
採択者事業者リスト

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 ＣｈａｔＮｏｉｒ（シャノワール） － オリジナルブランドの新商品制作＆認知度向上、販路開拓

愛知県 ＲＥＥＤ　ＥＹＥＳ（りーどあいず） －
愛知の伝統工芸「有松鳴海絞」販路開拓のためにＷＥＢサイトの構築と体験教
室の開講

愛知県 株式会社マルエム 2180001089344 こだわりキッチンのある鉄骨住宅販売スタートと販促施策

愛知県 体のバランス矯正院 － 「整体師考案ダイエットプログラム」で新規顧客開拓

愛知県 株式会社ミンストレル 9180001118303 ピストンレバー式エスプレッソマシン導入に関わる販売促進活動

愛知県
神戸育ちの串焼屋むさしココラフロント豊
橋

－ 鍋ガーデン新設による新規客獲得と来店率をアップさせる店舗改装

愛知県 ハセガワ楽器有限会社 2180002077273 レンタル事業を本格的にスタートさせるためのＨＰ改定と店舗改装

愛知県 茶輪天合同会社 6180003016474 中国健康茶と茶筅販売の準備、茶筅ケースの開発・製作

愛知県 北川ダイヤモンド工業株式会社 7180001035392 「パパのための赤ちゃん爪やすり」開発・販売

愛知県 株式会社アロマフォレスト 9180001105920 女性起業応援スペースの新規顧客獲得のための簡易厨房増設事業

愛知県 有限会社ボタニカルプラネット 3180002045130 対ネコノミクス・寄付付き猫雑貨サイト構築と広報事業

愛知県 有限会社ピコ 9180302013871 インド医学「アーユルヴェーダ」に基づくヘッドケアマッサージの展開

愛知県 Ｉｏ’Ｓ　ＢＡＲ － 新規顧客獲得の為の「なんちゃってバーグサンド」の開発。

愛知県 株式会社ひまわり 4180001107599 ＩＴを駆使した「接骨院」集客リピート構築プロジェクト

愛知県 有限会社タイセイ商事 3180002087800 インターネット通販による美容室専売品の卸売販路拡大

愛知県 コルディアサロン　たつたや － 女性シニア層に特化した売上向上作戦！

愛知県 エコーテック株式会社 9180301005192 超音波カッターのキャラクター戦略によるユーザーの拡大計画

愛知県 株式会社アイワホーム 2180001075484 たった５００円からの空き家管理！困りごと解決と地域への貢献

愛知県 鉄板鶏舎ｔｏｒｉ　ｔｏ　ｔａｍａｇｏ － 最新ＣＧ技術を搭載した店舗改装～「大人が楽しめる居酒屋」～

愛知県 有限会社ＭＧＪ 6180302011853 日本初！婚活用メンズ服のセット販売サイト構築による販路拡大

愛知県 喫茶早川 － 楽しく余暇が過ごせるための提案による集客アップ

愛知県 株式会社大羽ミシン 5180301005270 業務用刺繍ミシンレンタル事業

愛知県 株式会社近藤板金工業所 6180001094282 お急ぎ金属加工サポートサービス販売促進プロモーション

愛知県 シャムロック － アイルランドのケルト文化に出会える！名古屋・伏見の街角で！

愛知県 有限会社一平 9180302006405 シニア・若年層向け東三河割烹料理の情報発信による顧客獲得事業

愛知県 株式会社堀江製凾合板所 6180001009331 営業ツールの強化と販路開拓

愛知県 株式会社ミュゼ 5180001057389 ０歳からの人材教育「子ども未来がっこう」の普及・広報強化

愛知県 ウチダ和彦行政書士事務所 － ホームページによる遺言・相続相談及び新規顧客獲得

愛知県 ビーポップ － メイドインジャパンの現代工芸品を売り込む事による売上増

愛知県 有限会社カワチ 8180002042973 聴力測定室のバリアフリー改装に伴う補聴器拡販の為の広報販促

愛知県 有限會社たけ屋みずほ 6180002009826 伝統文化の継承と新たな着物文化の創出　世界へ「キモノキテミテ」

愛知県 アロマスター株式会社 7180001054112 ＤＭを有効活用した歯科医院の新規開拓営業

愛知県 有限会社ａｂｏ 8180002037767 ＬＩＮＥを活用した電球類の双方型受発注システムによる販路拡大

愛知県 タカギ － ＨＰのモバイル対応改修による検索順位向上と新規顧客獲得

愛知県 株式会社イノベーションサービス 1180001105440 障害者がリサイクル革で作る新たなる商品開発・販売での雇用支援

愛知県 カットステーションＳｐｉｒｉｔｓ － お洒落な理容室に生まれ変わり、新規顧客を獲得！
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愛知県 株式会社トラステック愛知 2180001099269 当社の高い技術力を活かした２次電池充放電試験装置市場への進出

愛知県 トヨダ印刷株式会社 9180001024014 白色印刷とオンデマンドソフトによる付加価値印刷物の製造販売

愛知県 株式会社ラクーナ 6180301023585 自社ブランドのファッション性強化によるブランド力向上

愛知県 株式会社秀榮 5180001021997 安心・安全！明確な食品表示を武器に販路拡大

愛知県 元気づくりジム － 口コミ紹介で集うジムが行う全世代からの需要実現の為の販路拡大

愛知県 社会保険労務士法人東海経営 7180305008425 障害年金申請事業の専用チラシ作成と情報発信による顧客増加計画

愛知県 合同会社オフィスグローカルズ 8180003015656 日本に住む外国人向け法務コンサルティング

愛知県 Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅｓａｌｏｎ　Ｌｉｅｎ　－リアン－ － 顧客満足度の向上によるリピーター客増大、および客単価向上の実現

愛知県 株式会社漆喰九一 8180003001656 古来からある漆喰の良さを啓蒙し、安全で健康的な住環境を創造

愛知県 株式会社肉の友屋 9180001050794 顧客満足度向上による新規客、リピーター客の増大

愛知県 Ｃ’ｓ　ｎａｔｕｒａｌ　ｓｗｅｅｔｓ － 「卵・乳製品・白砂糖を使わないお菓子の製造販売部門立ち上げと販路開拓」

愛知県 株式会社レインボーペイント 3180001114506 高い技術で、高性能な外壁塗装を広めるための販路拡大事業

愛知県 福寿園 － 「企業オリジナル」フードプリンターを使った新たな販路開拓

愛知県 株式会社マルトヨ 9180301001885 個人ユーザー向け「パソコン修理の専門店」任せて安心事業

愛知県 株式会社ＣＳクリエイト 3180001103228 特殊エアコン洗浄の提供を個人から法人需要への販路拡大による

愛知県 ジェミニデザイン － 販路拡大のためのセミナー型リモデル受注会の成功モデルの構築

愛知県 和楽Ｊａｐａｎ － 法人営業強化による「外国人駐在員向け日本語教室」の事業拡大

愛知県 米泰 － なつかしの米製品をいつでも提供できるネットショップの開設

愛知県 有限会社和工房みよ志乃 5180302004668 着物写真掲載した看板やチラシ等で貸衣装や着付けの新規開拓事業

愛知県 まちの洋食屋さんキッチンいまい － 医療に携わるドクターたちをサポートする「健康手作り弁当」

愛知県 ＳｅａｓｏｎＣａｆｅ茶の間 － バリアフリー化と情報発信で高齢者などのリピーターを取り込む

愛知県 有限会社まんてん． 8180302012123 新たな販促用パンフレット作成　メヒカリを知ってもらう！

愛知県 木育親子カフェＰｉｎｏｓ － カフェ、バー、ネイルサロンの三毛作営業で売上３倍アップ！

愛知県 株式会社ＬＪ 4180001112211 ｉＰａｄ顧客管理の強みを活かしたＬｏｒｒａｎの宣伝広告強化

愛知県 株式会社ギグル・ディッシュ 5180001104397 テーブル用プロジェクションマッピングの導入

愛知県 有限会社春日工業 6180002065588 ・「ＣＡＤソフト」導入による、受注体制のシステム化

愛知県 株式会社ウェザーテック 2180001073744 大気電気情報を応用した危機管理情報システム拡販プロジェクト

愛知県 株式会社オー・ケー・シー 6180001044163 穴加工の精度化・生体適合性に優れた手術工具の販路開拓

愛知県 株式会社松風 8180302023203 日本満喫ホテルとして広報ツールを作成、海外観光客の受入を強化

愛知県 タマキ日中ビジネスコンサルティング － 日中両国の「ヒト」「企業」を結び付け、架け橋となるビジネスの展開

愛知県 ＨＡＲＲＹ　ｈａｉｒ　／　ハリーヘア － 予防美容の実現！モルビドスチーマーとマイクロバブルで販路開拓

愛知県 株式会社稲沢旅行社 7180001085636 団塊の世代に向けた独自ツアーの提案による新規顧客の獲得

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多店舗展開事業

愛知県 有限会社吉田鉄工所 8180302014243 地域ＮＯ．１機械部品加工職人集団になるためのＰＲツール作成

愛知県 合資会社橋角屋 4180003010776 「成人式振袖レンタル」及び「ママ振り」成約数アップによる販路拡大事業

愛知県 株式会社ＳＹＴ 7180001004281 ＨＰを活用したＰＣカンファレンス出展からの販促強化事業
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愛知県 有限会社中華楼 6180302013552 三世代家族取込みのための高齢者利便性向上バリアフリー工事

愛知県 株式会社石黒工務店 8180301028888 「無添加のオーダーメイドリフォーム」をＰＲし販路開拓

愛知県 ＲＡＰＰＯＲＴ － 広告宣伝活動により潜在需要顧客を新規開拓する

愛知県 株式会社村瀬鞄行 5180001032994 村瀬鞄行ランドセルのブランド戦略

愛知県 まなびや株式会社 2180001080402 ロボットプログラミング体験レッスン強化による新規顧客獲得事業

愛知県 小林ゴム株式会社 4180301005593 骨盤安定機能付ウェットスーツオーダーメイドの強化で集客アップ

愛知県 ｍｉｍｏｓａ　ｗｒｅａｔｈ（ミモザリース） － 新規事業による「訪問理美容」のＰＲで新規顧客開拓

愛知県 プチ・トマト － ３０代～４０代の働く世代をターゲットとした店舗リニューアル

愛知県 ふじさわ整骨院 － 「準歩行不安者」に対する支援による新規患者層の取り込み

愛知県 有限会社イヅミ印刷所 9180302000787 新規顧客獲得に向けたデジタル商品パッケージプランのブランド化

愛知県 心整体室 － あなたの贅沢な時間を楽しむ場所をテーマにした客単価向上計画

愛知県 愛楽農園はいぼーなす － 直売分野強化！こだわりの店構えとＷｅｂサイトで集客ＵＰ！

愛知県 森木工・もり工房 － 〝子供達に安心を″安心安全・１００％国産材の木製玩具の開発

愛知県 ＭＩＮＡＴＯ　Ｂａｌｌｅｔ（みなとバレエ） － 「生きる力」を育むバレエ教室の、スタジオの安全確保と周知作戦の実現

愛知県 有限会社ベルコーヒー 1180302027037 高品質商品の開発とシニア向けのスロープ設置事業

愛知県 株式会社都あられ田口本舗 8180001027307 伝統を伝える商品パッケージ開発

愛知県 有限会社本間商会 1180002016827 バリ取りハンドツール「ＢＡＲＵＺＯ」の関東圏及び海外販売展開

愛知県 トランスワーク株式会社 7180001112043 「アートディレクター」ブランド確立＆販売促進のためのＨＰ構築

愛知県 ＮＡＡＮＯ － 「手作りオーガニック化粧品教室」の事業拡大

愛知県 セブンヘアワークス － 『高蔵寺地区認知度ＵＰの為の改装における美容室集客事業』

愛知県 スターフィットネス － 新メニュー導入による、新しい顧客層の開拓

愛知県 健康カイロサーチ － 戦略的ホームページの立ち上げ及び折込チラシによる相乗集客事業

愛知県 株式会社たかはら 1180301022939 先進的な羽毛布団リフォームと定期的なメンテナンス事業のＰＲ

愛知県 ａｐｔ．ｕｎｄｅｒ　ｔｈｅ　ｔｒｅｅ － 視認率向上と来店しやすい店舗づくりによる販路開拓

愛知県 株式会社坂井海苔店 4180001097345 幼児向けの海苔商品（のりかけ、まぜまぜ海苔）の開発・販路開拓

愛知県 株式会社石垣商店 6180001007855 展示会出展とＨＰの新規作成による、新市場への販路拡大事業

愛知県 ヴェラベロー － 子供からお年寄り、小坂本町から豊田市まで人も町も美しくなろう

愛知県 有限会社フォックシー 7180302023245 英会話及び社会人力教育塾の宣伝活動による新規生徒の確保

愛知県 ヘアーサロンＭＩＸ － 男性向け美容サービス・女性向け理容サービスの販促事業

愛知県 プランニングオフィス・ラグーン有限会社 5180002016798 ＣＳＶ型ブランディングを冊子化し中小企業の独自化を推進する。

愛知県 丸安ニット株式会社 6180005005161 自社ブランドのホームページ等の更新・販路拡大（英語版も含む）

愛知県 株式会社イシダナゴヤ 5180001034157 メンテナンスで日々これ安心、相互メリットシステムの普及事業

愛知県 株式会社クレアヴァンス 7180001119105 新商品「動画広告」を中心とした販路開拓事業

愛知県 株式会社大元堂 4180001008632 ナンバーリング印刷に脚光を当て、新しい付加価値を生み出す事業

愛知県 有限会社ビレイパレス 6180002081180 地域の工務店に高度な建築申請業務の周知ＰＲによる新規取引への販路拡大

愛知県 有限会社コラボレット 8180002057947 マンガで採用支援！！マンガで会社の魅力を伝える
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愛知県 ゆたか社会保険労務士事務所 － 社会保険労務士が就職活動支援！新しいキャリア教育の販路拡大

愛知県 有限会社やんばん 9180302019084 大規模展示会出展による販路開拓事業

愛知県 有限会社大阪屋加藤歯科技工所 9180002071583 デジタル化による口腔ケアのトータルライフサポートサービスの展開

愛知県 株式会社みず穂 8180001015823 地域密着型新サービスの認知度向上と新たな顧客層の獲得

愛知県 株式会社霞仙 6180001080340 海外展開に向けた陶芸技法動画の作成と、指導環境の整備事業

愛知県 川地鉄工株式会社 2180001073975 複合加工、レーザー特殊加工の開発と販路開拓

愛知県 株式会社イフ商会 3180001073727 顧客満足度とリピート率を向上させるオリジナルパッケージ開発事業

愛知県 有限会社かとう建築事務所 6180302000872 伝統木造木組みの体験セミナーと情報発信の強化による販路拡大

愛知県 ラ　イゾレッタ － モノ作りが見える店舗で購買意欲が湧き集客がアップする事業

愛知県 厚岸水産株式会社 6180301028758 シーズンに合わせた看板メニューの変更による集客拡大事業

愛知県 Ｋ’ｓ　ＣＲＡＦＴ － 地域の宝飾工房ＨＰリニューアルで信頼度ＵＰ、新規客へ販売促進

愛知県 株式会社建築家・桜 7180001118098 『美味しいリフォームプロジェクト』始動！知名度向上・新規顧客獲得事業

愛知県 ベジタリ菜 － ローゼルシロップの開発による企業への原料提供で販路開拓

愛知県 有限会社つう心房 8180002051396 新聞販売および牛乳・お米など宅配商品の新規顧客獲得事業

愛知県 有限会社知多ＢＭセンター 5180002087121 課題解決型ソリューションの積極的なＰＲによる顧客開拓事業

愛知県 株式会社アクト・コーティング 1180001091334 外壁洗浄・リフォームサービスの開拓事業

愛知県 理容大徳 － トイレバリアフリー化による高齢者及び障害者の新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社ＯＴＯＩＳＭ 2180001116503 「音楽をもっと身近に、音楽でもっとハッピーに」広告・販路開拓

愛知県 大和屋仏檀店 － 目立つ看板、ガラスインクジェットシートで売上ＵＰ

愛知県 株式会社知田和呉服店 4180001010547 本物の誂え悉皆業（みなことごとく）で着物の再生

愛知県 有限会社安食建設 6180302006291 ＺＥＨ普及に向け自社パンフ及び看板リニューアルで集客アップ

愛知県 ＡＲＴ　ＳＣＨＯＯＬ　ＮＯＤＡ － 子ども向け絵画造形教室の認知度を高めるためのＨＰ・看板・チラシの作成

愛知県 宮地ふとん店 － 睡眠の質から地域の健康に貢献できる売り場、それに伴う店舗改装

愛知県 株式会社山喜 8180001075116 振袖の顧客獲得のためのプロモーション事業

愛知県 ブルームフーズ株式会社 8180301023393 アレルギー対応ヘアカラーによる新規顧客獲得事業

愛知県 ウォール株式会社 5180001119676 インパクトのある看板とインターネット広報活動による販路開拓

愛知県 株式会社シンライ工務店 3180301005891 ＩＴを活用した営業による不動産仲介の販路開拓と業務効率化

愛知県 株式会社紫香 9180001120259 西三河エリア唯一の複合ケア施設の開設における情報発信強化事業

愛知県 ＪｅＬｅ株式会社 3180001120719 社会で活躍する女性にターゲットを絞った認知活動事業

愛知県 株式会社エスエイチティ 3180001107385 『ライフイベントのお祝い用途』需要の取り込みによる販売拡大

愛知県 昭和印刷株式会社 1180301001109 愛知県から活版の新風を！「究極の自己満足」商品を生み出す。

愛知県 一心小牧店 － 看板の設置及び地域情報誌による新規顧客の獲得

愛知県 楽風 － まちなかサードプレイス創設による新規顧客獲得

愛知県 有限会社愛岐共販社 6180002071421 介護食器『エッグヘルパー』の一般販売商品開発とパッケージ作成

愛知県 株式会社きく寿司 7180301023386 老舗寿司屋の快適空間提供事業（お客様満足度向上事業）

愛知県 国際行政書士　奥岡武志事務所 － ＨＰ・ＤＭ・ＤＶＤ等を活用した宣伝活動による顧客の新規開拓。
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愛知県 ヘアーサロンオクヤ － 高齢者や障害者に優しい理容室に向けた、バリアフリー計画

愛知県 有限会社カリットギョウザ黄金 8180002019311 販路拡大に向けて、ホームページと通販サイトの充実

愛知県 八十八米穀店 － 豊橋産新ブランド米「女神のほほえみ」の販路拡大事業

愛知県 株式会社オオツカ 9180301005250 キッチン専用ホームページと寒さの見える化提案で新規顧客の獲得

愛知県 株式会社岸本製作所 4180301016062 自社ブランドのパンフレット、デモ機作成とホームページ更新。

愛知県 ＬＡＮＫＡＧＲＡＣＥ － アクセサリー教室で女性支援！ＨＰ作成とレッスン動画配信

愛知県 たこまる － 新規顧客開拓のテント・垂れ幕看板の作成・新規メニューの開発

愛知県 アプリ株式会社 2180001055222 宿泊事業者へ人材マッチングを行うための新規顧客開拓

愛知県 小松屋商店 － 本物の蒟蒻、心太の良さを体験する為のイートインコーナー設置

愛知県 東海トーヨー － 地域高齢者の住環境の整備による売上拡充と利益向上

愛知県 ＧｏＬＤＥＮＳＨＩＰ － 広州展示会に出展をし、中国美容室、エステサロンへの販路拡大

愛知県 コスモＥＭタウン － ＥＭのこだわりの野菜コーナーの充実

愛知県 株式会社有 8180001060860 近隣の新規客獲得のための店内ディナーショー企画

愛知県 レストラン　シャンデリア － ＩＮ看板と広域の宣伝で「一期一会」のお客様との出合いを求めて

愛知県 合資会社大矢蒲鉾商店 1180003002792 おやつにおかずに最適！ＷＥＬＣＯＭＥ　ママ＆シニア＆ツーリスト事業

愛知県 からあげ！ごっち － 顧客ニーズの高い通信販売事業実施・ＰＲによる新たな販路拡大

愛知県 株式会社サクラハウジング 1180001091490 施主が参加できる家づくり「セレクト・ビルド」の販路開拓

愛知県 ばんの行政書士事務所 － 書類作成費用見積もりの見える化と、ＬＩＮＥと動画で集客力向上！

愛知県 井上興業株式会社 5180001096346 障害者も高齢者も安心して利用できる理容サービスの展開

愛知県 株式会社リアルアイ 7180001120483 相続対策、空家・空地の有効活用提案に特化した不動産仲介事業

愛知県 やまき総合法務事務所 － 外国戸籍の調査、収集、翻訳サービス

愛知県 有限会社山手フォトスタジオ 3180302003151 新たに開発した紙芝居型額縁と専用アルバムのネットＰＲ強化

愛知県 ｅ－ｓｔｙｌｅ豊田大林店 － 癒しの空間を提供する店舗外観の改装による集客力の向上

愛知県 林帯芯工場 － 新製品の販路開拓による売上総利益増と経営安定化への実施事業

愛知県 株式会社マーケティングポスト 8180301027411 ＧＩＳソフトを活用したクオリティの高い提案型ポスティング事業

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販路拡大事業

愛知県 ティファレス － 女性の髪の悩み解決！増毛のできる美容院の顧客開拓。

愛知県 株式会社名古屋タカギ 7180001087582 スマートフォンに特化したウェブページ開設による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社オオサカヤ 6180001091610 ブランディングツール開発による自社製品のブランド力アップ

愛知県 なつめコーヒー － 自家焙煎珈琲豆販売開始に伴う機械装置の購入

愛知県 有限会社和幸 7180002075116 女性目線で新車販売強化『和をもって幸をなす』企業への転換事業

愛知県 チャームスジュエリー － 展示会出展のためのサンプル開発と配布による新市場開拓事業

愛知県 有限会社ビッグ・ワン企画 1180302005967 一番身近な家族の写真屋さんとなりスタジオ写真分野へ新規参入

愛知県 有限会社タカヲ 8180302016883 オリジナルのハンドバッグの企画・製造の内製

愛知県 株式会社　テッシン 7180301029053
生産管理体制を整備し、さらに技術力の認知を高めるためのプロモーション戦
略

愛知県 いちのみやデータ復旧室 － 地域をデザインしたマグネット広告で販路開拓を行う。
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愛知県 株式会社スタジオドッグラン 4180001014820 犬専門の写真館で撮る、迫力満点のアップ写真による販路拡大事業

愛知県 株式会社ｃｒｅａｔｏ 3180001113565 クラウド遊漁券ネット販売システムのブランド構築による販売促進

愛知県 ｄｏｇ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｃｕｕｎ － 犬の皮膚にやさしい店舗づくりとホームページ強化で顧客増加計画

愛知県 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　Ｋｏｍａｎｅｃｈｉ － テイクアウトメニューの作成、メニュー、ホームページ等のリニューアル

愛知県 合資会社池田屋 8180303000069 ところてんの画期的新商品の開発と販路開拓

愛知県 株式会社ＴＨＥ 4180001103879 ヘッドスパ・トリートメントのグレードアップによる集客力の向上

愛知県 ジュエリー工房ｙａｍａｍｏｔｏ － オリジナルブランド開発による需要喚起、新規顧客獲得の計画

愛知県 株式会社ラックコーポレーション 7180001101203 電気料金シミュレーションシステム導入で新電力のニーズ開拓事業

愛知県 スタジオライフ － 幼稚園ビデオ新販売システム導入と広報強化で認知度・売上ＵＰ

愛知県 エターナルフラワー － 「ガーデニングと癒し」の新ブランド構築による販路拡大事業

愛知県 エーセル株式会社 3180001119117 医療機関における免疫細胞療法の導入支援事業・免疫細胞バンク事業

愛知県 セントラルホーム株式会社 9180001119697 フルリフォーム、リノベーションによる新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社バイオリズム 9180002056072 高齢者向け筋トレ＋施術サービスの販路拡大

愛知県 みやけ整体 － 根本治療法を用いたランナー膝（腸脛靭帯炎）改善コースの提供

愛知県 タコ焼　八丁 － 「宇宙芋」の生産と販路開拓を行い、豊田市の特産物化を目指す

愛知県 有限会社Ｔｒｉｂｅｓ２０ 8180002058227 新しいデザイン講座開発による新規顧客開拓

愛知県 ＢＩＳＴＲＯＴ　ＳＯＦＩＡ － ターゲット顧客に合わせた店舗改装による来店客増加事業

愛知県 株式会社ＱｕａＬｉｍ 2180002068958 店舗広告チラシのデザインと印刷、および商圏へのチラシ配布

愛知県 株式会社　マルニ 8180001080917 ＨＰから『伝える・拡げる』オフィストータルサービスを提供

愛知県 株式会社アライア 4180301027555 「適性評価による適材適所のコンサルティング業務」で増収

愛知県 洋食や　なかむら － みそ煮込みハンバーグの開発・ワイン、クラフトビールの販路開拓

愛知県 ブーランジェリーリヴィエール － サンドイッチ等新メニュー販売による来客増と新規客開拓

愛知県 ナガイスポーツ － スポーツ用品を通じた小中高生部活動応援事業

愛知県 株式会社ｔａｂｉｊｉ 9180001118609 広告・県外出展を活用したアンティーク調ジュエリーの販路開拓

愛知県 漂香茶館 － 愛知県初！本格薬膳壺料理で健康と美容の提供による販路開拓事業

愛知県 杉浦製作所 - 「アルミ溶接機で売上増収を図る」

愛知県 整体師ムラタ － 女性専用整体サロンの顧客拡大へ向け、認知・利便性の向上を図る

愛知県 株式会社メイセイ 6180301007381 食品乾燥機を使った加工品の開発及び品質改善による販路開拓

愛知県 株式会社ビップ商工 5180001015363 エアツール製品の海外展示会出展によるインド市場開拓事業

愛知県 株式会社ＭＡＣＨ 5180001116822 商品リニューアルによる販路拡大

愛知県 合資会社きものの店あつみ 8180003010599 和装小物用の什器購入と店内畳のリニューアル

愛知県 有限会社パティオ 7180002087945 専門性の高い「自家製パエリア」と「スペイン料理」の業態確立

愛知県 有限会社てんめい 8180302012107 豊橋（東三河）の自産自消の看板商品の開発とプロモーション

愛知県 株式会社太飛 3180301011849 迅速丁寧、正確な回答を可能にするデータベース導入で売上アップ

愛知県 株式会社ブローニュ 2180301013284 販売管理システム導入による、今と未来の顧客向け商品の開発

愛知県 株式会社ＧＬＩＴＴＥＲ 6180001117506 小児障害専門マッサージとフィットネスの併用治療拡大と認知活動
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愛知県 スポーツプラザカミオ － ホームページ・ＳＮＳ整備で販路拡大と修理のスキルアップ計画

愛知県 バナナボート － 車載クレーンでどこでも出張、水上バイク小型ボート修理獲得

愛知県 リバイバルビジョン名古屋株式会社 9180001066345 各種メディアとホームページ・チラシ統合により利便性向上

愛知県 株式会社やまもとや 7180001068855 新聞新規顧客開拓と地域向けサービスの告知事業

愛知県 エスジーユーホーム株式会社 2180001085467 地域コミュニティ創出と体感型イベントによる販路開拓

愛知県 株式会社ｙｕ　ｋｏ－ｎｅ 5180001102450 働くママを応援するテイクアウト事業の拡大

愛知県 ｓｔｕｄｉｏ　ＩＤＥＡ － 高意匠性インテリアの開発と、ハンドメイドＥＣ市場への参入事業

愛知県 ＦＨＲ － あなたの手に愛車をつなぐネットを活用した仲介事業

愛知県 株式会社つるかめ舎 4180301028586 認知度向上、広報、新商品開発での売上拡大と短期・中期への準備

愛知県 株式会社富田商事 9180301012429 刻印とオリジナル商品ＰＲ用のホームページによる新規顧客の開拓

愛知県 あとりえほのか － 自社通販サイトの集客力をアップさせる取り組みで売上２倍アップ

愛知県 今枝メリヤス株式会社 2180001082159 高齢者用サポーターの開発とホームページを通じた販路拡大

愛知県 雅楽二重奏　菊理 － 日本古来の伝統音楽「雅楽」の利用シーン提案による売上ＵＰ計画

愛知県 ＧＲＯＷ　ＧＯＬＦ － 顧客ニーズに応えるレッスンの為の弾道測定機導入とイベントＰＲ

愛知県 シバタテクノテキス株式会社 5180001084788 オープンインフォメーションを活用した新規顧客の獲得

愛知県 有限会社サンライス 5180002091197 日本の農家の米作りの思いを伝える「米専門店」としてのＰＲ強化

愛知県 整体院ボディ＆スマイル － ストレッチメニュー導入と店舗改装で新規顧客獲得

愛知県 佐野製畳 － トレンド対応！縁無（へりなし）畳で販路開拓事業

愛知県 ともき接骨院 － 他院で行っていない手軽にできる運動、間接調整の知名度増進

愛知県 株式会社ＴＮＫ 5180001109347 美容と健康を求める女性層を主としたトータルライフサポート実現

愛知県 おかずや＋ＣＡＦＥ － 自然食材を使用した惣菜のＰＲと学べるお店としての存在の確立

愛知県 Ｈａｉｒ　Ｓｐａ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｏｒｚｅ － 新コンテンツ導入で、新規顧客獲得

愛知県 フジ美容院 － ミドル・シルバー世代へ、心地良いちょっとお洒落な空間整備事業

愛知県 株式会社間瀬織布工場 1180301007122 顧客ニーズに１２０％対応できる自社サイトの改善及び販路拡大

愛知県 Ｃａｆｅ　ＤＯＧ　ＭＯＦＵ － 犬との触れ合い、ドッグラン・トリミングが一度に体験できる「犬カフェ」

愛知県 Ｎｏｎｈｏｉ　Ｌｏｇｉｃａｌ － 脱サラ農家の６次化、『おばあちゃんの干し芋』ブランド化事業

愛知県 有限会社豊販（ホーハン） 4180302009643 サービス充実を伝える看板と新車販売強化のぼりで集客・売上上昇

愛知県 有限会社ブルーアース 1180302011206 ロープトレーニング施設開設による必要設備購入と販路拡大

愛知県 株式会社阿知和板金工作所 8180301024904 地元地域をターゲットとする家屋修繕工事の販路拡大事業

愛知県 株式会社ハートローズ 6180001089803 出張コンサートの受注強化とバルーン事業の拡大

愛知県 松島珈琲 － インターネットショップの開設による定期購入客の新規獲得！！

愛知県 有限会社ケイ・アイ・ティー 3180002067827 ホームページリニューアルによる、海外向け販売戦略の強化

愛知県 有限会社ティーエイコーポレーション 9180002083686 “安心して任せられる歯科機器廃棄処理”業務の販路拡大

愛知県 有限会社洋菓子チロリヤン 5180002085232 ＷＥＢで選ぶ！デコレーションケーキのオーダー受注で売上アップ

愛知県 合資会社村瀬商会 8180003005946 『くるりん帽子』で展示会出展　新販路開拓

愛知県 有限会社山本屋 2180002017080 顧客ニーズに特化したサービス提供による販路開拓計画
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愛知県 株式会社パナリ 2180001102560 ホームページとパッケージデザインリニューアルと新商品開発

愛知県 愛光屋　花心亭 － 高齢者や要介護者集客の為の店内什器変更対応によるＣＳ向上事業

愛知県 ルール・ドゥ・グーテ － 交流×魅力の発信で顧客ロイヤリティの向上を実現

愛知県 秀樂堂 －
耳つぼダイエットと楽トレのコラボダイエットによる生活習慣病改善提案で新規
顧客開拓

愛知県 株式会社あかみそ 2180301021709 ブランドチェンジによる客数と客単価の向上

愛知県 株式会社ＩＣＨＩコーポレーション 8180301012396 プログラミング教育とロボット事業の全国への発信による売上ＵＰ

愛知県 株式会社ＳＫＹＤＥＥＲ 8180301027576 従業員雇用によるＳＮＳ広告や香港展示会出展で売上アップ事業

愛知県 株式会社ヤマダ電子工業 1180001076608 今までにないメンテナンスサービスの認知度向上と販路拡大

愛知県 有限会社小牧氷榮社 6180002069036 高齢者を対象とする抽選会・お試し販売のチラシによる販売促進

愛知県 有限会社英産業 4180302016092 複雑加工、微細加工、短納期対応をアピールして販路を拡大する事業

愛知県 とこなめ土管ロケットストーブ工房 － 災害時のコンロと灯りになる、防災グッズ「鉢りん」の開発と拡販

愛知県 有限会社木の家企画 8180002002102 若年層のお客様に向けた「髪と肌に優しい美容院」の新たな展開

愛知県 株式会社Ｍａｓａ　Ｃａｒｓｓ 1180301027541 外車等をアピールした販路拡大・外車修理工程の生産性向上事業

愛知県 森重造園土木株式会社 2180301007419 “頼んで満足”匠と樹木医の庭のＨＰとチラシによる集客増加計画

愛知県 株式会社ＳＰＩＣＡ 1180301026312 バルーンウェディングにおける流通形態の変革

愛知県 Ｌｅａｆ～ｉｎ　ｔｈｅ　ｂｒｅｅｚｅ～ － お客様の綺麗を持続させるためのホームケア商品の拡大！

愛知県 株式会社エコス 9180001102595 もっと安く、小さく備蓄し易い段ボールベットの開発と販路開拓

愛知県 美容室　Ｐａｒａｉｓｏ　Ｈａｌｅｋｕｌａｎｉ － 今までにないドクターサロンを展開！ＨＰで新規顧客獲得へ

愛知県 Ｄｏｎｎａ － 巻き爪等に悩むお客様のための即時予約サービスの構築

愛知県 株式会社ＫＨエンジニアリング 4180001103722 中小プレス事業者の生産性向上のための新パイラ装置の周知事業

愛知県 ＬＥＵＫ　ＨＡＩＲ － 個室サロンの特色を生かしたシェービング、エステメニューの強化

愛知県 山中農園 － 「冬こそトマト！ファーストトマトで健康に！」認知度向上計画

愛知県 ｖｅｒｙＢＥＲＲＹ’Ｓ － 幸せのお手伝い！もっとたくさんの方へ　お花と笑顔いっぱい拡大開拓

愛知県 有限会社磯谷石材 6180302021340 顧客ニーズに寄添う販促体制整備による新規顧客獲得事業

愛知県 伊藤金物店 － 個性のある看板で集客力を高め新規顧客の増加を図る

愛知県 有限会社犬山印刷 3180002074294 プロのデザイン力で地元企業の魅力をＰＲし成約率ＵＰに繋ぐ事業

愛知県 料理　久 － 志高く季節の料理によりそう掻敷を取り入れ目でも持て成す店作り

愛知県 琥珀 － 「喫茶店から洋食店へイメージチェンジで新規顧客開拓」

愛知県 サカモト乳販株式会社 8180001094306 牛乳・乳製品販売店舗新設による利便性確保と販路開拓

愛知県 株式会社魚又 4180001021569 名古屋発！３つの新商品で練り物価値を高めその未来を変える事業

愛知県 株式会社ルース 1180001106546 カタログ、パンフレットの製品写真をＣＧ化するサービス

愛知県 さぬき路 － 常連客を超常連客に変身させます　～つながりのマーケティング～

愛知県 アトリエ桂川 － ＹｏｕＴｕｂｅ・ＳＮＳを活用したＷＥＢの仕掛けと設備の拡充

愛知県 加市農園 － ＴＰＰに負けない！こだわりのぶどうを消費者へ。直売所改修計画

愛知県
ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩコンサルティング株式
会社

3180001116460 安心して第一人者の施術が受けられる「丸の内Ｓａｌｏｎ」の展開

愛知県 有限会社Ｊａｄｅ 6020002086253 癒すのはネイルだけじゃない！水素で心も身体も癒すプロジェクト
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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 トータルリラクゼーション　ラウム － 施術室増設における顧客獲得機会ロス削減とサービスの充実

愛知県 有限会社宇さ見仏檀店 4180002075820 磨けば光る！仏壇洗濯の重要性をＰＲして１００年企業を目指す

愛知県 クールジャパンとよはし株式会社 5180301028478 豊橋化粧筆の企画・開発・販売、地域ブランド「とよはし」の確立

愛知県 理美容サロンプランナーＫ － 全国ＤＭチラシ配布と訪問営業における新規顧客開拓事業

愛知県 Ｒｅａｌ　Ｓｔｙｌｅ － ホームページ・動画ＣＭ・チラシを活用した新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社加藤住建 8180001080413 住まいのワンストップを実現するホームインスペクション事業展開

愛知県 有限会社アイ・ティ・オー 1180002068505 ホームページによるオリジナルカー認知度アップで新規顧客を獲得

愛知県 有限会社亀屋米津 9180302026089 高齢者・体の不自由な方に優しい店舗作りで集客アップを実現

愛知県 Ｍｏｍ’ｓ　Ｂｒｅａｄ － 集客率ＵＰ大作戦！～新たな方にお店のファンになってもらうために～

愛知県 石川屋靴店 － 広告掲載による商圏拡大

愛知県 有限会社　安江工務店 3180002074583 うちの凄さを知ってもらいたい！新ホームページで誤解解消！

愛知県 長田農園 － もっとトマトを発信知って来て見て食べて笑顔とＨＡＰＰＹ事業

愛知県 Ｃａｓａ結婚塾 － 「おとめいと」による女性会員の獲得と製造業男性への勧誘

愛知県 カイロプラクティック美咲 － 子ども・若年者の健康を守る！予防相談もできる治療院のＰＲ

愛知県 藤工業株式会社 7180001007284 超硬・セラミック治具販路開拓の為の日本国際工作機械見本市出展

愛知県 有限会社環境テクシス 3180302016129 廃棄物処理の見える化による顧客信頼度の向上

愛知県 革研究所　名古屋東店 － リサイクル時代に最適、革製品修理・修復の販売戦略

愛知県 株式会社サニープレイス 1180001113708 新店舗開院で、当院の高い施術力をもっと多くのお客様へ

愛知県 株式会社杉田石材店 9180301001134 ＨＰの充実による日本庭園用石製品の国内・海外への業者販路開拓

愛知県 株式会社アルファライズ 3180001085425 ホームページ設立等宣伝能力強化及びフランチャイズ事業強化

愛知県 有限会社電化のアベ 6180002087839 “家電の困りごとカイケツ！”新規客獲得及び固定客化

愛知県 オズ果樹農園 － 「星空ブルーベリー」女性に訴求するネーミングによる販売促進

愛知県 有限会社オムニスタッフ 8180002080511 ｉＰａｄを使ったシニア対象の脳トレ教室の開講

愛知県 株式会社未来ネット 1180001114986 「子供たちに安心・安全な暮らしを！」新築時防犯カメラ設置拡大事業

愛知県 株式会社たつえ 3180001119307 既存の配達ルートを活かした「高齢者向け弁当」お届けサービス

愛知県 株式会社アンプレシオン 2180301008755 主力商品のクローネとメロンパンのＰＲによる新顧客開拓

愛知県 ベストフレッシュミート　マル利 － 「手づくり惣菜宅食便」による新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社ハエンオール 3180301026962 炭酸泉スパとデジタルパーマの導入による客数・客単価の向上

愛知県 株式会社ビルドアトリエ 3180001100316 万台丸の市場認知度向上と販路開拓による業績向上

愛知県 有限会社栄寿司 3180002081869 高齢者・障害者にやさしい店舗づくり事業

愛知県 角谷畳店 － 熟成畳・畳の材料でできた小物の販路拡大事業

愛知県 株式会社伸交 1180301015959 医療福祉関連のカタログ・ポスター・ＨＰ・動画作成と展示会出展

愛知県 寺澤畳店 － ＩＴを活用した若い世代の顧客取り込みによる売上げ増加の実現

愛知県 株式会社駒田商店 4180001030256 乾物問屋の新規顧客開拓用一般消費者用食材開発と店頭集客販促

愛知県 株式会社リックス 5240001014391 自社開発の農業用バイオマスストーブの製品ＰＲ

愛知県 ルクラ株式会社 9180301012387 ＨＰ更新、ターゲットに合わせたチラシ作成、配布
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愛知県 ヤマザキ洋蘭園 － 胡蝶蘭の新しい売り方「カワイイ」に取組むネットショップ化計画

愛知県 株式会社名城化成 5180001033043 オーダーメイドビニール製品・作成オンラインサービス事業

愛知県 快眠ＳＨＯＰ　冴ゆ － 快眠ソリューション展開による顧客増加及び客単価向上の実現

愛知県 株式会社シライ 4180301005833 若者が来店しやすい店舗づくりと販売促進強化による売上増加計画

愛知県 横根クリーニング － 自家仕上げが一目でわかる看板を使った新規客獲得と単価ＵＰ戦略

愛知県 ｅｎｇａｗａ（エンガワ） － ＢｔｏＣ－ＥＣ導入でアイデア子どもグッズを販売し新規顧客獲得

愛知県 Ｄｉｖｉｎｅ　Ｖａｌｌｅｅ － リピーター増加に向けた顧客管理の徹底と店舗ＰＲ強化事業

愛知県 株式会社カラフルコンテナ 7180001113925 展示用プロモーションコンテナハウスの広告活動の認知拡大

愛知県 山﨑工務店 － ネットを使った一般消費者顧客開拓による売上げアップの実現

愛知県 ．．．ａｎｄ　ｔｏｍｉ － 新たなお客様を獲得するためのプロモーション戦略

愛知県 株式会社ＺＥＲＯ 5180001105478 健康寿命アップ！認知症予防体操メニューの広告宣伝

愛知県 ＫＡＴＳＵＮＯ　ＯＦＦＩＣＥ － 「相続相談所」として周知徹底・販路開拓

愛知県 有限会社蒲郡オレンジペンション 8180302015324 「外国人旅行者と一緒に奏でるくつろぎの宿」

愛知県 株式会社メキシポン 9180301029051 看板メニュー「チキンタコス」のプロモーションによる集客力強化

愛知県 有限会社ナガサカ建窓 2180302002303 窓専門店としての新規顧客獲得と総合リフォームへ繋げる戦略

愛知県 美容室ｃｏｍｂｏｕｔ － 新しいウェーブパーマの開発並びに新規顧客開拓

愛知県 ＭＩＫＵ株式会社 5180001116525 贈って喜ばれる、贈られて嬉しいグラノーラギフトによる販路拡大

愛知県 有限会社ブッシュドプーレ 2180002065864 宅配弁当事業拡大による新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社大柳製材所 3180001077397 自社ブランド「木曾物語」をさらにパワーアップ！

愛知県 笑顔のさぼてん倶楽部 － 高齢者の新規顧客獲得の為のプロモーション活動

愛知県 株式会社イーケン 5180302016341
建設資材版ＪＵＳＴ　ＩＮ　ＴＩＭＥ納品事業のＷｅｂ展開による地域一番店への挑
戦

愛知県 沓名ホーム － 「木と話ができる大工」のブランド化による三世帯リフォーム事業

愛知県 有限会社日翔鈑金塗装 3180302017052 自動車整備業者が行う福祉車両サービス啓蒙活動による顧客拡大

愛知県 ＫＡＫＡ合同会社 2180303002384 新システム『３Ｄバーチャル・デザイン』ＰＲによる新顧客開拓

愛知県 合同会社アンジェ 9180303003566 障がい者が作る端材フルーツを使ったフルーツアイスの販売促進

愛知県 株式会社かえで 7180301017132 働く女性が輝く「美顔・脱毛」で新規顧客開拓

愛知県 株式会社梅松園 7180301022850 災害対応キット付浄水器で販売拡大

愛知県 株式会社ミート・ラボ 4012301006803 飛騨牛カレーの再開発による顧客満足向上と販路拡大

愛知県 有限会社　大幸 4180002034231 『たのしい思い出と共に思い出す美味しい料理』

愛知県 ＡｒｒｏｗｓＨａｉｒあいば － 出張理容・シニア世代獲得の為のＨＰ開設とトイレバリヤフリー化

愛知県 有限会社　大平自動車 5180002071620 タイヤ預かりサービスによる地域密着型の顧客層の拡大、売上増加

愛知県 株式会社ＳＵＧＩＤＥＮ 3180301028661 住宅リフォーム・リノベーションに特化したエアコン設置工事展開

愛知県 セルフコアＨＢＭ － 子育てに悩む女性をトータルケアするトレーニングサロンの展開

愛知県 カフェモーガン － 地元蒲郡の名産品果物を活用したスムージーの開発・販売促進事業

愛知県 株式会社ソレイユ 2180001071772 新聞・宅配、わんまいる（食材宅配）、鮮魚朝市の告知事業

愛知県 株式会社エノキオート 8180301012710 自社ホームページ開設＆販売戦略構築による顧客開拓・売上アップ
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愛知県 楽学夢現合同会社 7180003012547 公益性に特化した知的財産ビジネスモデルコーディネート事業

愛知県 株式会社ハンズデザイン 2180001123045 ホームページ新設と店舗看板設置による販路拡大

愛知県 平五郎 － 町娘・着付体験畳スペースの新設工事、撮影用インテリア購入事業

愛知県 株式会社エコネットワーク 3180001104713 英語表記ホームページと自宅の店舗化による「直接販売」戦略

愛知県 ｐｉｌｉｎａ － 「タフネス×ビューティー」を訴求する販促活動による顧客の増加

愛知県 株式会社シード 5180001088038 認知度向上施策による、アプリユーザー・駐車場オーナーへのＰＲ

愛知県 アマン合同会社 1180003016438 笑って楽しめる治療院の認知度向上の取り組み

愛知県 ＧＡＬＬＡＲＩＡ　ｅｌｅｇａｎｔｅ　本山店 － エアウェーブ機の導入と広告宣伝による集客力と客単価の向上

愛知県 株式会社アメイズプラス 1180001064273 社会健康問題「いびき」を抑制できるいびき関連グッズの普及事業

愛知県 株式会社太陽塗装 6180301015327 食卓に彩りを提供するナイロンコーティングスプーンの開発

愛知県 株式会社津島柔整福祉会 7180001098836 地域高齢者介護難民救済「お助け隊」事業の立ち上げと広報活動

愛知県 株式会社アウテック松坂 5180001092295 「登録親方システム」の市場化による販路開拓事業

愛知県 合同会社つむぎて 7180003016151 日本初！無農薬・無化学肥料の本物にこだわった玄米茶の販路開拓

愛知県 島々 － 沖縄を切り口にした一貫性のある店舗改善施策による顧客満足度向上

愛知県
Ｄｅｓｉｇｎ　Ｒｅｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｓｔｕｄｉｏリノクラフ
ト

2180302006106 ブランド確立と認知度アップ及び業務効率化のための広報事業

愛知県 株式会社Ｈｉｇｈ　ｍｉｎｄ 2180001110332 ネット販促による認知度向上と説明チラシ作成による成約率向上

愛知県 コツヨシ株式会社 8130001053464 ホワイトニングサロンにおけるビジネスパーソン顧客の獲得

愛知県 有限会社協同プラスチック 4180002009431 当社ＥＣサイトを立上げ一貫生産の強みを活かし売上拡大を目指す

愛知県 オルカリペア株式会社 4180301025807 新商品をホームページで宣伝し新規顧客開拓、売上増につなげる

愛知県 ｕｎｆｉｌ － 安心安全！高齢者向け設備・メニュー導入による高齢者需要獲得

愛知県 新上工業有限会社 3180302018356 軽トラック用幌の展示会出展、新聞広告による新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社ＷＡ 2180001114928 メイク部門強化による地域顧客の囲い込み、販路拡大事業

愛知県 ヒルトップハム － こだわり抜いた手作りハムの新商品開発とＰＲ強化による販路拡大

愛知県 きさん － 事業多角化に向けた製麺の生産体制整備の為の恒温高湿庫の導入

愛知県 総合治療院Ａｃｔｉｖｅ　ＮＡＧＩ － 地域活性の為の拡大事業。安全面を考慮した店舗改善

愛知県 株式会社ＥＡＴ 6180001105799 春日井市住居者への販促、新メニュー変更による新規開拓

愛知県 合資会社いづみや呉服店 2500001014525 造り付け帯の仕立てと販売の強化、宣伝の為のＨＰリニューアル

愛知県 フェイシャルエステサロン　ルシル － ニーズはあるが十分に取り込めていない層へのサービスの本格展開

愛知県 Ｌｏ　Ｌｏ　ｈａｉｒ － 安全に髪のオシャレをいつまでも楽しむ為に。

愛知県 すまいるクロス － カメラ愛好ママへのスタジオレンタルによるさらなる売上向上

愛知県 日本料理すし哲 － 製薬会社職員をターゲットとした弁当受注促進と夜間接待受注促進

愛知県 株式会社Ｐｓ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 6180301026679 ローコストビルダー向け小規模・高難度な宅地開発への展開

愛知県 柴田石材工業所 － 可愛いストーンアニマル“プリティーズー”の全国展開

愛知県 ＤＥＦＦＥＲＴ － オーダーシューズ展開によるトータルコーディネートサービス開始

愛知県 有限会社鈴正建材 4180002002436 ＨＰチラシ営業用ツール作成で新規集客力・営業力強化で販路拡大

愛知県 有限会社オンリーワンコンサルティング 6180302018493 美容室向け経営コンサル通信教育の新規開拓
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愛知県 タスクール － 地域起業家輩出のための最新ＩＴ技術を活用したインフラ構築

愛知県 ザ・ヴィジョンクエスト株式会社 3180001072951 お金の不安を安心に変える！女性が安心して学べるマネー講座

愛知県 健康歌声 － 高齢者向けの健康歌声（歌フィットネス）事業

愛知県 デュボンタン － 女性が活躍できる為にプリザーブドフラワーの販路開拓事業

愛知県 有限会社樋口商店 1180002032510 新マット製品開発と展示会出展等によるレジャー用車等新市場開拓

愛知県 株式会社かじやま不動産 6180001117068 新築中心の仲介から、中古住宅の流通活性化の販路拡大

愛知県 いお鍼灸接骨院 － 妊娠・出産に効果のある新規鍼灸接骨施術メニュー展開と広告宣伝

愛知県 サロン・ド・セビアン － 新メニュー「水素吸入」で来店促進

愛知県 Ｂｉｓｔｒｏ　ｓｏｕ－ｓｏｕ － 地産地消「犬山ジビエ」でランチタイムの販路拡大

愛知県 寿司ダイニングまぐろや石亭 － 利益還元祭を実施し知名度アップを図る・テイクアウトの販路開拓

愛知県 株式会社加藤エレベーターサービス 1180001098602 ＣＭでリフォーム用小型ホームエレベーターの売上アップ事業

愛知県 イタリアンバールアランチャ － 店舗改装と設備更新・ＨＰ作成により新規顧客拡大を目指す

愛知県 株式会社稲徳煙火製造所 3180301012657 日本唯一の国産ロケット花火による、鳥獣被害対策事業の販路開拓

愛知県 珈琲ｄｅギャラリー宴 － 新メニュー開発とバリアフリー化による売上増加の実現

愛知県 株式会社エムユー 2180301013334 ペットリフォーム専門店開設による新規顧客開拓・売上アップ

愛知県 なごみ書道教室 － 講師の実績ＰＲ強化によるアート性の高い書道教室の販売促進

愛知県 ＳＥＶＥＮ　ＳＴＹＬＥ － 北欧家具による“高付加価値”ニーズ対応による販売機会創出と販路開拓

愛知県 有限会社あさひ 4180302014858
鉄道模型ジオラマ作成の訪問型講座によるお店のファンづくりと平日顧客の獲
得

愛知県 株式会社丸杉 6180301013355 オリジナルジュエリーブランドの海外展開スタートアップ事業

愛知県 株式会社トレジャーアイル 3190002010496 自社ブランド「Ｔｅｈｕ　Ｔｅｈｕ」のブランディング強化戦略

愛知県 有限会社荒木製作所 1180002010672 新技術である半割加工技術を効果的に伝える販路開拓事業

愛知県 太洋商工株式会社 5180001017211 シニア世代のための、やさしい野菜と薬膳の料理教室の集客アップ

愛知県 アトワタン － リーズナブルな本格フレンチの認知度を上げるパブリシティ強化

愛知県 有限会社レッイビー 9180002051404 在宅介護総合サービス会社としの営業力強化と出張試食説明会の開催

愛知県 有限会社正栄土木 7180002078738 ホームページ及び企業紹介パンフレットの作成による販路開拓

愛知県 有限会社松岡商事 8380002033886 後継者が故郷の買物困難者を対象に野菜・果物等の移動販売に挑戦

愛知県 有限会社論山物産 5180302011128 ＰＯＳレジ導入に伴う、顧客管理及び業務ミスの改善

愛知県 石川産業株式会社 5180301022282 賃加工から生地メーカーへの脱却を図るためのホームページ作成

愛知県 Ｃｌｏｖｅｒ　ｈａｉｒ（クローバーヘアー） － 店舗の特徴を打ち出したリーフレット作成・配布による顧客獲得戦略

愛知県 「ナンとカレーの専門店」ジャイプール － バリアフリー化と食育セミナーにより〝健康提案型店舗″の実現

愛知県 ケアサポートネット － 障害者のための情報サイトの構築・運営・販路拡大

愛知県 株式会社イタヤ 2180301015041 顧客イベント開催、定期新聞降り込みの実施による新規顧客開拓

愛知県 Ｚｅｎ（ゼン） － 来店の難しいお客様への質の高い訪問美容業務

愛知県 有限会社坂野商店 1180002019111 突板を使用した「木の覚書」製品のデザインと試作開発及び販売の実現

愛知県 エンパワースリープ・ジャパン株式会社 5180001114256 『睡眠力診断ＷＥＢシステム』試作開発で業界別商品開発に繋げる

愛知県 株式会社　まふさくしん 9180001119342 医学部志望者向けの科目テーマ別の動画アプリ制作事業
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愛知県 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ株式会社 6180001111269 イメージ・コンサルティングのサービスの認知度向上の取り組み

愛知県 株式会社ＡＳＡＫＵＲＡ　ＰＲＯＤＵＣＥ 4180001104729 Ｄ→ＳＴＡＲＴ多店舗展開のブランディングのための広報活動

愛知県 合同会社ピーチェリーノ 1180303003334 若年層へのアプローチにより、３世代で通えるエステサロンにする

愛知県 株式会社ドロップス 9180301028202 介護保険利用者獲得～精神科訪問看護の魅力を知ってもらおう！～

愛知県 株式会社ブリッジエンジニア 6180001090744
航空機製造組立および試験装置の設計開発受注拡大のための技術営業力強
化

愛知県 ビストロアンジュ － ティータイムの新設により顧客の増加と売上の増加を図る。

愛知県 株式会社近藤 8180001115805 お客様のお悩みを解決、ご提案から施工まで全て自社施工で！

愛知県 間瀬木商店 － 赤ちゃんを感じる内祝いギフト商品のネット販売強化

愛知県 三重電気工事株式会社 2180001007454 センサーＬＥＤの拡販による販路開拓

愛知県 株式会社ティー・ケイ・エヌ 7180301024541 自社ブランド低価格商品開発とスーパー向け移動販売事業の確立。

愛知県 メルベイユ株式会社 9180001121901 ミニチュアウェディングドレスのブランド化と販路開拓

愛知県 有限会社ぷちトマト 8180002079033 福祉業界版「コミュニケーション心理学講座」の普及

愛知県 まーじゃん教室「いかさぽ」 － 脳年齢が若返る！健康麻雀教室の未開地開講による新規顧客の獲得

愛知県 有限会社クリエイティブ三和 6180002004034 「動画付き！　求人用ホームページ制作」事業

愛知県 たまい接骨院 － 産後骨盤矯正のメニューで産後ケアの女性顧客を対象にした販路開拓事業

愛知県 合資会社　誠進社 8180003013081 民間企業への車両ラッピングの増販による収益改善計画

愛知県 株式会社マエダモールド 2180001093305 新規参入した金属加工サービスの販促強化事業

愛知県 株式会社アーチザン 7180301004849 ＤＭからＨＰへの誘導と医療福祉専門ＨＰによる新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社英き屋 1180002069767 ドライアイスを活用するペット用棺等の個人顧客への販路開拓

愛知県 株式会社エヌブリッジ 1180001119151 タイ人向け日本案内アプリのダウンロード獲得のための海外販促

愛知県 日本ＰＤＩ株式会社 3180001060741 クールジャパン！　日本製品を海外に販売するルートを開拓する

愛知県 有限会社Ｐｅａｓｅ＆Ｓｏｕｌ 7180302027469 ホームページ開設＆ＳＮＳ連動による集客力向上計画！！

愛知県 株式会社宏昌食糧研究所 4180301022440 めざせ漬物女子向けパッケージデザイン改良とネット販売実施

愛知県 リンクル株式会社 5180001116541 パーソナル栄養士スマートフォンアプリ開発

愛知県 山勝染工株式会社 2180001027510 名古屋黒紋付染の伝統技法を使ったストールの新商品開発

愛知県 株式会社アライブイノベーション 2180301026518 ＰＯＳレジ導入で繁忙期計画データ化！売上アップを狙おう！

愛知県 イタリア料理ベルコルノ － 「ワケ有り婚応援Ｐｒｏｊｅｃｔ！」～○２婚（まるにこん）婚支援計画～

愛知県 お菓子処　花月 － オープン冷蔵庫とスタンドバナーによる夏期需要の掘り起し

愛知県 ＳＡＮＤＡＩＹＡ － カット＆リラクゼーションのトータルサービスの提供とＰＲ活動

愛知県 有限会社ときわ米穀 3180002002759 自動販売機による小分け精米商品販売事業の展開

愛知県 農業法人株式会社千両会 8180301027320 千両さつま芋を使った干し芋の販路拡大

愛知県 株式会社ＢＴダンススタジオ 1180301028473 キッズ向け出張ヒップホップダンス教室（支部：ダンスター）事業。

愛知県 Ｖｉｖｉｄ　Ｅａｒｔｈｅｎ － ＨＰリニューアルとイベント出展によるオリジナルブランドの促進販売

愛知県 株式会社ホワイトインパクト 5180001068989 アルミ３Ｄプリンタによる精度等が一目で分かるサンプルの製作

愛知県 Ｍａｒｉｅ　Ｒｏｃｏｃｏ － シュガークラフト、お菓子教室とカフェの開設

愛知県 ドゥエペルソーネ － 予約システム導入とイタリア料理教室ツアー事業化
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愛知県 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｓｔｕｄｉｏ　ｉ － 顧客満足度の向上による紹介率向上、および広告宣伝における集客

愛知県 ＡＢＣエステート株式会社 4450001010924 訳あり物件対応サービスの開始による新規顧客の獲得

愛知県 メンバーズ　らん － 「さくら麹ぱうだぁ」の販路開拓

愛知県 株式会社ペリドット 1180001063886 介護の未来を拡げる！介護向け住宅リフォームの販路開拓事業

愛知県 株式会社楽園 3180001075145 ＨＰの上位検索対策とパンフレットによるチョコレートの販売促進

愛知県 有限会社ベニーニ 4180002069871 ピッツァメニューの開発及び提供時間削減に向けた厨房の整備

愛知県 株式会社シンワサービス 3180301013556 「設備の匠」ブランドによる大手量販店顧客に対する販路開拓事業

愛知県 山口化成工業株式会社 2180301010463 乗り心地と軽量化を重視した車椅子用ノーパンクタイヤの販路拡大

愛知県 間杉手延製麺所 － 日本一長い！「縁起物そうめんギフト」の開発による販路開拓事業

愛知県 サロンブランシュ － エステサロンが行うシェアサロン事業展開による顧客開拓

愛知県 株式会社サンタフェ 1180001025572 世界に向けた化粧品ＰＲ事業

愛知県 ｆｌｏｗ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ －
もっとＷＥＢ・ＳＮＳを活用、さらに予約システム導入、売れるサロンへバージョン
ＵＰ

愛知県 伴養蜂場 － 一宮産の蜂蜜を若年層に食べてもらうため後継者が小売業に挑戦！

愛知県 株式会社蘇東電機商会 5180001082949 市内の高齢者を見守るサポート事業に挑戦

愛知県 株式会社ＬＡＭＥＬＬＩＡ　ＪＡＰＡＮ 1180001091202 インターネット広告を通し、さらなる顧客を獲得する。

愛知県 株式会社リビックス 5180001061143 美容卸売業者の上海展示会出展による中国への販路開拓事業

愛知県 株式会社ケンジハウス 9180001003892 出張「彫金スクール」の開催による新規顧客開拓事業

愛知県 カレイドヘアー － 車利用者に美容室として周知いただき、集客力を上げる！

愛知県 株式会社アルメディア 7180301002869 お得な情報が手に入るオリジナルアプリを活用した販売促進動

愛知県 株式会社コバヤシ商事 1180301023714 最短翌日出荷！オーダワッペン付きユニフォームの販売促進事業

愛知県 株式会社ｉ　ｍｅｍｏｒｉａｌ 3180001120999 「オーダーメイドメモリアルＲｉｎｎｅ」の商品開発と販路開拓

愛知県 有限会社貴藤 9180002060933 名古屋市港区スペース開設に伴う入居者募集広報活動

愛知県 株式会社弘法屋 9180001030177
ネットでオーダー「作り立てカットフルーツ」の当日お届けサービスで新規顧客
の拡大！

愛知県 株式会社ＴＯＰ－ＲＩＳＥ 1180301026799 「居酒屋ラーメン」の提供を核にした業務効率・顧客開拓強化

愛知県 ＳＡＮＴＥＲＩＡ － 先代から引継いだ高齢顧客の為のバリアフリー化と新規顧客獲得事業

愛知県 有限会社カジ 4180302016557 きものサローネイベント出展による新規顧客開拓プロジェクト

愛知県 株式会社四葉メディカルグループ 4180301025393 筋膜リリース療法の導入により痛み解決力地域Ｎｏ１を目指す

愛知県 ムラスタイル株式会社 1180301028060 ガルバリウム工法を活用した空き家・アパートの空室対策のＰＲ

愛知県 Ｃａｒ　Ｇｏｓｈｉ－Ｇｏｓｈｉ － 車種ごとにピタっと収まるプロテクションフィルム事業の展開

愛知県 美合接骨院 － 高齢者層に特化したコミュニティを創る接骨院サービスの展開

愛知県 合同会社こきょう 2180303003069 アパート居住空間を活用した実践型有償リハビリサービスの提供

愛知県 株式会社アクションパワ― 1180001091045 家事支援サービスを含めた「あったかい見守りサービス」

愛知県 Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘ　六甲 － 新規顧客獲得に向けた宣伝強化と顧客満足への内部充実

愛知県 株式会社中部鍛造所 3180001014887 複合鍛造品の西日本での販路開拓による収益確保

愛知県 松下精肉店 － 精肉直営！和牛焼肉店の強みを生かした潜在需要開拓事業

愛知県 ｗｅｂ　ｄｅｓｉｇｎ　ｃｏＱｕｅ － 東三河地域の人に役立つ情報配信の為の地域ポータルサイトの改修
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愛知県 アトリエ　アヴァンセ － フルーツティーのパッケージ開発と販促強化による販路開拓

愛知県 株式会社カプセルグラフィックス 4180001056532 展示会への出展とインターネット広告を活かした販路拡大事業

愛知県 美右衞門 － 人力車から発想する非日常空間を使った新訪問美容の販路開拓

愛知県 有限会社岡本環境造園 5180302012919 刈草を活用したリサイクル堆肥による露地野菜の生産販売

愛知県 クラフト株式会社 6180001115105 主婦憧れのオーダーキッチンインテリアの販売促進

愛知県 株式会社テイク・スリー 7180001091345 未来のＩＴ人材を育成！プログラミング講座の生徒獲得事業

愛知県 株式会社ネクスト 9180301017015 新ソーセージ「碧海の大地」の開発と販促プロモーション

愛知県 有限会社ドリームワークス 9180302025268 ステーキ弁当販売事業

愛知県 オレンジガーデン － 地元の優秀な食材は、地産来消・インバウンドで輝く！

愛知県 株式会社ＳＭＩＲＩＮＧ 9180301025265 入浴施設整備による顧客満足度上昇と販路開拓

愛知県 ガルエージェンシー三河安城駅前 － 「無料相談予約」スマホサイトシステムにより適合顧客を厳選。

愛知県 株式会社早川電器商会 5180001123018 高齢者のお困りごとに対応！計画的広告戦略による売上ＵＰ

愛知県 松儀屋 － 「伝統と革新」創業１７５年神饌菓子「本家」のリブランディング

愛知県 マザーピース － 法人営業強化による「はっぴーたっち教室」の事業拡大と新規顧客の獲得

愛知県 磯村商事 － 公益法人に万能小包ケースのＤＭ発送で販路拡大

愛知県 有限会社花井養鶏場 9180002085063 ホームページのシステム変更とネット販売の導入による販路拡大

愛知県 株式会社ウッド・リー 1180001116801 販路拡大するため中国でのパートナーと新規顧客の獲得

愛知県 トゥルービューティーサンドリヨン － 女性起業家による“プライベートティーチャー”サービスの確立

愛知県 株式会社グローディングス 3180001110439 拘りある天然素材を生かしたオリジナルレザーバッグの販路拡大

愛知県 サッポロ亭 － 持ち帰り専用ファミリーセット商品の開発による売上向上戦略

愛知県 有限会社林薬局 3180002072117 子宝漢方相談専門薬局の認知度を高める広告事業

愛知県 有限会社丹羽グランド 3180002066928 印刷物に困っている顧客への当日納品等の訴求による販路開拓

愛知県 株式会社エムアンドシー 8180301012487 最新のＨＰ集客と集客ＤＭチラシを利用した販路開拓

愛知県 リボルト名古屋 － 独自のメンテナンス材を用いたプレミアム手洗い洗車

愛知県 ＨＵＭＡＮ－ＨＩＧＨ － 快適で安全にダンスができるスタジオ設備強化

愛知県 ｓｈｌｅｅｐ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 最高にリラックスできる癒しの空間で満足度ＵＰ単価ＵＰ紹介ＵＰ

愛知県 株式会社ビーオール 5180301013249 二輪車の販路開拓とユーザーからの直接買取仕入の増大

愛知県 株式会社ガレージミルク 2180002084690 地域の牛乳店が業界初の挑戦！直火焙煎珈琲豆の宅配で販路拡大

愛知県 ジャパンビューティスタイル株式会社 7180001105468 身体障がい者・高齢者が着易いスーツの開発、販促ツール作り。

愛知県 有限会社水本陶苑 2180002081022 自社ホームページ再構築による集客力と情報発信力の向上

愛知県 有限会社尾崎工業 6180002085314 アルミ溶接技術を訴求したホームページ・看板の作成

愛知県 株式会社富士商店 4180301001849 『ユーザー直結：リフォーム受注体制確立』による顧客獲得事業

愛知県 株式会社開心 8180001077351 地域一番店及び顧客満足度向上を目指した店舗改装

愛知県 ヘアーライド － インターネットによる、販路拡大事業

愛知県 ｃａｆｅ　ｋａｙａ － 地域唯一のオーガニック喫茶！カラダに良い！を伝えるＰＲ戦略！

愛知県 ｋｏｍｏｒｅｂｉ　ｐｈｏｔｏ　ｗｏｒｋｓ － 「家族の繋がりを動画に！」家族の記念日動画サービスの展開
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愛知県 株式会社ピーソフ 2180001078322 「中高年専門パソコン教室」の周知とパソコン以外のＩＴ機器対応化

愛知県 有限会社長生軒 9180302022690 客室カスタマイズを迅速丁寧正確に提供することで顧客獲得

愛知県 株式会社卵小屋 5180301004545 卵小屋ブランドの確立と夏場に売れるゼリー商品の強化

愛知県 碧香堂 － 企業向け窓口グリーフケアギフトの改良と販路開拓

愛知県 有限会社岩瀬マルカ西町 9180302021445 店内外バリアフリー化による販路開拓事業

愛知県 ｔｒｅｎｔｏｔｔｏ（トレン・トット） － 東山公園エリアのコミュニティ事業部ｃａｆｅ．ｍｉｅｌの展開

愛知県 シモンヘアーサロン － 美容師と顧客が会話を通じて感動時間を共有できる美容室の展開等

愛知県 ｇｒａｎｄｅ　ｓｏｅｕｒ － 業界の常識を覆す『弱酸性縮毛矯正』による顧客獲得

愛知県 ａｍｏｕｒ － スマートフォン対応ホームページ開設による顧客獲得事業

愛知県 ビューティーサロンＣｌｅａｒ － どこ行ってもダメだったあなたの肌を脱ぎ捨てるエステの市場浸透

愛知県 有限会社さが 5180302012051 地産食材を使ったプレミアムいなりの開発による商品力ＵＰ

愛知県 株式会社スマイリー 8180001106845 資料請求・問合せを３倍にする住環境メンテナンス業のＷｅｂ戦略

愛知県 株式会社石井鉄工所 1180001093124 加工バリエーション増加による新規業界への参入および販路開拓

愛知県 カモシヤ － 外国人新規顧客獲得のためのメニュー多言語化と販促物の作成

愛知県 カガミコーポレーション株式会社 6180001089885 電気工事業界を活性化させる！革新的サイトの運営

愛知県 株式会社おわす家不動産 5180301025194 親子で仲良く楽しい！モデルルーム提案を通じた分譲住宅販売促進

愛知県 ｋｏｃｃｈｉ － 「私でもできた」朝のセットを楽しくワクワクさせる美容院の展開

愛知県 株式会社Ａｓ１Ｐｉｅｃｅ 3180301026649 中小企業の販促に特化したＰＲ動画・デザイン業務の販売促進

愛知県 トガル株式会社 3180001121246 インバウンド向け広告・ツールのワンストップ制作

愛知県 湊 － 焼印入り檜の木製寿司板の導入と日本酒在庫の倍増による販路開拓

愛知県 ＩｎｄｅＸ － 省エネ、電力自由化コンサルティング実施のための販路開拓事業

愛知県 お仕立処ＹＯＵ － リメイク商品販売に向けた情報発信とコミュニケーションサイトの構築

愛知県 ガイアンズファクトリ株式会社 8180001100897 パンフレット・季刊誌・ホームページによる新規団体顧客の獲得

愛知県 ビューティサロン　チャーミング － 母娘２世代美容師による独創美容サービスと出張サービス事業

愛知県 株式会社シーク 2180301004606 新しいカスタムカーの販売促進による独自ブランド化事業

愛知県 株式会社福祉情報事業団 4180001106626 「カイゴリアン」アプリ利用促進事業

愛知県 有限会社オカダエンタープライズ 5180302016507 新型プリウスのカスタムパーツの販売促進による地域経済発展事業

愛知県 ピラティスアーツ － 国際インストラクター養成からのスタッフ雇用と新規顧客獲得事業

愛知県 シーファクトリー株式会社 9180001106002 新商品開発によるオーダースーツ販売促進事業

愛知県 ＴＡＶＳ － 東海エリアはじめてのプレゼンシステムの確立による販路開拓

愛知県 株式会社ＧｌｏｂａｌＷａｔｃｈ 3180001118390 外国人向け起業塾開催による新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社華コーポレーション 6180301012076 渥美半島の魅力を伝える！リゾート風海鮮バーベキュー場の展開

愛知県 株式会社ノーサイド 1180301012246 午後からの集客・売上を獲得するためのお惣菜販事業の展開

愛知県 株式会社知多環境研究所 3180001095886 新設備導入による新規顧客獲得への広告及び看板設置事業

愛知県 有限会社オートパドック中川 4180302017530 高齢者、身体障害者の顧客満足度向上による新たな販路開拓

愛知県 株式会社あさひ寿 5180001085539 掘りごたつに改装！サービスの向上を図り新規顧客獲得
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愛知県 株式会社ＭＦＬＡＳ 8180001122108 まつげエクステンションサービスの提供による顧客拡大

愛知県 株式会社ＭＩＰＲＯＶＩＮＩ 4180001112327 会社及び店舗紹介のための自社ＨＰ設置事業

愛知県 株式会社ユニバーサル・リソーセス 1180001122304 「日本初の再生植物性工業用油でＣＯ２削減」認知度アップ計画

愛知県
株式会社名古屋キャリアコーチ・クリエー
ション

4180001113250 人事制度導入支援事業および介護コーチング講師育成事業

愛知県 鈴藤商会 － 「女性の便利屋。高齢者の方へ安心生活を提供」事業の展開

愛知県 合資会社宗仙製陶所 2180003010704 動物・乗り物柄デザインの商品化及びインターネット販売の強化

愛知県 ｃｄｄ　ｎａｉｌ － スクール事業の拡大に伴う売上向上化計画

愛知県 Ｂｏｄｙ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ　～整体　青空館～ － 還元整体新メニューの販促イベントの実施

愛知県 喫茶　バルーン － 「オープンカフェ改装で事業拡大」からの障がい者雇用の拡大計画

愛知県 Ｃｏｌｏｒ　Ａｒｔ － 「世界に一つだけのペットグッズ！ペイントサービス」の展開

愛知県 マージョラム － 継続したアンチエイジングサポートの仕組みづくり

愛知県 レディースカイロプラクティックｃａｌｍ － 時代のニーズに合わせた宣伝広告で認知度・集客２倍増

愛知県 リフレッシュ工房ほぐし屋 － オフィスワークによる肩コリの施術に特化した専門整体の販路開拓

愛知県 有限会社リーブ 2180302017409 地域密着と美容室カジャの認知度アップ

愛知県 恵川商事株式会社 4180001003550 インターネットを活用してアカパックンの販路拡大を目指す！

愛知県 株式会社ケア・セレブ 6180001123124 安心を提供する介護保険外・実費サービスの販路開拓

愛知県 コウエーホーム 5180001096222 「高齢者在宅医療よろず相談窓口」を目指す福祉用具店舗の開発

愛知県 株式会社ＡＮＤＣＯ 5180001066506 国内外の商談会や展示会に出展し未来の市場を創造する

愛知県 乗本畳店 － 作品から商品へ！畳小物の量産とブランド化。

愛知県 株式会社戸田理平商店 6180301010360 海苔一筋で七十年こだわってきた既存海苔商品の販路開拓

愛知県 株式会社ロングスタマシン 3180001110488 認知度アップ及び販路開拓に向けた工作機械見本市への出展

愛知県 株式会社ドゥーミュージック 1180001074529 音楽で人々の心に明かりを灯せ！集客倍増計画

愛知県 株式会社セリオ 1180001077234 経営革新計画に基づく販売促進のためのＷＥＢ制作事業

愛知県 Ｖｏｉｃｅプロ － 企業と求職者（人材）を繋ぐ支援事業を広げる為の販路開拓

愛知県 有限会社新東サービス 4180302014940 廃棄処分されていた中古人工芝のリユース

愛知県 ＢＡＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ － オリジナルドリップバッグ製作による卸販売の強化

愛知県 ３ＭＳ株式会社 3180001116080 リニューアルオープンに伴い必要となる販売促進ツールの導入

岐阜県 株式会社日本セラティ 4200001021491 美濃焼磁器製洗面ボウルの販路開拓のための広報事業

岐阜県 有限会社中部エンジニアリング工業 4200002012878 積極的な営業活動に向けた自社ＰＲ活動並びに職人確保事業

岐阜県 株式会社せんがプランニング 5200001027942 シニア・障碍者向け「旅」と「おしゃれ」の提案販売と告知活動

岐阜県 株式会社うを完 4200001017069 「引物用の商品陳列ブース作成」により新規物販部門の立ち上げを実施

岐阜県 美容室Ｒｉｒｅ．ｙ（リール．イグレグ） － マイクロスコープを活用したカウンセリングで新規顧客を獲得

岐阜県 おやつのアトリエｍｏｃｏ － 業務用オーブン導入による生産拡大、ＨＰ制作による来客数の増大

岐阜県 株式会社ぜにや 7200001002852 新規顧客獲得に向けたＨＰリニューアルと海外展開の取り組み

岐阜県 杉江塾 － 小学生塾生増加のための広告配布と教材購入

岐阜県 Ｓ有限会社 1200002044927 美容師が本気で考えた小顔矯正術で満足度ＵＰプロジェクト
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岐阜県 ＲＡＩＮＢＯＷ　ＣＡＦＥ －
女性客満足度向上で予約獲得増＆クレーム減で売り上げアップ達成の為の設
備増強

岐阜県 ユメココマッチング － 子育て主婦・シニア世代相互支援サービスの告知、広告事業

岐阜県 株式会社山源梶田商店 6200001021630 オリジナル仏具ブランド化のためのパッケージ開発と販路開拓

岐阜県 株式会社大幸住宅可児工房 8200001018468 「宿泊体験型モデルハウス」の認知度アップによる受注獲得

岐阜県 有限会社健康館アキタ 8200002018665 「健康相談指導できる薬屋」の新規顧客の獲得と固定化

岐阜県 株式会社佳局社 6200001032693 地域薬局による健康促進事業についての広報活動

岐阜県 株式会社ＩＴｒｅａｔ 2200001030172 医院向け新商品フォトアートレンタルサービスの顧客獲得

岐阜県 有限会社かさや 4200002018561 「美と健康」サロンの開設およびコトからモノへつなぐ事業

岐阜県 東海珠算坂本教室 － 環境に配慮したそろばん教室の運営とそろばんブームの復活

岐阜県 合資会社駅前にしき 3200003001617 トイレ改修により、中高年層・女性客の増加を図る集客力の向上

岐阜県 フロコリール － 和の美に着目した花魁（おいらん）体験ＰＲによる販路拡大事業

岐阜県 株式会社フレンドシップ 1200001004623 新壁紙事業宣伝サイト構築事業

岐阜県 株式会社三旺インターナショナル 6200001002077 認知度アップのための展示会出展並びに販売力強化促進事業

岐阜県 美濃タクシー株式会社 8200001019672 ホームページの作成とパンフレット作製による販路開拓事業

岐阜県 ＢＯＮＯ　ｈａｉｒ － 父親から息子への世代交代し、居心地のよい快適な店舗空間の提供

岐阜県 レストラン鶴 － 高齢化に対応した店舗改装と販路拡大に向けた看板のリニューアル

岐阜県 夢現システムズ － 新規顧客獲得に向けた医療分野に特化したホームページ再生事業

岐阜県 フルタ自動車鈑金 － 子育て世代女性向け新サービス「クイック日常点検」の開始・周知

岐阜県 珈琲館花うさぎ － カラオケ機の導入による来客数の増大と看板でのアピール

岐阜県 有限会社ベルナチュール 6200002017272 若年層向けホームページリニューアルによる新規顧客獲得

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

岐阜県 ばんじゃく株式会社 1200001012824 業務案内パンフレットによる販路の掘り起こしと拡大・新規開拓

岐阜県 株式会社ファイン 7200001030192 新しい地域の塾として、認知度アップで塾生獲得

岐阜県 株式会社Ｚｅｔｔｏｎ 7200001030762 水谷式コラージュセラピーの開始による新規顧客獲得事業

岐阜県 丸イ株式会社 8200001029424 料理教室の開催に伴う最新のガス機器の認知度アップと販路拡販

岐阜県 ヘアーサロン・コスモ － 親子で来店しやすく、癒しの空間を提供する店舗改装計画

岐阜県 ＤＯＵＸ　ｈａｉｒ＆ｅｓｔｈｅｔｉｃ －
フェイシャルエステとヘッドスパの相乗効果を出すための肌診断・頭皮診断事
業

岐阜県 － 岐阜と現地調達のＷ素材による料理出張促進事業

岐阜県 尾張屋 － 高齢者向けメニューの開発と店作りによる販路開拓事業

岐阜県 ＢＩＳ　ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ － 若者が入店したくなる明るい屋外装飾テント設置とメニュー表設置

岐阜県 日装工業株式会社 5200001004041 マドンナ部隊の組織化による女性目線のきめ細かなサービスの告知

岐阜県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｄ．ｃ．ｔ － 「ファッション性のあるヘアースタイル」の専門店としてのＰＲ

岐阜県 有限会社丸井佐野陶器 8200002021594 “美濃焼”のラーメンどんぶりの海外販路開拓事業

岐阜県 株式会社Ｕ－ｕｐ 7200001031166 発達障がい・学力不振・不登校の子ども向け高校事業の広域顧客開拓事業

岐阜県 行政書士大口事務所 － 主要売上３分野の売上増計画

岐阜県 株式会社小麦家 2200001006239 全国からの受注を実現させるための商品カタログＰＲ戦略
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岐阜県 株式会社ヒダ硝子建材 6200001027000 ガラス建材会社のＢｔｏＢからＢｔｏＣへの販路拡大事業

岐阜県 タイ料理・ゲストハウス「タニャポーン」 － 「飲食及び宿泊の訪日外国人客向け対応強化と販路開拓事業」

岐阜県 株式会社建築　雅 1200001027467 『家族の趣味とともに生きる家』のＰＲと販路拡大事業

岐阜県 ＰｏｃｏＬｏｃｏぽころこアートスクール － 設備改善による教育環境の向上

岐阜県 高山印刷株式会社 3200001024958 短納期・小ロット・特殊可変印刷の全国販路拡大事業

岐阜県 Ｔｏｍ　Ｃａｆｅ － 飛騨高山食材で作るスイスの朝ごはん『ミューズリー』の製造販売

岐阜県 治療院じゅうべえ － 飛騨地域で認知度の低い『美顔エステ鍼灸』の販路開拓事業

岐阜県 株式会社ログラック 1180002087397 効果的な看板設置により周知力を高める新規顧客開拓事業

岐阜県 大垣設備株式会社 3200001013390 ハッピーリフォーム＆増改築～ハロウィン・フェスティバル

岐阜県 飛騨五木株式会社 4200001031318 ＥＣサイト　「日本の森がもっとワクワク」　の基礎構築

岐阜県 小林ロクロ工芸 － 「東濃ひのき」を使用した新商品の周知を高める・販路開拓事業

岐阜県 堀経営会計 － 起業家支援特化をホームページで打ち出し新規顧客を獲得

岐阜県 ひなた治療院 － 鍼灸院と接骨院の併設をアピールした新規顧客獲得

岐阜県 ｕｎ　ｂｉｊｏｕｘ．＜アン　ビジュー＞ － 選ばれるサロンであるために！！メニュー提案による新規獲得事業

岐阜県 ｌｉｂｅｒｔａ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 『ヘッドエステ』導入による髪のプロが提案する髪の健康促進事業

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予約システムの省力化

岐阜県 有限会社角野製作所 7200002023765 医療機器の販路開拓を目的としたセールスプロモーション

岐阜県 有限会社水戸屋 6200002024681 商品パッケージの刷新とネット・周知看板の強化による販路拡大

岐阜県 おそうじ本舗恵那店 － ハウスクリーニング店舗の周知と知名度の向上を図る販売促進事業

岐阜県 スピードショップイトウ － オリジナリティーと利便性と安全性を追求したバイクパーツのＰＲ

岐阜県 株式会社Ｂｅ．Ｈｏｍｅ 1200001028663 新規顧客獲得のための提案型健康住宅の広告・宣伝事業

岐阜県 有限会社つちや商店 2200002023415 添加物不使用の新スイーツ「今宵のビスコチョ」の制作

岐阜県 有限会社中津・プリンティング 1200002023465 地域で手軽に利用できる同窓会（総会）幹事代行サービスへの参入

岐阜県 コミュニカエデュケーションセンター － 『英語を得意に！』独自カリキュラムと新規生徒（中学生）の開拓

岐阜県 株式会社げんそう 1200001008839 高齢者が美味しい料理を楽しむための座敷椅子の導入

岐阜県 株式会社ＨＤＺＯＯＭ 1200001028374 シルクパウダー化粧品の販促用試供品パッケージの制作

岐阜県 イマジボックス － 「地元情報アプリ　ジモリ」の販促活動による読者と登録店の増大

岐阜県 ｗｉｎｅ　ｂｌａｎｃｈｅ － ワインソムリエを活かす料理店の認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 水野茶園 － 可児市民に向けた『可児茶』の販促活動による知名度と売上の増加

岐阜県 カフェレストラン　バンビーナ・バンビーノ － 店の認知度を高め、売上増加を目指す補助事業。

岐阜県 チャイニーズキッチン小猫 － ファミリー層の集客に向けた店舗改修事業

岐阜県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ａｑｕｉ － 留学支援やワークショップ等のイベント開催

岐阜県 ＬＡＮＤＭＡＲＫ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ － 店舗専門のデザイン事務所としての認知度アップと新規顧客獲得

岐阜県 Ｍａｋａｐｕ‘ｕ　Ｃａｆｅ － 「店舗ＰＲ」により新規顧客の獲得を図る

岐阜県 有限会社井上薬局 7200002015944 出産準備専門店としての認知度アップによる新規顧客開拓

岐阜県 ダイニングキッチンＰｕｒ － 店舗改装による、席数の増加及びデッドスペースの有効活用
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岐阜県 株式会社深和紙店 7200001019517 当社独自の手漉き和紙の見本帳作成

岐阜県 Ｈａｐｐｙ　Ｇａｒｄｅｎ － ペットのためのデリカテッセンの販売、及び、販路拡大

岐阜県 ＨＤ　ＲＵＳＨ－１ － 新たな顧客開拓の為の集客力向上・店舗外装リニューアル

岐阜県 美シンデレラ － 健康で美しくなるエステサロンの認知度向上による新規顧客獲得

岐阜県 Ａ　Ｔａｖｏｌａ　Ｓｕｒｉｓ　（アターボラスリス） － 来店時に気軽にワインを選んでもらえるリストの作成とクーラーの設置

岐阜県 ＫＵＲＩＫＵＲＩ － 健康志向な方を対象とした新メニュー開発および通販展開

岐阜県 カロッツェリア・カワイ株式会社 4200001023166 Ｍｉｎｏｖａ　Ｃｅｒａｍｉｃ　Ｊｅｗｅｌ　Ｋｎｉｖｅｓの海外・国内専門店と法人需

岐阜県 株式会社アルフハウジング 2200001018176 ＨＰ・カタログ・チラシと新ショールームを連動させた販路開拓

岐阜県 有限会社鈴研陶業 7200002020309
タイルづくりで培った美濃焼技術を活用する「やきものアクセサリー」の販路開
拓事業

岐阜県 有限会社クッチーナ 2200002015148 客席数増加による売上増を目指した店舗改修事業

岐阜県 フラワーショップあや － 日常の花ギフト・ビジネスシーンの新規販路開拓に向けた広告展開

岐阜県 有限会社カネ一古林商店 5200002021110 独自技術による新商品販路開拓用サンプル試作事業

岐阜県 ファイブセンス株式会社 7200001031926 宣伝広告・販路拡大

岐阜県 ＤＥＷＳ　ＣＲＥＡＴＥ － アプリ活用による会員とのつながり強化と販促強化

岐阜県 末広精肉店 － 飛騨牛ブランドの知名度向上による販路拡大事業

岐阜県 株式会社ゴーアヘッドワークス 1200001030834 デザイナーと地域の企業人が交流できるデザインスペース広報事業

岐阜県 ＲＥＳＯＲＴ　ＤＩＮＩＮＧ　ＭＡＨＡＬＯ － 日本の太陽の下で味わうハワイ！野外イベント開催による販路開拓

岐阜県 株式会社コアセルベート 1200001009457 結婚前の男性応援！ファッション体験イベント空間の新設

岐阜県 ぎふ初寿司　各務原分店 － 高齢客や団体客に対応できる、ストレスフリーな座敷環境の整備

岐阜県 株式会社和ダイニング心音 1200001030561 新規顧客獲得のための酒ラベルを使用した看板設置事業

岐阜県 ＳｈｉＳＨｉＮ － マーケティングスクール開講による顧客獲得事業

岐阜県 有限会社すずむら木工 9200002023838 間伐材利用新商品開発及び新商品販売のための販路開拓事業

岐阜県 ＶｉＶｉＫ － ドローンによる空撮の付加価値があるブライダルビデオの営業活動

岐阜県 Ｉｍａｇｅ　Ｃｒａｆｔ株式会社 4200001018810 『ハンガーの新しいかたち　ｇｏｏｐｅｒ　グーパー』の販路開拓

岐阜県 有限会社岐濃設備 1200002012492 効率的なチラシの作成・新聞折込等による知名度獲得と市場拡充

岐阜県 株式会社リトルクリエイティブセンター 3200001030840 文具店のブランドイメージをアップし、新たなニーズ獲得

岐阜県 アリッド株式会社 1200001031849 歯科医院向けＩＴサービスの販売促進と販路開拓

岐阜県 有限会社東海バイオ 3200002023892 ホームページの外国語化版によるＰＲと販売拡大事業

岐阜県 ＮＩＣＯＬＥ － 観光客をターゲットにした「栗シャンプー」の開発

岐阜県 可児興業株式会社 9200001012296 顧客ニーズにマッチした自社サービスの情報発信事業

岐阜県 株式会社小林漆陶 8200001002042 外国人観光客の自店への誘致のための案内カード作成

岐阜県 杉山精機 － ３Ｄ画像による販路拡大事業

岐阜県 美容室デジャヴ － 販促サービスアプリの導入と店舗駐車場整備計画事業

岐阜県 ミニッツラウンドゴルフ株式会社 9200001030587 ５０代の健康維持とエリア拡大による宣伝広告強化事業

岐阜県 ｋｉｒａｒｉｉ － オリジナル携帯ケース開発の為のテスト商品製作と広告掲載

岐阜県 加納住建有限会社 4200002021945 住宅診断宣伝用電光掲示板設置による売上拡大事業
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岐阜県 パーク法律事務所 － 家事事件に特化したホームページ作成と新規顧客獲得事業

岐阜県 ｔｒｉｍ　ｓｈｏｐ　てとりん － 犬にも高齢者にも優しい店舗改装と記念イベントによる認知度向上

岐阜県 有限会社ブルーグラフィック 1180002039786 アクティブシニアが集う憩いのカフェのＰＲ

岐阜県 三喜屋靴店 － 足のお悩みを解決する中敷き作成機の導入とＰＲチラシ作成

岐阜県 有限会社ワイ・イトウ 9200002022501 商品パッケージのデザイン一新による販売強化

岐阜県 東京堂靴店 － あなたの足元を助ける！！『デリバリーシューズサービス』事業

岐阜県 株式会社玉川釉薬 8200001021827 釉薬技術を活かしたタイル販路開拓のためのタイルカタログづくり

岐阜県 株式会社ほその 5200001018826 刺繍ミシン導入による既存客サービス強化と新規客の取り込み

岐阜県 しほこ塾 － 土田今渡地区の小学生保護者に当塾を認知してもらう広告宣伝事業

岐阜県 まえじまクリーニング － 修復師による実演講座の開催で新規顧客獲得！

岐阜県 レクサス株式会社 1200001007659 新規海外受注を実現させるためのカタログおよび取扱説明書の充実

岐阜県 有限会社恵那福堂 8200002023194 創業８５周年と秋の販売強化企画（近圏の強化対策）

岐阜県 有限会社アイファクトリー 8200002023153 多枚数に特化したステッカーの拡販事業

岐阜県 絵画教室　ｇｉｆｔ － 地域社会のニーズに応える臨床美術に基づいた絵画教室の実施

岐阜県 有限会社あすなろ 9200002026717 特産品のＰＲによる販売増加と情報発信拠点隣接地整備事業

岐阜県 有限会社エスエスアール 4200002018017 パン・焼き菓子テイクアウト店「カドゥーム」のブランド化による販路開拓

岐阜県 エフスリー株式会社 1200001028688 「朝市」の集客力強化とブランド力強化に向けた取り組み

岐阜県 株式会社のはら 5200001000882 「人が集まる」公衆浴場をつくるための取り組み

岐阜県 快適健康生活 － 田舎体験「古民家倶楽部」による地域資源のＰＲと販路拡大

岐阜県 中国麺菜茶館　龍鳳 － 現在有る看板を行灯タイプに変え、店内外の照明をＬＥＤに変える

岐阜県 有限会社彩光デザイン 3200002001849 インテリア照明カタログの事業

岐阜県 株式会社アチュ 3200001031252
①テイクアウトピッツァの強化②真のナポリピッツァ協会の認定店であることを
アピー

岐阜県 株式会社ＴＦＦ 4200001012409 高付加価値化を目指す当社農産物の販促強化事業

岐阜県 はせ工房 － 地元材の桧（ヒノキ）を使った豆いすと子供用家具の販路開拓

岐阜県 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ユベントス － ヘナとの相乗効果を出すための器具導入事業

岐阜県 石田塗装 － 「塗替え後のイメージが確認できる」を広告宣伝する販路開拓事業

岐阜県 スズキアートホーム株式会社 1200001017897 丘陵住宅地でも気軽に出かけたい！車いす用電動昇降機の販路拡大

岐阜県
カーボンファイバーリサイクル工業株式
会社

8200001018674 再生炭素繊維事業化に伴う宣伝ツール充実と海外販路確保

岐阜県 ＲｅｓｔＢｏｄｙ － 整体とエステを融合させた新サービス（リセットボディ）の販路開拓

岐阜県 ＳＨＥＲＰＡ　ＣＯＦＦＥＥ － 本物のコーヒーと出会えるお店として認知度アップ，新規顧客獲得

岐阜県 日孝建設　有限会社 6200002017586 土地改良の専門会社としての認知度アップによる販路開拓事業

岐阜県 旬彩肴房　坐蔵 － 既存客のニーズ対応ならびに新たな顧客開拓のための店舗改装

岐阜県 ひなたぼっこ － 当社の業務内容・高齢者支援サービスの広報宣伝による販路開拓

岐阜県 株式会社マインド松井 4200001004777 和綿を栽培して作った製品をお客様に直接届ける仕組み作り

岐阜県 株式会社ティンパンアレー 4200001008992 ウェディングに繋げるため、ガーデンを活用した新規顧客集客事業

岐阜県 株式会社エスト 3200001015726 インバウンド消費を取り込む販路拡大と新商品の試作完成
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岐阜県 有限会社清味堂 8200002002537 ＰＲ方法を改良し販路開拓、売上アップをはかる事業

岐阜県 有限会社プリンス松葉 3200002023819 食品サンプルを活かした外国人観光客の取り込み

岐阜県 株式会社村岡精機 5200001007589 ＷＥＢ制作によるチタン加工技術の販路開拓事業

岐阜県 佐藤農園 － 滞在型の観光農園にする為の新業務ＰＲと地元客の集客の為のＰＲ

岐阜県 青雲学院 － チラシを作成・配布し、認知度を高めて新規入校生徒を獲得する

岐阜県 あもる － 地域高齢者コミュニティスペースの整備と周知活動

岐阜県 起雲社寺建築設計 － 顧客に弊社の名前が保存される仕組みづくりによる新規受注の実現

岐阜県 有限会社大阪屋 5200002007118 自社サイト作成と路面看板の書き換えによる新規客獲得事業

岐阜県 株式会社フォレストファーム 1200001030859 ６次産業化に伴う自社の魅力の発信力強化による販路開拓の実現

岐阜県 ヤミーズ・キッチン － からあげの移動・出店販売による新規顧客獲得

岐阜県 有限会社松田商事 6200002021588 オリジナルテーブルウェアを中心とした飲食店への販路開拓

岐阜県 蕎麦の華　夢蔵 － 新規顧客獲得と顧客満足度向上のための看板設置と店舗改修

岐阜県 コンサルティング・シスト － 起業家や若手経営者が学び集える環境整備による新規顧客獲得

岐阜県 有限会社オンダクリーニング 5200002007126 スマホサイトで「カリスマ修復師のシミ抜き」を日本中に販路開拓

岐阜県 株式会社デザインラボ 8200001007710 人から人へ「伝える・伝わる」営業戦術の実践による新規顧客開拓

岐阜県 スープカレー専門店　Ｍｏｎｋｅｙ　ＳＰＩＣＥ － ＤＭポスティング事業による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社山三三宅 1200001021643 ラーメン店に向けたお土産用オリジナルレンゲの提案

岐阜県 陶房夢・夢現窯 － 陶芸教室等の新規顧客獲得に向けた戦略的広報事業

岐阜県 ａｒ　ｔｈｅ　ｓｐａ － 働く女性の美と健康のサポートと顧客開拓・認知拡大

岐阜県 まごころ株式会社 9200001031024 車からバイクまでフルサポート！認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 まき本店 － ママにも子供にもお店にも安心・安全・衛生的な畳の導入

岐阜県 ＳａｋｕＬｏｃｋ株式会社 9200001029340 【販路拡大による新規顧客獲得と複数受講による客単価アップの促進】

岐阜県 福岳産業株式会社 2180001080897 照明のリニューアルにより富裕層の購買率アップ

岐阜県 株式会社　エイチ・ツー 3200001032630 工場・倉庫等の作業環境を有する見込み先企業に向けたＰＲ事業

岐阜県 － 店舗看板の設置と店舗表周りの改装による販路開拓事業

岐阜県 喜楽 － 焼き台導入で売上アップ事業

岐阜県 駅前さらしな － 創業１００周年に向けて、くつろげる店作り及びチラシによる販促事業

岐阜県 株式会社保険パートナー 5200001029047 ２０代～３０代女性をターゲットにした広告宣伝

岐阜県 三和クリーニング － 当店の技術力・接客力と特長を特定業種に向けアピールし販路開拓

岐阜県 株式会社光葉 1200001018425 和食文化を若い層に広めよう

岐阜県 タケダクリーニング株式会社 6200001012869 店舗の看板入替えと、外壁塗り替えによるイメージアップ戦略

岐阜県 つり具　魚心 － 親しみやすい「地元に愛される地域密着型釣り具店」を目指す事業

岐阜県 カフェ・ド・エピ － 風除室（風除け）の設置による集客とリピーター率の向上

岐阜県 鉄板焼　金三 － 地域情報誌掲載、ホームページ改良による新規顧客獲得

岐阜県 麺屋もりた － ステーキ酒場専門店の出店に伴う広報宣伝

岐阜県 ＨＡＩＲ’Ｓ　ＰＩＮＥ － ヘッドスパをメニュー化、定期来店を促し、売上・客単価アップ
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岐阜県 株式会社Ｓｃｈａｔｚｅｓ 4200001030047 看板設置による知名度アップ＆近隣のユーザーの獲得による販路開拓事業

三重県 御菓子司　保々屋　寺町店 － もうすぐ創業１００年！　２店舗共同販促とおもてなしで売上ＵＰ！

三重県 いろは接骨院 － スポーツボランティア現場に最新小型治療器を導入してのＰＲ活動

三重県 ブテイック　ラ・カイエ － ワークショップの開催強化と新作コレクション紹介で売上促進！

三重県 ＭＩＬＫ － 地元商店街で営む手作りアイスキャンデー屋の拡充拡大販売

三重県 ビューティさち － 結婚式プラン「伊勢婚」を通じた伊勢志摩地域活性応援事業

三重県 加藤農園 － ＥＣサイトとアプリを利用した「あずんトマト」の販路拡大

三重県 株式会社アローズ 1190001022379 「営業アウトソーシング事業」の展開による新規取引先開拓！

三重県 ブティック・オークス － 新商品の提案と新たな取組みで安定した軸を持つブティックを展開

三重県 イーエムテクノロジー株式会社 2190001023285 ＷＥＢを利用したナレッジベースサービス　デモを通じた販路開拓

三重県 有限会社土筆舎 8190002010153 伊勢型紙版画教室の開講に伴うＰＲ・スペースの整備と看板作成

三重県 株式会社ウェザイン 5190001020461 自社オリジナルの引出物（記念アイテム）開発による販路開拓

三重県 ｃａｆｕ－ｒｕ． － 新規の顧客開拓！

三重県 ＣＡＦＥ　ＨＥＬＧＩ － 子育て中のママの学び・チャレンジを応援するカフェで集客ＵＰ！

三重県 株式会社アニー 5190001023002
伊勢志摩「家族婚・和婚」等、新事業の情報発信力と商談力の強化（伊勢志摩
「家族婚・和婚」の店内外告知活動と店内レイアウト変更）

三重県 有限会社伊勢屋食品 4190002012038 伊賀ブランド認定製品及び伊賀豆製品の開発・関連製品の販路拡大

三重県 ＣｉｒｃｕｓｔｉｃＨＡＩＲＤＲＥＳＳＩＮＧ － 安心してください。入れますよ！男性の美容室活用促進事業

三重県 有限会社４ｔｈ－ｍａｒｋｅｔ 5190002024172 スマートフォン対応のネット通販新規システム導入による売上拡大

三重県 有限会社シンワ 1190002018310 賃貸経営の成功ノウハウを学べる。「大家さん塾」事業

三重県 元気じるし株式会社 2190001022782 「高齢者見守りサービス事業」の地域での知名度ＵＰキャンペーン

三重県 株式会社ＰＯＲＴ　ＳＥＡ 3190001023111 トイレ増築工事とＨＰ新規開設による新規顧客の拡大

三重県 有限会社梶匠 3190002012955 日本の伝統工芸を救った仏リヨンで展示会を開き西陣織をＰＲ

三重県 ＩＳＨＩＤＡ１０９８ － スタッフの技術スキル・モチベーションＵＰと男性新規客獲得事業

三重県 株式会社実月 5190001021526 三重県オンリーワンエステサロンの集客向上

三重県 株式会社相生亭 8190001010047 バリアフリー化で高齢者に優しい日本食料理をいつまでも提供できる事業

三重県 小林自動車製作所 － 「日本全国津々浦々どこまでも釣りバカ」を実現するレジャーＢＯＸの販売計画。

三重県 有限会社お花ちゃん生花店 4190002016435 小額配送サービス展開による「おはなちゃん」ブランド向上作戦

三重県 合資会社後藤酒造場 9190003001365 パッケージ一新と営業、展示会強化で桑名の銘酒を日本の銘酒に！

三重県 株式会社ゴーリキ 9190001006614 業界初「電動スライドラックＧＳ３０００」の展示会出展

三重県 フォトスタジオ　アンプレ － 「プロ用ドローンの導入で売上ＵＰと災害発生時の情報収集」

三重県 合資会社佐々木呉服店 7190003000574 ＩＴの活用と中古品販売から見出す新市場における販路開拓

三重県 名張さかえ進学教室 － ニーズ即応を強みにタウン誌広告やＳＮＳを連動した顧客開拓

三重県 株式会社ＴＡＫＡＩ 1190001020481 世界的に需要が伸びている車用ヘッドライトの自社商品の販路拡大

三重県 稲葉写真館 － 共に歩む地域高齢者のためのプリント、撮影サービス事業

三重県 Ｙｏｕｒ　Ｐｌａｃｅ － 低価格な個別授業の提供を認知を上げる事で売上向上

三重県 インノースデザインオフィス － デザイン活用で松阪もめん・伊勢和紙の地域素材タペストリー開発
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三重県 株式会社ＭＡＤＯＩＲＯ 3190001021569 ＷＥＢで簡単予約システム導入により新たなカーテン販路開拓

三重県 伊藤博康 － 未受給者をなくす障害年金受給サポート事業のプロモーション戦略

三重県 有限会社タツジ 1190002007841 長年の経験実績をもとに「安心・安全・信頼」を主とした販路開拓

三重県 伊勢創作ビストロ　Ｍｉｒｅｐｏｉｘ（ミルポワ） － ミルポワ特製ドレッシングと新作ソーセージの開発・県内外販促

三重県 まるこ日和 － ホームページ・屋外看板・チラシを用いたニーズ開拓事業

三重県 平和麺業株式会社 6190001016145 日本食ブームを背景に他社が参入しない商品での海外市場新規開拓

三重県 株式会社ＡＰＣクリエーション 4190001018333 マルチメディアカメラによる撮影及び動画マーケティング事業への新規参入

三重県 パティスリー　ジョリオン － 新市場開拓の為の設備導入による新規顧客開拓・既存顧客深化事業

三重県 ヴェレゾン － 小規模美容室の美しい髪への徹底されたこだわりで集客ＵＰ！

三重県 ハッピークリエイション － 「ママの心を掴む」サービスの特徴見える化で販路開拓事業

三重県 株式会社セーバー 1190001017305 ＢｔｏＢ向けの環境エコ事業進出に向けたブランド化＆販路開拓

三重県 株式会社センジン 3190001020091 専用ＣＡＤ導入による新規顧客開拓と設計効率ＵＰ

三重県 マイランド・有限会社 5190002015733 店舗オーナー向け省エネ建築事業のブランド構築＆販路開拓プラン

三重県 アトリエオーブ －
デザイン性のあるモデル住宅（コンピューター上での建売住宅）をリアルなＣＧ
で販売

三重県 株式会社Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ 8190001021408 レンタルピット新サービスによるＤＩＹメンテナンスサポート事業

三重県 有限会社米川真珠 4190002010017 真珠講座とネックレス糸替えを入口商品とした個人顧客開拓事業

三重県 醉月陶苑 －
地元の材料を使った女性視点の食器を開発して新たな販路「引出物市場」に参
入

三重県 ジパング舎 － 忍者観光！　忍者ショー「徳川隠密隊」のインバウンド対応事業

三重県 杉甚商店 － 食べ方いろいろ提案レシピ付き新商品の直販事業による販路開拓

三重県 有限会社大和不動産 2190002004755 空き家対策に、新コンセプトのホームページでミスマッチ解消

三重県 有限会社奥野写真館 7190002004354 マイナンバー用証明写真と「終活」を見据えた肖像写真の販売促進

三重県 彩菜ダイニング　Ｙ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ － 野菜嫌いの子供向け惣菜等ラインナップの充実による販路拡大事業

三重県 有限会社岡本屋呉服店 6190002000305 伊勢木綿着物の無料レンタルで良さをＰＲし呉服販売を強化する事業

三重県 ＦＡＨＯＬＬ －
ＯＥＭ事業の強化と、新商品の動画でのプロモーションによる販路拡大・売上の
向上

三重県 有限会社オフィスＺＰＩ 2190002007865 海外市場販路拡大の為の効果的なＰＲ手法の確立と海外顧客の獲得

三重県 株式会社ヒロモリ 8190001005311 職人技と郷土への愛着を育む「三重ふるさと雛」の開発と販路開拓

三重県 伊勢製餡所 － 自社ブランド強化に向けた少量パック商品の開発と販路開拓事業

三重県 茶房　河崎蔵 － 伊勢市の指定天然記念物である蓮台寺柿チップスの開発・販路開拓

三重県 市川大楽園製茶 － ６次産業を超えた日本初「常設型手もみ茶道場」でサービス産業参入

三重県 きらめきファーム －
施設環境整備（サービス向上）によるイチゴ狩り拡大と、パッケージ開発による
販路拡大

三重県 株式会社キャリアサークル 3190001021247
結婚式が楽しみになる絵本式パンフレットとＨＰで結婚人口を増やして売上Ｕ
Ｐ！

三重県 株式会社八起 9190001023460 訪問介護サービスの情報発信力の強化と販路開拓

三重県 まな鍼灸堂 － 女性鍼灸師による、働く女性の少子化対策を支援する為の新規顧客獲得事業

三重県 友蔵 － 立地の悪さに負けない、販路拡大を実現するホームページ制作事業

三重県 有限会社ペイントショップカトウ 5190002024189 カラーシュミレーションでイメージを形に、「新提案で販路開拓」

三重県 株式会社Ｐａｓｔｅｌ 3190001013970 女性向け体型改善ダンスプライベートレッスン空間の創出プラン
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三重県 カフェｓｉｍｍｅ － 売逃し解消・物販スペース拡大等の為のベランダスペース改装事業

三重県 株式会社快眠屋おの 8190001022629 眠りの課題解決「寝具フィッティングサービス」の啓発事業

三重県 山森電機設備株式会社 9190001008734 「町の電気ＤＯＣＴＯＲ～１１９番～」高齢者訪問事業で地域貢献を！

三重県 プラスアイデア株式会社 6190001022795 ホームページ活用で営業のハンデ解消し、販路拡大！売上獲得！

三重県 パスタソースキッチン － デザイン力を活かして百貨店催事への本格参入

三重県 有限会社コットンライフ 7190002013842 ホームページをリニューアルし、松阪もめんの市場拡大と売上アップを目指す

三重県 エールアドエイジェンシー合同会社 1190003002354 ＷＥＢサイトの改善により求人募集企業の開拓件数を上げる事業

三重県 株式会社今西マシーンテクノ 6190001014363 ガラスコーティング事業の新規展開による販路拡大

三重県 株式会社さかきや葬祭 1190001003404 亀山初　お墓掃除で既存顧客の囲い込みと新市場・新規顧客の開拓

三重県 株式会社パワーホーム大建 8190001006301 ＤＩＹコーナーによる顧客の確保と他社との差別化

三重県 株式会社東村呉服店 1190001010508 リノベーションした町屋で和を伝える複合施設の広報ツール充実

三重県 有限会社マーレ 7190002004503 訴求力のある改装と看板でお客を引き込み収益の向上を目指す

三重県 株式会社セザキ真珠 2190001003626 ジュエリー体験教室の実施による潜在客の掘り起しと満足度の向上

三重県 ファイブポート － 新規顧客獲得のためのホームページ制作・動画制作による販売促進

三重県 有限会社麻野館 6190002008158 ホームページのリニューアルを通して強みを発揮し新規顧客の獲得を図る

三重県 株式会社あかり屋 9190001020838
女性力を活かした情報発信による潜在客の掘り起しと来店客の満足度向上計
画

三重県 海鮮大和 － 新鮮な魚介類と希少な日本酒をＰＲして鳥羽の看板店を目指す

三重県 有限会社華月 4140001088694 カウンター席の機能改善で高齢者、外国人旅行者需要を獲得

三重県 みえづくし合同会社 1190002011125 三重県の「地産名物かりんとう」としてのブランド化・販路拡大

三重県 喫茶チェリー － 「みなとまちの喫茶店」としての店舗リニューアルで売上ＵＰ

三重県 有限会社酒のお店もりした 8190003002496 「酒のお店もりした」の徹底ブランド化による販売促進

三重県 ヤマタ水産 － 地元産物「海草餅」の開発と地域連携で売上アップ

三重県 うえ久 － 安心、安全の畳風呂でマタニティ（妊婦）や赤ちゃんに優しい空間を！

三重県 鳥羽観光会館ビル株式会社 2190001007387 無料Ｗｉ－Ｆｉ環境整備で外国人観光客の誘致促進

三重県 やま栄水産 － 外国人集客の為のサービス多言語化とお土産物の長期保存包装実施

三重県 ザ・貝屋 － 観光客向け新メニュー「光触媒装置によるフレッシュ生牡蠣」導入

三重県 株式会社中谷シャープ電化センター 8190001006838 家族で集えるショールーム型電気店へリニューアル工事

三重県 有限会社レストラン美園 5190002012441 インバウンドへの食事提供に向けての情報発信・忍者体験

三重県 株式会社ばんび 8190001021168 新規顧客の集客のための店舗移転及び新定番メニューのＰＲ

三重県 下津醤油株式会社 3190001000465 ＩＳＯ２２０００取得による食品安全ＰＲ及び直売所の販売強化事業

三重県 有限会社小林商店 8190002020185 地産地消の全てが四日市で始まり完結する酒の企画とＰＲ

三重県 とこわか － 未来を担う子どもたちにとって社会で役立つ教育事業展開

三重県 Ｔ‘ｓ　ｄｏｏｒ － 専門職によるニッチなニーズ対応でガッチリ地域密着型企業へ

三重県 脱毛サロン　フワリエ － まつ毛エクステの事業強化による売上拡大

三重県 床屋　まえだ － 髪育システム・お顔そり美容法の認知度アップと新規顧客獲得

三重県 有限会社中部産業 8190002004477 日本初、ハンドルが回る元気になるシルバーカー補助具の開発販売
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三重県 ズー・フォニックスアカデミー三重 － “プライベート・ヤード”　の整備で、プリスクールの生徒増加

三重県 ルフラン － 顧客ニーズに合う「つぶやけないバームクーヘン」の販売と促進

三重県 株式会社コーチング・システムズ 4190001013409 『「組織とチームの力を引き出すコーチング会社」ブランディング化計画』

三重県 Ｓｉｏｎ．８０８ － 顧客のギフト需要に応えるための設備導入により売上拡大を図る

三重県 合同会社丸田商店 2190003002320 ポストサミット効果を活かすため観光雑貨店への改装で売上増

三重県 ｍａｌｌｉａ－ｈａｉｒ －
訴求力のあるスマホ対応型ＳＮＳ活用とＬＥＤ看板で、新サービスによる新規顧
客を開拓

三重県 寿司割烹　醍醐 － 地元産食材と技術・製法を活かし全国に発信する「みそかす漬」

三重県 よりこころ － トリマーの経験と実績を生かしたペットホテルで売り上げＵＰ

三重県 株式会社トモエ自動車商会 4190001010389 新規事業開拓に向けたチラシ、ＳＮＳ、ＨＰを連動させた販売促進

三重県 株式会社Ｔｅａｍ．Ｙ 7190001023347 女性の活躍を支援するコワーキングスペース事業の展開

三重県 合名会社森本仙右衛門商店 6190003000023 低温長期熟成古酒の製造能力向上と販路拡大

三重県 株式会社ＩＮＳ 9190005009654 抗生物質を使用しなくてもよい「うなぎの餌」と、その蒲焼開発・販路開拓

三重県 お食事処　磯甚 － 惣菜製造分野進出のための改装により、中食市場での売上ＵＰ

三重県 株式会社真夢農和 1190001020606 「朝つき米」と「朝採れ野菜」で差別化し、農家レストラン事業第３ステージ

三重県 珈琲探求処　珈豆坂 － フードサービスの充実による販路拡大計画

三重県 アトリエ　オランジェ － ２年間の準備を重ね、地域資源の抹茶を使った「和の洋菓子」で海外市場獲得

三重県 あすなろ商事 － 女性スタッフの強みを活かした新規顧客開拓事業

三重県 株式会社三重トラベル 5190001001107 顧客の高齢化・インバウンド対策のための店舗内改装による顧客満

三重県 株式会社ｉＧＯ 1190001009830 タイピング指導が強みのこども英語教室を広告宣伝で生徒を増加

三重県 Ｐｅｔ　Ｓａｌｏｎ　ＶｉＳＨ － ペットホテル事業への参入でポストサミット効果を活用し売上向上

三重県 有限会社日新自動車商会 3190002021411 高齢化社会を生き抜く介護福祉分野への市場拡大

三重県 信和企画 － 三重の特産物・伊勢茶を使ったテイクアウトスイーツの販売

三重県 株式会社ティー・テーブル 8190001018593 店舗看板と駐車場看板で顧客をお店に誘導！

三重県 むらかみファーム株式会社 4190001022830 ４年連続特Ａ・伊賀米コシヒカリをインターネットで販売促進。

三重県 神楽庵 － 伊勢と全国の生産者を繋ぐ新商品の開発と付加価値の創造

三重県 ｔｈｉｎｇ　ｓｔｉｎｇ － アッパーミドルをターゲットとした店舗コンセプト再設定に伴う改装

三重県 ＰＩＫＡＫＥからだ研究所 － 「健康美」コンセプトを活かしたメニュー付加価値の提案と、発信力の強化
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