
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜追加公募分＞
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

岐阜県 名和畳店 － 「畳の良さを幅広く、個人向けに伝達して販路を拡大する。」

岐阜県 寿司処　勘兵衛 － 新規顧客獲得のため、「新メニュー開発」「店舗改装」と「その伝達」

岐阜県 杉江塾 － 視覚的な授業実施のためのプロジェクター、ビデオカメラの導入

岐阜県 ティーチーノジャパン株式会社 5200001032637 米国Ｎｏ．１代飲コーヒー「ティーチーノ」ネット通販事業の拡大

岐阜県 株式会社レンゲの里岐阜 7200005012014 完全無農薬作物の販路拡大と若手就農者への事業承継基盤の構築

岐阜県 有限会社ラーニング・スクエア 9200002002585 「集中力を高め、生徒が行きたくなる塾」化への環境改善事業

岐阜県 合同会社鉢人 9200003003830 展示ルーム拡大及び店頭電子決済導入による店舗販売の強化事業

岐阜県 快適　工房株式会社 6200002006309 お客さまと双方向の情報共有サイトで『家作りの不安』を軽減

岐阜県 長崎屋本店 － 新たな広告宣伝により若年層へ商品を訴求する販売力強化事業

岐阜県 コスモスふぁーむ － 足の遠のいた既存顧客の掘り起こしと新規客の来店を図る

岐阜県 酵素温浴香和 － 「酵素風呂」の魅力発信と看板設置による認知度向上・新規顧客獲得

岐阜県 株式会社ネクスト名和 1200001003947 中古住宅取得検討者と不動産業者への販路拡大事業

岐阜県 有限会社菊川美商 3200002001270
健康な体は自分でつくる「予防美学」の周知をベースとした新規顧客開拓事
業

岐阜県 ばんざい弁当 － 買物弱者（独居老人）に対する弁当宅配サービス事業

岐阜県 ランカジャパン株式会社 9200001013071 スパイスティーのネット販売によるＢｔｏＣへの販路開拓

岐阜県 手羽先番長　岐阜加納店 － 日本一の手羽先の認知度の向上と販路拡大による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社ＨＮＯＴ 1200001034091 ネット媒体と情報提供向上の周知力強化による集客増加事業

岐阜県 株式会社中川商店 7200001003818 ＳＮＳとウェブデータ活用による販路開拓改善と顧客への販促支援

岐阜県 株式会社タケコシ 4200001003119 デザイン部門の制作環境改善、生産性向上による販路開拓

岐阜県 株式会社安田製パン 3200001014380 食パンスライス作業の生産性向上と新商品開発と販売促進

岐阜県 株式会社カーくる 4180001106469 車趣味人向けＳＮＳ『カーくる』スマートフォン版の新規開発

岐阜県 美ボディ・温活ケアサロンうるは － 妊活女性や冷えに悩む女性を新規獲得するための広告宣伝事業

岐阜県 株式会社タカギ・パックス 2200001013904 事業承継に向けた、労働生産性向上とイメージアップ事業

岐阜県 株式会社ミズノカメラ 1200001014317 岐阜・大垣のロケーション撮影「ふるさと和婚」のＰＲ

岐阜県 有限会社松島飼料店 2200002013184 看板・のぼり旗設置による個人客新規獲得事業

岐阜県 鶴岡屋本店 － ３世代家族が快適に食事できる店作り及びチラシ販促事業

岐阜県 株式会社西美濃はなのき 9200001016875 モーニングサービスからビュッフェスタイルサービスへの転換

岐阜県 株式会社ユニマックスペイントシステム 4200001031433 新規顧客獲得・人材獲得のための情報発信戦略

岐阜県 有限会社いとはな 7200002012297 新店舗オープンによる、新規顧客獲得及びプロモーション事業

岐阜県 川尻酒造場 － 増加する外国人需要を獲得！選ばれる「熟成古酒」の販路開拓事業

岐阜県 株式会社ＡＣＳ 6200001025664 九十九島高島の水産物における６次産業化を推進する為の販路開拓

岐阜県 民宿桑谷屋 － ファミリールームの新設で欧米・欧州の家族・グループを取りこむ

岐阜県 株式会社アイデア・サポート 3200001026178 展示会出展とＷｅｂ強化によるシモダトンボの販路拡大事業

岐阜県 有限会社丸大環境事業 9200002025520 天ぷら油を回収してつくった薬用ハンドソープのチラシ作成事業

岐阜県 株式会社芳国舎渋草製陶所 2200001025115 外国人とオーダーメイド利用者を増加させる販路拡大事業

岐阜県 光華整骨院 － 「ライフスタイルに寄り添うエステサロン」への新たな挑戦！

岐阜県 有限会社テクノワン 3200002024890 グルービングマシン設備導入によるＬＬラインの販路開拓事業

岐阜県 ｉｔａｍｅｎＬＯＴＵＳＬＡＮＤ － 小さいお子さん連れのお客さまへの「おもてなし」強化

岐阜県 高山すし － まちなかフードコート小規模すし店の外国人観光客へ販路開拓事業
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岐阜県 有限会社松林工務店 1200002025965 自社の知名度アップを目的としたホームページの及び広告の作成

岐阜県 Ａ　Ｔａｖｏｌａ　Ｓｕｒｉｓ － 顧客の多様化による様々なニーズへ対応できる環境作り

岐阜県 正一塗装株式会社 1200001027005 ホームページ制作による一般顧客への販路拡大

岐阜県 株式会社丸朝製陶所 4200001021038 地域産業資源（美濃焼き）の商品開発と海外への販路開拓事業

岐阜県 フレンチマスタード － 地域初！新しいワインの飲み方でプチリッチ気分？新規客獲得作戦

岐阜県 株式会社みね家 6200001027017 お持ち帰り商品・うなぎ商品の開発による客単価・客数向上の実現

岐阜県 関兼次刃物株式会社 2200001019257 ホームページリニューアルによる自社の魅力発信と新たな販路開拓

岐阜県 有限会社コバヤシヒーティング 5200002018692 品質で勝負！町工場の生き残りを賭けた「刃物語」ブランド発信！

岐阜県 三洋運輸有限会社 4200002018743 顧客開拓・人材獲得のための自社ホームページを活用した広報戦略

岐阜県 恩田株式会社 1200001027401 柔道整復師が行う、働く現代人のボディーメイク事業！

岐阜県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｌｉｂｅｒｏ － 髪でお悩みの方への専門家によるヘアケアＰＲ事業

岐阜県 株式会社Ｌｏｃａｌ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 4200001034007 岐阜県産の川魚のブランド力・認知度向上による地域活性化

岐阜県 Ｋｎｏｔ　ｈａｉｒ － 新規顧客獲得「オシャレ男子」が行きたくなる店舗イメチェン事業

岐阜県 有限会社志津刃物製作所 5200002018750 オリジナルブランド包丁の販路開拓

岐阜県 株式会社辻村薬局 3200003002458 毛細血管観察装置と専用ＰＣソフトの導入による定期来店の促進

岐阜県 有限会社信玄堂 9200002023350 岐阜の宝物認定「地歌舞伎」とコラボした和菓子の制作

岐阜県 有限会社スマイルジャパン 6200002024517 既存顧客へのアプローチと新規顧客獲得によるギフト販売強化

岐阜県 株式会社にじむすび 4200001033149 重度障害者の生活を支え更なるサービスの充実と販路開拓

岐阜県 末広堂美濃アイス － 新商品導入を機に、誘引しやすい店頭づくりで更なる収益拡大へ

岐阜県 むくり屋根の和食処　割烹　朝田屋 － 強みである心地よさのレベルアップで、満足度と客単価向上を実現

岐阜県 有限会社老田屋 4200002026762 ・ターゲット顧客に向けた新商品開発と販路拡大

岐阜県 角山製陶所 － 自社工場改修による陶芸教室の環境整備と新メニュー開発事業

岐阜県 神明モータース有限会社 3200002022952 子育てママを獲得するための販路開拓事業

岐阜県 陶友　長江商店 － 食器と文具のデザイナーズ・コラボ商品の販路開拓事業

岐阜県 株式会社モンド 5200001022885 入店のしやすさを考えたリニューアルによる集客・売上向上

岐阜県 有限会社丸達製陶所 7200002021627 若い女性をターゲットに新商品の開発と新しい販路拡大

岐阜県 明治屋スポーツ店 － 駄知から始まる生涯スポーツ習慣。健康発信空間の構築。

岐阜県 株式会社東濃バイオ化学 4200001021450 介護市場開拓の為の消臭剤及び関連商品開発

岐阜県 中島醸造株式会社 9200001021859 ヨーロッパ市場開拓に向けた展示会出展事業

岐阜県 ヘアーサロンアロー － 半径１キロの地域に住むシニアが利用しやすいお店づくり

岐阜県 有限会社民宿藤太郎 6200002023989 観光客向け看板及び館内の多言語表示による販売促進事業

岐阜県 寝事屋ねぼ助 － 綿布団職人が、提案する羽毛布団と麻布団の新商品・サービス事業

岐阜県 クリーニングヤマダ － 地域に向け効果的な媒体設置により周知力を高める顧客開拓事業

岐阜県 有限会社アヴァンス 1200002006899 ホームページ制作によるＡＢＳユニット修理サービスの販路開拓

岐阜県 Ｒｅｇａｌｏ － 新規顧客獲得のため認知度向上計画

岐阜県 ラヴィアンローズ　蘇原店 － 地元に長く愛される店になるための認知度向上と新規顧客獲得計画

岐阜県 有限会社塩甚モータース 6200002007439 従来イメージを刷新する店舗改装による新規女性顧客の獲得

岐阜県 長谷川接骨院 － スポーツパーソナルトレーナーの接骨院を目指す（脱保険治療）

岐阜県 ダンディダック － 新設備導入による女性顧客獲得及び新商品の提供とバリアフリー
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岐阜県 いまやす － 委託販売先増加により売上アップ

岐阜県 アラカワ － 地域一番店を目指し、認知度向上と新規・リピーター客の増大

岐阜県 有限会社エフエム家具企画 2200002016757 「オールぎふ県産材」の家具等の販売促進事業

岐阜県 株式会社アスブリッジ 8200001018732 地域密着型パソコン教室の認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 山川酒店 － 新店舗移転にともなう新規顧客獲得のための広報活動

岐阜県 ハッピーベル株式会社 2200002018200 遠隔診療及び介護施設向けのビデオ通話システム開発と販路開拓

岐阜県 株式会社ｅｐｉ 2200001031609 上質で思い出に残る可児市一番のフォト婚事業を作り上げる

岐阜県 吉川養鶏 － ＨＰ、ショッピングサイトを利用による販路開拓とブランド構築

岐阜県 株式会社関谷シャツ 1200001011149 美濃和紙を用いた「長良川シャツ」の販売促進事業

岐阜県 株式会社愛幸電機 6200001012150 ホームページ作成による販路拡大

岐阜県 鳥白湯ラーメンはらや － 季節商品の試作開発と新たな広報による販路拡大

愛知県 ｚｅｔｃｈ　ＭＡＫＩＮＧ　ＨＡＩＲ － 小顔補正立体カット導入による女性向け販路拡大

愛知県 Ｅ－刺繍工房 － 日本初！今までにない家庭用刺繍ミシンの「刺繍データ」販路開拓

愛知県 株式会社森鉄工所 8180001015740 自社ブランドオーディオ機器「ａｕｄｉｏＸ」の開発と販路開拓

愛知県 株式会社幸蝶 6180001127661 ホームページで紹介します！低カロリー・低糖質だっておいしいよ

愛知県 株式会社ＯＵＥＮＳ 7180001105162 「子ども食堂」でファミリー層の販路拡大

愛知県 株式会社公陽堂 6180001123074 中小企業を知財リスクから守る！ｗｅｂによる情報提供サービス

愛知県 有限会社小川屋米穀店 8180002003819 気軽にプチギフト米！「想いｗｏこめ～る」プロジェクト

愛知県 株式会社シビルアシスト 2180001063571 斜面防災技術に関する広報活動

愛知県 株式会社ケイアンドカンパニー 2180001025101 パーソナルギフト販売に用いる「商品カタログ」のデザイン企画と制作

愛知県 グリーンルームアトリエ由花 － フラワーアレンジメントで女性雇用促進事業

愛知県 徳川寿し － 本物のお寿司をお値打ちに提供する老舗寿司店の集客向上計画

愛知県 株式会社奥田工務店 1180001023361 施工事例検索システムを有した自社ホームページの開設

愛知県 株式会社建輝 9180001124458 家族で楽しめる安心・安全な「健康中華」の提供と販促活動

愛知県 株式会社ＴＡＣ設計室 8180001017290 動物病院開業の為の資金調達及び、事業承継支援業務の販路開拓

愛知県 新田ノリコ会計事務所 － 職場や家庭で役立つ主婦層向け会計リテラシー向上のための教室

愛知県 ａｎｑｕｉａ（アンキア） － 繁華街の創作料理店で新たに始めるランチ営業の宣伝広告事業

愛知県 株式会社中部ＥＥＮ 8180001100014 デジタル画像解析関連製品の認知向上による販売・受注拡大の実現

愛知県 株式会社メイプル名古屋 9180001056354 鍼灸院に専門特化した開業支援サービスの広報強化

愛知県 有限会社岸田誠和堂 1180002009418 反応率が２倍「手書き印刷」販路拡大の為のホームページ作成事業

愛知県 株式会社東海ライジング 1180001127229 ペットの癒しでストレスの多いサラリーマンのメンタル改善を実現

愛知県 ラーメン長浜 － 北海道味噌を使用した『濃厚味噌とんこつラーメン』の提供開始

愛知県 株式会社職人ねっと 2180001123375 新規出店プロデュース事業の顧客増加のための広告宣伝事業

愛知県 株式会社野村紙器 3180001039736 日本文化でもある貼り箱を、職人の技術力と共に国内外に伝える

愛知県 Ｅｐｉｃ　ｃｏｆｆｅｅ － スペシャルティコーヒーの消費者訴求と生産性の向上を目指す

愛知県 株式会社柴田製畳所 9180001025714 一般個人客の認知度拡大及び元請け拡大による利益率向上事業

愛知県 ＥＭＣ　ＮＩＤＯコンサルタント株式会社 9180001126974 世紀を超えたものづくりに学ぶ組織競争力の源に迫る研修旅行事業

愛知県 ＣＳホームズ株式会社 2180001061889 地域の工務店としての認知度ＵＰと新規顧客開拓

愛知県 名駅総合法律事務所 － 新規案件獲得のためのパンフレット・ホームページ作成事業
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愛知県 Ｒ　ＡＲＴ　ＯＦ　ＣＯＦＦＥＥ － 本格焙煎豆を気軽にプレゼント！専用パッケージの開発と販路拡大

愛知県 株式会社トイボックス 9180001101374 研磨技術を生かしたコーティング付きメンテナンスパック

愛知県 ａｖｉｖｏ株式会社 8180301028343 新旧事業販促の為のＷＥＢサイト拡充事業

愛知県 社会保険労務士事務所エベレスト － 社会保険労務士の就労支援付「高度外国人人材」求人サイトの構築

愛知県 酢楽 － 「国際交流ができる寿司バー」を目指す寿司職人の外国人集客向上

愛知県 有限会社寿村瀬商事 9180002021423 リノベ地域貢献！安心安全な街のランドマークを作ろう！

愛知県 有限会社みゆき不動産 6180002016954 ネットと地域性を融合させた不動産購買予備軍のファン層づくり

愛知県 ゴーヤの花 － ホームページとリーフレットを使った小資本集客事業

愛知県 有限会社オールスタッフクリエーション 9181112030234 最新のＬＥＤライトでインパクトのあるライティングに取り組む！

愛知県 株式会社末廣堂 5180001025156 英語版サイトと体験訴求による名古屋扇子の国内外新規販路開拓

愛知県 株式会社ランズワーク 5180001057190 新型エッチングスクリーンの開発の為の試作品製作。

愛知県 有限会社桔梗屋食品 2180002003948 地粉を使用した新商品及びオリジナルギフト商品拡販プロジェクト

愛知県 株式会社ａｂｅｉｌｌｅ 2180001103848 余剰座席をレンタル活用する『サロカリ』事業による販路開拓

愛知県 ｕｎｌａｂｅｌ － 縮毛矯正の駆け込み寺的専門店、便利な立地での新展開

愛知県 宮田デザインモード － 「自分エッセイ」～家族と共に綴る、お年寄りの人生～

愛知県 豆たぬき － お土産事業を３本目の柱に！展示ツール強化とブランディング戦略

愛知県 株式会社ＬＤＫプロジェクト 2180001114382 働く女性の仕事と育児をサポートするぬくもりの保育事業

愛知県 ウハラ産商株式会社 5180001113010 障がい者支援の為の求人広告による他地区からの新規利用者の獲得

愛知県 ナポリ － 新規顧客開拓の為の看板とメニューの改善及びウェブサイトの活用

愛知県 アトリエ・アンヌマリー － 無店舗花屋の移動時間削減と顧客絞込み販促策による生産性改善。

愛知県 ニットナゴヤ － ブランドロゴタグ・パッケージ袋・ＨＰの一新によりＰＲ強化

愛知県 株式会社和工務店 5180001070334 省エネ・健康住宅の潜在顧客へのネット活用販促による見込客開拓

愛知県 株式会社廣瀬金属工業 8180001020708 個人向けのオーダーメイド金属板金加工品の受注、販路開拓

愛知県 鍼灸院　かざみどり － 既存広告とスマートフォン用アプリのメディアミックス

愛知県 株式会社プラスワン 4180001124982 ＡＬＳ患者関係者へのＰＲ強化による新規介護対象者の確保

愛知県 有限会社リベルテ 7180002091063 販路拡大と現状常連客維持のためのワインセラーグレードアップ

愛知県 Ｈａｉｒ　Ｓｔａｇｅ　ＤＩＶＡ － シェービングとブライダルエステの「空間創り」と「サービス」の強化

愛知県 有限会社エヴァー・グリーン 3180002043209
若手後継者が推進する、ペット市場をターゲットとした新規事業についての販
路開拓

愛知県 ウーシア鍼灸院 － 「鍼灸による難病治療」をＰＲ！鍼灸専門家の新提案

愛知県 チャームスジュエリー － 新サンプル開発及びネット受付開始によるＢｔｏＢ販路開拓事業

愛知県 株式会社川ばた乃エキス 1180001006283 冬の冷え性対策のための「温活ラムネ」の開発・販路開拓

愛知県 株式会社松原写真製版所 9180001005419 地域の情報発信を創造し販促を通じたワンストップサービスを提供

愛知県 ぶる～べり～ － 明るい洋食店の、デジタル看板設置による販売促進事業

愛知県 有限会社バンズヘアー 9180002042510 父から子へ　オーガニックサロンからトータルビューティーサロンへ

愛知県 梶谷商店 － ＷＥＢサイトを使って価格競争力強化した製品のリテール販売

愛知県 倉地紙工所 － 広告主の注文アップにつなげるペーパークラフト付きチラシ加工

愛知県 株式会社扶双 7180001050367 直販強化！！メッセナゴヤ出展とネット通販専用ＨＰ作成

愛知県 ガレージＢＢ － 総合病院の設備を完備させて、バイク一括修理！で販路売上拡大！

愛知県 合資会社まつ与 2180003005407 高齢者に配慮した客席の設置と魅力ある商品のＰＲ
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愛知県 株式会社日翔警備 6180001127983 ＩＴ化で警備会社のイメージアップをさせる事業

愛知県 有限会社エイト 8180002017513 交通量を活かした看板等の改装と注文したくなるメニュー表の作成

愛知県 冨田商店株式会社 8180001020294 紙器を活用した自社ブランド製品開発と展示会出店による販路開拓

愛知県 株式会社マタドール 2180001105555 インターネットを使った新規顧客開拓事業

愛知県 ラ・パティスリープレジール － 顧客管理ソフトとＰＯＳレジ間連携で来店客のリピート率向上を図り販路開拓

愛知県 株式会社中島紙工 3180001097957 影の業界を表の世界へ、外部向け広告による新規販路拡大。

愛知県 ナオミ　パンとクッキングサロン － シングルマザー応援、お惣菜販売事業

愛知県 株式会社ＢＢＭ 1180001126536 学習塾の外部募集に向けた外装工事と広告物品作成

愛知県 Ｃｈｅｚ　ＴＯＭＯ － 還暦祝いメニューで認知度アップと新たな販路開拓事業

愛知県 有限会社大須賀商事 8180302003386 地方公共団体専用のパンフレット作成で販路拡大・売上アップ事業

愛知県 株式会社ハットリマーキング 5180301001773 自社製品の販路開拓と情報発信、受注業務効率化の実現

愛知県 明成義塾 － 学校の定期テスト、高校入試に即く効く予想問題テストの販促事業

愛知県 株式会社ニュートンズアイ 5180301003720 新規事業「エスコートノート」の販路開拓事業

愛知県 Ｙ－ｓｔｙｌｅ － ドローンによる屋根・外壁診断の実施・施工のＰＲ

愛知県 ＥＡＲＴＨ　ＣＯＬＯＲＳ －
自社の知名度を上げ、ウォールグリーンで他店との差別化を図り、新規顧客
の獲得を図る。

愛知県 筋・関節リラクゼーション　柔　ＹＡＷＡＲＡ － 「肩こり」「四十肩」「膝の痛み」特化型予防整体の販路開拓

愛知県 ＶＯＹＡＧＥ（ボヤージュ） － 満足感を視覚から得られるインフォームドコンセントの確立事業

愛知県 Ｐａｓｔｅｒｉａ　ＢＯＵＮＴＹ － 顧客タイプ別の利用シーン創造を目的とした店舗改造事業

愛知県 ハチスカ株式会社 6180301001764 作業服専門のセレクトショップ化による新規顧客開拓

愛知県 たいやき　わらしべ　岡崎店 － 電飾デジタル看板を活用した夜でも一目でわかる訴求活動事業

愛知県 株式会社岡崎グリーンゴルフガーデン 1180301000333 ショートコース初心者プラン、体幹トレーニングプランで顧客開拓

愛知県 ヘアーシェーン － 岡崎市当店だけ！女性専用夜間時間枠がある美容室の販促活動強化

愛知県 ＫｅｎＣｕｂｅ － オリジナル商品のブランド力強化と、海外進出用英語ＨＰ作成

愛知県 スクリーン印刷ヒロセ － 技術説明を強化したホームページにリニューアルし販路拡大。

愛知県 成尾塗装 － 豊橋初、エイジング塗装による外壁リノベーション事業の展開

愛知県 レストラン　シャンデリア － 高齢化したお客様〝専用″テーブル席で売上１５３万円ＵＰ計画

愛知県 リトルスジュエリー － 彫技術取得によるハイデザインジュエリーの商品化と販路拡大

愛知県 株式会社ＩＣＨＩコーポレーション 8180301012396 パソコン教室を活用し認知症予防の介護事業で地域貢献と売上ＵＰ

愛知県 ＥＶ　ＴＯＹＯＨＡＳＨＩ株式会社 8180301012297 世界で唯一のオリジナルデザインカーの知名度・売上アップ計画

愛知県 株式会社原田木型工業 1180301008442 ＥＣ事業、レーザー加工事業の売上拡大を目指す営業戦略

愛知県 株式会社サンショク 1180301005745 農水大臣賞受賞「キャベコロ」を核とする自社商品の拡販事業

愛知県 おかもと農園 － 「柿農園が作るギフト商品」の開発・販売促進

愛知県 もりウインナー － ハム・ソーセージ専門店が販売する本格テイクアウト商品の展開

愛知県 カネフク漬物株式会社 7180301005401 地元産農産物「柿のしょうゆ漬」商品ＰＲ・ネット通販展開

愛知県 和食はる － ３世代家族の団らんとしっかりメニューＰＲによる集客２０％増加計画

愛知県 洋食厨房　キッチンＤｅｍｉ － ごはんに合う料理看板とプライベート空間作りで売上７％ＵＰ計画

愛知県 株式会社佐野質店 2180301012402 「終活」「生前整理」「断捨離」をキーワードにしたネット戦略

愛知県 美右衛門 － 人力車と車椅子から繋がる新訪問美容のブランド化での販路開拓

愛知県 株式会社タスキ 6180301029327 当社サイトＴＡＳＵＫＩの集客力向上のために行う広告宣伝活動
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愛知県 森岡クリーニング店 － クリーニングの周知徹底事業と宅配洗濯代行の告知事業

愛知県 美つ輪 － 「３回目の二十歳」還暦の女性に赤いジュエリーで売上アップ

愛知県 和彩創菜はな － 知多半島の素材で、花料理を開発し売上月３０万円アップをはかる

愛知県 有限会社エガミ 1180002086820 「この時代だからこそ自宅葬！」ＰＲで顧客獲得

愛知県 株式会社川田自動車 1180001121669 原点回帰！自動車整備で相乗効果、新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社葵ベーカリー 6180002083053 若年層以外の新規顧客を増やすための店舗改装による利便性の向上

愛知県 有限会社杉木オートサービス 4180002083550 新機能搭載車両の整備ができる最新電子制御診断機導入による売上拡大

愛知県 株式会社リクッド 2180001093866 「宮古島産アロエベラを使った新商品」の販路拡大事業

愛知県 有限会社クイット 5180002083351 バルーンを入口とした提案型営業による顧客獲得

愛知県 美容室Ｄｉｃｋ － 「ヘッドスパ」導入とＩＴを活用したＰＲによる販路開拓事業

愛知県 有限会社シンセイ印刷 2180002080062 デザインサポート型印刷通販サイトによる販路拡大事業

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海外市場に向けての販路開拓

愛知県 グランジュッテ株式会社 4180001113151 忙しい女性が豊かに暮らすためのリフォーム提案

愛知県 ＣＡＦＥｂａｎｙａｎｔｒｅｅ － 調理設備効率化による、健康志向なメニューの開発

愛知県 株式会社アポロ 8180001081881 希少な輸入壁紙を契機にＢｔｏＣ市場への販路を開拓

愛知県 菊一あられ株式会社 6180001082527 地元一宮市に根付いた商品展開によるＢ　ｔｏ　Ｃ事業

愛知県 ナギ接骨院 － 中高年女性の「冷え性」改善サービス創設と広告宣伝策による販路拡大

愛知県 木工房　すえひろ － めざせ！住宅取得者への販路拡大！やるぞ！環境改善工事！

愛知県 株式会社カモノハシコウムテン 4180001124363 ホームページを活用した「空き家」のリノベーション拡大事業

愛知県 株式会社今枝ラタン 8180001082161 父から受け継ぎ三姉妹が造る尾州織物使用ラタン家具の販路開拓

愛知県 有限会社サン・オリオン 8180002076393 お客様の要望・声を反映したジャガード織物の製造・販売を目指す

愛知県 Ｌａ　ｐａｕｍｅ － マタニティ向け昼割りプランを新たに設定し、新規顧客を獲得する

愛知県 有限会社坂口工業 9180002080097
トヨタ式　工場現場改善の導入　【　改善　ｋａｉｚｅｎ　】従業員の心を「改善魂」
に変える事業

愛知県 合資会社安藤商店 7180003011350 老舗乾物店の後継者による自然由来の菓子「かつお豆」の販路開拓

愛知県 株式会社蘇東電機商会 5180001082949 愛知県内第１号　町の電気屋が体験型「そとカフェ」を開店

愛知県 Ｌｉｖｅｓｔｙｌｅ　Ｈａｒｐｓｔｙｌｅ － 「和装ハーピスト」による癒しとパフォーマンスをＰＲ

愛知県 東海窯礦株式会社 7180001079101 音楽ギフトの力で感性豊かな人材教育の普及活動

愛知県 株式会社ＡＰＥＲＴＯ 7180001106029 最新洗浄専用設備導入とＩＴ活用による顧客満足度向上

愛知県 服部理容館 － 顧客満足度向上のための「シェービングエステ」メニューの多様化

愛知県 丸仙陶器原料株式会社 7180001079266 脱水システムの効率化

愛知県 みのる陶苑 － 手元供養の商品ラインナップ強化と直販強化

愛知県 ＨＯＰＴＥＲ － 愛着の持てる住まいづくりのための工房兼ショールームの新設

愛知県 はらやま接骨院 － 腰痛に効く『はらやま式整体』の普及でサラリーマンを元気にする

愛知県 株式会社プロ・スパー 1180301011611 全国の地域農水産資源・特産品を活用した冷凍押し寿司の販路開拓

愛知県 株式会社リキュー 3180301011469 ＶＲ技術を活用したセミオーダー式デザイン住宅販路拡大事業

愛知県 大丸株式会社 5180301011129 自社ネット販売業績の強化

愛知県 コスメサロンまきや － 女性のキレイになりたい気持ちに応える新規顧客開拓事業

愛知県 ジョイフル株式会社 2180301011057 癒し・安らぎペット商材の新商品開発と販売促進事業

愛知県 楽食しゃもじ － リピーター増加のための駐車場整備と商圏拡大への広報作戦
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愛知県 末広ライフパートナーズ株式会社 2180301012476 貿易取引企業向け費用削減サービスを活用した販路開拓

愛知県 株式会社ブレインチャイルド 2180301028241 家電製品等の翻訳シール「おもてなシール」ネット通販の販路開拓

愛知県 バンダナ（ＢＡＮＤＡＮＡ） － インド料理で住民と法人需要を喚起し認知度アップ策を展開する

愛知県 グローバルファクトリー株式会社 7180301011861 自社施工の安心感と商品力をＰＲし、新規顧客開拓

愛知県 クリアーサポート株式会社 6180301029426 ＩＴ分析、情報発信型ＨＰ＋自動化への改新と周知で売上アップ

愛知県 株式会社戸田理平商店 6180301010360 海苔一筋七十年の海苔屋による商品開発と販路開拓・小売強化

愛知県 株式会社参邑 7180301026645 地元から親しまれる塗装業者への変革事業

愛知県 株式会社藤本工務店 7180301010186 女性の心と身体のストレスフリー治療を実現するＩＴ革命

愛知県 株式会社亘陽 5180301013983
透析・化学療法用チェアにおける脱着式左右兼用アームレストの開発と販路
開拓

愛知県 株式会社アプロディテ 4180301016574 働く女性の活躍を実現するエステサロンの集客向上計画

愛知県 おそうじ本舗知立店 － 地域住民に２４時間ＰＲし関係性を強化するための店舗改装事業

愛知県 有限会社野田安 2180302018737 温度管理の抜本的改革とアレルギー対応食品の販売力強化

愛知県 おきあがりこぼし －
酒場から再生！二毛作飲食店の確立に向けた顧客定着化を図る基礎空間
改修

愛知県 有限会社小野田石材 5180302021688 「良いお客様」づくりのための終活コミュニティ事業

愛知県 有限会社松華堂 3180302022333 故郷菓子の販路拡大のためＨＰ作成とネット販売環境の構築

愛知県 細麺屋くわとろ －
黒マー油豚骨ラーメンのＰＲと大規模な店舗改装、チラシによる新規顧客開
拓

愛知県 ＫＣＳセンター豊田 － ５０代以降の女性へ向けて当店らしさを込めた情報発信！

愛知県 ｉ　Ｓｍａｒｔ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 7180301029623 海外販路拡大のための多国語対応ＰＲツールの作成

愛知県 たむら鍼灸接骨院 － 野球肘検診による未来へ羽ばたく野球少年の体と健康を守る取組

愛知県 板倉印房 － 新規顧客を獲得へ、若年層向け商品のＰＲ事業

愛知県 株式会社カルチベイトジャパン 3180301017103 国内外向け「日本酒ソムリエ」システムの販路開拓

愛知県 株式会社ムーンフェイス 6180301013603 トヨタ・ハイエース用「ルーフサポートバー」の新製品開発

愛知県 ワコー電気有限会社 9180302017427 自社製品「シューポン」の市場別ブランド化および販路開拓事業

愛知県 有限会社大菊電化 5180302016457 「癒し＋体幹ストレッチ」の事業展開で新規顧客開拓

愛知県 有限会社ハヤシ商店 6180302017074 顧客信頼度の向上を促すための工場見学会・勉強会定期開催

愛知県 Ｓｕｇ´ｓ　ｈａｉｒ － 事業承継に向けた店舗改装と新メニュー開発による販路拡大事業

愛知県 有限会社松屋商店 5180302026506 お米の専門店が手掛ける美味しい炊きたてご飯の提供事業

愛知県 合資会社宮地呉服店 6180303002785 思い出のアルバムを充実させて客単価アップ計画

愛知県 ｇｉｎｏｂｉｌｉ － エスプレッソマシン導入によるイタリア料理店の差別化戦略

愛知県 ナガエ塗装株式会社 3180301022565 元請売上率向上のための販促活動の充実化計画！

愛知県 カネタ水産株式会社 7180301023205 新商品開発と東京シーフードショーで新規顧客を開拓！

愛知県 株式会社筒井鉄工所 5180301022662 新規顧客獲得のための製造業（加工業）の底力ＰＲ大作戦

愛知県 株式会社ゆい・リビング 7180301023907 改装！古民家ショールームでリフォーム引き合い数増加計画

愛知県 斎藤吾朗アトリエ － ・新規顧客開拓（刈谷市）と既存顧客へのサービス向上

愛知県 プラスでんきおさじま － 見て、使って、体感、実感してもらうリフォーム提案できる店に

愛知県 有限会社松川製作所 7180302027403 新規取引先獲得、又従業員増加のためのホームページ作成事業。

愛知県 有限会社ヨネプラ金型 3180302027431 新規取引先の開拓、現在ある量産製作以外の仕事量の新規受注確保

愛知県 ｌａ　ｎａｔｕｒｅ（ラ・ナチュール） － ラグジュアリー（贅沢）フットチェア導入による新規顧客獲得事業

愛知県 寳珠堂　あさい接骨院 － 未来の健康のために内側からの体質改善をアピールするためのＨＰ作成
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愛知県 有限会社と・ら・す・と 2180302027399 新規顧客と出逢いをつなぐＩＴ看板・ＨＰ作成事業

愛知県 合名会社鶴見製麺所 6180003013496 個人向け乾麺販売の本格開始に伴う看板・ホームページ作成

愛知県 木桶の栗田 － 伝統産業を後世に残すための新商品開発による新規顧客獲得

愛知県 広陽商工株式会社 9180001074075 ３Ｄプリンタ事業の効果的なＰＲによる販路拡大事業

愛知県 株式会社マクサスプロダクツ 1180001100276 ４Ｋ放送を見据えたドローンの設備投資・販路開拓

愛知県 Ｐｅａｕ　ｄｅｓ　ｖｅｌｏｕｒｓ － 新メニュー導入と店舗移転によるＰＰＣ広告を活用した集客促進

愛知県 有限会社９４ 7180002070629 「お得意様」特別ＤＭによる「わしょく屋」ファン獲得事業

愛知県 株式会社楽園 3180001075145 ホームページの決済システム改善とサイトデザインの変更

愛知県 株式会社名北 6180001066265 特産品認定に向けた新商品開発とスムージーの２つによる販路拡大

愛知県 美容室ポッシュアップ － 新規客獲得高濃度炭酸泉シャワー導入キャンペーン

愛知県 有限会社関正造園 4180002066398 ホームページ作成、パンフレット作成

愛知県 株式会社さくらギフト 7180001074795 新店名のブランド周知に伴う包装紙・紙袋のリニューアル

愛知県 Ｎａｔｕｒｅ　Ｗｏｒｋｓ － 保管付きクリーニングとＩＴ導入による他店との差別化・販路開拓

愛知県 株式会社グランツ 5180001085753 営業力強化のための営業基盤と営業体制の再構築

愛知県 有限会社常滑給食 5180002086172 ブランディングによる当社の認知度向上のための様々な販促活動

愛知県 ＹＳＫフード － 高齢者向け本格和食調理をウリにしたケータリングサービスの展開

愛知県 ＭＵＫＵ． － 新メニュー【親子カット】によるイメージ向上と認知度アップ。

愛知県 エス・ジー・オー・カジワラ － ステンドグラスのファンを拡大するための事業

愛知県 カットクラブたかみ － 理容店のシェービング技術で幅広い女性客の心を掴む販路拡大作戦

愛知県 キッチンくま － くつろぎ空間の提供で、ゆっくり会食ができる店舗づくり事業

愛知県 株式会社クライミング 6180001078021 当院公式アプリの導入によりリピート客増大を図る事業

愛知県 有限会社三笠システムズ 2180002070047 ロボット・プログラミング講座の販売促進

愛知県 秋田飼料 － 効果的な店頭看板の設置による新規顧客の誘導と獲得

愛知県 ヤマ・インダストリー合同会社　然心庵 7180003010402
コーチン焼包子とコーチンつくねまぜそばの開発による、女性、年配層の新
規顧客獲得

愛知県 ウィズラブインターナショナル株式会社 8180001075594 砂糖不使用・糖質制限ケーキのネット販売による新規顧客獲得

愛知県 ドミノ・ピザ小牧大山店 － 新聞折込広告のエリア拡大による新規顧客獲得

愛知県 ヴィーチェ － 厨房機器を導入しお客様との会話の時間を捻出、リピート率を回復

愛知県 有限会社池田屋 8180002074265 和式トイレを改修！女性固定客の宴会利用回復と観光客を取り込む

愛知県 おれんじや有限会社 8180002075313 園児の給食を安心食材で。当社が取り組む食育をＰＲし販路拡大！

愛知県 星月夜 － テイクアウト商品のパッケージデザイン、ロゴの制作／新規販路開拓

愛知県 犬山ビール株式会社 3180001080731 犬と一緒に地ビールを味わう開放的空間の増設による個人客開拓

愛知県 雑貨マーケットＭＩＣ － 「ミシンを使えないママへのお手伝い事業」

愛知県 株式会社法輪 8180001094553 「一番困っているときに親身な対応を」地域密着葬儀事業ＰＲ計画

愛知県 株式会社サンアール 4180301026689 全国初“学習机がたつき防止足キャップ”の試作開発と販路開拓

愛知県 Ｐｌａｉｓｉｒ － 子育て世帯に優しい、大府一番のプライベートサロン化大作戦！

愛知県 柊山ガーデン － 席数倍増で団体客１００名ご予約可！店舗改装・売上倍増大作戦！

愛知県 ラークファクトリー株式会社 4180001122730
従業員労務削減を可能にする『らく楽ベルト』『らく楽ベルトＤＴ』拡販について
の取組

愛知県 島岡製作所 － ホームページ・看板作成等による精密部品加工事業者の販路開拓

愛知県 アロマステーションシェイプ － 「ＷＥＢと実店舗で発信！」アロマタッチケアの認知度向上計画
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三重県 株式会社三重木型製作所 2190001019028 介護ロボットに被せるソフトカバーの新機能開発と販路開拓

三重県 ファミックスさとう － 地域に密着した「お待たせしないサービス」で新規顧客を開拓！

三重県 株式会社マルワインターナショナル 4190001016345 地域の高齢者向けダンス教室の広告宣伝事業

三重県 ｒｏｆ　Ｈａｉｒ＆Ｅｓｔｈｅ － 美容室のお客様対象に行う特別な癒し空間でのトータルエステ

三重県 有限会社フイット総合保険 3190002023911 企業向け賠償保険・所得補償保険をホームページを使って販売促進

三重県 有限会社うな勢 1190002019374 「三世代で来店」ニーズに着目した家族連れ顧客の新規開拓事業

三重県 いすず法律事務所 － ＷＥＢ活用による専門性ＰＲと親近感ＵＰで新規顧客獲得事業

三重県 株式会社ブルック 9190001018857 ＳＮＳを最大限活用して店舗ＰＲをするためのテイクアウト事業の開始

三重県 株式会社大弘通信システム 7000012050002 事業経営を見据えた、経営基盤強化事業

三重県 株式会社れっどらいん 3190001022550 地産地消を活かした安心・安全・健康メニューで顧客獲得販促事業

三重県 ＶＩＮ－ＣＲＡＦＴ － テイクアウト商品販売による「宅飲み志向」の顧客獲得事業

三重県 ひよこ鍼灸サロン －
月経痛、生理不順などの女性特有の症状に特化した新たな施術による顧客
開拓

三重県 飯処しるべ － “他店と違う”をＰＲするＨＰ開設と外国人客誘客の為の店内改装

三重県 いちのもん － ネット販売の人気をＨＰに誘導するための集客ツールの構築

三重県 川合鈑金塗装自動車 － ＩＴを活用した販促と最新溶接機械の導入で営業利益ＵＰ事業

三重県 ケイジーエフ工業株式会社 5190001024578 ＨＰと看板を活用し需要高まる水廻りのリフォーム業への参入をＰＲ

三重県 有限会社福和 9190002001333
時代に対応した新パッケージ＆日本足の外科学会出展、販売促進に取り組
む

三重県 和洋菓子店岡田屋 － 縮小する商圏に対応し、チラシ、ＳＮＳ、ＨＰに連動した販売促進

三重県 有限会社マーレ 7190002004503 写真のラッピングで車の看板とＨＰのビデオ紹介で集客増加を目指す

三重県 有限会社グランドスラムオートパル 3190002000506 地域女性ドライバーと広域ヘビーユーザー獲得の為のＩＴツール活用事業

三重県 株式会社ハートランド 2190001001233 地方からクロスメディア発信！アイドル☆と学ぶ相続と不動産

三重県 宇治園 － 一日の終わりを特別な一杯で・・・伊勢茶ファンへと誘うために

三重県 有限会社花菖蒲 5190002009479 高齢者に優しい店舗空間の実現とプロモーション展開

三重県 三井呉服店 － 和装文化発信のための店舗リニューアルとプロモーション事業

三重県 株式会社エルモ 6190001011542 合成チーク販売・施工を足がかりとした新規顧客獲得

三重県 はしもと農園株式会社 7190001024469 付加価値（野菜の５０度洗い）を付けた有機野菜をネット販売で全国展開

三重県 美容室ドーゼ －
ホームページのスマートフォン対応による若年層新規顧客獲得、固定化の実
現

三重県 株式会社タニグチ住建 4190001023837 法人化を機にショールーム設置による新規顧客の獲得と信用力向上

三重県 月山義高刃物店 － 新品以上の切れ味と美しさに研ぎあげるケアメンテサービス

三重県 株式会社トレイズ 6190001006014 こだわり商品「チョコレート」の改良・ＰＲで新規顧客獲得事業

三重県 北川動物病院株式会社 1190001021604 壁面看板の設置と入口ステップ改修による新規顧客の開拓事業

三重県 ｍｏｎｆａｖｏｒｉ － 「こだわり志向が強い女性の心を掴む」サービスの特徴ＰＲ事業

三重県 ＩＳＨＩＤＡ１０９８ － ブランド力アップで事業継承を推進する事業

三重県 クラフトアルマジロ株式会社 4190001005785 スマホ対応ホームページとＥＣ構築、ショールーム開設と顧客開拓

三重県 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ＵＮ　Ｄａｎｉｅｌｓ － バリスタチャンピオンの自家焙煎珈琲を広め、店舗ブランドを強化

三重県 株式会社Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ 8190001021408 板金塗装を素早く完了！新サービスによる顧客満足向上事業。

三重県 有限会社アイサン技研 9190002016232 専用機械設計製作と電気ソフト製作の技術力ＰＲによる販路拡大

三重県 株式会社ペン益塗装店 3190001012543 玄関ドア塗装・社寺塗装等①独自②新規③既存商材の販路拡大！

三重県 有限会社長瀬印刷所 9190002016918 紙の活用は無限大。変形型販促物制作による新規顧客発掘
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三重県 株式会社ランドフォーライフ研究所 8190001022447 健康器具「水素風呂リタライフ　－Ｌｉｔａ　Ｌｉｆｅ－」の周知と集客

三重県 株式会社デパール 1190001013147 創業３０年！地元客が集えるお店づくり～お店の魅力をアップ～

三重県 有限会社中井秀美堂 1190002012255 シルクスクリーン印刷による紙媒体以外の印刷物の提供と販路開拓

三重県
ＣＯＭＭＯＮ　ＳＮＡＰＰＥＲ（コモンスナッ
パー）

－ 伊賀から世界発信！グローバルブランドとしての販路開拓

三重県 有限会社セントラルゴム 1190002012206 ゴム手裏剣新種金型作成による販路拡大

三重県 北川牛乳店 － 地元で愛される「おいしい牛乳」を使ったアイスモナカの製造販売

三重県 ＡＭＣ － 自社ブランド強化による小規模メーカーのビジネスモデルの構築

三重県 大平畳製造所 － ホームページヘの誘引型チラシで集客カアップ強化事業

三重県 生甘堂 － 幻の亀山紅茶（べにほまれ）とレトロモダンな装いで新たな顧客を開拓！

三重県 ＣｏＣｏＮｏｅｌ － 高齢化社会に対応するため心身ともにリラックスできる美容院へ

三重県 活魚　清紀 － 活魚の運搬体制の改善による販路開拓事業

三重県 有限会社世古米穀店 3190002005463 お米マイスターのその場精米の実演販売による収益改善と差別化

三重県 有限会社Ｆａｉｒｙ 8190002013412 ネット検索上位を保持する商品紹介ページ制作による売上向上事業

三重県 ＢＡＭＢＯＯ　Ｂｏｕｌｄｅｒｉｎｇ － 「クライミング＝健康・美」プロモーション強化による女性会員獲得事業

三重県 株式会社福持酒造場 4190003001163 年内に純米酒の新酒を出荷することで販売量アップ！

三重県 有限会社浜辺屋 1190002010663
漁師の海鮮丼メニュー開発と漁師居酒屋を強調した空間テーマ演出・ＰＲで
売上アップ

三重県 株式会社井上商店 7190001007878 仕立加工場の新設とＨＰ開設によるスピーディーな漁業者支援

三重県 株式会社マリンおきた 3190001021057 景色、食、花火が満喫できる体験を強みに個人客市場拡大を目指す

三重県 株式会社ミネルヴァ 2190001007577 オリジナル商品のデザイン＆ＳＮＳ戦略によるプロモーション事業

三重県 有限会社朝雲館 1190002010382 インバウンド対応ＷＥＢサイトのリニューアルと楽天カスタマイズで収益拡大

三重県 香潮 －
強みである店主の腕前と食材を活かしたプラン造成とおもてなし環境整備で
売上ＵＰ
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