
採択事業者リスト

岐阜県 結の舟 長良川の若手漁師による川魚を活用した六次産業化の実現

岐阜県 宇野カバン店 インターネット広告等の活用によるランドセルの販売促進事業

岐阜県 株式会社ＩＴｒｅａｔ 新商品「ＩＴサポートサービス」の顧客獲得

岐阜県 株式会社Ｕ－ｕｐ 発達障がい等の子どもむけ専門家庭教師事業の広域顧客開拓事業

岐阜県 ８０８　ＪＡＰＡＮ リピーター顧客の獲得と新規客開拓ツールの改善事業

岐阜県 有限会社おきなや総本舗 外国人向け和菓子作り体験事業強化のための洋式トイレ設置

岐阜県 株式会社泉屋物産店 自社ＨＰリニューアルと、外国語メニュー・リーフレットの作成

岐阜県 パティスリーニコ 店舗移転に伴う広告並びに包装資材制作

岐阜県 Ｒｅ－Ｆｅｅｌ 新規顧客開拓とサロン改装事業

岐阜県 株式会社ネクスト名和 地域で認知度の向上を図り、新規顧客を獲得する広告宣伝事業

岐阜県 株式会社桐山 ゲリラ豪雨、水害被害対策製品「止水板」拡販事業

岐阜県 ラ・パティスリーりぼん デコレーションのオリジナルパッケージを作り販売数増加を目指す

岐阜県 株式会社バディプロダクション 広告宣伝サービスと通販サービスのＷｅｂ広告

岐阜県 ペンギンブーツ ブランド力向上と新規顧客開拓のためのモノづくり市出店事業

岐阜県 有限会社金川五十四ビル ミニスペース「やながせ倉庫団地」の開設と入店を高める販促

岐阜県 株式会社Ｇｒｏｗｉｎｇ デイサービス・接骨院の近隣の認知度向上と新規利用者開拓事業

岐阜県 なまずや県庁前店 新規客獲得のための広報と顧客定着のためのトイレ改装事業

岐阜県 モアビルメンテナンス株式会社 新市場（介護付有料老人施設）に対する居室清掃サービス展開事業

岐阜県 有限会社カプリス チーズを主体としたスイーツのテイクアウトとテラス席増設事業

岐阜県 株式会社ミユキデザイン リノベーション事業の開発・サービス提供と販路開拓

岐阜県 株式会社ビースタイルファクトリー ランチメニューの開発と営業開始による集客力強化事業

岐阜県 株式会社長良川観光ホテル石金 高座椅子・座卓の導入によるテーブル会食の拡大とＨＰでの広報

岐阜県 三敬株式会社 我が社のブランドの知名度アップして、売り上げを増やすこと。

岐阜県 ｎａｉｌｓａｌｏｎＬｉ－ｆｒａ ３０代から４０代をターゲットとしたネイルサロンのＰＲ

岐阜県 ウェディングプロデュースｃａｎｏｗ オーダードレスの製作による販売促進事業

岐阜県 ディスポート株式会社 岐阜市観光サイト制作

岐阜県 敷島珈琲店 敷島珈琲店におけるリピーター客獲得及び新規顧客開拓事業

岐阜県 エステティックサロン空間スタヂィオ 顧客満足度をあげるための機器導入と新規獲得のための広報活動

岐阜県 株式会社烏骨鶏本舗 既存のホームページの大幅なリニューアル

岐阜県 株式会社田中屋せんべい総本家 自社製味噌の使用開始に伴う煎餅の包装デザイン改変とネット通販

岐阜県 有限会社福田屋 地域密着発信型染め屋のＨＰリニューアルによる販路開拓

岐阜県 株式会社理想精密 炭素繊維複合材における高精度加工技術の販路開拓

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岐阜県 株式会社ＯｎｅＬｉｆｅＢａｓｅ 販路開拓の為の広告・宣伝事業。

岐阜県 株式会社ハヤシ電器
看板設置及びチラシ配布による自社サービスの認知度アップ事業（販路開拓
事業）

岐阜県 株式会社のはら家電 看板設置及びチラシ配布による自社サービスの認知度アップ事業

岐阜県 有限会社大橋量器 新商品ＨＡＫＯＭＡＳＵとインテリア雑貨商品などの販路開拓

岐阜県 Ｓ有限会社 新顧客層開拓！エクステンションで変身プロジェクト

岐阜県 有限会社恵比寿 「飛騨高山そばの実ぷりん」「特製めんつゆ缶」の販売強化事業

岐阜県 ルナソル株式会社 アクアリウムセラピー（水槽レンタル）事業の販路開拓

岐阜県 魚幸 昔ながらの魚屋事業と魚屋の手作り弁当販売開始による販路開拓

岐阜県 株式会社ひだ高山総合事務所 ホームページ開設と不動産無料査定による不動産取引業の活性化

岐阜県 株式会社ゴーアヘッドワークス 集客広告と事業主へのデザイン勉強会開催による販路開拓事業

岐阜県 飛騨高山よしま農園 農園直売店舗新設による顧客の利便性確保と販路開拓

岐阜県 Ｆｒｕｉｔｓ　ｃａｆ´ｅ　ＬＵＰＯＳ 顔の見える農家さんの果物を使った商品とギフトパッケージの開発

岐阜県 オフィスコトノハ株式会社
女性起業家向けコミュニケーション講座の企画とスマホサイトを活用した販路
開拓

岐阜県 株式会社ジフロ 動画共有サイトを利用し、当社の映像を定期広告する計画

岐阜県 ｃａｓｈｉｃｏ＊　ｃｅｒａｍｉｃ　ｗｏｒｋｓ 試作用小型電気炉導入事業

岐阜県 有限会社ゼルポティエ 心和むデザイン重視で生活雑貨の商品開発と販路・売上拡大事業

岐阜県 株式会社Ｒｉｓｅ ファミリー婚需要に対応した店内フロアと陳列什器の改修

岐阜県 ｕｌｕｓ　ｈａｉｒ 地域の企業と連携した活動で、地域に根付いた店舗づくりを進める

岐阜県 株式会社オートライン 安心・安全・良質なカーライフを提供する車検の販売促進強化

岐阜県 有限会社寝装のわた勇 「オーダーメイド枕、敷きふとん」販路拡大のための陳列什器設置

岐阜県 有限会社アイファクトリー 潜在顧客の掘り起しとその固定化事業

岐阜県 有限会社文昌堂 顧客ニーズに対応する為の商品撮影サービスによる販路拡大

岐阜県 ｔｉｅ　ｈａｉｒ ４０～５０代の『髪のドクター』を武器とした顧客獲得の為のＰＲ活動

岐阜県 有限会社かさや 『若返り』をテーマとしたリ・ストア

岐阜県 古民家宿＆カフェ陽がほら
ホームページ（ＰＣサイト）のリニューアル、新規スマートホンサイト製作、およ
びイン

岐阜県 清水屋酒店 地域資源とヴィンテージワインを活かした集客

岐阜県 有限会社一山製陶所 次世代型耐熱鍋「セラ・キュート」の一般消費者販路開拓事業

岐阜県 ヤマ忠木股製陶合資会社 『おろし上手』のブランド構築と食器以外の新分野への企画開発

岐阜県 陶磁器卸商カネワカ商店 ４ヶ国語表示による外国人向け和陶器カタログの製作

岐阜県 神明モータース有限会社 アレルギー患者乗車に適応した自動車クリーニング事業

岐阜県 みづの酒店 高齢者のための店内改装及び移動販売ＰＲ事業

岐阜県 有限会社イズワークス オリジナル陶磁器商品のブランド力強化事業
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岐阜県 千古乃岩酒造株式会社 「麹を使った甘酒」の製品化及びネットショップ販促事業

岐阜県 株式会社見谷陶器 特殊機能を持った新素材陶器の販路開拓事業

岐阜県 ミヤケ写真館 外出困難な高齢者や多人数に対する出張撮影と写真教室の拡大事業

岐阜県 三喜屋靴店 高齢者の足元から健康を支える靴屋の出張訪問等による販路開拓事業

岐阜県 株式会社中央ビジネス
新規顧客層の発掘と地域活性化を目的としたパーソナル文具販売拡充の為
の店舗改善

岐阜県 有限会社日本料理　鳥安 あったか弁当の出前と看板ライトアップ販売促進事業あったか弁当

岐阜県 嵯峨乃や ＧＥＴＡＬＳ（五本指下駄）の健康文化産業界への新規参人

岐阜県 とこや十字路 『頭皮ジム』育毛システム強化プログラム

岐阜県 株式会社土田屋呉服店 地域密着型呉服店の販売促進事業

岐阜県 株式会社クンダ無線 取扱商品・新サービスＰＲ事業による新規客開拓

岐阜県 ワコールショップ　グー 「訪問販売・買い物送迎車」活用による買い物弱者の買い物支援

岐阜県 株式会社日本温浴研究所 高齢者など弱者に向けて転倒防止に配慮した店舗改装事業

岐阜県 ヘアーフォルムオンダ 老若男女が居心地よい空間を実現させ、集客力向上を図る

岐阜県 ＶＡＬＩＳＥ　ＢＡＧＥＬ（ヴァリーズベーグル） パッケージを含めた商品開発、販路開拓・拡大と作業効率向上

岐阜県 Ｙ’ｓ　ＴＥＸＴＩＬＥ 高価格帯の付加価値の高いグッズ開発と新規顧客開拓

岐阜県 御菓子司　大島屋 伝統の味を守り、顧客に支持される和菓子屋への展開

岐阜県 株式会社ライフテック 工場・店舗向け屋根の遮熱対策新工法の販路開拓

岐阜県 ｍａｎｏ　ｍａｎｏ タウン誌への広告掲載による新規顧客獲得と分かり易い店舗作り

岐阜県 株式会社エコア舎 小麦アレルギー対応商品（グルテンフリー）で贈答品市場へ参入

岐阜県 Ｐｉｌｉｌａｎｉ 来客店ニーズ対応ならびに集客力向上に向けたトイレ改修事業

岐阜県 大幸住宅株式会社 地域に愛される“地場工務店”のカタチ創り

岐阜県 おそうじ本舗各務原蘇原店 ハウスクリーニングの周知

岐阜県 有限会社なん天 地産素材を使ったオリジナル万能ソースとソースグルメの販路開拓

岐阜県 有限会社八松堂 集客効果を高めるパンフレット作成・チラシ印刷

岐阜県 ヘアーメイクパーソナル トータルビューティサービスを周知・浸透させるＰＲ活動

岐阜県 ＩｍａｇｅＣｒａｆｔ株式会社 『魔法のスカートハンガー　スカットちゃん』の販路開拓と拡大

岐阜県 伊集院まさ盛有限会社 岐阜からあげ「マヨ唐チキン」普及のためのイベント出展事業

岐阜県 加藤電気愛岐ヶ丘店 リフォーム事業周知大作戦

岐阜県 山川酒店 【今すぐ欲しい】に応える新規顧客獲得通販システム導入

岐阜県 メリ・メロ 様々なシーンに対応する個室の設置と体に負担の少ない椅子の購入

岐阜県 七田チャイルドアカデミー　可児教室 ０才児・１才児に入室いただくための販路開拓

岐阜県 有限会社万寿実家具センター 若年層の販路開拓のためのホームページへのリニューアル
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岐阜県 株式会社ＯＡビジネスサポート 業種別開発システムのカタログ作成、配布による販路拡大

岐阜県 Ｊ．ＫＥＲＤ株式会社 新しいスタイルのポイントカードの導入企業・店舗の開拓

岐阜県 デゾーロ　ヘアーアンドラブ 「ライフスタイル×ファッション性のあるヘアスタイル」をＰＲ

岐阜県 有限会社礎 「チラシと看板作成で地域の潜在顧客の獲得」

岐阜県 ＺＥＡＬ（ジール） 「髪を傷めない頭皮に優しい白髪染めサービス」の拡販事業

愛知県 株式会社ユメココ 社会で輝きたい女性応援「ユメココプロジェクト」広報推進事業

愛知県 ジェミニデザイン 顧客満足の高いジュエリーリモデルを実現するための仕組づくり

愛知県 株式会社近藤印刷 アニメ市場に向けた学生との新商品開発と東京市場への販路拡大

愛知県 有限会社タチ紙器工業 オンデマンドプリントの高級化粧箱の販路の拡大

愛知県 有限会社アイディック 花粉の入らない花粉症用メガネの開発、販売

愛知県 株式会社ＧＵＴＳ 未就学（小学生以下）の発達障がい児向け幼児教室の開校

愛知県 ＨＡＲＲＹ　ｈａｉｒ ヘアサロンのサードウェーブ！ユニバーサルデザインと高付加価値

愛知県 合資会社大矢蒲鉾商店 おやつにおかずに最適！ＷＥＬＣＯＭＥママ＆シニア事業

愛知県 株式会社ディッセターレ アロマを活かしたスポーツマッサージオイルの認知と販路の拡大

愛知県 伊藤米穀有限会社 新触感！栄養満点！子供に食べさせたい和スイーツで集客アップ

愛知県 株式会社児玉塗装 ショールームを活用した来店型営業で受注件数を２倍にする事業

愛知県 株式会社イシダナゴヤ マグロを容易に計量、固体識別する秤システムの試作と販路開拓

愛知県 整体＆ヨガｓｏｖａ 癒し・ストレスケアとしてのヨガと手技療法の融合による顧客開拓

愛知県 有限会社山征 電気料金削減業務事業

愛知県 秋葉商事株式会社 高齢者向宅配弁当の３食トータルメニュー開発・販路開拓

愛知県 元気でんき株式会社 中古エアコン販売事業による建設業から小売業への進出

愛知県 スタイルイノベーション株式会社 中古住宅仲介と複数のリフォーム会社が連携するポータルサイト

愛知県 株式会社ブリッジエンジニア 航空機エンジニア向け英会話教育事業

愛知県 株式会社サンケン 「老朽化排水管の復元機能付ステンレス鋼板補修工法」の販路開拓

愛知県 バースデーチキン 新しい誕生日ギフト「名古屋コーチンのバースデーチキン」の開発

愛知県 Ｉ－ＭＡＫＥ名古屋名東校 Ｉ－ＭＡＫＥ名古屋名東校のサービス内容を知って頂くための宣伝

愛知県 オフィスオオシマ 新規地域開拓及びインターネット広告による新規顧客開拓

愛知県 株式会社ＵＦテック 航空機・他輸送機器の新材料ＣＦＲＰ加工に伴う新工具開発のＰＲ

愛知県 株式会社シナジー 「女性のための治療院」集客及び継続促進３ｓｔｅｐプラン

愛知県 有限会社ゑぐち お客様に価値・感動を提供する和装バッグ・草履のお誂え加工ＰＲ

愛知県 株式会社月安企画 名古屋型友禅で染めた石底布生地で作るバッグ等の政策と販路開拓

愛知県 キラキラママプロダクション 売上アップの為新会員の増強と企業等との関係強化をはかる
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愛知県 飛田司法書士事務所 起業家応援！スタートアップ、全力バックアップ！！

愛知県 株式会社やくだちや アウトレット（＝Ｂ品・ハネモノ）食器を活用した飲食店支援事業

愛知県 ワールドギフトコーポレーション 新たな顧客管理システム導入による新規顧客創造と顧客満足向上

愛知県 プレゼンジャパン グローバルに活躍する為の子ども対象「声・話し方講座」ＰＲ事業

愛知県 有限会社ｂｅａｕｔｙ　ｐａｒｆａｉｔ 「子どもの個性と才能が伸びる」インテリア見本帳の作成

愛知県 リラクゼーションサロンフルーレット ダイエット＆ボディメイク「スリムデトックス」開発・販路開拓

愛知県 有限会社ウォーターベル 自社開発の建材・福祉リハビリ・杖ご利用者環境製品の販売促進

愛知県 内川設計事務所 新築及び改築住宅の販路開拓

愛知県 有限会社小川屋米穀店 買い物弱者を救え！「米屋のおにぎり」プロジェクト

愛知県 有限会社葵サンサン カバン職人育成のための塾生獲得及び小ロットＯＥＭ生産事業

愛知県 ことばこ 小学生に自立型学習を提供するため宣伝・広告・新規塾生獲得

愛知県 行政書士法人優総合事務所 終活支援事業

愛知県 合同会社マイ・マザー
女性によるトラガール（女性トラックドライバー）用仮眠カーテンの開発・販路開
拓

愛知県 有限会社エンビ 女性の夢を実現する、「早く」「安く」「爪を傷めない」ワンデイネイルの展開

愛知県 株式会社イーヤス 企業向けのリラクゼーションサービス全国展開への広報ＰＲ大作戦

愛知県 辻冷機工事有限会社 ご遺体保管冷蔵庫の販売と付随工事の販路開拓

愛知県 カムサ株式会社 売上げ構成５０％にする人材育成コンサルティング事業の企画開発・販路開拓

愛知県 ＣｈａｔＮｏｉｒ（シャノワール） オリジナルブランドのＳｉｌｖｅｒ　Ｖｉｎｅの新商品制作＆販路開拓

愛知県 ブライトハート 新ツールを用いたパーソナルカラー診断講座のＰＲ事業

愛知県 株式会社クラフトワーク 『理美容品の安定仕入れを行い　持続的な経営を行う事業』

愛知県 株式会社アイキューブテクノロジ 自社開発・画像処理機能内蔵カメラの海外販路開拓

愛知県 株式会社ドリームポケット キッチン・カーによるクレープ移動店舗ＦＣ加盟店の募集

愛知県 アサ倉工業株式会社 会社案内、サンプル帳の整備とホームページ開設による売上拡大

愛知県 株式会社美和乃輔 おもてなし満足度をあげ、地域に愛される飲食店創造プロジェクト

愛知県 ＣＨＩＰＳ 年長者、情報弱者、外国人をターゲットとした商品カタログの制作

愛知県 レイズペットセレクション株式会社 ペット用品でもクールジャパン！日本製ペット用品の海外輸出

愛知県 株式会社大伸製作所 プロジェクターを用いた金型商談ルームの新設による販路拡大事業

愛知県 シアターカフェ 新規客の来店増加のために認知度向上施策を実施する事業

愛知県 橋本司法書士事務所 新たな常識。相談者の法律問題にずっと寄り添うホームローヤー。

愛知県 有限会社デジタルリサーチ 燃料電池関連の新しい定期刊行物の普及拡販及び新規ユーザー開拓

愛知県 株式会社ネクスト ＡＲ（次世代広告媒体）活用サービス事業の広告宣伝

愛知県 ステンダース名古屋
『女の子をＨａｐｐｙにする会社』にする会社作り　女性の『やってみたかった』を
叶
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 株式会社伊藤彰産業 地域での認知度を向上させて新規販路開拓をする事業

愛知県 美容室マリオネット まつ毛エクステンション用の個室への改装と新技術メニューの広報

愛知県 藤工業株式会社 ＰＣＤ（ダイヤモンド）耐摩耗治工具の早期市場認知と販路開拓

愛知県 ｊｅｗｌｏｗｅｒ魔法のフラワーアクセサリー 成人式髪飾り販路拡大・商品サービスの強化・スクール事業開講

愛知県 ＤＩ 外出の困難な方へ、ご自宅で「訪問カットサービス」事業の販路開拓

愛知県 Ａｖｅｎｕｅ　ＨＩＧＡＳＨＩＹＡＭＡ 最新ヘッドスパ導入による、新規・既存顧客の売上ＵＰ

愛知県 やべ鍼灸接骨院 新たなサービスとして「薄毛施術」に対応するための院内改装

愛知県 Ｄａｙ　Ｓｐａ　ａｐｉｓｈ ４０代後半から５０代くらいの新規顧客獲得のための新規事業

愛知県 ダイヤテック株式会社 切断砥石『切れるンジャー』の新規拡販と認知度向上

愛知県 有限会社大須賀商事 ＩＳＳのサンプル設置で認知度・売上アップ事業

愛知県 株式会社エルデザイン 当社オリジナルシャンプー・トリートメント等の商品販売促進事業

愛知県 株式会社ティー・ケイ・エヌ 【岡崎上里本店のリニューアル及び販売促進の強化】

愛知県 有限会社榊原 高品質の三河帯芯の高付加価値化と見本帳の充実で販路開拓事業

愛知県 有限会社鈴村米穀店 カルゲン玄米だんごの販売による販路開拓事業

愛知県 合資会社池田屋 ところてん・こんにゃくの消費者への直接販売の確立、強化

愛知県 プレゼン・プラス株式会社 分析機器業界特化型動画制作パッケージの販路開拓

愛知県 有限会社オプト・ヨシカワヤ 設備投資による眼鏡調製の精度向上と技術力の宣伝のための事業

愛知県 有限会社原田電工社 電気工事の「レスキュー・なんでも工事」で販路拡大・下請脱出

愛知県 グローバリッシュ ＴＯＥＩＣ対策専門スクール：スコアが上がらない方の駆け込み寺

愛知県 スプラッシュ キッズ＆ＯＢ、ママのための店舗リニューアル

愛知県 株式会社フィット・プラス 「想い出プロジェクト」の展開による販売促進活動の実施

愛知県 株式会社リベルタス ＷＥＢ販売強化とスペイン専門展示会で一般・業務販売の販路拡大

愛知県 株式会社三方よし 仏壇リフォームのビフォーアフター機（デモ機）と広告倍増で受注ＵＰ　事業

愛知県 フィットネススタジオリバー パンフレットや設備投資で結婚式に向けた新規コース設立

愛知県 美ＴＲＥｘ 教室増室と販促強化による新規生徒開拓事業

愛知県 安心創企株式会社 監視カメラのユーザー開拓及び、監視カメラの認知度向上事業。

愛知県 キラリ 新たなスパメニュー「オーガニックスパ」の提供と顧客開拓

愛知県 グリーンロゼット 新たなダイエット向けの商品開発と顧客開拓事業

愛知県 カネタコーポレーション株式会社 介助者の負担を軽減する介護用移乗リフトのデモ機製作と拡販

愛知県 株式会社ブランテ 店舗外観イメージと視認性の向上による新規客・生徒の獲得

愛知県 有限会社神谷商店 大型看板を設置し、新規顧客の獲得を図り新規雇用に繋げる事業。

愛知県 株式会社Ｎｉｎｅ’ｓ 無地Ｔ－シャツの開発、販売開拓
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 フロックス 機械に左右されない独自のエステメニューの発信で新規顧客を獲得

愛知県 ＣｌｅａｒＨｅａｒｔ 新規女性客の集客可能な広告媒体作成と高級感のある環境作り事業

愛知県 株式会社Ｆａｒｍｅｒｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｊａｐａｎ ママさん手作りフルーツキムチのオンライン通信販売

愛知県 株式会社アエ・テルン スマホ対応のホームページとポップ型看板による集客アップ事業

愛知県 有限会社林美建 業界初の“住宅ローン解決祭”による新たな顧客層の開拓

愛知県 株式会社イマージュ広告 ホームページの作成による販路拡大・イメージアップ事業

愛知県 治療院ハレノヒ 治療院インターネット対策による集客力アッププラン

愛知県 株式会社ジェラートサンタ 新規顧客の取込・既存顧客の来客頻度向上を図る店舗販売強化事業

愛知県 株式会社Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｒｅｈａ ロコモの予防を行う少人数制フィットネスジムの集客・売上アップ

愛知県 株式会社ナツメ別館 トイレのバリアフリー化で地域住民が安心して集える場の提供

愛知県 株式会社イチハシスタジオ スマホ対応のＨＰ作成によるＬＥＤイルミネーションの売上アップ事業

愛知県 有限会社光田屋 快眠のご提案と“体験できる”売り場づくりで集客力アップ事業

愛知県 株式会社ＩＣＨＩコーポレーション 塾・習い事・児童クラブの融合「学習クラブ」のＰＲで売上アップ

愛知県 オザキ整骨院 「患者集客向上」のための広域広報事業

愛知県 丸金渡辺商事有限会社 趣味のパッチワークをいかす“手作り防災クッション”の企画開発

愛知県 リラクゼーションルームＲ シアセルマスクール顧客拡大事業

愛知県 有限会社フルーツクリエイト 品情報のタイムリーな発信と顧客分析による顧客満足度の向上

愛知県 エコウットテック有限会社 可変性の高いエコット工法の魅力を伝える提案型営業体制の構築

愛知県 有限会社エッグ とんかつ専門店の「強み」を伝える看板制作による集客アップ計画

愛知県 有限会社アクト電気 電気の地産地消を実現する蓄電池と太陽光発電を組合せた営業展開

愛知県 オフィス菰田 就業規則作成等労務コンサルティング業務拡大計画

愛知県 有限会社ＣＳプランニング 問合せが増える「動画」と「ホームページ」の制作

愛知県 Ｒｅａｌ　ＣＡＳＩＴＡ
若年層の販路拡大とお客様へトータルビューティーを提供するための脱毛の
導入

愛知県 株式会社大羽ミシン ミシンを使用した手芸教室を通じ地域の活性化を図る事業

愛知県 株式会社アーキＨＩＬＯ 高齢者特化型新築注文住宅の広告戦略による認知度と販路開拓

愛知県 有限会社再生計画 植物活性液「ピュアグリン」の販路拡大するための展示会出展事業

愛知県 中国料理慶華楼本店 和式から洋式へキレイなトイレでイメージアップ。高齢者や女性の顧客獲得

愛知県 Ｈａｉｒ’ｓ　蒼 顧客満足度アップのための店内改装と認知度向上のためのＰＲ事業

愛知県 イナバヘアワークス 理容室には少ない『女性専用個室』で顧客満足と新規客獲得

愛知県 髪処Ｕ 幅広い層にエイジングケアを広める広報活動

愛知県 株式会社いわいハウジング 地域型ブランディングによる集客システムの構築

愛知県 ブライダルサポートＤｏｏｒｓ愛岐 新規会員様用、独自イベント付きリーフレット作成と情報発信
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 株式会社蘇東電機商会 家電屋さんから脱皮！「住まい暮らしのまるごとサービス」の提供

愛知県 イタリア料理ベルコルノ ラテアート販売に関する外部認知向上と、教室開催、通販の拡充

愛知県 ＡＢＣｔｅｘ 新製品の販路開拓のための展示会出展事業

愛知県 ラ・エスペランサ 地域を支える４０歳代を中心とした働く女性に対する認知活動事業

愛知県 日本料理　江美 快適に「和ウェディング」を利用していただくための内装の充実

愛知県 株式会社矢田モータリング 輸入車を中心とした２４時間引き取り出張車検事業

愛知県 ＢＡＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ 高品質な豆を使用した「オフィスコーヒーサービス」の実施。

愛知県 株式会社アイロン 「問題集作成システム（ドリラー）」の体験ホームページの制作

愛知県 Ｋｉｄ’ｓ　Ｃａｆｅ　Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ 空きスペースを有効活用した子育て支援並びに顧客拡大

愛知県 電子出版社ハッカドロップス 世界に向けて安価で楽しく自己表現が出来る、電子出版事業の展開

愛知県 ビストロプティル 介護者、要介護者に優しい、駐車場のバリアフリー化。

愛知県 株式会社ｙｕｋｏ－ｎｅ 頑張る主婦の方々とそのお子様に憩いの場を

愛知県 小金屋 コンクリート工事関連の資材・工具のインターネット販売事業

愛知県 株式会社アツシ タイヤチェンジャー導入による作業時間短縮と顧客満足度の向上

愛知県 合同会社オフィスグローカルズ 海外資産の遺言作成・相続サービスの構築と、広報

愛知県 有限会社エグロン 若い女性に自慢のオムライスを食べてもらうために看板を刷新

愛知県 楽山 若年層を中心に、新規顧客の増加を図る

愛知県 焼肉はやかわ バリアフリー化にともなう顧客獲得の為の事業

愛知県 有限会社新鮮市場いせや 新たな惣菜商品として、シニアメニュー・生活習慣病メニュー開発

愛知県 宮下ファーム チーズ製造施設整備と宣伝広告事業

愛知県 有限会社米祐商店 餅・赤飯・おこわ・おにぎりなど米飯加工品の製造販売

愛知県 株式会社まるたか水野コーポレーション 展示場リニューアルとその告知チラシカタログの寺社への配布事業

愛知県 陶華 ３０～５０代女性向けアクセサリーの商品開発と販路開拓

愛知県 有限会社アージュインターナショナル 中国のネイルサロンへのＪＡＰＡＮ品質のネイル用品輸出事業

愛知県 ｔａｌｏ－Ｋ ワークショップ開催回数増加とオリジナル商品で知名度アップ

愛知県 彩り工房優 ポーセリアンアート制作教室の運営

愛知県 オフィス・キャラバンサライ 家族写真撮影サービスにおける新規販路開拓と新商品開発

愛知県 喜楽　梅むら 歴史を閉ざすな！狙うは新規女性客！そのためのＰＲ事業

愛知県 有限会社ライフ・オオナカ 水廻り商材を軸としたリフォームの販路拡大

愛知県 鳥静 内臓肉を使用した惣菜商品販売に向けた店舗作り

愛知県 有限会社石黒商店 変わり種えびせん是蔵　直営店開店及び自社サイトの開設

愛知県 太田哲也司法書士事務所 「相続財産承継のワンストップサービス」の販売促進
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 有限会社カネモふとん レンタル寝具の新規顧客開拓　～三代目老舗専門店の強みを生かして

愛知県 カネイ接骨院 若年層に向けたトータルフットケア事業の販路開拓

愛知県 稲葉製綱株式会社 遊具メンテナンス事業の新市場開拓～テーマパークＥＸＰＯ出展

愛知県 株式会社ＧＯＬＤＥＮ　ＡＧＥ 新商品開発及び御贈答用のパッケージ作りとネット販売網の構築

愛知県
株式会社ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＡＮＴＩ　ＣＯＦＦＥＥ　ＦＡ
ＲＭ

産地、品種に左右されない魔法のコーヒー豆のさらなる販売促進

愛知県 末広ライフパートナーズ株式会社 団体保険の割引制度のＰＲおよび販促活動。

愛知県 トータルビューティサロン　ドゥーフェイス 理美容業界における禁断の薄毛問題とその対策

愛知県 ｈａｉｒ　ｉｍａｇｉｎｅ　ｐｓｙｃｈｅ 販促ツール・予約システム付ＨＰの制作による競争力強化

愛知県 さぬき路 ＳＮＳを意識した看板で売上ＵＰ！～看板で課題克服～

愛知県 豊川資源株式会社 非鉄金属顧客拡大事業

愛知県 美容室Ｃ．Ｌａ．Ｐ ホームページ作成後の販路拡大と求人対策

愛知県 デジタルバンクジャパン株式会社 相互ポスティングを活かした地元情報紙によるＰＲ活動。

愛知県 愛光屋花心亭 少人数対応可能な宴会場分割によるＣＳの向上と販路開拓事業

愛知県 サンダンス デッキスペース設置で新規客層開拓と売上機会損失の削減

愛知県 株式会社　サイドカー 中古スノーボード買取・販売を訴求する為の新規ＨＰ作成

愛知県 オーディオスタジオ 販路開拓（Ｂ　ｔｏ　Ｂ）の為の真空管オーディオ・フェア出展

愛知県 株式会社ドルフィンスクエア レトロ＆モダンなデザイン空間（部屋、ガーデン）の販路開拓

愛知県 株式会社亘陽 メタルレス車椅子・点摘スタンドのデモ用機製作

愛知県 リラクセーションサロンｆｌｅｕｒ 健康的に美しく痩せる！セルライトケア新サービス開始と広告展開

愛知県 有限会社長生軒　豊田プレステージホテル 多言語表記を含む、多機能を持たせたホームページ再構築

愛知県 株式会社バンブー苑 金魚が泳ぐ雨水タンクの販路開拓とマニュアル作成

愛知県 ｎａｉｌ＋ｃａｒｅ　Ｓｕｇａｒ　＆　Ｓｐｉｃｅ ・アイラッシュ

愛知県 株式会社ＴｏｗａＬｉｎｋ 「宅飲み」安らぎのひと時のための通信販売用商品開発事業

愛知県 株式会社ｈｕｇ＆ｌｉｎｋ 豊田市における高齢者世帯に対するペットシッター業務の販路拡大

愛知県 株式会社ＳＭＩＲＩＮＧ 移店に伴う、職員人材の確保　施設整備や広報活動による販路開拓

愛知県 井上自動車販売 トイレを増設。福祉分野に販路拡大

愛知県 ＰＵＮＣＨ’Ｓ　ＨＯＵＳＥ ランチデリバリーの開始に伴うＰＲ事業

愛知県 そば処ほていや 「本物の手打ち蕎麦をご家庭で！！」プロジェクト

愛知県 株式会社鳥居造園 既存顧客を見直すことで、新規事業へ繋げる「リ・ガーデン」事業

愛知県 株式会社丸繁製菓 食べられる器「ｅ－ｔｒａｙ」を魅力化し、環境意識向上と笑顔創造事業

愛知県 株式会社一心舎 新しい「表現」の開拓による差別化事業

愛知県 着物の店ちた屋 レンタル新規商圏、若年層への販路拡大の為の宣伝ＰＲ事業
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 タナヲ屋呉服店 成人参り動画作成・ホームページ強化事業

愛知県 有限会社綿桂 高齢化社会における地域密着型寝具店の変革事業

愛知県 小笠原製粉株式会社 即席中華めんの新規既存チャネル・顧客への拡売促進事業

愛知県 テレフォンショップＪＯ’Ｓ スマートフォン体験；使い方教室！携帯料金節約術！

愛知県 株式会社クリーン商事 お客様が喜んで集まるクリーン商事（ダスキン）へチェンジ！

愛知県 有限会社三喜屋 サービスの見える化！「昼夜で異なる魅力のカフェ」ＰＲ事業

愛知県 株式会社丸杉 「産地を学ぶ」集客イベントの開催で販路拡大

愛知県 株式会社ＴＯＰ－ＲＩＳＥ こだわり鉄板料理による、大人の記念日・結婚式二次会獲得事業

愛知県 株式会社イヨダホーム 西三河地域でハイブリッド住宅２型の新規顧客を獲得する広告宣伝

愛知県 東海エコ工業株式会社 電源不要！「エコ自動ドア」の製品改良および市場創出事業

愛知県 テールファクトリー ジオラマの楽しめる鉄道模型専門店の認知向上による売上拡大

愛知県 桃源楼 「四川料理（麻婆豆腐等）ＰＲによる顧客開拓＆弁当販路拡大事業」

愛知県 メガネの杉友 最高峰の職人技術をご自宅で！大手眼鏡チェーンとの差別化事業

愛知県 ＣａｆｅＬＡＴＴＥ（カフェラテ） ギフト商品開発で売上アップ大作戦

愛知県 カイロイズム腰痛バスター安城 新規メニュー導入をＰＲするチラシ配布等による新規顧客開拓

愛知県 Ｅｎｃｈａｎｔ 新商品開発を店舗改装とパンフレット紹介による新顧客開拓

愛知県 株式会社伊藤商店 伝統食材鰹節の魅力ＰＲによる既存顧客の強化と新規顧客の開拓

愛知県 ロミロミサロン　Ｋａｙａｓａ 三河初！アロマキャンドルオイルを活用したロミロミ需要開拓事業

愛知県 ＴＡＫＯＹＡまんぷく 「新コンセプトたこ焼き」の普及促進による手土産市場の獲得事業

愛知県 有限会社エムエヌエバーコーポレーション 「新商品ドリップコーヒーによるエバー珈琲販路開拓事業」

愛知県 百百ちゃんぎょうざ 商品特性を活かしたインターネット販売強化による新規顧客開拓

愛知県 株式会社アイエーシー 乗換＆紹介キャンペーンと特典付与で顧客開拓

愛知県
ブライダルエステと上質エステの「ｎａｔｕｒａｌｉｖｏｒ
ｙ」

新メニュー「妊活エステ」でリピート客へ誘導！全身脱毛で新規客獲得！

愛知県 株式会社金魚屋 ネット時代の高齢者買い物支援と新規顧客開拓

愛知県 プランエイチ株式会社 新規顧客獲得のためのショールーム化　改装事業

愛知県 ＡｑｕａＲｅｖｕｅ（アクアレビュー） 水槽レイアウトの情報発信による販路拡大

愛知県 株式会社ＷＥＢサービスＩｉｄａ デザイン講座促進による新規顧客開拓

愛知県 さとまち接骨院 ピラティスや骨盤矯正をＨＰ作成により紹介し新規顧客開拓

愛知県 有限会社明誠館 新教育システム「高校受験コーチ」のＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 林帯芯工場 帯芯の販路開拓に向けた工場見学会の開催およびＰＲの実施

愛知県 Ｒｏｃｋｅｔ　Ｔｈｕｎｄｅｒ ワールドビールに対する認知・周知活動・販路拡大

愛知県 東海特許事務所
ウェブページの多言語化・モバイル対応・デザイン改新による海外顧客獲得拡
大事業
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 有限会社太田自工 お客様のあらゆる車関連の要望に迅速対応可能な店舗改装事業

愛知県 有限会社松屋商店こめ蔵パトス 来店客増加に向けた海外米及び地元ゆるキャラとのコラボ商品開発

愛知県 合資会社坂辰商店 顧客拡大のための寝具フィッティングコーナー改装計画

愛知県 朝日園製茶工場 利益率向上を目的とした、直接販路獲得のためのＰＲ力アップ事業

愛知県 コスモＥＭタウン 口コミ宣伝による販売促進のためのマンガ冊子の作成と配布

愛知県 株式会社小岸屋 ＤＩＹに取り組む方向け自社工房の設置による来店客増加への取組

愛知県 株式会社山吉 三河帯芯生地と本染めの技術を活用した雑貨類の販路拡大

愛知県 株式会社ガーデンポット デザイン提案型展示場の新設工事

愛知県 平坂丸富（菓匠　富貴） ＊西尾産抹茶を使用したロールケーキの開発、それに伴う店舗改装

愛知県 株式会社たかはら 体圧測定器を利用した「オーダー枕・マットレス」のＰＲ事業

愛知県 三河タイヤ 大型ショベルタイヤを出張先で迅速なパンク修理。

愛知県 まつだ整骨院 安全・簡単・効果的で楽しい機能改善運動による売上拡大。

愛知県
社会保険労務士ひらやま年金・労務綜合事務
所

給与計算のＩＴ革命。小中規模事業者向け「すっごい楽になる」給与計算システ
ム提供

愛知県 Ｓｔｕｄｉｏ燦－ｓｕｎ－（スタジオ　サン） 「Ｓｔｕｄｉｏ燦－ｓｕｎ－」のホームページ、パンフレット、プロモーション用ＤＶＤ

愛知県 カテキン堂 新規顧客獲得で売上増加を図るための新商品ＰＲ事業

愛知県 石川建材株式会社 地域貢献に向けた会社案内作成による新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社酒井設計室 個人住宅部門でのマーケティング・提案・受注プロセスの高度化

愛知県 有限会社氷屋川久 直営かき氷店繁忙期における臨時店舗の開店

愛知県 有限会社いわま楽器 看板新設・広告による知名度アップと貸出楽器による教室運営強化

愛知県 日本ダイナミックス株式会社 生徒募集チラシ及びインターネットによる生徒募集媒体の強化

愛知県 株式会社トラント ＬＥＤ電球の製品開発と自社製品及び電子部品のネット販売

愛知県 有限会社ファーム 看板の新設・紙媒体の活用による地元地域の認知活動、販売強化

愛知県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ禅－７９３８ アーユルヴェーダサロン（インド医学に基づく健康サロン）の周知

愛知県 中華そばはる樹 オヤジもお嬢さんも満足、また来たいお店力アップ計画

愛知県 株式会社さくら総合サービス 高齢者に特化した新規顧客獲得のためのチラシ宣伝集客事業

愛知県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ★Ｂｒｏｔｈｅｒ６９
ファミリー層獲得の為の周知ＰＲ強化　移動販売での販促強化及び店舗誘導
の垂れ幕設置

愛知県 株式会社エイジレス ストラップ普及による地域活性化を目指す新規開拓

愛知県 ベルエアー株式会社 ウェブ制作の要件定義と運用工程の強化、商圏拡大による販路開拓

愛知県 セイ行政書士事務所 ≪終活イベント≫と販促物で新規顧客獲得

愛知県 株式会社ケイエーシステム 製造業向け３Ｄプリンターセットの販路開拓

愛知県 メキア加藤商会株式会社 移動広告及び店舗でチラシ広告による廃車依頼強化

愛知県 有限会社小川　きものサロンやまき 近隣地区へのチラシ配布によって、当社のサービスを広告
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

愛知県 エモーショナルマネジメント ＨＰを使った新たな販路開拓

愛知県 株式会社カラフルコンテナ ミニコンテナ「ＨＡＮＡ・ＬＥ」（離れ）の販路開拓

愛知県 岩井印刷 販路拡大のためのニーズへの対応と業務プロセスの改善

愛知県 寝窓工房ユーキ株式会社 体型測定システムを用いたオーダーメイド枕の広告宣伝

愛知県 福住美建 エアコン・ハウスクリーニングによる生活環境改善の提案による販路開拓

愛知県 歩み進学塾 成績向上を体験・実感してもらうための体験生・講習生募集事業

愛知県 メガネＢＯＸかなもり オーダーメイド補聴器の周知ＰＲによる販路開拓事業

愛知県 レストランクックハウス ファミリー、高齢者、女性に優しい安心で快適な店作り

愛知県 ピッツェリアマンジャーレ イタリアンモーニングカフェ《フォカッチャモーニング》の展開

愛知県 小弓鶴酒造株式会社 「移動販売車（ドラフトカー）による出張ビアガーデンの展開」

愛知県 株式会社オオイ みんなで気軽にゴルフを楽しみながら練習できるゴルフショップ

愛知県 いろり屋 自家採りはちみつ関連新商品の広報及びロゴ新デザイン投票キャンペーン

愛知県 からあげ！ごっち 唐揚げ専門店としてのブランド力向上と新規顧客獲得のＰＲ事業

愛知県 合同会社知多農場 バリアフリー化とオープンテラス設置による景観を生かす店舗作り

愛知県 東鮓共和店 幅広い客層に合わせた座敷スタイルへのリニューアル

愛知県 ＫＵＮＩ池田自動車販売 「見る」から「体感」へ！レーシングシュミレーター導入による顧客獲得

愛知県 有限会社オーシャンサイド・ジャパン キャラクター（「くまのがっこう」）公式ショッピングサイトの再構築

愛知県 ばんの行政書士事務所 あなたのアイディア打ち上げます！事業による新規顧客獲得

愛知県 座間経営支援事務所 「女性が輝く日本」シングルマザーの創業応援プロジェクト

三重県 有限会社内山製陶所 おひつとカメ（梅鉢）の販売促進による通年商品の売上確立

三重県 ワカショクワカヤマショクヒン 無着色、天然着色料にこだわった洋菓子店の販路拡大

三重県 有限会社エフティーデザイン ２０１５年秋冬アパレル合同展示会ｒｏｏｍｓ出展による販路拡大

三重県 有限会社藤総製陶所 四日市萬古焼の新製品「出汁鍋・出汁ポット」の新市場開拓事業

三重県 株式会社アクト 自社生産による良質な「薪」販売と環境と体に優しい「薪ストーブ」の普及

三重県 ミヤマ燃設商会 高齢者などの買い物弱者支援として積極的に灯油を移動販売する

三重県 造家工房・亀井
坪５０万円！伝統工法建築の家「ビタミンハウス」のＨＰリニューアルによるＰＲ
と新規

三重県 株式会社チューブ 小規模デイサービス生き残りをかけ、男性利用者獲得大作戦

三重県 丸英陶器株式会社 近隣の企業様の販促品や個人様の贈答品を展示した小売部門を作る

三重県 清水屋軍団合資会社 店舗改装及びイベント出展による新規客獲得と継続的来店の促進

三重県 ５５カフェ オーブンで調理する中高年層向けのメニューを充実して収益を向上す事業

三重県 有限会社大台 少年少女が大人になっても行きたくなる店作りマーケティング

三重県 贈り物本舗じざけや有限会社 女性、高齢者をターゲットとした珈琲豆の拡販事業
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

三重県 下津醤油株式会社 女性力を活かした商品開発と直売（通信販売）での販売拡大

三重県 十字屋 シューケア用品と講習ＤＶＤをパックにした靴磨きサービス

三重県 有限会社ヒラ観光 カフェサンチェのトータルイメージのデザインプラン作り

三重県 臼井織布株式会社 海外展示会・外国人観光客向けパンフレット作成事業

三重県 さん喜ち 多くの産地との取引実績を生かし、鮮度管理、解凍技術で売上向上

三重県 ボノボ ビスケットネックレスの若者世代及び外国人観光客向け販売促進

三重県 株式会社あかり屋 地域密着型施設による地域の魅力発信と新たな顧客獲得事業

三重県 自家製麺讃岐うどん中村屋 創業期からの脱却！安定した集客と『讃岐うどん』の定着を図る

三重県 炭火焼肉しらぎ苑 店外ライトアップ・フローリング改修による店舗イメージアップで集客促進

三重県 ＴＭＪ高校部 理系に強い塾としてのイメージの認知を高めることで売上を向上

三重県 有限会社福和 「グットらくらく」で歩き姿を美しく、足・靴のお悩みに朗報です

三重県 みて株式会社 伊勢茶の海外市場での嗜好ニーズに合わせた新製品の開発と販路開拓

三重県 ブロッコリ 後継者育成に効果的な、『催事出店強化』と『出店ブースの充実』

三重県 ウイングロード株式会社 故人の尊厳を配虜し、培った技術の湯灌で人々を癒す事業

三重県 株式会社イワキコーポレーション 「イワキシリーズ」のレシピ開発とプロモーション展開

三重県 ＭａＤＥＵ 三重県指定伝統工芸品のウエディングドレスによる商圏拡大

三重県 伊勢くすり本舗株式会社 伊勢みやげとしての『萬金丹』等の伊勢伝統薬の地元顧客回帰

三重県 株式会社そらゆい 新規顧客獲得と販路開拓のための『商談展示会』への出展

三重県 麺工房柿右衛門 バリアフリー化とそば打ち体験コーナー設置による顧客増大事業

三重県 株式会社酒徳昆布 進物需要を囲い込む専用ツールによる売上の拡大と平準化

三重県 有限会社ふらんす 洋風化時代の流れにそった新伊勢みやげの販売力強化とアピール

三重県 株式会社ウェザイン 新事業による自社のウェディングサービスラインナップ拡充のＰＲ

三重県 株式会社メディアコア デジタルサイネージを活用した、広告・宣伝事業の展開

三重県 株式会社真夢農和 農家の女性７人ではじめた農家レストランとこだわりの加工食品の販促

三重県 リンドヴィルム まつ毛への施術とヘッドスパ導入でトータルビューティーを実現

三重県 インノースデザインオフィス デザインを活用し、お父さんの「仕事部屋」提供と起業支援で経営安定

三重県 中山酒造株式会社 自社の個性的な日本酒を首都圏と三重県でＰＲ及び販売拡大

三重県 遺品整理終活支援　アーリア 「終活」の周知とセミナーを活用した新規顧客開拓事業

三重県 パワープロ住健 住宅外壁塗装事業の主力化、及び地域シェアの拡充

三重県 有限会社快楽亭 催事弁当の販売による新規顧客の獲得と既存客のリピート率向上

三重県 ハウスプランナー 徹底したチラシＤＭ戦略で既存顧客の深堀と新規顧客開拓

三重県
松阪腰痛センター井坂カイロプラクティックオ
フィス

電動式椎間板用カイロプラクティックベッドで新規患者数を増やす
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

三重県 三重マルシェ 松阪市原産地呼称管理制度第一号認定松阪赤菜の漬物を全国販売

三重県 Ｊｏｉｅ 商品リニューアルに合わせて開業後４年目にして初めての外部発信事業

三重県 株式会社みろく 空き家管理サービスの立ち上げに伴うＰＲ事業と販路開拓

三重県 サンエイケミカルカンパニー ショールーム・ホームページで獲得した顧客を対象にリフォーム市場の開拓

三重県 株式会社山下鶏園 鮮度の良さをウリにした高付加価値品の開発と商品パンフレットで販促

三重県 有限会社牧野商店 新たなターゲットに向けた新食感蒟蒻の新提案及び販路拡大

三重県 株式会社ウェルフード 糖尿病・生活習慣病患者様向け低糖質プリンの開発・販路開拓

三重県 ＩＳＨＩＤＡ１０９８ 顧客獲得のための広告製作・配布、単価アップのため機器購入事業

三重県 床屋　まえだ お顔そり美容法・ヘッドスパの認知度アップと新規顧客獲得

三重県 株式会社　宮崎建築事務所 空家マッチング事業の為のリノベーションモデルルーム整備

三重県 行政書士佐藤のりみつ法務事務所 許認可業務と民事業務の専門ＨＰ立上によるウェブサイトでの広告

三重県 有限会社ラベンダー 「アパレル小売業と本格的な写真撮影スタジオの融合」事業

三重県 やすなが整骨院株式会社 新商品「寝具・寝返りマットレスの試作・開発」事業

三重県 桑名米商株式会社 新たな米生産者との直接取引開拓による販路拡大プラン

三重県 桑名電装株式会社 自社の技術・品質水準を宣伝する製品パンフレット・ＷＥＢの制作

三重県 株式会社Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ 「お客様持ち込みカー用品の取付け新サービスＰＲ事業」

三重県 ＷｉｓｈＨａｉｒ 診察室で生まれたドクタークリニカルケアでアトピー肌改善集客！

三重県 藤本会計パートナー 高齢者の不安を解消する「相続対策サービス」による顧客開拓！

三重県 株式会社保田商店 東京青山で行う「桑名もち小麦」収穫祭開催による知名度向上

三重県 有限会社千代田園芸社 お庭女子にお任せ、庭の手入れが楽になるお庭リ・デザイン

三重県 和菓子工房まっちん 伊賀産米粉を使った「まっちんクッキー」の開発・販路開拓

三重県 トラットリアイルテルノ
“特別な夜はイルテルノへ”ディナータイムの楽しみ方のご提案とＰＲ活動の強
化

三重県 ロカヴォア株式会社 ・受託加工ノウハウの蓄積による満を持してのＢｔｏＢからＢｔｏＣ直販への転換

三重県 大平畳製造所 看板設置による広報・集客活動による競争力強化事業

三重県 株式会社一六プロダクション 国内外消費者への販路開拓のためのインターネット事業の実践拡大

三重県 有限会社カネタ産業 地元材（尾鷲ヒノキ）を活用した商品開発・販路開拓

三重県 株式会社堀口建築設計 民間企業・個人向け構造計算、耐震診断、耐震補強サービスの新規

三重県 スイーツリングカフェ
２０歳代後半から４０歳代の女性客をターゲットとした新ランチメニュー開発とＰ
Ｒで集

三重県 森のレストランアーチ 地元食材の燻製とワイン・クラフトビールを中心としたディナー営業開始。

三重県 鴨企画合同会社 空き家を広告とＨＰで募集し整備して子育て世代を中心に入居者を募集

三重県 有限会社美さき・美さき旅館 新たな宿泊スタイルの提供と自社宿泊予約システムの構築

三重県 かめや 明確なコンセプトの打出しとインバウンド対策で客室稼働率ＵＰ！
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三重県 理容まえだ 男性、女性問わず「自分らしく美しく年齢を重ねる」美顔エステ！

三重県 有限会社珍海堂 「縁起もの貝しぐれ３点セット」で百貨店ルートを新規開拓。

三重県 お好みはうす好きやねん 地元食材の「あわびステーキ定食」が女性観光客の胃袋を鷲掴み。

三重県 海辺の宿うえじ 「現役海女・漁師の宿　インバウンド消費を取り込む販売促進」

三重県 ミュゼア　遠藤 地産原料スイーツ＆パンの商品開発による売上ＵＰ事業

三重県 向井ふとん店 三重県の伝統工芸「市木木綿」の魅力を伝えて集客力アップ計画
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