
岐阜県 ミヤケ写真館 衣装レンタル拡大事業

岐阜県 宮部建設株式会社 新築住宅請負工事事業におけるエリア拡充事業

岐阜県 有限会社山王プロジェクト 美濃和紙と絹を合わせた裂き織りの洋服の開発

岐阜県 ｕｌｕｓ　ｈａｉｒ 高齢者女性に周知されるための雑誌掲載を中心とした広報活動

岐阜県 株式会社　助六 「料亭の閉じられた世界」と「日本文化」を発信する、助六公式パンフレットの製作

岐阜県 マルヤマ 地元地域で認知度の向上を図り新規顧客を獲得する広告宣伝事業

岐阜県 ヘアーメイクパーソナル ハイエンド層のお客様を取り込むためのプロモーション活動

岐阜県 有限会社ブライダルサカエ 七五三の前撮り周知ＰＲ活動

岐阜県 ＢＯＧＬ
・ムルーア×ＢＯＧＬまつ毛エクステと業界初のまつ毛エクステ専用の椅子を導入して新規市場を開
拓する。・従業員を増やして雇用促進を図る。

岐阜県 ガルエージェンシー岐阜第一 「調査の即日対応」に関するチラシ作製及び配布

岐阜県 こやま接骨院
ホームページの作成と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プロスポーツ
選手に認められたトレーニングを提供するサービスの広報活動

岐阜県 株式会社烏骨鶏本舗 売上促進事業

岐阜県 株式会社ＭＬＣ 来店アップ施策と新規販路開拓によるディナー顧客拡大事業

岐阜県 にぎり寿し勝 新規メニューブック作成およびショップカード、パンフレット作成

岐阜県 株式会社イーエスピー企画 全国規模の展示会出展、技術雑誌広告掲載による事業拡大

岐阜県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｉｎｃｅｒｅ　ヘアーデザイン　シン エアウエーブパーマ導入による既存客販路拡大・新規開拓事業

岐阜県 株式会社センチュリー 香港マーケット開拓に向けた和食器カタログ作成事業

岐阜県 株式会社ＨＲＴ　ｉｎｏｖａｔｉｏｎ 店舗訪問日から結婚式までを記録する、「メモリアル　ストーリー　ブック」の作成

岐阜県 株式会社山三　三宅 ＨＢ（ハイブリッド）磁器で再現する漆器（彫漆・堆朱）調の商品開発・販売

岐阜県 有限会社宗山窯 海外展開を目的とした「品質強度向上の試験研究」と「販路開拓」

岐阜県 有限会社エキップ 営業形態の変更に伴う新事業「ワインショップ」設置とそれに伴う店舗改装

岐阜県 美容室Ｒｉｒｅ．ｙ（リール．イグレグ） 「サロン及び訪問美容における新規客の獲得と地域への周知と定着」

岐阜県 山都印刷株式会社 スマートフォンに連動した飛び出す動画印刷物（ＡＲ）企画提案

岐阜県 保険タイム株式会社 「保険を売る」から「保険を買っていただく」ための販売促進事業

岐阜県 民宿　桑谷屋 スマートフオン用ＨＰソフト及びレンタサイクル購入

岐阜県 株式会社花の店岩田 店舗横に庭を造り地域に合ったランドスケープデザインの提案事業

岐阜県 マリエクチュール 飛騨地方“初”「結婚式用オーダードレス」の販売促進事業

岐阜県 有限会社糀屋柴田春次商店 ラベルプリンター導入による季節限定商品の販売強化事業

岐阜県 ＮＡＩＬ‘ｓ　ＳＰＡＣＥ　ｇｌｉｔｔｅｒ 地域での認知度を向上させるためのネイルサロンの販路開拓事業

岐阜県 有限会社ひぐち 新規顧客を獲得し、Ｃａｆｅを５０年続けるための改装計画

岐阜県 ｒｕｎ　ｔｏｇｅｔｈｅｒ（ラン・トゥギャザー） 若年層の独身女性が対象の自動車カスタマイズマーケットの拡大

岐阜県 株式会社ギフ建 住宅完成後に顧客と信頼関係を構築することによる販路開拓事業

岐阜県 那加印刷株式会社 小ロット・低コストを両立したウインドウフィルムの製造・販売事業

岐阜県 ダイニング・バー　ブレス 情報発信により気軽に楽しいダイニングバーへの集客を目指す

岐阜県 キッズゴルフジャパン大垣 ジュニアゴルフ教室の新規生徒獲得のための無料体験教室開催とそのプロモーション活動

岐阜県 アクア・プランニングスタジオ 介護事業スタッフのお困りごとを解決！！リクリエーションで使える『手作りキット』ＰＲ活動

岐阜県 有限会社ウスイ商会 創業６０周年老舗企業の認知度向上に向けた顧客増大化事業

岐阜県 ｕｎ　′Ｐｉｌｉｅｒ 世界初、特許取得のカット技法で地域初、高価値サロンのビジネスモデルの展開

岐阜県 吉田製菓株式会社 味・見た目に楽しんで頂ける新『おかき』の事業展開に伴う販路拡大

岐阜県 有限会社川登屋 特産品を自社内生産し販路開拓する事で経営の安定に繋げる事業

岐阜県 株式会社美光技研 異業種交流展示会へ出展し、新しい顧客の獲得を目指す。

事業名事業者名都道府県
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岐阜県 技建・エンタープライズ 認知度向上による水廻り特化型リフォーム元請工事の主力事業化

岐阜県 有限会社マツイデンキ 高齢化社会に合わせた家電の提案・販売促進事業

岐阜県 ＦＯＯＤ　ＢＡＲ　ＭＡＫＯＴＯ ランチ及び食事需要を開拓するための看板設置・ＰＲ事業

岐阜県 株式会社イトウ建材店 地域住民（一般顧客）への当社の積極ＰＲ

岐阜県 若葉株式会社 ３００年続く地酒「若葉」が飲んでみたくなるパンフレット作成

岐阜県 有限会社ヤマサ坂井陶器 高デザイン・高品質商品開発とＷＥＢＳＨＯＰ構築による販路拡大事業

岐阜県 株式会社Ｖ字経営研究所
次世代リーダーを育成し、業績をＶ字回復させ、オンリーワンを実現するコンサルティング・プログラ
ムの販売促進

岐阜県 カネヤマ株式会社 自社開発商品・掃除機スタンド“タッタ君”の販売促進

岐阜県 江西社会保険労務士事務所 障害年金サポート周知のための新販促ツールの開発

岐阜県 有限会社加古彫刻 金属彫刻技術を高度化、活用した新商品開発を行うことによる新市場開拓

岐阜県 すし処　山藤 客席をイス席、座卓へ簡単に切り替えできるテーブルの導入

岐阜県 人生物語ワークス 「中小企業のブランド構築ワンストップサービス」確立・販路開拓

岐阜県 株式会社Ｋｓ　Ａｒｔ 自社塗替え工事の受注強化としてのＰＲ

岐阜県 有限会社万寿実家具センター こだわりの家具店が未開拓地域の富裕層を狙った販路開拓事業

岐阜県 豆屋珈琲 新空間で売上ＵＰ！コーヒー豆販路拡大計画

岐阜県 洋食亭ＫＩＳＡＫＵ 自家製プリン（デザート）のテイクアウト販売

岐阜県 株式会社三輪酒造 外国語版ホームページの作成及び海外展示会への出品販促

岐阜県 力寿司 新規顧客獲得のための、チラシポスティング・店舗改装・新メニュー開発事業

岐阜県 カトウ綜建株式会社 化学物質を排除した家つくりを体験型見学会で子育て世代にＰＲ

岐阜県 ディスポート株式会社 企業及び店舗向けブランディングパッケージの販売事業

岐阜県 有限会社ペン・テック 住宅の塗り替え元請工事のエリア拡大とブランディング

岐阜県 伊集院まさ盛有限会社 マヨ唐チキンの販売強化を行うためのネット販売システム構築

岐阜県 小町酒造株式会社 米国での販売強化の為に展示会に参加し、「和食」文化を広める

岐阜県 エステサロン　ビューティプラス 現代病（メタボ・ストレス・更年期障害）改善事業（出張サービス）

岐阜県 有限会社さかえや化粧品店 シニア世代に憩いの場を提供する為の店舗改装、広告宣伝

岐阜県 こつぶｃａｆｅ ・体験型複合カフェ「ヤギカフェ」への経営伸展による販路拡大

岐阜県 株式会社ヤマト 訪問看護周知活動に伴う営業・広告戦略

岐阜県 株式会社タケコシ 営業利益安定確保と縫製工場稼働率向上のための自社商品拡販の仕組み作り

岐阜県 有限会社太田化学工業所 販路拡大のための簡易ドリップ専用カップの開発と周知

岐阜県 タイラー株式会社 海外向け自社サイト構築とシステム刷新による発信・販売力強化

岐阜県 菓子工房オアシス 百貨店催事出店とネットショップによる新たな販路拡大

岐阜県 ＦＭラインウェーブ株式会社 「ＦＭらら」ＰＲ活動の為の販促品製作

岐阜県 株式会社パカラ ヘッドスパサービスの充実と新リラクゼーションサービス開発事業

岐阜県 福岳産業株式会社 「伝える・伝わる」仕組みづくりによる来店頻度の向上

岐阜県 株式会社小坂酒造場 古い釜場を改装して、限定されたお客様だけの限定された「百春」の試飲場の創設

岐阜県 株式会社三井陶器 「ロゴ入り食器提案に特化した新規顧客の開拓」

岐阜県 千古乃岩酒造株式会社 築約１００年の酒蔵直売店の改装による販売力強化事業

岐阜県 有限会社建築工房ビス 『家族とともに成長する家～Ｓｔｙｌｅ＠ＨＯＭＥ』の営業拡大を行う

岐阜県 山川酒店 バナー広告による新規顧客確保事業

岐阜県 ブリリアント 髪にやさしい天然素材をつかった、カラーリングサービスの提供

岐阜県 有限会社　ヒシカ加藤 フレンチにあう酒器の開発および輸出業者への提案



事業名事業者名都道府県

岐阜県 割烹　堀部 和テーブルの導入で４０～６０代の女性客に好まれる雰囲気の店づくり

岐阜県 どれっしんぐ 理容室から真のサロンへ、女性客の求めるリラックスに応えていく

岐阜県 株式会社天野企画 職業訓練校設立運営に伴う男女別トイレ・洗面改築工事

愛知県 有限会社ブッシュドプーレ 新規顧客の獲得

愛知県 三浦　崇志 集客力を高める為の立て看板及びベンチソファーの設置

愛知県 有限会社阿羅比加 カフェと洋菓子店　併設型店舗リニューアルに伴うマーケティング戦略

愛知県 ニューブリーズ株式会社 「ｅｅ－Ｄｅｍａｎｄ　Ｒｏｂｏ　広告ＰＲ」

愛知県 株式会社ハグリネット 新たな５つのホームページによるサービス拡充と顧客拡大事業

愛知県 株式会社イノウエ商会 飲食　ホームページやＳＮＳを使ったあんかけスパゲティの広告販売

愛知県 有限会社ぷちトマト
従来の福祉・介護業界の広告・イメージを払拭したデザインカタログの製作と、装飾テント下に商品
を陳列することによる売上・入店機会の増加を図る

愛知県 株式会社ふぇりちった しあわせビアガーデン

愛知県 株式会社モーション・ビジュアル・ジャパン マルチコプターによる空撮サービスの販売促進用ホームページ作成

愛知県 パン工房　七人姉妹 卵なし！牛乳なし！添加物なし！おいしいオリジナル食パンのＰＲ

愛知県 株式会社ブランテ ＬＥＤライトとメール配信システムの導入による来店頻度の向上

愛知県 旬和風食彩　さとう お客様のニーズを反映し顧客増加を図る客室の改装工事

愛知県 株式会社明城 全国展開する住宅メーカーとの競争力を有する総合カタログの作成事業

愛知県 プライマリ・メタ・ワークス株式会社 次世代ＩＤ証のインターネットを活用した広告宣伝

愛知県 株式会社ソハード シート類を細密で複雑な形状に切り抜いた新製品の商品化と販売

愛知県 有限会社鈴木板金 防災・減災主力４商品の販売促進

愛知県 株式会社玄氣
ネット通販強化に向けて　新市民病院内動画広告制作と広告看板リニューアル　～健康に気を遣う
方々へのインターネットＰＲ戦略～

愛知県 有限会社梶原タイヤ商会 オフシーズン中のタイヤを預かるための保管庫の拡張、増設

愛知県 山本機工製作所 空間の魔術師　配管工の魅力を発信

愛知県 株式会社アイエコアップ ホームインスペクションセミナー開催のための広告宣伝

愛知県 串の家和城 チャンスロスを防ぐための少人数掛けテーブルへの変更

愛知県 ダイヤテック株式会社 工具『切れるンジャー』の知名度向上による問屋の新規開拓。

愛知県 株式会社プロカレント 企業内講師養成の為のインストラクションプログラムの開発と拡販

愛知県 有限会社オオマエデザイン 「レシピカード・和食レシピカードお箸セット」製作販売で顧客開拓

愛知県 株式会社ＳＰＩＣＡ バルーン装飾で催事演出を提案するコンセプトショップのＰＲ

愛知県 ＫＹコーポレーション株式会社 店舗イメージ向上と提案型店頭販売強化でシニア層顧客拡大

愛知県 ＴＯＴＡＬ　ＲＥＰＡＩＲ　鍛冶 リペアの認知度を高める事が集客＆売上ｕｐに繋がる！！！

愛知県 ジョイ　アンド　トラスト　（Ｊｏｙ　ａｎｄ　Ｔｒｕｓｔ） Ｊｏｙ　ａｎｄ　Ｔｒｕｓｔ　認知度向上プロジェクト

愛知県 池田自動車販売 自社ブランド【ＫＵＭＩ】のチタンマフラーの開発・ＰＲ

愛知県 株式会社　エム＆プラス 「美容室　おもてなしの心」　研修ＤＶＤ開発

愛知県 プリズム スポーツシューフィッターによる新規顧客拡大イベント事業

愛知県 フラワーハーモニー桜想 フラワー商品の認知度向上のための宣伝事業

愛知県 サン食品株式会社 コンニャクダイエットスイーツ食品の製造・販売事業

愛知県 ＢＯＤＹ ＬＡＢＯ ＩＺＵＭＩ 「空間演出による新たな女性客の取込みの為の、店舗内装リニューアル事業」

愛知県 カナザワ工業株式会社 「薪焚き式バイオマスボイラー」のカタログ・ホームページ製作事業

愛知県 有限会社愛岐共販社 新カタログの作成・商品ＰＲ用インターネット向け動画作成・ＦＡＸＤＭによる新規顧客開拓

愛知県 株式会社亘陽 ホームページの作成

愛知県 Ｍｅｄｉａ　Ｍｏｄｅｒｎ　Ｄｅｐｔ　あいうえお
商品買取システムを含む　独自販売ホームページの制作運営による中古市場での新規集客と販路
開拓
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愛知県 合資会社カネ三商店 東京ギフトショー秋２０１４へ出展し、他業種の新規顧客獲得及び販売ルートを拡大する事業

愛知県 スタジオリスペクト 触ってもらい、体験できるクラフトフェアーへの出店と瀬戸焼きの特色を活かした商品開発。

愛知県 ＣＯＣＫＮＥＹ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ 英語の話せる美容室

愛知県 株式会社ティー・ケイ・エヌ 新感覚！「常温」「温め」「蒸着」チーズケーキの開発

愛知県 プレジールヘアーデザイン
広報を強化し、新メニューをＰＲすることで、２０代の新規顧客の増加と、それに対応するセット面の
増設。

愛知県 米真商店 ギフト米のリーフレット制作から地域密着を担う。

愛知県 和ｃｏｕｔｕｒｅ 「吉祥ドレス」＆「みかわり帯」の商品開発と販売事業

愛知県 株式会社霞仙 ネット世代を対象とした料理の器の開発とＷｅｂギャラリーの開設

愛知県 理宝株式会社 ストップフリー機能等を備えた高機能ボールネジの販路開拓事業

愛知県 株式会社モワノー ３Ｄプリンター造型サービス拡張に付随させた専門研磨サービス

愛知県 株式会社アドミックス ジョンマスターオーガニックでの売上倍増

愛知県 レガーレカフェ栄 コワーキングスペースを利用した起業家による“起業家のため”の結婚相談所

愛知県 ダイビングショップ　オズ ライセンスカード取得と連動したツアー広告の作成

愛知県 フェイシャルエステサロン　ルシル 商圏と客層の拡大による新規顧客の獲得

愛知県 Ｄｏ ｌａ ｖｉｅ （ドゥーラ・ヴィー） 新規顧客開拓に向けたブログ誘導型看板の設置

愛知県 スズオキデザイン リーズナブルな動画撮影サービスで販路拡大

愛知県 ヒライ商店
小売部門の売上強化を図るべく、広範囲で周知を行えるフリーペーパー（広告媒体）を活用した周
知と顧客獲得。

愛知県 東鮓　共和店 出張寿司と宅配寿司のチラシ販促と入りやすい店舗作り

愛知県 有限会社京屋 「地域に親しまれる金物屋づくり」

愛知県 株式会社黒柳塗装店 戸建住宅塗替えの受注件数を２倍に拡大する営業活動強化事業

愛知県 有限会社ヨクナル リンパセラピーの良さを正しく伝えて、客数増加を図る販促事業

愛知県 株式会社小幡建設 「キャリアハウス２０」をＰＲするホームページ・広告チラシ制作

愛知県 有限会社ナガサカ建窓 「夏涼しく冬暖かいエコリフォーム」を西三河で販売促進

愛知県 イナバヘアワークス 予約システムを整備し、新たな顧客獲得と単価アップを図る

愛知県 株式会社ＴＯＭ創屋 外壁塗装ショウルームの完備（屋外広告看板含む）

愛知県 大寳製版株式会社 「Ｄｉｇｉｔａｌものづくり工房」のＰＲ・ブランディング構築事業

愛知県 有限会社サンコー 老朽化対策及び、バリアフリー化　新規顧客獲得の為の広告・ＤＭの送付

愛知県 有限会社大幸 『活気ある店内で思い出に残る食事を』

愛知県 有限会社メガネのナイトウ オリジナル高付加価値メガネセットの開発と実店舗への横展開

愛知県 積木工場わつみ 近隣のご家庭に商品を認知していただく為の広告宣伝

愛知県 有限会社和穀 玄米加工品のチラシ、パンフレット、情報誌掲載などによる販売促進事業

愛知県 合同会社桂 「機能強化型訪問看護ステーション」体制に向けての基盤構築

愛知県 ありみず治療院 新技術と国家資格技術を宣伝する為の看板設置と院内環境設備

愛知県 小島食品製造株式会社 油脂分入りジャムの拡販

愛知県 カワシマ株式会社 愛知“モノづくり“を海外へ！企業展出展と海外での販路開拓事業

愛知県 有限会社洋品のクリムラ 「高齢者顧客の買い物サポート」と「買い物難民の顧客転換」事業

愛知県 株式会社とやま洋服店 会議所会報へのニュースレター折込によるテーラーメイド需要開拓

愛知県 株式会社浅井鋳造所 個人向け３Ｄプリンタを活用した体験型ものづくりサービスの展開事業

愛知県 プランニングオフィス・ラグーン有限会社
【ソーシャルグッドデザインショールーム】の開設によるＣＳＲ（企業の社会貢献）ビジネスプラット
ホームの構築

愛知県 有限会社ＭＧＪ サービス内容が見える！結婚相談所の新規会員獲得動画。

愛知県 桜島塗装 環境や経済的にやさしい「エコ塗装」の販路拡大事業



事業名事業者名都道府県

愛知県 株式会社昭和写真工業所 『デジタル＋ＩＴ＋職人技術』を活かしたＷＥＢ環境構築による大型フィルムの販路拡大事業

愛知県 リブレ 製品化問い合わせ窓口用のホームページの作成による販路拡大

愛知県 有限会社佐野花火店 新たな顧客を開拓するためのカタログ製作及び販売促進事業

愛知県 有限会社フォックシー 自社独自のネイル技術とサービス提供の宣伝活動による販路拡大

愛知県 株式会社アルコム 減速帯（保安用品）による道路・駐車場全国安全化事業

愛知県 豊川印刷株式会社 新のＡＲ技術の導入による営業促進と販路拡大

愛知県 木工房　すえひろ 『木とふれあい、木に学ぶキッズルームの開設』

愛知県 有限会社小川屋米穀店 今日はコレ！料理にあうお米選びのための店舗改装

愛知県 Ｓｔａｉｎｅｄ　ｇｌａｓｓ　Ｎｉｊｉｉｒｏ 事業者向け販路拡大のための展示会出展と受注体制の構築事業

愛知県 輝商物流株式会社 個人向けペットタクシー事業の拡大

愛知県 やまき総合法務事務所 英語広告媒体を利用した、外国人ビジネスサポートサービス

愛知県 株式会社クリニカルサポート 携帯型エコーを用いた在宅医療超音波セミナーによる販路拡大

愛知県 株式会社シベール 「対消費者向け抗アレルギーケーキの開発・販売・販促プロモーション戦略」

愛知県 株式会社マルハート 新規取扱商品・赤ちゃん用窒息死防止寝具（グロバッグ）の販売促進

愛知県 ２代目よこやま接骨院
当院が提供するサービス（特に当院の強みである骨盤矯正やむち打ち治療など）を周知し、来院患
者数増加を図る

愛知県 Ｍｙ　Ｓｔｙｌｅ オフィス・ウォーキングプログラム等の普及

愛知県 シェカズ ホールケーキ販売拡張、及び新たなギフト商品の開発とＰＲ

愛知県 株式会社創基 ハウスレスキュー〈家と暮らしのレスキュー隊〉

愛知県 ｓｔｕｄｉｏ　ｔｙｔｙ 新規会員獲得、店舗拡大に伴う、新規顧客拡大プラン

愛知県 Ｈａｐｐｙ　Ｂａｋｅｒｙ　ＴＡＫＵＴＡＫＵ 販売拡大に向けた機械器具導入

愛知県 竹・庭垣のやじま 天然竹素材の竹垣展示公開及びホームページ新規作成による顧客開拓

愛知県 株式会社ビーリンク 移動販売車の「知多娘。」デコレーションと販売商品増加

愛知県 パティスリーしあわせのえき 店舗入り口改修事業と店内ディスプレイの増設

愛知県 ＹＵＩ ニーズに合わせた地域のみやげ菓子の開発で売上アップ！

愛知県 合資会社鳥居種苗店 立地特性を活かした店舗改装による販路拡大・販売促進事業

愛知県 日本エムティ株式会社 新工法によるドライ潤滑コーティング加工の販路拡大

愛知県 株式会社岡崎電工社 セルロースファイバー断熱材を使用した省エネ、低燃費住宅の提案

愛知県 株式会社風外虎餅 豊田市の定番となる、オール豊田によるお土産物の開発

愛知県 染と呉服とみたや 呉服販売事業の不振を補う写真撮影事業の強化

愛知県 有限会社照美 記念撮影サービスを新たに開始させ、お客様の“美しさ”に貢献する

愛知県 ヤマカ杉田商店 ＬＥＤ照明によるコスト削減、競争力強化事業

愛知県 株式会社サイエンスインパクト 知的財産権関連業種向け「機密情報暗号化送受信システム」の展示会出展による販売促進

愛知県 アオイ設備工業株式会社 新たなリフォームパックプランの開発とＰＲ強化による販売促進

愛知県 有限会社マサル産業 美魔女向けメガネ用シリコンゴムパットの開発および販路開拓事業

愛知県 有限会社クズハラゴム ビジネス「縁」獲得ホームページ＆社内営業管理ツールで顧客開拓

愛知県 株式会社ＣＤＪホールディングス 当社電動アシスト機能付サイクルスポーツの拡販事業

愛知県 トリイ建築 既存住宅プラスｏｎｅリフォーム事業

愛知県 株式会社ミカワヤコンフェクト ネット販売のためのホームページ作成（販売カート方式）

愛知県 株式会社グローバルステージ 海外在住女性を活用した企業向けマーケティング情報提供サービス

愛知県 ウェルフォワード
リファービッシュ複合機にオリジナルメンテナンス契約を付帯した初のリサイクルトナーカートリッジ
販売活動

愛知県 株式会社ヒロセ 電気料金削減事業の総合ＰＲ



事業名事業者名都道府県

愛知県 株式会社財務ファクトリーさくら 美容サロンに特化した経理代行サービスの提供

愛知県 株式会社ＳＯＴＡＣ インドネシアでの自社ブランド製品販路開拓事業

愛知県 宮島好弘税理士事務所 お客様の明るい未来へ向けてのライフプラン・相続サポ－ト支援

愛知県 株式会社ノーサイド 「家庭でデキる子ども整体法」、「夜泣き解消プログラム」のネット通販事業

愛知県 リトルビーチ 若い子育てママの集まる地域一番店を目指す

愛知県 有限会社近繁 お食い初め（おくいぞめ）祝い膳の提案

愛知県 株式会社石川第２接骨院 超音波治療器導入による診療メニューの充実と地域アプローチ開拓

愛知県 株式会社水野商店 消費者へのインターネット通販（手焼きさきいか、いか姿焼き他）

愛知県 有限会社チェルビック企画 本格焼酎と、蔵の空気をそのままに

愛知県 Ｐｏｎ Ｐａｄｄｙ ｈａｉｒ ｌｉｆｅ 瀬戸在住３０～４０代の有職の主婦を対象としたネット集客

愛知県 アムトラック 直輸入台湾茶の販売拡大のためのパッケージ開発及び販売促進

愛知県 株式会社さくらＦＯＯＤＳ 地産材料の特性を活かした冷凍餃子等の製造販売事業

愛知県 田中智之法律事務所 グレーゾーン解消制度の照会申立支援事業及び同事業の販促活動事業

愛知県 行政書士ステラ法務事務所 遺言作成のきっかけとなるパンフレット・ポスターの設置広報

愛知県 有限会社スギ設業 新の太陽熱温水器の国内普及に向けた研究開発

愛知県 アシストーン株式会社 石材の特殊洗浄システム・封孔コーティング剤の開発・販売

愛知県 三峰園窯 オーダーメイドによる陶器の制作と販売　～器で笑顔を広げる仕組みづくり～

愛知県 めん処　丸長 洋式トイレおよびアメニティスペース設置による快適性向上事業

愛知県 ２アンド４サービスショップ　ピット 店舗・展示場・作業場の拡張による車両回転率向上による売上拡大

愛知県 蒲郡ファミリー整骨院 露出度ＵＰ（野立看板とスマフォ活用）による新事業の販路拡大

愛知県 グリーンフロント研究所株式会社 スマフォを活用した市民環境調査ツールのエコプロダクツへの出展

愛知県 伊藤保険株式会社 プレシニア世代の相談件数増加を目指した個人相談ルーム開設

愛知県 株式会社三河シーエルイー 看板・チラシ作成と店舗のバリアフリー化による新規顧客開拓事業

愛知県 シントール薬品株式会社 競走馬及び競技場の市場獲得を目指す為の馬用マッサージクリームの試作開発事業

愛知県 アフリカ工房 業務用シアバターの効率的な生産体制の確立及び販売促進

愛知県 有限会社ビッグバレー 貴社の社外会議室。落ち着く空間で、会合はかどるカフェの運営

愛知県 株式会社ＭＯＲＥ　ＴＨＡＮ ハーブで薄毛のお悩み解消！育毛・増毛コース

愛知県 株式会社蒲郡製作所 海外顧客獲得のための英語版ウエブサイト構築とサンプル品製作

愛知県 株式会社サンショク 地域農産物を使った自社開発商品のインターネット販売体制の構築

愛知県 とうふプロジェクトジャパン株式会社 「豆腐マイスター認定講座」申し込みシステム構築による一般消費者に向けた販売強化

愛知県 イタリア料理らぱん 病院との提携による快気祝い、退院祝い、出産祝いの新規顧客獲得

愛知県 株式会社Ｒｅｍｏｗｏｒｄ 営業講習会活動事業

愛知県 有限会社小野金型 ３Ｄプリンタで金型の打ち合わせをわかりやすく！

愛知県 広島風お好み焼・鉄板焼きの店　ＦＲＥＥ ＢＩＲＤ 高齢者、単身赴任者に向けた地域密着型のお好み焼の宅配サービス

愛知県 有限会社近江屋本舗 プチ贅沢！身近に老舗和菓子の味を体感するための販路拡大計画！

愛知県 株式会社イーズライフ 人出不足一発解消プロモーションビデオ作成による代理店開拓事業

愛知県 株式会社ＬＩＤＥＣ 「非婚化・晩婚化解消の鍵は結婚相談所を知り選ぶ事の啓蒙」の広告

愛知県 有限会社飯田商店 建財・廃財・人財　モッタイナイ削減プロジェクト

愛知県 きもの和楽かね宗 結婚式場でヘアメイクして憧れの礼装きもの体験＆展示販売会

愛知県 ヘアヴァーゴ アラサーアラフォー向けプラスワンメニューの開発による販売促進事業

愛知県 有限会社　いーぐる 自慢のオムライスをＰＲする店舗看板を設置することによる新規顧客の獲得



事業名事業者名都道府県

愛知県 有限会社すぎやま商店 ＰＯＳ連動ラベルプリンタ導入による競争力強化・コスト削減事業

愛知県 メキア加藤商会株式会社
看板のＬＥＤ照明の取り付け及び販促品からの口コミ効果拡大、インターネットからのエリア拡大に
よる廃車依頼強化

愛知県 株式会社ＡＢパートナーズ 空きビル・空き家再生事例を広く周知し、スクラップアンドビルドストップ事業

愛知県 パティスリー　メリ・メロ お客様の笑顔に繋げるオリジナル袋の製作と広報活動

愛知県 ｃｏｕｔｕｒｅ　ｍａｍａｎ 「ウェディングトータルコーディネート提案」のイベント開催のためのＰＲ活動

愛知県 有限会社９４ 高齢者に対応した客席の改装

愛知県 有限会社カジウラビジネス 商談スペース及びグラフィック提案窓口併設による売上アップ

愛知県 有限会社高丸食品 買い物難民救助に向けた顧客訴求強化と来店客へのＰＲ改善

愛知県 株式会社ぐっとくるダイニング
客単価および客数向上のための①個室の造作及び、店舗情報開示と求人のための②ホームペー
ジ作成事業

愛知県 スマッツ株式会社 ロボット組立教材「ロボスプリント」改良版の試作及びホームページリニューアル

愛知県 縞治株式会社 ふんわりやわらか三河木綿多重織ガーゼタオルの開発と販売促進

愛知県 株式会社Ｍ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ 交通事故治療ならびに自賠責保険適正使用の認知

愛知県 名古屋エスシー 睡眠時無呼吸症候群簡易検査サービスの開発と販路拡大

愛知県 株式会社スピード 現役トップクリエイターが教える！３ＤＣＧ塾

愛知県 有限会社あさひ
鉄道マニアが注目するパンフレット作成及び販促戦略鉄道模型モータークリーニングマシーンの開
発及び商品化の推進

愛知県 株式会社ＮＣネットワーク名古屋 中部地区の製造業連合「中部ものづくりＵＮＩＴＥＤ」の運営と、機械要素技術展へ共同出展

愛知県 和食と炙り　縁 店舗全面リニューアルと新顧客層獲得戦略

愛知県 西三通信建設株式会社 水素水サーバーの導入

愛知県 ｆｌｏｗｅｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｈｏｐ　ＦＩＯＲＥ 自社オリジナル和装髪飾り事業の新設とＰＲ

愛知県 英語屋さん 「気軽」「安価」「親しみやすい」英語教室の運営

愛知県 株式会社オフィッコス 中古の賃貸オフィスビルオーナーを支援して仲介市場を活性化する事業

愛知県 ローゼル ホームページ制作および情報発信によるフィトセラピーの普及

愛知県 森の花畑 やおやレシピ付野菜セットの販売と店舗移転及び改装

愛知県 鶴林古 ファミリー層をターゲットにした蕎麦打ち体験による販路開拓

愛知県 ｃｏｆｆｅｅ＆ｃｕｒｒｙ　ＷＡＹＡ フレンチトーストと新商品ＰＲによる新顧客開拓

愛知県 タージ・ベンガル カレー出張調理販売の為の移動販売車への改造

愛知県 中野看板 看板職人のＩＴ活用等による新規顧客とリピート顧客拡大事業

愛知県 株式会社セント・ロード 学習塾向けシステムのパッケージ化

愛知県 昭和塗装店 新取扱商材を活用した提案型営業による販路開拓と経営基盤強化

愛知県 旭光撚糸有限会社 技術カタログの作成及びホームページの内容再検討と多言語化対応

愛知県 有限会社アイズ 自社製作できる機械設備導入のための専用作業場増築工事

愛知県 株式会社ジーエム ３Ｄプリンタ導入で、販路拡大

愛知県 有限会社ハヤシ商店 広報活動整備による販売代理店制度の確立及び販路拡大事業

愛知県 ＳＫ－Ｔｒａｄｅ 大須万松寺通店収容人数、回転率大幅アップに向けた店内改装工事。

愛知県 有限会社セトセラミック 瀬戸焼を利用した自社新ブランド商品開発事業

愛知県 エーシーネットワーク株式会社 シニアヨガ講師養成講座プログラムの開発・広告・生徒募集

愛知県 株式会社かねまさ ＨＰを情報発信基地にした「かねまさ」ブランドイメージの構築

愛知県 株式会社ＭＧＪ 「小学生低学年から始めるグローバル教育」を強調した広告物作成

愛知県 株式会社匠オフィス 高卒資格未取得者の卒業支援と不登校児童の学校復帰事業

愛知県 黒野晃司税理士事務所 税制改正に伴い増加する相続税の納税者向けのＰＲ事業

愛知県 サムギョプサル専門店　テジ カップル席増設による週末の機会損失解消。売上の拡大



事業名事業者名都道府県

三重県 有限会社千代田園芸社 女性庭師よるお庭診断と安心お庭サポートの提供

三重県 有限会社ナカジマ設備 プチリフォームで、地元 終消費者に安心安全な暮らしを提供

三重県 株式会社エース設備 卓上型ディップスピンコーターの開発

三重県 Ｋｅｙｔｏｓｍｉｌｅ株式会社 デザイン力ＵＰによる、ウェルカムボード販促活動

三重県 料理茶屋松風有限会社 集客力向上のための店舗改装事業

三重県 ワン’ｓｌｉｆｅ 広告宣伝ｌ効果のＵＰと新規顧客獲得！！

三重県 世古美装店 Ｈ２６サイト改善事業　スマホ対応化によるＢｔｏＣ競争力の強化

三重県 有限会社喜太八時雨本舗 伝統の商品と技術力を活かして、高齢化・個食化市場の新規顧客開拓

三重県 平松産業株式会社 ５４年間継続した手作業全量検品技術を「見える化」して売上向上

三重県 醉月陶苑 陶芸教室とホームページを活用して急須文化を伝え売上増に繋げる

三重県 ＰＯＬＩＳＨ 独自のワンストップサービス（ネイル　エステ　整体）ＰＲ事業で新規顧客獲得

三重県 株式会社佛英堂 ネット広告を活用した通販サイトでの位牌の販路拡大

三重県 トータルアシストプラン株式会社 「コン活高床式住宅」で安心安全な住まいづくりをＰＲする事業

三重県 大一塗装株式会社 フリーペーパーと折込チラシによる広告宣伝活動での販路拡大

三重県 下津醤油株式会社 海外展開に向けた販路開拓事業と醤油工場見学の魅力向上事業

三重県 ＪＤスタイル 入店しやすく看板テントの設置と広告でアピール新規顧客獲得事業

三重県 マリモ 新たな土産物商品開発と、思い出に残る顧客向けオーダープリント

三重県 マイランド・有限会社 新規集客イベント開催による成約へ向けたフロー構築

三重県 グリル片山 伊勢海老スープ等の物品販売によるグリル片山のブランド化

三重県 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｒａｄｉａｎｃｅ 居心地の良い空間で提供する、新しい素材で爪を傷めない高品質ネイルサロン

三重県 有限会社かねき伊藤彦市商店 関宿の暮らしと日本茶〔伊勢茶〕の体験の場となる店舗づくりのための改装

三重県 創和マネジメント Ｍ＆Ａ事業承継の選択肢のひとつとするための企業づくり支援

三重県 リンドヴィルム 店舗のバリアフリー化とアイドルタイムを活用した高齢者市場開拓

三重県 有限会社ウオーン・アウト・ガーメント ・「伊勢木綿」イメージブックによる価値創造・販路拡大

三重県 株式会社みなとや呉服店 １００年企業の殻を破ったオリジナル商品をウェブで全国に展開

三重県 有限会社深川屋 老舗和菓子屋が作る新食感「シャリシャリあんぱん」の全国展開

三重県 パスタソースキッチン 『子育てママ用カタログ通販における広告手法の確立』

三重県 ジパング舎 新たな演奏家、伝統芸能アトラクションの開発による受注獲得

三重県 有限会社ディスプリュースラ・ヴォーテ 高齢者向け施設への出張型エステサービスのＰＲ活動と実施

三重県 川口商店 熊野のソウルフード「生節」の食べ方提案による全国展開

三重県 平井農園 消費期限の延長とデザイン変更で、観光客・帰省客の購買拡大

三重県 整体・ほぐしマッサージ　いやし処　ほぐし庵 高齢者・育児家庭向け新サービスの検討並びに店舗移転

三重県 株式会社中尾呉服店 振袖・留袖・袴のネット宅配レンタル事業

三重県 尾鷲シーサイドビュー ホームページリニューアルによる集客力アッププラン

三重県 有限会社北村商店 ホームページ再構築による尾鷲産「旬の干物」自社販売強化プラン

三重県 株式会社夢小袖 店舗に一度来てほしい！洋服店のような呉服店　若者（顧客）獲得事業

三重県 パン工房　アンジュール 店舗移転に伴うＰＲと新商品販売促進とイートインコーナーの設置

三重県 株式会社タートルエデュケーション 夏期講座とそこから繋がる秋入会者増を目的とした販路開拓事業

三重県 やすなが整骨院株式会社 新商品　「デザインフェイスマスクの試作・開発」事業

三重県 株式会社保田商店 「桑名もち小麦」パンケーキミックス粉による新市場開拓

三重県 小川調味料株式会社 国内 大の水産物展示会に初出展、画期的新商品を目玉に販路拡大



事業名事業者名都道府県

三重県 フットサルエリア名張 施設を活用した新イベントの企画、専門ネットショップの開設

三重県 アイホーム 三重県排水設備工事責任技術者免許取得に伴う新規顧客開拓事業

三重県 株式会社今西マシーンテクノ 二輪業界初となる「生涯顧客化」に特化したホームページ変更

三重県 株式会社坂本商店 洋式トイレ化で急増する高齢者と家族連れをターゲットに集客

三重県 ホームプラス 「伊勢ワッフル」の新シリーズ「あおさワッフル」、「黒糖ワッフル」等の開発プラン

三重県 有限会社マルシゲ清水製茶 品質とかぶせ茶カフェの知名度を生かした新ブランド立上げ

三重県 株式会社ｉＣＡＰ三重ＣＯＡＲＡ ミーティング可能なキッチン型スタジオの設営による受注拡大の実現

三重県 株式会社フルカワ商店 雑草シャットアウト工法ＷＥＢとチラシで知名度ＵＰと販路拡大

三重県 クローバー　カイロプラクティック 赤ちゃんが欲しい方への不妊症改善骨盤矯正新メニュー導入事業！

三重県 株式会社太田洋服店
「スーツリスタイルＰＲ事業で新規顧客倍増」洋服仕立て職人が一人一人に合ったスーツにリサイズ
（サイズ直し）リスタイル（着こなしを提案）します

三重県 株式会社オカトモ 創業１３０年超の実績・伝統技術・ノウハウを全国に向けて発信！

三重県 株式会社萬来トレーディングコンサルタント 参加型戦略コンサルティング及びビジネスプロデュース事業展開

三重県 中沢青果 野菜・果物の魅力を伝える野菜ソムリエのいる小売店出店

三重県 有限会社森　電機 オンリーワンになれる特殊車両のエアコン出張修理市場の開拓

三重県 オレンジエッグカフェ 就学前のお子様を持つお母さんも満足！店舗改装プロジェクト

三重県 若松自動車 外国人顧客を対象とした販路拡大の為の外国語サイトの作成

三重県 Ａｆｒｉｃａｎ　Ｈａｎｄｓ アフリカ人ペインターの絵画実演、新商品の開発と調査

三重県 株式会社かわらだオイルサービス 輸送の「ロス」を強みに「新潟コシヒカリ」の自宅配送サービス！

三重県 うれし野ラボ株式会社 黒にんにく等の県内地域資源を活用した調味料の県外での販路開拓

三重県 カレーのてちや 席数による制約を克服しより広域に訴求するカレーの移動販売事業

三重県 和菓舗若木屋 尾鷲産無農薬甘夏蜜柑を使用した和菓子の開発

三重県 イル・レガーロ 観光客目線の魅力あるご当地スイーツの開発による来店客数ＵＰ

三重県 竜宮料理の宿八島 ヨガレッスンツアー・合宿をターゲットにした新規顧客の開拓

三重県 有限会社酒のお店もりした 「ＳＡＫＥ”おもてなし”シュミレーション」サービス事業

三重県 鳥羽観光会館ビル株式会社 バリアフリー化から始まる鳥羽１番街（鳥羽観光会館ビル）の躍進

三重県 有限会社豊浜 「海女文化を活用したインバウンド対策強化により、さらなる高みへ」

三重県 栗原モータース 伊勢志摩初のワンナイト車検の実現と地域特性を活かして売上ＵＰ

三重県 有限会社木下茶園 看板商品『三重県産抹茶特濃ジェラート』開発・テイクアウト事業

三重県 Ｅ－ｓｅｌｅｃｔ 全商品トレーサビリティ可能。未流通三重県物産の販売促進事業

三重県 小山商会 重機専用燃料「グリーン燃料Ｂ」の巡回給油サービス開始ＰＲ活動

三重県 株式会社コーチング・システムズ 『共創コーチ育成のためのコーチングスクール』開設

三重県 ラーメンいたろう イベント出店での販売促進強化と「１５」にちなんだキャンペーン

三重県 上田染工 新規顧客獲得のための営業案内パンフレットの作成及び配布

三重県 有限会社牧野商店 新たな食のシーンを展開できる新食感こんにゃくの開発及び販路拡大

三重県 株式会社Ｗ 利用者に生きがいを！居心地の良いデイサービス実現で利用者拡大

三重県 丸田商店 消滅の危機にある地域の番茶文化を支えるオンリーワン商品の開発

三重県 株式会社三重木型製作所 国内展示会の出展による柔らかボディの販路拡大事業

三重県 ユメビトハウス 外国人旅行客誘致を目的としたＷｅｂおよび店舗のリニューアル事業

三重県 いせ丸 遷宮後対策として新規出店・商品開発によるいせ丸ブランド化事業


