
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 中部電気工業株式会社 2200001003319 電力の安定供給を担う若年技術者の採用と育成に向けた情報発信

岐阜県 株式会社カナンコーポレーション 2200001008268 新規開校と新講座を広く宣伝して塾生獲得

岐阜県 株式会社ダットマス 3200001003210
ディーラーの看板撤去により、輸入車専門修理工場の宣伝と商号名の看板
をあげ、認知度のアップと集客。

岐阜県 モアブレス － 生活改善と意識改善のお手伝いへの新しい会員の獲得

岐阜県 株式会社マルヤマヤマモト 8200001005177 ホームページでの広告宣伝及びショールームの改装による売上増加

岐阜県 鉄道カフェはるか － 充実したレンタル車両による家族全員が一緒に楽しめる空間創造

岐阜県 奈良屋建設有限会社 7200002006233 一宮地域を中心にした全体的な知名度の底上げと新規販路開拓

岐阜県 株式会社木下工務店 4200001001626 モデルハウスの一角へのリフォーム相談窓口の併設で販路拡大！

岐阜県 株式会社サンライトフィットネス 1200001033085 企業向け健康増進講座の拡大とスタジオオープンに伴うパーソナル事業

岐阜県 有限会社オークラ 7200002000756 高齢者向けオリジナルスマホケース販売周知による３世代顧客獲得

岐阜県 ぺルルバロック － ブランディング強化と認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 有限会社ヒラミツ印工房 2200002003879 地域のはんこ屋としての認知度ＵＰと店舗改装からの販路拡大！！

岐阜県 有限会社岐東薬局 6200002001367 「かかりつけ薬局」をアピールする照明付き看板の設置

岐阜県 株式会社Ｆ‐ＳＴＹＬＥ 3200001028083 岐阜県木材を活用した新商品（文具雑貨）開発とＷＥＢによる販路開拓事業

岐阜県 ドイツデリカテッセンクリンゲン － 開業２年目の来店客数向上と拡販に向けての取り組み

岐阜県 クリエ株式会社 6200001009452 顧客向け新聞とセミナーによる生命保険未取引顧客の販路開拓と深耕

岐阜県 Ｇｒａｓｐｅｒｓ － オリジナルブランド「誇紋」の販売促進・販路開拓

岐阜県 旬味よしべえ － 「ふく料理セット」発送営業による　売上高ＵＰ　と新規ファンづくり

岐阜県 福徳工業株式会社 8200001004518 大型減圧弁のニッチ市場での全国展開を図る販路拡大計画

岐阜県 株式会社Ｊ．Ｏ．Ｋシェアイン 8200001020267 災害対策用小型浄水器の拡販のための体制づくりと営業活動

岐阜県 株式会社トポス 6180001114841 新たな物販パッケージとインターネット販売サイトの製作

岐阜県 人と学ぶ場　ふらっと － 認知度アップによる新規生徒獲得

岐阜県 コスミック － 幼児から始める英語・算数・国語教室の集客力強化事業

岐阜県 日本泉酒造株式会社 5200001003951 海外での販路拡大のための展示会参加と販売促進事業

岐阜県 Ｌｏｔｕｓフラワーエッセンス － 『癒やしフェア』出展と、首都圏の顧客・販売店獲得事業

岐阜県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ａｑｕｉ － リピート率を上げ売り上げＵＰを図るためのホームページ作成事業

岐阜県 株式会社ギフトセンターかさい 7200001001648 名入れオンデマンドギフトの英語ホームページの開設

岐阜県 モアズシステム株式会社 3200001028661 中小企業の採用を支援する為のイベント・研修を告知する広報事業

岐阜県 ｏｆｆｉｃｅ　Ａｎｎａｂｅｌｌｅ － シングルマザー記念撮影事業

岐阜県 ロハ　ヘア　ガーデン － 地域ヘアサロンとしての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 有限会社リゾラ・ディ・エム 2200002005165 会社設立２０周年を活用した新規顧客獲得の取り組み

岐阜県 ラブウイングネイル － 「深爪・巻き爪の方の駆け込み寺」としての認知度アップ・新規顧客獲得

岐阜県 安江怜史建築設計事務所 － 設計事務所としての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 ＭＥＲＲＹ　ＢＡＤＧＥ － 岐阜県産豚１００％ハンバーグ店としての認知度アップと販路拡大

岐阜県 株式会社ひょうたん姉妹 6200001027702 訪日旅行者を取り込むための英語版ＨＰやパンフレットの制作

岐阜県 Ａ．Ｌ．Ｃ．ｃａｆｅ（エーエルシーカフェ） － 進物用焼き菓子のパッケージ開発と販売強化および業務効率化

岐阜県 オブリージュインターナショナル幼稚舎 － 園庭のヤシの木を「看板」にし認知度を上げ選ばれる英語幼稚園に

岐阜県 ふしみ整骨院 － 水圧式マッサージ器の導入による販路開拓

岐阜県 イロドリ － 夜営業時間帯及びファミリー層の集客力向上を目指す空調環境の改修
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岐阜県 ＦｏｒＡｌｉｖｅ － ローラースポーツ用品インターネット販路開拓事業

岐阜県 かがり火 － 入店したくなる店舗入口改修工事と認知度アップによる新規顧客の獲得

岐阜県 アイデックス株式会社 9200001029588 当社開発の「企業間取引ＷＥＢシステム」の販路拡大事業

岐阜県 株式会社ナナホシ 4200001032869 地域の障害児通所支援事業所として認知度アップ・利用児童開拓

岐阜県 株式会社ＡＤフィールド岐阜 2200001033101 地域安全の見守りを兼ねたポスティング事業拡大

岐阜県 株式会社新生工作所 2200001028638 販促用ツールの整備による新規契約獲得

岐阜県 学研ＣＡＩスクール西岐阜校 － ２０２０年教育改革に向けて学習塾の環境整備・認知度アップ事業

岐阜県 株式会社ヒューマンハート 1200001032582 新商品「学習・就労プログラム」とＷＥＢを活用した販路開拓

岐阜県 ＬＯＳＥＲＳ － アイリッシュパプとしての認知度アップと新規顧客獲得のための広報事業

岐阜県 株式会社リグスタイルカンパニー 5200001032604 新商品『デザイン性の高い規格型自然素材住宅』の新規顧客獲得

岐阜県 株式会社伸建アメニティ 9200001002446 店舗移転後の認知度アップ・新規顧客獲得のためのＰＲ

岐阜県 藤橋治療院 － 地域治療院としての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 有限会社梅屋薬局 9200002000531 ママ部門「うめやママ」の立ち上げによる、若年層の新規顧客獲得

岐阜県 羊Ｄｉｎｉｎｇひとみしり － 席数増加と、認知度アップによる既存流出客・新規顧客の獲得

岐阜県 ｍｏｉｌｙ － カンボジアのかご製品の販路開拓と新規顧客獲得

岐阜県 筆ＡＲＴ　Ｔａｋａｙｏ － 展示会出展から関東の百貨店出品へ繋げる販路開拓事業

岐阜県 株式会社吉田法衣店 5200001014445 ホームページ刷新による魅力発信及びブランド強化事業

岐阜県 臼井時計本店 － 老舗時計店における入りやすい店舗作り及びチラシによる販促事業

岐阜県 株式会社カワイ創建 1200001016536 ホームページ立ち上げによる新たな販路開拓事業

岐阜県 ムトウさかや － ナチュラルワインに特化したホームページの作成

岐阜県 パークスマサキ － 顧客満足度向上と新規顧客獲得のためのトイレ改修

岐阜県 岡田建設株式会社石材部岡田石材工業 8200001013329 ホームページを活用した新規販路開拓事業

岐阜県 ＳＷＥＥＴ　ＤＲＥＡＭ － 大人女子がハマるクレイクラフト魅力発信事業

岐阜県 末広精肉店 － ユネスコ文化遺産登録「大垣祭り」パッケージを活かした新商品開発事業

岐阜県 マムズ・マートアクアウォーク大垣ストア － 店舗の知名度アップのためのイベント出店及び広告宣伝事業

岐阜県 石寅 － 石碑文化の継承と認知度アップによる販路開拓

岐阜県 有限会社つた成 1200002014423 配達販売・出張訪問販売会による入院患者等支援事業

岐阜県 有限会社野田酒店 9200002014333 世界に一つだけのオリジナルボトル

岐阜県 三興部品株式会社 9200001013625 ネット通販による新規販路拡大と小売サービスの強化事業

岐阜県 株式会社Ｄｏｅｓ 3200001031896 運動能力向上パーソナルトレーニングの広告

岐阜県 株式会社フジサンパーク 2200001015677
自社ホームページの開設とネット通販で売上アップ、折り込みチラシや情報
誌等で来店者数アップ

岐阜県 ＯＮＤＯ（オンド） － 海外展開に向けた「超低解像度絵画」魅力発信事業

岐阜県 株式会社Ｈｉ－Ｒｏａｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ 5200001032538 営業力向上のためのホームページ刷新

岐阜県 株式会社Ｔ３ 8200001016686 あのキャラクターといえばタバタサッシだよね！

岐阜県 十六兆 － チラシ、ホームページ作成による認知度強化による販売アップ事業

岐阜県 株式会社ＫＯＨＯプラスワン 8200001033343 中小企業の伴走型支援を行うＫＯＨＯ＋の顧客開拓による地盤固め

岐阜県 ＬＩＮＫＳ － 「もっと知ってＬＩＮＫＳ　もっと相談してＬＩＮＫＳ」

岐阜県 有限会社エムケイワンダー 1200002014241 ドラッグランを活用した既存客の囲い込み、並びに新規顧客の開拓

岐阜県 株式会社万福 7200001024541 酒粕スイーツの販及び膝に負担のかからない応接セットの導入
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岐阜県
株式会社スカイネットワークコーポレー
ション

6200001028163 「　もっと便利に　ＳＫＹＮＥＴ　タイヤサービスも始めました！！　」

岐阜県 パスタハウススズヤ － 店舗設備改修による既存顧客の満足度向上と新規顧客の開拓

岐阜県 満菜鉄板　猿神 － 女性客のリピーター確保のためのメニューリストの作成及び店舗改装

岐阜県 有限会社秋山接骨院 7200002012223 シニアの健康維持を目的としたトレーニング事業

岐阜県 株式会社ＰｒｏＲｅＡ 1200001033291 地域に特化した正社員限定の求人サイトの立ち上げ事業

岐阜県 珈琲幸房多香 － 珈琲が好きな人や外人観光客の為のカフェ巡り情報発信事業

岐阜県 株式会社建築　雅 1200001027467 地域の「空き家問題」解消へのアプローチ！新たな販路開拓事業

岐阜県 Ｔｏｍｙ　Ｍｕｅｓｌｉ － 地元食材を使ったオリジナルメニューによる販路開拓事業

岐阜県 乳幼児教室　はぴるん － 子どもの発育をサポート！乳幼児支援活動の周知・拡大事業

岐阜県 有限会社オートボディーツタ 4200002025021 ＷＥＢと折込チラシによる防錆コーティングの販路拡大事業

岐阜県 居酒場　月うさぎ － インバウンドを取り込め！新しいターゲットへの販路開拓事業

岐阜県 新東陶料株式会社 9200001020687 インターネットを活用したカラーサンドの新規販路開拓

岐阜県 株式会社ＴＡＫＡ 3200001031161 塗装事業参入の為の、ＨＰ作成と足場部材購入

岐阜県 石政佐藤石材有限会社 3200002019932 墓じまい・お墓の継ぎ手問題相談窓口立上げによる新規顧客の獲得

岐阜県 めっせー字 － 依頼主の「一番知りたい内容」を効果的に伝える新たな販促活動

岐阜県 有限会社鈴研陶業 7200002020309 やきものアクセサリーの新商品開発事業

岐阜県 中国料理　Ｘｉｎｇｆｕ － 看板や情報誌で女性に対しバルスタイルの周知を行い新規顧客獲得

岐阜県 Ｔｉｃｋｌｅ　ｇｌａｓｓ － ガラス溶解炉導入によるオーダーハンコの製造体制の確立

岐阜県 ｔｓｕｎａｇｕ（ツナグ） － ネットショップのスマートフォン対応による買い回り強化事業

岐阜県 有限会社セレット 7200002020663 地域情報誌を活用したウォーターサーバー事業の販売促進

岐阜県 株式会社明和窯金陶苑 1200001021081 展示会出展による新ネット事業の立ち上げ。

岐阜県 株式会社林電機商会 7200001020929 福祉・医療施設のガス代を削減するツインパワー給湯器の販売強化

岐阜県 ＨＡＬＥＡＫＡＬＡ － 中津川・恵那に特化した地域情報誌を用いた集客

岐阜県 カフェ　コタシオ － 広告掲載とショップカードによる知名度向上及び顧客増大事業

岐阜県 ヘアーマックスワカイ － 高齢者の為の出張訪問理容ＰＲ

岐阜県 タイムオートマシン株式会社 4200001019817 最新技術情報の効率的な発信・提供による新規ユーザーの獲得促進

岐阜県 平田建設株式会社 1200001019497 新規顧客獲得のための自社ＰＲ強化事業

岐阜県 ｕｌｕｓ　ｈａｉｒ － 「まつ毛エクステサロン」オープンに伴う近隣地域へのＰＲ

岐阜県 株式会社Ｒｉｓｅ 3200001019941 スマートフォンサイト新設による新規顧客開拓と売上増強

岐阜県 有限会社虎屋 8200002018946 ブランド向上による外国人を含む市外及び若年顧客の開拓事業

岐阜県 有限会社寝装のわた勇 6200002019384 和室で就寝している顧客層への販路開拓のため和室コーナー設置

岐阜県 株式会社ドルックジャパン 7200001020012 自社Ｗｅｂサイト変革で強みを魅せる化する新ブランディング戦略

岐阜県 山品 － 外国人客や年配客など幅広いニーズに答える折畳テーブルの導入

岐阜県 有限会社花松仏光社 1200002023507 来店客増加の為のファサード改装とチラシ配布事業

岐阜県 有限会社ヨシムラ 3200002023645 自社サイトのリニューアルとタイアップチラシ売出し

岐阜県 新田農園 － 栗販売の東京市場への新規進出

岐阜県 有限会社花やぎ 9200002023508 ホームセレモニー受注増加計画

岐阜県 有限会社遠山電器 1200002024629 地元住民をターゲットとしたリフォーム受注増加計画

岐阜県 株式会社Ｎｙｍｐｈａ 1200001032913 恵那店内内装工事による快適空間創出による集客強化
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岐阜県 りようてん市川 － 高齢者、女性客に優しいシャンプー台設置計画

岐阜県 寿々屋 － １Ｆトイレ改修事業

岐阜県 株式会社朝日屋食品 6200001018924 過疎地の高齢者の生活を支える移動販売車（冷蔵）による販路開拓

岐阜県 有限会社岩本鈑金 1200002019843 新規顧客開拓と総合顧客管理のＩＴ化推進計画

岐阜県 石川紙業株式会社 9200001018946 各季節ブランドＨＰと直営小売店看板作成による広報拡大事業

岐阜県 株式会社スモーキーフレーバー 7200001033443 ホームページアクセス増と料理教室体験による販路拡大。

岐阜県 株式会社小坂酒造場 4200001019123 インバウンド（訪日外国人）に対応した酒蔵ツーリズムの実施

岐阜県 美濃手漉き和紙工房Ｃｏｒｓｏｙａｒｄ － 手漉き和紙コーヒーフィルターの販路開拓（開発済み商品）

岐阜県 笑わず － スモーク料理と言えば笑わずというイメージづくり。

岐阜県 登美家里泉 － 観光土産品・地元特産品の開発と販売促進

岐阜県 有限会社山口木工所 9200002027038 建築デザイナーに向けたウェブサイト活用による販路開拓事業

岐阜県 株式会社マルクニイトー 3200001021550 小規模飲食店経営者向けオリジナル商品等の直販による販路拡大

岐阜県 作山陶苑 － うぐいすとっくりのバリエーション展開と販路拡大事業

岐阜県 ヘアーサロンワタナベ － 炭酸泉ヘッドスパ・顔そりエステでリラクゼーションヘアーサロン

岐阜県 吉田設備株式会社 9200001031123 水回りリフォームの訴求による新たな顧客獲得の実現

岐阜県 有限会社ナビデザイン 8200002021462 「ビンテージハウスで拡がる住み手と借り手の新しい世界」

岐阜県 ヤマ忠木股製陶合資会社 2200003002335 食育に活かせるレシピ制作とギフト用商品開発による新規販路開拓

岐阜県 株式会社小栗電気工事 7200001021233 ＨＰ改訂による認知度アップと電気設備の更新工事による受注拡大

岐阜県 真山窯 － 工房を年中解放した陶芸体験による新規顧客の獲得

岐阜県 大勝観光株式会社 6200001021374 訪日客・高齢者向け宿泊サービス開発と受け入れ環境整備事業

岐阜県 有限会社カネ忠 8200002021124 コミュニティルームの利用促進で販売拡大

岐阜県 山路製陶所 － 新商品「ホットパック＆ブーツ」の展示会出展とＨＰリニューアル

岐阜県 有限会社角富製陶所 9200002021081 違素材とコラボした陶磁器製の“祈りの宝石箱”の開発

岐阜県 美濃陶芸彩工房　岸本釉薬 － 陶芸用釉薬専門家の強みを活かしたホームページによる販路拡大

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とＰＲ

岐阜県 金秋酒井製陶所 － 石膏型を使った新製品開発による生産性向上と新規販路開拓

岐阜県 大廣園 － 高齢者にやさしいメニューと設備の導入による新規顧客の獲得

岐阜県 美濃廣庵 － 健康食品の海外販路開拓

岐阜県 ｔｒｉｍ　ｓｈｏｐてとりん － ホームページからの来店客ＵＰと地場産業とのコラボオリジナル品販売

岐阜県 大竹石油 － 世界初の施工サービスのブランドイメージＵＰ事業

岐阜県 有限会社大竹商店 3200002021921 高品質・高付加価値商品の販売・・・より多くの方に「価値」を伝える

岐阜県 嵯峨乃や － 空き家を活用した工房開設と販売強化

岐阜県 牧野板金 － 店舗周知力向上を図り、新規顧客開拓に向けた販売促進事業

岐阜県 ふぁーまーこばやし － 独自販売網を構築する販路開拓事業

岐阜県 ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＤＡＤＡ － 店舗リニューアルによる受入可能体制の構築と販売促進事業

岐阜県 ビ・エール株式会社 4200002024543 シニア向け健康痩身エステの開発及び販売促進

岐阜県 株式会社巴軒 8200001023757 新規事業「製造環境装置」宣伝サイト構築事業

岐阜県 市岡造園 － 売上拡大と技術の伝承事業

岐阜県 ピザ屋 － ターゲットマーケティング利用のＣＰＣ広告とチラシでの販路拡大

4 / 24 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 小林ロクロ工芸 － 「東濃ひのき」を使用した商品の生産性向上と販売力強化

岐阜県 ベビーネイル － 特許出願中の新商品オリジナルスクラブの生産と販路拡大

岐阜県 有限会社角野製作所 7200002023765 「ピコピカ専用電柵電源供給装置」の販路開拓及び製造環境の整備

岐阜県 株式会社Ｉ・Ｎ・Ｇ 8200001033046 「金型出張メンテナンス＋技術伝承」事業強化のための体制構築

岐阜県 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｎａｔｕｒａｌ － オーガニック新技術と新商品提案による販売力強化

岐阜県 株式会社リバイブ 8200001024318 知名度アップによる販路拡大と蜂蜜文化の伝承

岐阜県 Ｆａｒｍ　Ｒｏｏｔｓ － 無農薬農産物販売業者がネット販売する輸入万年筆の販路拡大

岐阜県 株式会社Ｓｏｌｒｉａｎ 9200001031437 ホームページ等により周知力を高める顧客開拓事業

岐阜県 株式会社エムズコーポレーション 8200001032989 オリジナル商品開発による新規顧客獲得と販促強化

岐阜県 あじへい各務原店 － ＬＥＤ看板を設置しサービス内容をＰＲすることで来店率を上げる

岐阜県 Ｙ’ｓ　ＴＥＸＴＩＬＥ － プリント生地の品質向上・納期短縮による販路開拓

岐阜県 野村書店 － ホームページ構築による電子辞書・教科書ガイドの拡販事業

岐阜県 有限会社ガーデンヒデマル 8200002007180 人に優しいサポート＆地域一番の園芸専門店イメージアップ計画

岐阜県 豆屋珈琲 － 地元食材を使った食事メニューの開発による新規顧客獲得計画

岐阜県 有限会社旭写真館 7200002006860 新照明機材による肖像写真でプレミアム感アップと認知拡大

岐阜県 旬彩処　たけとも － こだわりの料理と店主技術ＰＲによる新規販路開拓

岐阜県 旬彩肴房　坐蔵 － 広報活動による認知度向上と新規顧客獲得計画

岐阜県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＣＬＥＡＲ － 美をキープ・向上するための髪の美容とスタイリングの提案・癒しの空間

岐阜県 那加接骨院 － 良い接骨院を築き上げ、良い人材へ事業承継

岐阜県 有限会社マグリーフ 5200002008322 岐阜県産鮎を使った「鮎ラーメン」商品化による販路開拓の取組み

岐阜県 有限会社Ｍｅｅｔ’ｓ設計工房 5200002007506 強みを押し出すＨＰリニューアルで認知度向上・新規顧客獲得！

岐阜県 株式会社小麦家 2200001006239 国産小麦を使用した高級冷凍パンの販路開拓事業

岐阜県 サルプ・ファクトリー － 写真愛好家に新たな出会いを提供する写真サービスの販売促進

岐阜県 拓信建材商事 － お客様の評価による当社技術力ＰＲで新規顧客獲得

岐阜県 美容室Ｓａ．ｆｒａｎ － 新規顧客獲得に向けたナノイオンスチーマーの導入

岐阜県 ピットクルー株式会社 3200001009348 ＨＰ再構築・看板設置で認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 Ｐａｓ　ａ　Ｐａｓ － キッズ向け事業サービス展開と看板チラシ作成で新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社インテリアカワイタケシ 2200001033191 新聞折込で輸入クロス・和紙クロスをＰＲし新規顧客を獲得する

岐阜県 合同会社空創技研プロペラ 3180003016329 「伝わる情報発信」を行い、認知度向上による林業分野の販路開拓

岐阜県 有限会社志津野 4200002007440 ホームページリニューアルによる新規顧客も獲得と認知度アップ

岐阜県 ＣＬＯＶＥＲ　ｂｏｄｙ　ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ － 女性客にも受け入れらる癒しの場として認知度ＵＰと新規顧客獲得

岐阜県 結の舟 － 地域のための若手川漁師による空き店舗を活用した実店舗運営

岐阜県 福岳産業株式会社 2180001080897 「１００本の動画をＹｏｕＴｕｂｅにアップしブランディングを図り購買率向上」

岐阜県 株式会社Ｋｉｎｄ 6200001031712 介護事業「ＨａｎｄｓＣａｒｅ」の認知向上に向けた販促戦略

岐阜県 Ｃｏｎｎｅｃｔ　ｂｉｚ － 子育て中の女性が働くコミュニティの創出とスキルアップ教育事業

岐阜県 蝶々堂　呉服の丸藤 － 専門店としての店舗＆ＨＰ支店の集客ＵＰと販売拡充

岐阜県 岐阜化繊工業株式会社 2200001001248 不織布の新用途開発及び新分野への進出

岐阜県 有限会社エスエスアール 4200002018017 レストランとお客様をつなぐフリースペースの活用による販路開拓

岐阜県 ワコールショップ　グー － 複数のお客様をコンサルできる体制を整え新規顧客を確実にキャッチする

5 / 24 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 ペット霊園　愛の森 － 洋風祭壇を導入しペット葬を近代化し若い世代への利用促進を図る

岐阜県 ショージン　焼肉ホルバル － におわない焼肉店の実現による女性客の新規開拓

岐阜県 株式会社ヒューマンスマイル 6200001009485 全国への販路拡大へ向けて、会社の魅力を伝える環境整備

岐阜県 ｍｏｔｔ － 法人向けへの販路開拓

岐阜県 会食　酒菜　和楽居 － ウェブで知り、店に来て、楽しんで、ファンになる環境の整備

岐阜県 株式会社藤澤鐡工所 4200001007508
宣伝媒体の改善と営業強化による新規顧客獲得と業務効率化による生産性
向上

岐阜県 小町酒造株式会社 6200001007084 海外デザイナーの「和モダン」ラベルで国内・海外で新規顧客開拓

岐阜県 ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｓｏ　ｏｎ　ｍｉｇｎｏｎ － 専用ウェブページ作成による認知度アップでの新規顧客開拓

岐阜県 ジョイフルール株式会社 5200001030979
販路拡大のためホームページリニューアルよる新たな拡販ツール・情報発信
ツールの確立

岐阜県 そはら接骨院 － 「伝える・伝わるＷＥＢサイト」の制作による若い世代の販路開拓

岐阜県 おやつのアトリエｍｏｃｏ － 新商品、新パッケージ、広告宣伝で卵乳白砂糖不使用スイーツの販路開拓

岐阜県 大美屋 － プロのメイクアップアーティストイベント開催による新規顧客獲得

岐阜県 珈琲館　童夢 － 高齢者にも利用しやすく地域の交流の場となる店舗作り

岐阜県 ジースプレッド株式会社 5200001030302 法人向け、ファン作りの為のターゲットを絞った販売戦略

岐阜県 株式会社みのかも金蝶堂 9200001027377 凍らせて食べる和菓子と喫茶席の広告宣伝による夏場の集客ＵＰ

岐阜県 ひおきサービス － 看板設置とタイヤチェンジャー導入での顧客増加による売上促進事業

岐阜県 有限会社八松堂 4200002016177 ゴム印の自社製造の開始で納期短縮のＰＲと販路開拓

岐阜県 ＢＣ　Ｃａｒａｖａｎ － スタンドアップパドルボード体験会開催による新規顧客獲得

岐阜県 かけつぎ工房　織和技研 － 近隣地域の周知ＰＲと来店しやすい店舗づくりによる販路拡大事業

岐阜県 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　キッチン　ニトロ － 集客力アップに向けたホームページ制作及びカウンターチェアの交換

岐阜県 有限会社万寿実家具センター 7200002017288 工務店との提携による販路開拓のためのカタログ製作事業

岐阜県 有限会社ベルナチュール 6200002017272 団体客獲得のための冷凍粉砕調理器の導入

岐阜県 株式会社ＯＡビジネスサポート 5200001017654 機能性が高く低価格のパソコンレジの販売と、新規顧客の開拓

岐阜県 やすらぎ整体　緩流里 － 女性整体師としての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 中部国際翻訳センター － 当社の多様な翻訳サービスを国内外へ向けてＰＲする

岐阜県 株式会社光葉 1200001018425 店内設備改善計画・洋式トイレに改造へ

岐阜県 西村賀彦税理士事務所 － 弊社独自の経営支援ツールの開発とＰＲのためのホームページ作成

岐阜県 株式会社ＳＴＡＮＤＡＲＤＳ　ＭＩＬＥ 9200001033276 フリーペーパー作成による認知度アップと新規顧客獲得

岐阜県 吾空 － 店舗周辺及び可児地域での認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 ＴＬＵＣＫ　ｈａｉｒ　＆　ｎａｉｌ － 店舗移転に伴う地域の女性への認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 ふじかけ鍼灸院 － 加圧トレーニングを導入した鍼灸治療による新規顧客開拓

岐阜県 有限会社京寿し 7200002016967 高齢層・女性客の居心地改善と認知度向上による新規顧客獲得

岐阜県 さやか接骨院 － 美容治療・骨盤矯正の導入による新規女性顧客の獲得

岐阜県 宝石・時計・眼鏡　シバタ － 時計・ジュエリーの修理・リフォームの宣伝による新規客獲得

岐阜県 株式会社ミューコネクト 5200001033552 「オタク＝独身」を時代遅れに！オタク専門婚活サービスの普及

岐阜県 三星毛糸株式会社 6180001083847 世界へ発信・ジャパンテキスタイルプロジェクト

岐阜県 有限会社金鋼金属 5200002011615
新受注システムの導入からの自社ショップ開設による新規顧客獲得大作
戦！

愛知県 株式会社アナザーストーリー 2180001118747 夏休みのフィリピン語留学を大学生向けに積極ＰＲ作戦！！

愛知県 株式会社美秀舎 7180001122645 塗装と磁器タイル他工事を組み合わせたハイブリッド外壁改修工事
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愛知県 有限会社大住 4180002092849 宝飾、装飾品におけるレーザーマーカーを活用した新サービスと内製化

愛知県 Ｃｈｉｃｋ － 市民ランナーのサポート（シューズ・カスタムインソール販売）

愛知県 サロン・ド・ボーテｂｅｂｅ － Ｂ　ｔｏ　Ｂ（販売代理店）で、新たな市場を創造し販路拡大。

愛知県 スプリン・ワークス － 「北欧のぬくもりをあの方へ」パーソナルギフトの提案事業

愛知県 シグマ株式会社 7180001111276 ブランディングによる富裕層顧客数の増加と客単価の向上

愛知県 株式会社坂井海苔店 4180001097345 伊勢湾・三河湾産海苔のブランド化による小売販売事業の拡大計画

愛知県 金虎酒造株式会社 9180001011862 名古屋の地酒ブランド認知向上を目的としたリーフレット作成事業

愛知県 ＳＡＶＯＹａｎｇｅ － バリヤフリー化、外看板設置によって新たな顧客の獲得

愛知県 有限会社位田モータース 5180002022706 顧客ニーズに合ったガスハイブリッド車の開発及び普及促進

愛知県 ＧＩＮＯ － ＷＥＢを活用した集客と販路拡大を実現する販売方法の構築

愛知県 株式会社ＪＦＦ 8180001056462 外国人向け文化体験プログラム、観光ツアーの造成・販路開拓

愛知県 有限会社嘉木園 8180002030318 個々のお客様に好みのお茶を提案するための商品開発事業

愛知県 株式会社アットエアコン 7180001104734 パンフレット刷新、東京・神奈川・愛知エリアＤＭ営業での新規顧客獲得

愛知県
株式会社日本カタカナ外国語教育システ
ム

6180001123974 いつでもどこでも誰でもカタカナで英会話のインフラ構築

愛知県 Ｌｅｍｏｎａｉｄ － 魅力的なブランドの向上から来店者とアクセサリー売上の増加計画

愛知県 Ｔｈｅ　ｔｅｅ　名古屋 － 目玉商品開発と宣伝による集客力向上とオリジナリティーの確立

愛知県 岡田国際株式会社 2190001021537 夏休み　「子どもアイデア楽工」能動体験型学習法キャンプ

愛知県 西岡櫻井共同会計事務所 － ＨＰ、パンフレットによる営業及び海外会計事務所との提携

愛知県 株式会社栗田看板舗 3180003002287 和風看板の売上を伸ばす為のホームページ再構築

愛知県 北川ダイヤモンド工業株式会社 7180001035392 工業用ダイヤモンドを利用したジュエリー販路開拓

愛知県 パスカル・ユニバース株式会社 5180001125096 現代病「天気痛」改善製品を販売するための広報活動

愛知県 ＨＡＲＲＹ　ｈａｉｒ　／　ハリーヘア － 高齢者にやさしい店舗改装、バリアフリートイレと視認性向上照明

愛知県 ｏｆｆｉｃｅ　ＴＫ － 最強の鍵開け師がプロデュースする高セキュリティ防犯錠の販売

愛知県 株式会社知万宝 1180001116181 「技術の紹介と商品化の支援」の双方向性Ｗｅｂシステム自社開発

愛知県 株式会社セボワール 1180001037345 新商品「ローズライフバランス」で夏期の販促展開

愛知県 ハンズプロ株式会社 1180001115241 ホームページリニューアル・イベント総合ＥＸＰＯ出展

愛知県 川崎税理士事務所 － 音楽セラピーコンサートを通じた高齢者施設の新規営業開拓

愛知県 株式会社ブリッジエンジニア 6180001090744
日本人と外国人派遣労働者向けキャリア・コンサルティングおよび教育支援
事業の新規立ち上げと販路拡大

愛知県 株式会社コンサルト 4180001120651 インターネットを活用した効果的プロモーションによる認知度向上

愛知県 大橋たたみ店 － 自社ホームページ製作・公開、新聞折り込みチラシによる販路拡大

愛知県 税理士事務所エベレスト － 事業承継等３対策をＩＴで広告し、中小企業の存続発展に貢献する

愛知県 株式会社Ｎ＆Ｐ　Ｗａｌｋｉｎｇ　Ｃｒｅａｔｅ 4180001118712 二本のポールが体を変える！新しいエクササイズの認知拡大事業

愛知県 株式会社ブレイクスルー 8180001071676 自社ホームページ改修による販路拡大と営業効率化

愛知県 株式会社まみ 8180001013488 オリジナル【エコレザー】商品の販路拡大と販促名入れサービス

愛知県 株式会社プラマン 6180001107721 グループ客利用促進のための店舗改装・新メニュー開発・ＰＲ事業

愛知県 株式会社タイヨー 7180001017218 革新的スマートフォンケースの販路開拓

愛知県 有限会社デロ 7180002049697 Ｇａｌａｒｉｅ　Ｐ＋ＥＮ（ギャルリーペン）販路拡大オーダードレス事業

愛知県 株式会社ファン・チェアー 5180001121632 目利き力のある遺品整理・生前整理のプロというブランディング

愛知県 小松屋クリーニング － 認知度向上、顧客拡大のための看板作成、及びチラシポスティング
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愛知県 株式会社質のヤマカワ 1180001016910 ＩＴと紙媒体の両方を使った販路開拓とリピート客の定着化

愛知県 有限会社荒木製作所 1180002010672 汎用旋盤加工の業務効率化に伴う短納期ＰＲによる販路開拓事業

愛知県 髙柳陶泉堂 － ＷＥＢサイトで新規販路開拓と日除け幕及び看板設置で店舗販売拡大

愛知県 株式会社Ｇｏｌｄｅｎ　Ｃｈｉｌｄ　ｄｅｓｉｇｎ 7180001105311 ゴルガのネット戦略強化による販路開拓

愛知県 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＰＲＥＭＩＥＲ 7180001112340 新事業インバウンドコンシェルジュサービスによる販路拡大

愛知県 クローバー株式会社 2180001124233 注目度ＵＰ！イメージＵＰ！売上ＵＰ！のホームページ制作

愛知県 株式会社アジャスト 7180001105559 水銀灯２０２０年に原則禁止に伴う高天井ＬＥＤ照明開発事業

愛知県 ＢｏｎｈｅｕＲｅｐａｓ － ＨＰで薬膳の活用方法と認知度を上げスクール事業の集客力を増大

愛知県 株式会社クレド（桑茶のお店げんき堂） 2180001089955 新商品“粉末桑入「スムージー」”販路開拓のため試供品配布

愛知県 Ａｃｈａ－ｋａｎ － 物販の拡大、およびパーティプランの開発、販路開拓

愛知県 株式会社ベトーン 4180001063322 ウェブサイトによるフォーのスープ・ベトナム食材の通販

愛知県 株式会社住岡 5180001124354 障がい者の力を結集し名古屋から世界へ日本の伝統文化を発信する

愛知県 接骨院三幸堂 － 「生命力・パフォーマンス」アップのための物理療法機器の導入

愛知県 株式会社ｌｉｇａｒ・Ｌ 7180001103133 小規模企業向け完全オーダーＰＣスキル教育研修サービスの提供

愛知県 有限会社味串 2180002044991 ＩＴの活用、販売用窓口の新設による新規顧客獲得、売上増加

愛知県 ＳＨＥＤ － 炭酸泉を利用したデジタルパーマとヘッドスパメニューの導入と宣伝

愛知県 ｓｈａｎｔｉ－ｎａ株式会社 1180001105366 予約システムのリニューアルで売上アップと業務効率アップ

愛知県 株式会社くのいちプランニング 6180001115014 ６５歳からをどう生きる！どう働く！プレシニアの未来応援事業

愛知県 称株式会社ＤＯＶＡＴＲＡＶＥＬ 9180001069199 乳がん、人工肛門患者様への温泉施設斡旋のための販路開拓

愛知県 岩田労務管理事務所 － 新規事業ＰＲ用サイト構築事業

愛知県 有限会社ペギー 4180002005182 苦みをまろやかに変える、新しい味を引き出せる焙煎機の導入

愛知県 株式会社スパアクル 3180001102972 晩婚＆少子化を阻止！迷える男子を救うフルサポート婚活事業

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デジタルカタログの作成

愛知県 株式会社ｃｒｅａｔｏ 3180001113565 『つりチケ』エリア広告を活用した遊漁券の販売促進

愛知県 ファミリーサロンＬｉｂｅｒｔａ’ － チラシ配布や書籍購入／店内環境改善でシニアや若年層の開拓を目指す

愛知県 張福祉コンサルティング － 外国人介護人材支援ネットワーク認知度向上事業

愛知県 鉄板焼　青雲 － 店の認知度向上に向けた広報及びクォリティの高い料理の開発

愛知県 しゃばらむ － ＷＥＢ広告による新規顧客獲得・販路開拓

愛知県 Ｔｅａｍ　Ｎ＋１ － 月々わずか３～５万円で広報女子ＮＰＲ４８が御社のお手伝い

愛知県 フォトオフィスブリッジ － 撮影スタジオの整備とセミナールーム化への改装と宣伝

愛知県 株式会社ＯＤＳ 3180001109695 リサイクルＧＦＲＰブラシの販路開拓

愛知県 結婚相談所　ミヤビマッチング － 名古屋で前例の無い１年で決める　結婚達成プログラム　事業の拡大

愛知県 上京 － インターネットを活用した和食文化の浸透と通信販売事業の拡大

愛知県
株式会社ＭＣＭ（三津橋カイロプロティッ
クみやらび治療院）

6180001113694 顧客獲得のため「見える化」による認知度アップで事業拡大

愛知県 べっぴんプラス株式会社 7180001109378 「食育」を活用したＢｔｏＢ市場への販路拡大

愛知県
株式会社Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｃｏｕｔｕｒｅ　Ｎａｋａｍ
ｕｒａ

5180001073452 婚礼オーダータキシード推進事業と同業他社への製品卸し計画

愛知県 株式会社アディド 1180001064736 印刷通販サイトの戦略的マーケティングと視角効果による新規獲得

愛知県 有限会社カワチ 8180002042973 最新インディヴィジュアル遠近両用レンズの拡販

愛知県 ピア・ワールド － 介護業界に朗報！業界初のとろみ剤詰まり防止洗剤の発売
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愛知県 株式会社アラレス 9180001072104 全方位に魅せるグーグルストリートビューによる画像事業の新展開

愛知県 チャイルドマインダーＬＯＶＥ＋ＨＡＰＰＹ － 家庭的保育ルームの認知および安心安全な保育環境支援事業

愛知県 合資会社浜鮨 7180003001475 新調理システムによるテイクアウトメニューの開発で売上ＵＰを狙う

愛知県 株式会社Ｒｅｖｅ 3180001110141 チラシとホームページによる顧客増加と物販拡大による売上アップ

愛知県 株式会社オーユー 9180001060125 業務用ユニフォームにおける高いデザイン性・機能性のＰＲ事業

愛知県 大和熱学株式会社 8180001012630
製作前に炉の能力やワーク仕上がりを確認できる試作機械の運用で販路開
拓

愛知県 大友産業株式会社 6180001037571 海外・国内の販路拡大を想定したパッケージの改良と販売会出展

愛知県 ＱＯＬスタジオ － 管理栄養士が作るＱＯＬ向上に効果的なオリジナル弁当の拡大販売

愛知県 株式会社朝日ビジネスサポート 9180001107140 クラウド会計を利用した経理代行コンサル業務の構築及び販路開拓

愛知県 株式会社武田染工 7180001023851 伝統的工芸品「名古屋黒紋付染」を次世代へ繋ぐ新製品開発

愛知県 株式会社美ｗｅｌｌｎｅｓｓ 6180001124023 女性の身体の悩みを解決！プライベートトレーニング顧客獲得事業

愛知県 ていくす － 人と地球に優しさを。幸せを届ける光触媒商品の販売促進

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

愛知県 株式会社スタッフロール 1180001119936 コーポレートＨＰの制作による新規顧客開拓と雇用促進事業

愛知県 株式会社ファンテック 2180001125669 ＶＲ（仮想現実）使い３Ｄ作成サービスを提供する事業

愛知県 有限会社丸和 4180002020826 「血液漏れ警報器」開発によるメディカル分野の受注拡大

愛知県 中部別珍コール天株式会社 2180001038177 「新たな営業ツールの活用による新規顧客の獲得」

愛知県 ＶＯＴＲＥ　ＷＥＤＤＩＮＧ － ＩＴを活用した「見積り見直し無料相談窓口」を設置し販路拡大

愛知県 フリースクール名古屋中央校 － 生徒の将来の夢を見つける支援ができるフリースクールの広報活動

愛知県 株式会社アドシップ 1180001111174 女性の労働参加を促進するための「自分磨き」スペースの提供

愛知県 株式会社クリアスペース 4180001071102 抗菌クリーニングサービスの提供による医療業界での販路拡大

愛知県 有限会社サカエギケン 8180002059621 ホームページとショールーム兼店舗の開設

愛知県 合同会社ドゥスタイル 2180003009721 仲良し母娘に特化した情報メディアをユーザーと企業へＰＲ

愛知県 株式会社カンワドー 2180001024045 鍼を使わない治療とセルフケアセミナーの新規顧客開拓事業

愛知県 ヘルメス株式会社 2180001054455 「成型品の隙間商品」、ホームページで新分野の認知度向上戦略

愛知県 ＤｅＣＯ：ｚＰｌｕｓＶｉｔａｍｉｎ　Ｈａｉｒ － 新パーマメニューの提供と商品の魅力を伝える待合スペースづくり

愛知県 株式会社ティーエヌディー 3180001059437 低予算で外国人観光客へ発信！「Ｄｕｂｕｌａｔｏｒ」サービス認知度向上事業

愛知県 有限会社ワシノ製作所 3180002025132 ＷＥＢ制作による真鍮加工技術の販路開拓事業

愛知県 ＬＵＣＩＡ（ルシア） － セラミック脱臭機導入による効率化、顧客満足度と集客の実現

愛知県 株式会社鶴田工業所 8180001014957 展示会出展及びＤＭ送付によるロケットストーブの販路開拓事業

愛知県 株式会社イシダナゴヤ 5180001034157 オリジナルシステムで小口包装を効率化し、業界に寄与する事業

愛知県 合資会社富田木工所 3180003002659 販路拡大！ＩＴ活用の見直しによる顧客の囲い込み

愛知県 株式会社Ｓｈｉｎ空間 8180001058582 「価格」を「暮らし」に合わせる「運べて繋がる家」タイニーハウス

愛知県 株式会社リンクリンク 5180001123661 シングルマザーの自立支援とシェアハウスのＰＲと販路拡大

愛知県 ＥＮプロデュース － 「感謝の心」を伝える美語研修Ｒの教育機関への認知と販路拡大事業

愛知県 Ｇｌｉｔｔｅｒｉｎｇｓｔａｒｓｄｅｓｉｇｎ － 地方紙掲載によるアーティフィシャルフラワーの販路開拓

愛知県 腰痛改善レアナ９１ － 広告デザインの一新とＩＴ展開で新規顧客獲得と社会貢献を図る。

愛知県 株式会社Ｐｅｒｓｈ 9180001071601 オリジナル省エネ製品「冷暖くん」を活用した販路開拓事業

愛知県 マーノ鍼灸接骨院 － 販路拡大に向けた新規顧客獲得、来院継続ツール作成
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愛知県 株式会社トライアドシステム 3180001031750 地域の中小企業向け社内管理者の立場からＩＴ環境保守サービスを展開

愛知県 株式会社トルース 1180001118987 新技術とＩＴの導入によるコストカット、事業拡大及び業務改善

愛知県 カフェヴェリーヌ － ネットショップ開設！！及びテイクアウトメニュー宣伝による販路拡大

愛知県 グリーンコーチ － 女性活躍支援！男性上司＆女性部下関係向上サービスのＷＥＢ戦略

愛知県 ネイルサロン藍ｒｉｓｈ － ＩＴ技術によるインターラクティブな環境での海外販路開拓

愛知県 株式会社サンユー 2180001019565 自社製品の新規開発、製造、販売を第２の事業へと成長させる

愛知県 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｔｙｌｅ　さらさ － 自社商品のパッケージ見直しと多面的プロモーション活動

愛知県 株式会社龍村 3180001106362 動画サイトを活用し日本の食品をアジアヘ販路拡大

愛知県 池田接骨院 － 保険診療から自費診療へ移行するための新しい販路開拓の大量行動

愛知県 プレゼンジャパン － バタートーストで地球の裏側の人も幸せにする飲食店支援事業ＰＲ

愛知県 司法書士星尾事務所 － 強力なパートナーと共に行うインターネットを活用した販路開拓

愛知県 ビクシア株式会社 9180001111984 新開発極細繊維、人工毛睫毛エクステンションの販路開拓

愛知県 有限会社ブリッジ 9180002041280 長期英語学習プログラム開設で売上アップ

愛知県 有限会社名古屋トーカイ 8180002045976 職人の高齢化対策製品のＰＲ及び新規需要開拓で売上アップ

愛知県 ＷｉｔＣＡＦＥ －
企業宴会・結婚式二次会・婚活パーティー等貸し切りパーティーニーズの獲
得

愛知県 株式会社フジ紙業 3180001044827 新規顧客獲得を目的としたカードカッターによる小型印刷物の製造

愛知県 有限会社立松家具 5180002028232 １００年たんす事業展開の為のＰＲ及び新たな販路開拓

愛知県 アイウィル株式会社 1180001111620 女性経営者の強い味方！販促ツールのショッピングサイト

愛知県 有限会社Ｓ．Ｅ．Ｓ 5180002057941 トイレ改装による高齢者も安心な新空間造り

愛知県 山鶴株式会社 4180001023045 老舗帽子屋が手がけるオーダースーツの販売促進事業

愛知県 Ｒｅ－Ｌｉｆｅ　Ｓｔｙｌｅ株式会社 1180001109169 中小工務店等の販促に特化した「のぞっく」による新規顧客開拓

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 船橋株式会社 4180001032533 日本初！食肉センターに特化した作業着の認知向上と拡販事業

愛知県 アイキャリア株式会社 6180001119221 目標と成長が明確！独自のビジネススキル検定による新感覚研修

愛知県 ＫＩＫＫＡ　ＷＯＲＫＳ － 子ども家具を中心とした新規オリジナル製品の開発と工房のショウルーム化

愛知県 スージースヴェルト － レディメイド部門の強化と販路開拓

愛知県 株式会社ＪａｐａｎＦｏｏｄＥｘｐｅｒｔ 8180001091360
ショートコミュニケーションとアンケート分析システムを活用した集客活動の推
進

愛知県 菅原経営株式会社 2190001019688 起業前、起業後の経営者の相談窓口「専門家チームホットライン」のＨＰ開設

愛知県 株式会社菱源畳店 9180003000905 畳の良さを知ってもらうための新規顧客開拓

愛知県 株式会社ＤＵＯ 1180001120340 名古屋発の学生起業家を増やしたい。起業家支援サービスの拡散

愛知県 株式会社浅野商店 3180001024622 「６次産業化をめざす農林水産業者（個人・法人）への拡販事業計画」

愛知県 アーツ＆ウエブ株式会社 3180001114373 シングルマザーの在宅就職支援とＷＥＢ集客拡大事業

愛知県 Ｍａｔｋａ － 休職中の美容師活用による高齢者向け出張美容サービスの販路開拓

愛知県 コーチングサプリ － 面談ルームと健康管理機能を持つ中小企業の「社外保健室」事業

愛知県 ヒューマンエクス株式会社 2180001107007 新規ゴルフ場へのキャディ派遣事業で雇用創出と新規顧客の獲得！

愛知県 兼松経営株式会社 6180001118132 見込客データ獲得～顧客へ育成させるＣＲＭ戦略事業

愛知県 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｃａｆｅ　ＳＯＲＡ － 生き活き楽しく学べるカフェｄｅスクール

愛知県 株式会社タクス 2180001125438 ＷＥＢおよび業務案内を作成し展示会で新規事業提案を行う事業

愛知県 合同会社Ｃｒｅｏ 8180003009732
ネット販売システムの導入で製造小売業に！好循環サイクル＆新規顧客獲
得！！
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平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 はりきゅうルーム恵眞道（けいしんどう） － 即効性ある整動鍼と経絡治療サービスの普及と認知度ＵＰを目指す

愛知県 株式会社ミライベクトル 3180001120636 店先自動販売機の看板ラッピングサービスの展開事業

愛知県 大徳 － 老舗すしうなぎ店の事業承継に伴う改革及び新規顧客獲得

愛知県 イベントカンパニースージーハウス － ＨＰの多言語化でチンドン業を海外に発信。インバウンド販路拡大へ

愛知県 株式会社タスクールＰｌｕｓ 5180001115849 地方に元気を届けたい。セミナー動画配信による地域事業者支援

愛知県 亜斗夢工房株式会社 8180001090882 建てて終わりじゃありません。経費削減で飲食店さん応援事業

愛知県 ＨＢインターナショナル株式会社 9180001089016 外国人の新規開拓できる英語ＷＥＢサイトとチラシ作成事業

愛知県 株式会社オフィスファーム 9180001123071 福祉施設の野菜生産販売の地域ＰＲと新規顧客開拓事業

愛知県 骨盤矯正サロン　マカナ － 産後のママの為のよもぎ蒸しデトックス

愛知県 体質向上整体あもーどみお － 健康からＩＴへ。情報発信から始める集客営業事業

愛知県 株式会社グランディー 1180001108848 プロポーズ事業と新企画の新規顧客開拓事業

愛知県 ｌｉｌｙｐａｃｅ － 展示会出展による知名度アップと県外への販路拡大事業

愛知県 名古屋カーボン印刷株式会社 7180001017696 介護・老人サービス事業所向けのオリジナル伝票の製作と販路開拓

愛知県 有限会社中央興産 2180002028284 【ＤＩＹ実演セミナーによる販路拡大プロジェクト】

愛知県 ビューティースペースグリブ － 「女性の輝きを引き出す」サービスの特徴見える化で販路開拓事業

愛知県 江南一店 －
電子掲示板とGIS（地理情報ｼｽﾃﾑ）を活用した来店客の固定化と新規来店
客の獲得

愛知県 有限会社磨里書房 1180002020804 著名人文庫フェアと買い物弱者対策による新規販路開拓

愛知県
株式会社マルチコプターオペレーティン
グ

9180001122180 ドローンを活用した臨場感あふれるゴルフ場向け映像サービス

愛知県 Ｃｕｒｅ　Ｓｐａｃｅ一歩 － 新規顧客開拓および鍼灸治療未経験者のための情報発信プラン

愛知県 ウェンディマム － 癒される多世代交流サロン整備と交流イベント開催による顧客開拓

愛知県 良質計画合同会社 1180003012602 ＩＴツールを活用した集客力向上と中国人向け物販サイト構築

愛知県 丸真住設株式会社 5180001119569 排水管清掃作業での仕事の増加と顧客の確保

愛知県 美辺株式会社 9180001122057 一時保育専用の顧客管理システムの開発

愛知県 株式会社桜山フーズ 6180001123248 新製品の創作タンメンのコンセプトに合致した店舗改装事業

愛知県 行政書士岡村事務所 － ホームページを開設して新たな顧客の受注拡大

愛知県 株式会社ジャミン 2180001114440 遊ぶ、学ぶ、月面歩行体験「ＫＡＧＵＹＡ」

愛知県 ジュエリー工房ｙａｍａｍｏｔｏ － ハンドメイドジュエリー、３Ｄキャドジュエリー販路拡大の作品展

愛知県 ＭＡＲＵ－ＤＥＳＩＧＮ － デザインの力でインバウンドビジネスを成功へ導くサービスの宣伝活動

愛知県 株式会社おもむきラボ 1180001110614 名古屋市の地域資源を最大活用したキャラクターグッズの販売促進事業

愛知県 合同会社Ｉｓｈ＆Ｃｏ． 4180003009307 販売とコミュニティ構築による、子供服の販売促進事業

愛知県
株式会社せきやまたいち一級建築士事
務所

3180001123176 ＩＴ技術を活用した「構造技術支援サービス」の開発と販路開拓事業の推進

愛知県 ｃｕｅｖａ　クエバ － 健康志向な方を対象とした新メニュー開発と店舗リニューアル

愛知県 株式会社８１ 1180001124184 多言語ＨＰによるパーソンカスタマイズ商品のＰＲ事業

愛知県 株式会社未来会議 6180001124683 中小企業の初めての展示会出展を目標とした、新製品開発支援事業

愛知県 おしだ税理士事務所 － 社長の潜在ニーズを見える化し伴走する事業計画サービスの拡販

愛知県 合資会社スリーエスカメラ店 3180003000340 ネットで簡単撮影予約、顧客管理システムで売上ＵＰ

愛知県 有限会社中部繊維工業 1180002090145 オーダースタイルリフォームテーラー事業

愛知県 株式会社エルシティ 6180001071686 「誰でも安心して利用できるコインランドリー」動画で集客強化

愛知県 株式会社丸義モリカワ 3180001027237 ボードゲーム市場のボード製作専門会社「モリカワ」のブランド化
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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 王立行政書士事務所 － フィリピン人顧客獲得に向けた特化ブランディング戦略

愛知県 株式会社ニシノ・アイティ・オフィス 7180001058567 越境ＥＣによる物販の請負業務

愛知県 株式会社ウエストポイント 8180001102786 トラックＴＶのメリット拡大！スマホアプリでのクーポン配信事業

愛知県 合同会社オフロード 3180003017129 リスティング広告の外注及びそれに伴うホームページの改築

愛知県 丸石醸造株式会社 6180301001979 清酒の海外市場獲得のための販路開拓事業

愛知県 ダイヤテック株式会社 6180301003645 オンリーワン新商品工具の販売促進・営業力強化による新市場開拓

愛知県 有限会社ダイテック 4180302005915 チタンの特性を活かしたメモリアルな生誕ベビーリングの販路開拓

愛知県 有限会社アイワ技研 5180302000320 鉄と異素材とを組み合わせたレーザー加工製品の販路拡大

愛知県 株式会社シエル 8180301027700 医療用ウィッグ　プロの理美容師による出張訪問サービス販路開拓

愛知県 株式会社三方よし 5180301012358 岡崎市、安城市、豊田市でのＨＰリニューアルによる販路拡大。

愛知県 学生服リユース　エコママ － 岡崎市初、想いを繋ぐ学生服・学用品リユース事業の展開

愛知県 株式会社ジュエリーアートゆう 2180301001108 地元岡崎のカップルに岡崎で結婚指輪を購入してもらう事業

愛知県 和暖 － 準備片付け不要、市街地での女子会向け溶岩石バーベキューの展開

愛知県 ステーキ酒場　ブッチャー － ２０～３０代独身男性向けディナーメニューの提供による新規顧客開拓

愛知県 ペガサスクラブ株式会社 7180301025564 鉄板焼きを活用したパフォーマンスで２０代前半の２次会客層獲得

愛知県 アトリエ・リリー － 闘病体験から患者を支える美容室　ビューティ＆メンタルサポート

愛知県 ＫＡＮＯ空感設計 － 自然エネルギー利用のデザイン省エネ住宅（高気密高断熱）の普及

愛知県 したくや縁 － タブー視されている納棺のお仕事を見える化する販売促進事業

愛知県 合資会社柴田酒造場 4180303000320 蔵開きイベント開催による知名度向上と販路開拓事業

愛知県 有限会社海遊童 2180302004349 『オリジナルボールペン製造・販売事業立ち上げ支援』の販促事業

愛知県 株式会社安震 8180301003593 室外設置設備の地震対策製品用「遮熱カバー」の開発・販売事業

愛知県 Ｂｅｅｒ　Ｓｔａｎｄ　Ｖｉｇｏｒ － 外国人研究員をターゲットとした国産ビール、母国ビールの提供

愛知県 整体院ｆＲｅｅ － ランニング・トライアスロンをする顧客集客用ホームページの制作

愛知県 ＲｅＴｏＲｕ － 女性経営者に特化した、トータルコーディネート事業の展開

愛知県 グリーンフロント研究所株式会社 1180301004458 ドローンによる空撮業務拡大と情報発信拠点能力向上事業

愛知県 行政書士レイン法務事務所 － 中小建設業の予防法務に特化したコンシェルジュの展開

愛知県 株式会社豊守 2180301027375 ３階建て以上の郊外型ビル物件空室率改善を通じた新規顧客開拓

愛知県 さの接骨院 － 幼少期のスポーツ能力・怪我予防に特化したトレーニング本格展開

愛知県 有限会社ほなが 6180302004386 クラブなど水商売用着物のネット販売の為の写真撮影とサイト作成

愛知県 有限会社原田電工社 8180302005507 心地よい音に包まれたあなただけの「趣味部屋」を作るお手伝い

愛知県 高柳板金株式会社 3180302001816 商用施設をアート化する『ピラミッドアート』の販促活動

愛知県 Ｊｏｈｎ　Ｒｕｓｓｅｌｌ － 男性の美意識を満たすワンストップ理容院サービスの構築事業

愛知県 株式会社ＨＤＬ 9180301004756 新規歯科技工製品の製造プロセス開発

愛知県 株式会社明照 9180301028441 ホウ酸によるシロアリ対策工事（ボロンｄｅガードＲ工法）の販促

愛知県 株式会社渡辺米穀店 9180301002504 米（マイ）カルテサービス開始に伴う店舗改装・ギフト強化による販路開拓

愛知県 ルビーズアイ － フェイシャル顧客増加のための広報活動強化と設備対応事業

愛知県 株式会社ＢＴダンススタジオ 1180301028473 ダウン症児童向の心身育成を目的としたダンス教室の展開

愛知県 株式会社Ｂｌｉｓｓ 5180301027645 親子食育料理教室の開催を通じたランチタイム利用客の新規規拓

愛知県 株式会社ＢＯＳＴＯＮ－ＢＡＧ 5180301028800 長屋づくり建物に特化した空室改善提案による新規顧客開拓
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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 有限会社三河屋本舗 9180302004029 大家様家族・親族、入居者を対象とした便利屋業サービスの展開

愛知県 株式会社ナカタ 5180001066308 郷土料理店向け４７都道府県の地酒提供サービスによる販路開拓

愛知県 株式会社リンクスマート 9180301003857 企業と求職者を結ぶ、キャリアコンサルティングサービスの展開

愛知県 ロッキーバルボア － 学校、塾帰りにがっつり食べる肉料理の本格展開・販促展開

愛知県 ＪＯＹ　ＡＮＤ　ＴＲＵＳＴ － 文化交流による大人の英会話談話室　【仮称：ＴＨＥ　ＬＯＮＤＯＮ　ＣＡＦＥ】

愛知県 合同会社ピーチェリーノ 1180303003334 日本製の美容製品を世界中に紹介して、海外での新規販路開拓

愛知県 稲垣腸詰店 － ハレの舞台を華やかに！【テリーヌ・パテ】の多種展示で販路開拓

愛知県 カネタコーポレーション株式会社 8180301012256 在宅介護向け床置き型移乗リフトの製品化と販路拡大

愛知県 牛ちゃん － 牛たま焼きの開発と販促ツール・ホームページの制作事業

愛知県 ムラセ銅器 － 売上拡大に向けた新たな銅像修復サービス商品の開発事業

愛知県 パワーテックス株式会社 7180301002836 ジャパンクオリティの機能性作業用手袋で海外市場を開拓する事業

愛知県 石嶽石工業有限会社 3180302000272 ホームページを活用した販路拡大事業

愛知県 ＢＬＵＥ　ＢＥＡＲ　ＣＡＦＥ＆ＴＡＢＬＥ － 「洋風串ダイニング」に業種・業態変更しお酒を飲むお客様の開拓

愛知県 株式会社あいち補聴器センター 1180301004623 ２０１７「６月６日補聴器の日」キャンペーン

愛知県 有限会社青木住宅設備 1180302000084 「地域密着かかりつけ住設」を情報発信し築きあげる顧客獲得事業

愛知県 小野玉川堂 － お客様の声に応えて増産体制【あいさつどら焼き】販路開拓事業

愛知県 デイズリノベーション － Ｗｅｂサイト立上げ、チラシ作成配布による認知度向上事業

愛知県 株式会社ブランテ 7180301003685 スクール専用ホームページ開設によるネイルスクール事業活性化

愛知県 株式会社日長屋 7180301003776 モーニングメニュー、テイクアウト商品の開発、販路開拓

愛知県 ブティック中屋 － セミオーダー婦人服の販売促進による新規顧客開拓と既存顧客の深耕

愛知県 有限会社おやぢの台所 5180302012497 和の伝統行事に特化した料理・サービスの開発・販売促進

愛知県 木下建設有限会社 7180302007157 環境住宅の新規受注アップのためのＨＰと雑誌広告による集客計画

愛知県 ｅａｓｅ　ｎａｎｉ － サロン専用顧客管理システムの活用で来店頻度ＵＰ・失客防止計画

愛知県 株式会社ケアリード 9180301009383 救急医療情報キットを活用した事前相続相談案件の新規受注獲得

愛知県 鈴豊キープ株式会社 6180301005955 高校３年生向け、初めてのオーダースーツ事業の本格展開

愛知県 販促工房 － ブランドブックを活用した女性経営者の販促支援活動の展開

愛知県 有限会社一平 9180302006405 事業主、富裕層に向けた仕出し等のＰＲ強化による顧客獲得事業

愛知県 株式会社大平経営コンサルティング 6180301005278 女性が拓く輝く。豊橋から広がるセールスの未来。

愛知県 株式会社石巻柿工房 4180301022218 ＨＰ活用とパッケージ刷新により（柿あん）の売上アップ計画

愛知県 ＦＬＡＰ － 車椅子利用者の美容ニーズに応える美容室の本格展開・販促展開

愛知県 はれカフェ － オーガニック食品と絵本読み聞かせの本格展開によるファン獲得

愛知県 株式会社大進建設 6180301006061 母親の利便性を追及した中古リノベーション物件の新規展開

愛知県 株式会社アンベリール 2180301009497
東三河随一の”プチ・トータルビューティーサロン”実現による、顧客拡大大作
戦！

愛知県 さとう鑑定調査 － 鑑定士が行う相続・不動産コンサルティングによるＢｔｏＣ開拓

愛知県 株式会社福澤 6180301006929 小さなサイズの節句人形販売推進計画

愛知県 池田整体 － 院内の環境整備、バリアフリー化で高齢者・女性の固定客増員計画

愛知県 近藤養蜂 － 自家製はちみつの販路開拓及び販売促進事業

愛知県 夢助工房 － 職人技！お仏壇クリーニング事業のプロモーション展開で売上１．５倍

愛知県 株式会社三愛自動車 7180301005616 若年層や女性客も来店しやすい店舗への変革に向けたトイレの整備
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平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 ルクラ株式会社 9180301012387 トレーラーハウス展示場の整備計画により来店客数３０％ＵＰ

愛知県 かどむら鍼灸院 － ２０～３０歳代女性の新規集客のためのフリーペーパー広告

愛知県 澤山建築 － 地域の住環境に貢献する自社ブランド住宅の開発と販売促進事業

愛知県 雅楽二重奏　菊理 － インバウンド訪日観光客へ本物の日本文化体験提供で売上ＵＰ計画

愛知県 イズスタイル株式会社 4180301012136 企業イメージ向上及び新規顧客開拓に向けたホームページの作成

愛知県 風の谷商店 － “食育弁当”を一緒に食べて体も知識も健康に！

愛知県 グラスハウス － 東三河の商店のインターネットＴＶによる企業紹介へのアプローチ

愛知県 株式会社プロユース 9180301028755 頭痛・肩こりに悩む２０～５０代の女性顧客を対象とした販路開拓

愛知県 ピーアールディ － “ウェディング１．５次会”で新たな客層の掘り起こし

愛知県 有限会社栄商会 1180302007501 「ピュアリ」の認知度を向上させ契約件数７割アップする販路計画

愛知県 有限会社土屋電機 3180302008191 「家電Ｑ救車事業」のプロモーション強化で売上３００万増を目指す

愛知県 有限会社ＭＧＪ 6180302011853 お客様が絶賛するソファー席の増席と修繕事業

愛知県 Ｌｉｖｉムラタ － 東三河で初の理容・美容コラボ店の販路開拓

愛知県 オレンジガーデン － 地元渥美牛を使ったローストビーフの販売強化

愛知県 有限会社デンタルワールド 3180302010643 義歯抗菌コーティング・「入れ歯を選ぶ」ツールの開発・販路拡大

愛知県 Ｃｏｒａｌ － 豊橋市初、不妊に悩む女性の低体温体質改善メニューの展開

愛知県 １ＳＴ　ＬＡＤＹ － タイでの新たな販路の開拓

愛知県 カイロプラクティック花 － 「最新の販売専用ＨＰの製作・運用」を利用した販路開拓

愛知県 安藤貴金属工芸 － 世界に１つだけのジュエリー制作のための体験教室え集客アップ

愛知県 株式会社ウィルハウジング 9180301009029 子育て世代のための家づくりを通じた「幸せ家族」増大事業

愛知県 Ｌｕｃａ　ｈａｉｒ － マツエク＆ヘアで近隣との差別化、広告宣伝による新規動員ＵＰ

愛知県 レディースカイロプラクティックｃａｌｍ － 美容カイロエステ事業のブランディング力強化

愛知県 株式会社ＣＳＮ 1180301028911 中国人向け技術スクールの教材制作・販路開拓

愛知県 ＹＯＧＡサロンＣｈａｋｕｒａ － 新規顧客の獲得のための販促・ＰＲ事業

愛知県 株式会社カネマタ 3180001091621 産着から七五三レンタルに特化したスマホサイトの開発・販路開拓

愛知県 有限会社大和屋家具店 7180002084067 インターネットでの店舗・商品紹介及び販売による新規顧客開拓

愛知県 インターネット・プロ東海株式会社 1180001091573 地域に健康を届ける水素風呂促進事業

愛知県 合同会社ＩＭＪＳ 1180003016529 高めよう『あおい』の認知度！広げよう『あおいっ子』の輪！

愛知県
株式会社アジアンブリッジインターナショ
ナル

3180001110587 タイ語ＥＣサイトの構築による日本製品輸出事業の拡大

愛知県 六光スタジオ － ドローン空撮を組み合わせた４Ｋ　ＲＡＷ・Ｌｏｇ映像制作事業

愛知県 株式会社キトウ 6180001091643 願いと感謝…世代の絆を深める“キトウブランド”構築事業

愛知県 株式会社藤工業所 7180001118718 加工品質のＰＲと見積スピードアップによる受注増への取組み

愛知県 ｆａｃｔｏｒｙ８４ － ＯＡ機器サポート業者が行うクリ－ニング事業の本格化計画

愛知県 ベルエトワール住吉店 － 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 ヨコイツトム建築設計事務所 － 【補助事業名】新規顧客開拓の仕組みづくり。

愛知県 柴垣畳商店 － 薄畳やヘリなし畳で「畳スペース・畳愛好者」を拡げる新販路開拓

愛知県 大和マーク株式会社 7180001031053 新事業「ＫＩＢＩＩＴ　キビット」の新商品開発と販路開拓

愛知県 有限会社宇さ見仏檀店 4180002075820 メディアを駆使する高齢者を対象に仏壇洗濯の重要性を画像で発信

愛知県 有限会社樋田興業 2180002079278 半径３０Ｋｍの一般消費者を対象に施工現場のチラシとＨＰで誘導
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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 まるた － 宴会利用客を増やせ！周知と環境改善で自慢のお酒を堪能させる

愛知県 株式会社ＥＳＭ 7180001103083 【補助事業名】幅広い相談窓口となる自社サイトによる新販路開拓

愛知県 ハセガワ商店 － 展示スペースの改装・改善および会計業務の効率化。

愛知県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｍｏｍｏ － ３０～４０代女性の悩みに特化した販促ツールによる受注促進

愛知県 グリーンハウス株式会社 1180001112882 インスペクションを活用した中古住宅の流通促進と新規顧客の獲得

愛知県 カリーザキッチン － 自店の「カレーペースト」の開発・インターネット販路開拓

愛知県 デラセラ － 誕生日・結婚記念日専門のフレンチコースをネットで販路開拓

愛知県 おおの社会保険労務士事務所 － 助成金診断ＷＥＢサイトを活用した顧問先開拓と認知度向上

愛知県 タクミ工芸 － 近隣住民が集える店に変身！看板設置と高齢者対応のトイレに改装

愛知県 有限会社ソフィア企画 5180002076719 ＬＰガス業界向け経営研修会と新商品・新サービスのＰＲイベントの開催

愛知県 プロダクトウェブ － ＰＤＣＡサイクルを活用したオリジナル商品の開発と販路開拓

愛知県 株式会社ワールドアライブ 6180001116251 寝具にあわせてカバーが作れる新ＥＣサイトの構築と新販路開拓

愛知県 有限会社エポック 1180002078966 アクセサリー（ダンシングストーン）の海外販路開拓（タイ）

愛知県 株式会社大中環境 6180001085505 「心に残る解体」を！空家対策特別措置法でチャンス到来！！事業

愛知県 株式会社きよせ 8180001082021 一宮の魅力を伝える和菓子の小売業開始

愛知県 株式会社モワノー 7180001111598 ３ＤＣＧデータから変換による３ＤＣＡＤデータ作成の新事業

愛知県 酒創彩菜だいだい － 無添加で安心安全な惣菜等のテイクアウト事業を新たに行う！

愛知県 パン工房ＭｕｒａＫａｍｉ － 新商品開発と新サービス展開で顧客増加地域で愛されるお店に！

愛知県 ＥＣＣジュニア・ＢＳ今伊勢目久井教室 － 小、中学生の新エリアでの新規開拓

愛知県 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｅｄｕｃａｔｅ 2180001113079
どんぶりやお重の新メニューを推進し、食事を楽しみたいファミリ一層を獲
得！

愛知県 楽山 － 家族３世代を祝う“楽山おもてなしプラン”の実施！

愛知県 宏進毛織合資会社 5180003011402 コンベンションテンサー導入による新規顧客の獲得

愛知県 イースタイル一宮東店 － デジタルパーマ機とモイスチャーケアミスト導入による販路拡大事業

愛知県 有限会社カトウ住設 2180002076060 顔の見える、住宅の悩みワンストップ解決サービスの新規販路開拓

愛知県 株式会社ワイエスカスタマ 1180001101084 「テラ・モリ・プロジェクト」第一弾！「蓮の華」サービスの展開

愛知県 伴養蜂場 －
【補助事業名】一宮産の貴重な「はちみつ」を店舗壁面看板とホームページで
ＰＲ

愛知県 イナバヘアワークス － ライフスタイルに合わせた新メニューを導入し新規顧客を獲得

愛知県 ピュアチャンスサロン一宮 － ブランドイメージの統一と新たな広告媒体を使用した新規開拓

愛知県 株式会社ハピネオ 4180001083741 新商品『リンクポーチ』『リンクベルト』の販路開拓

愛知県 株式会社タカトテクニカ 6180001091387
【補助事業名】流体機器、特にＡＵＳ３２の移送供給機器の販路開拓と新製品
開発

愛知県 有限会社丹羽エクステリア 9180002074710
即時業績アップ　５つの項目　と　デジタル広告＆アナログ広告の両輪掲載
事業

愛知県 ベルコルノ － ラテアート情報商材の販売。日本のサブカルチャーを海外へ！！

愛知県 金泉株式会社 8180001080421 心も身体も元気にするための顧客とのコミュニケーション強化

愛知県 有限会社アイックス 4180002071456 高級衣料品クリーニングの販路開拓

愛知県 オフィス・キャラバンサライ － 「目指すもの」と「こだわり」を訴求してブランド力向上

愛知県 茶のいろは － 輝く女性に「楽しい日本茶」を届けるオンラインショップの構築

愛知県 ヤンヘミ － 語学・文化を広く学ぶ韓国文化スクールの販路拡大

愛知県 合資会社カネ三商店 5180003010552 展示会、ＨＰを利用したセトモノの魅力発信による販路拡大事業

愛知県 創作工房ゆみり － 日本の伝統衣装の継承とオリジナル着物の販売とレンタル
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愛知県 トリック・フォア・トリート － 当社独自のオンリーワン商品『無垢材の伸張式テーブル』販路開拓

愛知県 春暁陶器株式会社 9180001078877 ＲＨＫ（連続焼成炉）の改良による、個人向け製品の開発

愛知県 有限会社京屋 5180002071678 目利き金物屋店主からの「楽しさ」と「便利さ」の発信事業

愛知県 陣屋丸仙窯業原料株式会社 6180001078896 海外向けＷＥＢサイトによる伝統産業「瀬戸物」の海外販路開拓

愛知県 株式会社尾張東部放送 8180001080074 自社ホームページ再構築によるリスナー獲得と情報発信力の向上

愛知県 磯村製陶合資会社 2180003010480 新規開拓の為の訪問促進を促す販促ツールとしての全製品カタログ

愛知県 有限会社小川保険事務所 9180002071609 「富裕層向けライフプラン・サロン設置」による事業構造改革

愛知県 ミサオトラ － 「ゆらぎ・ほっこり」コンセプトを実現する電気窯導入と販路拡大

愛知県 株式会社ファーゼン 6180001080027 海外バイヤーに向けた商品の販路開拓

愛知県 プラス介護タクシー － 瀬戸地域の高齢者や住民の手となり足となる福祉タクシー事業

愛知県 鳥静 － ちょっと変わった肉屋がホルモン好きを増やす宣伝事業

愛知県 赤津産業株式会社 3180001120297 クロスメディアにおける建材小売りの販路拡大

愛知県 Ｔａｎｅ　Ｃａｆｅ － 東海エリアの地域資源とコラボをした新たな商品開発と販路拡大

愛知県 翠窯 － 翠窯の魅力発信のための東京での拠点づくり

愛知県 株式会社オリエント繊維 6180301027735 高機能新商品開発による販路開拓・拡大事業

愛知県 居酒屋俺の家 － 「地元の懐かしの味」で店舗周辺に住む２０～３０代顧客層の新規開拓

愛知県 有限会社フラワーズ・ドゥ 5180302015830 ペット用お供え花の販路開拓と専用ホームページの開設

愛知県 メディカ株式会社 6180301011920 医療機関向けデジタルサイネージ事業における新規顧客開拓

愛知県 有限会社石黒商店 6180302015128 変わり種えびせん是蔵　新パッケージ商品の開発

愛知県 株式会社アートボディワーク 9180301010762 働き盛りの疲れた女性に向けた腰痛・肩こり対策事業の販路開拓

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新規顧客開拓事業業

愛知県 有限会社木村畳店 8180302015340 日本の風土に合った畳生活を楽しむためのＨＰ開設で販路拡大

愛知県 有限会社豊川温室 8180302013765 独自開発した農業照明用ＬＥＤ電球の販路拡大

愛知県 カズマデザイン － ・新規顧客開拓のための個人住宅の外構とガーデン施工のＰＲ。

愛知県 有限会社神谷石油店 8180302013022 リターンライダー向けＳＳレストアバイクレンタルサービスの展開

愛知県
株式会社ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＡＮＴＩ　ＣＯＦＦＥＥ
ＦＡＲＭ

7180301027445 コーヒーチェリーを活用したスイーツギフトパックの展開

愛知県 書道教室Ｓａｋｕｒａ － 新設のＨＰ及びチラシによる生徒募集の強化・受注販売の販路開拓

愛知県 井指製茶株式会社 4180301009735 茶飲革命！リーフ型三角ティーバック茶の販路開拓

愛知県 モナ・ニット株式会社 8180301010301 日本製丸編みニット生地の中国展示会出展による海外販路開拓

愛知県
トータルビューティーサロン　ドゥーフェイ
ス

1180302013697 １７００万人の薄毛を救う奇跡のメニュー開始

愛知県 株式会社豊栄建設 1180301010209 快適さを見える化し、ホームページで住宅の性能をアピール

愛知県 株式会社大東 2180301014200 ペット専門リフォーム　新規事業のＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 株式会社ＫＯＭＯＫＡ 7180301028773 地域特化型ホームインステッドサービスの展開と販促ツール整備

愛知県 株式会社三浦建装 8180001105509 直接受注案件増加を図るためのホームページ刷新とチラシ制作

愛知県 株式会社おたより 8180302018731 オリジナルコーヒー焙煎豆のネット販売の展開による売上拡大事業

愛知県 工房ゑびす － 音楽祭における全国出張ジュエリー教室開催による販路開拓事業

愛知県 貴海合同会社 4180303003505 宴会目的の利用者をターゲットにした販路開拓

愛知県 インレット化成株式会社 3180301013713 管理業務改善とホームページ活用で強化する新規営業開拓

愛知県 有限会社間瀬プレス工業所 1180302018944 電装プレス部品の高精度化とプレス金型販路開拓の構築

16 / 24 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 刈谷糖業株式会社 3180301013878 直販部門の活性化策による市場ニーズの把握と売上の拡大

愛知県 株式会社エイチ 1180301024621 ＷＥＢと紙による情報発信で新規受注創出事業

愛知県 株式会社ヤマニ創建 2180301014571 男性向けリフォームブランド周知のためのプロモーション事業

愛知県 福寿園 － 「定番からオリジナルへ」ラベルプリンターを活用した販路拡大

愛知県 カフェ・ど・たろう － 高齢者が集まりやすい「憩いの場」をつくり新規顧客を獲得する

愛知県 タコ焼　八丁 － 「宇宙芋」を使った商品の開発と新規顧客獲得の為の店舗改装

愛知県 ＯＲＢＩＴ － 高齢者が季節を問わず気軽に楽しめるＳＵＰの本格展開

愛知県 株式会社こさなぎ 8180301020985 創業３５周年に向けた施設建替えに伴う魅力度アップ広報への刷新

愛知県 Ｔｒａｎｚａｋ株式会社 4180301026937 地域密着型の販売計画による、新規顧客の開拓

愛知県 隼人建築 － べテラン大工による住宅診断×総合リフォームサービスの展開

愛知県 株式会社三光ライト工業所 2180301021221 エコプラスチック鉢のアレンジ製品オンラインショップの新規開店

愛知県 Ｃｌｏｕｄ９　ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ － 設備投入で潜在顧客の取りこぼし対策

愛知県 有限会社和穀 8180302024944 産学連携による米粉及び玄米を活用した商品開発と販路開拓

愛知県 庄山建築 － 「コンセプト打ち出しによる新規顧客拡大」

愛知県 宮田電工株式会社 1183601001793 戸建住宅を対象にした環境配慮型電気設備販路拡充プロジェクト

愛知県 株式会社アルディ 4180301020956 ご当地非常食ＰＲによる新顧客開拓

愛知県 Ｄｉｏｎｅ豊田駅前店 － 素肌美溢れる笑顔の女性を豊田市いっぱいにする新規客獲得事業

愛知県 有限会社山口石材店 5180302023775 事務所の視える化（改装）による超地域密着経営の実現と販路開拓

愛知県 Ｃ．ａｒａ（クアラ） － 彫金教室開催及び３次元ＣＡＤ導入による新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社和光 9180301015621 ３０～４０歳代女性メガネユーザーへの実践的セミナー

愛知県 りんご接骨院 － 中高齢者の疼痛改善または健康増進を目的とした運動教室

愛知県 株式会社ＡＣＣ英語学院 9180301015092 新規生徒獲得のためアメニティ空間の改修による学習環境の向上

愛知県 マルテツフーズ株式会社 9180001095971 「地域の皆様にもっと愛される食堂」に！『子ども食堂』にＰＲ計画

愛知県 株式会社ルボワ 7180301028906 安城初！ＣＡＤを使用した外構・造園の図面作成代行サービスのＷＥＢ展開

愛知県 ジャスサービス株式会社 4180301012929 洗濯アドバイザーと立地の強みで見込客への利用意識の掘起し

愛知県 株式会社円満相続支援センター 6180301026720 相続専門家が『終活』を紹介するスマホ対応サイト作成事業

愛知県 山加開発有限会社 3180302019734 短納期対応の安全対策をアピールする販路開拓事業

愛知県 安江歩 － 独自開発した女性向けボディケアプログラムの販路拡大

愛知県 ＫＡＫＡ合同会社 2180303002384 「張り替えるリフォーム」ＰＲによる外装リフォームの販路拡大

愛知県 整体院　Ｂｏｄｙ　Ｒｅｓｅｔ － Ｂ３ダイエットプログラムの提供場所拡大のためのパンフレット・テキスト製作

愛知県 カフェ＆キッチン　ｙｙ － 大人女子向けコラボ企画実施による知名度アップ・集客力の拡大

愛知県 株式会社１丁目カンパニー 6180301026704 サラリーマンなどがふらりと寄れる低価格の“飲み放題システム”

愛知県 グランディエール　フタバ －
理容シェービング技術を活かした女性エステプランの創出による新規顧客開
拓

愛知県 株式会社大鳳 6180301016556 インターネット広告と店舗イメージアップによる新販路開拓

愛知県 株式会社修林 9180301012957 屋上緑化＆自社認知度向上事業で新規顧客開拓・売上アップ

愛知県 株式会社アイエーシー 8180301021918 法人営業部門の新規設立で販路拡大と収益力向上

愛知県 ＴＭ　ｄｅｓｉｇｎ － 自分史ＤＶＤによる新規販路開拓と認知度向上事業

愛知県 株式会社琉球総本舗 2180301012229 新規事業の複合的なＰＲによる認知度向上及び理解度向上

愛知県 えびごころ － 新メニュー開発による新規顧客からの団体利用きっかけ作り
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愛知県 有限会社シュウアンドワイシー 4180302020880 「愛犬と共に過ごすウェディング」のブランド化

愛知県 ロミロミサロンＫａｙａｓａ － 全国初！ロミロミにより心身に満足を与える癒し脱毛で新規顧客開拓

愛知県 ＭＯＴＨＥＲ＇Ｓ　ＬＩＴＴＬＥ　ＨＥＬＰＥＲ － 帰国子女やアメリカンスクールに通う富裕層向け絵画造形コース

愛知県 株式会社ヤマザキ建材 8180301016901 資材のセルフ供給方式導入による機会損失防止＆新規顧客開拓事業

愛知県 ＢＩＲＩ’　Ｓ　ＨＡＩＲ － トータルビューティー理容店転換事業で新規顧客獲得・売上増加

愛知県 有限会社たつみ麺店 6180302016877 ドバイで開催される展示会への出店を通じた中東市場の開拓

愛知県 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ＭｉＺＵＫＯＳＨｉ － 癒しと憩いの待合スペース設置による新規顧客獲得事業

愛知県 Ｔａｒｏ’ｓ　Ｂａｒ － Ｂａｒのディナー顧客開拓と食べるカクテルのカジュアルギフト化

愛知県 えぶりプラス － 福祉施設レクリエーションのプロをＰＲした販路開拓

愛知県 株式会社國立経済研究所 2180301028555
読者、スポンサー会員増加のためのチラシ作成、ｗｅｂによるホームページ開
設

愛知県 トータルビューティー雅～ｍｉｙａｖｉ～ － 地域在住のブラジル人を対象にしたインバウンド型エステ事業

愛知県 オートサービスＧＯＲＯ － 当社周辺の高齢顧客に向けたタイヤドクターサービスの展開

愛知県 有限会社中村建築 6180302026645 技術の高さをＰＲ！ホームページで顧客獲得

愛知県 とうふプロジェクトジャパン株式会社 9180301023756 豆腐マイスターの海外向けサイト構築及び海外展示会出展等事業

愛知県 株式会社ＩＭ 9180301024606 次世代のモノ作り方法の提案で売上＆雇用ＵＰ

愛知県 林　帯芯工場 － リバイバル帯芯の復活による販路開拓事業

愛知県 Ｈａｉｒ＆Ｃｕｓｔｏｍ　Ａｉ－ｎｅｙ　ｆｉｌｍ － 未就学児連れ女性客をターゲットとした最短５分のヘアケアの展開

愛知県 フレスコ － ナノミストパーマを導入、告知してパーマ比率をアップする事業

愛知県 ラコンチェル　オカヤス － 「新規顧客に向けた、路面ビルボード（看板）プロモション施策」

愛知県 有限会社トータルデリ 3180302027464 新たにケータリングサービスに取り組むことによる販路開拓

愛知県 Ｍクラフト企画 － ＳＮＳ活用戦略により、エンジェルパールを全国にＰＲ

愛知県 ニッソーレンタルリース有限会社 6180302026380 出前試乗体験で受注確定！デモカー導入で売上アップ

愛知県 Ｈａｐｐｙ　Ｂａｋｅｒｙ　ＴＡＫＵ　ＴＡＫＵ － マガジン型ＨＰを活用した配達事業ＰＲと食パンブランド化計画

愛知県 愛慶食品 － イートインコーナー開設によるカフェ・テイクアウト販売強化

愛知県 あかりい菜 － 受注販売（配達・出張・イベント）強化による販路拡大戦略

愛知県 株式会社イシハラスタイル 1180301023821 西尾のこだわり層への認知度を高めるためのｗｅｂサイト刷新計画

愛知県 株式会社松寿苑 6180301023882 入浴サービスの充実で利用者満足度ＵＰ＆収益ＵＰ

愛知県 株式会社宏昌食糧研究所 4180301022440 新商品「西尾の抹茶　抹茶アイスの素」ＰＲツールの制作

愛知県 株式会社香嘉園 9180301022436 とろみ茶の挑戦！！とろみはおじいちゃんおばあちゃんを救う。

愛知県 寿和 － 料理のキホン、こだわりの水でおいしさアップ

愛知県 美容室Ｍｅｒｕｎ － 福祉美容室の認知度向上による新規顧客開拓

愛知県 株式会社ほうろく屋 6180301028618
子供たちに笑顔よ届けー！「ほうろく米だま・野菜チップス（仮称）」の開発・販
売

愛知県 マッサージさとのは － 店舗改装による従業員の生産性向上及び新規顧客開拓の実現

愛知県 西尾化工株式会社 8180301022701 オリジナル商品『ラディッシュ栽培キット』の販路拡大大作戦！

愛知県 株式会社オークラ羽布 9180001096383 ＨＰの作成と新商品開発で業績・製造効率ＵＰを目指す

愛知県 株式会社太田七宝 7180001121077 七宝焼＆ハンドクラフト教室参加者増加と集客のための広告宣伝

愛知県 ＯＶＥＲ　ＣＯＦＦＥＥ － 店舗リニューアルによる知名度及び販路拡大事業

愛知県 岩井行政書士事務所 － 国内外からの「種苗法に基づく品種登録出願」手続の販売促進事業

愛知県 ダイイイチ楽器 － 音楽とストレッチが融合したシニアレッスンで頭も体も元気事業
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愛知県 株式会社丸文自動車 9180001125150 自動車整備の迅速化による新規顧客獲得と既存顧客の満足度向上

愛知県 有限会社平和建材工業 8180002089486 鋼製型枠の商品ラインナップ充実のＰＲによる販路開拓

愛知県 ＩＭＰＡＣＴ　Ｇａｒａｇｅ － ホームページ等による販路拡大・新規開拓

愛知県 野口氣功整体院 － 体への負担が少ない施術の看板とチラシで新規顧客獲得し売上増大

愛知県 合同会社ｎｉｃｏ　ヒザリハ 9180003014525 将来も安心して歩ける生活を手に入れるヒザリハの認知

愛知県 ｐｏｎｐｏｎ － ベビーマッサージ自宅教室の広告宣伝で売り上げアップ事業

愛知県 末広すし － シニア層の来店頻度を高めるための店舗リニューアル

愛知県 Ｒｕｎａ　Ｃａｆｅ（ルナカフェ） － 地元商店街への地域貢献に繋げるメニュー開発と店内改装

愛知県 まりこのお弁当 － 健康・安全志向の弁当を配達し、お店を高齢者憩いの場に

愛知県 ライジング己道会 － チラシ、雑誌宣伝による新規教室の集客力強化

愛知県 セブングロウ株式会社 8180001124046 「個室型美容室」販路拡大の為のネット集客事業

愛知県 ＮＯＴＡ － 東海地方でのブランド認知度・ブランド力の向上

愛知県 エヌスクエア株式会社 2180001122831 「エヌスクエア」を世界へアピール

愛知県 株式会社タクト 2180001074420 「総合厨房管理システムで日本の食品の安全を守る」

愛知県 アリアＣＤ － ネット・ショップの大幅リニューアル

愛知県 らぅめん考房ありがた屋 － 最新真空包装機のよる『真空つけ麺』開発と通販の販路拡大事業

愛知県 ベジビーオ － 「Ｒａｗ＆Ｒａｗ」ブランドの販路開拓

愛知県 タカヤ塗料株式会社 9180001074430 大型店舗に負けない個性的な自社ブランド商品開発・販売

愛知県 有限会社エンヤ 8180002070248 長く愛される『地域一番店』プロジェクト

愛知県 Ｂａｌｌｏｏｎ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｕｄｉｏ　ｕｋｕ － パンフレット・動画等でのブランディングおよび新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社イトウ　イトウふとん店 5180001073700 眠りで人に豊かな生活を！コンセプトＰＲ向上計画

愛知県 株式会社Ｖ・フォワード 2180001124729 建設資材卸販売の販路拡大による事業拡大

愛知県 株式会社さくらギフト 7180001074795 新店名・リニューアル周知に伴う広報誌掲載による市場販路開拓

愛知県 株式会社五合 9180001075420 天井クレーンコントローラ安全システムの販路開拓

愛知県 婚活スクール名古屋Ｔｏｍｏ　ｍａｒｒｉａｇｅ － 「２０代女性のための婚活」新規事業に伴う販路開拓

愛知県 日本ダイナミックス株式会社 5180001074723 ・新規事業（小学生の個別指導型英語教室Ｌｅｐｔｏｎ）の本格導入

愛知県 株式会社Ｒｏｏｍ８ 4180001123646 クラウドファンディングにより起業家の夢の実現

愛知県 オフィスカトウ － 高齢者の健康維持のための足と靴と歩き方の新規販路拡大

愛知県 活魚料理たちばな － 新規顧客、開拓に繋げるための販売促進と看板リニューアル

愛知県 有限会社田口商店 4180002066539 顧客管理と情報発信の強化を通して、自社の基盤強化

愛知県 有限会社小川　きものサロンやまき 6180002065472 『ご家族様の記念日』を演出する新サービスのＤＭ／折込チラシＰＲ

愛知県 スタジオライフ － 新技術！ＶＲ映像制作を開始の周知！認知度＆シェアＵＰ！

愛知県 春日井フォート － 看板の改変・新設とウェブ・地域情報誌による新規顧客獲得事業

愛知県 有限会社いわま楽器 8180002068077 駐車場整備による顧客満足度向上

愛知県 Ｂａｒｂｅｒ３２９ － エアーヘッドマシンを使用したオリジナルメニューの導入

愛知県 株式会社フィット 3180001086118 情報発信とスキルＵＰで受注獲得！「地域Ｎｏ．１」の解体屋を目指す

愛知県 株式会社菱信工務店 4180001086034 ＩＴを使った弱小工務店の知名度アップと新規顧客獲得

愛知県 寿きや － 椅子席宴会場の増設による新しいお客様の獲得

愛知県 鈴木時計店 － 地元めがね専門店としての更なる認知度アップと新規顧客獲得
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愛知県 オフィスピスタエデュケーション － ＩＴを活用した『速読トレーニング』システムの導入

愛知県 株式会社陽日輝 7180001101137 新サービス母親のための子育てサロン利用促進及びグッズ販促事業

愛知県 寿司の辰己 － 回転椅子を導入して人にやさしい店づくり事業

愛知県 株式会社中野工務店 6180001114263 ＣＡＤソフト導入による自社一括施工の実現と施工を通じた職人の育成

愛知県 株式会社知多半島ナビ 1180001104839 地域活性化のための異業種連携

愛知県 加藤洋史 － 手作り陶器を「作り手から使い手へ」古民家工房なごみの場つくり

愛知県 株式会社ＴＡＴＳＵＭＩ 6180001115229 清掃プレゼントとしてのブランド「キラリ」の開発・販路開拓

愛知県 蔵真 － 地域の観光資源を活用した集客と訪日外国人向けサービスの強化

愛知県 まこと接骨院 － 設備導入によるロコモティブシンドロームの予防診療と啓発活動

愛知県 有限会社デイリーファーム 3180002086166 「たまごのよさをＰＲしてファンを獲得ＨＰやＳＮＳを利用した販路開拓」

愛知県 フルカワフォート － 広角レンズとドローンを導入、新しい撮影方法による写真の訴求力向上

愛知県 株式会社リセットプラス 7180001110501 店舗の認知度向上による顧客増と新サービス導入事業

愛知県 タフィズロック － 炭酸泉洗浄システム導入、販促ツールの充実による新規顧客の獲得

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 大森食品 － 高齢者・買い物弱者を対象にした宅配サービス強化事業

愛知県 株式会社梶田建築工房 4180001104010 「待ってでも建てたい建築工房」への転身を図るための販路開拓

愛知県 たや整体院 －
ホームページのリニューアルと新サービス導入で、新規顧客を獲得するぞ大
作戦！

愛知県 日本中華食堂 － 看板刷新、駐車場照明増設による新規顧客獲得

愛知県 株式会社ナガイスポーツ 1180001076252 新規のホームページの開設による野球関連商品の販路拡大

愛知県 株式会社トス・ウェルフェア 2180001101067 「障害者就労機会の創出」マッチングサイトの構築事業

愛知県 有限会社カツミ製作所 3180002023037 ・ＷＥＢサイトを活用した顧客問題解決メニューの販路開拓事業

愛知県 理容みずの － 足元から見直す！駅前立地を活かした駐車場整備による新規客獲得

愛知県 鍼灸治療院くり木 － 新規顧客開拓！スポーツ鍼灸を訴求し地域の健康への手助けとなる

愛知県 デザインモリス － 天然木の魅力を五感で伝える店づくりとプロモーションで販路開拓

愛知県 有限会社高木写真館 4180002074392 顧客管理データベース化による笑顔の信頼リピート撮影

愛知県 髙木石材店 － 墓石クリーニング・リフォーム事業を訴求し販路開拓を行う

愛知県 株式会社メイデン 7180001080950 高い技術と信頼で法人企業に特化した販路拡大事業

愛知県 ピッツェリア　マンジャーレ － ＡＩＳＡＳと踏切と軽減税率制度を利用した顧客獲得と販路開拓策

愛知県 とぎや株式会社 9180001108774 開発商品「男性用髭シザー」による欧州・中東市場獲得持続的事業

愛知県 株式会社ＮＫテクノ 6180001090546 新商品トラック荷台据付型格納庫のネット販売開始及び販促広報

愛知県 本松建設 － 装飾コンクリートによる土間のユニバーサルデザイン化販促事業

愛知県 マルヒラフルーツファーム － 自家製フルーツを使ったスイーツ、加工品の開発製造・販売

愛知県 株式会社マルエム 2180001089344 地元の女性建築デザイナーによる新作家具世界販売促進事業

愛知県 ヘアーサロンマキ － 通販サイトのリニューアルによるＷＥＢ販路開拓と新規開拓戦略

愛知県 株式会社花井建築 2180001122237 木工事・軽鉄工事の販路開拓

愛知県 有限会社電化のアベ 6180002087839 “３５周年地域一番店宣言”新規客獲得

愛知県 株式会社万建 4180001095844 「空き家対策！」リノベーションした展示場のＰＲ事業

愛知県 あおぞら接骨院 － 新規顧客開拓、振動刺激、温熱療法よる疼痛緩和事業

愛知県 居酒屋　五十鈴 － 名店で修業した大将が取り組む高齢者対策と新規客獲得対策
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愛知県 いつもＣｏＣｏＣｏｌｏｒ － 知多半島初・大人の女性を美しくするカラー専門店の集客向上事業

愛知県 村瀬農園 － 「健康・美容にイチジク！」完熟イチジクの直売ＰＲ計画

愛知県 井村食彩園 － いちじくの６次化のための品質維持管理とＷＥＢのＰＲ事業

愛知県 カーネーション － ニーズに応えてスマホで売上アップのホームページリニューアル

愛知県 株式会社Ｅ．Ｅｖｅｒｙｄａｙ 9180001125258 「英語で預かる学童保育」新規顧客獲得作戦

愛知県 アンズデザイン － 日本伝統技術でつくる！セミオーダー商品の開発・宣伝

愛知県 とこなめ土管ロケットストーブ工房 － 備える火の道具！新製品「焚火缶」の販路拡大事業

愛知県 ハレプラス － 生涯学習教室（速読・英会話・書写）の開設による売上拡大

愛知県 ＳＭＩＬＥ合同会社 5180003016723 ＩＴフル活用でＳＭＩＬＥのブランド確立計画！！

愛知県 山口農園直売所 － 野菜ソムリエが作るあいちの伝統野菜ＰＲによる販売促進

愛知県 縁家 － 地元密着！顔の見える大工を目指し、地域住民に寄り添う。

愛知県 有限会社ステーションイン大府 2180002084872 温水洗浄便座導入によるお客様満足度（評価）向上作戦！

愛知県 株式会社光栄設備 7180001092491 業務用節水機器の販路開拓と広報強化による営業力の向上

愛知県 大府青果卸売市場株式会社 1180001092415 地元農家と海外市場の橋渡し！大府市の特産青果の輸出支援事業

愛知県 角田板金 － デントリペア技術を応用した独自鈑金工法のＰＲによる新規客獲得

愛知県 有限会社鷹羽石油 9180002084916 老舗ＧＳが挑戦！好立地を活かす新看板＆法人営業で新規客獲得

愛知県 有限会社美容室オズ 1180002085079 不満足要因解消で“熱烈顧客”創造と４０代以上の顧客層取り込み

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設備」展示会での周知事業

愛知県 座間経営支援事務所 － シングルマザーの「集う場所」の創出！女性の社会進出支援事業

愛知県 理容みゆき － 女性お顔そりでお客様も技術者も輝けＷｉｎ－Ｗｉｎ大作戦！！

愛知県 ひこ屋 － ギフトショーに出店してＬｅｔ’ｓ小売業活性化！

愛知県 ぴくせるパソコンスクール － タブレットも教えます！時代を先取りした新講座ＰＲで認知度ＵＰ

三重県 ＦＬＯＲＡＩＳＯＮ － 専門家の強みを生かした通販サイト開設で販路拡大収益増！

三重県 有限会社イスキナ 1190002024267 農業用水路の漏水防止対策補修用品の販売施工

三重県 有限会社ダイトー地所 7190002020830 「空き家対策・相続対策」ニーズに着目した販促事業

三重県 有限会社堀木畳店 8190002021943 畳職人の顔が見えるチラシで「国産い草使用の畳」をＰＲ！

三重県 ＡＲＴｉＳＴｉＣ・ＣｈＡｌＫ － 潜在顧客の「視覚に訴える」手法を新たに取り入れた販促事業

三重県 多幸 － 新規開拓という課題に対し、ＳＮＳの拡散力を強みに顧客獲得を目指す

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」の新サービス開始による認知向上

三重県 有限会社藤総製陶所 1190002021768 穴あけ技術を活用した機能性陶磁器の新市場開拓と販売促進事業

三重県 株式会社スタジオノア 5190001015247
日本初！コーティング陶板のプロモーションＤＶＤと展示会を活用した拡販事
業

三重県 有限会社弥生陶園 5190002022564 商談成立を高めるショールーム整備と営業資料制作による販売促進

三重県 ハッピークリエイション － 「祖父母と孫の絆を深める」新サービス開始により新規顧客獲得

三重県 有限会社大宮陶苑 5190002019569 萬古焼土鍋の低価格路線から脱却した高級耐熱土鍋の販路開拓

三重県 有限会社アテナ・東海 8190002024459 「ルーフアロー工法」による新規顧客開拓事業

三重県 有限会社中易鉄工所 7190002023511 販路拡大のための周知・発注先の自社工場視察時のＰＲ戦略

三重県 ＫＩＴＣＨＥＮＳ － 「こだわり志向」の顧客をターゲットとした販路開拓事業

三重県 有限会社カツシマ 8190002019715 地域密着型内装工事店のホームページからの見積件数倍増計画

三重県 株式会社サンメック 3190001015034 もう一本の柱『清掃事業』をＩＴ・チラシ有効活用で売上倍増計画
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三重県 Ｐａｓ　ｍａｌ － 赤身肉とワインのマリアージュで伸びている肉バル分野にＨＰでの販売促進

三重県 有限会社荒木國一商店 7190002019096 工場直売という強みを活かし、ＨＰでの販売促進。

三重県 株式会社南景製陶園 9190001015747 直売店の改築により、主力商品のＢｔｏＢからＢｔｏＣ市場の開拓

三重県 あまの司法書士事務所 － 日韓二か国語対応ホームページ作成による多文化共生社会の実現

三重県 竹政製陶有限会社 1190002020919
展示会を活用して竹政製陶の更なるブランド力の向上と新規顧客を開拓する
事業

三重県 有限会社中尾カメラ店 9190002001119 スマホ高速対応プリント受付の拡充及び証明写真サービスの強化

三重県 美津の里養蜂園 － 耕作放棄地を活用した蜜源植物栽培による蜂蜜生産量増に伴う販路拡大

三重県 有限会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｌａｎ 6190002004289 サイトリニューアルで販路拡大による三重県活性化応援事業

三重県 株式会社アイム 1190001023625 販路開拓により「女性が何歳になっても輝ける」地域づくり応援

三重県 有限会社三重クルーザー 5190002001568 ＬＰＧ車を浸透させるデモ車製作と情報発信による新規顧客の獲得

三重県 ルフラン － ニーズを満たす顧客独自のオリジナルクッキーで新たな顧客開拓

三重県 株式会社ブランドハット 6190001023471 ＩＴを駆使した情報発信により営業範囲拡大に取組む事業

三重県 株式会社中津軒 2190001000771 トイレ洋式化とＨＰ開設による情報発信でリピート率アップ

三重県 株式会社別所時計店 2190001000953 スマートフォンでの閲覧に対応した自社ホームページのリニューアル

三重県 ｔｏｒａ－ｄｅｃｏ － 特大サイズワッペン、セミオーダー直加工量産対応に伴う販路拡大

三重県 飛びねこ － スマートホン向けＢｌｕｅｔｏｏｔｈスピーカーの開発による顧客開拓事業

三重県 つどいのパソコン教室パソっ茶 － シニアが気軽につどえる脳トレパソコン教室の認知度向上

三重県 耳つぼダイエットサロンけんけん津店 － チラシ・ＳＮＳ・ＨＰを活用した、地域に信頼されるサロンの情報発信

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 リストランテ　ラミア・ヴィータ － 個室と店頭アプローチ改装による顧客満足度・顧客生涯価値の向上

三重県 有限会社ふぐや 6190002009577 隠れた伊勢の伝統食ふぐの地元客・国内／海外観光客への販路開拓

三重県 伊勢法律事務所 － ＬＩＮＥ開設と折込チラシ配布による相談・受任件数のアップ

三重県 有限会社佐伯館 9190002008774 街並みと自店商品に整合した外観整備と情報発信による集客力ＵＰ

三重県 Ｔ´ｓ（ティーズ） － ＨＰ新規開設による顧客の開拓と売上アップ

三重県 笑がおカンパニー株式会社 1190001007652 コンセプトウェディングによる『伊勢の寿ぎ文化』発信事業（ことほぎ）

三重県 ＣＡＦＥＨＵＳＥＴ － ネット上での露出度、照明設置での実店舗の存在感向上での集客

三重県 ＹＵＴＡＮＩ　ＤＥＳＩＧＮ － ３Ｄ　パースを用いた提案力向上と新規顧客のＩＴ　販路開拓

三重県 ラ・リシュテール － イートインコーナー改修と新商品開発による販売促進事業

三重県 ｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐ　ｅｎｔｔｏ＆ｇｒｉｍ － プリザーブドブーケのレンタル・販売およびその他への相乗効果

三重県 有限会社奥文旅館 5190002008472 美ましくに伊勢と料理旅館おく文の魅力発信とサービスの充実

三重県 株式会社Ｄｅ・ｉ 1190001023880 伊勢の伝統和紙に香りを付けた「かおりがみ」の刷新と販路開拓

三重県 有限会社ヤシマ真珠 8190002009922 展示照明とホームページのリニューアルによる新規顧客層の獲得

三重県 有限会社にしだ 9190002009384 『神聖なる伊勢の地で日本ならではの花嫁姿に』プロデュース事業

三重県 株式会社コムデック 9190001007694 生産性向上を目的とするクラウド活用冊子作成とセミナー開催

三重県 ＴＥＭＡＲＩ － 一生涯かかわることができる地域に愛された美容室の情報発信

三重県 西洋料理　ぼうがいっぽん － 三重テラス（東京）と関西圏でのミニ試食販売会を通じた顧客開拓事業

三重県 有限会社麻野館 6190002008158 高齢者と訪日旅行者の目線で行う、顧客満足度向上サービスの実現

三重県 マルカ水産株式会社 6190001007029 伊勢志摩産魚介類のインターネット販売に向けた取組みと冊子作成

三重県 伊勢ゲストハウス紬舎 － 日本人連泊増やそー！平日外国人増やそ－！快適さＵＰ新規も開拓！
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三重県 小山動物病院 － 動物用入院室の充実による業務軽減および顧客満足度向上事業

三重県 ｋｏｙｕｋｉ － 和式トイレの改修による顧客満足度アップ・新規顧客獲得事業

三重県 Ａｆｒｉｃａｎ　Ｈａｎｄｓ － 百貨店に出店の夢を叶えた子持ち主婦２人今後はネットで全国展開

三重県 有限会社フェイマス 3190002014332 排気設備の完備と「女子会プラン」開始による女性顧客獲得事業

三重県 クチャンティカン － 髪も気持ちもいきいきさせる新規顧客獲得事業

三重県 有限会社快楽亭 8190002013734 子供の祝い事懐石の販売による子育て世代の新規開拓

三重県 ニシデン産業株式会社 2190001020621
商品のＰＲ及び販促ツールを強化し、ホームセンターでのシニア層顧客の獲
得を目指す

三重県 株式会社棲家 9190001023064 仕事の効率化を図り、顧客管理、商談を成功させる為、店舗拡大。

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 株式会社ＴＡＮＡＪＩＧ 7190001023603 伊勢湾の感動を全国へ、「あいや～じぐ」の販路開拓計画

三重県 谷田義弘税理士事務所 － 「エンディングノート」作成支援のＰＲによる新規顧客開拓事業

三重県 株式会社プレサイス 2190001005622 ホームページ・パンフレット・サンプルの相乗効果による売上向上

三重県 フットサーカス － 受付フロントの設置・多目的室の機能向上・販路開拓

三重県 株式会社サカタ 6190001005008 伝統産業を活用した「伊勢型紙染雛」の販路開拓と企業成長

三重県 モティベ － 採れたてミルクを使用した自家製チーズたっぷりのピザ屋のＰＲ

三重県 有限会社かわぎし 4190002007863 洗濯物集配サービスのニーズに着目した販促および平均客単価ＵＰ

三重県 農業法人クマダ株式会社 9190005003995 「地元地域への情報発信とＩＴを活用した情報配信による販路拡大」

三重県 平野製畳株式会社 4190001005307 ホームページとポスター・パンフレットでの認知度向上による販路拡大事業

三重県 合同会社ＯＳＨＡＭＡ 7190003002407 どうぶつしょうぎからレンタルルームまで！駅前集客ＵＰ大計画！

三重県 陣田屋商店 － 誰もが食べやすい麺（「福祉の食」の輪）商品化事業

三重県 マルキュウ製麺所 － 「昔ながら」を訴求した３色麺入り冷麦による販路拡大！

三重県 器の店大倉 － 地元の新鋭作家の作品をスマホで見るＨＰで新規顧客獲得

三重県 たがねや － 新店舗移転を機にリピーター強化と新規顧客の拡大促進！

三重県 伊藤椎茸園 － 幻の椎茸と言われる地元産原木椎茸の販路拡大事業

三重県 上田染工株式会社 2190001024234 ユネスコ無形文化遺産のある街「桑名」を活かした新規顧客開拓

三重県 有限会社シンワ 1190002018310 大家さんのお悩み解消！！空室対策事業の営業強化で売上アップ

三重県 ＢＡＬＬＹＳ　ＢＡＬＬＥＴ － 全国初！シニア女性向け健康「ホルミシス×バレエ」の広報事業

三重県 株式会社素材舎 8190001021589 ワッフルのテイクアウトを武器に！「儲かる」カフェへの脱却！

三重県 有限会社バグース 2190002018532 取扱商品の強化で売上増加！！店舗施設＆サイトリニューアル事業

三重県 ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏハナレ － 子育て世代のママに嬉しい、おしゃれな写真館をもっと身近に！

三重県 アフタースクール　Ｄｒｅａｍ　ｓｔａｔｉｏｎ － 輝く子ども達の居場所「Ｄｒｅａｍ　ｓｔａｔｉｏｎ」ＰＲ事業

三重県 株式会社衣裳乃井重 9190001012018 オリジナル商品の開発によるブランディング再構築

三重県 やすなが整骨院株式会社 7190001020237 高齢化社会を救う！往診診療の拡大と鍼灸師の技術向上事業

三重県 株式会社ｑｕｅｓｔｒａｄｅｒ 8190001023420 １０万本売れる腰痛サポーターを目指す！自社製品の販路拡大

三重県 リス　イタリア料理店 － 伊賀焼を用いた観光客向けメニュー開発とホームページによる宣伝

三重県 有限会社伊勢屋食品 4190002012038 工場直売所改装による伊賀産豆腐の販路拡大

三重県 ＬＩＬＹ － デジタルパーマ機導入による新メニューの提供及び休眠顧客の開拓

三重県 むらい萬香園 － ＮＩＮＪＡトイレへの改装による観光客集客及び顧客満足度向上

三重県 株式会社中里工務店 4190001008581 「Ｒ＋ｈｏｕｓｅ」顧客と打合せのための展示・打合せ室改修工事

23 / 24 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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

三重県 鈴木辻村公認会計士共同事務所 － 労働者派遣事業者を中心とした公認会計士監査業務の販路開拓

三重県 カラカッタ伊賀上野店 － 三重特産品をふんだんに使用したスペシャルダルバートの商品開発

三重県 ふたば園株式会社 7190001009949 伊賀唯一の伊賀産抹茶をホームページによる発信で地域活性化

三重県 有限会社リウセ家具店 1190002012866 新規顧客開拓の為の家具修理等サービス内容情報発信強化事業

三重県 都プラス － 知名度アップを図るＰＲ活動による販路開拓と顧客の獲得

三重県 アップルクス － 空家・空地ビジネス開拓のためのチラシや、ホームページ等のＩＴ有効活用

三重県 ファーム松尾 － 自ら捕獲したジビエ（猪肉）二次加工と注目商品による販路開拓

三重県 松井電気 － 接客スペース新設による提案展示とチラシ作成・配布で個人顧客開拓

三重県 トラットリアイルテルノ － 様々なＷＥＢツールを駆使したＩＴ戦略で販路拡大とリピート率アップ

三重県 Ｄｏｇ　Ｃａｆｅ　ぽ庵 － 高齢化時代に対応した事業形態変更とそれに伴う看板変更での集客

三重県 有限会社小川耕太郎百合子社 5190002005726 新しいカタログによる「蜜ロウワックス」の販路拡大

三重県 桑山瓦葺店 － 仮想現実（ＶＲ）技術を活用した未来の建物、歴史の建物の可視化事業

三重県 株式会社マツヤマスポーツ 6190001022168
地域版「健康冊子」作成による当ジムのプロモーション強化での会員獲得事
業

三重県 株式会社広島工務店 4190001009480 ホームページとＤＭを活用した新規顧客獲得事業による売上向上

三重県 進学塾ＧＴ － 動画とチラシのコラボで認知度アップを行い新規生徒獲得（２６字）

三重県 株式会社伊勢丈 8190001009287
建築資材販売業の強みを活かしたＢ　ｔｏ　Ｃ　向けの営業強化による市場の
開拓

三重県 ｃａｆｅ松風 － 外国人ファミリー向け格安宿泊部屋の開設による市場開拓

三重県 株式会社アサネットワーク 3190001009820 地域密着の新聞販売店が行うハウスクリーニング事業で売上向上

三重県 骨格調整院まどろみ － 名張市初の本格骨格調整術整体の内容を広く伝えて集客する事業

三重県 合同会社アイコミュ 3190003001949 ギャラリー開設によるシニア層の拠点づくりでの市場拡大

三重県 株式会社谷本石材 6190001009396 石工の技術力と地位向上の為の手加工美術品制作と販路開拓事業

三重県 株式会社ソフ 8190001019939 当サロンの施術技術を活かした新メニュー導入による若年層への市場開拓

三重県 Ｃａｆｅ　ｓａｎａｂｕｒｉ － ニーズに対応するテラス設置による、新規顧客の獲得と売上拡大

三重県 有限会社ビッグブリッジ 9010902025597 伝統工芸品を使用した商品開発と販路開拓事業

三重県 有限会社モンパクトル 3190002013185 地元食材（ぶどう）を活用した新商品開発によるお土産市場の販売強化

三重県 有限会社晋開産業 5190002010503 ブルーベリー・やまとたちばなの健康機能性を活かした商品開発で販売促進

三重県 伝　洋 －
強みを訴求するＨＰの英語・中国表記と弱みを克服するための室内冷蔵庫
設置で集客力向上

三重県 民宿磯の味　なこら － 菅島産にこだわった食材と離島の魅力を伝える写真を活用した販売促進

三重県 お食事処むつみ － 安価な飲食店イメージから高級海鮮料理店へのイメージアップ作戦

三重県 浜辺の温泉宿かめや － 質の高い映像情報を用いた集客による売上の拡大

三重県 ミュゼア　遠藤　隆宏 － 大型看板等設置による外観リニューアル等での通行客への販促計画

三重県 味の宿　花椿 － 温泉の効能を最大限に発揮する機器の導入と訪日観光客の新規獲得

三重県 喫茶チェリー － 「孫旅」需要対応の新メニュー開発と導入口改善による売上向上策

三重県 かもめｎｂ． － ゲストハウスの外観整備とＩＣＴを活用した観光相談用車両の開発

三重県 ＬＯＧＪＡＭ － 日本に、世界に誇れる『Ｍａｄｅ　ｉｎ　熊野』のサーフボード開発

三重県 翔真果樹 － 産学連携による６次産業化事業でかき氷店を開店させ売上向上

三重県 はじ丸水産 － 買い物難民対策への移動する町の便利な魚屋事業参入で売上拡大と貢献
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