏｋ 9200001008996 自社ホームページの改修で見込み客増、新規顧客の獲得

岐阜県 羊Ｄｉｎｉｎｇひとみしり － 店内の一部バリアフリー化による顧客満足度ＵＰ
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岐阜県 株式会社ビゼン 7200001004329 ミセス・ハイミセス向け衣料のインターネットショップ開設

岐阜県 藤村工業 － 高性能ファイバースコープ導入による作業効率向上及び販路開拓

岐阜県 合資会社魚ぎ 7200003000251 郊外・地区外の方々へ向けた広告戦略による新規顧客獲得

岐阜県 酵素温浴香和 － 新メニュー導入と酵素風呂高品質化の相乗効果で集客力向上

岐阜県 ツムギボシ － 新規顧客獲得のため店看板の設置と広告

岐阜県 ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＢＲＩＤＧＥ － 週末の時間を利用した新規イベント立ち上げ事業

岐阜県 みんなの筆学所にっこりと － 地域に密着した子ども塾としての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 ＭＩＴＯＮＯ　ＨＡＩＲ　ａｎｄ　Ｅ － お客様への行き届いたサービスで新規顧客獲得とリピート率増加

岐阜県 人と学ぶ場ふらっと － 新事業内容の周知・徹底を図ることによる生徒数の増加

岐阜県 株式会社伝喜 5200001033957 ワンストップ対応と新事業のパンフレット・チラシ・看板広告

岐阜県 丸永建設株式会社 2200001005091 安全・安心をわかりやすくアピールしたＨＰ制作とポスティング

岐阜県 株式会社ＯＮＯＦＦ 2200001035535 「ビジョントレーニング」の認知促進による新規顧客獲得事業

岐阜県 有限会社マイ・イングリッシュ・スクール 7200002004261 認知度アップのための看板の改修、エントランスのテントの張替。

岐阜県 アレイユ株式会社 6200001034302 天然木デザイン雑貨の販売及び自社ホームページでの通信販売

岐阜県 Ａ．Ｌ．Ｃ．ｃａｆｅ（エーエルシーカフェ） － 食品ロス対策に伴う新商品開発と販路開拓

岐阜県 株式会社みーおん 1200001032599 障がい児の保護者への活動内容周知と、新規顧客獲得

岐阜県 株式会社松岡屋フードセンター 5200001014263 オリジナルデザインで店舗の存在と親しみが持てる看板の設置

岐阜県 株式会社カネショウコニー 9200001013443 スクール入会を促すための体験プログラム予約サイトの構築

岐阜県 ピザコープオオガキテン － 見守りサービスにより地域密着型の新規顧客の開拓

岐阜県 かっぽう宝 － 女性客がくつろげる店内に～２階トイレの改修事業～

岐阜県 十六兆 － 新商品「子持鮎の雑炊」の真空化とギフトカタログによる販路拡大

岐阜県 株式会社エディオック 6200001016382 婦人服販売店の新店舗オープンに伴う販促広告の制作と配布

岐阜県 株式会社Ｌｅａｗｏｏｄ 2200001035097 「木と革を使った新しいファッション雑貨ブランド　ｓｃｉｖａ　の販路開拓」

岐阜県 株式会社サンコーフードサービス 4200001031557 揖斐郡周辺道路への看板掲出による新規顧客層の獲得

岐阜県 株式会社烏骨鶏本舗 1200001016544 表示法変更による一括表示導入と海外販路拡大へ向けて外国語表示。

岐阜県 株式会社ｓｔｕｄｉｏＦ 9200001035850 「もっとお客様に喜びを」満足度アップと発信力強化事業

岐阜県 Ｓ有限会社 1200002014927 薄毛・抜け毛ＳＴＯＰで悩み改善プロジェクト

岐阜県 日本菓堂株式会社 1200001016767 海外展示会（バンコク日本博２０１９）に向けた販路開拓事業

岐阜県
株式会社スカイネットワークコーポレー
ション

6200001028163 「診断機導入と法定点検の積極的推進による新規顧客獲得」

岐阜県 株式会社リリフル 5200001034699 女性活躍推進事業「ママビズ～働く女性の応援サポート！～」

岐阜県 ＰＩＮＥ　ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ － アートとコラボ、潜在顧客開拓へ

岐阜県 株式会社かけはし 2200001033869 「かけはしメモリー」の全国展開に向けたコンテンツ整備事業

岐阜県 大学受験の桔梗会 － Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅマーケティングでファンを獲得！利益３割増プロジェクト

岐阜県 ＲＩＲＵＨＥ － サロンＯＰＥＮのＰＲ事業～３０代働く女性を笑顔に！～

岐阜県 株式会社ガブヤダイニング 2200001033877 快適なおもてなしでリピート率ＵＰ！トイレ改修事業

岐阜県 有限会社中部衛生興産 5200002012877 目指せ西濃地域密着型！～看板設置と会社案内作成～
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岐阜県 ブライダルサロン結寿 － 「人と社会に感動をお届けする」ブライダルサロン結寿ＰＲ事業

岐阜県 Ｃａｎａ　ｐａｒＫ － バランスボールを通じて、健康で美しく生活できるサポート事業

岐阜県 株式会社ゼロックス 9200001028012 リニューアルＯＰＥＮで雇用促進し、「大垣餃子」で地域活性化事業

岐阜県 株式会社ライト 3200001030345 自動車車内、オゾン消臭事業

岐阜県 有限会社オートボディーツタ 4200002025021 車をもっと長く、大切に乗りたい顧客への販路拡大事業

岐阜県 株式会社ＡＣＳ 6200001025664 くえエキスによる６次産業推進とブランド化を目的とする商品開発

岐阜県 御料理　やまと － 昔から食べてきた郷土の味「御料理やまと」の周知事業

岐阜県 株式会社柿下木材工業所 4200001024759 ＭＯＡＲＥのブランドネーム向上のための情報発信プロジェクト

岐阜県 Ｂｒａｎｄ．　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ．　Ｄｅｓｉｇｎ． － ものづくり企業に特化したブランドコンサルの販路開拓事業

岐阜県 ＳＡＤＡＹＵＫＩＪＯＵＳＨＩＭＡ － お客様のニーズに合わせた情報発信力の強化による売上拡大

岐阜県 株式会社本郷 5200001026853 シニア客がくつろげる飛騨家具の「高座椅子」導入事業

岐阜県 Ｔｏｍｙ　Ｍｕｅｓｌｉ － 地元有機栽培食材を使ったオリジナルメニューによる販路開拓事業

岐阜県 株式会社建築　雅 1200001027467 「田舎暮らし」をしよう！新たな販路拡大事業！

岐阜県 有限会社弘文舎 9200002025215 Ｇｏｏｇｌｅストリートビューを活用した「観光マップ」作成事業

岐阜県 株式会社ＡｆｔＳｏｆｔ 4200001027324 組みひも体験の団体受入と介護レクリエーションの販路開拓事業

岐阜県 高山きものレンタル一華 － 飛騨高山を「着物を着て歩きたい町」へとするための販売促進事業

岐阜県 福栄楽器 － 地元和楽器利用客の販路開拓事業

岐阜県 株式会社ダイヤ堂 9200001024952 パールフェア開催による新規顧客開拓事業

岐阜県 肴亭月うさぎ － インバウンドを取り込め！新しいターゲットへの販路開拓事業

岐阜県 有限会社中田呉服店 2200002025642 着物レンタル事業拡大＆「カジュアル着物」強化による販路拡大

岐阜県 西本デザイン事務所 － まちのかっこいい印刷屋としての認知度ＵＰ事業

岐阜県 割烹なかさい － お客様に選ばれる店構えとＨＰ開設による顧客へのアプローチ

岐阜県 株式会社ラファット 3200001036177 簡易宿所の内装工事を施すことによる販路開拓

岐阜県 株式会社門造園土木 5200001024766 新しいお庭の提案を発信し認知度アップで新たな顧客獲得を行う

岐阜県 有限会社アソートプランニング 6200002026273 「家に居る事が楽しくなるオンリーワン住宅」の販路開拓

岐阜県 瀬上クレーン － 顔の見えるクレーン職人の認知度ＵＰ事業

岐阜県 丸健製陶株式会社 9200001021017 吸水性粘土（スウセラ）を使った美濃焼商品の販売体制の確立事業

岐阜県 壽泉窯 － 結晶釉美濃焼商品の生産性確保と販売体制の強化事業

岐阜県 有限会社クリエイティブ・ケイ 3200002020139 吸水機能を活用した美濃焼アロマディフューザーの販路開拓事業

岐阜県 株式会社ＳＷＡＮ　ＳＴＹＬＥ 1200001029570 「美濃焼タイルのワークショップによる集客率向上のための販路開拓」

岐阜県 ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ＢＡＲｅＬａｘ － 女性客にもオシャレを提供する理容店になるための広報活動事業

岐阜県 マイハート倶楽部 － ＤＭの発送とホームページによる認知度向上と販路の開拓

岐阜県 株式会社アロン 6200001034384 センサーシステムの省電力化・長寿命化を図る回路基板改良事業

岐阜県 マザーズドリーム － 地域に愛されるキルトショップとなるための商品開発と広報活動

岐阜県 株式会社プラスワン 5200001029740 ３Ｄ技術によるＰＲツールを活用した販路開拓事業

岐阜県 Ｆｒｕｉｔｓ　ｃａｆｅ　ＬＵＰＯＳ － 販路拡大・利益改善のためのキッチンスペースの増設事業
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岐阜県 河村印刷 － 地域に頼りにされる町の印刷屋であり続けるための設備導入事業

岐阜県 虎溪窯 － 新サービスオープンファクトリー実施に伴う販路拡大

岐阜県 有限会社ゼルポティエ 7200002020333 売り場増強のためのイメージ訴求力向上を目指す広報物作成事業

岐阜県 Ｎ　ｓｔｙｌｅ　ＥＮＧＩＮＥＥＲ － 服装の価値で社会を豊かにするコンサルタント業務の販路開拓事業

岐阜県 ＩＳモデリング － 新しいソフトの導入による作品のクオリティ向上と売上の増加

岐阜県 有限会社ジェイタ 3200002020279 新商品スコーンクリームサンドの製造効率化と販路開拓

岐阜県 株式会社ホウネン 6200001022819 積極的な物流ソリューションを行うための広報事業

岐阜県 マルト水野陶器 － 商店街の小さな陶器商店が行うライフスタイル提案型販路開拓事業

岐阜県 メガネセンターハヤシ － 商店街の個店が行う年配層向け眼鏡の訪問サービス強化事業

岐阜県 有限会社フローリスト今枝 2200002020627 ご愛顧いただいているお客様と当社の貸植木からの口コミ促進事業

岐阜県 株式会社グラシアス 1200001030677 多忙な医療従事者に家事代行を認知いただくための広報活動事業

岐阜県 スカイアイジャパン － 環境保全・土木分野への熱赤外線を使った新技術の開発と整備

岐阜県 草の頭窯青山双男 － ＷＥＢサイトのリニューアルと多言語化で認知度向上と販路の開拓

岐阜県 デザイン工房　わんど － 生産効率の向上による対事業者向け販路開拓事業

岐阜県 有限会社山本木工所 6200002020862 家具製造技術等を活用した自社ブランドの小物雑貨製造販売事業

岐阜県 ＢＲａｅＶＥ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 女性専用サロンへの新たな機器導入及び広報事業による販路拡大

岐阜県 株式会社片岡ケース製作所 2200001020537 光る器・雑貨の「月光工房」の大型製品新規開発事業

岐阜県 有限会社石田自動車工業 3200002019924 エア式ジャッキ導入による作業性向上と売上の増加

岐阜県 有限会社マイ・コーポレーション 5200002020665 ホームページを開設して販路開拓を行い閑散期の売上をあげる

岐阜県 Ｗａｒａｃｋ株式会社 7200001029615 地域広告とホームページを連携させ、個人顧客の新規獲得を目指す

岐阜県 株式会社魚関 3200001020494 新たに外国人観光客向け日本食メニューを提供するための設備導入

岐阜県 有限会社鈴研陶業 7200002020309 製作工程のＰＲによるやきものアクセサリーの海外販路開拓事業

岐阜県 株式会社絆 2200001035667 地域に密着した集客のお手伝いをリスク無しでする絆

岐阜県 株式会社ＮＥＸＴ 4200001031549 ＷＥＢサイト作成によるガスプラントを護る担い手と新規顧客開拓

岐阜県 シュクレメディシナルハーブ － ギフトニーズに対応したパッケージ開発と大都市圏での広報事業

岐阜県 Ｔｉｃｋｌｅｇｌａｓｓ － ガラス作品直接販売の為の展示環境の導入と整備

岐阜県 有限会社正村製陶所 8200002020670 自社ブランド評価をＯＥＭ生産にフィードバックするためのウェブ作成

岐阜県 株式会社石神造園 4200001033371 営業エリア拡大による認知度向上、販路開拓への取り組み

岐阜県 優貴珈琲工房 －
効果的・効率的な店内レイアウト変更と陳列スペースの拡大により、リピート
客の増加と客単価向上の実現を図る。

岐阜県 株式会社大映 3200001019306 ミシン業界に革命を起こす！新サービスＰＲ事業

岐阜県 篠田刃物製作所 － デザイン鞘で時代を切り拓く！下請企業からの脱却ＰＲ事業

岐阜県 株式会社クリメイト 2200001019109 下請企業の挑戦！ゴミ問題を解消する次世代プラスチックの提案

岐阜県 カットスタジオ　Ｚ－ＷＡＶＥ － 若返る秘訣はプロのシェービング！二刀流ならではの女性獲得事業

岐阜県 有限会社塚原産業 8200002018921 唯一無二！企画型金型工場のＰＲ事業と設備投資

岐阜県 株式会社やまや 2200001019694 いざという時！小さな！頼れる！長期保存米の提案事業

岐阜県 アバカスＴＳＫ － 未就塾児獲得へ！新ソフトの導入と地域唯一そろばん教室ＰＲ事業
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岐阜県 中濃代行 － 違法行為がはびこる業界に一石を投じる為のホームページ開設事業

岐阜県 株式会社山秀 8200001019697 アウトドアの達人になれる！キャンピングナイフの魅力発信

岐阜県 Ｎａｔｕｒａｌ．ｌｅａｆ１０３ － 伝統工芸品を使用した革製コインケースの開発並びに販売事業

岐阜県 フロンティーク・デザイン株式会社 4200001019511 デイサービス史上最高の“カイゼン”『ラクウェア』新規顧客開拓

岐阜県 音楽創庫 － 大切な人との親密度が上がる、「グループレッスン」広報事業

岐阜県 一級建築士事務所アイ・アーキテクト － 定年前ご夫婦のための「終の棲家」販路開拓

岐阜県 やまもと接骨院 － さらば膝痛！ヒザリハプラスでインソール？歩ける高齢者増加計画

岐阜県 有限会社ファインクラフト 8200002019465 関のＮＩＮＪＡ！？ＮＢ商品で海外展開にチャレンジ！

岐阜県 ＴＨＡＬＥＩＡ　ＳＨＯＰ － スパイスが奏でるハーモニー！タレイアであしたのあなたのために

岐阜県 有限会社ナック販売 4200002005345 ナノバブルを使った新たな美容・健康機器の販路開拓

岐阜県 － 非効率という価値・・・信じられるオーダー家具をもっと身近に！

岐阜県 中濃印刷株式会社 6200001019352 「ラベル印刷」に自信あり！地方の印刷屋さんＰＲ事業

岐阜県 ｋｍフィットネス － 延ばせ健康寿命！高齢者も楽しくできるミュージックボクササイズ

岐阜県
有限会社ニジュウ・イチ企画（カフェ・アダ
チ）

5200002018998 カフェ・アダチイズム大作戦！

岐阜県 たかふじ接骨院 － アスリートからシニアまで動けるカラダを作る為の「虎の穴」計画

岐阜県 有限会社志津刃物製作所 5200002018750 国内外における「志津匠」包丁ブランディングと保護

岐阜県 Ｍａｋｅ＆Ｈａｃｋ － 刃物用鋼材を使用した腕時計の開発及び販路開拓事業

岐阜県 有限会社伸幸精密 6200002018766 海外製金型修理の販路開拓を狙ったＷＥＢサイトの構築

岐阜県 有限会社恵那福堂 8200002023194 顧客管理と販売促進

岐阜県 株式会社桃井建設 1200001023581 新たなホームページ立ち上げにより、若者への住宅づくりＰＲ事業

岐阜県 ととのえ － 整理収納買取サービスのＰＲ事業

岐阜県 鮨幸 － 親子２代で営む新しい寿司店の認知度向上事業

岐阜県 ファジィハウス　コバヤシ － 人手不足でも生産効率向上による増産体制構築事業

岐阜県 時計・宝石・メガネ　ハラ － 高齢者のお客様が安心できる空間づくりため洋式トイレへの改修！

岐阜県 有限会社サンゲン 3200002024775 事業拡大のための機械導入及び補修分野の販路拡大

岐阜県 極東電信工事株式会社 9200001023327 可搬式斫機導入に伴い、作業効率（生産性向上）の大幅な改善

岐阜県 アトリエにじいろ － 趣味から事業へ！女性起業家として利益率の高い営業方法の展開

岐阜県 共立化工有限会社 3200002023265 めっき処理治具の再利用自社生産化による生産量拡大

岐阜県 パソコン教室Ｗａｎｔ’ｓ！　そばや幸 － 蕎麦屋での椅子席設置による来店率の向上と新規顧客の開拓

岐阜県 株式会社ひかりや 7200001027676 新サービス「エステ」事業開始の為の店舗改装事業

岐阜県 株式会社新杵堂 5200001024163 全国のＳＡでの拡販による　「みかん大福」　の知名度向上計画

岐阜県 恵那花の木ファーム － 既存店舗を改装することにより販売強化を図る事業。

岐阜県 伽藍堂 － 店舗移転リニューアルと新規ランチ・カフェ事業

岐阜県 柿の木 － 苗木城跡、馬籠宿をテーマに菓子の新商品開発！！

岐阜県 株式会社ネクストホーム 7200001033699 ホームページリニューアルによる販路開拓、アイメック農法の周知

岐阜県 髙瀬　一平 － 本格的な格闘技を取り入れたトレーニングサービス施設の整備
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岐阜県 美髪サロン　ドウゾ － 新たなトータルビューティサロンＰＲと顧客情報のＩＴ化

岐阜県 吉田工芸株式会社 6200001023602 ホームページ導入による安心安全な脱アレルギー家具の販売拡大

岐阜県 株式会社Ｋ．Ｈ．Ｖグループ 3200001035006 麺処　晴　顧客獲得に向けた販路拡大

岐阜県 池田行政書士事務所 － ホームページで顧客開拓、看板を新しくしてイメージアップ

岐阜県 Ｌｅｉ　ＡＬＯＨＡ － セットメニュー導入による販促と駐車場整備による顧客満足度向上

岐阜県 美濃手漉き和紙工房　Ｃｏｒｓｏｙａｒｄ － 折り紙専用染色紙、グラフィック染色紙の開発・販路開拓

岐阜県 株式会社深和紙店 7200001019517 新開発した和紙を活用したサービスを、ネット販売等で幅広く展開

岐阜県 株式会社ヤマニ不動産 3200001030956 物件情報の【量】と【質】の向上を一貫性のあるイメージで加速！

岐阜県 Ｃｏｌｅｔｔｅ　ｓｎｏｗ　ｊｅｗｅｌｒｙ － 新規販売店・顧客の獲得とコト消費によるファン作り

岐阜県 髙瀬建設株式会社 3200001019339 「大幹づくり」で暮らしを築くホームページによる新規顧客開拓

岐阜県 梅田屋クリーニング － カウンセリング型、シミ抜きクリーニングサービスの更なる強化

岐阜県 イタリア食堂　ＤＯＮＩ　ＤＯＮＩ － オリジナル商品の開発・ＰＲによる売上の拡大

岐阜県 丸重製紙企業組合 2200005007522 和紙の活用方法提案による新たな収益化と販売強化の取組み

岐阜県 末広堂美濃アイス － 真空パック化で、当店のアイスの風味を長く楽しんでもらいたい！

岐阜県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｆｕｊｉｔａ － 企業ブランディングのワンストップ提案による脱下請け

岐阜県 株式会社松久永助紙店 7200001019566 店舗改修により和紙の歴史と今、その魅力を感じられる空間へ

岐阜県 株式会社オオノ 6200001018998 バイオマスプラスチック杭「ビオプラッグ」の開発検証と販路拡大

岐阜県 株式会社小坂酒造場 4200001019123 百春のお客様トイレの洋式化による心地よい滞在時間と空間の提供

岐阜県 有限会社アーバンプラネット 7200002019441 店舗の周知拡大と安全の確保によるリピート増への取組み

岐阜県 カフェとカバン － 自家焙煎珈琲化による他店との差別化と顧客獲得

岐阜県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒｅ＋ － 業務用ボディ吸引器導入による顧客満足度向上と新規顧客獲得

岐阜県 株式会社マルサ研磨巧業 8200001033665 美濃市うだつの町での広報活動

岐阜県 有限会社萬慶呉服店 9200002026948 飛騨市や神岡町の観光資源を生かしたオリジナルグッズ作製、販売

岐阜県 株式会社日本セラティ 4200001021491 美濃焼磁器製角型・楕円型等洗面ボウルの広報事業

岐阜県 鳥春鶏肉店 － 鶏肉専門店の“焼き鳥”と“唐揚げ”販売事業

岐阜県 東濃発電株式会社 9200001031313 「東濃のはちみつ」の商品見栄え向上と直販力強化による販路開拓

岐阜県 ヤマキュウ畳店 － 地域密着畳店としての認知度アップによる新規顧客の獲得

岐阜県 Ｔｏｋｉ．ａｒｔｉｓａｎ株式会社 8200001034779 「街のホームドクター」としての認知度向上事業

岐阜県 角山製陶所 － 団体観光客をターゲットにした陶芸教室事業の整備

岐阜県 株式会社山銀飛水園 8200001021629 店頭販売の新規顧客獲得・売上増加に向けた折込みチラシ事業

岐阜県 伸光窯　金多田中製陶所 － 当社の食器製造技術を活かした生活雑貨の開発事業

岐阜県 比那屋 － 地元客をターゲットにしたテイクアウト商品販売事業

岐阜県 美容室ｃｏｂａｃｏ － ナノウオーター効果の実感を通して来店周期の定着と新規獲得

岐阜県 有限会社カネ忠 8200002021124 ユーチューブ動画による集客とセレクト食器販売新事業

岐阜県 Ｓｏｒａｏｍｉａｇｅｔｅ － 自前器具持ち込みでどこでもできる出張パン教室事業

岐阜県 丸山建築 － 新規客開拓のための地元密着型工務店認知度ＵＰ事業
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岐阜県 とらぞう － 『レーザー加工機』導入による販路拡大事業

岐阜県 株式会社西武製陶所 9200001021479 ブランド力強化の為の新商品開発とＰＲ

岐阜県 藤田陶器株式会社 4200001021517 パーソナルブランディングで美濃焼のイメージに革新を起こす新規販路開拓

岐阜県 ながゑ － 高齢者向けメニューの開発と店作りによる販路開拓事業

岐阜県 美濃冷暖株式会社 5200001021598 住宅事業への新規参入による利益率向上、及び事業安定化の実現

岐阜県 ＡｄｏｒｕＫ　Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － ヘッドスパ導入によるリラクゼーションプラン追加による販路開拓

岐阜県 株式会社カネコ小兵製陶所 6200001021250 クラウドファンディングによる海外販路開拓と認知度向上

岐阜県 塗装の浩屋 － 強みを訴求するウェブサイト作成による積極的な情報発信事業

岐阜県 つるや － コンセプトを明確にした看板設置・パンフ作成による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社丸浦陶苑 7200001021539 産地発信や展示会などで知名度をＵＰし新規顧客を獲得する

岐阜県 有限会社橘屋商店 1200002021320 需要拡大が見込め、新規獲得につながる介護予防用品の展示場作り

岐阜県 有限会社ヤマキ林金之助商店 8200002021743 ２０代男性向けアクセサリー調の飯碗・マグ製作および販路開拓

岐阜県 小川農園小川屋 － ネットショップ立ち上げと新商品開発による販路開拓事業

岐阜県 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｌｉｌｌｙ － 若いママさんの来店が増えるお店作り事業

岐阜県 有限会社カネ芳製陶所 7200002021117 オリジナル粘土商品の量産設備導入による生産量と売上増加事業

岐阜県 有限会社虎渓渡辺製菓 2200002021187 定番人気商品のパッケージリニューアルによる若年層への販路開拓

岐阜県 千古乃岩酒造株式会社 9200001021396 酒造ツーリズムによるインバウンドへの販路拡大

岐阜県 志山土本陶苑 － 強みを活かした行商の売上げ増加とオリジナル商品開発事業

岐阜県 山喜製陶株式会社 9200001021958 「地域ブランド・みずなみ焼の海外展開のための製品仕上げの強化」

岐阜県 ワンズファクトリー株式会社 3200001035930 健康食品（サプリメント）化粧品販売ホームページ・商品案内の作成

岐阜県 株式会社釜戸ふとん 1200001033102 働く女性をサポート！快適な睡眠環境の提案による新規顧客獲得

岐阜県 有限会社中山総合保険事務所 8200002022089 ホームページ及び看板新設による販路開拓

岐阜県 日比野建築 － 地域及び客層拡大の為の情報発信

岐阜県 合同会社プロトビ 6010903002342 プロ向けのオーダーメイドタイルカタログ制作

岐阜県 三喜屋靴店 － 足にトラブルがあっても快適に仕事ができる靴を提案するパンフレット作成

岐阜県 日本ジオニック株式会社 4200002022134 金属加工の技術を活用したパターの新商品開発・販路開拓

岐阜県 株式会社柘植建設 8200001024243 ホームページ新設と会社案内冊子作成・配布による広告宣伝と販促

岐阜県 飯地高原自然テント村 － キャンプ場利用客向け道路看板及び園内案内看板による販売促進事業

岐阜県 ビ・エール株式会社 4200002024543 シニア層向け顧客への顧客満足度向上と販売・紹介の促進

岐阜県 株式会社エポックイサヂ 5200001023636 “受注”から“提案”への転換による販路拡大に伴う広報戦略

岐阜県 有限会社エナ自動車ガラス 6200002024789 ワンストップの「ドライブサポート事業」の販路開拓

岐阜県 襷グリーンワークス － 緑化管理のコスト削減提案　グランドカバーを利用した販路開拓

岐阜県 ＴＡＮＯＮ － 居酒屋店の経営形態変更を地元愛と新たなコンセプトで解決する。

岐阜県 和工舎 － 高齢者向け！こまったリフォーム、ちょこっと修繕の販路開拓

岐阜県 有限会社馥郁農園 3200002024008 キャラクター・ロゴを活用した広報戦略で地域活性化

岐阜県 寝事屋ねぼ助 － 日本一の“布団職人”が提案する『綿』コットンプロダクト
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岐阜県 ブルーベリーの丘ホピ － ガーデンパーティ用テント設置による販売促進事業

岐阜県 有限会社アド・ループ 7200002023682 可能性の拡大！！手作り感のある「和ブランド」のホームページ作成

岐阜県 四季の味　籠屋 － トイレの洋式化による顧客満足度の向上

岐阜県 美容室ロンドゥアンジュ － 新たな形の美容院の新規出店で地域での生き残りをかける。

岐阜県 嵯峨乃や － 新たな顧客への訴求力向上による販売促進事業

岐阜県 ａｄｄ － リピート率の向上と機会損失削減のための店舗改装事業

岐阜県 株式会社アルナックス 5200001024205 商品ＰＲの為の試作品作製とＰＲ用ＨＰ・パンフレット作製による販路拡大

岐阜県 株式会社ヤマグチ 7200001033658 新たな顧客獲得のための事業所ＰＲと顧客満足度の向上

岐阜県 有限会社大記設計舎 2200002007723 リフォーム事業を積極的にＰＲすることによる新規顧客の獲得

岐阜県 岐阜化繊工業株式会社 2200001001248 当社オリジナル不織布（クリサンセマム）で販路開拓

岐阜県 有限会社松江商会 1200002008771 当社の強みを活かした新商品開発で新規顧客開拓。

岐阜県 Ｙ’ｓ　ＴＥＸＴＩＬＥ － 織物プリントの滲みを無くし、高品質な技術の確立による販路拡大

岐阜県 旬彩処　たけとも － 子育てママを応援する店作りで新規顧客獲得

岐阜県 おしゃれサロン・タニ － 店舗環境の向上による新規顧客獲得

岐阜県 有限会社大阪屋 5200002007118 椅子・テーブルを増設して大口団体客を獲得する

岐阜県 ヘアーサロン佐合 － 看板リニューアルによる認知度アップで新規顧客獲得

岐阜県 ビューティーローズパラ － メンズ脱毛店の出店による販路拡大

岐阜県 株式会社ミズノハウス 8200001007578 ホームページを構築し、オランダ産イチゴの販路拡大へ！

岐阜県 小町酒造株式会社 6200001007084 衛生施設（トイレ）を整備して酒蔵での購買顧客をおもてなし

岐阜県 株式会社Ｋｉｎｄ 6200001031712 共生型訪問介護「ＨａｎｄｓＣａｒｅ」の地域への認知向上事業

岐阜県 チャイルドバンク合同会社 1200003003714 買取事業者向けリスティング広告サービスの販路開拓

岐阜県 Ｌａ　Ｍａｎｃａ（ラマンカ） － 店の魅力を発信するホームページの作成とテイクアウト料理の開発

岐阜県 株式会社コーヒーロースト東海 7200001033352 ホームページリニューアルと周辺整備で販路拡大、売上アップ

岐阜県 喫茶パル － 看板設置等で新規顧客獲得計画

岐阜県 パーソナルトレーニング　スタイルアップ － 男性客獲得のための筋トレコースメニューの充実。

岐阜県 株式会社エムズコーポレーション 8200001032989 自社商品開発による新規顧客獲得と実店舗での販売強化

岐阜県 ｂａｂｙ’ｓ　ｂｒｅａｔｈ － リラクゼーション知名度ＵＰで、リラクゼーションの集客ＵＰ

岐阜県 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｏｉａ’ｓ － 新設備導入による超癒し度ＵＰ＆新規顧客獲得事業

岐阜県 古民家スペース＆カフェバー　空と月 － レンタルスペース立ち上げ＆看板設置で新規顧客開拓プロジェクト

岐阜県 有限会社笹本設備 3200002009009 賃貸物件を所有する持主への空室対策コンサルタント事業の展開

岐阜県 株式会社平成グリーン 6200001012365 若年層家族を対象とした新事業展開による受注拡大

岐阜県 あじへい各務原店 － 席数を増やすことで客数を増やし売上を増やす

岐阜県 魚正 － 高齢者に優しいお店にすることで客単価アップを目指す

岐阜県 株式会社ＴＡＫＩＭＯＴＯ 7200001035480 自社ＨＰ作成による新規顧客獲得

岐阜県 Ｓａｋｕｒａ　Ｂｅａｎｓ　サクラビーンズ － クーポン媒体に頼らない！手書き手紙アナログ手法による新規顧客開拓

岐阜県 喫茶キャロット － 当店の強みを前面に出した看板設置で新規顧客獲得
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岐阜県 Ｕｎ　Ｐａｓｓｏ　ａｌｌａ　ｖｏｌｔａ － 情報発信力向上により当店の魅力を伝え、新規顧客開拓を実現する

岐阜県 ペット霊園愛の森 － ＨＰのリニューアルと自動見積システムを導入して顧客獲得

岐阜県 Ｉｒｉｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 美容院におけるデジタルとアナログ両面からの集客活動

岐阜県 株式会社餅信 7200001007760 地域由来の新商品の開発とＰＲで新規顧客を獲得する

岐阜県 かとう商事株式会社 3200001009884 新事業アピールの為ホームページを作成し集客を図る

岐阜県 まき本店 － 新規設備導入で新鮮さをアピールしフリー客の集客を図る

岐阜県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＬｅＲｙｕ － 認知度向上による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社はしもと農園 6200001035829 高糖度ミニトマトのブランディングによる新たなニーズ獲得

岐阜県 株式会社デザインラボ 8200001007710 ～フィルムメーカーへの第一歩～新素材開発による新規顧客開拓

岐阜県 株式会社はちえん 3200001020370 新キャッシュレス決済コンサルティング契約の獲得強化事業

岐阜県 後藤耕太建築工房 － モデルハウスに置くソファー等の商品開発をして見込客を獲得する

岐阜県 米ＳｗｅｅｔＳ － ＥＣサイトでバイヤー向けに情報発信し新規取引成立を目指す

岐阜県 くおん堂鍼灸接骨院 － 閲覧していただけるＷＥＢサイトの構築による若い世代の販路開拓

岐阜県 株式会社ドゥ・カリテ 2200001027045 ロゴ入りマカロンの認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 有限会社志津野 4200002007440 来店者を顧客に変えるためのお手洗い改修による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社グリーンスマイル 2200001028010 閲覧していただけるＷＥＢサイトの構築による販路開拓

岐阜県 有限会社旅ステーション 8200002007718 小規模事業者の特徴を生かした団体旅行分野へのチャレンジ

岐阜県 有限会社ヴァード 8200002007759 「伝える・伝わる」新商品の広報ツール制作による販路開拓の実現

岐阜県 ｌ’ｅｃｒｉｎ（レクラン） － レクランの認知度アップと新規顧客開拓

岐阜県 ＡＲＡＭＳ（アラムス） － 集客力を高めるためのショールームの設置

岐阜県 大美屋 － 顧客満足を高めるためのリラクゼーションルームの設置

岐阜県 Ｓｅｃｒｅｔ　Ｍｏｄｅ － 地域密着型の探偵事務所としての認知度向上による新規顧客獲得

岐阜県 スピードショップイトウ － 新設備導入により納期短縮と新メニューの提供

岐阜県 ＳＴＵＤＩＯ　ｃｒｏｓｓｉｎｇ － 海外販路開拓のための展示会開催とホームページ他言語化

岐阜県 ＺＩＧＺＡＧ（ジグザグ） － 店舗バリアフリー化による来店しやすい店作りと顧客開拓

岐阜県 株式会社うを完 4200001017069 厨房の改修により、労働生産性向上と受け入れ人数増加による売上ＵＰ

岐阜県 バルーンワークス　ＳＯＲＡ － バルーン商品と当店の認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 株式会社小津看板 3200001017086 受注管理や施工予定管理の情報共有システムを導入し業務効率化

岐阜県 ＶＩＮＣＥＮＴ － 新パンフレット作成・配布・展示会出展などに伴う販路開拓事業

岐阜県 株式会社えんどう 6200001017471 オーダーメイド商品のネット販売による売上拡大事業

岐阜県 ライフオーガナイザーひと宮 － ＨＰ立ち上げと宣伝、販促チラシ作成とＤＭによる販路開拓

岐阜県 十善堂はりきゅう治療院 － 訪問マッサージ業への新規参入

岐阜県 ＬＡ　ＶＥＲＩＴＡ － 地域創作イタリアンとしての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 株式会社Ｆデザイナーズ 3200001035154 バリアフリー化により、受入れ幅を拡大し新規顧客を獲得する。

岐阜県 木絵雑貨 － ＮＣプログラム搭載自動切断機導入により安定的に製品提供を行う

岐阜県 Ｉｍａｇｅ　Ｃｒａｆｔ株式会社 4200001018810 新ＥＣサイト・クラウドファンディング・展示会による販路開拓
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岐阜県 株式会社美光技研 6200001018684 実物サンプル入りのカタログ帳を作り、新たな顧客獲得を目指す

岐阜県 花笑み － お客様の声に耳を傾けたサービスの向上と販路拡大への取組み事業

岐阜県 スマイルアットガーデン株式会社 6200001026794 展示場刷新とイベント実施による、顧客との接点増加を目指す

岐阜県 ｉｎ　ｔｈｅ　ｆｉｅｌｄ － 花・雑貨店としての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 株式会社ｙｕｊｉｎ 6200002017272 団体客獲得のための駐車場改修

岐阜県 ハッピーベル株式会社 2200002018200 孤独死の早期発見と安否確認のための人感センサーの開発

岐阜県 株式会社クロスオーバーサービス 9200001033516 「麺処あさひ」の店内環境改善とその宣伝活動

岐阜県 スラッシュワークス － ホームページ作成に伴う顧客基盤拡大

岐阜県 美シンデレラ － 新サービス「ＦＩＴ　ＪＵＭＰ」の周知による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社創英塾 8200001033822 ホームページのリニューアルと店頭サイン設置による集客力アップ

岐阜県 ＯＶＥＲＡＬＬ　ｏｒｇａｎｉｃ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 地域でヘナ美容室としての集客力を高める店舗改装事業

岐阜県 株式会社大幸住宅可児工房 8200001018468 上恵土分譲地の認知度向上に伴う受注アップ

岐阜県 ＴＬＵＣＫ　ｈａｉｒ － 店舗一部改装（美容スペース拡大）による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社インプラス 7200001034144 発表会撮影の新商品を開発し、新規顧客の獲得！

岐阜県 有限会社亀谷電気商会 9200002016908 地場の電気工事店として認知度アップによる新規顧客の獲得

岐阜県 酒肴　奥座敷　まる耕 － 名古屋圏への販路開拓

岐阜県 有限会社万寿実家具センター 7200002017288 店内・トイレをより快適にし、滞在時間を伸ばして客単価ＵＰ

岐阜県 山川酒店 － 飲食店に特化した繁盛店になるガイドブックの作成での営業力強化

岐阜県 株式会社シルヴァンブリーズ 6200001018825 ＦＣ事業部門　（習字等）　のホームページ改修による新規加盟校開拓

岐阜県 美容室シンフォニー － 地域美容室としての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 京進スクール・ワン　可児教室 － 塾生を主軸の中学生以外に小学生・高校生に広げる新規開拓

岐阜県 株式会社ギフ建 9200001017840 ホームページをフィルターとした新規顧客の獲得

岐阜県 フルクロ整体 － 「体の痛み、不調の専門整体」の認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 株式会社光葉 1200001018425 新商品「肉炊き輪鍋」の拡販と貸切パーティ事業の実施

岐阜県 焼処　万寿民屋 － 新しい肉ケーキの商品開発と特別な日需要の取り込み広告

岐阜県 素材香房イルコローレ － 可児米粉シフォンケーキのネット販売及びＨＰのリニューアル

岐阜県 有限会社栗山建築 3200002011451 新規販路開拓のためＷＥＢサイトリニューアル

岐阜県 株式会社ＫＲＭコーポレーション 4200001020329 模型を活用した展示会等における開発機械の特徴発信と販売促進

岐阜県 メガネショップ　ヒロ － 色あせた看板と外壁をリニューアルし集客・売上アップに繋げる

岐阜県 有限会社三愛時計店 7200002011670 時計修理部門を再構築して思い出の時計を甦らせる事業

岐阜県 ジャパニーズフロア － 変形した畳のデザイン性を高め、販売先販路を拡大させる事業

岐阜県 ＥＰＡ － 新規販路開拓の為の看板設置と折込チラシ作成。

岐阜県 テクナード株式会社 5200001012110 岐阜発信の地区連携による新機能繊維の開発とＰＲ事業

岐阜県 大橋ニット株式会社 4200001010833 先染め糸を活用したサンプル開発、展示会出展による販路開拓事業

岐阜県 ｇ’ｎ　ｃａｆｅ － 丸型ソフトクリーム機導入による新たなデザート需要の創出

岐阜県 株式会社ひらめきカンパニー 2200001032490 当社オリジナル材を用いた住宅商品の販売促進事業
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岐阜県 有限会社若葉 9200002011792 ブライダル演出商品【ウエディングボール】の販路開拓

岐阜県 株式会社ハラ電機 7200001013115 様々な施設への対応力をＰＲして地元密着販路開拓事業

岐阜県 兎月園 － 異業種や学生とコラボした新商品等の販売促進

岐阜県 ジャンプパーク － 店舗看板の設置による認知度アップ

岐阜県 鳥白湯ラーメンはらや － インスタグラム利用者を取り込む店舗づくりで販路拡大

愛知県 ａｍｉ友 － 心も体も癒すスギ茶があなたの友に新パッケージで販路拡大事業

愛知県 国語専門指導ニュートラル － 「伝える・伝わる」広告宣伝事業による新規顧客開拓の実現

愛知県 株式会社レガーレ 1180001121495 女性が輝くため従来１０分の１のコストで実現する起業支援サービス

愛知県 株式会社パートナーホールディングス 6180001117654 急増するアジアからの創業者を支援するＨＰ作成による売上向上

愛知県 ゆんたく － ＳＮＳと動画配信による情報提供と予約システムの一体化事業

愛知県 ロイヤルインターナショナル株式会社 9180001009691 『日本品質の福祉・医療用搬送車両で東南アジア販路拡大』

愛知県 Ｂａｄｍｉｎｔｏｎ　ｃｌｕｂ　ｈｏｕｓｅ　Ｃｈｉｃｋ － バドミントンスクールによる愛好家育成と新規顧客の開拓

愛知県 ＩＴ　ｔｒｕｓｔ － 新製品開発とプロモーションすることにより売上に繋げる

愛知県 イクスアール株式会社 6180001131531 教育・採用向けＶＲ／ＡＲソリューションの開発と販路開拓

愛知県 セクレ － ホームページの全面改修により、水素専門サロンのブランド力強化

愛知県 かなで行政書士法人 4180005017035 オンライン業務マニュアル作成で業務効率化

愛知県 Ｍａｌｌｏｗ － ママ達の味方！花とスパで最上の贅沢と極上の癒しをお届けします

愛知県 有限会社荒木製作所 1180002010672 見学者受入増加による受注拡大のための工場内ルートの整備事業

愛知県 コクリエ国語教室 － 国語嫌いゼロ！教育改革の要「国語指導者養成講座」販路開拓

愛知県 石田畳商店 － 専用機械で新商品開発、簡単和空間を提案して畳文化を広める。

愛知県 株式会社五七屋 5180001136382 伊勢の惜しまれた担々麺を、名古屋で復活、そして全国へ！

愛知県 有限会社ＡＭＳ 3180002056929 団塊世代スキーヤーを増やすためのスキー板ワクシング装置導入

愛知県 合同会社ＢｌｕｅＢｏｗｌ 8180003017735 新元号《令和》から始まる海底で造る熟成酒の啓蒙と販路促進

愛知県 株式会社ＺＩＮＡＺＯＬ 5180001125261 認知活動のためのＨＰ、広告類の制作、展示会の出展。

愛知県 株式会社まみ 8180001013488 国内外旅行者の新規獲得及び顧客満足度の向上により売上を拡大

愛知県 株式会社サンリット企画 8180001057964 表情豊かな生活を取り戻す事ができる新商品の販売による販路開拓

愛知県 株式会社エール 4180003017490 自費（保険外）リハビリの周知集客活動

愛知県 株式会社ミュゼ 5180001057389 認め合うコミュニケーションでパワハラのない職場作りを支援する

愛知県 和楽Ｊａｐａｎ合同会社 7180003019088 オンライン化による販路のグローバル化と外国人活用の最大化

愛知県 アートジュエリー緑 － オーダーメイドに特化したブランディング戦略による販路開拓事業

愛知県 ヘアセット　ＣＯＣＯ －
新規客獲得のための作業所の改装・着付け場所の拡大・トイレのバリアフ
リー化

愛知県 あいたるや － ファミリー向けオモシロメニュー導入によるプロモーション強化策

愛知県 有限会社フェイズアウト 2180002037319 冊子にモニターをはめ込んだ「動画パンフレット」の販路開拓

愛知県 合同会社ＳＯＩＮ 7180003019773 アンチエイジングエステサロン本格開業に伴う集客広報事業

愛知県 えんや整体 － ステーキケータリングのＰＲ強化による法人顧客獲得。

愛知県 ｓｈａｎｔｉ－ｎａ株式会社 1180001105366 動画ＰＶによる顧客ロイヤリティアップとＨＰリニューアル事業
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愛知県 株式会社フラワー・アクト 3180001102460 生花小売業界　ＷＥＢと紙媒体の活用した広告宣伝の併用による販路開拓

愛知県 中日技研工業株式会社 3180001012718 「待ち」から「攻め」へ営業するホームページの制作・発信

愛知県 有限会社尚友社製本所 4180002032078 カザレルホルダーの販路開拓、リピート化による収益増大の実現

愛知県 日建ビルテクノ株式会社 2180001114853
自社ホームページを刷新し充実した内容とすることで、ＢｔｏＣ事業の開拓を図
る

愛知県 有限会社伊藤産業 1180002007628 住空間プロデュースを取り入れたホームページの刷新

愛知県 株式会社米品 7180001019445 着物シェアリングによる新事業、及び新規客開拓売上利益向上

愛知県 ヒガキＭＳ － 訪日外国人向け『浴衣・着物着付け教室』のホームページ作成

愛知県 サワレコ －
レーザー加工機を使ったクライアントの売上増加・付加価値付け・自社製品
ネット販売事業

愛知県 株式会社ウィンド 8180001090692 デジタル抽選システムを作成し、新たな販促提案を可能にする。

愛知県 合同会社アンツ 9180003018071 オリジナルデザインのサンプル作成とネット販売の強化

愛知県 株式会社グリンルームアトリエ由花 9180001132857 フラワーアレンジメントで女性の雇用創出と働き方改革

愛知県 ｂｅｌｌｅ　ｖｉｅ － まつ毛エクステ・脱毛のお客様増加の為に内装工事等で売上アップ

愛知県 ウィンライト － 動画付きホームページでソフトウェアによる業務効率化をＰＲ

愛知県 デザインスタジオ　Ｂｏｕｉｌｌｏｎ － 自社製品開発および見本市出展による販路開拓事業

愛知県 株式会社ＣＯＳＥＩ 8180001113486 プログラミング教室「マイクラミング」導入教室・生徒数の拡大

愛知県 株式会社エベレストコンサルティング 6180001118900 介護難民等「２０２５年問題」解決に向けた高齢者事業の集客強化

愛知県 ＩＳＥＴＳＵ環境開発株式会社 2180003007709 画期的なＹｏｕＴｕｂｅチャンネル制作と専門家の活用・販路開拓

愛知県 ぬくもりの色株式会社 8180001130151
アメリカ発ＡＲＴ　ＧＡＬＬＥＲＹ　ＦＡＢＲＩＣＳの正規販売店拡大のための取り組
み

愛知県 フジヤマ５５名駅店 － ホームページとＳＮＳの新設による新規顧客獲得

愛知県 株式会社メイプル名古屋 9180001056354 ホームページによる鍼灸院向け販促ツール作成代行事業の広報

愛知県 行政書士法人エベレスト 9180005016593 就労外国人約１４６万人を支える「外国人雇用管理システム」開発

愛知県 株式会社ヴィラルージュ 8180001099924 ブランドイメージに合わせた空間作りを

愛知県 株式会社大黒コーポレーション 6180002028140
伝統文化「銭湯」復活への第１弾・商圏特性を踏まえた広報戦略による販路
開拓

愛知県 吉田企画 － 当社の高い分析能力が電気火災を撲滅し社会に貢献する！！

愛知県 株式会社ユーライフ不動産 7180001132272 「安心の不動産仲介」を訴求する効率的な顧客開拓事業

愛知県 株式会社ブングス 6180001048453 備えて安心の５年長期保存できる「パンですよ！」をギフトの定番商品へ！

愛知県
株式会社ＦＲＯＭ　ＮＯＷ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩ
ＯＮＡＬ

5180001132844 デジタルサイネージによる効率的な広告・新規顧客獲得で売上ＵＰ

愛知県 株式会社ＦＬＡＧＳコンサルティング 9180002034549 整体院特化型ＭＡＳのホームページ作成で新規顧客開拓

愛知県 末松会計事務所 － 安心して相続の相談ができるための相談室設置

愛知県 株式会社ｔｈｅＥＤＧＥ　ＤＥＳＩＧＮ 6180001112630 Ｗｅｂ販路開拓

愛知県 株式会社野村紙器 3180001039736 「和専門の箱ブランドを確立し、和文化と貼り箱を共に守る」

愛知県 人材育成ＧＲＯＷ － 販路拡大として企業・小中学校向け周知拡散の為のＨＰ・チラシ

愛知県 ｆｉｌｅｍｅｔｅｒ － 縦型レイアウトのＨＰ作成と新サービスによる販路開拓

愛知県 ＺＥＲＯ　ＧＲＡＶＩＴＹ株式会社 2180001121008 「自衛隊員に特化した婚活パーティー」のＰＲによる販路開拓

愛知県 株式会社ルース 1180001106546 ＡＲによる工業系作業支援サービス「ＡＲ作業支援」

愛知県 Ｂｅｌｌｅ　Ｈａｒｍｏｎｉｅ － 心から「良いな」と想う感動をお届けする音楽イベントの開発・販路開拓
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愛知県 スロープラボ － 女性向けＷｅｂメディア「Ｍｅ：Ｍｏ」の会員獲得のための広告宣伝活動

愛知県 メリーポピンズ家事代行サービス － 夕方のてんこまいママを“ながら”応援いたします。

愛知県 株式会社子ども未来研究所 6180001111970 思考力学習塾である考ラボの新規生徒獲得

愛知県 太閤商事　きむら － 全国のお客様に当店の商品を知ってもらうための設備投資

愛知県 株式会社フィールディン 7180001065340 インバウンドのテイクアウト消費による新規商品開発

愛知県
ブルーモーニングフィナンシャル株式会
社

3180001135460 新規顧客開拓、優秀な人材採用の為のＨＰを通じた広告事業

愛知県 伊藤直子一級建築士事務所 － 高齢者のコンパクト・リノベーション事業の設備開発及び販路開拓

愛知県 ワキカイドウ － 展示用の手彫りのデザインリング製作・ＰＲによる販路開拓

愛知県 株式会社丹野みどりアナウンス事務所 3180001135667 自社ホームページの新設による新規開拓

愛知県 有限会社Ｆａｉｔｈ 2180002058356 プライベートサロンによる極上の癒し空間プロジェクト！！

愛知県 株式会社ハグリネット 3180001086704 ペンギフトのリーフレット作成・活用によるＢｔｏＢでの販路開拓

愛知県 株式会社インターテック 9180001029442 事業承継の情報発信とマッチングシステム整備事業

愛知県 有限会社カリットギョウザ黄金 8180002019311 温蔵庫導入による究極のこだわり餃子提供での売上拡大事業

愛知県 有限会社川勝鉄工所 7180002043114 「川勝鉄工の職人たち」をＰＲし、さらに信頼できる会社へ

愛知県 株式会社日本アドシステム 9180001039276 しあわせ終活・新事業の開発推進

愛知県 イマージュプロ株式会社 6180001108281 「洋服メンテナンス」を全国へアピール。男女新規顧客獲得！

愛知県 魚菜や　ゆずとと － 一般家庭用に向けたお弁当（仕出し松花堂法事等）の受注拡大

愛知県 株式会社心乃信 1180001072235 働く女性を応援する中華料理店へのリニューアルと新規顧客開拓

愛知県 株式会社名古屋ナカテック 4180001062712 自社の広告を露出することで、認知度向上と売り上げのＵＰを図る

愛知県 有限会社若林研磨工業所 7180002025129 自社ＨＰの開設による新規顧客開拓並びに売上増大と新入社員確保

愛知県 梶谷商店 － 展示会出展で潜在的な「房」の需要を掘り起こして売上アップ！

愛知県 株式会社ＴＯ 6180001123495 国内及び外国顧客に向けた認知度向上＆事業拡大の実現

愛知県 酵素浴５ － 「米ぬか１００％酵素浴」新商品開発とブランド化

愛知県 有限会社コヤマカメラ店 5180002013746 「技術・スピードに加え本物の色にこだわり他店圧倒プロジェクト」

愛知県 眞瀬光学株式会社 7180001072139 ＨＯＴＥＬ、温浴、介護施設専門サービスの販路開拓事業

愛知県 ＳＭＫＣ － ダイレクトバリアブル印刷入力システムの開発による販路拡大

愛知県 ｃａｃｃｏ － 新規集客や当店の情報の発信を目的としたＨＰの作成

愛知県 みどり楽器 － ＨＰ及び店内リニューアル、イベント出店による新規顧客開拓

愛知県 鈴村木工有限会社 4180002006486 仏壇製造技能を応用した「猫トイレカバー」の開発及び販路開拓

愛知県 接骨院三幸堂 － 地域住民の腰痛の悩みを解消し、地域を活性化させるための広告

愛知県 ＡＩＥ － ゴルフ場経営者向け雑誌広告掲載し，ゴルフアパレル事業ＰＲ強化

愛知県 Ｈａｐｐｙ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ － シニア男性向け新サービスを通じた新規顧客層の開拓

愛知県 株式会社アシスト 8180001106003 ＰＣ版ホームページのスマートホン対応化事業

愛知県 表参道燻製堂 － 燻製カレーのブランド力アップと店の認知度アップの取り組み

愛知県 和奏治療院 － 人生１００年時代を生きる健康増進プロジェクト

愛知県 タクミカメラ － カメラのネット販売に伴うＥＣサイト開設で売上向上を目指す
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愛知県 株式会社光洋工芸社 8180001023520 組み立て式の教材を製作するための設備導入

愛知県 コア・テクノロジー株式会社 3180001120462 医学的根拠を取得し、新商品を開発し販路拡大を目指す

愛知県 有限会社メガピーアール 9180002039060 ウェブサイトをリニューアルし、ＩＴ活用による販路開拓

愛知県 株式会社グラフィッコ 8180001113750 レンタルギャラリー、デザインスクール事業をアプリで広めよう

愛知県 株式会社ＮＣマネジメント 2180001124679 ペットとのストーリーある日常の記録撮影の新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社美容室プルミエール 3180302027761 シャンプー台導入による高齢者の負担軽減とスパメニュー客の増大

愛知県 株式会社ＡＸＩＯＮＳ 5180001135582 存在をアピールする為の広告事業、及び工賃・契約率向上の為の取り組み

愛知県 株式会社テレス 6180001062875 鳥害対策製品の販促チラシおよびサンプルを作成する。

愛知県 本郷接骨院 － 朝６：３０から！学校・仕事前に通える接骨院の看板による周知活動

愛知県 株式会社リンクコンサルティンググループ 9011101062300 「採用アウトソーシング（採用代行）の新規顧客の受注件数増加」

愛知県 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　ＦＡＭＩＬＬＥ － 商圏内の新たな居住者に対するＰＲ強化で売上・利益ＵＰを図る

愛知県 合同会社Ｈｉｒｏｈａｓｕ 9180003016835 既存の時間貸しスペースのリニューアル改装による販路開拓

愛知県 株式会社ＣＨＩＣＫａ　Ｉｎｃ． 3180001124190 政府保育料無償化政策への対応と地域貢献としての保育士講座開設

愛知県 アドスクエア株式会社 5180001135335 ホームページとランディングページを活用した新規顧客開拓事業

愛知県 金虎酒造株式会社 9180001011862 「名古屋を醸す」ブランド発信を目的としたウェブサイト改修事業

愛知県 有限会社ウィズビズインターナショナル 5180002048858 日本の将来を担う学生の英語力アップを支援して売り上げ向上

愛知県 楽掃 － 楽掃という認知度アップによる新規顧客獲得

愛知県 北川ダイヤモンド工業株式会社 7180001035392 新規開発宝飾品の販売促進にむけた広報

愛知県 株式会社ＢＬＡＮＣＡ 8180001133071 街とともに思い出を残し再び戻ってこれる場所を作るウェディング

愛知県 株式会社アーチス 5180001077404 フルオリジナルクリスタルグラス製造を呼び水にした販路開拓

愛知県 ｌｉｌｙｐａｃｅ － 花を贈ることの素晴らしさを知ってもらい収益をアップさせる事業

愛知県 株式会社クレド 2180001089955 ＥＣサイト再構築とＳＮＳの開設・運営による新販路新顧客の開拓

愛知県 合同会社ＥｎＺｉｎ 9011203002848 卓球×ビジネスで販路開拓に新たな可能性を！販促支援事業の拡散

愛知県 株式会社ｔｅｎｄｒｅ 8180001102720 業務＆労務改善の専門家からの指導助言による効率化・生産性向上

愛知県 ひじり総合治療院 － 悩める人を元気に！薄毛治療導入による販路拡大とリピーター化

愛知県 山川商店 － 販売客と買取客のリンク付けの相乗効果で売上アップ

愛知県
株式会社タイ・バリュエーション・サービ
シーズ

6180001057512 不動産鑑定士のウェブマーケティングによる民間需要の販路開拓

愛知県 串揚げとワイン　宿串 － ホームページ新設による魅力発信強化事業

愛知県 ブレーントラスト － 施術院向けＩＴ活用支援サービスの新規開拓と女性の雇用促進

愛知県 ナノメートルアーキテクチャー － 自社設計ショールーム新規設置による営業効率の拡充

愛知県 リラクゼーションサロン　Ｓａｎａ － リラクゼーションセラピスト育成の教室作り

愛知県 ＵＯＵ（ワオ） － ＩＴ活用でスマホユーザー販売強化による販路拡大

愛知県 株式会社カムロ 2180001025134 既存保育園の園舎建替や幼稚園のこども園化の新規顧客開拓

愛知県 株式会社Ｓ＆Ｅ 6180001135078 不動産ＷＥＢサービスの開発による販路開拓

愛知県 Ｐｒｉｍａｖｅｒａ（プリマベーラ） － 隠れ家から見えるお店へ

愛知県 シフトブレイン・ジャパン株式会社 3180001109027 展示会で「究極の安全はドローンを使った無人化点検にあり」を伝えよう！
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愛知県 株式会社利和香 7180001133130 心身共に癒される、アロマの可能性を広げる新商品開発と販路開拓

愛知県 佐藤健介写真事務所 － 一気読みランディングページで販路拡大

愛知県 株式会社和装カジウラ 4180001109364 インバウンド事業の販路拡大を図って地域に貢献する

愛知県 株式会社ｓｔｕｄｉｏ　ｅｓ 4180001066424 家族写真撮影の販路開拓

愛知県 ｓｏｒｒｉｓｏ　ｈａｉｒ － ラグジュアリーシャンプー台導入で中高年女性顧客開拓

愛知県 株式会社坂井海苔店 4180001097345 国内外への海苔食文化発信を通じた販売促進

愛知県 株式会社アジャスト 7180001105559 ＬＥＤ照明の効率・質にこだわる高付加価値化

愛知県 有限会社東海太鼓センター 9180002018725 ＨＰの作成、販路拡大、Ｗｅｂ戦略を強化しＳＮＳ、ＨＰの管理運用

愛知県 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｌａｂ 3180001135881 こだわりの『追熟チーズタルト』で働く女性のプチ贅沢を実現する

愛知県 一穀一枝 － お客様の満足度を上げ、リピーターにつなげるための設備導入

愛知県 株式会社ドリシェ 4180001071424 内覧会及び見込み客向けイベントの開催・ネット広告ツールによる販路開拓

愛知県 有限会社ケーフォーム 1180002037328 新規事業「主婦にやさしく、家事が楽になる住宅」の販路開拓

愛知県 有限会社スターネスジャパン 2180002058934 「フルフォン」サービスのプロモーション体制強化事業

愛知県 株式会社オフィスライジング 3180001110694 ミスターレンタルマンショールーム設置計画

愛知県 百年レザー － 自社ホームページを使った全国集客・生産スピード向上事業

愛知県 Ｃａｒｅｅｒ　Ｌｉｔｅｒａｃｙ － 「人事評価リテラシーパック」販売のための販促ツール作成

愛知県 株式会社アートクライム 6180001062520 専用ホームページ制作による美容業界人材難解消事業！

愛知県 山勝染工株式会社 2180001027510 新しい着物の形とスタイルブックの製作による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社フォルトゥナ 4180001071960 陶芸作家の手仕事の作品の魅力を伝えるための販路拡大事業

愛知県 ベルギフト － ランディングページを活用して販路拡大

愛知県 株式会社セント 9180001048038 地域断トツの物件情報掲載による自社スマホサイトの構築

愛知県 山崎工業株式会社 8180001015765 会社情報の発信と燃料計算ツール提供による新規顧客開拓

愛知県 有限会社ゑぐち 3180002030033 リメイク・オーダーバッグ加工の新ホームページ及び新パンフレット作製

愛知県 プランニングオフィス・ラグーン有限会社 5180002016798 「デザイン経営宣言」を中小企業と商品のブランディング化に活用。

愛知県 楽だや － シャンプーユニット、チェア入れ替えによる顧客サービス向上

愛知県 有限会社フロム・サーティ 8180002046909 最先端のオンラインシステムを活用した「話し方」養成講座

愛知県 西山事務機株式会社 4180001010803 Ｚｏｈｏ　ＣＲＭ（クラウド型顧客管理・案件管理システム）導入

愛知県 株式会社フライングサポート 7180001121713 リアルの販促ツールとＳＮＳやネット広告を活用した販路開拓事業

愛知県 ラスアンテルナショナル株式会社 2180001120199 スイーツ部門のプロモーションとＩＴを活用した新規顧客拡大事業

愛知県 株式会社小島良太郎商店 9180001014444 愛知の循環型日本酒を活用した酒粕バームクーヘンの販路開拓

愛知県 スタジオアスタリスク － 新機材導入及びパンフレットプロモーションの推進

愛知県 株式会社ＭＳＫ 1180001130075 「シロアリ予防駆除で安心安全なマイホーム」近隣の顧客開拓事業

愛知県 丸善美装工業株式会社 1180001027189 ノードマン導入による塗装品質および生産性の向上事業

愛知県 東邦技研株式会社 8180001006970 展示会参加による認知度アップ・新顧客獲得・売上アップ

愛知県 株式会社後藤和裁 9180001059852 着物から仕立て替えるオリジナル死装束の販路開拓

愛知県 ゆう司法書士事務所 － 相続専門のホームページ制作とリスティング広告による販路拡大
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愛知県 株式会社ティーエヌディー 3180001059437 オフプライス販売への新規展開と販売促進

愛知県 株式会社ＮＵＴＲＡＢＩＴ 6180001132067
会社の信頼性向上のための会社パンフレット、名刺、ＨＰ問い合わせフォー
ム、会社ロゴのデザインと作成

愛知県 株式会社アヴァンサ 9180001072351 フィッティングサロン開設によるバストアップ市場への販路拡大

愛知県 Ｍａｎｕ　Ｍｏｂｉｌｅｓ（マニュモビールズ） － 製品パッケージの改良に伴う生産性と品質の向上による販路拡大

愛知県 ＤＥＦＦＥＲＴ － スーツ生地を使用した着物の仕立開発・販路開拓

愛知県 株式会社イノビジョン 1180001107560 新規塾生獲得に向けての宣伝チラシの作成・印刷とポスティング

愛知県 ワタナベフードソリューション株式会社 6180001113199 鮮度保持冷蔵庫／熟成庫増産・増版に伴う広報活動及び販路開拓

愛知県 有限会社ケイ・イー・エス 3180002042004 国内および海外向け自社商品アピールビデオの制作による販路拡大

愛知県 合同会社ＫＤＲ　パートナーズ 7180003013917 不動産管理事業　ＩＴ化での事業周知・営業活動・新規顧客獲得

愛知県 株式会社アールプレイス 7180001136059 動物関連専門人材紹介「Ｒ－ＰＬＡＣＥ」事業展開と販路開拓

愛知県 Ｎｏ　ｎｏｔｈｉｎｇ － 販売促進のための、まだ無い自社ホームページの制作。

愛知県 中川　匡亮 － 労働事件相談窓口のホームページ開設による新規顧客開拓事業

愛知県 合同会社フィレックス 4180003019603 ヨガによる健康寿命の普及を目的とした広報・設備の革新的改革。

愛知県 株式会社華導 3180001124629 各種宣伝媒体を通じた商品イメージの視覚的な訴求による受注増加

愛知県 株式会社ＲＯＳＳＯ 9180001121595 セルフ脱毛による売り上げアップ　新規顧客の獲得

愛知県 ＯＴＳウエスト有限会社 5180002048164 増加している訪日外国人獲得に向けた販路開拓計画

愛知県 付加価値創造合同会社 2180003018318 シェアリングサービスを展示会業界に導入し新価値を創造する事業

愛知県 ＢＡＲＢＡ － 大人男性向けメンズグルーミング理容店としての認知度アップ事業

愛知県 上京 － 茶懐石料理のお弁当販売強化による和食文化の浸透事業

愛知県 ガーデナップ株式会社 6180001047570 英国製コンサバトリーのウェブ集客による販売拡大

愛知県 丸安ニット株式会社 8180001027232 自社ブランドの国内外向け販路拡大と新素材開発

愛知県 株式会社ＡＦＥＲ 2180001101257 入会前会員の取り込みランディングページ作成と広告

愛知県 やまうち国際行政書士事務所 － 英会話学校に対する国連体験ツアーの開発・実施

愛知県 有限会社オールスタッフクリエーション 9180002030234 照明業界が要求の最新カラーライティングの導入による売上ＵＰ作戦

愛知県 レンカイネスノーボード － オーダーメイドスノーボード等の生産設備拡充と試作・販路開拓

愛知県 株式会社ＶＯＴＲＥ 8180001131117 温度のあるオウンドメディアで認知度アップ

愛知県 株式会社ハイサス 8180001128872 自由勤務制を実現するシステムを含むホームページの作成

愛知県 株式会社グローディングス 3180001110439 各種アパレル製品の海外ＯＥＭ生産業務の販路拡大

愛知県 株式会社エイチープラス 9180001126223 新規事業の認知度向上・販路拡大のためのイベント出展

愛知県 株式会社アイルスクール 1180001129695 ＳＴＥＡＭ教育でプログラミング検定、ロボコン優勝目指すプログラミング教室

愛知県 Ｙｏｇａ　Ｌｅｅｌａ　（ヨガリーラ） － 「女性のためのヨガ専門家養成コース」開発と開催および販路開拓

愛知県 ＭＯＲＥ　ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ － 自社のＰＲ活動

愛知県 株式会社エルシティ 6180001071686 当社新規事業の販売促進強化による認知度向上・収益獲得事業

愛知県 ０１フィラメント株式会社 4180001090184 ＩＴ企業が行うプログラミング教室の開設と生徒募集活動

愛知県 株式会社ｅ－ＮＥＸＴ 3180001110298 「一生付き合える不動産屋」目利き力と広告による新規顧客開拓

愛知県 株式会社アムール・メディカル 1180001060280 中小企業人材確保・定着のためのコンサルティング事業・ＰＲ事業
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愛知県
Ｊｕｉｃｙ　Ｂａｎｈ　Ｍｉ（ジューシ－バイン
ミー）

－ バインミー専用パンの自家製化による商品改良・商品開発

愛知県 ｂｕｚｚ　ｄｅｓｉｇｎ　ｃｙｃｌｅ － 【補助事業名①】営業のデジタルシフトによる販路開拓

愛知県 Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｈａｎｇｅ － 新商品「発酵リビングフード」関連メニューの開発と販路開拓

愛知県 ランギットカラーズジャパン株式会社 1180001132559 エシカルファッションのストーリーを伝えるブランディング事業

愛知県 プナレア － 安全教育からドローンへつなぐ、構築物点検業務を知ってもらおう！事業

愛知県 イベントＳｐｏｏｎ － ＨＰ改修で操作性・ビジュアルの向上をし、イベント集客数ＵＰ

愛知県 名古屋カーボン印刷株式会社 7180001017696 ひと工夫加え、他とは違う名刺の提案と内製化による生産性の向上

愛知県 株式会社Ｔｏｅプラニング 2180001132995 シューアクセサリー商品群のブランド強化と見本市出展による販促開拓

愛知県 ヘアーサロンみくに － 顧客満足度の向上と高齢者や障害者の手厚いサービスの情報の発信

愛知県 ｈａｉｒ　Ｋｕａｌｉｍ － ホームページの作成

愛知県 包装の大和 － 販売促進を目的としたＨＰリニューアル及びＤＭ，カタログ発送

愛知県 株式会社トライアングル 5180001122036 新規顧客の集客と接客スタイルの改革による売上向上

愛知県 合同会社Ｋ－ＮＥＸＴ 7180003017001 自社ホームページ開設による新規事業ＰＲと新規顧客開拓

愛知県 Ｖｏｉｃｅプロ株式会社 8180001126273 プレゼン発表代行・セミナー企画運営代行を広げるための販路開拓

愛知県 株式会社松澤製作所 1180001020879 製造業専門のＷＥＢ広告登録による、高効率な新規顧客開拓。

愛知県 植村康平建築設計事務所 － 名古屋市名東区・西山商店街にある空き倉庫を美術館へ変身させる

愛知県 株式会社ライジングスカイ 7180001061249 自社企画商品の商品化に伴う展示会出展によるＢｔｏＢ、ＢｔｏＣの販路開拓

愛知県 ラントカルテ － 希少商品の認知度向上による新規顧客獲得及び再来店率向上

愛知県 有限会社アド・フューチャー 2180002045478 「ＶＲお仕事体験」による新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社ウォータフルライフ 9180001055331 名古屋駅周辺拠点設置による売上増加・コスト大幅削減計画

愛知県 恵美法律事務所 － アナログゲームによる知的財産教育サービスの販売促進事業

愛知県 美容室ａａｒｏｎ － 看板設置・フリーペーパー掲載・紹介カード配布ＰＲで新規開拓

愛知県 司法書士かわい事務所 － 新規開拓営業ツール・移動時間削減・サービス向上のためＨＰ作成

愛知県 豆珈房 － “自家製チョコレート”と“自家焙煎コーヒー豆”の両輪で加速

愛知県 有限会社ヤマダエアーサービス 9180002057095 ホームページ作成し広範囲からの顧客を獲得し売上利益アップ！

愛知県 株式会社メルシー 3180001117657 「女性だけで行う生活支援サービス」で高齢者の方へ安心生活を！

愛知県 スープ － ホームページ再構築で広報強化事業

愛知県 株式会社ＲＰＡｄｅｓｉｇｎ 2180001136609 ＩＴ技術による業務改善訴求ホームページ開設による新規顧客獲得

愛知県 Ａｆａｃｅ － 幅広い顧客ニーズに対応する新メニューの導入と集客

愛知県 株式会社リビックス 5180001061143 理容室向け展示会の開催による新規理容室への販路開拓事業

愛知県 株式会社グランドワークス 6180001057339 新規商圏でのブランドイメージの発信で売り上げＵＰ

愛知県 合同会社エッセンス 6180003019097
新事業開始に向けた会社パンフレット、名刺、ＨＰ問い合わせフォーム、会社
ロゴのデザインと作成

愛知県 ＡｒｔｓＷｅｂ株式会社 3180001114373 自社開発パッケージ販売のためのＩＴ活用販促

愛知県 有限会社柴田水産（うなぎ家しば福や） 3350002007492 「鰻」専門店の差別化、新予約システムを導入し新規顧客獲得！

愛知県 株式会社ｆａｉｒｙ　ｇｏｄ　ｍｏｍ 8180001128195 ハンドメイド作家および障がい者施設への販路開拓

愛知県 ブイアールコープ株式会社 5180001063957 ＷＥＢマーケティング・ＳＮＳを活用したファミリー層への販路開拓
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愛知県 雀の会 － 脳を活性化する健康ふれあい麻雀の普及で認知症予防に貢献する

愛知県 美　ｗａｓｈ　ランドリー　ｆｕｗａｌｉｓ － 女性専用ランドリーふわりす知名度向上売上拡大集客販売促進事業

愛知県 ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｌ’Ｅｑｕｉｐｅ　ｄｅ　Ｋｏｇａｎｅｉ － ・店舗前に大型看板を設置し、顧客の集客力増加を狙う。

愛知県 犬の美容室いちご － ミストオプションで顧客満足度・売上・健康寿命のトリプルＵＰ！

愛知県 株式会社仁 4180001130799 販路拡大の為、ＦＣ加盟店の募集に向けたＨＰの制作

愛知県 株式会社ルミナスネットワークス 7180001136645 働きたくても働けない休眠技術者雇用による受注拡大計画

愛知県 株式会社ＨＡＮＡ 3180001134438 駅直結の地下街「たこ焼き居酒屋」のＷｅｂ活用集客事業

愛知県 ＩＺＡＣＫ　のり － 名古屋で安心リーズナブルに飲める店「イザックのり」の集客事業

愛知県 フレスコ株式会社 6200001008818 今までにないＢｔｏＢ専用仕入モールサイト「ｇｏｏｓａ」

愛知県 ユニゾン － ブライダル事業者向けＹｏｕＴｕｂｅ活用戦略術の提供・販路開拓

愛知県
ことりっぱ～お酒とお食事、時々スイーツ
～

－ ジビエ新メニュー開発、ＳＮＳ有料サービス活用等による顧客開拓

愛知県 株式会社Ｎ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 8180001134367 ホームページとＳＮＳページを新規作成し集客力を強化する

愛知県 株式会社スタッフロール 1180001119936 就労定着支援による精神障害者の就労安定化推進事業

愛知県 髙柳陶泉堂 － ホームページ作成による販路拡大と仕入れ元との共同開発による販路拡大

愛知県 株式会社ミライ菜園 1180001136460 植物病害虫診断サービス販路開拓のための機能拡張および精度向上

愛知県 株式会社日本クアオルト研究所 6180002032497 新規販路の開拓に向けた新たな営業戦略に基づくＰＲツールの制作事業

愛知県 有限会社ＦＬＯＷＥＲＳ・ＢＯＤ 8180002067871 最新シャンプー設備の新設による快適空間のＰＲで新規開拓

愛知県 株式会社オンディーヌ 7180001129599 チラシとパンフレットで「障害者福祉施設」入居者募集の強化

愛知県 高山ガクブチ株式会社 7180001017283 額縁材料の新市場としてＤＩＹ業界への販路開拓

愛知県 有限会社アッシュ 9180002055438 心安らぐもう一つのお家。おかえりなさいでお迎えします。

愛知県 株式会社石川商店 5180001062612 ＨＰの新規作成による弊社の知名度ＵＰと売上向上

愛知県 株式会社エブリ・プラス 7180001128618 『介護レクリエーションの重要性を伝える』　ホームページ制作

愛知県 株式会社成功電気 7180001057890 手軽で簡単なスマートホームのシステム開発とＨＰのリニューアル

愛知県 長屋印刷株式会社 9180001039210 イベント会場で出張Ｔシャツプリント、新しい販路の開拓

愛知県 ＴＳＵＹＯＭＩ株式会社 6180001128627 タブレット型歯磨きの中国進出による販路開拓事業

愛知県 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｃｕｂｅ 8180001108271 ニーズにある音響機器、テントを購入し、新規・既存顧客獲得へ

愛知県 ロマン美容室 － 営業のデジタルシフトによる販路開拓

愛知県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒａｉｓｏｎ － 中高年齢層および意識の高いユーザーへ向けたサービス拡大による差別化

愛知県 ヨガラボ － ＨＰ改装／強化・ＳＮＳ連携システム構築と「健康に対する啓蒙」

愛知県 ＮａｎｏＺｏｎｅ　Ｊａｐａｎ合同会社 4180003020049 新開発溶液による酸化チタン光触媒コーティング事業の販路拡大

愛知県 有限会社電晃社 4180002036772 ＷＥＢを活用した当社独自の情報発信による新規顧客の開拓事業

愛知県 ＪＴＨＩＮＫ株式会社 6190001020535 建設業向けのＩＣＴ活用システム提供事業の販路開拓

愛知県 ＢＡＳＥ － 防犯カメラのショールーム新設による販路開拓事業

愛知県 株式会社柴田製畳所 9180001025714 需要高まる「置き畳」拡販を突破口に、ＢｔｏＣ拡大へ！

愛知県 新道 － 店舗・看板を整備し、集客、売上拡大を図る

愛知県 株式会社明王堂 1180001113897 「保育・介護特化の通信機器会社」としてのブランド化
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愛知県 クランク － 知育コンテンツの開発・キャラクター制作・ライセンス事業

愛知県 折口隼耶税理士事務所 － 相続税ワンストップサービスの開発・販路開拓

愛知県 有限会社丸商 5180002053065 新規顧客確保と売上の向上を目的としたホームページ作成

愛知県 ｔｏｏｋｏ　ｎａｉｌ － 一周年記念イベントの開催とウェブ広告への掲載などによる新規客の獲得

愛知県 株式会社ＳＤインテリア 3180001125511 戸建リフォーム部門の立ち上げと事務所改修で新たな販路の開拓

愛知県 株式会社Ｂｅｒｉｔａ 2190001014020 造成工事から建造物まで一貫して施工できる技術力のＰＲ事業

愛知県 株式会社デック 3180001057770 新規事業「トータルデザイン事業」の展開に向けた販路開拓

愛知県 株式会社コッテ 4180001136053 特許技術を応用したプランター受け皿の開発と販路開拓

愛知県 Ａｉ設計室株式会社 4180001072570 自社の設計力を広くアピールするホームページを作る。

愛知県 発酵プロモーションズ － 愛知の発酵食品に特化した専門型ポータルサイト構築

愛知県 有限会社佐々木縫製 6180002020329 ブランド化したホームページを作成して国内外にアピール

愛知県 Ｆｉｌｍ　Ｗｏｒｋｓ　Ｊａｐａｎ － 結婚式におけるプレゼント用絵本の制作

愛知県 株式会社アイチクリーン 5180001131185 ホームページ新規開設による知名度向上と新規顧客開拓

愛知県 ｆｒｅｅｈａｎｄｅｓｉｇｎ － ホームページの更新による販路拡大

愛知県 株式会社ユーピーエフ 5010001135673 レターパック事業拡大のため会社知名度を活かした新規顧客開拓

愛知県 Ｗ＆ＲＩＶＥＲｓｅｒｖｉｃｅ株式会社 2180001130116 ドローン点検サービスの魅力訴求を目的とした地域への広告活動

愛知県 青山都市設計株式会社 9180002035126 一般消費者に構造計算ができる設計事務所の認知向上事業

愛知県 株式会社ミネルヴァ 5180001135938 ＥＣサイト制作による新規顧客獲得事業！

愛知県 タック株式会社 5180001020009 オリジナル封筒印刷の提案できるオンラインショップ開設

愛知県 Ｌ．ｉ．Ａ － 販路促進と「信頼」ある企業ＰＲの為のホームページ導入。

愛知県 株式会社クレイド 6180001122035 キャリアコンサルタントによる出張型証明写真事業

愛知県 株式会社ブレインパーツ 7180001119690 整備情報の社内共有システム構築で販路拡大を目指す事業

愛知県 トライ・デー合同会社 3180003019174 ＥＣサイトを活用した自社ブランドネクタイの新規顧客開拓

愛知県 株式会社ジャミン 4180001134800 事業支援型シェアオフィスで名古屋の現状を変える！事業

愛知県 株式会社ｉ　ｍｅｍｏｒｉａｌ 3180001120999 セミオーダー対応のモダン仏壇とミニ骨壷の開発及び販路開拓

愛知県 Ａｒｔｓ　＆　ｓｉｌｖｅｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ⅰ － 世界に発信しよう　あなただけの価値あるアートジュエリー

愛知県 有限会社大住 4180002092849 宝飾、装飾品におけるレーザー溶接を活用した新サービスと内製化

愛知県
ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｌｕ－ｖｉｔａ（ネイルサロン
ル・ヴィータ）

－ 女性をいつまでも輝かせたい！爪を削らないネイルの認知拡大

愛知県 有限会社ティーアンドシー 4180002034322 焼きそば専門店への業務変更にともなう店舗改装工事

愛知県 株式会社タイヨー 7180001017218 自由にデザインできるアクリルスタンドの販売促進活動

愛知県 株式会社サンコー 6180001014496 愛知県内中小製造業専門ランディング支援業の確立＆新規開拓

愛知県 Ｏｃｔ－Ｐａｔｈ － 事業の認知・新規開拓のための自社ブランデング事業

愛知県 株式会社ユーベーカリー 6180001123875 販売拡大に対応した生産性向上のための製氷機の導入

愛知県 はり灸サロン月花 － 中国人観光客向け美容鍼灸メニューを作りＨＰで集客するプラン

愛知県 有限会社岸田誠和堂 1180002009418 ＤＭの開封率の見える化。新システムと新サイト立ち上げ

愛知県 株式会社しん 3180001100043 「たけし式　魔法の美健アンクルバンド」販路拡大事業

21 / 46 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 ナチュラルコリア　Ｓａｉ（サイ） － 化学調味料を使わない自然素材韓国料理教室で新規顧客獲得

愛知県 ｍａｒｂｌｉｓｓ　ｎａｉｌ － ネイルスクール開校でキャリアアップと働き方改革を実現！

愛知県 まるの木デザイン － 月額定額制の外注サービスによる販路開拓と新規顧客獲得事業

愛知県 お仕立処　Ｙｏｕ － 着物の相談や共有に。和の風情を感じられる着物サロンの設置事業

愛知県 トータルビューティスクールＵｎ － 小学生向けクラスレッスンによる体力向上・健康増進支援事業

愛知県 株式会社ｆｒｅｅ　ｂｉｒｄ 9180001131917 グランピング風ベランダへの改装による販路開拓事業

愛知県 アミエ株式会社 1180001009807 「この１冊で表現できます」～あなたの想い・足跡・価値観を～

愛知県 ＬＡＵＲＡ（ラウラ） － メディカルダームＥＸ導入による顧客単価アップ

愛知県 たけだ － ４０代からの美髪エイジング理論を軸とした集客への取り組み

愛知県 株式会社フルハウス 7180001090495 元請新築工事を増やすための「趣味と暮らす家」のＨＰ広告

愛知県 ＬＩＴＡ　ＨＡＩＲ － 名古屋初の「ピュア・マナ」オイルヘッドスパの導入と販売促進

愛知県 行政書士ＡＯＩ国際法務事務所 － 入管専門事務所として認知を高め法人需要を喚起するサイトの改修

愛知県 Ｋｅｉｃｋ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ａｒｔｓ株式会社 1180001118905 イルミネーションで感動を伝える、デザイン性の高い看板広告

愛知県 有限会社浅井モータース商会 7180002017258 チラシやスマホサイトによる若い世代の取り込み

愛知県 株式会社ＬＡＤ　ＭＡＳＴＥＲ 5180001135277 不動産担当者に直接語り掛ける手書きＤＭによる新規受注獲得

愛知県 ＳＫＬ株式会社 7180001127660 世界へ広めよう！日本が誇る国菌「麹」を使った化粧品の良さを！

愛知県 株式会社ユニバーサル総研 1180001054910 「住宅ローン返済困難者への相談事業」

愛知県 有限会社中水 7180002060506 旬なサカナで健康管理！得する栄養補給のＰＲ強化

愛知県 株式会社コンタクトセンター 6180001136489 自身の経験を活かせる、美容に特化したＨＰ作成による売上向上

愛知県 ブライトユー － 機器導入によるサロン運営効率化と新メニューによる販路拡大事業

愛知県 株式会社ベルジェール 2180301024579 小中学生のオンラインプログラミング学習サービスの認知度向上

愛知県 株式会社ハイブリッド太陽電池研究所 5180303003941 熱・電ハイブリッドパネル受注ＩＴ化と製造ライン半自動化の構築

愛知県 株式会社カセイ技研 6180301000691 強化商品をインターネットでＰＲ！当社のブランド力強化を目指す

愛知県 ＭＫＫサービス株式会社 7180301002200 観光客に高価な黒豚とんかつをお手頃価格で提供し新規獲得をする

愛知県 株式会社トランポライン 1180301031337 三河地方初！トランポリンで遊ぼう・トランポリンを習おう

愛知県 ＩｔｏＭｏｔｏｒｓ － Ｎｅｗブランド取り扱いによる弱小販売店の下克上！！

愛知県 株式会社だい福 1180301028382 健康志向の女性に野菜中心のコース料理を提供し顧客拡大を図る。

愛知県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＡＲＴＩＳＡＮ － 夏でも食べたくなる冷やして美味しいお菓子の開発と販売促進

愛知県
株式会社グローバルアライアンスパート
ナー

4180301004273 小型油化装置・卓上油化装置の販路開拓

愛知県 株式会社エムツープランニング 3180301000463 セントラル型浄水器の販路開拓

愛知県 べーぐる庵 － 田舎と街をつなぐパン屋の開業と、サンドイッチの開発

愛知県 Ｃｈｅｚ　ＴＯＭＯ － 我が子のフレンチデビューはシェトモで！

愛知県 株式会社Ｒｅｍｏｗｏｒｄ 1180301025660 住民説明会用ＶＲ・ＡＲ作成サービスの販路拡大事業

愛知県 ファインカンパニー有限会社 7180302005689 『脳を老けさせない！自力で予防するお片づけ』売上向上の実現

愛知県 有限会社スギウラメガネ 1180302001553 眼鏡嫌いの女性に美と健康維持のための眼鏡を提案し顧客拡大する

愛知県 株式会社コクボ 1803101000885 ＥＣ市場に対する販売強化のためのウェブマーケティング強化
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愛知県 株式会社山明 3180301012475 日本屈指のオーダーメイドグローブ専門ブランドの周知活動（ＳＡＥＫＩ）

愛知県 株式会社発知商店 1180301001769 新サービス・角打ちの開店及びＨＰによる情報発信、新規顧客獲得

愛知県 合資会社柴田酒造場 4180303000320 マレーシアにおける日本酒市場調査と地元米を使用した新たな商品の提案

愛知県 愛知ペーパードライバースクール － 当スクールの認知向上と利用者発掘の為のリスティング広告の活用

愛知県 ジュークインターナショナル株式会社 1180301029422 大型なら１９。施設の拡充で、顧客満足！選ばれる整備工場になる。

愛知県 株式会社ニュートンズアイ 5180301003720 ライブ配信講座による新規顧客獲得事業

愛知県 合資会社江戸屋クリーニング店 3180303000098 店舗オープンによる、新規顧客獲得の為のＰＲツール活用

愛知県 城北ゼミ － ・ホームページ開設による城北ゼミ生徒募集ツールの拡大

愛知県 嶋田嘉人防災士事務所 － 東海地区の防災力を向上させる災害対策セミナー開催

愛知県 スプラッシュ － 近隣に住むトレーニング初心者や女性へのアピールと退会阻止

愛知県 株式会社ヨシダデザイン 8180301028657 ＬＣＤ方式光造形機の展示会出展及びネット活用での販路開拓

愛知県 株式会社イーダ 5180302005617 請負事業からメーカー企業への足がかり　「展示会出展計画」

愛知県 株式会社四季 3180001050239 パッケージリデザイン、販促物制作による訴求力ＵＰで販路開拓

愛知県 株式会社宝金堂 5180301002177 新規メーカー業務に伴う取扱い店舗向けネット受注システムの構築

愛知県 リラクゼーションサロン　フラウ － 女性のメインターゲットの若返りと男性向け小顔矯正エステの周知

愛知県 洞町スペイン酒場Ｊｕｇｅｍ － メニューのチーズケーキをテイクアウト商品として開発・販売。

愛知県 有限会社びさん佛壇店 1180302002452 現代の住宅事情にあったモダン仏壇の販路開拓の為の新聞広告掲載

愛知県 ディスカバリー － オンライン、オフライン両方での集客狙い撃ち！

愛知県 株式会社ブランテ 7180301003685 ネイル全国誌に広告掲載を行い、ジェルブランドの知名度の向上

愛知県 株式会社ｌｉｎｋ　ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｂ 9180301032294 ヒアリング調査とＨＰ・パンフレット作成による認知度アップ事業

愛知県 暴れん坊チキン － 全国イベント出店に向けた１０ｋｇ対応の真空包装機の導入

愛知県 株式会社マクロアークス 8180301030324 新市場「ロボット業界」へ！こだわりの技術力、納期遵守のＰＲ事業

愛知県 どうど鍼灸整骨院 － エコー導入による急性期外傷の対応と自費メニューの拡充

愛知県 株式会社阿知和板金工作所 8180301024904 ドローンを使った建物調査で地域に必要とされる企業になる事業

愛知県 ｄｒｅｓｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － リラクゼーションヘッドスパ強化計画

愛知県 ナガサカデンキ － 高齢者に優しい、生活をサポートする「生活支援電気店」のＰＲ

愛知県 ｍｏｕｓｅ － 新規オープンに伴うＰＲの強化

愛知県 株式会社アイミイ 5180301030343 ご近所マダム顧客倍増計画で、リピート率と単価ＵＰ！

愛知県 Ｒｏｏｍ０３５ － 紙バンドクラフトの販路拡大を通じて業界の繁栄に貢献

愛知県 坂口社会保険労務士事務所 － まかせてあんしん！街の年金・労務相談所オープンに伴う販促事業

愛知県 有限会社加藤製作所 2180302000876 金型洗浄力強化・作業効率向上による金型メンテナンスの受注増加

愛知県 株式会社ディーピーエイチ 3010401116944 高度医療と連携した安心のペットホテルを岡崎に。

愛知県 株式会社アクト電気 8180302006158 ＩＴ技術を利用した小さな電気工事（個人）の受注拡大

愛知県 Ｎ建築設計室 － コインランドリー事業における固定客エリア拡大の為の看板刷新

愛知県 有限会社アローエステート 8180302012321 早期相続相談と空き家対策の潜在的需要の掘り起こし事業

愛知県 湯だまり蕎麦　庵 － 座敷席のテーブル席へのリフォームで高齢者や少人数客の増加に対応する
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愛知県 株式会社Ａｂｉｌｉｔｙ　ａｃｔ 4180301028768 教育改革に対応できる小学生の英語教育強化と大学受験の対応へ

愛知県 ながら・加藤建築株式会社 2180301031864 ＨＰの改修とリライトによる日本建築大工の高技術の周知と伝承

愛知県 真珠館 － ネットショップ開店のためのウェブサイトでのショップ作り。

愛知県 たるみ改善専門サロン　ポルト・ボヌール － アナログ＆デジタル販促で来店頻度・単価向上で売上１５０％ＵＰ

愛知県 株式会社フォーライフ 8180301026289 メディア媒体掲載、広告看板設置、チラシ配布による販路開拓

愛知県 もりウインナー －
道の駅への出品とパーソナルギフトの機会を活かしたカスタマージャーニー
の構築

愛知県 合資会社三徳商店 7180303001233 老舗　食品問屋の提案型ショップによる一般消費者への販路拡大事業

愛知県 株式会社ＩＣＨＩコーポレーション 8180301012396 受験センターの顧客満足度向上と受験対策講座と広告で売上げＵＰ

愛知県 カイロプラクティック花 － 頭痛・肩こり・腰痛に悩む女性へ痛くない施術サービスの提供

愛知県 ＳＣＥＮＥ － パーマ・カラー施術時間１０分短縮により、週間客数５人アップ！

愛知県 有限会社光田屋 3180302010032 “睡眠負債”軽減の為の快眠寝具と布団メンテナンスで販路開拓

愛知県 麺遊庵 － 餃子製造機導入による餃子テイクアウト販売の強化で月商３０％アップ

愛知県 株式会社キーキャリア 7180301012190 就職活動における筆記試験対策教材の開発と販路の拡大

愛知県 株式会社Ｂ．Ｂｅｓｔ 3180301009125 外国人人材の即戦力化と企業の満足度アップのための支援事業

愛知県 株式会社さくらＦＯＯＤＳ 1180301009127 ＧＭａＰを導入して海外向け冷凍餃子等の販路拡大事業

愛知県 株式会社経営支援パートナー 8180301030828 磨いて継ぐ！承継プログラム「経営リファイン承継」の販促強化

愛知県 砂灯 － 「キッチンカー」で新たな販路開拓

愛知県 有限会社エクステリア明日香 2180302006634 「庭から考える住まいつくり」のコンセプトを実現する販路開拓

愛知県 有限会社松橋建設 7180302009814 自社の強みを活かしたリフォーム事業アピールでの売上拡大

愛知県 都タウン株式会社 5180301007317 店舗イメージ刷新よる外観好感度ＵＰ！、来店客数ＵＰ！

愛知県 株式会社アルマダス 3180301026095 ドローン探知技術を応用した重要施設警備、管制システムの開発

愛知県 百年柿園ベル・ファーム － 顧客拡大に向けたドライ次郎柿の生産改革と営業強化

愛知県 株式会社落合一郎商店 3180301005314 スマホ対応のホームページ新設でスマホ世代の顧客増大、販路開拓

愛知県 ヨコタサイクル － 創業１００年老舗自転車屋の更なる事業昇華を図るプロモーション活動

愛知県 雅楽二重奏　菊理 － 新事業「荘厳神秘な舞踊パフォーマンス」による新たな販路開拓

愛知県 株式会社お亀堂 1180301008624 ブラックサンダーあん巻きをウリとする若年層への訴求力アップ

愛知県 有限会社泰伸 8180302008229 ホームページ開設を切欠とした営業活動改善で顧客倍増

愛知県 株式会社豊橋クリエイティブプロダクツ 9180301006546 肌診断機器を用いたイベントによる新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社下條屋 2180302007310 ロイヤルカスタマー育成のポイントカードシステムによる販売戦略

愛知県 ホースパートナーズ － 創刊したフリーマガジン「馬旅」の認知度の向上と集客アップ事業

愛知県 株式会社そば源 6180301006029
無線オーダーシステムの導入による業務の生産性向上及び顧客満足度の向
上

愛知県 株式会社大平経営コンサルティング 6180301005278 セルサポ豊橋新サービスのＰＲ活動

愛知県 株式会社アミタマシーンズ 7180301009063 高付加価値機販売のためのホームページによる顧客ニーズの収集

愛知県 ネクサス － 運動教室とスタジオの認知度向上と会員獲得

愛知県 ナザレうどん － 新規顧客への独自メニュー『ナザレうどん』の周知による売上増

愛知県 みのわデンタルラボ － 歯科技工用ポーセレン焼成炉導入による販路拡大事業
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愛知県 クノン － わずか３０分のヘッドスパで生涯美髪を楽しむ！

愛知県 株式会社ＧＡＲＥＧＥ　ディージー 9180301029662 ・ホームページを活用した個人客への宣伝活動による新規顧客獲得事業

愛知県 有限会社ヤマモトスポーツ 4180302010378 キャッシュレス対応済みＰＲ用ＷＥＢ構築や動画投稿による販促事業

愛知県 株式会社ＹＵＴＯ 3180301009546 シニアライフを楽しむ小規模リフォームの提案と効果的な宣伝広告

愛知県 オレンジガーデン － イベント参加で美味しさと繋がりで新規集客

愛知県 有限会社寿月 4180302011649 家族団欒の空間の創出と固定客の口コミ活用による集客誘導の構築

愛知県 Ｂｅｌｌ　Ｌｅａｔｈｅｒ － レーザー加工機、八方ミシンによる新しい商品、サービスへの挑戦

愛知県 かんらんや － 鉄板焼き屋のイメージを覆す、多種のデザート販売で売上ＵＰ

愛知県 マエダオート － 看板新設で、店舗のＰＲ・集客効果をＵＰさせ売上増加を狙う。

愛知県 兼子　佳三（まるさん） －
「東海道と十三次吉田宿弁当」、「さば祭り弁当」オリジナル弁当の開発と販
路開拓事業

愛知県 寛ぎ美容室ＳＨＥＬＹ－ＢＥ － 高齢向けの高機能シャンプー椅子を導入し寛ぎ満足度をアップ

愛知県 うさぱんや － 店外販売強化のための新商品開発及び販売促進強化

愛知県 Ｎａｔｕｒａｌ　ｆａｒｍ　風音 － 農業のプロ×現代科学の融合！究極のレーズンの販売促進で売上ＵＰ

愛知県 Ｌｉｖｉ　ムラタ － 東三河地区における訪問理美容の活性化と顔剃りニーズの需要喚起

愛知県 ｕｔａｔａｎｅ　ｂａｎａｎｅ． － 子育てママのオアシス！地元若年主婦に絞った集客事業

愛知県 筆の里　嵩山工房 － 豊橋筆の技術を活かすメモリアル市場向け商品開発と新販路の開拓

愛知県 三幸寿司 － 壁画で「インスタ映え」宣伝事業

愛知県 株式会社ミタカ 4180301007292 多言語ＨＰを使用した拡販活動

愛知県 株式会社三愛 8180301025134 優秀なベトナム人材の募集から派遣までを短期に行う体制の構築

愛知県 ルクラ株式会社 9180301012387 トレーラーハウス型借家の新設による売上げ数２０％ＵＰ

愛知県 株式会社ＥＮ 3180301031260 製麺機利用によるロカボ自家製麺讃岐うどんの販売

愛知県 エステサロンＨａｒｅｎｏｈｉ － 豊橋市で希少な中高年向きサービスの情報発信による顧客獲得

愛知県 株式会社Ｗｉｌｌ－Ｈｃｏｍｐａｎｙ 6180301025937 ＤＭ、広告によるグリーンアメニティ導入

愛知県 株式会社スペック 2180301005975 意匠性が高い特殊塗料を扱う施工業者育成を目指す専用ＨＰの開設

愛知県 ＢＡＲメイス　開門 － 内装工事による内装等のグレードアップ

愛知県 株式会社メキシポン 9180301029051 移動販売車改修に伴う、イベント出店等の販路拡大と売上向上

愛知県 有限会社根上建築 6180302009105
三河大工がつくる豊かな暮らしのため＋ガーデン事業プロモーションツール
作成

愛知県 Ｓｗｅｅｔｓ　Ｎｉｓｈｉｎｏ － 一目でわかる魅力的な看板と折込チラシ活用による集客アップ事業

愛知県 芯 － 体幹バランストレーニング・アスリートケア

愛知県 コインランドリーＭＩＲＲＯＲ － 新規集客の為の屋外広告看板の設置

愛知県 シュークリア　フジ － “高齢者や障害者の方でも対応できる店舗”を目指します。

愛知県 合同会社ＨＴ 6180303004162 肌の触れ合いで信頼関係が深まるコミュニケーション事業

愛知県 株式会社ヴィジョン 1180301024968 業務用一眼カメラを使った映像で高画質を求めるニーズに応える。

愛知県 株式会社Ｃｈｅｅｒｓ 6180302011853 安心・安全が見える！分かる！納得！結婚相談所パンフレット

愛知県 株式会社夏目デザイン 7180301008478 地域住民が集う場を作り、近隣顧客数増から街づくりまで！

愛知県 有限会社錦高堂 7180302007223 箔押機を導入により新規取引先獲得で売上２６０万円アップ
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愛知県 株式会社荒木工務店 6180301004981
携帯電話に対応したホームページを作りｓｎｓを充実させ、集客を上げ受注に
つなげる

愛知県 株式会社リーフス 6180301025169 利用者様とケアマネへのアピール力アップのための販促ツール作成

愛知県 株式会社アッセンブルプレイス 9180301008518 地元情報誌への広告掲載による新規顧客の開拓

愛知県 Ｃｈｉｃａｇｏ　Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ －
固定客の口コミ紹介による顧客導線を活かした広告宣伝と店舗周知活動の
強化

愛知県 カフェレストランルモンド － 創業以来初となる計画的なプロモーションにより新規客増加を図る

愛知県 老津木工有限会社 3180302006724 イス作り体験キット販売拡大事業

愛知県 株式会社タスキ 6180301029327 学食でのマッチングサービス「モグジョブ」の全国展開

愛知県 株式会社ユーアールジー 9180301032385 ドローンを使用しての現場調査の簡略化・安全化サービス事

愛知県 野口整骨院 － 老化（自然現象）に対する運動療法

愛知県 リペアガレージ　サーフェスポイント － カスタムカー専門誌への広告掲載及び自動車整備用リフト導入事業

愛知県 アウル・プロダクツ株式会社 3180301026938 新規顧客獲得に向けた駅前ショールームの開設

愛知県 中華料理　慶華楼本店 － 客席リフォームで超快適中華！

愛知県 株式会社オオサカヤ 6180001091610 Ｗｅｂ受注システム導入とハンディターミナルによる作業性の向上

愛知県 ルフト・デザイン株式会社 9180001135397 市街化調整区域の建築について認知度を上げ、新規顧客の開拓事業

愛知県 華晄 － 知多の素材を使った料理を視覚で訴求し新規顧客獲得事業

愛知県 合同会社ＭＩＮＯＷＡ 5180003017291 「知多娘。」グッズの台湾への販路開拓事業

愛知県 ＲＩＡＮＧ　ＢＡＬＩ － 知多半島初！「エポスキン」の導入による育毛コースの新設

愛知県 ラ・ミモザ － 店舗の新設移転オープンに向けた販路開拓とブランド力強化

愛知県 和彩創菜はな － 見て・食べて楽しむ料理を提供、デリバリーで新規顧客獲得事業

愛知県 有限会社坂野 2180002083825 新時代における、禁煙・喫煙両者のニーズに応える客室づくり

愛知県 ＢＯＤｉＦＵＬＬ接骨院 － ラクラクＥＭＳトレーニングの導入！

愛知県 居酒屋だるま － 店舗リブランドによる、インバウンド対策と新規顧客獲得事業！

愛知県 こころペイント － 「帰るのが楽しみになる」モルタル外壁塗装による新規顧客開拓事業

愛知県 豊場屋南店 － テーブル席導入による利用促進、新規ファミリー層・観光客へのＰＲ

愛知県 Ｆｒｅｅ　Ｒｉｄｅ　ｃａｆｅ（フリーライドカフェ） － 新規顧客へのアピール看板と新商品の為の冷蔵ショーケースの導入

愛知県 ＧｉｎｏＢｉｌｉ － 新店舗移転に伴う「イベント対応型イタリア料理店の差別化戦略」

愛知県 ＣＴリング株式会社 4180001105289 店舗外観の充実、新規顧客の開拓

愛知県 深谷フォトスタジオ － 大改造！昔ながらのフォトスタジオを現代風に！

愛知県 ひまわり美容室 － 愛知県初！エフェクティブ・テクニックの導入

愛知県 ヨコイツトム建築設計事務所 － 潜在的なターゲット層に、より印象的で記憶に残る仕掛けづくり

愛知県 ｎａｏｍｉ　ｍａｔｓｕｇｅ － 予約が取れないアイデザイナーが手掛ける癒しの美容院！！

愛知県 株式会社優美堂 4180001084772 修理・電池交換が出来るお店をＰＲし、経営理念を実現する

愛知県 株式会社ＭＩＣ 3180001128951 当社の強みを生かした内装事業の強化のための販売促進

愛知県 卓　Ｅｄｇｅ合同会社 7180003018734 現代的な価値観を持った伝統工芸織物の開発・販売

愛知県 ｈａｒｕｎｉｃｏ － 新しい「米粉ナチュラルおやつアドバイザー認定講座」による新規顧客開拓

愛知県 株式会社ＷＯＷ 2180001135024 新商品くせ毛直しスプレー『ＳＡＬＶＡＨＡＩＲ』の開発・販路開拓事業
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愛知県 大崎機工株式会社 6180001082279 生産設備機械メーカー向けにＩＴを活用した新規顧客開拓事業

愛知県 丸福産業有限会社 3180002077669 介護保険外サービス・プライベートサービスの提供による売上拡大

愛知県 合同会社Ｄｒｅａｍ　Ｂｏｎｄ 2180003016817 【耳つぼダイエットの販路開拓】　インターネット集客強化

愛知県 株式会社ユニクス 4180001134305 企業と学生を繋ぐオルネ放送局事業で人手不足の解消に貢献する

愛知県 エスジーユーホーム株式会社 2180001085467 ホームページ活用による「次世代に残せる家づくり」のＰＲ集客

愛知県 安藤不動産 － 動画広告で集客。お客様の疑問を、建築会社と一緒に解決。

愛知県 美卯 － クラフトで門前を元気に！新規出店を広報して顧客獲得！

愛知県 ＦＨＲ － リーフレット・看板・雑誌で福祉車両専門店としての認知度アップ

愛知県 まるた － 個室の環境改善と効率的かつ魅力的な商品でリピーターを増やす

愛知県 アイコム株式会社 2180001081912 ネット予約とお客様の悩み解消で顧客満足１００％の美容室に

愛知県 株式会社そよ風 3180002079616
【補助事業名①】介護の商談展へ参加し、「施設内葬儀」の販促用チラシを作
成・ＰＲ

愛知県 株式会社コロナ印刷 9180003011423 濾過装置の導入で印刷の効率化と環境にやさしい印刷の実現

愛知県 株式会社ノームラトレーディング 5180001085340 ダニサル事業製品の新たな市場である介護市場に向けての販路開拓

愛知県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＳＵＮＮＹ － 医療ウィッグの普及と脱ウィッグ後のヘアケアによる女性貢献事業

愛知県 吾妻屋燃料部 － お祭り屋台事業専用ＨＰの改良とＤＭ等による新市場販路開拓

愛知県 株式会社ｙｕ　ｋｏ－ｎｅ 5180001102450 １階店内リニューアル改装工事、ＰＲで顧客開拓

愛知県 株式会社雄喜 8180001083969 自社の強みを活かした販路開拓

愛知県 髪処Ｕ － 「リラクゼーションエステ」のＰＲによる新規顧客獲得

愛知県 ＪＰ　Ｍｅｄｉｃａｌ株式会社 7180001134780 訪問看護ステーションとして地域への認知向上事業

愛知県 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｒｏｓｔｉｃｃｅｒｉａ　Ｕ　Ｐｕｐｏ － 新規・既存事業の広告宣伝による販路拡大

愛知県 有限会社春日井加工 8180002076030 ＩｏＴデータ活用による工場の生産性向上＋品質向上

愛知県 カリーザキッチン － 家で本格カレー！「袋入りミックススパイス」の開発と販路の開拓

愛知県 名岐食器株式会社 9180001084058 誰でも使いやすい憩いの空間でおいしいケーキを

愛知県 株式会社アイエコアップ 1180001086961 女性目線提案×ＩＴツール（ＬＩＮＥ）導入で住まいの簡易診断

愛知県 株式会社ウェイビー 7180001135151 実体験を用いて、体質改善の見える化を活用した認知度向上事業

愛知県 モナドグラス － チタンとガラスを組み合わせた新商品開発と新ブランドを考案

愛知県 アポロビジネスコンサルティング － 愛知県の産業観光資源を活用したインバウンド向け新規事業立上げ

愛知県 ＥＣＣジュニア・ＢＳ今伊勢目久井教室 － 幼児やシニアなど新世代への英会話力向上

愛知県 ＭＩＫＩ　メディカルスタイル － 耳つぼダイエットの知名度・認知度向上

愛知県 有限会社回春堂薬局 4180002076026 認知症を未然に防ごう！地域の薬局が気軽に集える保健室に変身

愛知県 天ぷらと炭火焼き　えんと － 宴会予約倍増のための発信力強化

愛知県 有限会社誠王 1180002076672 餃子×女子で販路開拓！　女性が気軽に入れるお店づくり

愛知県 ＣＡＲＥ株式会社 1180001130810 共生型介護を実現する有料老人ホームの地域へ向けたＰＲ事業

愛知県 株式会社インターグロー 3180001131138 広告の強化と展示会出展によるデジタルサイネージの販路拡大

愛知県 株式会社ルフトインテリア 7180001122042 ペット専用家具の開発・販路拡大

愛知県 有限会社萩原適塾 1180002077266 小学生向けプログラミング教室「ＱＵＲＥＯ（キュレオ）」の開設
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愛知県 株式会社ＣｒｅｃｉａｔｅＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 6180003015030 店舗改装による販路開拓

愛知県 菊一あられ株式会社 6180001082527 全国商談会出展による愛知発「米菓」の全国販路拡大事業

愛知県 餅菓匠　清香 －
【補助事業名①】利便性と閉店時の認知度向上及びギフト商品投入による新
規開拓

愛知県 一宮接骨院 － 高齢者・リハビリに有効な施術の導入による地域の健康促進

愛知県 Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｍｉｌｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ － 弁当予約サイトの出店者増加と販路拡大

愛知県 有限会社ピーシースタイル 8180002080180 レッスン室の増設！セミナー開催をアピールして新規顧客を獲得！

愛知県 株式会社ＣＯＲＡＺＯＮ 5180001130947 営業のデジタルシフトによる販路開拓

愛知県 株式会社ライオンハート 9180001085337
オーバーフェンダースペーサーキット　オリジナルパーツの開発による販路拡
大

愛知県 株式会社アウンクリエイト 8180001133864 自社ブランド商品をホームページの通販で全国へ向けて販路拡大を狙う。

愛知県 株式会社ＩＲ不動産コンサルティング 7180001131398 空き家、空き地、相続不動産売却強化プロジェクト　事業

愛知県 有限会社スクエアワン・システムズ 6180002079877 農機具用盗難防止装置（イモビライザー等）の開発、販売

愛知県 モトシ　モータース － 安心・安全・丁寧な整備！強みを広報して顧客獲得！

愛知県
フェイシャルエステサロン　ルシル（Ｌｕｃｉ
ｒ）

－ 健康経営を目指す企業に　『出張型リラクゼーション』を提供！

愛知県 有限会社サン・オリオン 8180002076393 ペットの写真から生地を織り、オリジナルバッグを作る

愛知県 早善織物株式会社 3180001083437 展示会・ＷＥＢを活用したテキスタイルシェアリングプロジェクト

愛知県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｂｅｌｌｅｖｏｉｌｅ － 電気窯導入による氷裂貫入の生産性向上と販路拡大

愛知県 山田 － ガラス溶解窯による生産性向上と全国展開の本格化

愛知県 工房楷 － 型成形による豆皿・アクセサリー・カトラリーレストの新作品開発

愛知県 中島　文子 － 小規模事業者をターゲットとした広告ツールの拡販

愛知県 株式会社加藤匠店 3180001130775 メタルプリンター導入によるマーキング事業への参入

愛知県 ＴＯＴＡＬ　ＲＥＰＡＩＲ　鍛冶 － 輸入車の天井張替え事業の専門店化

愛知県 ＨＡＰＰＹおそうじコンシェルジュ － ＷＥＢサイト新設によるリピーター・新規及び講演数増加の実現

愛知県 有限会社創美 1180002073926 下請けからの脱却！～色・柄付けが得意な塗装屋をアピール～

愛知県 ニジイロランプ － ステンドグラスで創られる空間を顧客に体感させる

愛知県 有限会社イワツキ 2180002071474 外国人バイヤーにも対応できる商談スペースとトイレの改修

愛知県 米泰 － 「みたらしだんご」の出張販売による当店の認知度と訴求力向上

愛知県 合資会社きものの店あつみ 8180003010599 プロモーション要素の高いＨＰへのリニューアル

愛知県 鳥静 － マンガで紹介！新商品のＰＲ事業

愛知県 合資会社カネ三商店 5180003010552 新商品「食パン用食器」の企画・開発による販路拡大事業

愛知県 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ＢＲＯＴＨＥＲ　ＳＨＩＰ － 高齢者や障害者も楽しく集える店舗のためのバリアフリー化の実現

愛知県 株式会社尾張東部放送 8180001080074 災害時の情報提供サービスを新サービスとする販路拡大

愛知県 株式会社ＣＲＡ 6180001128569 動画を使ってサバゲーを身近に知ってもらおう！

愛知県 土屋樹景 － 未来へ向けて安全で安らげる環境作りの提供

愛知県 株式会社アブソリュート・システムズ 3180001100794 工場設備におけるＩＯＴ化の販路拡大

愛知県 ゲストハウスますきち － 宿の利便性および広報力向上による販路開拓

愛知県 Ｖｉｖｉｄ　Ｅａｒｔｈｅｎ － 外国人向けの新商品開発及び販売体制の構築
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愛知県 株式会社東海オーテック 3180001117871 ホームページとジューサーを活用した地域女性へのＲＡＷフードＰＲ事業

愛知県 翠窯 － インバウンド向け商材の開発及び販路開拓

愛知県 有限会社セトセラミック 4180002071910 ＯＥＭ受注に特化したホームページのリニューアル

愛知県 有限会社米祐商店 5180002071736 ゆっくり、安心して買物していただくための駐車場整備

愛知県 合資会社鐘忠陶器 2180003010555 モダンで高品質な食卓提案をする陶器店へ移行による売上げ向上

愛知県 株式会社立峰陶苑 9180001079388 ＥＣサイト活用によるオリジナル色彩を活かした商品の販路拡大

愛知県 Ｕｎｌｅａｓｈ　Ｃｏａｃｈｉｎｇ － 動画を活用した新サービス向けＨＰ構築などの販促事業

愛知県 株式会社古池自動車鈑金塗装 1180301025784 女性ドライバーが入りやすい鈑金塗装屋ＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 メディカ株式会社 6180301011920 自社サイトリニューアルによる新規顧客開拓

愛知県 有限会社トライプーム 7180302028104 当店オリジナルパンケーキのＰＲによる新規顧客獲得

愛知県 株式会社ジーエム 8180301011043 「鋳造品の一貫生産を目指した、新規顧客開拓事業！！」

愛知県 株式会社メディカデザイン 8180301030811 新しい販路開拓／新規顧客獲得のための、販促用印刷物の作成

愛知県 有限会社カネモふとん 5180302015285 地域Ｎｏ．１専門店の強みを生かしたホームページのリニューアル

愛知県 みらくる美手 － 新サービス導入と広報活動強化を通じた販売促進事業

愛知県 株式会社中川製作所 8180301011225
高精度加工技術の態勢構築アピールで医療機器メーカーからの新規受注獲
得

愛知県 すずやはなれ － 店舗看板設置とコース料理チラシ作成による新規顧客開拓

愛知県 菊地技研 － ３ＤＣＡＤ導入による新商品開発及び新たな販路開拓事業

愛知県 株式会社ウマカン 4180301012391 インバウンド商材のお土産兜の開発・販路開拓

愛知県 坂口設計 － 『失敗しない間取り相談』サイトの開設

愛知県 コスメサロン　まきや － セルフスキンケアにより女性の若々しい肌を育む販路拡大事業

愛知県 イチブン株式会社 4180301010825 自社製品の強みを活かすオリジナルカタログ作成による販路拡大

愛知県 ＣＨＡＲＩ－ＣＡＦＥ　ＰＯＴＴＥＲ － レンタルスペースで集客力ＵＰ！～蒲郡のコミュニティーの場に～

愛知県 美容室ＰＵＵ － 薬液促進機導入およびＤＭ作成による販路拡大事業

愛知県 株式会社サンワテック 8180302015464 「製品・サービス提案ホルダー」を活用した新規顧客獲得事業

愛知県 中川自転車商店 － 高齢者向けの自転車・バイクの乗車応援ＨＰ制作

愛知県 株式会社リキュー 3180301011469 攻めの情報発信へ。ホームページリフォームによる販路拡大事業

愛知県 酒味浪漫　笹や － 深浅（新鮮）な地魚を飲食店から地元へ。地魚メニュー強化事業

愛知県 松下精肉店 － ご当地和牛とご当地フルーツによるテイクアウト販路拡大事業

愛知県 株式会社エム・イー・ティー 9180302027244 家庭用脱臭器を開発・試作し新規ビジネスの市場開拓を行う

愛知県 株式会社プロ・スパー 1180301011611 地魚の活魚卸売のための機器整備と販路開拓

愛知県 龍のおとし子 － 循環水槽の設置で実現する活魚貝の高付加価値メニュー継続提供

愛知県 カイロプラクティック　シンケアー蒲郡店 － 増加する高齢者をターゲットにした広告宣伝を実施し新規販路開拓

愛知県 株式会社渡辺人形 7180301011944 ひな人形，五月人形早期販路開拓、次世代への節句・盆啓蒙事業

愛知県 株式会社エイチエスホーム 2180301031121 弊社周知と新規顧客獲得のためのＰＲ活動強化

愛知県 有限会社豊川温室 8180302013765 すべてのハウス農産物に利用可能な補光ＬＥＤ照明器具の販路拡大

愛知県 ひょーげもん酒房　雲仙 － 気軽に通える居酒屋のＰＲによる新規顧客獲得
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愛知県 株式会社リンネファーム 6180301030053 一つ星レストラン実績を活かしたブランド構築と高級飲食市場開拓

愛知県 食品百貨有限会社鈴木屋食料品店 3180302013217 現金収入大量獲得計画

愛知県 イタリアンダイニング花の庵 － 新規外壁塗装で視認性向上による新規顧客獲得

愛知県 フジワラ建装株式会社 6180301010170 検査精度の向上と作業効率化を図るためドローン検査の導入

愛知県 株式会社ロンド・ベル 2180301027334 店舗改装による顧客満足度強化を図る

愛知県 井指製茶株式会社 4180301009735 顧客ニーズをもとにギフト市場に「茶飲革命」を巻き起こす

愛知県 ＨＩ－ＢＲＩＣＫ － こだわりの美味しいハンバーガーの魅力とディナーの情報発信

愛知県 プレイスデンタルワークス － デザイン性、機能性に優れたメディカルウェア（白衣）の販路拡大

愛知県 有限会社ピコ 9180302013871 年齢を重ねても健康で美しくなるエイジングケアの販促策強化

愛知県 株式会社長谷川仏壇製造所 2180301031484 ネットショップの販路拡大

愛知県 とだ接骨院 － ＨＰ新設による新規集客増大、及び集客の安定化の実現

愛知県 マシェリ － 予約しやすい、入りやすい、買いやすい店舗づくりで集客アップ事業

愛知県 有限会社たたみ総合サービス 7180302020804 障がい者の就労を支える。訪問看護事業の新サービスの販売促進

愛知県 とんかつ林家 － 「トンカツ屋」改め「トンカツ居酒屋」として近隣住民へアピール

愛知県 やわらかとんかつ　ありがたや － とんかつテイクアウト事業強化による商圏・客層拡大化を行う事業

愛知県 ウッドベル接骨院 － 交通事故患者向けホームページのリニューアルによる新規顧客獲得

愛知県 Ｌａｔｏｒｅ（ラトレ） － 骨盤調整くびれマシン導入を起爆剤とした２０代３０代女性会員獲得

愛知県 ヘアースポットＰＡＬ － 乳幼児や要介護者にも優しい理容台の新調による売上向上策

愛知県 株式会社らくの和 2180001088759
Ｃａｆｅセミナーの開催による販路開拓、キッズセミナーの開発・開催による販
路開拓

愛知県 はり灸マッサージいぶき － 『サチコメソッド』で女性に笑顔を！独自鍼灸サービスの販売促進

愛知県 株式会社トラスト 4180301014322
展示会出展による新規取引先の開拓及び顧客の多様な要望時に応じた製品
企画事業

愛知県 株式会社テイラー 4180301027679 輸入車のオーナー向けにＩＴを活用した顧客開拓事業

愛知県 株式会社モットハウス 5180301028684 自社Ｗｅｂサイトのリニューアルによる販路開拓の強化

愛知県 有限会社石原製作所 9180302017906 「魅せる工場化」で工場見学・展示会からの新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社かえで 7180301017132 友達母娘が笑顔になる「脱毛エステプログラム」で新規顧客開拓

愛知県 ＵＮＬＯＣＫ － 地方から日本中にデザインを発信するトレンドサロンの歩み！！

愛知県 Ｈａｉｒ・ｗｏｒｋｓ・ｋｏｒａｋｕ － ひとりだけの特別な空間で髪を切る心地よさ演出

愛知県 ｆｕｎｎｉ－ｓｔａｒ☆ － 「オゾンパーマ」の周知による顧客開拓とスタッフ採用体制の強化

愛知県 片桐社会保険労務士事務所 － 労働問題特化型の社労士事務所ホームページ開設による顧客開拓

愛知県 ｓｏｉｅ　ｃｌａｉｒ － 「お手軽・低価格・短時間」セルフ脱毛による新規顧客開拓！！

愛知県 峯月流　いけばな教室 － 伝統を重んじながら、若者へのアプローチで新規顧客拡大

愛知県 Ｍａｔａｋｕｒｕ　Ｂａｇｌｅ＝パン屋 － ベーグル専門店の快適な空間づくりによる販路拡大

愛知県 ＨＵＵＫＵ － 唯一無二のセレクトショップづくりによる販路拡大

愛知県 ＦＵＮＮＹ　ＢＯＮＥ － トランポリンハウスのターゲットユーザー拡大＆獲得計画

愛知県 ＯＲＢＩＴ － 運動能力を鍛えるスケボースクールの提供で新規顧客を獲得する

愛知県 木楽屋大工店 － 地域と建築を愛する大工の人生をかけた夢を知ってほしい！
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愛知県 合同会社まりもの家 8180303003063 通所介護の利用者増加及び職員の退職を予防する取組み

愛知県 Ｓ．ＨＯＰＥＳ － ストレッチに特化した新トレーニング方法ＰＲによる販路拡大

愛知県 株式会社Ｓｕｎａｏｌａｂｏ 1180301031956 空きスペースを改修することでの認知向上と広告宣伝活動

愛知県 Ｔｈｒｏｂｓ － オリンピックに向け、地元にサーフ文化を根付かせ販路拡大。

愛知県 有限会社加藤農機商会 2180302021749 入門者からプロまでが集う農業機械店の新規顧客獲得への挑戦

愛知県 有限会社小楽 1180302022054 あたたかい家庭的なホテル、和室の良さによる地域密着経営の実現

愛知県 ネイル　アイラッシュデザイン　ヘップ － 高技術・短時間で「美」を提供するネイル、まつ毛エクステサロン

愛知県 株式会社伊勢産業 7180301017859 熱ゼロ技術普及のためのＷｅｂサイトのＳＳＬ化、スマホ化

愛知県 井上自動車販売 － 若者・シニアをターゲットとした新事業展開と広報看板の設置

愛知県 株式会社みどり 3180301019396 『地元に特化した不動産屋』ブランディングのための第一歩！

愛知県 サロンエリ － スキンケアの大切さを伝えるホームページで健康と美を応援する

愛知県 ＢｉｚＢｒａｉｎ － 自力受注できる仕組みの構築による依存型受注からの段階的な脱却

愛知県 一級建築士事務所　風とガレ － 空き家活用のメリットを認知してもらいリノベーションの需要を開拓

愛知県 ｓｐｈｅｒｅ’ － 医療に頼り過ぎない、自身の改質改善から目指す妊活需要の開拓

愛知県 みーとまん１５３ － 看板設置によるミートソース専門店の販路開拓

愛知県 心と体のトータルアシストＧｌａｎｚ － 漫画と看板で心と体のトータルアシストの知名度アップ

愛知県 クリーンスタジオ株式会社 1180301020298
“お掃除ホットステーション”を作り、個人へのアプローチ強化で、新規顧客の
開拓

愛知県 株式会社プラスワン　マイカー７ 1180301029620 ＨＰ新設による販路拡大戦略及び既存客の囲い込み強化！

愛知県 有限会社カメラの店白樺 5180302021804 大型機械導入による新規サービスで販路開拓

愛知県 平家中小企業診断士事務所 － 豊田市の２代目経営者への経営研修事業の販売促進

愛知県 小笠原製粉株式会社 1180301015109 乾麺パッケージの一新、新規チャネル・顧客への拡売促進事業

愛知県 株式会社カネ由商店 3180301015156 ネットだけじゃない！駅近の実店舗で産直品の店頭販売強化促進策

愛知県 ｉ　Ｓｍａｒｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 7180301029623 生産性改善コンサルティングサービスによる既存市場の深耕事業

愛知県 株式会社棚久 3180301031748
にんじんの老舗×野菜ソムリエ！新たなファンを獲得するためのプロモーショ
ン強化

愛知県 株式会社カミテック 1180301025099 金属の直彫りをアピールした試作品の販路開拓事業

愛知県 合同会社Ｗｉｎ 1180303003953 児童発達支援事業所の利用促進で幸せな未来を創る事業

愛知県 株式会社鳥居造園 4180301015411 イメージ刷新！新規顧客獲得に向けた店舗リニューアル事業

愛知県 有限会社タカスラジオ碧南店 8180302020092 当店オリジナルキャラクターを使用した来店客数アップの取り組み

愛知県 有限会社指只 1180302020017 建具リフォームの販路開拓

愛知県 山八酒店 － 街の景観にあった店づくりによる店舗販売拡充計画

愛知県 株式会社鳶　共栄 6180301026638 技術やサービスをアピールしたホームページによるＢｔｏＢ営業

愛知県 ＫＡＫＡ合同会社 2180303002384 新工法による外壁リフォーム商品の販路開拓

愛知県 ウッドストック － 木工職人とアロマセラピスト夫婦で日本の天然木アロマツリー製作

愛知県 安城とらや － 市内初の和菓子オープンファクトリーによるコト消費販路開拓

愛知県 株式会社ＬＡＳＫ 2180301017310 特殊需要対応への設備投資による高付加価値事業の展開

愛知県 有限会社丸正設備商会 9180302017237 「強みの情報発信」で築きあげる顧客の囲い込み事業
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愛知県 からだの恵み － ２店舗目安城サロンオープンによる新規獲得のための広告宣伝費

愛知県 ニューセブン － 高齢者の憩いの場創出で目指せ“健幸寿命”の延伸！！

愛知県 ＬＥ　ＳＡＶＯＩＲ（ル・サヴォワール） － フラワーギフト＆雑貨販売強化を図るＷＥＢリニューアルで新規顧客開拓

愛知県 カイロイズム腰痛バスター安城 － エリア拡大による新規顧客開拓を目指した野立て看板の設置

愛知県 株式会社ＳＣＲＥＥＮ 4180301032200 自動車＆建設業界への新規参入を図る自社ＰＲ事業で新規顧客開拓

愛知県 有限会社シンケン 7180302016752 ホームページ制作による多品種小ロット顧客への新規顧客開拓

愛知県 学び安 －
校舎外装の刷新と保護者が安心して預けられるラウンジづくりによる新規顧
客開拓

愛知県 ＢＩＲＩ’Ｓ　ＨＡＩＲ － 美容機材導入と新メニュー開発による新規顧客開拓

愛知県 鈴岡 － 仕出し弁当など新展開による、新規顧客獲得に向けたＰＲ

愛知県 株式会社都 3180301013399 商圏拡大を図る自社ホームページ制作で新規顧客開拓

愛知県 株式会社Ｓｗｉｔｃｈ 2180302020742 デザイン事務所初！リフォーム＆リノベーション事業参入で新規顧客開拓

愛知県 有限会社マサル産業 7180302017247 ＷＥＢ広告掲載によるネットショップの販路拡大

愛知県 有限会社ＦＰ　ＰＬＵＳ 9180302017435 子育て世代の住宅購入負担を削減「仲介手数料０円サービス」の実施

愛知県 有限会社ヤマス商社 4180302017357 地球環境に優しい瓦チップの生産・販売による売上・利益の拡大

愛知県 株式会社空・インターナショナル 7180001108537 ベトナムでのエステティックサロン需要拡大に向けた総合提案事業

愛知県 すみや接骨院 － 施術メニュー見直しによる地域に愛される店舗へ

愛知県 ＣＯＦＦＥＥ　ＭＩＮＡＭＩ（コーヒーミナミ） － スイーツ＆モーニング新メニュー開発と認知度ＵＰで新規顧客開拓

愛知県 山本自動車整備工場 － 「看板の設置による新設備工場の認知向上で新規顧客の獲得」

愛知県 株式会社Ｌ＆Ｒ 4180301016979 立地条件を活かしたファサード整備等による新規顧客開拓

愛知県 こどもランド　ＢＡＭＢＩ － 新規事業「企業主導型保育事業」展開による新規顧客開拓

愛知県 株式会社ムーンフェイス 6180301013603 新規販路開拓　「ＮＶ３５０　総合パーツカタログ」製作

愛知県 髙須塗装 － 他店との差別化を目的としたホームページ作成による新規顧客獲得

愛知県 山本硝子株式会社 7180301022776 ガラス屋ならでは強みを活かしたホームページ作成による新規開拓

愛知県 ＮＯＢＵ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｅｎｇｌｉｓｈ － ボードゲーム版『キモイエイタンゴカード』の開発とＰＲ

愛知県 フレスコ － 入口をバリアフリー化＆視認性の向上で愛される理美容院に！

愛知県 小浜自動車 － ホームページを活用した中古車販売促進の為の在庫保管場所確保事業

愛知県 ブライダルギフトショップＬｉｎｋ － 地元情報誌掲載等による店舗の認知度向上と新規顧客獲得

愛知県 作庭　嘉エ門 － 新規顧客獲得に向けた、魅力あるＨＰによる自社ブランディング

愛知県 ブルームフーズ株式会社 8180301023393 アレルギーを発症させない染料を使った白髪染め専門サロンづくり

愛知県 合資会社坂辰商店 3180303002747 新規顧客獲得のためのＷＥＢ、店頭ディスプレイ連動計画

愛知県 株式会社ラポール 2180301022789 自社ブランディングによる新分野開拓への販売促進活性化

愛知県 Ａｎｇｅ － Ａｎｇｅ流カウンセリング確立によるスキンケアコーディネートサービス

愛知県 石川農機株式会社 3180301022284 ＨＰ制作で若年層も獲得！幅広い年齢層にアプローチをかける

愛知県 株式会社アルカディア 7180301025960 ホームページとパンフレット作成による販路開拓事業

愛知県 マッサージさとのは － 高周波温熱機器導入による革新的なマッサージ施術方法の構築

愛知県 株式会社ムトウ 7180301022834 ＨＰ予約販売システムの構築による販路拡大
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愛知県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｏｕ － 新規顧客獲得の為のＨＰ作成・動画広告事業拡大の為の機材導入

愛知県 有限会社らいすぴあ 7180302027551 検査業務の効率化と科学的根拠の提示による検査の付加価値化

愛知県 安藤法律事務所 － 丁寧な情報発信（ＨＰ開設）で取り込む『小さな顧問契約』開拓

愛知県 料理　香村 － お客様が利用しやすい店に。宴会場にテーブル、椅子席導入事業

愛知県 愛楽農園はいぼーなす － ジャムのラインナップ強化による販路開拓！

愛知県 創作和食　風雅 － 野菜ソムリエ・ワインソムリエが目の前で調理！カウンター席を設置

愛知県 Ｃａｆｅ＆Ｒｅｎｔａｌ　ｓｐａｃｅ　愛絆 － ホームページと一目でわかる大型看板で新規顧客獲得事業

愛知県 西尾製粉株式会社 9180301022717 展示会を活用した特徴のあるミックス粉の販路開拓

愛知県 オフィスリバーイン － ネットの充実と「集客ＰＲパック」の導入

愛知県 コスモＥＭタウン － オリジナル商品　「やさいまるごとふりかけ」　の開発宣伝新事業

愛知県 有限会社トータルデリグリルれんが亭 3180302027464 若年層顧客獲得に向けた新ブランド設立事業

愛知県 Ｍクラフト企画 － 憧れのアクセサリー制作のプロになりたくなっちゃう！『魅せる』フロア作り

愛知県 株式会社大和建設 5180301022919 宿泊体感モデルハウスの確立と拡大

愛知県 愛知西尾カイロプラクティック － メンタルヘルスケア整体を継続的にＰＲして新規顧客開拓事業

愛知県 エルカワムラ － 地域に愛され、頼られる、でんきの達人の新たな挑戦！

愛知県 株式会社悠峰写真場 2180301023498 岡崎の新事業所オープンに伴う、看板の設置とパンフレットの作成

愛知県 株式会社はと屋 9180301022857 ＨＰのスマートフォン対応による若い世代に向けた集客、販促強化

愛知県 有限会社高山カバン店 2180302026269 高山カバン店創業５５周年ゴーゴー感謝祭リニューアル事業

愛知県 株式会社三河工芸 2180301022806 マルチリンガルでインバウンドを狙え！

愛知県 有限会社アイエードゥー 4180302027281 ルアー（疑似餌）販売促進の為のホームページ作成

愛知県 ＬＡＵＲＡ － エステサロンＰＲ看板の設置による新規顧客開拓

愛知県 レディバード － 顧客名簿有効活用による季節のフェア開催ＤＭから売上ＵＰに繋げる

愛知県 大衆酒場ふく家 － 居心地の良い居酒屋へ改善するための入り口扉のリフォーム

愛知県 株式会社ＡＩＣＨＩメーデル 1180301023383 近隣の専業農家向けの培養土を全国の一般ユーザーへ販売する

愛知県 菅沼看板 － オリジナルグッズで子供に笑顔と思い出をプレゼントしファンづくり

愛知県 Ｒｅｆａｉｒｅ － 安心・安全に２０年先まで身体に優しいサロンづくり

愛知県 東海特許事務所 － 外国商標出願かんたん見積もり＆かんたん出願サイトの作成

愛知県 辻建設株式会社 2180001096530 既存事業と新事業ＰＲのためのホームページ作成

愛知県 猪飼工機 － 個人客が訪問し易い店構え、看板設置による集客アップを図る

愛知県 野口氣功整体院 － インターネット検索に対応したＨＰとポイントカードの作成

愛知県 株式会社ＢＡＤＧＥ 1180001103733 ＨＰ　リニューアルで新規顧客を獲得！

愛知県 株式会社ＧＬＡＮＺ 4180001118729 コンサルティング及び院内研修の営業エリア拡大

愛知県 かとう農園 － チラシ作成並びに電柱広告の設置による新規顧客の獲得事業

愛知県 古川屋 － 西陽対策兼用看板と高齢者に配慮した手摺設置

愛知県 学生服リユースｓｈｏｐさくらや名古屋店 － 認知度向上による客数の増加、および陳列改善による利便性の向上

愛知県 ビジネス旅館マルト － 老朽化した部屋の改装による禁煙ルーム・ファミリールームの設置
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愛知県 Ｄｅａｒｓ　Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ － 店内バリアフリー化で２０年先を見据えた店舗づくり

愛知県 リラクゼーション工房いっぷく － インターネット等を活用した認知向上・予約システム導入

愛知県 浜とみ　丼丸 － バリエーションのあるメニューで新規顧客の獲得と売上拡大

愛知県 ベジタリ菜 － ハイビスカスローゼルジンジャーエールの開発と販路拡大

愛知県 田島珈琲店 － 看板設置により認知度を高め、集客力・売上アップ

愛知県 行政書士河津真子事務所 － ホームページ作成による行政書士業務の周知

愛知県 株式会社ツナグ不動産 7180001132140 ホームページ刷新による顧客対応向上、販路拡大

愛知県 ＢＬスタジオ春日井 － ライブスペース「タイニー」の知名度アップによる利用者拡大

愛知県 あうんハピネス － スーツ売り場の常設及び店舗のイメージアップと出張買取の強化

愛知県 株式会社ＥＡＴ 6180001105799 室内で飯盒炊飯体験による認知度向上と新規顧客獲得

愛知県 広陽商工株式会社 9180001074075 ＶＲソフト開発における販路拡大事業

愛知県 一途株式会社 3180001074246 モバイルバッテリーシェアリングの販路開拓事業

愛知県 ＰＡＲＫ　ＬＥＡＮ － 高齢化社会に伴う個人オーナー駐車場の開発・販路開拓

愛知県 やきとり　あら家 － 毎日満席の繁盛店を目指し、居心地の良い店舗を目指す。

愛知県 有限会社田口商店 4180002066539 自社オリジナルブランド「四季彩空間」事業を軌道にのせる

愛知県 株式会社岡村建機 1180001073852 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業

愛知県 株式会社エアサポート 2180001130594 ホームページ等による情報発信で個人商店ニーズを満たす販路開拓

愛知県 有限会社エムズ 1180002065353 まつ毛エクステ施術台の設置、インターネット広告による販路開拓

愛知県 有限会社初海家 8180002067005 冷水器（チラー）導入による安定品質

愛知県 ランチェスター財務戦略春日井 － 広告ツールを活用した新規販路開拓

愛知県 ひまわり治療院 － 身体の痛みを緩和する医療機器導入の告知

愛知県 整体院　加藤 － 紙媒体広告とＤＭで展示会出展と新事業をＰＲし販路拡大する

愛知県 ウエディングプロデュースＵＭＩＳＯＲＡ － インバウンド婚・外国人向けの格安おもてなしウェディング

愛知県 ＣＡＦＥ　ＤＥ　ＬＡ　ＦＵＲＵＩＤＯ － 屋外看板の新設で認知度向上による新規顧客獲得

愛知県 株式会社カネミツ食品 9180001073952 ところてん専用Ｗｅｂ購入サイト構築による販路拡大事業

愛知県 株式会社十字の漢方 8180001074258 漢方の魅力アピールで新規顧客獲得と再来店率アップ！！

愛知県 有限会社小川 6180002065472 『ママ振りコーディネート』で着物で着継ぎ語り継ぐ家族の絆

愛知県 スタジオライフ － 立体視ＶＲ映像・８Ｋ（高画質）化で新たな商品開発・提案実現

愛知県 メキア加藤商会株式会社 4180001075094 ホームページ改善と販促品を活用しサービスと商品の認知度向上

愛知県 フロンティアマネジメント株式会社 2180001089105 消費税増税に負けない、メニュー変更と店内快適度アップ大作戦

愛知県 Ｓｍａｒｔ　Ｌｉｆｅ　Ｓｔｙｌｅ － 「働く女性・働くママ」への効果的な情報発信による販路開拓

愛知県 なかよしクレヨン － ①大人向け英語教室の広告活動および②体操教室の器具購入

愛知県 株式会社オギハラ 3180001073850 新規看板設置とＩＴ入りメニュー表作成し来店者数を増やす事業

愛知県 有限会社山田製作所 3180002067645 「何度もアクセスしたくなる」ホームページの作成

愛知県 株式会社Ｌｏｏｐ 6180001077799 業務の効率化をすすめ、新事業の規模拡大と新顧客のとりこみ。

愛知県 株式会社加藤元気商店 4180001119207 高齢者住まいの相談窓口の認知度と販促冊子による販路開拓
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愛知県 ジャパンビューティスタイル株式会社 7180001105468 障がい児童のフォーマルウエア開発とチラシ・着物カタログ作成

愛知県 株式会社Ｈ・Ｔネットワーク 3180001133349 健康・自然・癒しがテーマの中高年に優しいホームページ開発事業

愛知県 有限会社アクアサポートイチダ 1180002064933 インターネットと地域新聞広告を併用した販路開拓

愛知県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＳＨＹ － カフェ部門追加による販路開拓

愛知県 株式会社サンキュ－ライフ 1180301016981 不動産買取部門新規参入による顧客満足度と売上向上計画

愛知県 ヒカリカンパニー株式会社 6180001100354 スマート家電を用いた提案、販売、施工による販路拡大

愛知県 株式会社サカエ楽器 1180001074132 広告による音楽教室新規生徒の募集とピアノ買取り顧客の獲得

愛知県 有限会社東野造園 8180002070909 害虫駆除でお困りの方への情報発信とドローンによる業務効率化

愛知県 ヘアネストウッドベル － 高濃度炭酸発生装置導入による客単価増と新規開拓による来客増員

愛知県 有限会社春日井オート 6180002065506 シニア層・リターンライダーへの販路開拓

愛知県 株式会社杉崎 3180001077629 女性への訴求力向上を目指したＨＰ刷新による販路開拓事業

愛知県 マイヨガスタジオ － ホームページ作成による販路開拓

愛知県 株式会社さくらギフト 7180001074795 ＷＥＢ媒体有料広告での新規顧客獲得による販路開拓

愛知県 Ｌａｒｋ　Ｎａｒｌ － セカンドステージへ向けた新たな新規顧客獲得のための取り組み

愛知県 株式会社大柳製材所 3180001077397 さあ、伝えたい、大柳の熱い思いを発信するぞ！！

愛知県 株式会社ＷＩＮＤＡ 3180001107559 美味しい蕎麦を家庭の食卓へ。中食事業開始に伴う販売の拡大！

愛知県 株式会社勝川ランドリー 1180003009986 のぼり、看板、アイキャッチ新設で、ターゲットの新規集客を図る

愛知県 株式会社エイジレス 2180001101570 Ｂリーグ各球団の地域特有の商品開発と販路開拓

愛知県 ティーズ・ビューティー株式会社 4180002070755 ＷＥＢ広告とチラシポスティングのメディアミックス新規集客

愛知県 ライジング己道会 － インターネット、雑誌宣伝による新規教室の集客力強化

愛知県 Ｃｏｉｋｉ‐ｙａ‐ － 旅館で挙式披露宴する４０代からの格安大人ウェディング

愛知県 まつもと接骨院 － 新技術を利用した治療機器導入による認知度アップと新規顧客獲得

愛知県 有限会社季節料理日比野 2180002065724 看板設置・店舗改装による販路開拓

愛知県 有限会社エスセラム 9180002065305 ホームページとパンフレット刷新による簡易式濾過装置の販売拡大

愛知県 有限会社ファーム 7180002067113 地域住民の自社に対する認知度ＵＰ！

愛知県 まつげ屋さん － 看板設置・ポスティングチラシ・紹介カード配布ＰＲで新規開拓

愛知県 株式会社ＴＯＭＹ 5180001128628 看板設置で一見客を誘導、鈑金塗装店にはない待合室の設置

愛知県 酒房　味彩 － 衛生管理の強化と客席回転率の向上

愛知県 日本水環境事業株式会社 2180002070311 商品紹介動画制作と、展示会への出展による販路開拓

愛知県 松新開発株式会社 8180001077087 学童保育・学習塾・そろばん・英会話・書道・サッカー

愛知県 株式会社小﨑製作所 3180001085771 新規受注開拓のためのホームページリニューアル

愛知県 株式会社ココラック 2180001085789 自社ブランドの情報発信型ＥＣサイト構築による新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社ガーデンメーカー 9180001130877 建設業に新カテゴリ「ガーデンメーカー」を。人材マッチング事業

愛知県 有限会社鶴べ屋 6180002080959 高齢者対策をして法要・法事料理の販路拡大

愛知県 有限会社フレックス・オート 1180002081193 リピーター客獲得へ向けたＭＥＯおよびＳＮＳ戦略事業

愛知県 ジュンオート株式会社 7180001087178 地域密着！新規顧客獲得へ向けたＭＥＯおよびＳＮＳ戦略事業
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愛知県 サーティーコーポレーション株式会社 7180001134392 ピコ粒子の銀イオン除菌・消臭剤「Ａｇピコ」の拡販

愛知県 Ｍａｍｍａ　Ｆｅｌｉｃｅ － 「ママの幸せのお手伝いサロン」による空き部屋活用で集客アップ

愛知県 株式会社みやび 8180001115094 新商品！尾張のお土産『金鯱わらびもち』で販路拡大

愛知県
天晴れ介護サービス総合教育研究所株
式会社

5180001131904 メディア戦略、イベント戦略による介護内教育事業の確立化

愛知県 合同会社秀和 9180003019094 最新治療機器による治療費単価増、治療患者数の増加計画

愛知県 人財育成コミュニケーション － 中小企業向け「離職０の人が辞めない組織作り研修」の販路開拓

愛知県 株式会社愛和物産 7180001108826 一人暮らし高齢者と社会を繋ぐ移動販売のチラシ・カタログ作成

愛知県 司法書士しょうむら事務所 － 相続に特化したワンストップサービスの確立で地域貢献

愛知県 ティーズフラワー －
屋外店舗看板新設・野外照明ＬＥＤ化及び新サービスの広報による販路開拓
事業

愛知県 山田養蜂所 － 蜂蜜の生産拡大と効率化及びネットと人的両面での販路拡大

愛知県 株式会社城登屋 2180001095400 移動販売冷蔵車両を活用した、新規顧客獲得及び販路開拓事業

愛知県 ｓｈｏｐ　ｈｉｄｅｒｍｅ － ＯＥＭ商品開発とインフルエンサーマーケティングで購買意欲促進

愛知県 株式会社くらしのリーザ 9180001093463 ショップリカ（ハウスプリペイド）で営業支援・業務管理の提案

愛知県 かりせーさ － ＨＰ強化とＳＮＳ対応看板設置事業

愛知県 澤田酒造株式会社 8180001093159 「上海ＶＩＮＥＸＰＯ２０１９」出展を通じた海外販路開拓事業の基盤整備

愛知県 日本酸器工業有限会社 5180002086206 トロンメル撤去と販売面積拡張による売上向上事業。

愛知県 マルキ生花店 － 好評だったハロウィンイベントの充実を図り集客アップ

愛知県 Ｋ＆Ａ　ｄｅｓｉｇｎｗｏｒｋ － 常滑焼オリジナル商品の開発・販売のための試作

愛知県 株式会社氷感サプライ 9180001110202 台湾をはじめとする海外での事業展開のための多言語対応環境整備

愛知県 株式会社たまごの里農園 3180001124389 純系名古屋コーチン卵の新規取引先をつくるための商談会出展計画

愛知県 有限会社ヤマロク 7180002086344 「課題解決を提案する」ＨＰ作成で新規顧客を開拓

愛知県 株式会社山﨑工務店 2180001125124 ホームページ改良による販路拡大及び新規事業の認知向上を狙う

愛知県 株式会社カラフルコンテナ 7180001113925 より強度の高い耐震シェルターし、展示会出展による販路開拓事業

愛知県 静香コミュニケーションオフィス － “大人のための婚活予備校”ＰＲ強化

愛知県 美容室ＣＯＶＥＲ＋ＣＯＶＥＲ － 気軽に美容室でおこなう育毛スパ

愛知県 株式会社五王製菓 8180001087441 ＢｔｏＣ事業展開による販路開拓のための魅力あるＨＰ作成

愛知県 光穂工業株式会社 6180001087690 ワイヤーメッシュ専門製造業としてのＰＲ事業

愛知県 行政書士中山法務事務所 － ホームページ開設による宣伝媒体の確立と集客力の強化

愛知県 豆工房コーヒーロースト江南店 － 「江南から広げたい『コーヒー好きの輪』事業」で売上アップ計画

愛知県 株式会社ジャパンフードファクトリー 1180001068687 自社で生産した農産物の消費者販売実施に伴う販売設備の導入

愛知県 寝具のみやち － 店頭テントを刷新して集客向上と売上増加を目指す

愛知県 有限会社シンアイ産業 3180002069237 張替えサービス事業の販路開拓

愛知県 有限会社レントオール江南 4180002082668 自社インターネットサイトの制作・公開・充実化による販路開拓

愛知県 株式会社高田建材店 3180001087529 ホームページを全面リニューアル及びスマホ対応による顧客拡大事業

愛知県 株式会社Ｇｌａｎｚ（グランツ） 8180001108800 ケータリング事業における新規顧客獲得のためのウェブページ開設

愛知県 中華ファミリーレストランささかつ － ファミリー層をターゲットとした、新規顧客獲得に伴う、店舗体制の強化
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愛知県 いどた治療院 － 若年女性をターゲットとした新規顧客獲得を図る販路拡大活動について

愛知県 有限会社バラエティ 9180002069702 容易に視認でき且つ立寄り易い店舗機能の創出で新規顧客獲得

愛知県 株式会社水伸園 1180001078397 資材販売を既存客の常連化に繋げ、近隣への宣伝効果を強化する

愛知県 株式会社テイウェル 2180001135437 水道量水器事業等の事業の拡大と利用者募集に向けたＨＰの開設

愛知県 株式会社オー・エス・シー 4180001121757
高齢者層をターゲットとしたＬＥＤ、ＡＩ、センサを使用したオリジナル新製品の
開発

愛知県 アディクト有限会社 3180002068503 ホームページ作成による事業内容の広報と商品のネット販売の構築

愛知県 有限会社小野田樹脂 3180002068750 ホームページリニューアルによる自社の認知度向上と新規取引先獲得

愛知県 オール・インテリア － 商談成約率アップを図るためのショールーム整備事業

愛知県 株式会社ワイエスオートサービス 5180001103028 新冷媒ガス及び旧ガス回収再生機導入による整備範囲の拡大

愛知県 合同会社丹羽 4180003017796 販路開拓による顧客満足度向上と新規顧客獲得に向けた販売実現

愛知県 ダイソー工業株式会社 4180002069384 ホームページをリニューアルして販路拡大につなげる。

愛知県 アールチェンジ株式会社 3180001133002 ＷＥＢ広告活用により、売上最大化を図る

愛知県 株式会社伊藤次郎商店 3180001075574 看板の新規設置、既存看板の刷新による販路開拓活動

愛知県 株式会社マルマツ 5180001077305 買い物難民を救う！新規顧客獲得チャンスのための店舗改善

愛知県 合資会社角屋 1180003011216 勤労者と観光客に訴求する老舗飲食店後継者の顧客獲得と販路開拓

愛知県 有限会社グローバルネット 3180002078956 外国人観光客に見て楽しい食して美味しいたこ焼の販路開拓事業

愛知県 珈琲ボタン － オペレーション改善と新たな商品ディスプレイで新規顧客開拓

愛知県 学研大空教室 － 育児体験で幼児コースの定着を目指す地域密着学習塾の販路開拓策

愛知県 株式会社マルニ 8180001080917 目立つ！！輝く！！ショーウインドスペース作成

愛知県 株式会社ＨＳホールディングス 6180002074341 チラシ配布エリア拡大　シニア層・新規顧客の集客向上事業

愛知県 椿屋商店 － 元気な高齢者を増やし、ＱＯＬを向上させる事業

愛知県 こじま法律事務所 － 看板及びホームページ設置による認知度向上、顧客開拓

愛知県 ミヤタリフト株式会社 9180001135331 介護支援者の負担軽減をＰＲし、販路を拡大するための事業

愛知県 合同会社カンパニュラ 4180003015610 新規顧客開拓のため同建物内で接骨院の併設とＰＲ

愛知県 おたずね鍼灸院 － “雨降っても地固まってる！”～木（氣）持ち良い鍼灸院～

愛知県 岳 － 新規のお客さんの獲得と滞在時間をＵＰして売り上げ増加を狙う

愛知県 メガネＢＯＸかなもり － 新型試聴器を使った体験型ＰＲによる販路開拓事業

愛知県 合資会社キリン亭 4180003011221 団体客に訴求する老舗飲食店後継者の顧客獲得と販路開拓策

愛知県 小弓鶴酒造株式会社 6180001081000 いわゆる“映える”外装と商品提供のためのトータルデザイン設計

愛知県 星月夜 － アレルギー対応のアイスクリームで販路拡大

愛知県 プラスマッチ － 結婚したいを応援したい。宣伝広告で知名度ＵＰ！ＵＰ！大作戦

愛知県 二代目ちゃ銀 － 猟遊会認定店第１号取得とジビエ料理店としてのブランド化

愛知県 碓氷　貴光 － 新時代を切り拓き世界に羽ばたくマジシャンになるために

愛知県 東福瓦斯興業株式会社 2180001094402 地域密着型　「見守りサービス」　事業のプロモーション戦略

愛知県 オズ果樹農園 － 観光農園の立上げによる新規顧客層の開拓と売上の拡大

愛知県 株式会社ＴＡＮＳＡＮ　ＢＥＡＵＴＹ 6180001117729 東南アジア市場の売上拡大に繋げるための国内ブランド再構築
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愛知県 オーエスディー － 自由診療技工物への対応のための設備導入とその広報

愛知県 株式会社コウエーホーム 5180001096222 高齢者向けトータルサポートを目指す生前・遺品整理の認知度向上

愛知県 太陽園芸 － 自社ネット販売サイトの電子取引機能強化による新規売上促進事業

愛知県 アイ創研株式会社 5180001104835 食べこぼしを気にせずお洒落したい大人向けスタイ開発と販路開拓

愛知県 音羽屋 － 復活！海老あられ　２０年の歳月を経てよみがえる

愛知県 からあげ！ごっち － 業界内での地位確立に向けた、からあげパーフェクトブック掲載

愛知県 有限会社エディットワン 5180002086899 コピーガードＢｌｕ－ｒａｙビデオの新規販売と制作効率の改善

愛知県 ガナパティ － 予約サイトの立ち上げと車通勤する女性をターゲットにした新規顧客の誘導

愛知県 縁家 － ホームページで販路拡大！信頼のある工務店へ

愛知県 アドバンス株式会社 5180002084556 独自予約ツール導入で収益ＵＰ！ＨＰ強化で魅力ある美容室の発信

愛知県 ＋Ｃ　ｈａｉｒ － セルフ脱毛による販路開拓と美容のトータルサービスの実現

愛知県 有限会社洋菓子チロリヤン 5180002085232 優れた空間作りでブランドイメージ向上！目指せ地域一番店！

愛知県 Ｐｌａｉｓｉｒ － 広報・写真看板・ＨＰで認知度ＵＰ！マダム層ご案内プロジェクト

愛知県 株式会社Ｉｔａｌｉａｎａ 4180001095828 「特別」から「日常」へ。オリーブオイルがある生活を提案

愛知県 株式会社大真カンパニー 3180001124018 大切な人にサプライズ！世界に１つだけの似顔絵人形のＰＲ大作戦

愛知県 株式会社東海 8180301014302 認知症予防治療の導入と広報強化による新規患者獲得事業

愛知県 有限会社写真スタジオつつみ 3180002084839 写真は人生の記録。大切な写真を残そう、お客様アピール大作戦！

愛知県 株式会社ＫＨエンジニアリング 4180001103722 「プレス事業者の無駄を０に！」あったらいいなを形にＰＲ事業

愛知県 ＳＭＩＬＥ合同会社 5180003016723 イベントで笑顔を増やして、生徒を増やそう！地域に根付こう計画！！

愛知県 超冷工機システムズ株式会社 4180001122004 「コールドチェーン」拡大の機会を捉え、既存事業全国展開

愛知県 株式会社Ｂｅａｎｓ 4180001104605 「医薬品に頼らない自然な生き方による健康づくり」推進事業

愛知県 株式会社伊藤プラスチック工業 3180001095366 エラストマー成型に自信有り！ＨＰを活用した新規顧客獲得

愛知県 有限会社池本シート商会 1180002084592 多様なサービスが分かりやすいＨＰの作成による、ＢｔｏＢ新規案件獲得

三重県 いろは接骨院 － 一人院長の手技をサポートする機器の導入で患者単価アップ

三重県 シンジ総合法律事務所 － ホームページを利用した交通事故案件及び中小企業法務案件の受任拡大

三重県 株式会社草薙製作所 1190001014723 『魅せる技術力！』　営業拡大で新規顧客獲得を目指す

三重県 有限会社弥生陶園 5190002022564 自社オリジナル製品のホームページ開設によるＢ　ｔｏ　Ｃ市場の開拓

三重県 グライドデザインラボラトリーズ株式会社 3190001014911 越境ＥＣ販路拡大のための中国語プロモーション映像制作事業

三重県 株式会社Ｇ．Ｍ．Ｐ． 2190002024084 幸福な食卓を彩るスタイリッシュな四日市萬古焼の販路開拓

三重県 Ｆｌｕｅｒｉｒ　Ｍｉｒｉ － シャッターアートで注目をあびてアニバーサリー需要を開拓！

三重県 この味本舗 － マネキンの試食販売と宅配のレシピ紹介チラシで新規顧客層の拡大

三重県 韓国風居酒屋おんどる － 三重県食材使用の韓国料理の魅力を伝えたい！韓国居酒屋の取組み

三重県 株式会社石垣歯車製作所 7190001014271 展示会等を活用して歯車の販路拡大を行っていく

三重県 有限会社マルシゲ清水製茶 5190002023232
ホームページをリニューアルして三重のかぶせ茶のＰＲを強化し売上向上を
目指す事業

三重県 協和通商株式会社 9190001014708 新規顧客獲得に向けた看板設置と駐車場整備で満足度上昇販路拡大

三重県 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｐａｃｅ　ｅｃｏｓｌｏｗ －
初回購入からリピート購入まで流れを作り当店と協力店の収益を向上する事
業
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三重県 ひまわり鍼灸院 － 地域オンリーワンのキッズルーム開設で２０代～４０代女性獲得

三重県 寺子屋うきはし － まちなか学童開設においてのホームページ作成及び販路拡大

三重県 イガキ建築工房 －
ホームページの作成により「高気密・高断熱、耐震性に優れた家づくり」の認
知度

三重県 堤　義続 － ホームページを改良して製菓の直接販売の割合を高め収益向上を図る事業

三重県 ウェブシル　ｗｅｂｃｉｌ － トップシェア獲得のための新たな販促用ＰＲ（インターネット広告）

三重県 番匠西建築 － 地元大工が身に着けた伝統技術の周知による販路拡大計画

三重県 有限会社平岡回生堂薬局 2190002021668 トイレ改修で新規顧客開拓！「もっと相談できる薬屋さん」へ！

三重県 おしゃれな自転車茶里夢 － ターゲットに合わせた売り場を整備して新規顧客開拓とリピート向上する事業

三重県 有限会社スタディー 2190002023862 キャリア教育コース開講の周知徹底による受講者の確保・拡大

三重県 おいしい生活 － チラシと地域密着型新聞による当店の認知度ＵＰ作戦

三重県 サンライズモータース合同会社 2190003002444 既存客頼りを脱却させるチラシ、看板、ＨＰを連動させた販売促進

三重県 ゆるりら － 来店顧客層にマッチしたお手頃価格のエステ導入で新規顧客開拓！

三重県 有限会社ペイントショップカトウ 5190002024189 販売力向上を目指したインターネット通販サイトの制作で売上拡大

三重県 有限会社佐藤製材工場 9190002020358
三重県産材をプレーナー機と熟練技術で希望サイズに！リフォーム市場へＨ
Ｐで販路拡大

三重県 有限会社中易鉄工所 7190002023511 モノづくり工房・教育講座の新事業立ち上げおよび集客戦略

三重県 毛利畳店 － 畳の無い家でも使える「琉球畳」の提案で新規顧客開拓

三重県 Ｄｒｙ　Ｈｅａｄ　Ｓｐａ　Ｓａｌｏｎ　Ｒｅ．ｓｔ － 雑誌掲載による「頭のもみほぐし」の認知度拡大と新規顧客開拓

三重県 鰻家亭 － 「うなぎが嫌いな人でも来れるうなぎ屋さん」を提案して顧客開拓

三重県 ワンデイスパ・美人冠 － 知識と研究で開発した・美人冠のオリジナル商品を通信販売する。

三重県 ＦＬＡＲＥＳ － 地域のＩＴリテラシー全体の向上を実現する学習支援サービス開発

三重県 ＳＫＹグローバルリンク株式会社 7190001026291 ネパール人材紹介冊子や採用事例ビデオを活用した顧客企業の獲得

三重県 資金繰り会議 － 「社長さん！社員さん、資金繰りをもっと知ってください！」事業

三重県 株式会社ブルック 9190001018857 オーダー家具拡販事業

三重県 ｅｍｕ　ｌｉｔｔｌｅ　ｂａｌｌｅｔ － 様々な分野で活躍できる人材を育成するバレエ教室の販路拡大計画

三重県 有限会社伊勢昆布 9190002023088
商品開発力を強みにした新商品で新規顧客獲得と既存顧客の単価アップを
目指す

三重県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｖｅｒｔ － 美容鍼等エイジングケアコースをＰＲして中高年層の新規顧客開拓

三重県 有限会社山三瓦工業 3190002022500 日本文化に感興を持たれる方々に向けた、粘土瓦の販路開拓

三重県 株式会社ＧＬＯＢＡＬＡＲＸ 9190001025366 ６年の実績をもとに、新規顧客獲得に向けたマーケティング！

三重県 ＣＯＣＩＮＡ～Ｓｉｅｓｔａ～ － 当店まるわかりＨＰと販促チラシで新規顧客獲得！

三重県 石松園 － ＳＤＧｓ環境分野で顧客のＣＳＲ活動サポートを提案して販路開拓

三重県 株式会社Ｒｅｐａｉｒ　ＯＮＥ 2190001024795 マンション共用部のワンストップリペアサービスで新規顧客開拓

三重県 株式会社丸商 7190001020823 解体から廃棄物処理まで一括管理をＰＲすることによる新規受注獲得

三重県 伊藤酒造株式会社 7190001014321 観光酒造としての集客力アップとフランスにおける新規販路開拓

三重県 だるまらーめん － 新メニューでランチを復活させ魅せる店づくりで新規顧客開拓

三重県 Ｋｏｔｉ　ｈａｉｒ － もっと森を感じるお店づくりで新規顧客開拓とリピーターづくり

三重県 中勢製氷冷蔵株式会社 2190001000631 ろ過装置導入による付加価値向上と製品動画による品質の見える化
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三重県 建築設計事務所ランタン － 自社ＨＰ、リーフレットの作成による販路開拓及び顧客満足度向上

三重県 みて株式会社 3190001021833 未開拓市場である中東圏・中南米圏・東欧圏への抹茶販路開拓事業

三重県 株式会社縁屋 7190001024089 スプラウトにんにく生産体制の確立と販路拡大への挑戦

三重県 株式会社エイト不動産Ｌａｂ 3190001000151 空き家信託を切り口にした「不動産相続の相談窓口」の地位確立

三重県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｂｉａｎｃａ － ペットの長毛猫増加に対応する新事業・猫のトリミングで販路拡大

三重県 はニわ株式会社 8190001024690 創業３年目企業による新規事業ＰＲと店舗認知度向上に向けた販売促進

三重県 有限会社ヤマハラ萩原商店 6190002004504 贈答品の開発と観光客誘導看板の設置による土産販売事業の展開

三重県 井ノ口鈑金工作所 － 受け身営業から提案営業へ！個人顧客への認知度向上で販路拡大

三重県 株式会社いちい 4190001003211 葬儀ニーズと遺族事情にマッチした新たな家族葬事業の展開

三重県 株式会社中津軒 2190001000771 新商品と女性客のニーズに合わせたスイーツ作りで販路拡大

三重県 ひよこ鍼灸サロン － 美容鍼灸の効果を数値化して納得できる施術による新規顧客開拓

三重県 株式会社三重ふるさと新聞 7190001001121 地元新聞社の新たな挑戦～結婚相談所部門のホームページ開設～

三重県 あさぬま税理士事務所 － 会計を活かした黒字化支援、事業承継支援の販路開拓

三重県 株式会社Ｒｉｂｂｉｔ 3190001026403 人生の武器としての英語を提供するＲｉｂｂｉｔを三重県民に周知

三重県 Ｙｏｕｒ　Ｐｌａｃｅ － 商圏へのチラシ折込！プログラミング受講生徒の獲得プロジェクト

三重県 冨士屋 － 創業７３年のイメージ革新！１００年に向けたブランドへの第一歩

三重県 株式会社スマイルファクトリー 9190001023048 無農薬栽培野菜を知って！食べて！健康に！ＰＲ強化で販路拡大

三重県 株式会社ＺＩＰＲＡＮＳ 4190001021155 ホームページ作成によるＰＲ強化及び新規顧客開拓と従業員採用

三重県 太田産業株式会社 5190001025881 臨場感溢れるライブキッチンでの新メニューによる販路拡大

三重県 Ｕ－ケア － 店内外一新による新規世代への販売促進計画

三重県 コスモスアカデミー合同会社 4190003002021
安心安全で快適な学習環境を提供し、保護者と生徒の満足度向上による販
路拡大事業

三重県 両口屋 － 老舗の雰囲気はそのままに、新空間で老若男女に快適な食事時間を

三重県 Ｇ－ＦＬＡＰ － タイヤ交換にかかる新設備を導入し、業務効率化による販路拡大

三重県 平井　恵 － ピラティスマシンを利用しての新たなマイスタジオの開設

三重県 有限会社盛功社印刷 3190002000811 デジタル印刷による業務効率化で収益拡大と販路拡大

三重県 耳つぼダイエットサロン　けんけん津店 － 当店ならではのプランで集客を図り、満足度の高いサロンに！

三重県 グローバルネットワーク合同会社 6190003002762 新事業ドローンソリューション事業ＰＲとオンラインショップ開設

三重県 株式会社セントラルリフォーム 9190001000534 スタジオ新設で、地域密着の安心安全明るい住まいづくりの提案

三重県 株式会社サンヨウレンタリース 5260001031831 新規顧客の獲得のために自社ホームページの作成

三重県 株式会社Ａ－ＬＩＮＥ 1190001007941 自社製品のエリア別、チャネル別販路開拓

三重県 有限会社いすず美工 2190002008211 伊勢の立地を活かし多様な折りと高いデザイン力による提案力強化

三重県 中華飯店ワスケ － テイクアウト強化で販路開拓、売上げ向上大作戦

三重県 千の幸株式会社 2190001007783 内宮おはらい町店舗新築による売れる内装、高度な販売手法の充実

三重県 株式会社ハイアップ 1190001023484 Ｗｅｂ強化による個人様向け新規事業の販売促進

三重県 株式会社イセヤ 3190002012030 チラシ・カタログの刷新及び店頭看板改修による認知度向上

三重県 有限会社タテイシ美化総合センター 2190002009119 自走式草刈機の導入による生産性向上と新規顧客獲得の実現
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三重県 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　整体　Ｂａｓｅ　Ｃａｒｅ － 商圏エリアにお住まいの方への当院の周知・新規顧客の獲得

三重県 いな妻 － 顧客満足度の向上によるリピーター客、新規客の増大の実現

三重県 大洋株式会社 2190001006777 三重県生まれのいちご『かおり野』を東京の全国展示会で売込む

三重県 株式会社タイキ商事 1190001020218 売上向上のためのネット広告、折り込みチラシ等広報活動の実施

三重県 ＦＲＡＭＥＳ － 店舗拡張による機会損失回避及び休眠美容師の活躍で業界活性化

三重県 株式会社アイ・Ｋ 6190001025187 アイ・Ｋで「伊勢志摩産真珠をもっと知って！」キャンペーン

三重県 株式会社ヒカリ酒販 8190001025573 商品紹介映像・ＨＰ・カタログ等の制作による販売促進

三重県 サニーサイドガレージ － 通販サイトを併設したホームページ制作・専門サイトへの広告

三重県 有限会社光陽社 9190002008717 工場改修による土壌作りとパンフレットによる販路開拓

三重県 株式会社伊勢之里 9190001019236 商品紹介映像等の制作、ブランドデザインの統一による販売促進

三重県 有限会社オーピーエス 5190002010156 ｉｐａｄを活用した認知予防講座の開設による新たな販路開拓

三重県 有限会社キダヤ洋品店 8190002008610 安心安全に来店できる店舗の整備と地域活性化に向けたＰＲ事業

三重県 有限会社ふぐや 6190002009577 持帰商品開発による客単価向上と内外観光客誘客による閑散期対策

三重県 有限会社イスズ洋行 1190002008212 店舗の視認性、見栄え、商品の保護と快適で省エネな店舗改装

三重県 有限会社麻野館 6190002008158 ＥＵからのインバウンド顧客獲得と顧客満足度の向上

三重県 株式会社大嘉工業 7190001019592 新規顧客開拓・協力業者拡大及び人材確保の為のホームページ製作

三重県 株式会社ディアン 8190001025391 ＨＰリニューアル、リーフレット・ショップカード製作で新規客獲得

三重県 タヒチ真珠リテーリングス株式会社 8190001010030 自社小売店舗での観光客向けハイエンドジュエリー・真珠製品販売

三重県 ハッピーオート有限会社 2190002009473 新規タイヤチェンジャー導入による内・外部顧客タイヤ販売強化

三重県 株式会社ＵＮＩＣＯ 3190001022971 企業の広報をフルサポート！ＨＰ制作会社による「動画制作事業」

三重県 有限会社北尾印刷 9190002008601 店舗拡張に伴う、売上増加と新規顧客の獲得

三重県 株式会社ＰＯＲＴ　ＳＥＡ 3190001023111 動画活用と業務オペレーションＩＴによる新規顧客開拓事業

三重県 張り込み８ － うなぎ屋さんの親しみを発信！映えを意識した販路開拓事業

三重県 株式会社アイエスイー 3190001006405 ●「ＩＣＴ捕獲セミナー」開催による営業効率化と鳥獣被害の削減

三重県 ホームプラス － プレミアム伊勢海老カレーのパッケージ開発と販促ツール製作事業

三重県 小鉢ゃ　わいず － ランチへの誘客＆お弁当受注増にむけた調理導線の拡張事業

三重県 株式会社フランフラン 3190001007790 ケーキ・アイシング教室開講を店舗改装とチラシで販路開拓

三重県 Ｈａｎｇ　Ｏｖｅｒ － 来店するたびに元気なれる飲食店舗づくりへの挑戦

三重県 伊勢志摩産直市場株式会社 7190001026300 ふるさとの新鮮で豊富な魚を皆様へ　～ＨＰ導入で販路の開拓～

三重県 有限会社扇屋 7190002008446 「扇屋」で味わう昭和の感動体験をウェブから発信する販促事業

三重県 日本モッキ － 新サービス「高齢者施設向け木製パズルレンタル事業」の事業拡大

三重県 のんべぇ～処　悠々 － 若者・女性客層の集客拡大と顧客満足度向上のためのトイレ改修

三重県 坂本拓真税理士事務所 － 経営計画書で未来の数字の見える化を支援する新規顧問先開拓

三重県 株式会社チヨダ電機 9190001006804 家族で集える提案型ショールームで販路開拓事業

三重県 有限会社ラボ・ビューティー 2190002011124 伊勢市のエステティック業活性化にむけた広報活動の強化

三重県 ＳＫＬサクラ麹ラボ － 天然素材を使用した環境にも肌にも優しいフェイスパウダーの開発
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三重県 協和地研株式会社 4190001010190 災害用井戸さく井工事の新規販路開拓と売上拡大計画

三重県 有限会社大栄オート 6190002014057 ワンストップサービスの充実及び新規顧客開拓の為の設備導入

三重県 フローラ － 外構・造園工事等の図面・見積り納期短縮による売上拡大事業

三重県 ＆ａ（アンド・エー） － 三重の魅力を伝える女性向け新ブランド「Ａｍｙａｔ’ｓ」事業

三重県 有限会社快楽亭 8190002013734 商店街の通行客に対する家族の祝い事懐石のＰＲにより新規開拓

三重県 ホーリーカフェ － 災害時も役立つ！売上も上がる！インスタ映えなキッチンカーの製作！

三重県 有限会社デプロホーム 8190002014146 イ、食、住の相乗効果を活かしたホームページ戦略。

三重県 有限会社クリアライフ 4190002016105 ・迅速な対応で「顧客の困った！」を解決、専門性を生かした販路開拓

三重県 奥倉薬品 － 美容体験サービス実施のために店舗改装し、新規客を獲得する

三重県 マルゴ株式会社 4190001010934 直接触れて体験することで三重の木の魅力を伝えるアウトドア事業

三重県 ル・パルファン － キッチン雑貨のギャラリー新設でカフェの客単価の向上を図る

三重県 サクノ塗装有限会社 5190002016038
一般顧客への直接アピールによる知名度ＵＰ、個人住宅の外壁塗装工事受
注拡大

三重県 株式会社サイクルハウスミヤタ 7190001021202 認知度アップ＆イベントを通じたサービス体験で新規顧客を獲得

三重県 焼菓子あいうえお － 大型オーブンなどの厨房機器の購入による生産量増加で売上拡大

三重県 みなとまち接骨院 － ●保険外施術を中心とした新規患者開拓と商圏地域への認知度アップ

三重県 ナカムラ屋 － 顧客誘引のためのホームページの作成。

三重県 株式会社ＣＤＦ 8190001025615 売上増加及び出来立てドーナツ販売の為の設備導入

三重県 鉄板　南風 － 豚肉を超えた「松阪豚」、ホームページ作成で地域での知名度向上を図る！

三重県 株式会社リサイクルセンターナカガワ 4190001011569 家電・ＯＡ機器処分に関するチラシ・ＨＰを活用した新規顧客開拓

三重県 株式会社柳屋奉善 8190001010674 ＨＰの新規作成と、顧客参加型事業の開催による販路拡大計画

三重県 ・リラクゼーションスペース・マグベスト － 健康寿命を延ばす「自然療法フットケア」をＰＲし市場拡大を目指す

三重県 株式会社ｉｔｈｉｎｋ 8190001024096 「こどもプログラミング教室」事業拡大に伴うチラシ・ＨＰ拡充等事業

三重県 松阪豚直売所アミティー － 消費者目線に立った安心安全で美味しい松阪豚コロッケの販売

三重県 有限会社牧野商店 5190002014405 伊勢の国こだわり蒟蒻における新たな販売チャネルの開拓

三重県 有限会社松本紙店 1190002014391 奇才！曽我蕭白ゆかりのまち松阪で全国屈指の日本画に特化した画廊

三重県 はしもと農園株式会社 7190001024469 猟師の調理師が提供する伊勢の国の秘境ジビエをネットで販売

三重県 有限会社クライエルジャパン 8190002015961 ヘルスケア商品販売拡大に向けたＰＲ事業

三重県 マイランド・有限会社 5190002015733 新規顧客層開拓のための省エネ住宅パッケージ商品の販路開拓

三重県 有限会社島正洋装店 6190002013934 新店舗ＨＰで来店促進、新ロゴの販促品でイメージＵＰ

三重県 しろまちカフェ － 何処にあるの？に対応しＳＮＳ，ＨＰ，チラシ等を連動した販売促進

三重県 いちご屋くろベえ － スマートフォン対応ホームページを作成し、販路拡大

三重県 株式会社世古工務店 5190001005140 電子黒板を用いた会議の抜本的な改革と動画制作による販路拡大

三重県 ＩＳＨＩＤＡ１０９８ － 理容・エステサロンにおけるＩｏＴによる業務効率化・働き方改革

三重県 久畑防災株式会社 4190001005942 災害用簡易トイレのＰＲで安心して暮らせる街づくりへの貢献

三重県 ＫＡＫＥＨＡＳＨＩ － 移転に伴う新店舗の環境改善による顧客満足のための空調等の設置

三重県 株式会社トレイズ 6190001006014 女性の心を掴む「ギフト用マカロン」ＰＲで夏～秋の売上アップ
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三重県 伊藤精機株式会社 6190001004835 産業モータ分野で世界に通用する三重の町工場の技術力を発信

三重県 パロンド － 展示会で、動画で、ドローン技術の高さを伝えよう！

三重県 クレエベル － エステ機の導入と店舗改装による高付加価値提供型サロンへの転換

三重県 水野園芸有限会社 2190002007147 新規顧客の獲得に向けた広告掲載・受発注管理ツール導入

三重県 和洋菓子キクノヤ － Ｗｅｂ、ＳＮＳ、展示会のＰＲで２０～３０代女性顧客を新規開拓

三重県 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　ＯＹＡＭＡ － 知ってほしい！鈴鹿市神戸（かんべ）のケーキ屋さんを！

三重県 株式会社ユームズ・フロンティア 9190001024038 展示会出展により製品改良のヒント獲得及び当社事業のＰＲ実施

三重県 株式会社鈴りん探偵舎 5190001025436 学生コンサルタント事業提案力向上のための撮影機器導入とそのＰＲ

三重県 ミノリノデザイン － Ｊａｐａｎａｒｒａｔｉｏｎ（グッズ販売で街角魅力発信）

三重県 マルキュウ製麺所 － アイキャッチな看板による直売告知と展示会への出展

三重県 株式会社ナイトレインボー 3190001025859 ヨガスタジオの看板＆地域誌広告による集客力アップ

三重県 株式会社水谷製作所 6190001012615 問い合せ件数増加と受注獲得、取引拡大のためのホームページ刷新

三重県 株式会社アイ 6190001019536 第二駐車場の活用及び待合スペースの確保で集客力を高める！

三重県 株式会社マッシュルーム 8190001024930 インスタ映えする看板を設置することによる新規顧客獲得プラン

三重県 株式会社エム・オー機器 4190001012071 超精密機械の加工技術を押し出したＨＰ制作による販路拡大事業

三重県 合同会社やってみよう 6190003002853 新事業「ひとり親世帯向けシェアハウス」展開で売上アップ！

三重県 Ｉｇｌｏｏ － オンリーワンの食堂カフェに！ホームページと看板で新規顧客獲得

三重県 大桑商店株式会社 6190001012350 顧客のお出迎えは足元から！店舗イメージアップで売上アップ！

三重県 株式会社水谷金型製作所 4190001012609 自動車から建機・重機へ。鋳造金型の技術力を波及させる事業

三重県 有限会社かねき商店 5190002016483 ウェブサイト作成による持続的販路開拓と地域に愛される店作り

三重県 ニッケン株式会社 5190001012467 ダブルラッセルで世界初！麻の経編生地を試作

三重県 Ｃａｃｈｅ　Ｃａｃｈｅ － 新商品バルーンギフトの販売と新規顧客開拓のためのＷＥＢ販促

三重県 合同会社くわなまちの駅 8190003002926 観光客に向けた桑名の魅力発信のためのプロジェクト

三重県 株式会社北勢堂 6190001012557 トイレ設備の改装による顧客満足度ＵＰと新規顧客開拓

三重県 合同会社ＯＳＨＡＭＡ 7190003002407 桑名発！「桑名七盤勝負」の知名度向上・全国展開ＰＲ事業

三重県 サンエーコーポレーション － 三重県北部地域のお客様への新規開拓の販売促進強化

三重県 株式会社舘養蜂場本店 9190001021373 桑名の九華（くわな）はちみつアピール作戦

三重県 スタジオエクリュ － チョークアートを身近に！広報強化・教室強化で売上アップ作戦

三重県 アートスペース美園 － 再開発での移転を契機に絵の愛好家が集まる憩いのギャラリー創り

三重県 Ａｔｅｌｉｅｒ　１１ｅ － フランス留学の経験を生かしたアトリエおうちカフェで顧客拡大

三重県 株式会社三重農福支援センター 9190001024260 事業所駅前移転により、支援機関との関係強化と利用者増加を図る

三重県 ｉｔｔｏＤｅｓｉｇｎ － 商店街に移転して“学びの場”を創り“ママのままで稼ぐ”を応援

三重県 生活総合サービス企業組合 1190005008424 情報発信ツールの改善による、新規販路開拓事業

三重県 有限会社伊藤鉉鋳工所 1190002016322 デジタルサイネージの活用による販路開拓・拡大事業

三重県 北勢ミュージック株式会社 3190001020983 桑名発　音楽・文化・技術を一括で学べる拠点作りによる新規開拓

三重県 ローフードマイスター東海校 － 日本語と英語のＨＰ作成による国内かつ海外へのローフードの販路拡大
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三重県 ＣＨＥＳＳ　ＢＯＸＹ　ＦＩＴＮＥＳＳ － ホームページ＆看板リニューアルによる新規顧客の誘導！

三重県 株式会社助来 9190001019285 もちもち小麦パンのテイクアウトができるようにするプロジェクト

三重県 プレゼントクッキーのｋｕｒｉｍａｒｏ － かわいく繊細なプレゼントクッキーが確実に届くネット販売の取組

三重県 総合建築浦上株式会社 6190001020535 建設現場の管理を効率化する遠隔監視・管理ロボットの活用

三重県 株式会社清花園 5190001012319 店舗環境の改善と提案型営業による販路開拓・拡大事業

三重県 石原畳店 － インターネットとの現物見本の合わせ技で営業強化！畳店の販路拡大

三重県 株式会社福井装研 9190001021893 初見依頼先地域ナンバーワン！自社社員で彩る、地域の笑顔獲得

三重県 株式会社スタートアップくわな 6190001022928 駅前起業家シェアオフィス＋障がい者施設と連携で売上増加！

三重県 有限会社伊勢屋食品 4190002012038 豆腐ドーナツのラインナップ充実と生産性向上による売上増加

三重県 フラワーブティックこさか － 訴求力の高い店舗看板等の設置による認知度アップで新規顧客獲得

三重県 有限会社フラワー松井 3190002012328 照明等の改修によるイメージチェンジと花きの普及による顧客開拓

三重県 都プラス株式会社 6190001026136 住宅会社にプライベ－トヘアサロンＯＰＥＮ！相乗効果で販路拡大

三重県 ゐであデザイン製作所 － 女性起業家の為のシェアオフィス事業強化による売上拡大

三重県 株式会社石の中原 4190001008342 新しいニーズに対応した文字設計ソフトの導入による新規顧客開拓

三重県 モードショップ　ミキヤ － 顧客満足度向上の為の魅力的な店舗づくり事業

三重県 洋菓子専門店メルヴェイユ － 商品ブランドと店舗イメージの融合による誘客強化と売上強化事業

三重県 西ざわ笑店 － ホームページリニューアルと看板設置による認知度向上・顧客獲得

三重県 オカモリ・サントレー － カフェスペースの拡充に伴う新規の顧客獲得とサービスの提供

三重県 カラカッタ伊賀上野店 － 駐車場改修による来店機会向上とストレスフリーな駐車空間の提供

三重県 山口鉄工所 － 少子高齢化に対する「新体制の遺品整理事業」

三重県 丸盛有限会社 9190002004880 コンポスト化事業の効率化による生産性向上と広告での販路拡大

三重県 なかの材木株式会社 6190001009982 全国雑誌に商品事例を掲載しブランド価値を高め売上増加を目指す

三重県 株式会社あすなろ 9190001025390 動画による認定補聴器専門店のブランディング強化と販路拡大事業

三重県 ＮＡＶＹ　ＢＬＵＥ － 新しい空間を提供するカスタムコンテナの魅力を紹介する販路開拓

三重県 ナリーズ株式会社 1190001025737 販売拡大のためのＳＮＳ広告と、ＳＮＳ・ＷＥＢサイト用のコンテンツ制作

三重県 ＮＥＧＯＩＳＭ合同会社 2190003002709 顧客の年齢層拡大に伴い、ホームページ・チラシを連動した販売促進

三重県 ヘアデザインサロン・オグラ － 女性向け顔剃りサービスのＰＲで女性の新規顧客を開拓

三重県 飛車角 － 一日一組限定の離れ客室新設に伴う、お茶室の改装とトイレの増築

三重県 有限会社サクライ 7190002004701 効率的に提供できるこだわり料理で２０人程のグループ客を開拓！

三重県 和らぎ治療院 － 「リンパ浮腫難民」を減らす頼れる存在の周知活動

三重県 えびすや － 顧客別展開が可能な営業ツールの作成による新規顧客開拓事業

三重県 株式会社南清社 2190001004442 ホームページ開設及びＰＲ動画制作等による遺品整理事業の販路開拓

三重県 尾鷲ヤードサービス株式会社 9190001004394 ブルーベリー農園の新規開設に向けた広告宣伝・販路開拓事業

三重県 朝日ファスナー株式会社 6190001009280 新市場開拓に向けた国内・海外展示会出展

三重県 ｉｒｏｈａ整骨院スポーツジム － フリーペーパー広告とのぼり旗設置でシニア層への認知度アップ！

三重県 株式会社創真 5190001025758 設備導入による品質・技術力向上、ＨＰ作成による顧客獲得事業

44 / 46 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

三重県 有限会社小木屋食品 9190002012990 地域資源「伊賀忍者」、地域食材「本しめじ」を活用したギフト商品開発

三重県 株式会社ＴＡＫＩＧＡＷＡ赤目 4190001026088 積極的なお客様来店促進戦略の実践と客単価向上の仕掛けづくり

三重県 株式会社ボデーショップタガワ 4190001025148 最新測定器等の導入による新事業展開を含めた情報発信力の強化

三重県 イングルサイドカフェ － テラス席増設による子育てママグループの新規顧客獲得と売上拡大

三重県 株式会社広島工務店 4190001009480 ＨＰを閲覧しない世代向けに、看板改修での業務内容周知拡大

三重県 株式会社創和技建 7190001021730 ＨＰでの情報発信力の強化による技術・実績をアピールし受注獲得

三重県 株式会社アグリー 8190001019419 ＨＰとチラシを作成して、水耕栽培システム市場の販路開拓

三重県 ＯＦＦＩＣＥ－ＫＲＳ・エンタープライズ － 地域特性にあった近くて便利なタイヤ交換サービスによる売上拡大事業

三重県 名張理数研 － 各種広報物の連携による認知度向上と集客力の改善事業

三重県 ＪＯＬＩＯＮ株式会社 1190001024474 事業統合による強みの強化で従業員満足度とお客様満足度向上事業

三重県 イエノキ － ショールーム活用による古民家リノベーション販路開拓事業

三重県 富永商店 － 三重の縁起米「結びの神」にあやかり、ギフト米で新規売上創出！

三重県 アクト　アディション － ・ホームページを活用し、受注・加工指示・売上を連携管理する。

三重県 マヌクリエイト － 地域の情報ターミナル活用による認知度向上・取引先獲得事業

三重県 株式会社中尾呉服店 7190001019650 インターネット通販による販路拡大

三重県 株式会社福持酒造場 4190003001163 最新式瓶台車の導入⇒商品への傷やゴミ付着を防止⇒商品が綺麗！

三重県 ネイルサロン麗 － オリジナルネイルジェルの開発による新販路開拓と売上強化事業

三重県 ｙｕｎｏ工房 － 店舗の設備改装で、家族（ペットも）みんなで楽しめるカフェに！

三重県 居酒家きっちん － 店内の設備改装とイベントＰＲで女性に喜ばれる居酒屋に！！

三重県 有限会社伊豫屋 9011302016113 町家を利用した直流電気刺激装置導入による心身改善整体の開発

三重県 白岩ゆかり　ＦＰ事務所 － 気軽で楽しい『お金の知識』を広めて売上向上

三重県 株式会社アサネットワーク 3190001009820 「来店型の地域課題解決企業」を実現できる応接事務所の増設工事

三重県 ＢＬＵＥ － ナノスチームトリートメントで目指せ天使の輪プロジェクト！！

三重県 やま栄水産 － １００％長島産手摘みオリーブオイル×鳥羽産牡蠣の新商品開発

三重県 有限会社珍海堂 2190002010563 １００周年！お土産物市場から一般家庭向け市場への販路開拓事業

三重県 アラシマ － 増加するインバウンド客のニーズを取り込むための環境構築事業

三重県 伊勢志摩キレイゲンキ塾 － 伝統食と鳥羽ヘルスツーリズムで販路開拓

三重県 有限会社丸善水産 9190002010706 浦村牡蠣の仕入と立地の強みを活かした飲食部門強化で増収増益！

三重県 竜宮料理の宿　八島 － 三世代の家族連れをターゲットにした旅館づくりで売上ＵＰ！

三重県 千 － 地元の食材たっぷり！うに飯ランチの認知度を高めて売上アップ

三重県 有限会社すきや 8190002010525 「ビル清掃管理」を通じた雇用創出で地域観光産業を支援する

三重県 有限会社ホテルみち潮 4190002010693 訪日外国人客の販路拡大に向けたＨＰリニューアル

三重県 ＲｅｖｉｔａＦｉｓｈ － 「インスタ映え」する揚げかまぼこの開発による販路拡大事業

三重県 株式会社サン・サービス 6190001007359 中国語対応ＥＣサイトリニューアルと訪日向けギフト商品で売上ＵＰ

三重県 海女小屋鳥羽はまなみ － 海女小屋体験を日本人・外国人観光客にＰＲするための販路拡大事業

三重県 有限会社秀丸 5190002010668 高まるペット同伴の宿泊需要に快適環境の整備で満足度向上を図る
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三重県 白瀧さんどんぐり小屋の会 － 統一ウェブサイトによる認知度・信頼性ＵＰで新規客獲得

三重県 株式会社ＴＡ西村 7190001007853 地元産海産物のブランディングとアジア圏への販売促進事業

三重県 みしお － 楽しい時間・空間の共有！イベント重視型居酒屋のスタイル構築！

三重県 四季の御馳走家　味彩 －
デジタルサイネージによる顧客導線誘導。食材や宴会場や各種ニュースな
ど。

三重県 株式会社熊野支障木伐採サービス 7190001022927 支障木伐採で暮らしの安全と環境保全に寄与して売上アップ
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