
令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

岐阜県 サロン・ド・ペイサージュ － 販売促進活動の推進により優良顧客の増加を目指す

岐阜県 ＨＩＲＯＸ － 衛生面の強化による、新規口コミ来店客獲得

岐阜県 中部計機株式会社 1200001003286 食品表示対応の専門性の高い通販サイト構築による新規顧客獲得

岐阜県 デジックスアンドリンク株式会社 9200001012230 フィットネスジム更衣室拡充による広々空間と換気しやすい配置へ

岐阜県 有限会社金鋼金属 5200002011615 珪藻土コンポストの普及で日本中の家庭から出る生ゴミをゼロに！

岐阜県 鳥白湯ラーメンはらや － 当店の質の高い鳥白湯スープのテイクアウト販売を新たに始める

岐阜県 株式会社雛屋建設社 3200001004373 ＷＥＢサイト改修及びＷＥＢ広告・ＳＮＳ活用による販路開拓事業

岐阜県 株式会社ＳＡＲＡ 1200001028044 自分の命は自分で守る！ＳＡＲＡオリジナル呼吸メソッド普及事業

岐阜県 株式会社金蝶堂 9200001027377 新蒸し器導入とホームページ刷新による客数の増加

岐阜県 有限会社日本教育企画 301542108811 幼稚園児に対応した施設への改修を通じ小学校受験生の新規獲得

岐阜県 株式会社ひょうたん姉妹 6200001027702 飲食店密集地を生かした、宅配仲介と配達代行事業

岐阜県 株式会社井上感動マネジメント 9200001036642 利用者様の利便性向上による新規顧客獲得と売上アップ

岐阜県 株式会社フルヤマ 5200001035078 「古典文様ジュエリー」ブランディングのためのイメージ戦略事業

岐阜県 株式会社サンコーフードサービス 4200001031557 スマホ対応のＨＰを活用して新規の若者層顧客を獲得

岐阜県 電パークカワムラ － 電気の困り事を何でも安心して任せられる事がひと目で分かる看板製作

岐阜県 カットスペーストーマス － 「化粧品の新たな販売チャネルに！」店頭販売で事業拡大を

岐阜県 株式会社スカイワールド 3200001025295 自社オリジナル商品「飛騨牛まん」のネット通販強化事業

岐阜県 株式会社ラファット 3200001036177 インフルエンサー活用とＧｏｏｇｌｅＭＡＰのＭＥＯ対策事業

岐阜県 フロッグオート（ＦＲＯＧ　ＡＵＴＯ） －
ＦＲＯＧＡＵＴＯ（フロッグオート）サテライトショップ拡充事業　過疎化地域にある
統

岐阜県 有限会社中田呉服店 2200002025642 着物カフェ（ｋｉｍｏｎｏ　ｃａｆ）設置によるおもてなし事業

岐阜県 株式会社コンタクトセンター 6180001136489 人工芝の自動見積もりシステムの構築

岐阜県
株式会社ｎａｇａｒａｇｗａ　ｒａｆｔｉｎｇ＆ｏｕｔｄｏｏ
ｒｓ　ｎａｌｕ　ｎａｎｉ

7200001036883 冬だって川遊び！オールシーズンアウトドアでスペシャル体験を♪

岐阜県 しん整骨院 － 体のデータに基づいた予防型治療院への設備導入とサービスの充実

岐阜県 株式会社エスト 3200001015726 日本が誇る世界の「カワイイ」マスクメーカーへ

岐阜県 株式会社カネショウコニー 9200001013443 『ダイビング女子』に向けた販売促進による新規顧客層の開拓

岐阜県 山喜製陶株式会社 9200001021953 地域ブランド・みずなみ焼の海外販路の商談強化のための内装改修

岐阜県 種田養蜂場 － ネット販売による顧客満足度と周知活動による知名度向上

岐阜県 センスオブリゾート株式会社 2130001062479 オリジナル屋外クッションの販売とより魅力的な店づくりによる新規顧客獲得

岐阜県 株式会社ドリームクエスト 6360001011657 新規顧客開拓とソフトウェアを使用した業務効率化

岐阜県 株式会社システムショップもり 6200001006326 マイフォーム購入希望潜在客の掘り起こしと新築事業の本格参入

岐阜県 有建築設計舎 － ＷＥＢマーケティングを活用した住宅建築設計の販路開拓事業

岐阜県 株式会社サンライトミー 1200001033085 女性活用の新職業を広め社会課題解決型ビジネスを認知させる事業

岐阜県 オートコレクション　ワークスワダ － ２柱リフト導入による作業効率と安全性の向上・経営力強化

岐阜県 合資会社金蝶堂 2200003000033 展示会、商談会での各種バイヤー様との交流増加と常設店の拡充

岐阜県 東濃発電株式会社 9200001031313 「東濃のはちみつ」のネット販売基盤構築による販路開拓
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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

岐阜県 ながゑ － 製麺機を導入しテイクアウトメニューでの販路開拓・売上増加

岐阜県 チャイルドバンク合同会社 1200003003714 リユース業界向けリスティング広告サービスの販路開拓

岐阜県 ヘアー　ガーデン　ハヤシ － 他店にないオリジナルメニュー開発による顧客獲得と単価アップ

岐阜県 かどや損害サービス － 損害サービスに特化したホームページ制作による販路開拓事業

岐阜県 有限会社レストラン琴川 1200002007815 居心地の良い空間づくりと新規個人客の獲得

岐阜県 マネジメントパートナー・エン － 「伝える・伝わる」仕組みづくりによる新規顧客獲得の向上

岐阜県 ＮＫＹエクスプレス － 尾州ウール通販事業新規参入～良素材をお手頃価格でお届けします

岐阜県 株式会社うを完 4200001017069 店舗改修を行い、おもてなしのクオリティ向上

岐阜県 ＳＴＵＤＩＯ　ｃｒｏｓｓｉｎｇ － ネット通販の強化による販路拡大と、実店舗への集客力向上

岐阜県 ひおきサービス － エアコン新冷媒ガス対応機器導入で売上促進、コロナ危機克復事業

岐阜県 株式会社ユープライム 8200001026875 エステ事業部のＨＰの大幅改修

岐阜県 株式会社ヨコチュー 3200001011650 小袋真空パック米のネット販売システムの構築

岐阜県 Ｙ’ｓ　ＴＥＸＴＩＬＥ － レーザー加工機とＵＶプリンタを使い新商品開発と販路開拓

岐阜県 草の頭窯 － ライフスタイルを彩る器のＢｔｏＢ展開を目指す販路開拓事業

岐阜県 株式会社ＫｉｔｃｈｅｎＳｔｙｌｅ 6200001013017 脱下請けを進め、自社製品の販売を強化するための販売促進策

岐阜県 株式会社　ｉ　ｉ　ｉ 5200001034410 新規顧客・潜在顧客獲得のための広報戦略およびメニュー開発

岐阜県 あさひ社会保険労務士法人 1200005012993 Ｗｅｂサイトのスマホ対応化とＤＭ送付による新規顧客の受注獲得

岐阜県 有限会社川登屋 9200002015991 販売チャンネル増加による売り上げ増加計画

岐阜県 和食辰 － オープンテラス作成により、ＢＢＱ・ビアガーデン利用客の取り込み

岐阜県 有限会社山田塗装 8200002016280 ６０才以上の方が来店しやすい店づくり

岐阜県 珈琲館　童夢 － 店舗玄関を改装し、高齢者が来店しやすい店づくり

岐阜県 有限会社金川五十四ビル 9200002001034 新店舗の広告チラシ作成と販売サイトの構築による新規顧客獲得

岐阜県 杉山接骨院 － 「新しく立ち上げるコンサルティング事業の認知取得と顧客獲得」

岐阜県 山路製陶所 － 新商品「セラミックお灸・美容お灸」等の展示会出展での販路開拓

岐阜県 末広堂美濃アイス － 地域の特色あるアイテムの注目度を更に高め、地域の活性化に寄与

岐阜県 株式会社ティー・ジェイ・ネットワーク 8200001011258 会員制ネットショップの立ち上げに伴う、会員と協賛法人の開拓。

岐阜県 株式会社アロン 6200001034384 ＩｏＴ市場参入を見据えた電子回路基板の生産性向上事業

岐阜県 末広株式会社 5200001034088 自社ホームページ作成によりブランド力向上を図る販路拡大事業

岐阜県 有限会社笹本設備 3200002009009
財産の大半を不動産として所有する被相続人、相続人へのコンサルタント事
業の展開。

岐阜県 プラスワン － 岐阜の食材で織りなす【岐阜フレンチ】で循環型地域経済を目指す

岐阜県 ＳＯＵ株式会社 1200001035354 「泣ける！デザイン賞ｉｎ　ＧＩＦＵ」　地域プロモーションＷＥＢサイト制作

岐阜県 ヤマモト整骨院 － スポーツ整骨院としてのリブランディングと新規顧客獲得戦略

岐阜県 Ｂｌｕｍｅ． － オリジナルラベル商品の製造による販路開拓事業

岐阜県 株式会社エスケイチャイナクリエイティブ 2200001022319 岐阜県の活性化へ。コラボ商品から始まる商品開発

岐阜県 特定非営利活動法人Ｍａｍａ’ｓ　ｃａｆｅ 8200005008795 バルーンギフト販売強化のための店舗改装
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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

岐阜県 ＡＦＦＥＳＴ － コロナウィルスに負けない！地元観光業応援事業

岐阜県 株式会社林本店 9200001007412 海外販路拡大・開拓のためのＷｅｂサイト構築

岐阜県 有限会社丸仙化学工業所 5200002021622 ＥＣサイトとの連携と、ＳＮＳを利用した販売窓口の拡大

岐阜県 合同会社アイワクリーン 9200003004721 遺品整理業者としての認知度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 株式会社ラボーナ 5200001012861 オリジナル商品の越境ＥＣ事業

岐阜県 株式会社長良川観光ホテル石金 9200001027195 岐阜の恵で元気に長生き。地域資源を活かした健康ツーリズム！

岐阜県 スタジオｈｉｙｏｒｉ － 新サービス「十三詣り」開始による新規個人客の獲得

岐阜県 土田衣料 － ホームページを制作し、当社の認知度アップによる新規取引様獲得

岐阜県 むさしの － 自家製生麺の店頭販売

岐阜県 有限会社山本木工所 6200002020862 職人技を詰め込んだ木製小物雑貨の販路開拓事業

岐阜県 ロイヤルステージ － 自社開発オリジナルトレーラーの販売強化事業

岐阜県 株式会社伸建アメニティ 9200001002446 新サービス「日曜限定蕎麦カフェ」提供体制構築＆ＰＲ事業

岐阜県 Ｓａｋｕｒａ　Ｂｅａｎｓ　サクラビーンズ － 手書きアナログチラシとクーポン媒体の融合による新規顧客開拓

岐阜県 株式会社Ｆｉｎｅ－１ 9200001008880 Ｆｉｎｅ－１販路開拓、集客のためのホームページリニューアル、ＳＮＳ対策

岐阜県
スーパーファンタスティックヌードルズ合同
会社

8200003003039 実機搭載移動式製麺機訪問営業強化と販売機会損失の弱点解消

岐阜県 有限会社若葉 9200002011792 ウエディングボール販売サイトの購入率アップを目的とする再構築

岐阜県 岐阜工務店株式会社 2200001026914 岐阜、愛知、三重に向けてＨＰを活用した注文住宅事業の販路拡大事業

岐阜県 株式会社ＬＩＳｓ 3200001035162 協業コールモデルによるフリーランサー顧客の新規獲得

岐阜県 ハッピーベル株式会社 2200002018200 主力商品「テレナス」を展示会に出展、新規販路開拓をする

岐阜県 フルハウス株式会社 4180001120230 「断熱性の高いサロン付き住宅」のブランディングと宣伝事業

岐阜県 つどい － 天然氷で作るかき氷のおいしさを発信！広告掲載よる新規顧客の獲得

岐阜県 岐阜化繊工業株式会社 2200001001248 当社オリジナル不織布「Ｆ×Ｆ」の開発で新規顧客開拓

岐阜県 ミドリス株式会社 4200001035244 インターネット関連広告とウェブサイト構築による新規顧客獲得

岐阜県 ニッケン刃物株式会社 2200001019447 日本刀モチーフ刃物を海外へ発信！ＨＰ更新に伴う販路開拓

岐阜県 行政書士大口事務所 － 事務所改装とホームページ改修による売上アップ事業

岐阜県 株式会社金三 2200001035056 コロナウイルス撃退！新メニュー開発とテイクアウト宣伝広告事業

岐阜県 カツヤプロジェクト株式会社 3200001034206 お持ち帰り商品、通販事業による新たな販路開拓の為の設備投資

岐阜県 有限会社松島飼料店 2200002013184 新型自動販売機設置による、売上増加・顧客サービスの質向上

岐阜県 株式会社山功高木製陶 2200001021634 最新焼成炉の導入による生産工程の効率化と新商品生産販売

岐阜県 千古乃岩酒造株式会社 9200001021396 コロナショックによって崩壊した日本産食品の輸出販路再構築事業

岐阜県 金森仕出し店 －
～老舗仕出し店自慢の味を次世代に受け継ぐ！歴史バー「レキシダシ」事業
～

岐阜県 株式会社ＨＩＯＲＹＥＳ 6200001036918 スタジオ活用による集客改善と増収増益に向けた取り組み

岐阜県 有限会社万寿実家具センター 7200002017288 無垢家具専門店の「法人向け提案」の認知度アップによる受注獲得

岐阜県 恵那花の木ファーム － 新商品の開発販路拡大と駐車場拡充による集客増大を図る事業

岐阜県 株式会社中京ソーラー 1200001028382 通販サイト内広告を用いた新規顧客の獲得
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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

岐阜県 株式会社アフェクト 3200001034486 洋彫機械導入による新規デザイン展開と新規顧客の獲得

岐阜県 有限会社ジゴ 2200002002195 新規カタログ制作による「グループ衣装」の購入促進事業

岐阜県 まき本店 － お重箱と華やかな器で「おもてなし創作和食ランチ」を提供する

岐阜県 株式会社助六 4200001013753 料亭が新しく開店した店舗のＨＰのリニューアル＆助六のチラシ

岐阜県 かとう商事株式会社 3200001009884 シェアオフィス事業販路開拓の為、遊休事務所をリフォーム

岐阜県 スマイルファクトリー － 生産性の向上とサービスの情報発信による売上増加の実現

岐阜県 合同会社東海第一事業承継センター 1200003004720 地方中小企業の事業承継支援に関するダイレクトメール制作事業

岐阜県 名古路建築株式会社 2200001031419 田舎でも未来基準！幸せになるための規格住宅普及計画ｉｎ岐阜。

岐阜県 有限会社かさや 4200002018561 独自ＬＩＮＥ＠による顧客とのホットラインづくり

岐阜県 有限会社テキスタイルラボ 120000205884 ホームページを制作し、新事業の認知度ＵＰによる顧客獲得

岐阜県 株式会社光葉 1200001018425 コロナウイルスによる仕出し事業強化、販路拡大の宣伝広告の構築事業

岐阜県 ｋｏｕｇｅ － 焼き立てクグロフの販売スペース設置による固定顧客の増加を目指す事業

岐阜県 有限会社えんがわ 2180002060031 複合機カウンター料金削減の１０秒見積りと販路開拓

岐阜県 株式会社寶蓮 4200001030377 “如一”“ＯＮＥＮＥＳＳ”ブランド構築事業

岐阜県 株式会社ＡｆｔＳｏｆｔ 4200001027324 飛騨高山の組紐づくり体験の団体の販路開拓事業

岐阜県 福栄楽器 － 和楽器店のネット通販多店舗展開による販路開拓事業

岐阜県 有限会社森瓦店 2200002026046 瓦屋根専門店から屋根総合専門店としての販路開拓事業

岐阜県 株式会社ハナムラ 8200001011803 バーチャルオフィス受付と営業支援ソフトの開発・販路開拓

岐阜県 株式会社Ｕ－ｕｐ 7200001031166 発達障害がい等の方専門の学習塾・名古屋校開校に伴う販路拡大

岐阜県 ビー．スティーロ株式会社 9200001022709 食器洗浄機導入による業務効率化と新メニュー開発による販路開拓

岐阜県 カットスペース　シード － 炭酸ヘッドスパの提案とＰＲ強化による新規顧客の獲得

岐阜県 シャルテ株式会社 6200001033329 子ども向けジャズコンサートの販路開拓

岐阜県 柘植卓球教室 － 名古屋圏内の卓球人口に柘植卓球教室を知ってもらう事業

岐阜県 株式会社みーおん 1200001032599 市内民間初の新事業ＰＲと安心衛生イメージ訴求による新規契約者獲得

岐阜県 東山木材株式会社 1200001019381 自社ホームページ　ウルトラリボーン計画

岐阜県 レッツゴー米粉キッチン － ネットを活用した動画配信と遠隔レッスンによる販路開拓事業

岐阜県 Ｄｏｕｇｌａｓ　ｈａｉｒ　（ダグラスへア） － 地域メンズ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 ｓｅｍｐｌｉｃｅ － 楽天広告による商品露出

岐阜県 有限会社安田刃物 3200002019247 全世界に発信する。さくさくと切れる美しい高級和風包丁の開発

愛知県 中国台湾料理　唐人館 － 「安心してくつろげる、美味しい家族中華」をおしゃれな店内でご提供！

愛知県 株式会社悠峰写真場 2180301023498 採用ＰＲ×インタビュー動画制作で企業イメージアップ

愛知県 株式会社ミネルヴァ 5180001135938 インフルエンサー活用による新規顧客獲得事業！

愛知県 老津木工有限会社 3180302006724
ＰＯＭｃｈａｉｒのワークショップ協力企業拡大とミニチュア椅子の試作によるＰＯ
Ｍｃ

愛知県 ヒョウタンベース － 機械装置の導入による落花生加工食品の販売展開

愛知県 ｉＳｔｅｐ　Ｐｒｏｄｕｃｅ － 主婦が活躍できるテレワーク推進事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 きらめきフィットネス － 新運動器具導入による肥満等生活習慣病改善計画策定と販路拡大

愛知県 アンジュ株式会社 9180301022221 トイレのリフォーム及び鏡台付き商品お試しスペース、物品陳列棚の増設

愛知県 株式会社りあふ 7180301029458 外観リフレッシュでイメージアップ！もうお客様は迷わない！！

愛知県 株式会社ｂｒｉｄｇｅ 6180001137388 人と人との架け橋に！とっておきの音楽祭ｉｎ名古屋で販路拡大

愛知県 有限会社ワタセイ 9180002067755 ホームページリニューアルと看板の設置事業による販路開拓

愛知県 株式会社ジャミン 4180001134800 コロナに負けるな！ショッピングサイトで外出不要の収益アップ

愛知県 有限会社スターネスジャパン 2180002058934 独自Ｖｔｕｂｅｒ用いたＹｏｕｔｕｂｅ動画によるＯＡ機器の販売促進

愛知県 Ａｒｕｍｕ － Ａｒｕｍｕの「スーツお直し特化のお店」知名度アップ事業

愛知県 Ｓａｐｅｕｒ － 店舗移転に伴う改装と販売促進活動

愛知県 Ｐｈｙｓｉｏ　ｆｉｔ －
コンプレフロス／ミニループバント／スーパーループ　ユーザー／指導者講習
会

愛知県 マーガレット一家 － 幸せ招く　教育研修　～獅子舞でコミュニケーション力と縁起力をアップ～

愛知県 Ｌｉｆｅ－ｅｎｒｉｃｈｉｎｇ　ｐａｒｔｎｅｒ － モバイルバッテリーシェアリングの販路開拓事業

愛知県 株式会社氷屋川久 1180002065700 設備投資・販促品購入による販路開拓

愛知県 オフィスアールエス － 忙しい販売スタッフのためのリモート研修動画の制作とＨＰ整備

愛知県 Ａｎｇｅｌｉｃａ － 魔法のバブルｍａｒｂｂ導入による販路開拓

愛知県 テットヘアー － 自社ウェブサイトを活用した情報発信と販路拡大

愛知県 株式会社ＬＪ 4180001122211 フリーパーパー掲載、チラシ配布ＰＲで新規開拓

愛知県 伸　整体院 － 来店予約システムを導入したＷＥＢサイト新設による新規開拓

愛知県 株式会社ａｓｕｌｉｎｋ 7180001124220 建設業システム「ヒトツナ」を世の中に広めるための販促物の作成

愛知県 えいぷら － オンライン英語学習機能の試作開発、モニタリングと販促活動

愛知県 株式会社Ｋ２ 1180001130959 解体工事仲介サービスのサービスＰＲに向けた自社ＨＰ制作

愛知県 大丸食堂 － 郊外型居酒屋におけるキッチンカー導入でのイベント出店戦略

愛知県 株式会社ＤｏｏｐＣｏｍｐａｎｙ 5180001129948 ＨＰリニューアル、チラシ配布ＰＲで新規開拓

愛知県
株式会社ナレッジ・プラクティス・コンサル
ティング

6180001078087 オンラインでのセミナー及びコンサルティングによる販路開拓

愛知県 株式会社アリックス警備保障 2180001074379 新規顧客獲得の為の新たな販路確保と企業ＰＲに向けたＨＰの制作

愛知県 美容室ＶＬｕ．５ － ヘッドスパ、着付けを行うスペース確保による販路開拓

愛知県 千葉電化株式会社 7180001111516 社歴をキャラクターによりブランディングして認知度アップ

愛知県 株式会社ＣＬＥＡＲ 5180001091339 ｎａｎｏＹｏＴＭ光触媒コーティング事業で販路開拓

愛知県 エターナルフラワー － 「植育」活動の拡大を目指す独自ブランド構築事業

愛知県 株式会社カラフルコンテナ 7180001113925 東京都認定「まもルーム」を宣伝し認知度アップを図って販売促進

愛知県 株式会社ＢＢマネジメント 8180301026891 一人でも多くの、ユーザーの購入と地域高齢者の雇用サポート！

愛知県 株式会社ウイング 7180002088885 「建設業で行うドローン革命！」目指せ地域一番ブランディング事業

愛知県 株式会社ｉ　ｍｅｍｏｒｉａｌ 3180001120999 供養業界最大の展示会出展で小売店からモダン仏壇メーカーへ。

愛知県 株式会社厨房キング 1180001069223 自社通販サイトのリニューアルオープンと商品写真・動画の充実化

愛知県 株式会社ｒｏｏｍｏｏｎ 180001061516 【　新規顧客獲得と既存顧客の満足度アップによる売り上げの増加】

5 / 16 ページ



令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 井村食彩園 － 商品の紹介動画を使った自社商品へのファンづくりと販路開拓

愛知県 美ｗａｓｈランドリーｆｕｗａｌｉｓ － 「ふわりす」ホームページ刷新ＩＴ化と広告集客販売促進事業

愛知県 株式会社安形建築 6180301026695 “想いを伝え、選ばれる家づくり”による新規顧客の獲得

愛知県 ジャパンＨソリューションズ株式会社 4180001118976 タイ国際旅行フェア出展による個人旅行向けミニツアー事業開拓

愛知県 有限会社Ｓ．Ｔ．Ｅ．Ｐ 5180302011912
浜松地域で新たなサービス「腸整セルフマッサージスクール」の展開による販
路開拓

愛知県 ピノベーション株式会社 5180001125179 新製品カウンティットの広告宣伝と販路開拓、新規ユーザーの獲得

愛知県 広陽商工株式会社 9180001074075 一般消費者を対象にした３Ｄプリントサービス事業の立ち上げ

愛知県 株式会社ＤＳＡ 6180001126548 【ホームページ×ＳＮＳ】新事業の認知拡大＆商圏拡大事業

愛知県 整体院　加藤 － ホームページ式動画制作し環境アレルギーの顧客アップ

愛知県 らぅめん考房ありがた屋 － 新メニュー開発に伴う外観の改装

愛知県 株式会社レインボーペイント 3180001114506 モバイルファースト時代の地元密着塗装職人会社のＷｅｂ集客事業

愛知県 ＢＲＯＴＨＥＲ６９ － 若者向けＳＮＳ情報発信による販路開拓

愛知県 株式会社愛知防災 1180001126627 「ホームページ×ＳＮＳ」除菌剤の認知＆販路拡大＝売上増！事業

愛知県 ＣＯＮＶＩＥＲ（コンヴィエ） － 認知度向上による販路拡大及び地域社会の台所を目指す土台作り

愛知県 Ｋ’ｓ　Ｐｉｔ － ピンチをチャンスに変える！店舗力強化による売上アップ！

愛知県 株式会社Ｂ‐ｇｌｏｂａｌ 180301026737 軽飲食へのシフトによる豊橋の「若者の聖地化」計画

愛知県 Ｖｏｉｃｅプロ株式会社 8180001126273 『就活案内人』　就職活動をする学生サポートに向けての集客促進

愛知県 刈谷みさき薬局 － 「健康生活を応援する薬局」として健康食品の魅力をアピール！

愛知県 株式会社平松建工 4180001094524 大規模改修工事を獲得するためのドローン活用による提案営業強化

愛知県 株式会社イーヤス 2180001060511 商圏拡大に向けたＰＲ動画制作と動画広告配信事業

愛知県 株式会社石原 3180001095077 心身を鍛え、太田川から世界を目指すボクシングジム！

愛知県 ドリームハウス株式会社 8180301022445 新モデルルームを拠点とした住宅リフォームの販売促進活動

愛知県 伴洋太郎税理士事務所 － 誘客と愛着・信頼獲得のための新事務所改装と看板・サインの設置

愛知県 ＷＨＩＴＥＮＩＮＧ　ＴＩＭＥ － 来店予約システムを導入したＷＥＢサイト新設

愛知県 株式会社オフィスパフォーマンスラボ 6180001101526 青少年向け舞台作品の販路開拓

愛知県 株式会社一旗 3180001137275 産学連携事業「名古屋シメパフェ」収益化に向けた魅力向上施策

愛知県 株式会社コウ・ファシリティズ 7180001109808 人的営業の強みの見える化による新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社ホームドライ栄 5180301031283 愛知県初スニーカークリーニングチャリティイベントの開催。

愛知県 ＡＹＡＫＯ　ＴＳＵＧＥ　ＳＴＵＤＩＯ － 販路拡大のためのＥＣサイト新規作成

愛知県 有限会社久寿し 6180302013874 中国人客獲得と団体客の満足度向上を目指したＨＰ作成と設備改修

愛知県 厚切りニクバル　ＢＬＵＥ　ＢＥＡＲ － 「病院関係者をターゲットにした配達弁当＆ケータリング事業」

愛知県 澤田酒造株式会社 8180001093159 インバウンドや輸出を狙いとした斬新な外装のお酒の新商品開発。

愛知県 株式会社Ｂｅスタッフィング 4180001109538 研修のオンライン講座や動画配信の開発・販路開拓

愛知県 メリアボーテ － たった１０分／５００円！誰でも手軽にシミ取り美活！

愛知県 株式会社Ｃｈｅｅｒｓ 6180302011853 店舗壁面を有効活用！店舗ＰＲと広告収入の一石二鳥の事業

6 / 16 ページ



令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社ロンド・ベル 2180301027334 ドローンによる屋外点検でコスト削減の実現！

愛知県 ラ・ミモザ － チョコレートのブランディング強化と高湿度冷蔵庫の導入

愛知県 株式会社Ｙ－Ｓｔｙｌｅ 1180001128763 『ワーキングマザーの手帳』の販路拡大及び店頭販売強化

愛知県 つながる － ブランディングの専門家に依頼しＰ　Ｒ活動・販路拡大・売上向上

愛知県 株式会社Ｔａｂｌｅ２ 5180301031960 集客メディア以外の新たな販路確保と、企業ＰＲに向けたＨＰの制作

愛知県 株式会社ＯｎｅＳｔｙｌｅ 4180001122318 住宅設計プラン紹介のペーパーレス化による販路開拓事業

愛知県 株式会社すこや館 9180001114533 自社ホームページとポータルサイトの新規開設

愛知県 有限会社小山矢 4180302001253 「試射場・小売店」における看板を活用した弓道普及活動事業

愛知県 株式会社イーダ 5180302005617 独自ブランド「ＧＲＡＶＩＲｏＮ」の自社ネット販売システム構築による販路開拓

愛知県 ｃａｆ＆ｇａｔｅａｕｘ　ｋｎｏｈｄ － フルオーダーケーキのＰＲ強化と生産性の向上による販路開拓

愛知県 有限会社ヤマロク食品 6180302016043 地産地消の一般消費者向け自社ブランド商品開発による販路開拓

愛知県 株式会社ガーデンポット 1180301027632 地域一オシャレなエクステリア専門店へ

愛知県 和牛　ばんばん亭 － 最高のおもてなし空間づくりを維持するための化粧室のリフォーム

愛知県 有限会社エイト 6180302026158 「彫れちゃう」のパッケージ・チラシ・教本と「ましかく文ふみ」の制作

愛知県 酒味浪漫　笹や － ボートレース蒲郡を拠点とした新店舗出店による販路開拓事業

愛知県 ＫＵＲＯＦＵＮＥ株式会社 8180001131265 日本初の外国人向け「所得補償保険」の提供による売上増加

愛知県 オレンジガーデン － コロナウイルスの影響に伴う、お昼のテイクアウトの強化事業

愛知県 ＪＡＹＤＥ　フォト昴 － アプリ導入による予約サイトの集約化とカメラ購入による品質向上

愛知県 株式会社ファンファーレ 7180001135399 「ノンコア業務を削減　ＩＴを活用した経理改善」創業者支援サービス

愛知県 株式会社アクセス・イノベーション 2180001070659 インターネット・オンライン講座（構築＆構築サポートサービス）

愛知県 合同会社Ｈｙｂｒｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 9180303004267 認知度向上で新規顧客獲得・グループレッスンの構造的問題を解決

愛知県 有限会社ヘアドゥ・アズ 3180302023356
人もペットも同じ美容室へ～美容室レベルの高度トリミングサービスの提供
高濃度炭酸

愛知県 ＬＡＧＯＭ合同会社 180003020964 赤ちゃんから高齢者が集まるコミュニティーの場、集客を作る為の計画

愛知県 株式会社ＦＬＡＧＳコンサルティング 9180002034549 クラウド経理代行サービス業務リスティング広告と商品パンフレットを作成する

愛知県 株式会社ディパーチャーズ 2180001062838 新商品「建築の旅」を加えたスマートフォン対応ＷＥＢ　サイト制作

愛知県 有限会社タチ紙器工業 5180002018563 ＳＮＳ連携集客型ホームページの構築と自社ブランド力強化

愛知県 株式会社オスガーマシン 2180301016923 ホームページの全面刷新による新市場販路開拓

愛知県 東海プラニング株式会社 6180002083697 ホームページリニューアルにて、自社技術を最大限に魅せる！！

愛知県 ＳＩＬＡＴＵＣＡ － 他社サービスに依存しないホームページを使った自社集客事業

愛知県 ｅｃｏ　ｐｌｕｓ　Ｋ － 人体に優しい害虫対策の提供と光触媒コーティングによる新規開拓

愛知県 株式会社エムアンドシー 8180301012487 ドローン撮影技術習得で他社との差別化を図る

愛知県 カネイ接骨院 － 超音波治療機を用いた起立性調節障害及び腰痛治療サービスの展開

愛知県 株式会社まんてん．十 5180001090893 展示会に出展し、新しく作成したパンフレットで新たな販路・ＯＥＭ先の獲得！

愛知県 有限会社石黒商店 6180302015128 戦略的にホームページ（ＨＰ）を活用するＨＰリニューアル事業

愛知県 有限会社水谷農園 8180002081336 国内の国際展示会へ商品ＰＲの為の出展
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 共和接骨院エテーリア － メンタルダイエットへ導く書籍カタログと新聞折込による販促

愛知県 株式会社あづまやきものひろば 1180301031816 「きものサローネ２０２０」出展による新規顧客開拓プロジェクト

愛知県 有限会社河井塗装工業 4180302018116
新しい取引先の獲得で売上をアップするためのホームページと会社案内パン
フレットの作

愛知県 安藤不動産 － 自社をブランディング、相乗効果で成約ＵＰ

愛知県 メンタルコンパス株式会社 7180001131183 マーケティングオートメーション機能を持つＨＰ作成で販路拡大

愛知県 有限会社明和自動車商会 9180302023714 職人の修理屋から納得の説明のメンテナンスサービス会社へ

愛知県 株式会社らいひよ 7180301032040 新設ホームページの制作

愛知県 ＨＡＰＰＹ－Ｗｅｅｋｄａｙ －
オリジナル調味料（塩麹・甘酒）の販売によるおうちごはん代行サービスの受
注拡大

愛知県 Ｐｒｏｊｅｃｔ６ － 世界に向け情報発信！キューブアートでＳＮＳはバエ＆売上はバイ

愛知県 有限会社マツイ柔道整骨院・鍼灸院 2180002077538 パワーライントレーニングによる介護予備軍向け健康促進教室

愛知県 スタジオアスタリスク － 専属カメラマン付き撮影プラン新設事業

愛知県 五盟舎 － 鈑金塗装屋の強みを活かしたホームページ作成による新規開拓

愛知県 黒氏接骨院 － 最新超音波画像診断装置の設置による来院者数増加計画

愛知県 シンノスケオー － 店舗の移転改装によるクラフトビールファン２０人アップ！

愛知県 株式会社クラシア 8180001140398 集客ホームページの作成

愛知県 カネタコーポレーション株式会社 8180301012256 移乗リフト用補助ベルト及びスリングシートの開発と販促

愛知県 安城デンビール株式会社 1180301012568 地ビールの卸販売および販促品強化による販路開拓

愛知県 株式会社ＩＮＵＩ 8180001093811 耐火物用コーティング材「ｒｅｆｔｅｃｔ（リフテクト）」の販路拡大のためのＰＲツー

愛知県 ティーズフラワー － ＩＴ化を導入しホームページを開設しＢｔｏＣ・ＢｔｏＢの販路開拓

愛知県 株式会社マエダモールド 2180001093305 簡易的に装着でき、入浴も可能な人工乳房の販促強化事業

愛知県 株式会社ウエイト東海 3180001093725 人と荷物を守るＳ．Ｇ．ＢｓａｆｅｔｙＧａｔｅＢｏｘの販路開拓・展開のためのＰＲツ

愛知県 リラックスサロン癒眠 － 店舗の強みを明確にしホームページやＳＮＳ発信で顧客獲得を図る

愛知県 株式会社知多半島ナビ 1180001104839 ニーズ調査にもとづく新規開設ツアーのＰＲツール作成

愛知県 豊橋糧食工業株式会社 3180301006634 国産大麦使用「ヘルシー＆ビューティー商品」の開発及び販路開拓

愛知県 とうふプロジェクトジャパン株式会社 9180301023756 豆腐マイスター認定講座のオンライン対応及び多言語化

愛知県 株式会社古田商店 4180001140369 ユニフォーム用刺繍機導入で納期短縮・地域密着・顧客満足向上

愛知県 株式会社間瀬工業 8180001102266 脱・アピール不足！ｏｎｌｙ　ｏｎｅ技術の周知と販路拡大

愛知県 ハチスカ株式会社 7180301001763 オリジナル作業服のセミオーダーと女性専用作業服による新規開拓

愛知県 アトリエ・プチ・マロウ － ミニチュア・ドールハウスに特化したハンドメイド教室の拡充

愛知県 有限会社ステップワールド 2180302012500 当社の紋章を入れたショップ袋・看板設置で集客・売上増加狙う。

愛知県 カネタ水産株式会社 7180301023205 レトルト商品の開発、販路開拓

愛知県 合同会社クラッチワークス 6180003017860 女性起業家支援企画のｗｅｂサイト構築で売上ＵＰ

愛知県 創作和食風雅 － 非日常を感じる鉄板カウンター席へのランクアップ

愛知県 ソーシャルアゲージョラボラトリー － 自社ＰＲ＆かずいろナビゲーション主要化事業で新規顧客開拓

愛知県 メタルニクス株式会社 5180001095406 「先端材料技術展２０２０」への出展とＰＲ資料の作成
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社リーフカンパニー 5180001129700 利用者工賃向上のためのコーポレイトサイト構築事業

愛知県 株式会社イーズライフ 180301016203 企業向けホームページ並びにカタログ制作による新規顧客開拓

愛知県 株式会社鳥居工務店 7180301013148 プロセスを楽しむ家づくりのブランディングによる新規顧客開拓

愛知県 株式会社太陽塗装 6180301015327 自社製品いろさじの贈答品化で知名度＆売上アップ！

愛知県 有限会社稲垣石材店 8180302000805 高級料理店向けオーダーメイド石皿ブランドＩＮＡＳＥ販路開拓事業

愛知県 ＮＥＸＴＲＡ（ネクトラ） － ベンチャー企業営業支援コンサルティング事業

愛知県 アシュランスカーサービス － 最新システム導入で弱みを克服し若年層獲得事業

愛知県 株式会社山明 3180301012475 日本首都、東京で愛知県の野球グローブブランドの認知度を高める。

愛知県 株式会社ネクストフューチャー 1180001119886 予約機能付きサービスＰＲ強化ＷＥＢサイトへのリニューアル

愛知県 株式会社パーソナルツアーズ 9180001095220 「わんバス」依存からの脱却！新ツアー３本の販路開拓

愛知県 株式会社ライフイノベーション 8180001098975 来店予約システム機能付きレスポンシブホームページ制作

愛知県 株式会社ＣＳクリエイト 3180001103228 新規事業『非常用発電機の負荷試験点検』の顧客開拓

愛知県 Ｌａ．ｌｕｎａ － サロンの認知度を高める為の販促ツール、広告宣伝、ホームページの改良。

愛知県 ソルネイル － 自宅で子供を見ながらおしゃれを楽しめる♪子育てママへの訪問ネイル事業

愛知県 株式会社オールワン 7180001119963 遮熱で夏は涼しく冬は暖かい！快適な店内環境をお客様にご提供

愛知県 マジで株式会社 8180001110319 「クリエイティブ力」をＰＲするＷＥＢを活用した新規顧客開拓

愛知県 リリウイング合同会社 5180303003586 新たな機械導入による新規顧客開拓

愛知県 ＱＵＡＩＮＴ　ＣＡＲＳ －
敷地内店舗看板と各種宣伝活動実施によるレンタカー事業の認知度向上事
業

愛知県 株式会社グリュック 8180001085387 医療従事者向けオーダーメイド中敷きによる新たな販路開拓

愛知県 ナノ・テクニカ － 処理期限迫るＰＣＢ　処理を効率よく進める為の環境サポート事業

愛知県 江坂留衣税理士事務所 － ＨＰの開設による新規顧客獲得

愛知県 北川ダイヤモンド工業株式会社 7180001035392 宝飾向けダイヤモンドロウ付け部白色化技術開発

愛知県 株式会社ジェーピーマネジメント 2180001065345
オーガニック堆肥の及びこの堆肥で生産した野菜等の案内のホームページの
制作

愛知県 便利屋ネット － 「女性だけで行う生活支援サービス」で高齢者の方へ安心生活を！

愛知県 Ｃａｓｕａｌ　Ｂａｒ　Ｆｕｅｌ － 豊川駅前アメリカンカジュアルバーの楽しい魅力と情報発信

愛知県 株式会社ニットハウス貴副 1180001096580 生地を熟知した職人が生産する「ウイルス対策マスク」で販路拡大

愛知県 ゆう司法書士事務所 － インターネット広告を活用した相続業務の新規顧客獲得事業

愛知県 有限会社草漢堂 5180002069326 新規店舗出店とＬＥＤ液晶画面看板を用いた集客事業

愛知県 さの屋 －
看板とメニューボードの作成を契機とした集客力の改善での営業販売力を倍
増する

愛知県 株式会社ＣＲＡ 6180001128569 クラウドファンディングによる若年層の新規顧客獲得と認知度向上

愛知県 株式会社アイワ工芸 2180001029192 良い看板をつけると良い客が来る、魅力あるホームページ作成事業

愛知県 かなで行政書士法人 4180005017035 実績と新サービスを反映！ＨＰリニューアルで既存・新規顧客獲得

愛知県 株式会社ＳＴＯＲＹ 1180001136477 新型コロナ対策！ＷＥＢオンライン会社説明会をプロデュース

愛知県 石田畳商店 － リフォームするなら畳から！当店が住宅価値を上げるお手伝い。

愛知県 株式会社三田村商店 7180001018372 ウェブサイト再構築による海外ホビー市場の潜在ニーズ掘り起し
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社Ｏｃｅａｎ 3180001122517 器で創造する東海市の未来

愛知県 ナーディアム　Ｎａｒｄｉｕｍ － ナーディアムのブランド力向上と新規客獲得に向けたＰＲ事業

愛知県 有限会社トライプーム 7180302028104 新型コロナウイルスに負けない新たな事業モデルの構築

愛知県 株式会社ＭＯＮＤＩＡ 6180301032859 ホイスト設置による取扱案件の拡大と販路拡大で業績アップ

愛知県 株式会社愛水設備 1180001121181 ホームページの作成・販路開拓　ホームページの作成に伴う求人

愛知県 オアシス行政書士事務所 － 多言語による事務所案内のパンフレット作成

愛知県 株式会社黒田商事 7180001053411 販売管理システムの構築による、効率的な販売拡大。

愛知県 コア・クリエイション － 企業のＣＳＲ活動とＳＤＧｓを小中学生が探究するセミナーの実施

愛知県 株式会社ｖｅｇ　ｗｏｒｋｓ 1180001137632 植物性商材専門の展示販売会　プラントベースＥＸＰＯ２０２０

愛知県 株式会社ブローニュ 2180301013284 ＨＰリニューアル及びネットショップ開設による新規顧客開拓

愛知県 フォールトトレラントパートナーズ － Ｗｅｂを利用した自社のイベント仲介事業ＰＲで新規顧客開拓

愛知県 ぜろ花 － 新規常連客獲得と出前・お持ち帰り体制の整備による販路開拓事業

愛知県 株式会社ポルム 2180301012344 来店予約システムを導入したＷＥＢサイトリニューアルで新規顧客獲得

愛知県 株式会社ワイプ 3180001090169 動画制作における撮影業務の完全内制化事業

愛知県 ＶＩＣＴＯＲＩＡ　ＬＩＮＥ株式会社 6180001133767 エステ店のＨＰリニューアルと美容製品の通販ページの開設。

愛知県 理容わかこ － 中高年女性の満足度・リピート率ＵＰ！お顔そり美容法のＰＲ事業

愛知県 Ｎ．Ｔ．Ｍ － サービス予約機能付きのＷＥＢサイト制作による新規販路拡大

愛知県
名古屋松原法務事務所（司法書士・行政
書士）

－ 集客特化ＨＰ作成により、相続・外国人法務の集客・販路拡大

愛知県 株式会社アプライトネス 4180001133100 脱、下請け！子供向けプログラミング学習アプリ開発事業

愛知県 山本富彦税理士事務所 － 既存クライアント、新規クライアントの掘り起こし事業

愛知県 やっこ酒店 － サーバーレンタルで「家飲み応援サービス」事業による販路拡大

愛知県 有限会社シエスタ 4180002047209 簡単に美味しく飲めるティーバッグタイプの香り高いコーヒーのＰＲ事業

愛知県 Ｌｉｎｏ －
お客様ニーズが高い新規事業「ロミロミマッサージ」実施に向けた改装等と認
知度向上

愛知県 結婚相談所ミヤビマッチング － 名古屋初！　コミュニケーション障害の方専用　婚活の教科書　の提供

愛知県 株式会社ＡＢＣ　ＨＯＵＳＥ 7180001057296 ＳＮＳやＨＰ、Ｗｅｂシステム開発による販路開拓

愛知県 食品百貨有限会社鈴木屋食料品店 180302013217 青果店だから出来る、地域顧客ニーズに合った高品質加工品の販売

愛知県 有限会社山六商店 8180302014185 単独展示会を通じ潜在顧客との接点強化

愛知県 株式会社エモーサル 2180001059231 ＷＥＢサイトによる次世代リーダー育成研修の販路開拓

愛知県 あま整骨院 － ラジオ波の導入により、施術効果の向上と新たなニーズの獲得

愛知県 トーヨーホーム株式会社 1180301006396 新規事業（ローコスト住宅）のネット集客プロモーション事業

愛知県 カットハウスミッキー － 「理容難民」の受け入れのための環境整備

愛知県
パーソナルトレーニングスタジオ　ｗｉｖｏ　ｃ
ｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ

－ スタジオの強みの再認知と地域社会の健康増進スタートアップ事業

愛知県 株式会社東光開発 5180301029195 遺品整理業務の販路拡大を目指したＨＰ・チラシ作成による宣伝事業

愛知県 国府宮ジェラートユーグレナ － 地球環境に優しいジェラート店を目指して

愛知県 株式会社住岡 5180001124354 焼肉屋さんの動画を活用した業務効率化と販路開拓
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社チームエイシア 1180001131767 Ｗｅｂプロモーションを活用した新商品の投入と顧客獲得

愛知県 美容室プロシェ － 若年層集客をターゲットとした、店舗看板改修による販路拡大

愛知県 Ｋ．Ｍ．Ｋ．株式会社 2180001113500 新型コロナウイルスの影響打破に向けた屋根工事の売上拡大事業

愛知県 レンカイネスノーボード － オーダースノーボード等の試作、設備・サービス拡充、販路開拓。

愛知県 Ｐｕｒ　ｈａｉｒ － 店舗移転に伴い新機材・新メニュー導入で顧客満足度の向上

愛知県 株式会社ＢＬＯＯＭ 3180001135171 採用ＷＥＢサイトと訪問予約機能付きサービスＷＥＢサイト制作

愛知県 株式会社名古屋不動産管理 2180001072606 名古屋テレビ塔で営業するサードプレイスラウンジの宣伝広告活動

愛知県 東海ビジネスサポート合同会社 3180003020603 コスト削減と顧客満足度向上を実現するブランディングサイト作成

愛知県 テラ行政書士事務所 － 認知度向上の為の雑誌広告と翻訳効率の改善の為の翻訳ソフト導入

愛知県 有限会社たけ屋みずほ 6180002009826 着物で人との絆を強くする「着物と和文化を楽しむ！モノからコトへ」

愛知県 株式会社美里花き流通グループ 9180001068408 コーデックスの魅力を発信するランディングページ作成による新規顧客開拓

愛知県 イベントカンパニー　スージーハウス － 名古屋観光特使就任を活かした「べんてんや」プロモーション事業

愛知県 株式会社ＩＮＡＮＡエンタープライズ 2180001070295 映像コンテンツ配信が可能なホームページ作成

愛知県 社会保険労務士事務所コルトス － 中小企業の採用を支援するプラットフォーム「仕事場劇場」の開設

愛知県 合資会社日ノ出薬局 3180303002771 地域Ｎｏ１漢方薬局店になる為の視認性改善による新規顧客開拓事業

愛知県 特定非営利活動法人コネクトスポット 1180305008901 自費サービス利用者の獲得に向けた居場所スペースのリニューアル

愛知県 株式会社トマト 6180001129559 社内研修での人間性教育と、利用者獲得のためのホームページ作成

愛知県 ＧＯＬＤＢＬＡＣＫ － ホームページ開設による一般周知とチラシ配布による売上ＵＰ

愛知県 ＡＵＴＯ　ＳＴＹＬＥ － 楽しい空間と時間を提供し、自社のファンを増やす販路開拓事業

愛知県 伊藤隆一建築設計事務所 － 商店街と共生する設計事務所の新オフィス兼ショールーム開設

愛知県 株式会社ＳＫＧ 2180001070592 ヘアケアメニューで高単価×人材育成＝サロンの活性と顧客満足

愛知県 星野生花店 － 生花の品質維持向上と店頭販売の強化事業

愛知県 ベジキッチン・グーグー － コロナによる来店客減への対策、およびＷＥＢ　ＳＨＯＰ販路開拓

愛知県 株式会社コウジ 9180001044914 地域事業者連携／買いとりくんＰＬＵＳ　ＶＡＬＵＥ事業推進

愛知県 ヘアーサロントリイ － 内装工事、設備工事　内装を床屋のイメージから美容室風に

愛知県 クーセイズ株式会社 2180001095912 福祉業界に特化したバックオフィス代行事業展開に向けた販路開拓

愛知県 株式会社カタチヅクリ 6180001130772 自己表現を通じてビジネスを経験するサイト：Ｙｏｕｒ　Ｙｅｌｌ

愛知県 株式会社三光工務店 3200001026392 古建材・古道具を活かした家づくりの提案による新規顧客開拓

愛知県 ピーシーエスインターナショナル株式会社 2180001064041 自社ホームページ作成によるノベルティグッズの販路拡大

愛知県 有限会社井上製作所 4180302017902 ホームページ更新とパンフレット作成による認知度ＵＰ

愛知県 有限会社京屋 5180002071678 プロショップ検索システム「ＰＳナビ」で販路拡大

愛知県 ＶＯＬＴＳ（ボルツ） － ＨＰ認知度ＵＰ！不測の災害に負けない会社作り！

愛知県 Ｐｉｓｔｅ － インスタグラム広告を活用した販路拡大

愛知県 落合畳店 － 業界初の自社開発商品「石畳風和畳」販売におけるプロモーション事業

愛知県 安川　和子 － イベント「産フェス」２０２０～共に生きる～の事前ＰＲ・開催
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社たかはら 1180301022939 自店をブランド化！「プレミアムオーダーマットレス」の拡販事業

愛知県 株式会社味岡人形 4180301000157 全て手作り世界に１つだけの似せ雛をご提供！オーダー事業

愛知県
神戸育ちの串焼屋むさしココラフロント豊
橋

－ 地元の食材を使って地域循環型経済を！小さな焼鳥屋の挑戦

愛知県 株式会社プリテック 5180001065607 ホームページの新設による助聴器の認知度向上と販路拡大

愛知県 カイロプラクティックシンケアー蒲郡店 － 高齢者と若年層をターゲットにした新規販路開拓と売上減の回復

愛知県 松下精肉店 －
自宅需要を掘り起こす！和牛焼肉店のホームページ改修によるテイクアウト強
化

愛知県 ロコモセラピー － 健康増進プロジェクト「カラダ快革」事業推進

愛知県 有限会社ほなが 6180302004386 新規来店を促進する着物お手入れのＨＰ作成とブランディング強化

愛知県 タンゲ化学工業株式会社 5180001097930 東京インターナショナルギフトショーへの出展で売り上げアップ

愛知県 有限会社光輝 8180002060075 自社ＨＰの開設による新規顧客開拓並びに売上増大と新入社員確保

愛知県 中川　匡亮 － ＳＮＳを最大活用した新規顧客開拓手法の導入

愛知県 リカトレーディングビューロー合同会社 8180003018213 フィンランド発サウナスパ用品でカジュアルギフト需要を取り込む

愛知県 株式会社ＡＡＡｓｕｐｐｏｒｔ 1180301028408 ＶＲ（仮想現実）を活用した就労移行サービスの販売促進

愛知県 株式会社アジャスト 7180001105559 下半期を明るく照らすＬＥＤ照明事業

愛知県 みなと行政書士法人 7180005018154 多言語の明るい看板で、相談しやすい事務所へ

愛知県 岡崎　二橋 － 郷土料理店の時代に合わせたキャッシュレス対応

愛知県 流星釣具 － ビワマス漁の補助設備

愛知県 株式会社しごとラボ 7180301033253 三河の障害者と企業を繋ぐ情報発信計画

愛知県 美ら海不動産 － 沖縄貸別荘の公式ホームページの更新等による予約数・売上の増加

愛知県 アマルグローバル株式会社 9180001117148 コロナで子供の来なくなった英会話教室のコロナ不況対策計画

愛知県 株式会社ｆｒｅｅ　ｂｉｒｄ 9180001131917 駐車スペース設置による京風古民家民泊の新規利用者開拓事業

愛知県 フフラベリ―ガーデン － 初夏の果樹園の楽しみを皆さんに届けたい

愛知県 有限会社ジェーワークス 8180002053888 軽量鉄骨工事による、本格的な会議室や書斎などのネット直販

愛知県 手ごねパン教室　ねっこぼっこ － ワンコイン体験会と地域情報誌ＳＮＳ広告を活用した販売促進事業

愛知県
天晴れ介護サービス総合教育研究所株
式会社

5180001131904 介護事業所向けＤＭ戦略によるオンライン介護教育事業の確立化

愛知県 株式会社ｍａｈａｌｏ 6180001128817 ホームページの刷新による「ＴＨＥ　男前計画」の販売促進

愛知県 ｃａ－ｃｏａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ － 情報発信ツールの整備による新規店舗のブランド価値向上

愛知県 未テイ － 新卒採用向けの映像制作の強化による東三河地域への販路拡大

愛知県 東陽住建株式会社 9180001083225 『暮らしの総合相談施設としての認知度の強化とサービスの向上』

愛知県 株式会社らいふＭサポート 3180001108210 旅館業の自社ＷＥＢサイト立ち上げによる販路開拓事業

愛知県 森山税務会計事務所 － 相続税及び不動産売却専用ホームページ作成による販路開拓

愛知県 有限会社フジ建材 6180002087979 ドローン活用による　新たな屋根点検による売上向上事業

愛知県 有限会社ヤマモトスポーツ 4180302010378 ソフトボールグローブ市場に参入し新規顧客獲得事業

愛知県 ＩＮＵＵＮＩＱ　ＶＩＬＬＡＧＥ － マルシェ出店者増加の為のロゴ・チラシ・ＨＰリニューアル事業

愛知県 合同会社イーポート 3180003009365 ＷＥＢプロモーション強化と内製化促進による生産性の向上
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 グリーンハウス株式会社 1180001112882 「中古マンション＋定額制リノベーション」の訴求と新規顧客獲得

愛知県 エグセファーム株式会社 3180001111395 Ｗｅｂ戦略強化による顧客の取り込みと販路開拓

愛知県 株式会社栄和工業 6180001001692 ホームページで強みをＰＲ！新規顧客獲得による売上拡大作戦！

愛知県 株式会社ハッピーフラワー 5180001126441 塊根植物の魅力を発信するホームページ作成による新規顧客開拓

愛知県 株式会社スギモト 9180001107990 ３６０°動画撮影による新規顧客の成約率を大幅アップ

愛知県 ＣＳホームズ株式会社 2180001061889 豊かなミライプロジェクト～ブランディングによる競争力向上～

愛知県 株式会社ＴＫアジャイル 9180301031387 直感的に伝わる新たな販促ツールを活用した新規顧客開拓

愛知県 株式会社アス・ライズ 4180001107624 黒川ホルモンのプチ改装による売上・利益アップ作戦！

愛知県 株式会社メタルドリーム 9180001125794 少量多品種品へ販路拡大を容易にする４軸制御加工の基礎技術開発

愛知県 ｃｏｔｔｅ － クロスメディア戦略による新商品の認知度向上の実現

愛知県 梶谷商店 － 付加価値をつけたタッセルの開発で売上アップ！

愛知県 株式会社ジェイフード 2180001096126 「いつも食べたい」をお届けしたい！本格かき氷専門店にじいろ

愛知県 片桐社会保険労務士事務所 － 企業と外国人の橋渡し促進を通じた企業成長支援

愛知県 ヨコイツトム建築設計事務所 － 縮小する戸建て住宅市場に負けない潜在的な顧客へのアピール

愛知県 波多野建設株式会社 2180301015462
地域工務店による住宅リフォーム＆リノベーション受注拡大のためのホーム
ページ強化

愛知県 株式会社アイディアライフ 3180001088551 仕入れ先拡大と、新サービス認知の為のＨＰリニューアル

愛知県 稲葉製綱株式会社 2180301010810 ロープ市場開拓。Ｂ　ｔｏ　Ｃ向けホームページリニューアル事業

愛知県 小田祥平 － 宅配ボックス導入による新規入居者の獲得と稼働率の長期安定化

愛知県 中原屋 － 製餡設備の導入による生産力の強化と販売イベントの充実

愛知県 エフリンク経営サポート － 仮想体験ゲームを取り入れた独自研修プログラムによる販路拡大

愛知県 ＢＯＤＹ　ＳＭＩＬＥ － 情報発信機能を強化したホームページ開設による顧客獲得

愛知県 株式会社お亀堂 1180301008624 ブラックサンダーあん巻きとおにぎりをウリとする若者層への訴求力アップ

愛知県 豊栄薬品商事有限会社 7180302009616 卸売から小売へ！顧客誘致への第一歩。

三重県 味佐々 －
空調設備導入で快適空間の提供と自社ＷＥＢサイトによる情報発信で売上向
上

三重県 ざっこＣｌｕｂ － 生産効率の向上と経営の安定化を目指した新規商品開発

三重県 香潮 － 強みである店主の腕前を活かした料理メインのＷＥＢサイトの再構築

三重県 有限会社秀丸 5190002010668 ペット同伴のお客様に快適な食事環境で満足度向上を図る

三重県 焼きよし － 地域一番店となるための業態転換・新商品の提供と販路開拓の取組

三重県 株式会社エリイ 9190001024723 Ｗｅｂを活用して営業・新規顧客の獲得・売上拡大

三重県 株式会社　みなとや呉服店 6190001010585 ５０万円のきものを安心して接客重視型ＥＣサイトの開発

三重県 なかの材木株式会社 190001009982 ホームページを利用して自社生産のレジンテーブルを世間に広める

三重県 有限会社うな勢 1190002019374 家族や親戚に着目した会食誘致のための新規開拓事業

三重県 株式会社日本エステティック企画 8120001162167 美肌再生＆漢方アロマ　メディカルエステ　檸檬　ｌｅｍｏｎ

三重県 株式会社素材舎 8190001021589 選んで楽しく味わえるお家で地産地消のテイクアウト商品の開発！

三重県 こてつ家 － Ｗｅｂ環境整備とデリバリー販売による新規顧客の獲得、売上拡大化
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

三重県 ヨイモノクワナ － 「ヨイモノクワナ」に集まる地元桑名を盛り上げる仲間たちづくり

三重県 株式会社トラベルラボ 3190001019737 旅行のプロのこだわりおにぎり事業で、販路拡大と潜在顧客開拓

三重県 株式会社鈴りん探偵舎 5190001025436 文系大学ベンチャーの全国展開に向けた京都・三重の２拠点体制化

三重県 モードショップ　ミキヤ － 創業７０周年でのホームページ新規開設と照明器具取替事業

三重県 株式会社アイシス 8190001008314 マルチチャンネル化次世代汎用型設備診断装置の開発

三重県 Ｔｈｅ　Ｂｅｓｔ　Ｍａｒｉａｇｅ － 情報発信力の強化とオリジナルメニュー充実による販路開拓

三重県 株式会社ナチュラル・リソース 1190001019747 三重県中部の清流三川を活用したウォーターレジャー体験拡販事業

三重県 ｅＬ － 伊勢で唯一のマツエク専門店としての知名度を上げ新規顧客獲得

三重県 クラフトアルマジロ株式会社 4190001005785 新規事業「チタンアクセサリー」の立上げに伴う販売強化

三重県 株式会社ウェザイン 5190001020461 ウェディング×観光！【泊まれる結婚式場】による販路開拓

三重県 ＹＵＫＩビジネスサポート －
障がい者の福祉の向上、介護事業者の処遇改善等をサポートする情報発信
による販路開拓

三重県 マルゴ株式会社 4190001010934 三重県飯高産の伊勢檜・伊勢杉の海外向け販路開拓ＰＲ事業

三重県 合同会社ｉｙコーギー 1190003002437 中・長期滞在に適した宿泊施設のブランディングと集客力の向上

三重県 株式会社大藤商会 3190001012353 築１３０年の古民家を活用！当社新事業のＰＲ・顧客拡大計画

三重県 スタジオバンビ － 自由度の高い新コンセプト型フォトスタジオの認知度向上事業

三重県 ＭＯＲＹ　ＴＲＡＤＥ － ＥＣモール広告を活用した新規商品ジャンル拡大と新規販路の開拓

三重県 ＡＣ　Ｔｒａｄｉｎｇ － タイアップ特集記事掲載・ＳＮＳによる店舗・ブランド認知度向上

三重県 有限会社お花ちゃん生花店 4190002016435 暮らしを彩る花企画、１本から購入できる定額制スマホウエブ構築

三重県 株式会社Ｋ＆Ｃｏ． 7190001026754 ブライダルギフトＰＲの為のネットとリアルの両面による認知拡大

三重県 株式会社岩戸の塩工房 8190001026844 自社ショップサイトと自社工場併設店頭直売を通じた直販強化事業

三重県 ＭＡＧしろあり駆除 － 顧客を増やす為の新規事業紹介をするホームページ・広告の作成

三重県 樋口建築 － 木材の魅力を最大限に引き出すリフォームの販売促進事業

三重県 川村養蜂場 － ホームページを活用した、こだわりの三重県産蜂蜜の販売促進計画

三重県 ファームハマグチ有限会社 2190002011041 農薬散布用ドローンによる作業効率化と生産性向上による販路拡大

三重県 フローラ － 外構・造園工事等の広報活動による売上拡大事業

三重県 プロスペイン － 脱下請け！地元塗装業者がホームページ制作により新規顧客獲得を実現

三重県 沖中造林株式会社 6190001011146 良質な木材を産出する波瀬林業の継承とブランド力向上ＰＲ事業

三重県 株式会社小川建築 8190001024294 ホームページのリニューアルによる注文住宅の売上拡大

三重県 グリーンライフ株式会社 9190001004948 地元の伊勢茶をふんだんに使ったプレミアムジェラートの開発

三重県 株式会社谷石材 8190001008537 開設１５年を迎えたホームページリニューアル事業

三重県 有限会社三鈴印刷 7190002007142 ワンツーワン新ダイレクトメール印刷サービスの販路開拓

三重県 株式会社世古工務店 5190001005140 ＳＥＫＯスクリューパイル工法を周知する看板の更新とＬＥＤ化

三重県 ＩＳＨＩＤＡ１０９８ － ダイレクト集客・独自メニュー提案型のサロンホームページ作成

三重県 グロウアップ　パートナーズ － 中小企業に特化したＭ＆Ａサイトの開設による販路開拓事業

三重県 酒テラス津Ｂａｍｂｏｏ － Ｂａｍｂｏｏの灯りと空気の綺麗な空間で癒しの地産地消居酒屋へ
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

三重県 株式会社助来 9190001019285 もちもち小麦のランチ・スイーツをご自宅で楽しむプロジェクト

三重県 株式会社ＵＭＯＵ 1190001022916 羽毛循環社会の構築による廃棄羽毛ふとんの回収

三重県 ラーメンいたろう － 原点回帰。ラーメンの品質と回転率向上で来店客数増加

三重県 両口屋 － ＨＰ刷新でメニューとご利用シーンを提案し「津のうなぎ」をＰＲ

三重県 ｃｏｌｏｒｆｕｌ　ｃｏｆｆｅｅ － 戦略的ＨＰを制作することで認知度と集客効果の最大化を図る

三重県 有限会社松本紙店 1190002014391 文化教室の楽しみな時間の創出、アートが身近であることを伝える

三重県 株式会社みらいと 5050001037115 焼き芋で作る春夏スイーツの開発

三重県 Ｃｏｌｏｒｆｕｌ　ＪＰ － テイクアウト商品の充実化による収益構造の強化事業

三重県 山信食品株式会社 4190001004036 脱価格競争。ＢｔｏＣの始動で自社商品のおいしさを情報発信

三重県 有限会社快楽亭 8190002013734 松阪の豪商文化を取り入れた商品開発による観光客の集客

三重県 株式会社アローズ 1190001022379 プロ機材でのイベント企画・社員研修の生配信サービス事業の開始

三重県 辻岡左官店 － 資材管理の簡略化と従業員の技術・技能の向上

三重県 Ｋ．ｓｔｙｌｅ － 創業後間もないため知名度をアップし受注拡大と設備強化を図る

三重県 ＰＣアシスト三重 － 高齢者でも安心！より安全・より快適になるパソコンメンテナンス

三重県 株式会社鍵助商店 1190001012099 働き方改革推進のホームページ開設による知名度上昇と販売促進

三重県 岡野不動産合同会社 7190003002571 空き家の仕入れと賃貸募集のための広告強化（賃貸住宅用）

三重県 株式会社アイ・Ｋ 6190001025187 国際宝飾展で伊勢真珠の魅力を海外に発信しよう！

三重県 テライ企画販売 － 自社ＨＰ作成によるイベント出店受注増加及び食品販売の販路拡大

三重県 今井工作所 － 新たな製品開発と自社一貫生産の確立に向けた製造環境の整備

三重県 株式会社舘養蜂場本店 9190001021373 買いやすさをプラス！九華はちみつオンラインショップＯＰＥＮ

三重県 有限会社村口畳工房 2150002007258 情報の見える化による受注の改善

三重県 ＦＰネットワーク有限会社 7190002009056 マネーセミナー実施による新規顧客獲得

三重県 有限会社丸井食品三重工場 8190002014402 自社発商品の拡充と広報ツールの充実を通じた新規販路開拓事業

三重県 株式会社対泉閣 3190001009382 広報活動強化による首都圏を中心とした全国への販路開拓事業

三重県 ＦＲＡＭＥＳ － シャンプー台の設置で充実したサービスの提供による新規顧客獲得

三重県 ナカモリ建築 － 「木材」、「自然素材」をキーワードにした注文住宅の新規顧客獲得事業

三重県 株式会社まちいろ 9190001025845 新規店舗の宣伝・既存店舗の新規顧客獲得の為のチラシ作成・配布

三重県 Ｆｏｒｅｔ　ｂｏｉｓ － 看板設置による認知度向上と近隣住民へのＰＲで新規顧客獲得」

三重県 中谷武司協会 － 大量生産の為の工房設備刷新・通販サイトでの広告で新規顧客獲得

三重県 Ｍ’Ｓ＆Ｃｏ． － 電飾看板設置、ショップカード制作＆ポスティングで新規顧客獲得

三重県 エターナルマリッジ － 日本で就労する外国人材向け日本語会話オンライン教室

三重県 株式会社エルマーナ 1190001013130 リゾート婚スポットは身近にある！当社・六華苑コラボＰＲ事業

三重県 ＥＣＣジュニア南魚町教室 － 商店街を寺子屋に！～大人から子供まで学べる昔ながらの場所～

三重県 ナカケンホーム株式会社 8190001024039 元大工の設計士社長がお客様に家創りの想いを届ける販路拡大事業

三重県 Ｃｈｅｒｉｅ株式会社 2190001023715 Ｇｏｏｇｌｅ　ｍｙ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ＆ウェブサイト＆専用アプリによる業務改善事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

三重県 有限会社深緑茶房 2190002015892 品質にこだわったティーバッグで新しい販路開拓

三重県 有限会社森電機 5190002002021
温暖化防止に向けた新冷媒対応機器導入によるカーエアコン修理分野の強
化

三重県 ひよこ鍼灸サロン － 既存サロンのブランドを維持し新たな顧客層を開拓する施術所増設

三重県 Ｌａ＇ｖｉｅ　　ｓｐａ＆ｅｓｔｈｅｔｉｃ － 携わるすべての人が美しく健康で豊かになるように世界に貢献

三重県 ふなえ食堂 － ふなえ食堂の定食をテイクアウトとバリアフリーで販路開拓事業

三重県 有限会社賛急屋 3190002013342 新たなＨＰとネットショップ開設で「なばり饅頭」を全国に販売！

三重県 アップルクス － スマートホン対応型ＨＰ改良等による空き家・空き地ビジネス開拓

三重県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｂｅａｕｔｅ　Ｌｉｅｎ － 心身ともにリラックスできる高齢化社会対応型のシャンプー台等の導入

三重県 株式会社三重農福支援センター 9190001024260 障がい特性に応じたバリアフリー化、訓練の効率化により生産性向上

三重県 さわ栄 － 地元食材にこだわった食事プラン強化で売上拡大を図る

三重県 美容室Ｆｅｌｉｒｅ － 創業３５年の美容室の歴史を次世代に引継ぐための販促プロジェクト

三重県 株式会社ロジセンス 4190001021733 「三重の求人企業」と「三重の求職者」を繋ぐブランディングの強化

三重県 みやざき接骨院 － 知名度不足の課題に対し初来院者を獲得の為看板と照明設備の設置

三重県 ＦＬＯＲＡＩＳＯＮ － 専門家の強みを生かした商品と通販サイトで販路拡大収益増！

三重県 インテリアマイスターＮ － 個人客に向けた自社ＨＰ作成と看板による販路拡大プロジェクト

三重県 株式会社エコクリ－ン 9190001011762 ＨＰ・チラシ等を用いた橋梁他公共工事使用材料の販路開拓事業

三重県 有限会社スタディー 2190002023862 駅看板設置・スマホＨＰ改良等による夏期講習に向けた新規生徒獲得

三重県 活水プラント株式会社 5190001014587 「太陽光発電によるヒ素排水の浄化装置の試作と海外販路開拓」

三重県 大野塗装 － 脱一社依存！ＨＰ・看板クロスメディアで真心サービスＰＲ事業

三重県 株式会社イセトー西尾商店 4190001014282 ＥＣサイト伊勢陶本舗（仮称）を立上げ三重の特産品を国内外に

三重県 株式会社システムイノベーション 3190001024943 中小企業のＩＴリテラシー向上を支援するＩＴ教育サービス事業の展開

三重県 グライドデザインラボラトリーズ株式会社 3190001014911 多言語化で既存ＥＣサイトをボーダレスに！！海外展開の第一歩！

三重県 シンジ総合法律事務所 － 事業環境悪化に伴う債務整理等に対応する広告と専門書籍の購入

三重県 ＯＦＦＩＣＥ－ＫＲＳ・エンタープライズ － 家族にやさしい、快適に過ごせる商談スペースの設置。

三重県 トータルアシストプラン株式会社 190001018832 住まい造りの拠点「森のすみか」を活用した技術をつなぐ住まいづくりＰＲ事業

三重県 株式会社おみくじ工房 9190001007199 防災用品情報に特化したサイトで企業の『備え』を全力サポート

三重県 ＭＵＳＥＡ － テイクアウト用新メニューの開発と発信による売上ＵＰ計画

三重県 有限会社美さき 8190002010731 「家族旅」需要を取り込む「夕食時間の演出」販促策と生産性向上
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