
都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
岐阜県 Ｓ＆Ｄトレーディング 高齢者向け住宅への改装とそれに伴う広報活動
岐阜県 ＴｉｍｂｅｒＬｉｆｅ株式会社 セルロースファイバー断熱材の断熱リフォーム市場の開拓

岐阜県 ミラクルマジック
建築業者を対象とした「新築、リフォーム時の整理収納サービス」の販
路拡大事業

岐阜県 秀栄建装株式会社 住宅塗装元請工事の主力事業化
岐阜県 家田紙工株式会社 和紙折紙での欧州市場開拓
岐阜県 横山工業ミシン 株式会社 刺繍入り商品のマーケットリサーチと企画開発
岐阜県 リベルテ 顧客満足向上のための設備投資、新メニュー開発
岐阜県 株式会社南部建装 住宅塗装元請け工事の主力事業化
岐阜県 ライフサポートシャンティ ママのためのカウンセリング拡充のための広報・施設改修事業

岐阜県 滝本株式会社
新たな生徒を開拓する広告・宣伝活動を行い、さらに教室講師、生徒に
よる商業施設等でのコンサートで周知力を高める。

岐阜県 Ａ．Ｌ．Ｃ．Ｃａｆｅ（エーエルシーカフェ） 新たな目玉商品販売による焼き菓子部門強化とその生産体制構築。
岐阜県 株式会社ライフログ クレイアニメ制作キッド及び教材等の開発
岐阜県 有限会社川崎商店 「職人による手作り文房具」　独自ブランド商品の開発
岐阜県 株式会社田中屋せんべい総本家　 せんべいの高級ブランディングに向けてのデザイン強化事業

岐阜県 有限会社まるひゃく
・国内および海外の観光客の方へ配慮したの売り場の改装
・国内および海外の観光客の方へ配慮したホームページの立ち上げ

岐阜県 Ｍｏｎ　ｃｈｉｅｎ　ｅｔ　ｍｏｉ（モン　シアン　エ　モア） 「飛騨高山ワンちゃんと一緒に散策マップ」の作成とレンタルカートの購
岐阜県 アソビトコーヒー 大型看板の設置及び地域情報誌への掲載による認知度アップ事業
岐阜県 有限会社三輪塗装 住宅元請塗装工事業におけるエリア拡充事業

岐阜県 有限会社ラパンアジル
歩行等が困難な要介護者も本格的なフレンチが楽しめるサービスの開
発事業

岐阜県 いかけん工房 プレスイカ焼きの販路拡大と増産体制構築
岐阜県 有限会社木の店大蔵 HPリニューアル及び角ノミの改修、曲線加工機械の導入
岐阜県 有限会社角富製陶所 パンとコーヒー用仏具“きらら”（仮称）の開発。
岐阜県 株式会社カネコ小兵製陶所 「台所と食卓を結ぶ新食器」の顧客価値起点（ユーザーイン）開発
岐阜県 有限会社ヤマ亮横井製陶所 高付加価値磁器食器の開発及びパッケージの製作
岐阜県 ヤマ忠木股製陶合資会社 「陶磁器と鉱物を融合させた商品”おろし上手”の販売戦略」
岐阜県 有限会社つちや家具 福祉用具の販売・レンタル事業を周知し売上増を図る
岐阜県 三喜屋靴店 「健康靴とサービス」アピール広告の作成折込を行い売上増を図る
岐阜県 コンサルティング・シスト 中小企業向け「自ら考える社員と組織づくり」サポートの販路開拓
岐阜県 ワコールショップ　グー 新規顧客獲得のための情報発信及び安心して試着できる環境作り
岐阜県 有限会社ワイツークリエイト 高付加価値化した魅力ある地元商材のネット販売システムの構築
岐阜県 タグチホーム株式会社 ホームインスペクション（住宅診断）による提案型建築業

岐阜県 Ｉｍａｇｅ　Ｃｒａｆｔ株式会社
新商品(仮)『ありがとうハンガー』の販路開拓及び『ありがとうシリーズ』
の販路拡大

岐阜県 株式会社金山印刷所 新商品を開発した企業に向けての営業ツールの販売促進活動
岐阜県 テクナード株式会社 消臭・調湿製品「シリカクリン」の更なるブランディングの構築と
岐阜県 株式会社パッソ 土に還る骨袋（不織袋）に納める粉骨サービス
愛知県 有限会社エーアイ 中小企業向けの「スキル型賃金」の導入支援
愛知県 後藤労務管理事務所 介護・医療事業を重点分野としたＷＥＢサービス等の提供
愛知県 イヴォルブコスメティック株式会社 ロールカット式あぶらとり紙の販売のためのチラシを作成・配布
愛知県 元気でんき株式会社 　「元気でんき119」事業の地域認知度向上への取り組み

愛知県 有限会社イグナイト
直販サイト立ち上げによるフランス産オーガニック化粧品の小売事業
の実施

愛知県 三陽株式会社
女性を彩るだけでなく、家族を包む着物の開発及び販路開拓(男性用
着物の商品開発と販路開拓事業)

愛知県 中嶋政雄税理士事務所 美容室開業予定者及び開業年数の浅い美容室を対象としたＰＲ活動
愛知県 株式会社ニシオカ 地球と人にやさしい自然素材帽子のネット販売

愛知県 株式会社丸増商会
インターネットシステムＩＴＭ（携帯をかざすだけで動画を配信）を利用し
た新規顧客の獲得

愛知県 株式会社アジャスト 製品開発に最適なＬＥＤ及び関連商材の提案と新規顧客獲得事業
愛知県 株式会社インテルプレス 職業紹介事業拡大のための新規契約企業獲得策
愛知県 株式会社成功電気 省エネ法届出代行業務の効率化及び販路拡大
愛知県 ＣＩＣ株式会社 二層ビールグラス・取っ手着脱式ドリンクホルダー開発・販売促進

愛知県 五万石トレーディング株式会社
国産（三河材）の間伐材を利用した子供用「無垢の組み立て家具」の開
発・製造

愛知県 株式会社八丁魚光 結婚披露宴の料理出張サービス

愛知県 煮込みうどん　二橋
味噌煮込みうどんの通信販売
キャッチフレーズ「売り切れ御免のうどん屋の、売り切れ御免後のこだ
わりの賄い。」

愛知県 カネタコーポレーション株式会社 床ずれ予防マットレスの新機種開発と販路拡大
愛知県 株式会社リベルタス 日本初上陸スペインワインを食品関連の展示会で出品
愛知県 万事屋 新ビジネス「着ぐるみ出張サービス」の開始



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
愛知県 有限会社オプト・ヨシカワヤ こどもメガネのプロモーション強化
愛知県 ヘアサロン　キラリ エアーブラシを使ったメイクアップの新商品による新規顧客開拓
愛知県 稲垣腸詰店 新開発する「猪サラミ」、「猪生ハム」の商品展示
愛知県 ヒカリ販売 団塊の世代向けの広告・宣伝活動
愛知県 合資会社堺　 岡崎プレミアムギフトの企画販売
愛知県 アルコ個別サクセス 新規教場による個別指導塾の既成概念を覆すブランドイメージ確立
愛知県 株式会社トッパ堂 中小企業を活性化する「中小企業特化型社員研修」プロジェクト

愛知県 株式会社ネクスト
ホームページを活用しCFRP（炭素繊維強化プラスチックス）加工技術を
基軸とした高付加価値製品の販路拡大

愛知県 Ｒｅａｌ ＣＡＳＩＴＡ エステとブライダルエステの「空間」と「サービス」の強化
愛知県 株式会社エミシア 訪問サロンサービスを通して多忙な女性の健康と美容をサポート
愛知県 アンジュ株式会社 美心養成講座「美心塾」の開催により潜在顧客の獲得を図る
愛知県 モイスティーヌ一宮サロン 地域コミュニティへのプロモーションで新規顧客を獲得。
愛知県 株式会社いわいハウジング インターネットを活用した商品情報・プラン提案システムの構築
愛知県 サカイｉＴ企画 商工会議所チラシ同封サービスを活用した初の紙媒体によるＰＲ
愛知県 ＫＡＧＵＲＡ 新作木製品開発
愛知県 株式会社ＭＩＲＡＩ キャラクター商品の開発と販売
愛知県 楽山 トイレを洋式に改修し、イメージアップと新規顧客の開拓を図る
愛知県 酒創彩菜　だいだい 店舗内のテーブル席ならびに座敷席の個室化

愛知県 中日本総業株式会社
ＥＣサイト（ネットショップ式）受注システムの開発、自社契約可能なイベ
ント出演者の募集

愛知県 グラススタジオ　バルト 出張体験を三大都市に拡大する為のホームページ大改革事業
愛知県 株式会社蒲郡ジムキ 高度なカスタマイズパソコンの販売

愛知県 ビストロＵＭＥＣＨＩ
店舗移転に伴う営業拡大事業　～　より地域の人に愛される「ビストロ
カフェＵＭＥＣＨＩ」を目指して

愛知県 株式会社カトペン 住宅塗装元請け工事の主力事業化
愛知県 有限会社環境テクシス 食品リサイクルシステムのPR
愛知県 中央通り社会保険労務士事務所 時代のニーズにあった新たな労務管理とサービスの差別化
愛知県 有限会社カルテット 知育玩具取扱説明DVDの製作及び販売促進用カタログ製作
愛知県 上郷接骨院 「オンリーワンサービス開始に伴うホームページの開設」
愛知県 有限会社杉浦熔接 新型ロケットストーブ開発および販路拡大事業
愛知県 ふくろう 看板の新設及びスマートフォン対応によるネット通販の販売強化
愛知県 快足ＡＣ 快足ＡＣ　スマイルランニング教室の開催による販路拡大事業
愛知県 株式会社金魚屋 節句人形の新提案「マイひな人形、子どもから大人まで持つ喜び」
愛知県 有限会社フットバランス 足の計測会や相談会による足育啓蒙と販路拡大
愛知県 有限会社トワニ 高周波温熱美容と波動形空気圧美容の導入による当社認知度ｱｯﾌﾟ
愛知県 有限会社ダンディライオン 唐揚げ専門店による地域密着お弁当及びおかず拡大事業
愛知県 T a r o ’ s   B a r ＰＶ・ＳＮＳを活用した若者世代へのＢａｒ文化普及促進プロジェクト
愛知県 有限会社吉野屋 洋式トイレ設置事業
愛知県 Ｃａｆｅ　Ｂ＋　（カフェビー） アーティストイメージメニュー開発による誘致と販路拡大
愛知県 株式会社タカハシ ◇「本店開業６０周年感謝祭」
愛知県 有限会社サンアール 双方向の美容室「口コミ」システム構築による顧客開拓事業
愛知県 株式会社ムーンフェイス ハイエース総合カタログの制作
愛知県 奥村建築 低コスト国産木材住宅を周知するためのデザイン住宅見学会の開催

愛知県 株式会社山吉
三河木綿と本染めの技術を活用したオーダーデザイン商品のブランド
戦略並びに販路拡大

愛知県 有限会社トータルデリ　グリルれんが亭 ブランドイメージアップのための店舗改装工事
愛知県 株式会社魚とら 高齢者対応を目指した離れ座敷のテーブル、椅子席化
愛知県 三浦モータース 中古車の展示場と商談・サービス専用事務所の設置
愛知県 パンの寺田屋 湯種食パンを食パンの王様に！（売上倍増計画）
愛知県 ヘアーサロン村越 理容室における、平日会員制「エステ・スパ」事業の展開告知

愛知県 有限会社酒井設計室
デザイン性とライフスタイル提案を兼ね揃えた個人住宅の新プラン開発
と販促活動の展開

愛知県 有限会社ジョリィ　鉄板焼き小鉄 新規顧客獲得のための店舗看板の設置
愛知県 有限会社松屋商店こめ蔵パトス 生産者との直接取引による、オリジナルギフト米の開発とPR
愛知県 株式会社エープランナー 未来の教育ラボ
愛知県 株式会社空空 飲食店用写真メニューの販路開拓
愛知県 住健トラスト株式会社 空き家の活用と既存住宅の流通を促すポータルサイトの開発
愛知県 いろり屋 小冊子とインターネットによる食材情報提供及び地域の情報発信事業

愛知県 ほまれ接骨院
サイトリニューアルによるＳＥＯ対策および、既存接骨院と新規治療院
のコース提示

愛知県 わかば接骨院 ＷＥＢマーケティングツール構築による認知度向上と販路拡大
三重県 善永有限会社 伊達式管理方式の拡販で賃貸オーナーの収益力強化を支援する！
三重県 株式会社東万 東万発、グラスハウスを日本全国へ広める事業
三重県 株式会社エコ：トレード 危険な化学薬品を使用しない環境配慮商品の販売促進



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
三重県 レッドエッグ株式会社 三重県未婚者救済間口拡大プロジェクト！

三重県 Ｅプレゼンス
三重の女性起業家が集うポータルサイト「三重の女性起業家．COM」
のリリース

三重県 久友建設有限会社 小さな家でも豊かに暮らせる「３０代で建てる終の棲家」の販売計画
三重県 有限会社明日桧 住まい＋食「健康的な暮らしをつくる工務店」として広報戦略の見直し
三重県 株式会社南景製陶園 想いを伝える商品パッケージデザインの開発で売上向上を目指す。
三重県 株式会社セラテック ＢtoＢからＢtoＣへの販路拡大、消費者向け販促ツールの作成
三重県 小黒硝子店装株式会社 “ピンピンころり”なリフォームの普及
三重県 株式会社グロウアップ・プラス "プリスクール幼保園"というブランドの地域浸透
三重県 日印食品開発有限会社 レトルトカレー、スパイスのパッケージ等改良によるブランド構築
三重県 有限会社ヒラ観光 カフェレストラン内におけるカウンター、ショーケースの改装
三重県 MOMO バリアフリー化に伴う店舗改装とリニューアルオープンしたことをPRす
三重県 株式会社貫じん堂 尾鷲ヒノキの小物開発と体験工房を使った販路開拓事業
三重県 フローラ 園芸店の集客力を活用したエクステリア工事の受注拡大
三重県 シンプラン建築設計事務所 事務所移転に伴う内外装工事と広報活動強化
三重県 西川製菓 商品包装の改良ならびに販促用ポスターの作成・配布
三重県 株式会社薫田工務店 新規顧客開拓のためのチラシ配布事業
三重県 株式会社大田酒造 買いやすいネット販売の構築と蔵直売所（ミニ蔵めぐり）の改装
三重県 市川大楽園製茶 お茶に関するイベントの開催と印象に残り知名度の上がる対面販売の
三重県 ナカヤ玩具店 地域発の独自集客イベント開催によるコアな街の玩具屋ファンの獲得
三重県 ル・マルシエ 地元名産品を活用した新商品並びにパッケージ開発による販路拡大
三重県 有限会社晋開産業 ブルーベリーキッチンカーの有効活用で売上アップ
三重県 有限会社ムラセホームサービス 屋根リフォーム営業を主体とした建物リニューアル工事受注の拡大


