
平成２９年度補正予算　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 株式会社丸善グループ 9200001005003 「代理店と協業する事業領域拡大と在庫管理システム導入」

岐阜県 株式会社ぜにや 7200001002852 ～ジャパンブランドを発信～海外展示会出展による新規販路開拓

岐阜県
フェイバリット法務土地家屋調査士・行政
書士事務所

－ ワンストップサービスによる新規顧客獲得と認知度アップ

岐阜県 株式会社Ｆ－ＳＴＹＬＥ 3200001028083 ネットショップ出店と訴求力の高い販促ツール作成による販路開拓

岐阜県 有限会社南谷畳店 4200002009008 地域密着の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 有限会社マボ 5200002004370 売り場づくりとＨＰでの広報活動の強化による販路開拓。

岐阜県 株式会社一休 3200001009546 店舗顧客獲得の為のホームページ制作

岐阜県 ハセガワ企画 － 溶剤インクジェットプリンター・カッティングプロッター購入

岐阜県 ロハヘアガーデン － 出張訪問美容を通じての新たな市場参入と顧客獲得

岐阜県 学研ＣＡＩスクール岐阜長良校 － 地域唯一の学習塾ＰＲと学習がはかどる教室づくり

岐阜県 株式会社堀江メガネ 9200001004748 快適なメガネを提供するための試視力検査表等による販路開拓

岐阜県 ラブアンドホープ動物診療所 － 代替治療可能な往診専門動物病院の認知度アップで新規顧客獲得

岐阜県 株式会社登昭建設 2200001008615 高性能木造住宅専門店としての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 整体院きい － 「女性専門の整体院として認知を高めるホームページの刷新」

岐阜県 株式会社キムラ産業 1200001001653 金型温度調節機導入による製造工程の安定化

岐阜県 有限会社和幸 3200002007549 岐阜県産淡水魚商品「ＬＳＰ」の知名度アップ、ブランド構築事業

岐阜県 ＢＬＯＷ－ＵＰ － 髪の老化ケアに取組むサロンのイメージ浸透による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社奥田銃砲火薬店 1200001000837 ＨＰ新設＆店舗改装による若・中年層の新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社アチュ 3200001031252 本場イタリアワインを絶対に注文したくなるような空間作り

岐阜県 有限会社ラグジュアリー 8200002009078 ダッジ社車輛カスタムパーツ・カスタマイズ車輛の販路開拓

岐阜県 ござるさ － 流行に左右されない持続的な飲食店経営に向けた業務変更の取組み

岐阜県 株式会社メディアス 6200001030516 「痛みのケアからトレーニングまで出来るサービスの拡大」

岐阜県 有限会社ラーニング・スクエア 9200002002585 ホームページリニューアルを行い、強みを情報発信する塾へ

岐阜県 Ｔ－ｌａｂｏ － 「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 古川神具店 － Ｈ／Ｐの開設及びパンフレットでの認知度向上を図る販路開拓事業

岐阜県 しん整骨院 － 産後矯正を軸とした院の認知向上

岐阜県 株式会社ネクスト名和 1200001003947 新規顧客との打ち合わせスペースの充実化による販路拡大事業

岐阜県 株式会社ＤＲＪ 9200001029893 塗装リフォーム工事の新規顧客獲得のためのホームページ制作

岐阜県 丸イ株式会社 8200001029424 ガスだけでなく電気も提供できる身近なエネルギー販売店を目指す

岐阜県 合同会社ｆｏｕｒ－ｌｅａｆ　Ｃｌｏｖｅｒ 8200003004045 ヘナ・ハーブの普及と販路の開拓事業

岐阜県 さぎ山たなか接骨院 － 新型治療器導入の周知と業務効率化による販路拡大

岐阜県 株式会社向伸 6200001031563 訴求力の高い看板の設置と『ケーブルテレビＣＭ』による販路開拓

岐阜県 株式会社ハミルトン・ウェルネス 9200001032377 ＦａｃｅｂｏｏｋによるＯＢＬＡＤＩ　「ピーリングジェル」商品認知度拡大

岐阜県 ベジパレット － 新規顧客獲得の為のチラシ等印刷物、ホームページの制作

岐阜県 Ｐａｓｓｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ － 徹底したリフォーム診断を行うための無料足場サービスの導入

岐阜県 絵本と童話の店　おおきな木 － 子どもたちに夢を！おおきな木２５周年リニューアル事業

岐阜県 中村屋フードアクト株式会社 6200001003075 独自製法による岐阜県産ドライエイジングポーク製品の認知度向上

岐阜県 株式会社Ｃ．Ｏ．Ｓ 1200001034389 新築工事・リフォーム顧客獲得のためのホームページ制作

岐阜県 株式会社中川商店 7200001003818 寄り添うジュエリーがもたらす“活動力の向上と彩ある生活”

岐阜県 有限会社オークラ 7200002000756 レーザー加工システム導入による店舗・卸への販路拡大

岐阜県 ＯＬＩＯＡ株式会社 5200001033692 ＶＲ・動画の要素を取り込んだホームページ制作による受注増加
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岐阜県 ＪＮ － 戦略的Ｗｅｂインフラの構築

岐阜県 パンシノン － チャンスロスを解消するための生産性向上の実現並びに販路開拓

岐阜県 有限会社ジュエリーファッションあき 9200002002346 看板新設による子供用メガネ専門店としての認知度アップ事業

岐阜県 ミナト製傘合同会社 1200003004175 新しい和傘の開発で売り上げ拡大

岐阜県 株式会社フルタ 9200001034506 認知度向上と売上拡大のための顧客への情報発信強化事業

岐阜県 有限会社そば家 4200002005857 お店への入りやすさと魅力を伝え、岐阜の和食文化を拡げていく！

岐阜県 ｋｏｕｇｅ － クグロフ菓子屋と地元作家の複合店舗による新規顧客獲得

岐阜県 フィットネススタジオきらら － スタジオレッスン専門クラブの認知度向上による新規顧客獲得事業

岐阜県 河村尚江デザイン事務所 －

岐阜県 汎陽科学株式会社 5200001004248 新商品「フミン酸配合化粧水“息吹の雫”」の販路拡大事業

岐阜県 合同会社椿洞ものづくり研究所 4200003003983 高級木製筆記具ブランドの構築

岐阜県 合同会社さくら 3200003003118 「和」のメニューと外装のブラッシュアップによる新規客創出

岐阜県 ティーチーノジャパン株式会社 5200001032637 米国Ｎｏ．１代飲珈琲「ティーチーノ」ネット通販事業の継続拡大

岐阜県 株式会社Ｆｉｎｅ－１ 9200001008880 Ｆｉｎｅ－１販路開拓、集客のための外観、看板工事

岐阜県 ヒトノネ － 女性の活躍推進を支援する民間学童サービスの認知度向上事業

岐阜県 株式会社ＦＰプラザ 3200001035179 真のライフコンサルティング、ブランディング事業

岐阜県 絵画教室ｇｉｆｔ － 高齢者や障がい者に魅力あるカリキュラムの提供による事業拡大

岐阜県 合資会社金蝶堂 2200003000033 人を惹きつけるパッケージ等製作による商品価値の向上と売上拡大

岐阜県 三敬株式会社 8200001002125 新ブランド「敬天粋人」のデザイン開発及び販路開拓

岐阜県 丸武製本紙工 － ディスプレイブックの販路拡大

岐阜県 住まいるエブリ － サブリミナル効果で、新規顧客を獲得、そして固定客に

岐阜県 めん処　堀川 － ランチ新メニュー開発とディナーうどん居酒屋開始による集客強化

岐阜県 オールドパイン － 経年劣化や老朽化に伴う店舗の外装／内装改善による顧客獲得

岐阜県 ヒラタ産業株式会社 5200001004421 エスプレッソ導入によるカフェメニューの強化で売上拡大

岐阜県 オフィスリブラ － 岐阜の中小企業版　オーダーメイド型働き方改革支援の販路開拓

岐阜県 椿商事株式会社 2200001003459 「椿商事」のブランドコンセプト再定義、ブランド構築事業

岐阜県 合資会社魚ぎ 7200003000251 地域密着型さかな屋の認知度アップと魚屋バルによる新規顧客開拓

岐阜県 株式会社吉田法衣店 5200001014445 業界初！葬儀用袈裟の革新的デザイン開発事業

岐阜県 フラワーショップあや － ネット時代への対応とショッピングサイト構築による販路開拓事業

岐阜県 株式会社職人の店大垣 7200001013726 職人が喜ぶ！作業着のプリントサービスの導入事業

岐阜県 ＳＷＥＥＴＳ　ＳＴＵＤＩＯ　ｅＦ － オリジナル包装とパンフレット作成によるファンづくり事業

岐阜県 ＭＩＮＯＲＵ　ＤＥＳＩＧＮ － ホームページとパンフレット作成による顧客獲得と販路開拓事業

岐阜県 株式会社田中屋せんべい総本家 6200001013941 子供に優しいおやつ「せんべいびー」のブランディング・販促活動

岐阜県 有限会社クッチーナ 2200002015148 顧客のニーズに合わせたグランドメニューのリニューアル

岐阜県 株式会社ＳＨＩＺＡ 4200001028446 リニューアルオープン告知＆メニュー表刷新で来店数・顧客単価増

岐阜県 ミヤビワークス株式会社 1200001034851 非常持ち出し袋販売専門ＥＣサイト制作事業

岐阜県 株式会社カネショウコニー 9200001013443 スポーツ需要を持つ女性や子供をターゲットとした新規顧客開拓

岐阜県 十六兆 － 周知活動による知名度向上と設備改善による生産量・品質向上事業

岐阜県 ヘアーサロンＴＯＭＩＤＡ － 新ブランド認知度向上に向けた取り組み

岐阜県 株式会社ハヤシ電器 6200001014147 自店サービス内容（あんしんサポート）認知度向上による増客事業

岐阜県 株式会社Ｌｅａｗｏｏｄ 2200001035097 「木と革を使った高級小物」の魅力ＰＲ
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岐阜県 麦とろ大垣 － 創業４０年に向けて、高齢者に喜ばれる店舗づくりによる販促事業

岐阜県 アクアテラス株式会社 7200001017025 チラシ作成及び折込による生徒数アップ

岐阜県 株式会社那由多 7200001033591 ホームページを中心とした販促の連携による集客力最大化事業

岐阜県 ＨＤ　ＲＵＳＨ－１ － 新たな顧客開拓の為の　世代に合わせた集客力向上　お店の魅力を発信

岐阜県 大学受験の桔梗会 － 地元への広告で露出ＵＰ！新規生徒３割増獲得プロジェクト

岐阜県 武内合資会社 1200003001668 海外展示会への出展・販路開拓とインバウンド獲得の取組み

岐阜県 ＬＩＮＫＳ － お客様の記憶に残る保険代理店にギフトカードをお届けします！！

岐阜県 株式会社優月 7200001014930 魅力的な店舗外装つくりによる新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社松岡屋フードセンター 5200001014263 気軽に利用可能なケータリング・サービスの販路開拓事業

岐阜県 株式会社わかぞの　人形処　わかぞの 3200001013143 節句人形販売における新規及びリピーター客獲得事業

岐阜県 ウィット企画舎 － 飛騨地域の人脈拡大と認知度向上のためのイベント・展示会の開催

岐阜県 株式会社荒川製材機製作所 7200001024681 販路拡大のためのホームページ新設

岐阜県 有限会社長瀬久兵衛商肆 8200002025637 歴史ある商品のブランドリニューアルによる店舗売上倍増計画

岐阜県 リコピンフーズ株式会社 1200001030644 飛騨高山産食材のこだわり中華とおもてなしサービスの周知事業

岐阜県 のの花 － 店の改装・ＨＰの充実で、取りこぼしていた観光客を集客

岐阜県 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ｉｎｔｏ － 男性へのヘッドスパ強化と飛騨地域初の訪問美容スタート事業

岐阜県 有限会社はぎ 5200002025714 外国人観光客がひかれる、日本の伝統的手芸の良さが伝わる店作り

岐阜県 飛騨高山よしま農園 － 百貨店や上質小売店等への新規販路開拓と農園ブランド化実施

岐阜県 Ｎｉｎｊａ　Ｐｒｏｊｅｃｔ － 忍者体験設備導入とｗｅｂ強化による外国人観光客の販路開拓事業

岐阜県 山崎建築 － 建築屋と薪ストーブ店の連携によるリフォーム事業の販路開拓

岐阜県 株式会社ＡＣＳ 6200001025664 ６次産業化を推進する為のクエ新商品の商品開発及び販路開拓

岐阜県 幸コーポレーション株式会社 8200001028442 新たなターゲットを獲得するための個室新設事業

岐阜県 Ｐｅｎ　Ｓｈｏｐ　ＩＭＡＩ － 高級万年筆の販売強化とくつろげる店舗づくり事業

岐阜県 ＡｍｂｅｒＲｅｓ － 自社開発新商品アイブロウカラー「ＣＨＡＲＭＡＮＴ」の販路開拓

岐阜県 ｃｕｐ　ｏｆ　ｔｅａ（カップオブティー） － 和紙の手漉体験アクティビティ開発およびお土産品の商品開発

岐阜県 株式会社コンパス 9200001027303 地元の人たちに永く喜ばれ、愛されるお土産の開発

岐阜県 石政佐藤石材有限会社 3200002019932 地域初の樹木葬墓地立上げによる新規顧客の獲得

岐阜県 株式会社丸朝製陶所 4200001021038 おもてなしコーヒー文化ドバイ・近隣諸国向け、海外出展事業

岐阜県 株式会社アロン 6200001034384 新規顧客獲得のための新商品開発事業

岐阜県 株式会社ベストカーテン 6200001030722 『一部屋リフォームサービス』の開始

岐阜県 カギヤバレエ・ダンススクール － 地域の子育て世代と主婦層向けの体験会による広報宣伝事業

岐阜県 ＢＩＫＥ　ＥＩＧＨＴ － ＭＢＴシューズウォーキングスタジオの設置と自転車専門誌へ告知

岐阜県 有限会社富士神陶 8200002020621 事業継承による、生産性向上の為の機械設備投資

岐阜県
佐藤翻訳事務所＆ビンキューロジス
ティックス

－ 翻訳案件の請負に求められるコンピューター支援翻訳ツールの購入

岐阜県 ＪＵＡＮ － ネオクラシック結婚式（仏前結婚式）の認知向上と式場への販路拡大

岐阜県 くらしの整理収納☆革命 － 遺品整理・老前整理サービスの販路拡大事業

岐阜県 有限会社玉木酒店 7200002020399 来店客の満足度を上げる店づくりで商店街活性化に寄与する

岐阜県 珈琲家猫猫 － 看板設置等による地元グルメ振興と集客事業

岐阜県 Ｔｉｃｋｌｅｇｌａｓｓ － ガラス体験の集客力アップの為の設備の導入と工房内作業環境の整備

岐阜県 株式会社グリーンズメンテル 2180001089220 新工法「ＧＭ土の篩分け工法」による公共事業依存からの脱却

岐阜県 友好飯店 － 高齢者に優しい健康的な料理開発と集客アップ作戦による販路開拓
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岐阜県 韓国家庭料理キムチェ － 煙モクモクの時代は終わった！無煙ロースター導入事業

岐阜県 有限会社イナータス・フェスタ 7200002019334 肌の悩みを抱えている方への心と体のケアＰＲ事業

岐阜県 株式会社関菊水刃物 9200001019259 漁業刃物分野から農業刃物分野への挑戦！史上最大のＰＲ大作戦

岐阜県 ＥＹＥＬＡＳＨ　ＳＡＬＯＮ　ＲＥＧＡＬＬＹ － 新サービスに合わせた看板設置・景観補修でＰＲ事業

岐阜県 株式会社匠建 6200001017158 ドローンと赤外線サーモカメラを使った空撮による建物検査

岐阜県 レガル　フタワ － 金菓賞受賞の刃物の街に因んだ「鍔千両」を武器に関市から全国へ

岐阜県 ヘアーマックスワカイ － 座・時短！髪染め時間２０分短縮するための生産性向上チャレンジ

岐阜県 株式会社花井金型製作所 8200001017255 製品試作から量産まで全部お任せ楽々ワンストップサービス

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ＭＯＴＨＥＲ 8200001034804 高い技術力を浸透させるＰＲ活動、ドッグランのフェンスの改修

岐阜県 株式会社ライフクリーン 3200001033760 事故物件でお悩みの方への特殊清掃専門家によるクリーンＰＲ事業

岐阜県 オトコノトコヤＴＯＫＯＴＯＫＯ － 男は待ち時間が嫌い！待たせないお店づくりでＰＲ大作戦！

岐阜県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｌｉｂｅｒｏ － 脱パサパサ髪！美髪のための専門家によるヘアケア事業

岐阜県 ＦＵＫＵＴＡ　ＴＩＲＥ － ホームページとＳＮＳを活用したタイヤ販売・個人客取込事業

岐阜県 髙木利彦税理士事務所 － ホームページの作成で情報発信、そして新規顧客の獲得企画

岐阜県 髙瀬一平 － 本格的「格闘技・フィットネス・スポーツ施設」ＰＲ事業

岐阜県 たなごころ － シニア層に気持ちよく来店いただけるバリアフリー工事事業

岐阜県 メガネ・時計・宝飾　山内 － 販売してから始まる一人ひとりに応じた補聴器サロン開店

岐阜県 株式会社Ｋ．Ｈ．Ｖグループ 3200001035006 麺処　晴　ファミリー層獲得に向けた販路拡大

岐阜県 はやし農場 － 店舗、作業テラスの拡張と「焼き栗機」の導入による販売ロス対策事業

岐阜県 共立化工有限会社 3200002023265 県内唯一の装飾クロムめっき加工技術のＰＲ事業

岐阜県 四方木屋 － 屋外飲食エリアの構築と店舗のイメージアップによる集客事業

岐阜県 服部石材 － 新事業『ペット供養事業』拡大のための広告宣伝事業

岐阜県 有限会社ソーキ製作所 1200002023374 ３次元ＣＡＤＣＡＭソフトで産業装置製造会社への事業拡大

岐阜県 りようてん市川 － 女性客へ、頭皮、頭髪のエイジングケアメニューの新設計画

岐阜県 大平の山彦 － 座卓テーブル導入によるシニア層の宴会・法事の取り込み

岐阜県 おぐり行政書士事務所 － 販路開拓のための広報宣伝事業

岐阜県 有限会社遠山電器 1200002024629 豊田北部の顧客開拓による工事数増加を目指す事業

岐阜県 美濃手漉き和紙工房　Ｃｏｒｓｏｙａｒｄ － 折り紙専用紙の開発・販路開拓

岐阜県 八幡屋 － ランチ導入による新たな顧客獲得と、快適な空間の提供。

岐阜県 株式会社ヤマニ不動産 3200001030956 美濃市の不動産の事なら【ヤマニ不動産】というイメージづくり

岐阜県 株式会社深和紙店 7200001019517 生活者発想から生まれた美濃和紙の新商品の販売促進企画

岐阜県 株式会社マルサ研磨巧業 8200001033665 自社ブランド「宝長」の新規販路開拓に向けての広報活動

岐阜県 丸重製紙企業組合 2200005007522 工場見学・産業観光を目的としたＨＰの構築による販路拡大の取組

岐阜県 有限会社呉服の鈴屋 1200002018688 店舗改修により呉服店のイメージを一新、来店率と売上ＵＰへの挑戦！

岐阜県 前田本店 － 昔から食べてきた郷土の味！！高齢者に優しい配達サービス

岐阜県 有限会社老田屋 4200002026762 新規顧客獲得と、優良顧客を利用した消費者への直接販売促進

岐阜県 株式会社日本セラティ 4200001021491 美濃焼磁器製角型・楕円型洗面ボウルの新商品開発と展示会出展事業

岐阜県 ドッグサロンＯｎｅ’ｓ － オゾンペットシャワーの導入と広告掲載による販路開拓事業

岐阜県 陶友長江商店 － 海外展示会出展に向けた商品開発、カタログ作成事業

岐阜県 株式会社フィールド 3200005008379 「美濃焼」のアメリカ市場販路開拓のための海外展示会出展事業
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岐阜県 丸新製陶有限会社 9200002021619 ブランド構築による都市型雑貨店等小売店の直接販路開拓事業

岐阜県 有限会社ヤマカ斎木製陶所 6200002021753 「光山窯」ブランドの自社オリジナル陶磁器の販路開拓

岐阜県 スポーツミキヤ － 練習環境改善によるジュニアテニス客獲得事業

岐阜県 有限会社つちもとガーデン 5200002021374 地域一番のフラワーショップとしてフラワーギフトの充実を目指す

岐阜県 合同会社ＳＨＩＭＩＺＵＹＡ 9200003003979 オリジナル・メッセージ入り刻印木箱ギフトによる販路開拓事業

岐阜県 エーワ美容室 － アレルギーに悩む方が安心しておしゃれを楽しめるサービスの提供

岐阜県 有限会社ヤマキ林金之助商店 8200002021743 飲食店をターゲットとした集客に繋がる食器の製作および販路開拓

岐阜県 渡辺陶器有限会社 5200002021853 若い世代に対しての認知度アップと取り込み、新規顧客確保

岐阜県 合同会社もふもふ 6200003003643 原材料から副産物まで！米・酒・酒粕をギフト化して海外へ販売

岐阜県 角山製陶所 － 陶芸教室の魅力ＵＰとおひとりさま集客事業

岐阜県 有限会社快山製陶所 6200002021092 青白磁、白磁の技術を活かした新商品「磁器ランプシェード」開発

岐阜県 株式会社山銀飛水園 8200001021629 コンセプトを明確にした看板・のぼり旗設置による新規顧客獲得

岐阜県 杉タイル株式会社 9200001021355 タイルを使ったＤＩＹキットの開発による販路開拓事業

岐阜県 カフェ燈 － 出張パーティー、オードブルなどケータリング事業

岐阜県 山喜製陶株式会社 9200001021958 「地域ブランド・みずなみ焼の販路開拓の商談強化のための内装改修」

岐阜県 とらや製菓舗 － 安心・安全でこだわりを持って作っている各種餅、和菓子類の販路開拓

岐阜県 株式会社オーガニックフーズ 1200001034414 商品の包装、工場直営販売スペースの設置

岐阜県 有限会社マツイデンキ 7200002022156 介護福祉事業の認知度を上げるための宣伝活動

岐阜県 株式会社イトウ建材店 3200001021716 ホームページ刷新による情報発信及び新規顧客獲得

岐阜県 健康工房　瑞浪 － 足底面圧センサーによる体重心の指導及び、処方箋インソール制作

岐阜県 有限会社日本料理　鳥安 8200002022097 移動販売による店舗誘客促進事業

岐阜県 はち工房こうけつ － 良質な天然国産ハチミツの優位性の周知を高める販路拡大

岐阜県 大井プラザ株式会社 3200001023670 電力量計スマートメーター化による収益改善事業

岐阜県 有限会社西山鐵工 4200002023909 知的資産を活用した新事業で営業強化の為のＷＥＢサイト構築

岐阜県 とこや十字路 － 高齢者対策等の店舗バリアフリー化計画

岐阜県 嵯峨乃や － オーダーＧＥＴＡＬＳ販売のための生産体制の構築

岐阜県 有限会社おゝくら 8200002023748 高齢者・外国人向けテーブル・椅子及びＨＰ活用増による販売促進

岐阜県 株式会社恵那三洋製作所 1200001023656 金型１１９番事業の強化と新分野進出のための販路開拓事業

岐阜県 ブルーベリーの丘ホピ － ブランドのトータルデザインと顧客データベースの構築

岐阜県 食堂あすこ － 猪肉を使った地域特産品開発と販路開拓事業

岐阜県 有限会社ほりクリーニングセンター 9200002023961 取り扱いサービスの業務化と販売促進ＰＲ活動での売上強化事業

岐阜県 旅館いち川 － 日本的な老舗旅館が訪日外国人に選ばれる旅館になるための事業

岐阜県 ｒａｙ　ｏｆ　ｈｏｐｅ － 障がい者向けカバン開発事業と生産体制の構築

岐阜県 そば酒房山びこ － 訴求力の向上と交流人口の増加による地域活性化事業

岐阜県 銀河有限会社 6200002007240 駐車しやすい駐車場にするためのレイアウト変更

岐阜県 株式会社日本温浴研究所 6200001027413 女性顧客獲得に向けたエステルーム新設と業務効率化の取り組み

岐阜県 サクラビーンズ － クーポンに頼らない！価値が伝わるアナログ集客による販路開拓

岐阜県 有限会社松江商会 1200002008771 新規顧客獲得のための知名度向上計画

岐阜県 Ｉｒｉｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 地域の美容院としての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 パティスリー　ル・ヴァンルージュ － 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 茶房　樹らら － 老朽化した店内を改修し、落ち着きのある空間を提供・集客向上
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岐阜県 有限会社堀尾　ＹＳＰ各務原東店 4200002007861 女性ユーザー増加への販売活動と店舗改装での来店客の増大

岐阜県 株式会社みなも 2200001007567 利便性向上による新規高齢者団体顧客獲得の為の店舗改修

岐阜県 株式会社デザインラボ 8200001007710 高付加価値化した車両フィルム開発による新規市場への展開

岐阜県 株式会社フォレストファーム 1200001030859 規格外人参を活用した離乳食「ベイビー金魚飯」の製造・販売事業

岐阜県 後藤耕太建築工房 － 自然素材の家に会う照明器具等の商品開発

岐阜県 山の前製作所 － ネットショップの売上増加と販路拡大へ繋げる展示会の開催

岐阜県 タケダクリーニング株式会社 6200001012869 ユニフォームクリーニング技術を高度化させ、法人向け市場の開拓

岐阜県 ラヴィアンローズ蘇原店 － 最新痩身機械の導入で、顧客満足度向上計画

岐阜県 まき本店 － 岐阜初！和モダンなビアガーデン会場を作り集客を図る

岐阜県 ペット霊園　愛の森 － 岐阜初！天国をイメージしたお別れ室を作り他社との差別化を図る

岐阜県 有限会社オンダクリーニング 5200002007126 ＩｏＴを活用した洗練されたコインランドリーで女性客の心を掴む

岐阜県 株式会社Ｋｉｎｄ 6200001031712 動画を活用した認知向上事業

岐阜県 株式会社Ｌｉｖｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｐｒｅｓｅｎｔ 1200001033432 認知度向上と新規顧客獲得プロジェクトに伴う外観イメージアップ

岐阜県 チャイルドバンク合同会社 1200003003714 地域ＷＥＢ制作会社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ＳＴＹＬＥ 3200001034511 パッケージデザインを３Ｄ表示することによる新規顧客開拓

岐阜県 有限会社レストラン琴川 1200002007815 地元産をアピール！地元と旬を意識した慶事料理とお祝い弁当推進

岐阜県 各務原接骨院・各務原鍼灸院 － 接骨院・鍼灸院におけるホームページの構築による新規顧客の開拓

岐阜県 株式会社インテリアカワイタケシ 2200001033191 壁紙全般の見本展示・商談スペース設置して、売上拡大につなげたい。

岐阜県 エピス － 司会・講師部門ホームページと人材育成オリジナルテキストの作成

岐阜県 米ＳｗｅｅｔＳ － グルテンフリースイーツを一般のお客様にＰＲ

岐阜県 有限会社篠原合金鋳造所 7200002007438 新商品「強靭‐新居合模擬刀」のホームページ構築でブランド力向上

岐阜県 はーと木造住居スタジオ － 市の移住定住政策空き家活用に伴う設計監理の受注拡大の実現

岐阜県 ピットクルー株式会社 3200001009348 来客数増加に伴い店舗拡大を実施し、客単価を上げ売り上げに繋げる

岐阜県 まえじまクリーニング － 着物の長期保管新設で次に袖を通すまでのストレスフリーを実現！

岐阜県 会食酒菜　和楽居 － 心も体も健康になる極上空間で、アクティブシニアを集客する

岐阜県 株式会社山栄工業 9200001007164 自社の魅力が正確に伝わる情報発信による異業種からの受注獲得

岐阜県 さくら理容室 － お店がどこにあるか一目でわかり、行ってみたいと思う店舗づくり

岐阜県 株式会社エミネンス 4200001006889 子育てママ応援エステ事業『ママエステ』開設で販路開拓

岐阜県 Ｐａｓ　ａ　Ｐａｓ（パザパ） －

岐阜県 Ｓｔ．Ｎａｉｌｓ － 地域ネイルサロンとしての認知度ＵＰによる新規顧客獲得

岐阜県 コンサルティング・シスト － 新事務所でのパーソナルコンサルティングメニューの認知度アップ

岐阜県 カエル代行運転 － ＩＴを利活用し顧客の利便性を高めることで集客力向上を図る

岐阜県 ソルジェンテ － 洋食店としての認知度向上のための看板設置による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社起雲社寺建築設計 3200001033851 応接やワークショップができるスペースを作る

岐阜県 Ｈｕｉｔ　ｂｙ　ＬＡＤＯＮＮＡ － Ｈｕｉｔ　ｂｙ　ＬＡＤＯＮＮＡ

岐阜県 有限会社ジョイガァデン 3200002007441 男性客の満足度向上に繋げるトイレ改修～事業承継への第一弾～

岐阜県 株式会社美光技研 6200001018684 表面デザイン専門の展示会へ出展し、新たな顧客を獲得する。

岐阜県 有限会社川登屋 9200002015991 真空包装機導入により販路開拓

岐阜県 ｔｅａ　ｃｏｃｏｒｏ － イベントによる知名度向上事業

岐阜県 神戸ファーム － アスパラ自動選別機導入による業務効率化と営業強化

岐阜県 株式会社ＩＤＥＮＴＩＴＹ 8200001033087 新たな事業「地域商社事業」東白川村のお茶のＥＣ展開
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岐阜県 株式会社金三 2200001035056 グループ顧客の獲得による売上向上と新規顧客獲得の為の宣伝広告事業

岐阜県 おかしの乃むら － 委託販売先の開拓と既存客の新たなニーズ開拓による販路拡大

岐阜県 有限会社フォトスタジオウチダ 7200002016208 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 わんずあどばいざー － 地域初！女性家庭犬トレーナー出張サービスの知名度向上

岐阜県 木花咲 － 新たなネット販売サイトの開設と看板設置、癒しの空間作り。

岐阜県 有限会社石かり 6200002016836 遠方からの来店客数増加及び５０、６０代のリピート率向上作戦！

岐阜県 ウォッシュランドカケフ － スーパーマーケットの帰りを狙え！女性顧客獲得大作戦！

岐阜県 五宝の滝 － 食肉処理スピード化によるジビエ料理の提供で団体客を呼び込む

岐阜県 ｗｉｎｅ　ｂｌａｎｃｈｅ － Ｗｅｂ予約システム導入と包装刷新によるブランディング

岐阜県 有限会社すぎもと 7200002018030 店舗をリニューアル！カジュアルギフト市場売上拡大作戦！

岐阜県 株式会社可児ホーエー家電 5200001017811 地域での「あなたの電気係」の認知度向上による販路開拓事業

岐阜県 株式会社光葉 1200001018425 板張り床座敷から過ごしやすい掘りごたつ式客席へ改造、

岐阜県 株式会社杉半 9200001033805 知名度向上による顧客拡大と潜在需要の開拓および業務効率化

岐阜県 白華 － 地域初メイクレッスンエステサロンの認知度アップによる顧客獲得

岐阜県 株式会社保険パートナー 5200001029047 ３０代主婦を主対象とした親子参加マネーセミナーの認知度向上

岐阜県 ＡｒｆｅｎＢｅａｕｔｅ － 店舗周辺等への広告宣伝で認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 山川酒店 － オンリー１ギフト商品の満足度で差別化を図り、新規顧客を獲得

岐阜県 パーミル　フォトオフィス － 新たな切り口による思い出の写真を提供する新事業及び販路開拓

岐阜県 居酒屋　天魚 － ヤングファミリー層新規獲得の為の掘りごたつ改装計画

岐阜県 株式会社ワンズ・プランニング 3200001018613 新サービス周知と近隣地域へのＰＲのための活動

岐阜県 有限会社万寿実家具センター 7200002017288 女性向けの岐阜県産材を使用したチェアの開発

岐阜県 酒彩　しん － 店舗周辺での広告宣伝で認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 有限会社ツタヤ 6200002017149 地域住民への認知度向上による一般顧客獲得とサービスの充実

岐阜県 ヒーリングサロンＰｕｔｉｈＴｉｄｕｒ － 地域「トータル美容サロン」としての認知度アップによる新規獲得

岐阜県 有限会社三愛時計店 7200002011670 「地域初」認定補聴器専門店の資格取得のための検査機器購入

岐阜県 高橋昭文 － イチョウエキスを配合したゼリー・飴・お茶の開発、販路開拓

岐阜県 ミューコネクト株式会社 5200001033552 届け！３０代オタク男女に！結婚へのパスポートをネットから！！

岐阜県 ｍｏｄｅ － 世代交代に向けて、外観のリニューアル

岐阜県 奥田農園株式会社 9200001031932 観光農園のＰＲ強化と人員の効率的活用のための券売機導入

岐阜県 鳥白湯ラーメンはらや － 新たな看板照明で一見客を誘導、プレミアムメニューで常連客へ

愛知県 春日健康茶園 － 春日健康茶園のお客様満足向上の為の販促活動

愛知県 株式会社シーセントラル 2180001065114 教室改装、イメージ刷新、リニューアルオープンで生徒増加事業

愛知県 株式会社オプティマインド 9200003003599 物流最適化分野で画期的なクラウド型製品としての認知促進事業

愛知県 Ｂａｄｍｉｎｔｏｎ　ｃｌｕｂ　ｈｏｕｓｅ　Ｃｈｉｃｋ － ランニング講習会の実施による新規顧客の開拓

愛知県 有限会社Ｆａｉｔｈ 2180002058356 デリケートな話が気軽にできる悩み解消美容室プロジェクト！

愛知県 秋貞商店 －
日本酒の魅力をアピール。発見！新しい味と相性、まだまだある隠れた銘
酒！

愛知県 株式会社アビックス 1180001043500 東京都内法人をターゲットとしたハンドキャリーの販路開拓事業

愛知県 リカトレーディングビューロー合同会社 8180003018213 フィンランド発のサウナスパ用品の普及による女性の癒し大作戦

愛知県 北川ダイヤモンド工業株式会社 7180001035392 宝飾品におけるダイヤモンドロウ付け技術開発

愛知県 株式会社ＰＲＥＤＩＯＰＬＵＳ 1180001100846 販路拡大に向けた多角的な宣伝とＩＴツールの導入

愛知県 株式会社ＭｏｔｏＤＢ 5180001064039 スマートフォン対応ホームページで若年層の顧客開拓
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愛知県 ロンデザイン － 全国初「０円空き家管理」の宣伝・広告

愛知県 株式会社赤壁 3180001129867 とりとり亭、とりとん大須店の店外活性化計画に伴う液晶看板の設置

愛知県 株式会社ＹＰＳテック 9180001100681 バケットシリンダー保護カバー「バケガード」の販売販路拡大事業

愛知県 佐藤健介写真事務所 － ＩＴを利用したネット販売強化による販路開拓

愛知県 ＢＳＯ株式会社 6180001102441 ＳＮＳ、Ｗｅｂ広告等を利用した新規顧客獲得による販路開拓

愛知県 有限会社小ざくらや一清 7180002057691 名古屋名物の小倉トーストをどら焼きにして新しい名古屋土産に！

愛知県 爽亜国際特許事務所 － タイ進出の日本中小企業の知財コンサルで新規顧客を獲得する

愛知県 株式会社エープロジェクト 4180001065252 知名度・認知度・集客向上による顧客開拓

愛知県 株式会社オールワン 7180001119963 顧客満足度アップのためのオンラインオーダーシステム導入事業

愛知県 株式会社昭和インダストリーズ 6180001025782 ブランド再構築とＷＥＢサイトを用いた販路開拓

愛知県 かなで行政書士法人 4180005017035 行政書士専用ＷＥＢシステムの確立による売上倍増事業

愛知県 スロープラボ － 女性向けＷｅｂメディア「Ｍｅ：Ｍｏ」の知名度向上のための広告宣伝活動

愛知県 株式会社Ｓｐｌｅｎｄｏｒｅ 7180001109741 発達障害児支援事業者保護者向け性教育オンライン講座事業立上げ

愛知県 有限会社荒木製作所 1180002010672 ＣＡＤ／ＣＡＭ導入し切削技術向上・技術ＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 株式会社リズメリット 9180001126173 社会進出している女性と子育て中の女性就労の結びつき事業

愛知県 株式会社シーエムエス 8180001047346 当社機器「真空含浸器」を体験できるショールームの新規開設

愛知県 上京 － 茶懐石料理専門の料理教室で和食文化を浸透！

愛知県 株式会社村井 7180001122166 ショッピングサイト構築

愛知県 ソートウェア株式会社 8180001088869 製造業向け、原価、業績管理システム（ＰｒｏＳｅｅ）の広告宣伝

愛知県 勝美屋 － 手打ちこだわり麺を求める来店客維持・新規客獲得事業

愛知県 有限会社広和鉄工所 6180002013704 営業力強化に伴う設備投資とウェブ活用による企業革新

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ＤＭ印刷発送事業

愛知県 株式会社リライアンス２ 7180001063369 展示会出展とＨＰ作成による一般小売業界への販路拡大

愛知県 カワイエージェンシー － 「保険のプロ」と「宣伝のプロ」二刀流事業で販路拡大

愛知県 株式会社　ａｌｆＲｕｎ 4180001126491 美容師の働きやすさを真剣に考える美容院の業績拡大計画

愛知県 ディッセターレ － ラジオ波治療器の導入による新規顧客獲得と治療枠の拡大

愛知県 株式会社坂井海苔店 4180001097345 海苔の品質の「見える化」による寿司店向け・個人向け製品の販売促進

愛知県 有限会社丸恵商会 4180002008805 名古屋市昭和区「恵方町」周辺における空き家率の改善事業

愛知県 株式会社かるなぁ 8180001050985 植物性たんぱく食品の展示会出展による販路開拓

愛知県 ｇａｒｒｎｉｓｈ（ガニッシュ） － 愛知県初！６０代女性の艶・サラ髪の実現を通じた新規顧客開拓

愛知県 アートジュエリー緑 － ＷＥＢを活用した新規顧客獲得とリピート向上に伴う売上拡大事業

愛知県 株式会社質のヤマカワ 1180001016910 ブランディングと情報発信力の向上による地域住民の集客

愛知県 株式会社パークホテルつちや 6180001032226 『思わず写真を撮りたくなる』外観をＳｈｏｗアップ事業

愛知県 株式会社ヤマソー 2180001071038 地域に多目的スペース・顧客に仮住まいを提供で潜在顧客を生む

愛知県 株式会社タイヨー 7180001017218 光るＬＥＤインテリアの販売促進活動

愛知県 株式会社ザ・ヴィンテージハウス 5180001046210 “インスタ映え”は当社にお任せ！デザイナーに向けた広報活動

愛知県 日本ＥＮＪＯ株式会社 3180001071887 広告宣伝と直営ショップ設置による『ＥＮＪＯ』の認知度向上事業

愛知県 女性お顔そり専門店Ｈａｒｍｏｎｙ － 差別化メニューの開発と優良顧客獲得の為のＨＰ等によるＰＲ

愛知県 株式会社Ｓ．Ｓ．Ｉ 9180001124747 当たり前の健康空間体感モデルルーム計画

愛知県 アミエ株式会社 1180001009807 隆起印刷＆点字で障害者もＱＲコード活用可能な動画ＤＭ開発

愛知県 株式会社アジャスト 7180001105559 ＬＥＤ照明新規市場参入でステップアップ！プラスオン！
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愛知県 株式会社オンカ 9180001122024 建設業向けに特化したホームページ改修による販売促進強化事業

愛知県 株式会社渡月園 3180001062003 熱田界隈の観光客及び学生・年配者の集客力強化につなげる事業

愛知県 スマホプロテクト加工専門店Ｇ．Ｔ．Ｋ． － 「新技術を使用した次世代型スマホケースを全国へ」

愛知県 株式会社アイユート 2180001060627 事業承継を見据えた在宅ウェブ活用型ビジネスモデルの事業シフト

愛知県 ｓａｌｔ合同会社 6180003015410 昭和レトロなチラシでご近所交流ＳＮＳの集客と拠点開拓を

愛知県 ぬくもりの色株式会社 8180001130151 「ＡＲＴ　ＧＡＬＬＥＲＹ　ＦＡＢＲＩＣＳ」の展示会出展ＰＲ

愛知県 株式会社サンケン 9180001100186 「防音・調音パネルを用いた移動式体感ルームの試作及び販路開拓」

愛知県 株式会社三洋電業社 8180001062881 作業者の運搬負荷を低減し働き方改革につなげるリフト販売事業

愛知県 株式会社リトマート 6180001125839 主軸商品を中心に継続的な売上と利益を確保するための販売促進

愛知県 ラーゴム・ジャパン株式会社 9180001125745 発達障がい者向け寝具と国産カバーの商品開発・販路開拓

愛知県 株式会社ニシオカ 1800010010798 洗濯機で洗える帽子の開発で清潔志向の顧客への販路拡大

愛知県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ルディック － ホームページの充実化による店舗認知度向上と団体予約の獲得

愛知県 ＴＡＫＩＳＳＡ － 商品製造量の増加による顧客満足度向上及び販路開拓

愛知県 鈴木屋 － 思い出に残る、名古屋の街を和服で散策

愛知県 坪井塾 － フランチャイズからの脱退による新規教材導入

愛知県 株式会社近藤印刷 6180001019421 オリジナル漫画小冊子活用による、官公庁への販路拡大

愛知県 有限会社Ｐ＆Ｔ 8180002056619 クロスメディアを活用した広告宣伝のコンサルティング事業

愛知県 株式会社桶豊住設 3180001014202 イベントを通じて地域密着型介護福祉事業ＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 有限会社ヴューアムール 7180002027190
ＨＰによる新規顧客獲得および顧客満足度の向上によるリピーター客増大の
実現

愛知県 株式会社鶴田工業所 8180001014957 小型発電機市場に新規参入！薪発電ストーブを開発し販売促進！

愛知県 有限会社築山 8180002023899 安心・安全なゴーカートのバルーンサーキット認知度向上

愛知県 株式会社ふじさわ 8180001116596 氷感庫の導入による品質向上での販路拡大及び満足度向上

愛知県 ミロワール・アカデミー － 新商品のＤＶＤ教材開発による顧客満足度向上及び新たな顧客層開拓

愛知県 ＴＯＵＭＥＩＮＡ（トウメイナ） － ３Ｄ造形機による原型・サンプル製作、新商品開発

愛知県 株式会社セイホウ 5180001043744 農家が喜ぶ、ＨＡＫＯＹＡ（箱屋）の海外市場開拓

愛知県 株式会社ＣＨＩＣＫａ　Ｉｎｃ． 3180001124190 新規顧客拡大のため文教地域での新規開拓と新講座の導入準備

愛知県 高山ガクブチ株式会社 7180001017283 新商品”ダイザーズ”の開発と市場創造事業

愛知県 株式会社ＴＡＪＩＭＡコーポレーション 5180001122416 本格的な調理を施したレトルト食の提供による販路拡大

愛知県 株式会社フライングサポート 7180001121713 ＩＴ活用による自社サービスをＰＲする新規顧客開拓事業

愛知県 ゆみず倶楽部 － コミュニケーションロボットのソフトウェア開発受注の増加計画

愛知県 株式会社常盤製作所 9180001022406
ＨＰ開設で受入可能状況を確認！相談窓口開設と看板設置で新規顧客開
拓！

愛知県 株式会社レベル 7180001106607 自社ブランドによる中古マンションスケルトンリノベーション事業

愛知県 フォトスタジオＮｅｏＰｒｉｎｃｅｓｓ － 大手チェーン競合店対抗のための店舗リニューアル化での販路開拓

愛知県 川﨑薬品 － 健康相談できる薬屋の新規顧客の獲得と固定化と医療との連携

愛知県 有限会社加藤七宝製作所 8180002023032 自社サイト改善を軸に伝える力と販売力の大幅強化をめざす事業

愛知県 ヘアーかつみ － 「お顔そり美容法＋美顔エステメニューで美肌に」をＰＲで売上アップ

愛知県 大村社労士事務所 － 医療介護業に特化した人材採用定着支援事務所イメージの訴求事業

愛知県 タケダ歯車工業株式会社 2180001019994 高生産性歯面面取機の設備導入による仕掛品の山撲滅

愛知県 スパ金 － プロモーション強化による女性客の新規獲得と満足度向上プラン

愛知県 アジトレーディング株式会社 5180001110478 商品の外部展示機会増大による顧客拡大と商品管理システムの構築

愛知県 浜辺司法書士事務所 － 相続支援業務の販路開拓
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愛知県
ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ｔｈｅ　ＬＩＴＴＬＥ　ＧＬＡＭ
Ｐ

－ 新シルキーカット技法導入による新客開拓と客単価アップ

愛知県 株式会社ＡＤＡＷ 2180001127814 オリジナル化粧品開発の企画・販売事業のタイへの進出

愛知県 有限会社アオヤマ工房 9180002043632 住まいの専門家が行う雨漏り診断・修理による新たな販路開拓

愛知県 株式会社魚又 4180001021569 新商品開発で、練り物の新しい未来を開拓する売上ＵＰ事業

愛知県 長屋印刷株式会社 9180001039210 紙印刷からの脱却　Ｔシャツプリント広告事業へ進出・販路開拓

愛知県 串ダイニング鳥っぱ － 店舗改装及びＩＴ広告等活用による２０～３０代女性集客事業

愛知県 デザインボックス － デザインボックスの認知度向上のためのＨＰ製作

愛知県 一穀一枝 － 来店満足度を高め、リピーターにつなげるための環境整備

愛知県 オーエヌ総合電機株式会社 5180001009910 専門商社・研究機関との新規取引のための企業と製品の認知拡大

愛知県 株式会社ウィーケン 5180001127506 子どもの「やりたい」を見つける！学校では学べない社会体験

愛知県 株式会社Ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｔｒａｖｅｌ 7180001090231 新しくアイスクリーム事業を立ち上げるための、販促活動

愛知県 鮨しん － ガストロバックを活用した新メニュー開発・ＰＲによる販路拡大

愛知県 株式会社安亀 2180001042170 バリアフリー／耐震工事による売上向上に結びつく情報発信の事業

愛知県 有限会社ＡＵＴＯＷＥＳＴ 9180002056320 今こそ！「メカニックのプロが選ぶ車」で楽しさを伝え差別化で販売拡大！

愛知県 えいご教室　ＲＩＥ塾 － 「大人の英会話教室　アールイングリッシュ」の開設並びに募集活動

愛知県 司法書士なかはら法務事務所 － 成年後見に特化した専門Ｗｅｂサイト・広告による新規顧客開拓

愛知県 株式会社オー・ケー・シー 6180001044163 『手術用試作工具のＨＰによるＰＲで様々な医療業界への販路拡大』

愛知県 藍風珈琲店 － 手提げ袋・ギフトパッケージの作成による販路拡大

愛知県 株式会社森田商店 3180001021140 餅米に特化した最新精米機を導入し、食の安心安全ニーズに応える

愛知県 ｃｏｔｔｅ － 外部照明のＬＥＤ化と手作りリーレット配布による店舗訴求と集客

愛知県 名古屋松原法務事務所 － ＨＰリニューアルよる相続・外国法務の集客・販路拡大

愛知県 安江美建株式会社 2180001072374 他社には無いデザイン力をホームページを通じて知ってもらいたい

愛知県 名美アパレル株式会社 6180001115922 ウェブサイト再構築とＩＣＴ導入による対面販売の実現

愛知県 株式会社エコシステムズ 6180001047884 物流（運送業・倉庫業）システムの販路拡大（特に小規模運送事業者向け）

愛知県 合同会社ＧＨ不動産 7180003017892 相続診断士・空き家相談窓口開設による販路拡大

愛知県 株式会社ディーエス　・　アラタ 9180001128830 人材育成からサービス向上に繋げるための自社ウェブサイト構築

愛知県 株式会社ＧＵＬハウス 7180001111391 プログラミング教室の開設による販路拡大

愛知県 株式会社ヒノタマデザイン 2180001105563 計量機能つきスパゲティ保存容器の宣伝・販路開拓

愛知県 小塚時計店 － 当店からはじめる商店街活性化のためのスペースづくり

愛知県 株式会社Ｇｏｌｄｅｎ　Ｃｈｉｌｄ　ｄｅｓｉｇｎ 7180001105311 顧客との関係性を重視した花屋を実現する店舗改装および販売促進

愛知県 ニコニコキッチン名東店 － 高度な高齢者在宅配食を提供するために広告チラシで販路開拓強化

愛知県 名古屋みなと行政書士事務所 － 新規獲得で明るい未来を創造

愛知県 イニシエイト株式会社 3180001073025 『　翻訳サービスに関する製造業者向け専門ＷＥＢサイト制作事業　』（２８字）

愛知県 秋葉弥生 － 心と体を元気にする指導者を育てるプロジェクト

愛知県 株式会社コムデザインラボ 5180001116005 中小企業向け空間ブランディング案件の新規開拓

愛知県 株式会社岩田三宝製作所 8180001021549 ＷＥＢサイトと実演販売による新ブランドの販路開拓と販売促進

愛知県 工房銘木史 － ｗｅｂ広告ページリニューアルと通販サイトでのリスティング強化

愛知県 西山事務機株式会社 4180001010803 中小企業向け『やさしいクラウドサービス事業』開始

愛知県 株式会社豊造園 1180001003132 ４５周年の新たな販促用チラシで地域認知度アップと新規顧客獲得

愛知県 ＪＡＰＯＵＳ株式会社 7180001132248 展示会出展による日本製の酒類、食品の海外販路開拓

愛知県 ツインコーポレーション － 備長炭の炭粉を使った鮮度保持シートの試作開発
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愛知県 株式会社ライジングスカイ 7180001061249 トイレットペーパーの保管とホルダーが一体化した新商品開発及び販路拡大

愛知県 ＬＩＴＡ　ＨＡＩＲ － 「本物志向」のこだわり自社ブランドヘアケア商品開発と販売促進

愛知県 ＆Ｇ　ｈａｉｒ － 新商品開発による物販の強化とサービスへのこだわり

愛知県 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　プランギ － お店移転に伴う効果的なポスティングと魅力的な空間づくり

愛知県 合同会社ＭＯＴＥＮＡ 8120003011405 販売力の弱い農家やシャッター街に貢献する自社ＥＣサイトの作成

愛知県 洋食厨房ムギ － 自家製天然酵母パン「こだわりカンパーニュ」の生産販売強化事業

愛知県 株式会社マナイキラボ 3180001128745 子供のワクワク好奇心を刺激し、目がキラキラ輝く知育レッスン！

愛知県 有限会社長尾紙工 4180002024117 顧客ニーズに合わせたクリーンルーム設置による販路拡大

愛知県 舞雀 － 看板・照明器具等の一新と店舗改装による売上増加の実現

愛知県 Ｍａｎｕ　Ｍｏｂｉｌｅｓ － 日本最大級の展示会「ギフトショー」出展による販路拡大

愛知県 ＦＵＥＲ合同会社 4180303003307 一般顧客とブライダル事業販路開拓

愛知県 ＨＡＮＤ － 地元農家と連携しこだわり素材で商品開発。新たな客層へ販路開拓

愛知県 株式会社ＤａｙＯｆｆ 1180001127757 小売業と卸売業の延期化によるＳＣＭの構築及び販路開拓

愛知県 株式会社デッセウェブ 2180001104912 ビジネスマッチングアプリ「サガッス」で事業者を応援します

愛知県 合資会社若松屋 7180003004049 顧客化に向けたブランディング　愛知の和菓子を創り、伝える新事業

愛知県 丸安ニット株式会社 8180001027232 自社工場の生産ライン向上と自社プランドの国内外向けの販路拡大計画

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

愛知県
Ｂｅａｕｔｙ　ｍｉｘ　ｙ－ｓｔｙｌｅ（ビューティーミッ
クスワイスタイル）

－ エステサロンの「リラクエステ」で５０代６０代の顧客獲得事業

愛知県 株式会社エンジニアリング中部 8180001029600
地域の中小企業に対し当社のサポート力の高さ・実績の豊富さを活用したＩＴ
相談

愛知県 合資会社菱田鉄工所 3180003002031 引き出物用ドレッシングの販促計画

愛知県 ＴＳＵＹＯＭＩ株式会社 6180001128627 「デンタルコスメカミガキ」新製品開発と販促プロモーション事業

愛知県 自然茶専門店オレンジ・ペコー － ホームページ開設とイメージアップによる販路の拡大

愛知県 金子車体整備 － スキャンツールによる診断とメンテナンスパックによる販路拡大

愛知県 有限会社フォレストアロウ 6180002045318 海外市場も狙ったＥＣサイトの新規開設で販路開拓と販売促進

愛知県 アンダンテ － コスプレによる表現活動の促進プロモーション

愛知県 株式会社Ｒｅｓｏ 9180001125043 「スタイルのある暮らし」を提案する新店舗ＰＲ事業

愛知県 Ｋｉｒｉｃｏ － 価値観を表現するジュエリーデザインのＰＲを通じた売上安定化

愛知県 株式会社リバース・コバヤシ 8180001043915 愛犬と飼い主がに幸せに暮らせるための、情報誌・商品の開発

愛知県 Ｆａｓｈｉｏｎ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　ｏｆｆｉｃｅ－Ｇｉｆｔ－ － ２０代の社長をカッコよく！コーディネートによる新規顧客開拓

愛知県 株式会社ヴァンヴィーノ 2180001109853 医療専門環境整備のＰＲによる新規顧客の獲得

愛知県 有限会社誠電 7180002018421 住宅の老朽と高齢化の取組にプチリフォームの店舗コーナーの改装

愛知県 株式会社クリスタルガード 8180001062923 利用しやすい対外環境と新たな市場作り

愛知県 酒とタイ料理ピッサヌローク － タイ料理の調理師プロ育成する事業のホームページ製作

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 白山温泉 － 認知度ＵＰによる新規顧客獲得、および客単価向上の実現

愛知県 株式会社トランク 6180001125822 パフォーマンス力の高いスタジオ作りとその周知

愛知県 株式会社ｙａｏｔｏｍｉ 3180003012617 菜の花ＯＩＬの新サービス開始による販路拡大の実現

愛知県 ＢＥＡＳＴ　ＨＡＩＲ － 「歯」本来の白へ！美容院でセルフホワイトニングして歯もキレイ

愛知県 Ｍｕｓｉｃ　ｐｕｂ　ＣＨＩＣＫａ － 「ジャズ愛好家」の新規顧客獲得および客単価向上の実現

愛知県 株式会社スバル 4180001013376 就職イベント向けのブース装飾の提案強化の為のホームページ作成

愛知県 洋食や　なかむら － テイクアウト商品・宴会・イベント出店の認知度向上
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愛知県 付加価値創造合同会社 2180003018318 展示会ブースをカラフルに装飾するキットの開発販路開拓事業

愛知県 井筒冨 － プリペイド型ＩＣカード導入でお年寄りとファミリー層を狙う事業

愛知県 Ｎ－ＥＮＴ － 世界と日本をつなぐ！外国人住まいのサポート

愛知県 株式会社ハブ 1180301028993
請負開発業務オフショア先へのアプローチとして、多言語対応型ｗｅｂサイトの
制作

愛知県 ふしぎ整体　すみきりや － 紹介以外で顧客獲得！整体院ブランド力強化事業

愛知県 和田フードテック株式会社 3180001021355 顧客満足度の向上によるリピーターの増大、及び新規顧客の増加

愛知県 福義徳有限会社 7180002056818 ボート客・看護学生・地域住民が集まる憩いのお店作りとそのＰＲ

愛知県 有限会社ザック 7180002030962 エンジニアの「ビデオリクルーティング」サービスによる販路拡大

愛知県
株式会社Ｍｉｔｓｕｋｉ　Ｓｔｙｌｅ（ミツキスタイ
ル）

8180001127429 ベジデコサラダ海外進出の足掛かりとしてのデジタル写真集の販売

愛知県 有限会社矢田義典建築設計事務所 6180002056208 Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎのこだわりノートの開発と展示会出展

愛知県 庭師　見城 － ホームページ新設による魅力発信及びブランド強化事業

愛知県 有限会社オオス 6180002017597 看板改修工事による新規顧客の獲得及び店舗のイメージアップ

愛知県 徳和建設有限会社 3180002006735 建築業＋不動産業＝お客様の気持ちに寄り添った任意売却サービス

愛知県 サイトコンセプトプランニング － 経営者の原動力を創出する新・ブランディングサービスの拡販

愛知県 Ｒｉｐｐｌｅ．　リプル － 新店舗移転に伴うホームページ・パンフレットの一新

愛知県 株式会社プロバイド 7180001130383 寄り添う支援「生前整理の窓口」の全国展開へ向けての販路開拓

愛知県 リアーク株式会社 1180001129984 リアーク倶楽部（仮名）で見込み客を囲い込む新規顧客獲得事業の展開

愛知県 株式会社ルース 1180001106546
ＶＲによる工業向けプレゼンテーションの制作サービス「モバイルＶＲショー
ルーム」

愛知県 Ｆａｓｔ － 『高品質なのにお手頃価額』のつけまつげの普及・販売促進事業

愛知県 名古屋カーボン印刷株式会社 7180001017696 業務の効率化につながる文書のデータ化サービスのＰＲと販路開拓

愛知県 株式会社ハンナプロジェクト 2180001001498 日本食文化の伝承と健康意識改革を目指した啓蒙活動の推進

愛知県 株式会社トリム 7180001116804 成長するインフラ・設備機器保全市場の図面電子化市場の販路開拓

愛知県 株式会社ＶＯＴＲＥ 8180001131117 ランディングページを活用して販路拡大

愛知県 ｎｕｉ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ － 尾州産ジャガード生地を使用した衣類・雑貨の商品開発と販路開拓

愛知県 株式会社ｔｅｎｄｒｅ 8180001102720 専門家にデザインを依頼し、独自のメニューを広めていく活動

愛知県 ベルギフト － ホームページを活用した新規顧客獲得

愛知県 株式会社Ｇａｎｇ　Ｂｏｏｂｉｅｓ 6180001131985 オリジナルグッズを身に着けて、ファッションショーに出よう！

愛知県 株式会社Ｓ３－Ｌｉｎｋ 9180001120878 人的魅力営業（アナログ）＋デジタル営業で新規法人顧客の開拓！

愛知県 Ｈｅｌｅｎ・ｃｕｏｒｅ － 身体の中から健康・美肌をサポートする「水素吸入」で顧客拡大

愛知県 ＤＯＧ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ － ペット美容の新規事業（夜間営業・早朝営業）の認知度ＵＰ事業

愛知県 Ｃａｆｅ　＆　Ｅａｔ　ＯＭＰ － 座席指定予約機能とおむつ交換台で顧客を囲い込む

愛知県 株式会社シンボリ 7180001051737 クラシックホイールリペアを現代技術で当時の輝きへ

愛知県 株式会社サンウッド 9180001114343 新婚夫婦のために！　自己負担ゼロ・満足度高い１．５次会代行サービス

愛知県 ＦＲＥＥ　ＳＴＹＬＥ － 新サービスの展開による収益安定化と新規顧客獲得のためのＰＲ事業

愛知県 髙井　亮佑 － 直接ポスティング広告の注文を獲得し、働くお母さんの仕事創出

愛知県 株式会社大醐 7180001012557 世界初の立体裁断の絹パジャマ「ｋｉｎｅｌ」の販路拡大事業

愛知県 株式会社ビーエムシー 7180301027412 高気密高断熱仕様のトレーラーハウスの販路強化のための材料製作

愛知県 幸果園 － ＥＣサイト用ホームページによるぶどうの販路拡大事業

愛知県 Ｅｎｉｃｉ － 美容室のアイラッシュ施術用個室化による集客の取組

愛知県 伊藤農園 － 特別栽培農作物の葡萄を用いた加工品の開発・試作と販路開拓

愛知県 筋・関節リラクゼーション　柔　ＹＡＷＡＲＡ － 「岡崎市から全国へ」動画を活用した健康増進整体商品販路開拓
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愛知県 花咲 － 情報発信力の強化によるもみかるファーストな継続利用促進

愛知県 株式会社ライブコットン 6180301002242 新しいロゴを活用し、従来とは異なる販路を開拓

愛知県 株式会社スタートワーク 8180301029770 介護医療の専門求人サイトのユーザー獲得・認知度向上事業

愛知県 新実応接セット有限会社 7180302002331 自社ブランド製品の試作開発と新規事業展開での展示会への出展

愛知県 Ｅｍｍｙ’ｓ　Ｒｉｃｈ － 平日の売上げを作る為にネット対応の弁当製造事業への参入

愛知県 有限会社都路商事 1180302002989 ポスティング活用で地域に密着、再発見再認識計画

愛知県 文栄商事 － レーザー機を使った新システムによる製品製造・販売促進

愛知県 久保田印刷所 － 今日の思い出をポスターにしてみませんか？観光客の新規顧客開拓

愛知県 郁李 － 和食＆カフェのことなら“郁李”！ロードサイドに大型看板等設置

愛知県 Ｊｏｈｎ　Ｒｕｓｓｅｌｌ（ジョンラッセル） － 全身脱毛サービスの販路開拓と稼働率向上による生産性向上

愛知県 株式会社ＳＡＩＺ 3180301017045 ＶＲを交えた設計提案による他社との差別化、強みの見える化

愛知県 よつば暮らしデザイン室 － 工務店と二人三脚の家づくりサービス提供を通じた新規顧客開拓

愛知県 Ｃｏｃｏｎｅ　Ｒｏｓｅ　ＴＩＡＲＡ － ヘナ（新メニュー）の施術で新規顧客の獲得。

愛知県 グリーンフロント研究所株式会社 1180301004458 環境保全・土木分野におけるドローン空撮・熱赤外写真利活用事業

愛知県 サウデエサボール合同会社 3180303003362 ヘルシーな冷凍ブラジル弁当の持ち帰り・配達販売による販路開拓

愛知県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｆｕｓｔｅｎｅｒ － 頭皮の健康、美髪を第１に考えるアンチエイジングｓａｌｏｎ。

愛知県 株式会社ＡＡＡｓｕｐｐｏｒｔ 1180301028408 動画制作クリエイターを育成。就労移行支援事業の新サービス開発

愛知県 嶋田嘉人防災士事務所 － ブッシュクラフトの認知度を高めるためのセミナー開催事業

愛知県 株式会社山明 3180301012475 日本の伝統製法で作られた野球グローブの販売増に向けた海外展開

愛知県 合資会社柴田酒造場 4180303000320 海外向けに開発した新商品による国外への販路開拓（日本酒）

愛知県 えがお回復整体　明楽堂 － むくみ対策と加温がポイント！サポート機器で健康寿命を延ばす！

愛知県 有限会社コトブキ工芸 9180302001224 初の自社商品「ＰＬＡＹクッション」の試作製作・販路開拓

愛知県 Ｓａｐｅｕｒ － ネットを利用した紳士服の販売促進事業

愛知県 カネタコーポレーション株式会社 8180301012256 リハビリ型介護用移乗リフトの製品化と販路拡大

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 ボディーショップトキワ － 外車を中心としたレストアサービスのＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 エディくろ － オリジナル社内検定試験作成サービスのＰＲを通じた新規顧客開拓

愛知県 有限会社鈴村米穀 2180302003788 赤ちゃん米にピロール米を使用してウェブショップで販路開拓事業

愛知県 葵クリーニング － スマホ対応のホームページ新設で「しみ抜き販売」システムを構築

愛知県 ＡＵＪＡＳｂｏｄｙｗｏｒｋｓ － シニアヨガ、エアリアルヨガクラス開設による新規顧客開拓

愛知県 株式会社そば源 6180301006029
「第２駐車場のアスファルト舗装による女性客及び車椅子客の集客アップ事
業」

愛知県 菜ッ花園 － おしゃれにマルシェ！小売販売強化による新規顧客開拓

愛知県 ピッツェリア　ネアポリス － 新感覚の揚げピッツァ「パンツェロッティ」で販路拡大

愛知県 米蔵かねこ － お米マイスターの知識を発信。健康美味のお米コンサルで新規開拓

愛知県 有限会社羽子吾 6180302009204 市内在住の３世代家族連れで通える店舗作り強化の為のトイレ改装

愛知県 有限会社下條屋 2180302007310 酒類・食品の家族で楽しめる新たな顧客の販路開拓

愛知県 山崎水産有限会社 6180302010293 直売所の開設による「鮎の極み」の販売強化事業

愛知県 ＲＥＮＡＴＵＳ － ＩＴ活用による本格的エステサロンの付加価値向上と業務の効率化

愛知県 ながら・加藤建築 － 地域を絞った紙面媒体掲載とＨＰへの流入をと動きからＨＰの改修まで

愛知県 たるみ改善専門サロンポルト・ボヌール － たるみ改善専門サービスのＰＲ強化による来客数１４０％アップ計画。

愛知県 株式会社Ｃｈｅｅｒｓ 6180302011853 業界初の結婚相談所へ併設する「婚活情報Ｃａｆｅ事業」
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愛知県 有限会社根上建築 6180302009105 地域型サステナブル住宅パンフレット作成

愛知県 株式会社アクト電気 8180302006158 太陽光発電のメンテナンス及び監視業務の新規開拓

愛知県 近藤養蜂 － 魅力満載なはちみつ計り売り直売所の開設

愛知県 株式会社三河エスコム 5180301012176 まち興し芋焼酎「亀若」、誕生の物語を紡ぎ地元支持率Ｎｏ．１を実現

愛知県 株式会社ベルカント 4180301031185 最新の高湿度冷蔵庫を導入しての生産性向上

愛知県 髙林建工株式会社 3180301006147 下請けから変身！新規一般顧客獲得のための宣伝活動一新

愛知県 Ｂａｒ　ＢＥＡＲＤ － カフェの開店による地域の見込み客の集客ＵＰ

愛知県 株式会社空間建築計画工房 4180301026870 医療機関・福祉施設に特化したＷｅｂサイト開設による新規顧客開拓

愛知県 有限会社めん処林屋 5180302010113 店内ユニバーサルデザイン化による高齢者顧客への安心店舗づくり

愛知県 株式会社剛ｓｔｒｏｎｇ 5180301025855 冷蔵ショーケースの導入と店舗外壁塗装によるイメージアップ

愛知県 株式会社さくらＦＯＯＤＳ 1180301009127 ホームページを開設して冷凍餃子等の販路拡大事業

愛知県 有限会社西郷牧場 2180302007475 本当の「食の安全・安心」へ　低硝酸ほうれんそう認知向上へのチャレンジ

愛知県 ｈａｉｒ　ａｃｏｆｌａｉｒ． － 「粋なお客様が集まるハコ」プライベートスタイリングによる来店誘致活動

愛知県 喫茶ルモンド － 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 信洲庵匠福岡店 － 希少価値が高い伝統野菜等を使った料理のこだわりを見える化する

愛知県 株式会社アルマダス 3180301026095 ドローン搭載ズームカメラを使用したインフラ点検サービスの開発

愛知県 ディエスピーテクノロジ株式会社 9180301008492
ハードウェアソリューション（ＤＴ－１０８０及び周辺製品）の開発、販路開拓事
業

愛知県 ルクラ株式会社 9180301012387 理美容タイプトレーラーハウスの年間売り上げ台数３０％ＵＰ

愛知県 株式会社ニューシステムテクノロジー 1180301006743 ＯＥＭメーカーとしての強み・信頼感を見込み客に伝えるためのＨＰ刷新

愛知県 藤川接骨院　院長　藤川和秀 － 移動式超音波画像計測装置【ファムボ】を使用した販路開拓事業

愛知県 いきものがたり工房 － 中小企業の健康に従事する産業看護師の認知度アップ事業。

愛知県 松ロック － 特殊キーカットマシーンの導入による新規顧客獲得と売上増加

愛知県 有限会社うな賀 6180302006580 店舗入り口、店舗内のバリアフリー化に伴う改装工事

愛知県 株式会社はるかぜプロジェクト 4180302006938 提案型イベントの告知チラシとＨＰで売上５００％増大スキーム！

愛知県 整体・トータルケアいちぐう － 女性の感性を起点とした全身ケア器具の開発による生涯顧客づくり

愛知県 有限会社一平 9180302006405 割烹料理屋の“お惣菜”を全国発信して売上２４０万円アップ計画

愛知県 株式会社ＣＲＡＦＴＥＣＨ 2180301028761 自社サイトのリニューアルで成約率と海外の認知度アップ

愛知県 株式会社メキシポン 9180301029051 外国人新規顧客獲得・顧客満足度強化におけるプロモーション事業

愛知県 Ｙネット － ペルソナに基づく販売促進ツールで“選ばれる必然”の構築

愛知県 株式会社サンショク 1180301005745 オリジナル商品の生産性向上と効率化を図る設備高度化計画

愛知県 Ｙｏｋｏｇａｋｕ株式会社 8180301030241 ダイエットキャンプで新規顧客の獲得

愛知県 ヘアートークほんだ － 個室での新サービス提供による単価アップと新規客獲得

愛知県 ＣＲＡＣＫＳＴＥＰ　Χａρτεｓ － “女性が自分の手を好きになる”ことでの販路拡大

愛知県 有限会社富貴堂 9180302011215 ホームページ開設と営業事務のＩＴ化よる効率アップで営業販売力を倍増する

愛知県 フランス料理　ビストロアンジュ － 本格フランス料理のテイクアウト、おせちの販売による販路拡大

愛知県 株式会社ティーアクエリアス 9180301024886 ネットとパンフ活用による地域の小規模事業者の新規顧客開拓

愛知県 バードカフェ　小哲の部屋 － 東三河初！鳥と“出会い、ふれあい、繋がる”カフェの魅力発信

愛知県 佐く間商店有限会社 4180302012093 他社が敬遠する蛍光灯カバー回収サービスのＰＲを通じた受注拡大

愛知県 鍼灸室ＳＵＮＮＹＤＡＹ － ＥＤに悩む男性のプライバシーに配慮したＥＤ改善サービスの提供

愛知県 合同会社サイプレスＭｉｙａｂｙ 3180303003282 高難度緑化エクステリア設計の見える化提案を通じた新規受注獲得

愛知県 ビースマート － 中小アパレル小売店特化コンサルティングサービスによる受注拡大
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愛知県 株式会社プロックスコーポレーション 6180301008388 商業施設向け無垢材風フローリングの販促強化による元請受注獲得

愛知県 Ｊａｉｍｅ － ディナーは高級ハンバーガー！夜間集客に向けた販促活動強化

愛知県 美容室Ｒｏｏｍｓ － 赤ちゃん連れもＯＫ！産後のスカルプケアのＰＲによる顧客開拓

愛知県 有限会社まんてん． 8180302012123 デザイナー制作の展示会ブースを構築し、ブランド確立と新しい販路開拓

愛知県 株式会社テッシン 7180301029053 海外進出に向け、弊社の強みを引き出すパンフレット制作

愛知県 中野畳店 － 中野畳店

愛知県 ｂａｌｂａｌ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ － 他店との差別化を推進し、集客・固定客増による売上大幅ＵＰ戦略

愛知県 ｉｃｈｉｒｉｎ － 「男が通う花屋」に向けた店づくりと販路開拓

愛知県 有限会社アミカル 5180302012464
利用者数３００人達成の第一段階！幼児コースの利用者数増加に向けた広
告宣伝

愛知県 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｈｉｓｈｉｄａ／アトリエ　ヒシダ － 大切なものを伝えます！人にやさしい家づくりをＰＲするＨＰ制作

愛知県 あてやか － 顔も気分もあげて生涯現役。年相応の魅力開花、集客アップ事業

愛知県 朝倉鈑金塗装 － 外国産車バンパー修理に特化したサービスＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 有限会社山中荘 5180302010336 空室改善・魅せる化と総合管理サービスによる新規顧客開拓

愛知県 有限会社晃新 2180302007343 親子でつくるヘルシーなピザ作り食育教室を通じた新規顧客開拓

愛知県 株式会社佐野質店 2180301012402 ＷＥＢ広告時代でも“紙”が刺さる！顧客層を絞った買取チラシ

愛知県 有限会社パル・ネットワーク 7180302009269 フィットネス事業のＰＲ強化による売上拡大

愛知県 合同会社ＮＴ教育研究所 9120003011767 新規利用者獲得の為の看板・ホームページ・パンフレット作成事業

愛知県 ｉｎｇデンタルラボハウス － インプラント等自費診療関連受注獲得に向けた生産体制強化事業

愛知県 株式会社カーニバルジャパン 1180301012312 ネットとリアルの相乗効果による販路開拓の取り組み

愛知県 レストラン　シャンデリア － 女性の声に応えた料理・サービスで、新規売り上げ１５１万円ＵＰ

愛知県 有限会社エガミ 1180002086820 「お宅の近くにありますよ！」存在アピールで新規顧客獲得

愛知県 株式会社オオサカヤ 6180001091610 東京常設ショールーム開設と布用プリンタを使った販路拡大

愛知県 株式会社カネマタ 3180001091621 付加価値をもたらすリーフレット配布による生涯顧客創造事業

愛知県 ヤマハン株式会社 5180001092130 快眠熟睡したい人に体圧分布測定器で快眠健康診断をして新規客の獲得

愛知県 きょうわ接骨院 － 安心感を与えるチラシとホームページによる新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社大加 5180001095538 新メニューによる新たな客層の拡大と顧客満足度向上の実現

愛知県 エーシーホーム － 充実した不動産物件の情報提供で顧客の信用度を掴み問い合わせ率向上

愛知県 有限会社Ｆｏｏｔ　Ｃｒｅａｔｅ 4180002087386 整形外科専門医監修！上級シューフィッター在籍靴店販促事業

愛知県 有限会社坂野 2180002083825 大手に真似できないサービスで勝負するホテルの新たな挑戦！

愛知県 石原鉄工所 － ＮＣデータ作成ソフト×自前の高い技術力で増収増益を実現

愛知県 中国料理　一品香 － 一品香を発信！永く地域に愛される店づくり　看板・建物改修事業

愛知県 漂香茶館 － 専用サイトを活用し茯茶と未病を伝えることによる販路開拓事業

愛知県 ＧＯＬＤＭＡＮＩＡ － 半田発信　オリジナルブランド製作及び卸し事業の推進！

愛知県 株式会社カネミヤ 7180001091626 デモ機による体験型プレゼン実施による販路拡大

愛知県 株式会社知多環境研究所 3180001095886 「知多の肥料」および「知多の肥料２号」の販路開拓事業

愛知県 魚福本家株式会社 6180001095925 注文したくなる商品パンフレット・チラシ配布による販路開拓事業

愛知県 アイガーデンラボ － ライフスタイルに合わせたエクステリア提案による新規顧客開拓

愛知県 パティスリー　佑花里 － 機能性スイーツ「佑花里ボタニカル」商品開発とブランド展開事業

愛知県 有限会社中村はりきゅう院 2180002083750 はりきゅう院にデイケアサービスを併設し集客アップ事業

愛知県 六光スタジオ － スタジオ撮影のライティング技術を導入したロケーション撮影事業

愛知県 有限会社かわらよし 7180002083275 ３０代女性客を取り込むレトロな看板設置とトイレの改装
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愛知県 ｆｌｅｕｒｉｒ － 新メニュー・新設備導入で子連れもリラックス＆顧客拡大大作戦！

愛知県 翻訳工房くまざわ － Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ（翻訳）　言葉の垣根を越えて、世界を身近に引き寄せる

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ペット市場に向けての販路開拓

愛知県 ａｍｉｃａｌ － 「温活＆腸活」で体質改善！女性の悩み解消新メニュー販路開拓

愛知県 有限会社ニイヤ製作所 8180002077128 ＨＰを活用して初めて溶接職人が営業活動に挑戦

愛知県 有限会社ソフィア企画 5180002076719 業界展示会に出展及び研修会・個別相談会開催による新規顧客開拓

愛知県 株式会社むらかわ 7180001084043 イメージチェックシートによる提案型リフォームプランの販路開拓

愛知県 ヨコイツトム建築設計事務所 － 新しいターゲット層に向けてアピールする仕組みづくり

愛知県 有限会社中島 7180002077104 プラチナエイジ女性のためのアンチエイジングプログラム

愛知県 Ｇｒｏｗ　Ｇｏｌｆ － ネット利用による業務効率化と体験レッスンＰＲ

愛知県 美容室Ｄｉｃｋ － ネイルサービス導入と体験イベント・Ｗｅｂ広告活用による集客

愛知県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｎｉｃｏ．ｌｉｎｏ － Ｏｎｌｙ　ｏｎｅ×Ｂｅａｕｔｙ×Ｆａｒｍ　植物美容による販路拡大

愛知県 株式会社ワールドアライブ 6180001116251 各自治体・保育園を対象としたカタログによる新規販路開拓

愛知県 株式会社アツシ 4180001086538 温水高圧洗浄機導入で顧客の細かな要望に応え集客アップ！

愛知県 今枝メリヤス株式会社 2180001082159 後継者が取り組むジビエ用ミートラッパーの開発と販路拡大

愛知県 ビストロプティル － 真空包装機でテイクアウト、イベント出店から繋がる販路開拓

愛知県 酒創彩菜だいだい － 当店の逸品である“鯛めし”を看板メニューへと成長させる

愛知県 小川染色株式会社 9180001082326 日本で唯一の染色工場、自社ＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 株式会社竜廣設計 1180001100796 新たなイベントでの集客とそれに伴う看板設置、フリーペーパーでの告知

愛知県 株式会社モワノー 7180001111598 地元自治体・企業のキャラクター！　３Ｄ化による地域活性化

愛知県 松田自動車株式会社 4180001083782 愛車を長く乗って頂くための車検をＰＲし新規顧客を獲得する

愛知県 巴モータース － 事業承継に伴う店舗外装の改装と新たな広報による販路拡大

愛知県 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｒｏｓｔｉｃｃｅｒｉａ　Ｕ　Ｐｕｐｏ － スチームコンベクションオーブンの購入による、新規惣菜の販売店の効率化

愛知県 若松屋末広 － 暖簾の作成及び店舗外照明器具の設置とＷＥＢサイト制作

愛知県 株式会社ｙｕ　ｋｏ－ｎｅ 5180001102450 スマートミールメニューのＰＲで顧客開拓

愛知県 ＣＡＲＥ株式会社 1180001130810 老人介護施設「ＣＡＲＥ」の認知向上に向けたＰＲ戦略

愛知県 ココモンタージュ － 米粉とビーガンの料理教室をホームページで広く販売する

愛知県 千不動産 － 『Ｂ　ｔｏ　Ｃ』から『Ｂ　ｔｏ　Ｂ』への新しい販路開拓　と　空家問題への取組。

愛知県 株式会社シャイニングビューティ企画 5180001082841 新たな販路を獲得するための自社ブランド化粧品の認知度向上計画

愛知県 エステ＆ネイルｍｉｎｉｋｏｓａｌｏｎ － 「顔の歪みを整える」新コンセプトサロンのリニューアル

愛知県 株式会社アイエコアップ 1180001086961 尾張版害虫１１０番開設でシロアリ業から「害虫・害獣総合対策業」へ

愛知県 ロゼッタ － こだわり自家製パンの販売促進と店舗の業務効率化

愛知県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｋ．ｓｈｉｍａｏ － チョコレート専門店が作るビーントゥバーのＢｔｏＢによる販路拡大

愛知県 株式会社オノマトペ 7180001131200 地域初となるスヌーズレンルームの設置による販路拡大

愛知県 株式会社オオクボファクトリー 4180001124108 補修の品質をさらに向上させる塗装ブースの設置

愛知県 Ｌｏｌｏ － 家でも使えるこだわりのヘアケア商品の開発とパンフレットの作成

愛知県 株式会社大中環境 6180001085505 更地に緑化の絵を描く！「キャンパス」ブランディング事業

愛知県 株式会社タカトテクニカ 6180001091387 簡易式逆浸透膜フィルターユニットの開発と販路開拓

愛知県 花丘飯店 － 口コミ集客からの脱却大作戦！親子２代看板コースで販路拡大

愛知県 昌和染工株式会社 8180001082847 染色業から新たに人の集まる場所を作り、会社の持続化を図る計画

愛知県 ＦＭいちのみや株式会社 2180001106834 局の公開生放送・公開収録における周知・販路開拓
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愛知県 株式会社ルフトインテリア 7180001122042 レーザー加工機を使った家具の開発・販路開拓

愛知県 株式会社ケイズテクノ 4180001086728 新スタイル省エネ規格住宅のＰＲによる新規顧客獲得

愛知県 カット屋さん　たんぽぽ － 高齢者が元気になる快適ヘッドケア顧客拡大大作戦！

愛知県 ＢＡＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ － コーヒー焙煎技術を駆使したクラフトチョコレートの販売促進

愛知県 株式会社ｕｋａｅ 9180001130571 もっと綺麗を楽しみたい女性へ！一宮初マツ育アイラッシュの拡散

愛知県 株式会社きよせ 8180001082021 和菓子を通して季節を感じる憩い空間の提供

愛知県 Ｔｈｅｒｅ － 尾州産ブランドｈｏｌｋの新商品開発、展示会出展による販路開拓

愛知県 有限会社回春堂薬局 4180002076026 ＨＰ作成、ＳＮＳ発信、イベント開催でエステ来店客増加作戦実行

愛知県 有限会社愛岐共販社 6180002071421 自社オリジナル割れにくい食器のネットを使った販路開拓

愛知県 ＢＳＣクリエーション － ＂買物弱者＂対策～買物代行を含む便利屋業　楽らく生活サポート

愛知県 Ｐｏｎ　Ｐａｄｄｙ　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ － 薄毛に悩む４０代対象のツヤ髪のための本格育毛サポート事業

愛知県 忠良製陶有限会社 9180002071988 顧客との商談の為の商談スペースとトイレ改修

愛知県 合同会社山口建設 5180003016054 不動産業とリノベーション事業を主力にし新規顧客開拓と不動産事業の強化

愛知県 株式会社尾張屋 6180001078715 お客様の要望に合わせたオリジナル商品の展開

愛知県 Ｄｏｏｒ － ＨＰのスマホサイトを構築と、ネットショップ出店の販路拡大。

愛知県 株式会社ＵＲＢＡＮ．Ｓｔｒｅａｍ 9180001080528 ＳｏｌａｒＲｅｍｏｎ販路開拓・広告宣伝・新商品開発

愛知県 株式会社近藤紙工 6180001089613 ダンボールの設計アドバイザーへ問い合わせの効率化

愛知県 有限会社椿窯 9180002072004 Ｗｅｂサイトによるオリジナル商品の販路開拓およびブランド構築

愛知県 ＶａｌｏＨｕｏｎｅ － 子供連れ、シニア世代がより安全に気持ちよく過ごせる環境整備。

愛知県 愛日緑化造園株式会社 2180001078603 「森の庭」の販路開拓

愛知県 カフェａｎｄキッチンＯＮＯ　Ｈａｗａｉｉａｎ － 地元住民に愛されるハワイアン料理店としての顧客獲得事業

愛知県 喜楽　梅むら － 正座は辛い！椅子席で快適な食事空間を～！椅子と机の設置事業！

愛知県 株式会社立峰陶苑 9180001079388 オリジナル色彩を活用した商品開発と販路開拓

愛知県 合資会社きものの店あつみ 8180003010599 夜間店外照明設置と１２月展示会開催チラシ及びＤＭ制作と発送

愛知県 合資会社フォトスタジオ伊里 3180003010496 潜在需要のある高齢者や身体の不自由な方への新たな販路開拓

愛知県 美容室　優 － シニア層をターゲットにした広報活動を充実させる

愛知県 陣屋丸仙窯業原料株式会社 6180001078896 作家のブランディングによる伝統産業「瀬戸物」の海外販路開拓

愛知県 合資会社カネ三商店 5180003010552 手仕事食器ブランド立ち上げによる新規流通ルート開拓

愛知県 東海ウェイストマネジメント株式会社 8180001131835 中部地区初！廃棄物管理の総合マネジメントサービスの販路開拓

愛知県 ラアマオマオ － 「カカオカフェ＆サロンの販路拡大」

愛知県 はらやま接骨院 － 多忙な働くママに『はらやま式本格美容整体』で美と健康を提供

愛知県 株式会社ＣＲＡ 6180001128569 サバゲーを身近に知ってもらおう！

愛知県 いとう理容室 － 粋男（イキメン）発掘！男性専門理容店のブランド確立事業

愛知県 株式会社マルダイ畑川 8180301011365 「自社の魅力」の「能動的な発信」による新規取引先の開拓

愛知県 ミカワ歯科技研工業有限会社 7180302015944 ５０代女性特有の薄毛のお悩み解決による新規顧客獲得と売上拡大

愛知県 有限会社蒲郡印刷所 9180302015298 「イベント集客はチラシから」あなたの想いを一枚の紙に

愛知県 松下精肉店 － 和牛専門焼肉店の地域化事業。愛知のブランド「みかわ牛」の活用

愛知県 松月 － 形原漁港直送。和食店こだわり自家製干物の販路開拓事業

愛知県 ａｒｃｏ － 平日夜のナイター営業強化に向けた駐車場整備事業

愛知県 みらくる美手 － 顧客エリア拡大に向けた知名度向上のための広報宣伝事業

愛知県 竹島鈑金株式会社 3180301011130 マイカーリースサービスの啓蒙と販促
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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 Ａｉ－ｎｅｙ　蒲郡店 － ５０～６０代女性特有の髪の悩み解決ＰＲによる新規顧客獲得戦略

愛知県 株式会社鈴木商店 3180301011080 自社ブランド開発と販路拡大

愛知県 有限会社木村畳店 8180302015340 網戸の張り替えＰＲを通じた畳・襖・障子のさらなる販路拡大

愛知県 株式会社プロ・スパー 1180301011611 活貝原料安定確保による貝類販路拡大

愛知県 有限会社トライプーム 7180302028104 小さなお子様も気軽に入れる喫茶店のＰＲによるリピート客獲得

愛知県 ジェイビーホーム株式会社 5180301010072 世界で一番自然に近い家「無添加住宅」の販売開拓

愛知県 サクランボ調剤薬局 － 店舗外装工事による新規顧客開拓

愛知県 有限会社たなかや 2180302013333 新店舗の認知度アップと快眠コンサルタントによる販売強化

愛知県 ＫＡＴＳＵＮＯ　ＯＦＦＩＣＥ － 三位一体で「空き家」の利活用を即し、地域を活性化

愛知県 ＦｌｏｗｅｒＳｈｏｐ　花坊 － 店舗ロゴ入りオリジナル袋で来店拡大作戦

愛知県 ＤｅｃｏｒａｔｉｏｎＯｒｄｅｒＳａｌｏｎ　Ｄｅｃｏ　ｍｅｅ － リアル店舗とネットの融合、販路拡大の輪を創るホームページ開設

愛知県 株式会社後成塾 6180301022224 学習戦略のアドバイスを行う合格脳診断アプリによる販路開拓事業

愛知県 佐竹会計事務所 － 飲食業特化の新サービス開発に伴う販売促進・リブランディング

愛知県 耳つぼ痩身Ｍａｍｉ － 新たな顧客獲得の為のチラシ作成と広報誌への掲載

愛知県 株式会社豊川鍍金工業所 6180301010410 メッキ加工のハブ化とオートバイ部品の再メッキニーズの販路開拓

愛知県 シンプルアクツ株式会社 6180301026150 プリント傘製品の直接取引拡大に向けた、知名度向上大作戦！

愛知県 株式会社戸田理平商店 6180301010360 海苔一筋七十余年の海苔屋による商品開発と販路開拓・小売強化

愛知県 ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫ　ＳＴＵＤＩＯ　ｎｏｉｚｅ － 顧客高齢化に対応した店作りとネット販売による販路拡大事業

愛知県 ケイフードサービス － 地域に貢献する高齢者向けお総菜販売事業の展開と販促活動の強化

愛知県 有限会社上田板金 9180302012840 大家さんからの古屋リフォーム直接受注獲得に向けた広報戦略

愛知県 Ｄｊａｎ－Ｆａｎ　浅田屋 － 冷凍でも美味！贈答用餃子・焼売の販促による売上アップ

愛知県 株式会社リンネファーム 6180301030053 豚肉の粕漬けの新規開発、販路開拓

愛知県 Ｄｏｌｃｅ － ３０代女性の悩みを解決するカット技術のＰＲを通じた顧客開拓

愛知県
美容カイロエステ＆カイロプラクティクサ
ロンＣｈｏｕ　Ｃｈｏｕ～シュシュ～

－ 歩行困難に悩む農業者特化カイロプラクティックによる売上拡大

愛知県 有限会社たたみ総合サービス 7180302020804 日本の文化・伝統を海外へ。老舗畳屋が開発する新商品の販売促進

愛知県 株式会社ヴェルテックスジャパン 7180301016480 新旧サービス販促強化の為のＷＥＢサイト拡充事業

愛知県 高橋会計事務所 － 相続シミュレーションソフトの開発・販路拡大

愛知県 有限会社ポーラスタ 5180302017810 理容店が行う女性向けお顔そりの認知度アップで新規顧客獲得事業

愛知県 鍛冶一工業株式会社 5180301013827 新サービス「街中で行う本格グランピングバーベキュー」の開発・販売事業

愛知県 パーソナルケアスクール － 自律神経ケアでハッピーコウノトリ妊活オンライン講座事業展開

愛知県 株式会社サンメタル 1180301016809 外部からできる耐震補強工事のＰＲ作戦

愛知県 有限会社野田安 2180302018737 袋詰め菓子の高付加価値化と、発送業務の「見える化」

愛知県 お食事処　楽 － 「女子会応援！新メニュー開発」　新サービスの販路開拓事業

愛知県 株式会社鸛はうす 9180301017171 誰でも憧れの大家に！競売物件支援サービスによる売上アップ

愛知県 ｅ－ナックス － 地域に根差した「塗装」のプロフェッショナル認知度向上作戦

愛知県 株式会社塚本自動車 1180301014242 塗装ブースの改修による大型車両の受入可能化と塗料変化への対応

愛知県 株式会社山口住建 2180301026476 地元の皆様へ弊社魅力を知ってもらうための広報ツール構築事業

愛知県
ｍｕｎｉ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ（ムニヘアーデザイ
ン）

－ 中年層をターゲット、再現性の高いダメージケアパーマの開発事業

愛知県 有限会社フォックシー 7180302023245 高齢者単独世帯に徳化した電気設備工事の新規顧客の確保

愛知県 ＢＵＲＮ　ＨＡＩＲ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ － 長期的な関係構築が実現できる地域密着型店舗への転換事業
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愛知県 田中生万石材店 － 顧客との接点を増やす新サービス展開と事業内容紹介掲示板の設置

愛知県 アクアｄｅエンジェル － 医療系サロンへ業態転換を図るためのサロン改装・広報事業

愛知県 株式会社みどり造園 2180301019397 個人へのアプローチを強化し地元での庭園管理需要を開拓

愛知県 宮田電工株式会社 1180301019415 産学官で行う水泳用ペースメーカーシステムの開発と販路開拓

愛知県 ガレージ　ルサンバレー － ニューモデル取り扱いの為の店内改装事業

愛知県 有限会社豊田煙火 8180302022881 自動消火剤散布用品のがん具花火化による販路拡大

愛知県 Ｒｏｚｅｔｔａ － 宴会需要の拡大と、男性客をターゲットとした広報活動の展開

愛知県 マルス建設株式会社 5180301020006 若い世代の集客アップにつながるモデルハウスリニューアル

愛知県 福寿園 － 「オリジナル焼き印」記念品・贈答品サービス拡大による販路拡大

愛知県 美容室ナチュラ － “プチ・トータルビューティーサロン”ｎａｔｕｒａ（な美（ちゅ）ら）による、顧客拡

愛知県 株式会社松原電機 3180301024999 “街の電気屋さん”を目指した新事業周知チラシ配布とＨＰの整備

愛知県 株式会社都築建設 2180301018696 空き家管理・活用事業の周知活動と顧客開拓

愛知県 髪切館 － 立地特性を生かした増加する地域ニーズの獲得

愛知県 有限会社シティー・カフェ 1180302022277 地域で働く方々へ事業所ＰＲと経営骨子基盤の骨太化

愛知県 有限会社真栄コーポレーション 4180302025855 スマホアプリとＨＰを活用したコミュニティ設置による販路拡大

愛知県 株式会社豊田健康生活センター 8180301018872 脳トレ健康麻雀教室新規事業プロジェクト

愛知県 酒縁　青月 － おもてなしと本物の伝承による来店客数の増加と客単価向上の実現

愛知県 有限会社ミツワ 7180302023641 新コンテンツ導入で、新規顧客拡大

愛知県 エンジェル － 若林地区の人々に癒し空間から幸せをお届けするエンジェル活動

愛知県 きらずや － 地域野菜たっぷりプロジェクト。野菜を食べて健康増進。

愛知県 ｈａｎｄ　ｓｈａｐｅｓ － アメ車のレストア・カスタムサービスのＰＲを通じた受注拡大

愛知県 有限会社ニシカワ運輸 1180302024827 大型車を運転する女性ドライバーの魅力発信による企業価値向上

愛知県 Ｏｈ！庭ｙａ！武藤一成 － 地域に密着した庭手入れサービスの訴求による顧客数の拡大

愛知県 レディス　フラン － 店内販売スペースの改修

愛知県 小笠原製粉株式会社 1180301015109 「かりんとう」の新規既存チャネル・顧客への拡売促進事業

愛知県 ネギタ食糧株式会社 8180301015449 ホームページを通じて、碧南市のえびせんべいの販売拡大を図る

愛知県 株式会社ＨＩＲＯコーポレーション 6180301017505 最新真空包装機による「持ち帰り用『和食総菜』の開発および販売事業」

愛知県 株式会社伸交 1180301015959 展示会出展と販路拡大の為のカタログ作成・デモ用試作品作成

愛知県 有限会社指只 1180302020017 建具・家具のブランド化戦略と介護系事業の販路拡大

愛知県 株式会社碧南建設 1180301027129 地下埋設核シェルターを交えた工場リノベーションによる販路開拓

愛知県 百瀬機械設計株式会社 4180301013489 切削加工用クーラント液自動希釈供給監視システム試作と販路開拓

愛知県 ａｍｏｒａ（アモーラ） － スチームフェイシャルエステサービスの開発による売上増加計画

愛知県 ロック＆セキュリティＹＯＵ安城店 － 法人向け防犯事業＆自動車鍵業務強化による新規顧客開拓

愛知県 山本自動車整備工場 － 整備対応力の認知度アップによる旧車・輸入車オーナーの新規顧客獲得

愛知県 ３Ｇサポート株式会社 7180301030572 ＨＰ上でのセミナー受注システム構築による新規顧客獲得

愛知県 オノウチ精工株式会社 4180301012755 新市場参入を図るＷＥＢサイトリニューアルで新規顧客開拓

愛知県 有限会社フットバランス 2180302017458 店舗改装と新商品導入を活かしＩＴ活用による新規顧客開拓

愛知県 脇田製畳 － イベント販促ツールにオリジナル畳小物を活用した新規顧客獲得

愛知県 鍼灸マッサージたかはし － 鍼灸の効能と当院の専門性アピールによる新規顧客の獲得

愛知県 株式会社稲徳煙火製造所 3180301012657 花火メーカーによる鳥獣害対策用器具の新商品開発と新規顧客開拓

愛知県 あんじょう額縁（村松秀全） － 空きスペースを活用したアートクリエイターの集うギャラリー事業

19 / 29 ページ



平成２９年度補正予算　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 岩間建築設計事務所 － 住宅は「買う」ではなく「創る」を実践する家づくりで新規開拓！

愛知県 有限会社ササキスケール 1180302016675 精肉店等量り売り商品の生産性改善提案を交えた新規顧客開拓

愛知県 合同会社Ｓ．Ｋ 4180303003959 ２０～３０代女性へ調理と娯楽のあるＢＡＲのＰＲによる売上増加

愛知県 株式会社大坪冷熱機器 8180301012735 初コインランドリーの女性をターゲットにした新規顧客開拓

愛知県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＶＩＤＡ － 市内初！新メニュー導入でトータルビューティーサロンの販路開拓

愛知県 株式会社想珠 4180301028891 新商品「ペット葬儀」（名称未定）の開発と販促プロモーション

愛知県 Ｈａｉｒ　パーシモン － 限定商品を求める新規顧客に対する利用しやすい店舗づくり事業

愛知県 有限会社杉浦畳店 6180302016811 老舗畳店による新エリア参入により新規顧客開拓事業

愛知県 丸仁ホーム － 「多世帯木造住宅の専門家」によるリフォーム事業の新規顧客獲得

愛知県 カーテンコール － ＩＴ活用による店舗の見える化と新規顧客開拓

愛知県 ＧＲＩＴ（グリット） － 高齢者施設をターゲットにした施設メンテンスサービスによる販路開拓事業

愛知県 や。フードサービス株式会社 5180001113893 自店舗によるオリジナル餃子の作成と販路拡大の為のＰＲ

愛知県 ＢＩＲＩ’Ｓ　ＨＡＩＲ － 独自商材の開発による新規顧客開拓と販路開拓

愛知県 株式会社大六建設 4180301023488 新規リフォーム顧客獲得の為の効果的な販促ツール作成事業

愛知県 ｌａ　ｎａｔｕｒｅ － 色彩学を取り入れたホームページ制作で差別化・新規顧客開拓

愛知県 ブライダルギフトショップＬｉｎｋ － 式場との連携構築と看板・チラシ・ＨＰ作成で顧客と販路拡大！

愛知県 お肉や　金の月 － ブログ開設＆ＳＥＯ強化でネットによる集客力向上計画！！

愛知県 ロウリングブレイン株式会社 7180301028146 鉄材も転造できる「強力版簡易転造機」の試作開発・販路拡大

愛知県 中根鉄工株式会社 2180301022574 強みを活かした新規顧客獲得・販路拡大のためのホームページ作成

愛知県 間野製作所 － 溶接技術を活かした治具製造の設計・製造提案による新規顧客開拓

愛知県 斉藤衣料店 － 新規事業（自転車販売・修理）に伴う店舗改装

愛知県 株式会社宏昌食糧研究所 4180301022440 西尾の抹茶を活用した抹茶スイーツ商品のプロモーション強化事業

愛知県 スポーツプラザカミオ － Ｔシャツオリジナル加工と記念品オリジナル加工で販路拡大計画

愛知県 ｈａｉｒ’ｓ　Ｈｏｔ　Ｌｉｐｓ － まつ毛エクステ事業の開始とＨＰ作成による販路開拓

愛知県 ｇｉｎｏｂｉｌｉ － インスタ映えする新メニュー「赤いティラミス」で差別化戦略

愛知県 株式会社宮後 2180301023358 測定をアピールした高精度金型の販路開拓事業

愛知県 小浜自動車 － 小浜版ホスピタリティのブランド化発信の為のホームページ・看板作成

愛知県 杉浦材木株式会社 5180301022522 ホームページ「すぎもくネット」作成による販路及び新規顧客開拓

愛知県 東海特許事務所 － 誰にでも分かりやすい休眠商標活用のための売買サイトの作成

愛知県 伴洋太郎税理士事務所 － 問合せ率向上のためのホームページの機能追加とデザイン改修

愛知県 株式会社大三設備サービス 9180301026908 ホームページ、パンフレット作成による販路及び新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社三河工芸 2180301022806 動画多用で自社サイトを一新し若者の集客拡大

愛知県 Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅ　あとりえいる・ふじむら － 高齢者に優しいサロンへの転換・フルフラットの希望

愛知県 愛知西尾カイロプラクティック － 「病院以外の選択肢を知らない」そんな方へ向けてのＰＲ事業

愛知県 株式会社ＬＩＮＧ 2180301029826 ネイルサービスの提供、トータルビューティーサロンへ。

愛知県 株式会社トラベル三河 5180301022563 今一度自社のお客様を掘り起こすためのＰＲ活動により販路開拓

愛知県 有限会社野村畳店 2180302027498 一目で分かる大型野立て看板（縦２ｍ×横５ｍ）の設置

愛知県 株式会社たかはら 1180301022939 電動ベッドをもっと身近に！「電動ベッド寝心地体験会」開催。

愛知県 株式会社ＭＩＴＳＵＷＡ 9180301026882 ２世帯リフォームとセットでのセキュリティ提案を通じた顧客開拓

愛知県 ＳＥＥＫ　ＨＡＩＲ － ヘッドスパによる健康促進と顧客単価の改善

愛知県 中京テクノサービス株式会社 4180301024684 ホームページ作成による当社の認知度アップと販路開拓
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愛知県 ｔｗｏ　ｔｈｉｎｇｓ＆ｔｈｉｎｋ － 新規のお客様開拓と顧客満足度を上げるための外看板変更と店内改装

愛知県 町のくすりやさん　陽だまりの部屋 － セルフメディケーションの推進と身近なくすり屋であるために

愛知県 Ｆｌｏｗｅｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｈｏｐ　ＦＩＯＲＥ － フランス・パリで！！振袖を着て！！自店ＰＲ世界戦略！！

愛知県 移動販売ＨＯＲＡＩＤＯ － 若者を取り込む新しい商品の販売と移動販売車の改装

愛知県 ＳＵＧＩ　ギター教室 － デジタルとアナログの融合した、次世代音楽環境を身近なものに！

愛知県 田畑建設株式会社 9180301022948 ワンストップで『中古住宅購入＋リノベーション』認知大作戦

愛知県 古川屋 － 看板と駐車場整備による来店客数とリピータ―客数増大

愛知県 ＭＯＶＥ － オシャレと機能がコラボする個性的な多機能バッグのブランド強化

愛知県 井上興業株式会社 5180001096346 看板の設置で店舗をアピールし新規顧客を獲得

愛知県 有限会社キットカッター 6180002091056 工事受発注を円滑にする「ＫＩＴシステム」を搭載したホームページ制作

愛知県 ＴＭＭ － 研磨作業の一部機械化による、職人作業の軽減

愛知県 ＲｅＶｅ － 既存客の満足度を高め新規顧客を獲得する炭酸水ヘッドスパ導入

愛知県 河合　貴幸 － 分校開校にあたる広告宣伝事業

愛知県 リラクゼーション工房いっぷく － ライトとデジタルサイネージによる認知向上と顧客データの活用

愛知県 ランスタースポーツスクール － 地域の「陸上部」をＰＲする看板設置による新規会員の獲得

愛知県 あま整骨院 － 高齢者でも見やすい店舗壁面の看板・フィルム設置による新規顧客獲得

愛知県 Ｄｅａｒｓ　Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ － 美容ライト脱毛宣伝広告で新たなニーズの獲得、売上アップ事業

愛知県 みそかつ三福 － 女性やファミリー層の居心地改善による新規顧客獲得

愛知県 Ｅｎｉｓｈｉ　Ｃａｎｄｌｅ － 津島市天王通り商店街の空き店舗活用によるにぎわい創出プラン

愛知県 Ｃｈｅｅｒｆｕｌ　ｐｒｏ － 地方の起業したい女性に向けてのアプリと広告のミックス販促事業

愛知県 すまいるクロス － アクセスが少なすぎるＨＰリニューアルによる訴求力と売上の向上

愛知県 有限会社Ｊ．Ｃ．Ｏ中部 8180002071171 地域に『質の高い既存住宅』を増やす

愛知県 整体院加藤 － 紙広告と展示会出展、看板修正による新規事業内容の認知度強化

愛知県 小野島　聡 － 【単価ＵＰ】ドローンと広角レンズで店舗内外の撮影に対応！！

愛知県 セブングロウ株式会社 8180001124046 ［美容室利用の高齢者に対して］既設トイレのバリアフリー化等。

愛知県 ＲＩＣＯ － オシャレなショートを求めるママ世代にレザーカットで顧客獲得

愛知県 株式会社リビング春日井 5180001074590 手薄な営業エリアへの広告掲載による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社大成箔紙工業所 4180001074369 地元企業を回り顧客ニーズに応えるラミネート加工業者を目指す

愛知県 株式会社ライズファクトリー 8180001077319 釣り専用バッグ「ＬＩＮＨＡ」の知名度向上と販路拡大

愛知県 株式会社山喜 8180001075116 新事業の周知による若者新規顧客の獲得

愛知県 柏接骨院 － 接骨院＆トレーニングの複合施設をつくろう！

愛知県 株式会社ＫＡＡＩ 3200001031038 重症心身障がい児の快適な入浴を促進する事業

愛知県 Ｍｉｍｉ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 自社のブランディングに力を入れ、新規開拓と顧客満足度ＵＰ

愛知県 株式会社氷屋川久 1180002065700 純氷のブランド価値向上に向けたウェブプロモーションと販路拡大

愛知県 株式会社Ｉ　ａｍ　Ｉ 1180001126420 店舗外観の改装による集客力の向上による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社ＯＫＵＲＡ　ＧＲＯＵＰ 9180001104154 外国人ビジネスマンにおいしい中華そばＰＲによるファン顧客獲得

愛知県 整体院プラント春日井 － スマホ対応のホームページを作成し、新規客の来店誘導を図る事業

愛知県 株式会社ｎＴＥＣＨ 1180001125414 ホームページ開設と動画を活用した企業アピールによる販路開拓

愛知県 エスプロダクト － オリジナルブランドの新規立上げと既存事業の情報発信強化

愛知県 株式会社フィール・ソー・グッド 2013401006587 「所有から使用へ」意識変化に対応した新規顧客獲得の販促強化

愛知県 株式会社Ｋ＆Ｋ 7180001102886 「街のガラス屋さん」ブランドで自社集客アップ！
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愛知県 小さなダイニングバー　ＳｎａｉｌＳｈｅｌｌ － ホームページ作成による２０代３０代食事需要獲得による販路拡大

愛知県 フロンティアマネジメント株式会社 2180001089105 ランチタイムのターゲット層拡張を目指して

愛知県 有限会社ファ－ム 7180002067113 「ペットと暮らせる家」「高齢者世帯のバリアフリーの家」の提案

愛知県 ブックパートナーズ － 商品力強化のためのＬＰ制作とＷＥＢ広告利活用による販路開拓

愛知県 ＴＤＣ　ＳＴＵＤＩＯ － 春日井市居住、勤務者へ、健康づくりクラス開設による新規開拓

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紙袋のデザインリニューアル

愛知県 永田自動車 － 半径二キロ圏内の販促、アクセス向上による新規開拓

愛知県 株式会社オギハラ 3180001073850 新規・リピーター動員力アップの冷蔵・冷凍庫の増設事業

愛知県 パートナースイッチ － 春日井市近隣住民への販促・石材店へコーティング事業の新規開拓

愛知県 有限会社アクアサポートイチダ 1180002064933 認知度アップのための新規看板設置策

愛知県 健康カフェ　春カフェ － 春日井市及び近隣住居者への当店認知度アップによる新規開拓

愛知県 有限会社阿部質店 5180002070952 質屋の利用勧奨・当店の利用促進をはかる広告

愛知県 三代目ひょうたんや － ホームページ開設及び地域情報誌へのチラシ折込等による顧客獲得

愛知県 カンザンカンパニー － 男性専門の結婚相談所。人生の充足、未来への架け橋

愛知県 株式会社イトウ　イトウふとん店 5180001073700 睡眠は生き方を変える！～春日井の老舗から愛知の専門店へ～

愛知県 井上化成株式会社 3180001073719 アクリルの加工技術で展示会業界への販路開拓事業

愛知県 有限会社ＮＥＸＴ 6180002070860 不動産の処分でお困りの方へのＨＰによる販路開拓

愛知県 星川楽器株式会社 7180001086056 知名度アップ新規顧客確保の為の看板設置・ホームページ作成

愛知県 Ｌｏｔｔａ　Ｈｅａｒｔｓ － 永久脱毛コース開設及び広告宣伝強化による新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｔｉｍｅ 4180001130766 ヘッドスパのリニューアルとＰＲにより顧客獲得と再来店の促進

愛知県 有限会社トスコ 7180002081080 地域個人家電店のサービス内容認知度向上による新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社Ｆｕｎ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 1180001129992 後部座席に座る子供を守るスマホ連動デバイス「ベルトン」の販促

愛知県 有限会社イシグロ塗装 5180002080398 あなたの家は元気ですか？攻めの宣伝広告で新規の販路開拓

愛知県 株式会社鈴重 3180001054669 会社パンフレット作成により会社認知度向上と新規顧客開拓を図る

愛知県 国府宮ジェラートユーグレナ － 移動販売車を導入した手作りジェラートの販路拡大

愛知県 有限会社水谷農園 8180002081336 新規顧客確保の為の展示会出展とパンフレット・カタログ作成

愛知県 株式会社みやび 8180001115094 自家製『ふわとろわらび餅』の販路拡大

愛知県 愛幸建設株式会社 1180001118145 建設業界の危機を救う！「家周りネットワーク」事業

愛知県 株式会社ベアリッジ 2180001095805 アニメ動画で製品を分かりやすく紹介することによる販路拡大事業

愛知県 有限会社ヤマト養鶏 6180002086361 ホームページ新規作成によるたまご直売所（自動販売機）の販路拡大

愛知県 Ｌｉｎｏ － 認知度向上と講座開講に向けた店舗改装とバリアフリー化

愛知県 有限会社エージイエスサービス中部 5180002087229 ペットホテル棟設備の改修と改修後施設のＰＲ

愛知県 株式会社ウエイト東海 3180001093725 人と荷物を守るＳ．Ｇ．Ｂ　ＳａｆｅｔｙＧａｔｅＢｏｘの新製品開発事業

愛知県 髙田整骨院 － ホームページ開設・キッズスペース設置で子育て世代への販路開拓

愛知県 パン工房ヴィエノワ － キャラクターを生かした焼き菓子による販路開拓

愛知県 澤田酒造株式会社 8180001093159 江戸末期創業の老舗酒蔵の直売所認知向上の為の、屋外看板の刷新

愛知県 合資会社柿田呉服店 7180003013058 店舗全面改装（屋根・床）における外国人観光客への販路開拓

愛知県 合資会社吉野屋 2180003013161 シール機導入による商品製造のスピード化で販路拡大

愛知県 石井美容室 － ヘッドスパの導入と高齢者にやさしい店舗改装による売上拡大

愛知県 株式会社チームエイシア 1180001131767 ＨＰとＳＮＳの連動における集客拡大

愛知県 有限会社鈴幸 6180002082682 ゆっくり、楽しく会食ができる「膝・腰らくらく」店舗づくり事業
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愛知県 株式会社ＩＳＯコーポレーション抹茶文庫 1180001129159 抹茶・餅・甘味店の認知度アップと店舗視認性を高める事業計画

愛知県 花ギャラリー宴 － インスタ映えを意識した創作メニューの提供による新規顧客の獲得

愛知県 珈琲屋明楽時運　是故 － 「だれにもやさしい『安らぎの店』づくり事業」でイメージアップ計画

愛知県 有限会社キープロジェクト 3180002082702 地元を感動の渦に！未来へ進め地元選手達！応援サイトの開設

愛知県 丹羽浩太郎経営労務事務所 － サービス業等向け社員定着コンサルティングによる新規顧客開拓

愛知県 有限会社メイオー電子 3180002070104 超小型衛星搭載機器（ＰＣＵ）の環境試験及び販路開拓

愛知県 本格菓子香館アンプチベアやぐま － 当店の強みを生かした新商品開発による新規顧客の獲得

愛知県 小牧建具株式会社 5180001075812 安定受注を目指した市場浸透のための販路開拓活動

愛知県 株式会社日建コマキ 2180001078264 事業所関係修繕スペシャリストを目指した販路開拓活動

愛知県 永井ぶどう園 － 販売資材デザイン統一による農園ブランドづくり

愛知県 アトリエＭａＦｉｌｌ － カリスマ美容師直伝の美容技術の発信力強化

愛知県 株式会社ＩＳＭＳ 7180001077955 若い客層の新規客取り込み、次世代マーケット確保のため集客強化

愛知県 中部エコバイオ合同会社 8180003015152
使用済み天ぷら油を改質し、天然植物由来「生分解性」潤滑油を製造し、さら
に使用期間

愛知県 十三家 － 店舗改装による入りやすい店づくりと新規顧客開拓

愛知県 細井工業 － アイアン家具の製造販売のＰＲに向けたＨＰ、リーフレットの作成

愛知県 Ｃｈｅｚ　Ｃｈｏｕｃｈｏｕ － 通販による遠方の顧客獲得と販路拡大

愛知県 ぼるだー本舗 － クライミングのルート更新と看板設置による新しいお客の獲得

愛知県 株式会社トリックス 5180001077494 保険ドック普及により最適な保険加入方法を浸透していく。

愛知県 日成工業株式会社 3180001076291 ホームページ開設による自社の認知度向上と新規取引先獲得

愛知県 株式会社ＦｏｒＮｅｘｔ 5180001130856 ＩＣＴ設備、電子黒板の導入によるサービスの差別化と新規顧客獲得

愛知県 デザインモリス － 木のオリジナルアクセサリの開発でリピート率ＵＰとブランドの育成

愛知県 理容みずの － 地域で唯一の女性理容経営者が取組む女性顔剃りニーズへの開拓策

愛知県 アグレイア － 自然派美容室を地域に認知してもらうための看板事業

愛知県 合資会社松栄本店 6180003011269 老舗の新たな取組みを観光客に訴求、販路開拓とリピート率の向上

愛知県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｌａ　Ｍｉｅｕｘ － 犬山城下町古民家ケーキ店のチョコレート商品拡充とカフェ運営の充実

愛知県 ヤシの木接骨院 － 新規店舗を皆さんに知ってもらうための宣伝事業

愛知県 合資会社キリン亭 4180003011221 ファミリー層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 有限会社関西 2180002074774 店舗リニューアルによる看板の設置事業

愛知県 おたずね鍼灸院 － 『未来に”光明”！『目の鍼灸』で良き暮らしっ！』

愛知県 喫茶ムーン － 社会的弱者にやさしい喫茶店作り

愛知県 マクラメカフェ － コミュニケーション力強化とマクラメカフェのブランド力向上

愛知県 海老澤糀店 － 味の違いにびっくり、無農薬有機農法のうま味溢れる天然糀の販促

愛知県 ＭＡＮＴＯＶＡＮＡ － 魔法のミキサー導入によるイタリア料理の更なる追求

愛知県 株式会社マルニ 8180001080917 即時納品サービス導入による新規客獲得事業

愛知県 株式会社島正技研 8180001081031 ３Ｄモデリングマシン（切削機）の導入による販路拡大事業

愛知県 有限会社プリンセス・モア 8180002093224 肌トラブルで悩む新規顧客を増やす対策、近隣地域の広報拡大

愛知県 有限会社犬山印刷 3180002074294 印刷御用聞きが取り組む商談会出展者の効果効率支援での販路開拓

愛知県 清華堂 － 「日本文化が体験できる“大人のためのレンタルきもの店”の展開」

愛知県 暮らすひと暮らすところ － 当社のデザイン力と伝統技術や産地の特徴をＭＩＸした商品の販売

愛知県 株式会社ＨＡＮＡＯＵ 1180001131560 うちの凄さを知ってもらいたい！ホームページで認知度ＵＰ！

愛知県 Ｓ－ｆｏｕｒ　ｈａｉｒ － ＨＰのレスポンシブ化によるヒゲ光脱毛広報活動事業
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愛知県 地域活性推進団体オーキッズ － 新食感！東海市の蘭を食べるキャンペーン事業

愛知県 ミル・クール － おふくろ庵グローサント化事業

愛知県 コンティーサポート － スマホツルツルピカピカ友達に伝えてキャンペーン

愛知県 Ｂｅａｒｄ － ＢＥＡＲＤレザークラフト工房兼店舗新規開店ＰＲ

愛知県 パスタデココ東海富貴ノ台店 － 『明るくキレイなお店』で再発進！

愛知県 Ｔｒａｎｓｃｅｎｄ － メンズ専門美容院のオープン販促計画！

愛知県 音羽屋 － 海老せんべいの工場見学用通路および飲食スペースの整備事業

愛知県 大松屋製菓 － 商品のブランド化と新規顧客獲得に向けてのＰＲ

愛知県 加市農園 － 事業承継に向けた新商品開発・新市場進出！ジャムの自動販売事業

愛知県 井村食彩園 － 完熟イチジクを海外へ輸出可能にする新規パッケージの開発

愛知県 株式会社ＴＡＮＳＡＮ　ＢＥＡＵＴＹ 6180001117729
「ＴＡＮＳＡＮ　ＢＥＡＵＴＹ」美容大国タイをハブとした東南アジア市場への販路
開拓

愛知県 我ら無線人合同会社 9180003014343 展示会出展による認知度向上とマニュアル翻訳化による販路開拓！

愛知県 ｃｏｃｏｒａ － 新規顧客＆シニア世代獲得に向けてアピール大作戦！

愛知県 やさいや　みかど － オーガニック野菜と希少なあいち伝統野菜を産地から都心へ発信！

愛知県 寿司割烹なだか － 水槽購入による「知多前すし」の安定供給とファミリー層へのＰＲ

愛知県 合同会社ＪＡＭＺ 3180003018176 トガッた男御用達。愛知随一男性専用サロンのブランド化大作戦！

愛知県 株式会社秀友館 8180001092540 「他塾とは違う、学習塾　秀友館」を知ってもらうために

愛知県 橘萄園 － ぶどう農家にもホームページを！畑と顧客を繋ぐショップカード！

愛知県 有限会社ササキ建築 3180002084814 「地元密着で、不動産も扱える建築会社」を強調しての顧客開拓

愛知県 脳若ステーションおおぶ － 高齢者の憩いの場として認知度をＵＰさせ新規顧客獲得と販路開拓

愛知県 株式会社ガレージミルク 2180002084690 自ら外へ出よう！移動カフェで販路拡大で収益アップ

愛知県 株式会社グラスプミライ 4180001126293 高齢者特化型宅配弁当サービスの販促強化による新規顧客開拓

愛知県 有限会社写真スタジオつつみ 3180002084839 女子力輝く、スタジオ写真の魅力アップ、新規お客様拡大計画！

愛知県 株式会社ＫＨエンジニアリング 4180001103722 自社の設計力をアピールするためのショールームスペースの設置

愛知県 焼肉ＳＨＯ － 女性向けランチメニュー、看板リニューアルによる地域一番店宣言

愛知県 有限会社洋菓子チロリヤン 5180002085232 ギフト商品展示リニューアルと周年祭イベントでの売り出し

三重県 Ｂ－ｔｅｃ　整体接骨院 － 広告展開、手すり設置による販売促進と治療器導入による売上拡大

三重県 Ｉ．Ｓ．ライフサービス株式会社 6190001014272 人材市場の課題『求職者確保』に『みえ知るビズ・仮称』ＨＰ立上

三重県 ＣＯＳｔｕｒｅ － ふんどしパンツＣＯＳｔｕｒｅのブランド力向上と販路拡大計画

三重県 Ｐｉｚｚａ　Ｂａｒ　Ｏｔｔｏ － グループ来店客獲得のための店舗２階部分のリニューアル

三重県 Ｉｎｐｕｔ－ｓ － 建設会社顧問カメラマンサービスＨＰ開設による販路開拓戦略

三重県 まな鍼灸堂 － 患者が安心して来院できる店舗に整備して売上向上を目指す事業

三重県 株式会社Ｅプレゼンス 3190001022360 中小企業向け「人材獲得戦略マニュアル」冊子作成による販売促進

三重県 野呂食品株式会社 5190001015874 スマートフォンに対応したホームページの作成による売上げ向上プラン

三重県 岡村サービス － 便利屋ならではの「買物代行セットプラン」サービスのＰＲ

三重県 レッドエッグ株式会社 3190001018581 統一ブランド「みえ婚」を活用したホームページ作成事業

三重県 ささがわ接骨院・整体院 － 『骨盤矯正』サービスの紹介に特化したＰＲと来院誘導

三重県 伊勢藏株式会社 2190001017329 自社ホームページの改修による一般小売・業務用両方の販路開拓

三重県 吉田珠算学園 － 教室改修による生徒数増への対応とトイレの洋式化工事

三重県 ＵＣＣカフェバザール茶道 － 看板設置と駐車場整備でお店の存在感を回復、そして来客増加！

三重県 有限会社４ｔｈ－ｍａｒｋｅｔ 5190002024172 ＷＥＢマーケティングの構築による売上拡大
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三重県 Ｃｈａｎｔｉ株式会社 1190001023807 自社のホームページを制作し、通信販売による販路確立・拡大を目指す

三重県 三浜紙器株式会社 8190001016515 新商品「組立式ＥＣＯダンボールパレット」販売に向けた販路開拓

三重県 ＡＭＡＺＩＮＧ　ＦＡＣＴＯＲＹ －
◆◇　書家ブランドの確立と高付加価値商品による売上＆販路拡大計画　◇
◆

三重県 株式会社ｓｐｉｎｎｅｒｓ 2190001024341 良質な生活用品を提案するショップとして広報戦略の強化と見直し

三重県 一穂はりきゅう院 －
チラシと地元情報誌からＨＰに誘引し当院の強みを伝えて新規顧客を開拓す
る事業

三重県 有限会社カーオーダーＭ 1190002023269 若年層をターゲットとした軽自動車のリース購入の普及計画

三重県 おしゃれな自転車茶里夢 － 体験イベントを充実して新規顧客を獲得・ストック化し、売上を向上する事業

三重県 創作洋食　フルール　ドセル － カフェタイム導入と周知の強化による顧客の新規開拓

三重県 株式会社ＴＲらぼ 1190001024144 「紙×デザイン」で生み出す、こだわりの販促物の作成

三重県 株式会社ＩＮＳ 9190005009654 一次産品を原材料の主にした介護スープ商品で国内外へ販路開拓

三重県 株式会社郷土活性化 7190001021474 ＨＰリニューアル・ＥＣサイト開設による郷土居酒屋の販路拡大

三重県 合同会社ｉｙコーギー 1190003002437 「安全・安心な住まい」認定による賃貸住宅のブランド化

三重県 株式会社クリエィション 5190001019693 販路開拓・商品開発に悩む企業・行政へのコンサルタント業務の市場開拓

三重県 ５５カフェ －
訪日外国人をターゲットに情報発信・受入環境の整備により新規顧客を開拓
する事業

三重県 エフケーション有限会社 7190002020450 ホームページの新規作り変え・カメラ・ドローンによる映像機器の充実。

三重県 ＦＬＡＲＥＳ － 三重県内企業向けＩＴ及び音楽教室事業の顧客開拓と売上拡大

三重県 ＤＡＩＳＹ － 新メニューのオートネイルで顧客のニーズに応え、売上拡大！

三重県 さん喜ち － 接待利用の顧客ニーズに着目した特別個室改修で売上アップ事業

三重県 Ｋａｑｕｌｅｇａ － 「インスタ映え」ランチサービス開始により女性の新規顧客獲得

三重県 ｃｏｍｂ　ｄｅ　ｓｈｉｏ －
地元情報誌やＳＮＳ広告を利用した、自店舗及びオンラインショップへの集客
と売上拡大

三重県 株式会社メガネの服部 3190001001174 現役子育てママ店主を強みに子育て世代の新規獲得作戦

三重県 株式会社アビスタ 3190001021619 ＨＰのリニューアルとＳＥＯ対策による販路拡大事業

三重県 株式会社縁屋 7190001024089 ホームページ開設による一般顧客への国産冷凍カット野菜の販路開拓

三重県 株式会社ミクニ自動車 8190001022125 新車検サービスの提供による顧客開拓事業

三重県 旬彩酒房あうん － 店舗内改装による新たな顧客層（高齢客・女性客等）獲得

三重県 みて株式会社 3190001021833
日本茶の輸出量増大のために欧州、東南アジア諸国の現地飲食業の販路開
拓事業

三重県 ワークトピア株式会社 6190001001411 ＳＮＳ・ホームページ等、ＩＴを活用した情報発信による販売促進事業

三重県 サロンドビアンカ － ＨＰ・看板の活用による潜在顧客の掘り起こしと新設備導入による販路開拓

三重県 株式会社天然樹ホーム 3190001000523 「天然樹ホーム」の強みを見える化！営業ツール強化による販売促進

三重県 株式会社テイクパート 2190001024473 飲食店とともに成長を目指すレジ屋さんの営業力強化

三重県 ｓｔｙｌｅ　ｕｐ　ｓｃｈｏｏｌ － 女性のキャリアアップに向けたオーダーカリキュラムによる販路拡大

三重県 株式会社エイト不動産Ｌａｂ 3190001000151 不動産相続対策の“知らない・出来ない・解らない”を解決！

三重県 ｈａｉｒ３８＋ － 店舗内のリフォームによる「女性に優しい理容室」化計画

三重県 株式会社銀河堂Ｚ 2190001024093 「店舗」認知度を向上させるためのチラシ・ＨＰ拡充・ＬＩＮＥ＠制作等事業

三重県 有限会社きものひろば 9190002001837 オリジナルブランドのラインナップ充実を契機とした販売促進事業

三重県 迎旬　とうり － ＨＰ・リーフレット・情報誌を活用し、地域へ心温まるお店を情報発信

三重県 寿し割烹　みつい － “わかりづらい”を解消する店舗看板の製作と駐車スペースの拡張

三重県 十字屋 － 講座の開催とガイドブックで新規顧客と売り上げアップ

三重県 中勢製氷冷蔵株式会社 2190001000631 ホームページのリニューアルと飲食店向けＤＭによる販路開拓

三重県 みそのめがね － ＨＰ開設で地域密着専門店として訴求力アップと新規顧客開拓

三重県 ＡＫペイント － 広報ツール作成で差別化アピールし需要の掘起しと新規顧客開拓
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三重県 株式会社酒徳昆布 9190001021811 「粉末昆布だし」と開発して、品揃えを増やす事で顧客開拓を行う

三重県 有限会社アットホーム 3190002010967 スマホ対応ＨＰ開設で情報発信、売上拡大。目指せ地域１番店！

三重県 なかむら建設株式会社 2190001006843 現場見学会と新パンフレットで当社の拘りを市場に浸透させる。

三重県 うな嘉 － ファミリーをターゲットとした新メニュー開始による販路開拓事業

三重県 株式会社Ｙ’ｓｃａｒｒｙ 4190001007897 美への潜在的願望を誘発する情報発信事業

三重県 伊勢くすり本舗株式会社 8190001019030 伊勢伝統薬『萬金のど飴』有効性強化・顧客満足増強で新販路開拓

三重県 おひさま － もっと知って欲しい、他とは違う訪問美容おひさまの事業を！

三重県 有限会社大阪屋 7190002008421 飲食店が提供する高齢者にやさしい快適空間で販路拡大

三重県 有限会社麻野館 6190002008158 スポーツ団体宿泊客に向けた販路拡大事業と顧客満足度の向上

三重県 小鉢ゃ　わいず － ランチを入口商品とした少人数貸切可予約制宴会の販売促進事業

三重県 株式会社萩原建設 6190001006906 他社と一線を画した事業内容を顧客に知らせるホームページ製作

三重県 有限会社ふらんす 8190002009600 ＬＥＤ照明を使用したケーキにやさしいショーケースの導入

三重県 西原土地家屋調査士事務所 － 土地家屋調査士業務専門ＣＡＤ購入による迅速化と機会損失回避

三重県 有限会社マルエス田中商店 4190002009728 網羅性の高いＢ　ｔｏ　Ｂ、Ｂ　ｔｏ　Ｃパンフレットによる販路開拓事業

三重県 株式会社イセヤ 3190001006487 インテリア３ＤプランニングとＨＰ・チラシによる販売促進事業

三重県 Ｎａｉｌ＆Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｓａｌｏｎ　ＭＯＮＮＡ － 痩身マシンの導入で追及！！「女性の美」

三重県 ホームプラス － 「三世代おせち」の販路拡大、生産力アッププラン

三重県 日本モッキ － 顧客が混在するＷＥＢ販路の整理・拡充と展示会での販路開拓

三重県 株式会社快眠屋おの 8190001022629 羽毛布団の状態診断イベント開催による新規顧客開拓事業

三重県 ビューティーまつむら － 女性客と若い男性客を獲得するためのおしゃれ空間づくりで集客

三重県 ＭＯＮＳＩＥＵＲ　ＣＬＵＢ － ストリートカルチャーとのコラボによる販路開拓事業

三重県 ～Ｖｉｓｈｎｕ～ － 伊勢サロンに来れない方にもウェブを使って妊活　体質改善サポート

三重県 有限会社エムブレイン 8190002016010 新事業導入による新規販路開拓と売上拡大計画

三重県 喜奴家 － 中高齢層女性のニーズに着目した店内設備改修により新規顧客開拓

三重県 サンエイケミカルカンパニー － ＤＭで獲得した新たな顧客を対象とした鶏舎農家市場への開拓

三重県 ＨｕｍａｎＦｒｅｅｍａｎ － 次世代育成の企業研修や個人講座の新規販路開拓と売上拡大計画

三重県 ナチュラルスタイルミルキーウェイ － 中高齢女性をターゲットとした紙媒体の販促強化で新規顧客開拓

三重県 株式会社ネットエージェント 1190001024425 看板設置で企業信用力向上を実現、官需をベースに民需売上を拡大

三重県 カーショップエクセル － 通販で購入したタイヤの取付店となり、若者客を常連客にすることで売上増

三重県 炭火焼肉丸勢 － 店舗前大型看板設置による全面道通行客、観光客への自店特徴訴求

三重県 つむぐデザインルーム － 制作実績を掲載したホームページを活用した新規顧客開拓事業

三重県 環境システム株式会社 2190001007189 土木建設工事の未来につなぐ製品提案のためのホームページ

三重県 はしもと農園株式会社 7190001024469 夏野菜の保存問題の解消と戦略的出荷調整により売上拡大を目指す

三重県 有限会社岡田生花店 7190002016069 店舗改装による陳列スペース改善で魅力度アップと新規顧客開拓

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個人住宅の外壁塗装工事受注拡大

三重県 司法書士法人鈴木総合法務事務所 8190005011149 親の相続、離れて暮らす子世代の不安を解消するサービスの展開

三重県 株式会社Ｍ’ｓＪＡＰＡＮ 4190001019942
業界初！新広告媒体物（コンテナ型サインシステム）の販売による売り上げＵ
Ｐ

三重県 株式会社センプリーチェ 7190001022984 イタリアンバルでの新たな陳列方法の構築と販路拡大

三重県 天助株式会社 4190001022186 和食、健康食ブームに対する新しい旨味ダシ食材の市場開拓と販促

三重県 有限会社快楽亭 8190002013734 ＷＥＢによる口コミを広げるお食い初めページの制作

三重県 頭蓋仙骨療法ナパチョ － 高濃度水素水デトックスマシーンで施術効果を上げ売上アップ
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三重県 有限会社マグマグジャパン 1190002015480 醗酵黒ニンニク「おかげさん」のＰＲ強化と販売促進

三重県 レストハウスアビイロード － サービス内容アピールに繋げる看板設置による新規顧客開拓事業

三重県 リンドヴィルム － まつ毛エクステンション専門店オープンによる地域ブランド確立

三重県 株式会社サン・テス 4190001011676 ペットボトル破砕工程の完全自動化・製品の向上

三重県 ニシデン産業株式会社 2190001020621 地域内での電柵器本体の売上アップを目指し、販路の拡大を図る。

三重県 有限会社松本紙店 1190002014391
全国のアートファンが集う画廊、トイレバリアフリー化で文化教室の利便性向
上！

三重県 有限会社牧野商店 5190002014405 伊勢の国のこだわり蒟蒻における顧客ニーズに対応する新商品開発

三重県 株式会社トータルケア・サービス 3190001022014
生涯、住み慣れた地域、自宅で元気に暮らし続けたい要介護高齢者の支援
事業

三重県 ｍｏｎｆａｖｏｒｉ － 市内初「脱毛×ネイル」サービスで顧客満足度向上・新規顧客開拓

三重県 グリーン・ライフ株式会社 9190001004948 「完熟の朝採れいちごを使ったいちご大福」の開発と事業化

三重県 ＪＵＮ － 手に職をつけたい子育て中のママを新規獲得する広告宣伝事業

三重県 クラフトアルマジロ株式会社 4190001005785 自社オンラインショップ通販の強化取り組み

三重県 ＩＳＨＩＤＡ１０９８ － 健康をテーマにイメージアップ・店販品で単価率アップ事業

三重県 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ａｙｒｉｓ － 新規顧客開拓ためのＷｅｂ、ＳＮＳによるネイルの新たな提案事業

三重県 オリオンプラス合同会社 9190003002462 ＫＥＮＭＩＮギフト専用ネットショップ機能の構築による販売促進

三重県 有限会社鈴鹿モールド 4190002006535 ＷＥＢ販促で自社の法被を全国のよさこいチームに対してＰＲ

三重県 有限会社関戸園芸 8190002006580 雑草対策．ｃｏｍを活用した販売促進事業

三重県 株式会社ユームズ・フロンティア 9190001024038 高性能の小水力発電システムの試作機開発と販売拡大

三重県 株式会社鈴りん探偵舎 5190001025436 「学生コンサルタント」の育成による店舗系コンサルティング事業

三重県 Ｋ＆Ｇ － レーシングテクノロジーを活かした車いすの試作開発

三重県 床屋　まえだ － インターネット予約導入による利便性向上と周知・ＰＲ

三重県 エーツーピージャパン － こどもからおとなまでモノづくり体験ができる電子機器工房

三重県 オフィスハナ － ホームページと専用教室を活用した販路拡大

三重県 ＫＡＫＥＨＡＳＨＩ － 店舗内改装、撮影設備・セット導入と赤ちゃんの安全面強化

三重県 桑名米商株式会社 1190005007772 田んぼの管理できている生産者が作った美味しいお米で販売促進

三重県 大桑商店株式会社 6190001012350 小売・卸売はもっと全国規模に！家具修理はもっと効率的に！

三重県 有限会社大発商会 5190002016780 ＩＴを活用した販促と新サービスにより若い世代の新規顧客を開拓

三重県 タタサク － 畳表折曲器導入による製造効率化と折込チラシによる販路拡大

三重県 株式会社Ｗｉｓｈ 9190001024376 体感バランス強化！スポーツ遊具での運動能力向上で利用者増強

三重県 合資会社後藤酒造場 9190003001365 桑名の銘酒を世界のＳＡＫＥに！パリでの展示会参加と新商品開発

三重県 陣田屋商店 － 存在感のある看板設置と外観のクリーン作戦で新規顧客獲得プラン！

三重県 株式会社みずよし 8190001013925 地域密着型№１を目指す！お客様に選ばれる工務店へ

三重県 ＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ＆ＣａｒｅＶｉＪｏｙ － 未就学の子ども連れママでも来やすい改装とチラシでの販路拡大

三重県 しろざけや茂三郎 － 一年中かき氷が味わえる居心地の良いお店へのリニューアル事業

三重県 ＡＧ－ＴＵＮＥ － リアル店舗とインターネット販促の充実と地域密着性の強化プラン

三重県 有限会社アイサン技研 9190002016232 展示会に初出展し、自社開発の汎用機と専用機の販路拡大を目指す

三重県 株式会社シナジーメディア 9190001021605 高度プロ機材による映像制作で販路拡大・新規獲得

三重県 生活総合サービス企業組合 1190005008424 広報媒体やツールを活用して、継続的需要と新規開拓を目指す。

三重県 株式会社大貴 2190001023574 世界に一つだけの家具造りでオンリーワンの工務店を目指す

三重県 株式会社ダイソウ 1190001014087 幅広いお客様を対応可能に！顧客層拡大による店舗看板の新設

三重県 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ＵＮ　Ｄａｎｉｅｌｓ － 日本初、桑名発のデカフェ珈琲を広め、さらなる店舗ブランド強化
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三重県 株式会社ＢＡＣ 9190001013503 マルシェ等販売拡大による直販率向上事業

三重県 株式会社三重農福支援センター 9190001024260 「がんばる商店街」で行う「障害者就労事業」をＷｅｂで販路拡大

三重県 株式会社暖手 5190001020107 【新規事業】障害者を雇用したｗｅｂサイト制作事業

三重県 株式会社保田商店 5190001012665 日本の全品種取扱います！小麦にとことん拘った自家製扮への道

三重県 株式会社アトリエ・ハル 9190001013701 Ｗｅｂサイトとネットショップを最大限に活用して販路開拓

三重県 Ｌａｎｉ　桑名店 － 子育て世代のママさん応援プランのアピールによる販路拡大事業

三重県 株式会社エルマーナ 1190001013130 前撮り写真は歴史ある「六華苑」で！フォトスタジオ部門ＰＲ事業

三重県 Ａｔｅｌｉｅｒ　１１ｅ － 造形教室及び絵を通した学習支援の広報・顧客拡大

三重県 有限会社三栄ナショナルスリーエー 2190002016643 街の電気屋さんが行う電気自動車充電設備工事のＰＲ事業

三重県 安藤食品サンプル製作所 － 食品サンプルをお手元に。オーブン導入で制作体験・受注向上事業

三重県 ＵＣＣＯ株式会社 2190001021545 金属系スポーツバイクＭＵＬＬＥＲの新規顧客獲得と販路開拓

三重県 有限会社ＨＩＦＵＭＩ 5190002018810 「食べて話して眺めて　ゆっくりくつろぐ」ランチ用ＰＲ事業

三重県 株式会社アルモニ 3190001025025 新サービス開始に伴うＨＰリニューアル及びチラシ作成

三重県 有限会社伊勢屋食品 4190002012038 新商品の導入と看板設置による工場直売店の販売力強化

三重県 株式会社パビエ 6190002016219 買物代行・介護付き日帰り旅行を兼た介護タクシー心身支援事業

三重県 株式会社シン・ライフクリエイト 1190001021595 ＦＡＣＥＢＯＯＫ広告による認知度ＵＰと販路開拓

三重県 モードショップ　ミキヤ － 照明等の改修によるイメージチェンジと働く女性等新たな顧客開拓

三重県 くらさか風月堂 － 商品の価値・魅力の発信力向上と新商品開発による販路開拓

三重県 株式会社箱林 3190001008616 ファンヒーターとホームタンククリーニング新事業による販路開拓

三重県 都プラス － 弊社の建築仕様のＰＲにより新規分譲地への顧客獲得。

三重県 ヘアースタジオスエザキ － 理容店でのお顔そりによる女性顧客獲得と癒しの空間作り

三重県 パン焼き小屋　土の香 － おいしさ長持ちシュトレンの新商品開発とネット販売等でギフト市場を開拓

三重県 鍼灸マッサージ治療院ＬｉｆｅＢｕｄｄｙ － 来院者数増大に向けた、フリーペーパー告知と店舗入口の改装

三重県 アトリエＫａｋｏ － 「和とグラスアートの融合」古都鎌倉から販路拡大。

三重県 合同会社すみれ 7190003002803 三重産の生「食パン」で販路拡大と障がい者の働きがいアップ

三重県 株式会社熊野古道おわせ 2190001004574 尾鷲ヒノキを活用した自社ブランド製品の開発と販路開拓

三重県 尾鷲金盛丸 － まぐろの角煮シリーズ「三重のお土産大作戦」

三重県 株式会社柏屋本店 2190001004748 トレーサビリティ確保による海外展開を目指す販路拡大計画

三重県 株式会社ＯＣＫ　Ｂａ－ｍｉ 9190001024665 ホームページ等による弁当宅配業務の周知と業務改善計画

三重県 ぬし熊 － 新商品開発及び展示会での販路開拓

三重県 有限会社谷松石材 8190002013057 未来のご先祖様との永いお付き合いをつくる新広告展開事業

三重県 イーナバリ株式会社 5190001024297
ＳＮＳとＨＰを連動した受託加工先獲得と、付加価値の高い加工食品による海
外販路拡大

三重県 ヘアメイク　サミュウ － 美容師の働き方改革によるワークライフバランスを実現する事業

三重県 栢本農園 － 恒温高湿管理システム導入による果物販売期間の「旬」拡大事業

三重県 株式会社福持酒造場 4190003001163 最新式充填機の導入による製造能力と品質の両方をアップ！

三重県 森のレストランアーチ － ジビエ、地元食材メニュー強化「スチームコンベクション」の導入

三重県 株式会社ＷＯＮＤＥＲ 7190001019246 板金塗装をメインに車のトータルサポートを提案する接客室の開設

三重県 株式会社谷本石材 6190001009396 手加工美術品制作と展示会出展による販路開拓事業

三重県 喫茶チェリー － オリジナル洋食弁当・とば～が～開発によるテイクアウト部門強化

三重県 有限会社珍海堂 2190002010563 創立１００周年記念「リニューアル伊勢海老開運せんべい」で販路拡大

三重県 たいやき　わらしべ鳥羽店 － 新商品「伊勢エビたい焼き」の開発による観光客需要の取込計画
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三重県 株式会社ヨシミズ 6190001007887 新プラン「家電生活デザインサービス」による商圏シェア拡大計画

三重県 有限会社すきや 8190002010525 事業承継を契機に取り組む地域密着型サービスで販路拡大

三重県 有限会社中村土木 3190002010629 土木業の徹底的な商品の「見える化」を図り新規顧客を獲得する

三重県 お弁当　おかげ屋 － オンリーワンなＳＨＩＭＡ弁の販路開拓と海苔っこで売上アップ

三重県 鳥羽久兵衛 － ファミリー層が安全且つ快適に過ごせる店舗づくりで売上拡大

三重県 みえづくし合同会社 8190003002496 強みをＰＲする看板設置での入店率向上と自店ブランド化グッズ開発

三重県 ホテルメ湯楽々 －
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による収益拡
大

三重県 なんど屋 － ターゲット別店舗改装・郷土民俗探究館開設による集客向上計画

三重県 カーサービス沖 －
鳥羽特産浦村牡蠣の仕入・加工・立地の強みを活かした佃煮商品開発と顧
客創造

三重県 リゾートヒルズ豊浜蒼空の風 5190002010593 新規需要創出と海女文化の発信を目指した戦略的なＨＰ作成事業

三重県 海鮮ぶん － 漁師から直接仕入による鮮度が高い海鮮料理の提供と調理時間短縮

三重県 イタリア料理　文福 － ミシュラン一つ星の取得経験のシェフによる本格的なイタリアン

三重県 晴屋 － 厨房機器と作業台等の導入と受注のＩＴ化による作業効率向上
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