
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５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 ｓａｃｏ － カヌレ製造のための設備拡充と新商品「焼き菓子」のＰＲ

岐阜県 ピュア整体施術院 － 遊休スペースを活用した効果の高い美容脱毛サービス事業への進出

岐阜県 居酒屋月代 － ＨＰ／オンライン商談による瓦工事・リフォームの受注

岐阜県 株式会社ＲＳＰ道の駅 4200001035384 ホームページ改修に伴う地方創生ビジネスの加速と販路開拓

岐阜県 株式会社せんがプランニング 5200001027942 高齢者の外出支援を旅行企画で実施・サポート。

岐阜県 合資会社サクラヤ化粧品店 8200003000432 柳ヶ瀬１００年経営存続に向けて新設備導入によるエステ業の強化

岐阜県 行政書士田中愛湖事務所 － 岐阜県の外国人雇用の専門家としての認知度向上

岐阜県 Ｃａｆｅｂａｒ＆Ｐａｒｔｙｌｏｕｎｇｅ結 － 低糖質についての認知と理解を広め、顧客を獲得する

岐阜県 米本接骨院 － ウェブサイト活用で自費施術サービス等見える化計画

岐阜県 （有）東和 3200002003242 ハウスクリーニングでの商圏拡大と技術力向上

岐阜県 株式会社唐箕屋本店 8200001003676 マイ柄杓の知名度アップと唐箕屋本店のブランド化

岐阜県 買取店わかば － 認知度アップおよび新規顧客獲得のための広告戦略

岐阜県 ｌｉｓ － 内装改装及びホームページリニューアル

岐阜県 株式会社イオス 1200001008145 ネット集客への切り替えによりマンパワー集客からの脱却

岐阜県 有限会社ケイズ 3200002001634 お店情報を積極的に発信！安心して足を運べるラウンジへ

岐阜県 共栄産業株式会社 8200001001663 ＷＥＢ集客媒体の強化による自社の認知度拡大と売上伸長

岐阜県 うかい整体 － 幅広い年齢層の知名度アップで、単価アップと新規獲得

岐阜県 手作りシフォンケーキのお店庵 － 戦略的販売による認知度アップと売上アップ

岐阜県 ＡｔｅｌｉｅｒＳＯＬ － 最新鋭シャンプーユニット導入による顧客単価増とリピート率増

岐阜県 ｌａ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ － 顧客体験の質向上によるスタジオのイメージアップ！

岐阜県 株式会社エコノワ 2200001009282 新サービス・オンライン・非対型の美容室専門、ゲーム型経営研修

岐阜県 陸上スクールアース － 陸上教室の可能性を岐阜から発信する！

岐阜県 ＳｌｅｅｐｉｎｇＬａｄｙ － エステで癒しの鍼灸治療。イメージ、売上アップ、新規顧客獲得

岐阜県 株式会社デジタルアドヴァンス 9200001035891 自社紅茶ブランドのテイクアウト専門ティースタンドの開設

岐阜県 株式会社旭建工 9200001028210 当社独自の〈ワンストップサービス〉で新たな販路を開拓

岐阜県 エステティックサロン空間スタヂィオ － アフターコロナ、輝く女性のために

岐阜県 江崎自動車 － 設備投資による事業展開で作業効率アップと個人顧客率アップ

岐阜県 合資会社三河亭 9200003000828 ブランディングによる新規顧客とリピーターの確保

岐阜県 家田紙工株式会社 6200001000304 美濃和紙製品の市場拡大と知名度の向上を目的とする展示会出展

岐阜県 ＬＩＬＹＯＧＡ － デザイン性の高い内装、什器導入に伴う顧客拡大への取り組み

岐阜県 株式会社村山 5200001005378 ＳＮＳなど様々な広告媒体を利用した集客戦略

岐阜県 岐阜麦酒醸造合同会社 3200003004826 地域密着クラフトビール販路開拓のためのオリジナルサーバー配置

岐阜県 ミトノマチ鍼灸整体院 － 新施術メニューの開始と新規患者獲得のためのホームページ改修

岐阜県 ＥＳＴＡＣＩ － キレイと癒しを提供するヘッドスパをホームページでＰＲ

岐阜県 株式会社西田花店 7200001016935 創業１５０余年の歴史ある花店による、ブランド力向上のためのＨＰ改修

岐阜県 株式会社グランドライン 9200001030926 診断機導入で整備効率向上と強みを活かしたサービスで経営強化
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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 ｃｈｅｒｉｅ － ＨＰとオンラインショップの開設で販路開拓による売上拡大事業

岐阜県 かっぽう宝 － コロナ禍による顧客ニーズに対応！個室改装による販路開拓事業

岐阜県 株式会社さし源 4200001030055 老舗宝飾店の信頼度や技術力をＰＲ！ネット広告・動画制作事業

岐阜県 株式会社光パートナーズ 7200001038327 当社の魅力ＰＲに向けた積極的な広報戦略・販路開拓事業

岐阜県 合同会社Ｌｉｎｋ 6200003005193 ＨＰの制作と案内チラシで当社の認知度アップによる販路開拓事業

岐阜県 Ａ－ＳＴＵＤＩＯ － オンライン体操教室の実施で「健康で幸せな暮らし」のお手伝い

岐阜県 女性専門整体ＫＩＲＡＲＩ － 整体を通じて笑顔の女性を増やすために～新規顧客獲得戦略～

岐阜県 ｙｏｇａ　ｒｏｏｍ　ＹＵＪ － 癒し空間であなただけのオーダーメイドヨガによる販路拡大事業

岐阜県 株式会社キタニジャパン 5200001024675 伝統的デンマークデザイン・リプロダクト家具の販路拡大事業

岐阜県 富士コンクリート工業株式会社 8200001025101 生産性の向上により、年間生産目標を達成。新規販路先の獲得

岐阜県 にこにこ音楽教室　音楽空間奏 － 新規生徒獲得の為の販路開拓事業

岐阜県 飛騨高山大衆居酒屋　飛騨の介 － 作業効率を高める店舗設備の導入で経営力を強化

岐阜県 白泉陶芸株式会社 5200001020922 ＂高田焼＂の自社成形体制の確立による販路開拓事業

岐阜県 株式会社早川不動産多治見店 2200001022946 昭和の家も積極買取！自社の特性を活かしたＨＰリニューアル！

岐阜県 株式会社Ａｓｓｅｔ 4010501041166 ＷＥＢマーケティングを活かした「新たなブライダル市場」の開拓

岐阜県 こなき屋 － ジビエ肉を用いたペット用ウエットフードの開発と販売事業

岐阜県 イチヤマコ陶器株式会社 8200001020481 小売店舗外装リニューアルにおける認知度アップと新規顧客開拓

岐阜県 美ヘア合同会社 4200003004742 高齢者に優しく通いやすい美容室へのビジネスモデル変革事業

岐阜県 ＯＦＫ株式会社 5200001037586 パンフレット作成による「機能性とデザイン性」ＰＲ事業

岐阜県 ＧＯＯＤ　ＤＡＹＳ　ＣＯＦＦＥＥ － 販売商品の製造とサービス提供を両立するための設備導入事業

岐阜県 Ｅｄｕ　ｈａｉｒ　ａｒｔ － コロナ禍での「美」の追求！予防美容で体質・髪質改善！

岐阜県 利隆 － プロの切れ味を持つ包丁をご家庭に！

岐阜県 有限会社ウエストウッド 4200002019510 販路拡大の為のホームページ作成

岐阜県 ＤＫ．ｓｔｏｒｅ － 目指せ事業拡大！海外国内への販路開拓・新商品投入・業務効率化

岐阜県 株式会社ユニティー 8200001032733 新規事業ＰＲのためのホームページ作成事業

岐阜県 ＳＯ★ＧＡＲＤＥＮ － 防災土を使った安全な街づくりに貢献！造園と外構工事のＨＰ作成

岐阜県 株式会社小川創業 4200001035260 高齢化社会に優しい！安心安全の外構工事をご案内するＨＰの作成

岐阜県 株式会社ＮＢＣ 5200001024246 新規顧客開拓のためのＷＥＢサイトを開設

岐阜県 焼肉りん － 洋式トイレに変更し、快適な食事ができる焼肉屋を目指す

岐阜県 たこ丸 － トイレ・手洗いの改装で、地域の憩いの場としての店内利用を促進

岐阜県 株式会社Ｂａｒｒｅｌ 2200001036789 ホームページで知名度アップ！イベントコンテンツで新規顧客拡大

岐阜県 株式会社花朝 4200001030740 店舗の統一・品質、提案力、作業効率の向上のため冷蔵装置の導入

岐阜県 Ｏｃｔｏｐｕｓ’ｓ　Ｇａｒｄｅｎ － テイクアウトメニューの開始と新しい生活様式に合わせた店舗作り

岐阜県 山淳製陶所 － 日本酒女子の酒器セットの販路開拓事業

岐阜県 保母生花店 － 内装外装大改造＆ＰＲで売上ＵＰ

岐阜県 株式会社ソラクリエイション 1180001135082 自社の強みを最大限に打ち出したＨＰによる、新たなる市場の開拓
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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

岐阜県 美‐ｙｕｉ － 看板設置と外観の変化による新規顧客獲得を目指す美容室サロン

岐阜県 株式会社マル五鐵構 4200001023810 マル五鐵構イメージアップ戦略で雇用拡大と売り上げＵＰ事業

岐阜県 手作りパンぱんグー － 安心安全なパンを作り生産効率をアップするための設備強化

岐阜県 佐野事務所 － 「１００年安心の土地測量業務」を一人でも多くの方に（佐野事務所拡張事業）

岐阜県 くうかい － テイクアウト需要に対応で売上確保

岐阜県 喫茶あまいろ － 朝採れ新鮮野菜の直売開始および感染対策の強化

岐阜県 ＥＣＣジュニア － ＳＮＳ、タウン情報誌を有効活用し生徒数の増加を目指す

岐阜県 株式会社和 8200001030679 店舗バリアフリー化で新規顧客獲得

岐阜県 有限会社ぱんごころ 1200002008012 ＳＮＳからのホームページアクセス増加と実店舗来店者数増加

岐阜県 那加接骨院 － 施術力が好評の接骨院が衛生設備環境改善で更なる売上アップ！

岐阜県 呑処　小とり － 店舗内環境整備で顧客満足度ＵＰ＆新規顧客獲得

岐阜県 阿部農園 －
売上向上に向けたニンジン包装パッケージの新規製作および加工業への業
態拡大

岐阜県 ｒｏｎｒｏｎ　ｓｐｏｒｔ － 地域スタジオの認知度向上と設備充実による新規顧客開拓計画

岐阜県 赤鰐 － ブランド力強化のための成長戦略事業の展開

岐阜県 有限会社村重商店 7200002028211 多機能性を含めた高化粧性の高い鋼製建具及び塗料を展示会で認知

岐阜県 株式会社エスウッド 2200005002309 新たな顧客ニーズ獲得と製品の販売強化のためのホームページ制作

岐阜県 パシャ陽和 － 健康コンテンツのオンラインイベント（サミット）開催

岐阜県 ＳＴＵＤＩＯ　ｃｒｏｓｓｉｎｇ － 「ペットのための工芸品」専門店（オンラインストア）による新規販路開拓

岐阜県 にぎり寿し勝 － 店舗前看板の作り替えとシートプリントによるＰＲで新規顧客獲得

岐阜県 初穂製菓株式会社 3200001017251 自社オリジナル商品開発とＨＰリニューアル及びＥＣサイト開設

岐阜県 株式会社ＰＥＡＣＥ 9200001028862 ホームページの作り替えとチラシを活用した新規顧客獲得

岐阜県 株式会社シマケン 4200001037686 建築プロ集団が造る中古リノベーション物件訴求ホームページ制作

岐阜県 株式会社丸亀工務 3200001018497 新たなホームページで知名度アップ

岐阜県 ＫＡＧＯＡＭＩ． － 新たな事業展開に向けた環境整備の取り組みによる新規顧客の開拓

岐阜県 四季の味　鈴川 － 知名度、集客アップを狙う、見易いホームページの作成

岐阜県 三代目　ＦＵＲＵＳＡＴＯ － トイレ改装と店舗周辺への広告宣伝活動による新規顧客獲得

岐阜県 太田板金工作所 － 個人顧客獲得のための事業所整備

岐阜県 株式会社ブレイン 7200001017727 ホームページの改訂による営業力強化と顧客のサポートの拡充

岐阜県 株式会社ｙｕｊｉｎ 6200002017272 ディナー客の満足度向上による販路開拓と衛生業務の効率化

岐阜県 ファインテキスタイル株式会社 1200001011438 ＫＩＺＩＡＲＡＩを使用したインターネット販売事業の立上げ

岐阜県 有限会社オフィス・ケイ 6200002011647 コロナに打ち勝つ！ゲストハウス、国内向け補完計画Ⅱ

岐阜県 有限会社音羽 3200002010486 高齢者対応の座敷用机、いすの導入による客の取り込みと新規需要

岐阜県 すし処左門 － 店舗入口をスロープ等にしてバリアフリー化

岐阜県 いこい　くつろぎの場 － アロマエステで女性の笑顔を引き出し家庭も社会も明るくする事業

岐阜県 ホッタ株式会社 7200001011498 新製品「Ｊブレスト」の販路開拓及び特価品専用ＥＣサイトの開設

愛知県 株式会社デコレクションズ 1200001013021 高性能カメラ機材による商品撮影で付加価値と売上向上
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愛知県 有限会社濃州堂 8180002056346 海外向けホームページと通信販売サイトの新規オープン

愛知県 株式会社建設キャリア 3180001105257 既存事業及び新規事業のインターネット販路開拓事業

愛知県 株式会社ウェブサービス 5180001059963 個人ネイリストマッチング。プロネイルを新規展開、魅力を発信

愛知県 加納接骨院 － ・電気刺激装置の導入による施術の効率化と既存患者の単価アップ

愛知県 株式会社ＵＲＢＡＮ　ＳＴＡＧＥ 4180001090498 広告活動の強化と顧客満足度の充実

愛知県 カムサ株式会社 8180001060175 ブランド戦略のホームページ独自化による販路開拓

愛知県 株式会社介護カンパニー 6180001135342 新・養成講座「男のための介護塾ｍｅｎ’ｓケア」新設及び宣伝

愛知県 有限会社小林商店 9180002050100 ＷＥＢを構築し、ＷＥＢ仮査定システムの導入で新規顧客をキャッチ

愛知県 株式会社ヒカリ美装 2180001062243 フローリング修繕方法をＨＰを通じてダイレクトに伝える事業

愛知県 ｓｏｒａ　ａｒｏｍａ　ｎａｔｕｒａ － 仕事に家庭に頑張る女性のオアシスになる安心サロン作り

愛知県 株式会社Ｃ．Ｉ 7180001145514 漫画を利用した大人がネット上で服装を学べるサービスの魅力告知

愛知県 滝寿司 － トイレ内改修による顧客の身体的負担軽減と快適な環境整備

愛知県 ＮＩＮＯ　ｃａｆｅ － 店内環境改修による顧客への快適な環境整備と身体的負担軽減

愛知県 有限会社荒木製作所 1180002010672 抗菌作用のあるタオルがけ＆タッチレスツール販路開拓事業

愛知県 株式会社クロックワイズ 2180001103749
介護事業の安定と発展のための利用者様とスタッフの確保をするためのチラ
シ作成

愛知県 株式会社Ｐａｃｈｉｒａ 9180001143350 『髪がつかない』衛生・日本製フック型カッティングクロスの開発

愛知県 株式会社加藤特殊印刷 5180001088673 個人顧客をターゲットにしたＨＰリニューアルとスマホ対応。

愛知県 Ｐｌａｉｓｉｒ　Ｓａｌｏｎ － 若年層・高齢層に向けたＨＩＦＵメニュー導入による販路開拓

愛知県 株式会社ハビラモード 1180001121735 ＷＥＢサイト・メディア立上げと、動画・ＳＮＳ活用による集客増

愛知県 株式会社エクセルパートナーズ 8180001068292 老人ホーム紹介事業におけるインターネットを活用した集客。

愛知県 ネクスト・ステージ株式会社 8180001108536 障害者就職率をＵＰ！障害者の就職全面サポート事業のＰＲ強化

愛知県 合資会社パール化粧品店 6180003001501 エステの予約・化粧品の購入に繋げるホームページ改修

愛知県 株式会社クレド 2180001089955 販路開拓の為のＥＣサイト『プライベートブランド化』

愛知県 宇佐美制研 － テスト用加熱装置制作による制御技術開発と展示会出展

愛知県 Ｍｉｚｅｎ　Ｔｅｌａｓ － 認知症ゼロへ、安心・信頼のサービス提供の為の新規販路開拓

愛知県 株式会社ＳＲＥＥ 6180001090736 防犯カメラ・サーマルカメラ新製品のＰＲ動画を制作し販路開拓

愛知県 有限会社泉企画 1180002054752 集客用動画制作とホームページの改良及び独自商品開発

愛知県 株式会社名古屋贈答 5180001010760 デジタルマーケティングを活用し地域密着を実現

愛知県 有限会社ユナイテッド・パシフィック 3180002061383 通学生、歩行者、自動車走行者に２４時間ＰＲできる校舎づくり

愛知県 株式会社ユニバーサル・スタジオ 8180001041729 女性の働き方を支援するコワーキングスペースの開設

愛知県 タイラ冷凍空調設備 － クライアントに寄り添う設備メンテナンスによる販路開拓事業

愛知県 サロンドフミコ － 化粧品の販路拡大を目的としたウェブサイトリニューアル

愛知県 株式会社フォーチュン 2160001011334 展示会出展と施設へのちらし配布によるオリジナル絵本の販路開拓

愛知県 株式会社ＬＩＦＥ　ＧＲＯＷＴＨ 7180001146099 ドローンを使った建築物の調査・測量事業

愛知県 株式会社八百玉 6180001011262 高性能冷凍庫導入によるお食事提供へ更なる「質」の追求

愛知県 武井化学産業株式会社 2180001139504 ホームページ開設と製品カタログ制作及び水処理剤の内製化
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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５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 Ｌｉｅｎ　リアン － 弱酸性美容法の導入、及びＷＥＢサイト構築による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社彩豊 7180001043049
外国人向け（英語・タイ語）のホームページ作成と新規顧客の獲得に販路拡
大のためのホームページリニューアル

愛知県 株式会社ＭＡＲＵＴＯ 2180001065857 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ！ブランディングによる販路開拓事業

愛知県 ＪＩＣトレード株式会社 2180001145733 シルクロードのオアシスからの贈物、輸入はちみつ普及事業

愛知県 株式会社トランスオーシャン 7180001136918 求人システム導入で求職者に様々な仕事を提案できる機会の創出

愛知県 Ｋ＆Ｒ － 脱毛ニーズの低年齢化を捉えた「親子ペア脱毛プラン」の新設

愛知県 櫻井鋼業株式会社 3180001057606 ホームページ作成による販路拡大、新規顧客獲得事業

愛知県 あおいコンサルタント株式会社 9180001048194 ・人事評価制度のマンツーマンオンライン構築

愛知県 ボディメンテナンスサロンスマイルミー － 高周波機器インディバで健康美サポートと広告による新規顧客獲得

愛知県 Ｇ－ｔｌｅ（ジートル） － 早期集客の認知拡大を狙った広告宣伝媒体を活用した販路開拓

愛知県 株式会社ＪＴＧ 9180001140678 ＡＩソフトによる外観検査装置システムの販路開拓

愛知県 てっぱんてつまる － 看板改修による店舗のイメージ転換で新規顧客の獲得を図る

愛知県 株式会社ハンティントン 2180001072952 既存店舗の余剰スペースを活用したバーチャルレストランの設立

愛知県 株式会社ヘキサゴン 6180001137330 ＥＣ事業者向けの新たなサービス展開によるＩＴ市場の活性化

愛知県 橋本司法書士事務所 － 債務整理に特化したオンライン予約対応のＷＥＢシステム構築

愛知県 ワールドトップ － 完全非接触テイクアウト対応可能な「からあげ店」の新規出店

愛知県 タイヘイエコロ株式会社 3180001095110 非接触型（ホームページ活用）車関連ＥＣサイトを構築し売上ＵＰ

愛知県 株式会社スマートノート 5180001134493 下請けから脱却するためのネット販路開拓事業

愛知県 ｏｔｏ － 新たにホームページを作成し、店の知名度アップと客単価向上の実現

愛知県 古道具めくる － 仕入れ強化のための買取先獲得と売上向上のための購入顧客の獲得

愛知県 弁護士　長江昂紀 － ホームページによる注力分野の受任拡大

愛知県 株式会社Ｒｏｘｙ 2180001140676 ＡＩ外観検査ソフトのための販売促進活動

愛知県 コスモス経営株式会社 6180001102053 新規プログラミング教室とアフタースクール開講

愛知県 ＳＡＭＯ　ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ － 新商品開発による売上増加及び生産性向上による生産量の増加

愛知県 トゥデイワールドワイド株式会社 2180001068463 オンライン型の営業への切り替えとＷｅｂ受注システムの構築

愛知県 ダイエットエステサロンｆｏｒ　ｙｕｕ － セルフ機械で接触時間を減らしコロナリスクを減

愛知県
パーソナルトレーニングスタジオＢＥＳＴ
ｓｔｙｌｅ

－ 子どもの足が速くなる「新感覚かけっこ教室」の販路開拓

愛知県 ＡＯＩ － ＡＯＩ写真館を知るきっかけになるＨＰ作成で注文依頼拡大

愛知県 勝美屋 － Ｗｉｔｈコロナに向け麺プラスαの一品料理、テイクアウトの販売強化

愛知県 ＣＯＯＬ　ＫＩＤＳ　ＣＬＵＢ － フリーペーパー掲載でママたちにもっと知ってもらう

愛知県 Ａｌｏｎｅ’ｓ － ニーズリサーチ型のＥＣサイト立上げとメルマガで顧客定着化

愛知県 株式会社渡邊企画 7180301029805 自ら大家だからできる！ｗｅｂマーケティングでの家財保険事業

愛知県 ゴートデザイン － ホームページ制作サービス『４９８！ヨンキュッパ』

愛知県 株式会社ニシノ・アイティ・オフィス 7180001058567 高級食材専門ネット販売「ＰＲＥＭＩＵＭ食品街」と「競り市場」

愛知県 ピノラ翻訳事務所 － プッシュ・プル型の集客強化と翻訳支援ツール導入による業務改善

愛知県 清川工業株式会社 4180001069105 個人消費者向け対象に行うビジネス形態への喚起
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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５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ＣＣＰ 2180001145221 情報発信Ｗｅｂサイトで地域活性化マルシェのブランディングと集客

愛知県 名古屋社会保険労務士法人 6180005017231 助成金・退職金導入に強い社労士法人をチラシでＰＲし、販路開拓

愛知県 特定非営利活動法人なごやＡｓｏｖｉｖａ 5180005018073 広報活動の拡充、オンライン・オフライン事業の拡大

愛知県 株式会社ＵＮＡＩＩＴ 4180001145104 ＡＩをメインとしたＤＸサポート事業における新規顧客獲得

愛知県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｂｌｕｅ　ｒｏｓｅ － 集客チャネル増強と店舗ブランディング

愛知県 ウォール株式会社 5180001119676 事業者向け外壁塗装のＷｅｂサイト作成による販路開拓

愛知県 クロスクローバ株式会社 1180001086796 仮想空間の業務利用を支援するＶＲパッケージの販路開拓

愛知県 株式会社松屋コーヒー部 3180001009375 デザイン性の高い梱包資材の開発による認知度向上と販路開拓

愛知県 レンカイネスノーボード － 新材料のテスト及び、新工程・新構造の開発とそれに伴う試作

愛知県 Ｃａｔｗｏｒｋ株式会社 6180003019329 １００％生プラセンタＵＮＵの通販事業

愛知県 リライト － セルフエステ事業における美容機器の購入

愛知県 もんじゅ鍼灸院 － 強みを生かした新規患者の獲得で稼働率を９割に！

愛知県 城谷税理士事務所 － Ｗｅｂと郵送で完結させる相続サービス「相続安心ＷＥＢ」の提供

愛知県 株式会社エルト 3180001126047 自社ＨＰ作成とチラシ作成による新規顧客獲得及び採用強化

愛知県 スマイル鍼灸接骨院 － コロナに負けない！心と体の健康を増進し次なるビジネスプランへ

愛知県 三井　陽子 － レンタルスペース事業の為の施設改修

愛知県 株式会社モリタ 6180001033158 １コから試作品が作れる「コンサルティング木型サービス」の開発

愛知県 大巧工業株式会社 1180003014549 熱絶縁工事ってご存知ですか？ＨＰを通じて工事を広く知らせる事業

愛知県 ア・ロッカ株式会社 9180001145636 質を重視した採用支援事業の競争力の強化と新規顧客の獲得

愛知県 ＣａｆｆｅＣＡＭＭＥＬＬＯ － 食洗器導入による業務効率化とテイクアウト販路拡大

愛知県 アトリエ・サンテンプル － 衰退している毛皮リフォーム業界の維持と発展

愛知県 株式会社みくにサービス 6180001062272 「思い出のつまった写真」のデジタル化事業を推進する。

愛知県 ヘアセットココ － 新規客獲得のための写真撮影サービスの宣伝、店内バリアフリー化

愛知県 ベトナムオリジナル株式会社 3180001121865 ベトナム国内でのＰＲ活動による当社の業務内容の広告活動

愛知県 有限会社ＤＬＯＰＳ 1180002019895 バッテリーライトとムービングライトの導入による新規顧客の獲得

愛知県 まつげ家Ｌｅａｆ － 育爪＆まつ育のすすめ！ナチュラル志向の消費者へ販路開拓

愛知県 株式会社横井ニット 1180001021282 大型の編み機でインテリア業界に参入

愛知県 株式会社ハハカラ 2180001145337 ベビー用品手配サービスのためのイベント開催による販路拡大事業

愛知県 リンクスホーム株式会社 3180001142399 独自スキームによる浄水器と蓄電池の宣伝用ＬＰの作成

愛知県 ワンダーウーマン － 新ブランド設立後、ＳＮＳ、インターネット広告による販路開拓

愛知県 中沢　梓 － ホームページによる大和絵の認知度向上とネットショップ開設

愛知県 株式会社Ｒ．Ｓ．Ｕ 8180001112249 おうち焼肉セット販売のためのＥＣサイト構築と運用

愛知県 株式会社さんもく 7180001138889 修繕実績のわかりやすいマンション修繕ＨＰで販路拡大！！

愛知県 ヘアーサロンイカイ － 老舗理容店リニューアルＯｐｅｎアピールのためのチャネル開拓

愛知県 司法書士　河戸結菜 － １００％ＷＥＢで完結！相続・遺言に強い司法書士商圏の拡大事業

愛知県 株式会社高木 3180001107897 新製品の販路拡大の為のＥＣサイト構築事業
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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５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 えいごのへや － ２０～３０代の働く女性向け、マンツーマン・小人数英会話レッスン

愛知県 Ｄａｙ － 訪問美容事業ＰＲのための動画作成、設備導入

愛知県 Ｈａｐｐｙ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ － 既存顧客を手厚くサポートするためのお香とワインのコミュニティ

愛知県 ＥＬＥＣＴＲＯＧＲＡＶＥ － 音響機材、アクセサリー製作ワークショップ実施による販路開拓

愛知県 株式会社プレシオデザイン 4180001137621 新規顧客開拓のためのホームページとダイレクトメールの作成

愛知県 北澤行政書士事務所 － コロナ後急増するビザ申請に応える集客重視型ＨＰによる販路開拓

愛知県 フレイヤ行政書士 － 空地と耕作放棄地問題を解決する！地域密着型宣伝広告とＨＰ更新

愛知県 株式会社特殊建販 9180301004715 リモートワーク＆新規ホテルなどに静かな空間を提供します。

愛知県 ＳＩＮＣＥＲＩＴＩＥＲ（シンセリティア） － オリジナルブライダルジュエリーに特化した店舗・教室のオープン

愛知県 ディスカバリー － 「コロナ禍でも安心・いつでもどこでも英語オンラインレッスン」

愛知県 Ｎｉｐｐｏｎ食の森あざれあ － 新規顧客・観光客の獲得およびお持ち帰りプリン専門店の開業

愛知県 株式会社ＮＡＮＯＲＵＳ 1180301033408 神経難病の原因解明用新解析装置－製造・販売を加速

愛知県 和真 － 「さつま芋の魅力を全国に！」ホームページによるＰＲ事業

愛知県 佐野技興 － 静止画から動画まで、作り手の思いを表現できる商品撮影

愛知県 トータルケア足の助 － ＨＰ刷新・予約システム再構築による利便性向上と新規顧客獲得

愛知県 株式会社オフィス線 6180301031191 メニュー開発の砦となる健康サロンに気軽に来られる駐車場整備

愛知県 合同会社ＥＯＴ．ｅｄｕ 4180303005006 オンライン予約システム利用の選べる習いごと事業で経営多角化

愛知県 株式会社三方よし 5180301012358 西三河に特化したＨＰリニューアルによる販路拡大。

愛知県 株式会社コノハ美術 1180301033837 ＨＰ開設、オリジナル商品開発、ＰＲイベントで販路開拓

愛知県 マシェリ － 耳つぼ痩身・体質改善、マシェリ認知度アッププロジェクト！

愛知県 有限会社高井技鈑 3180302001766 新規検査器具導入による検査・生産体制強化でロボット事業拡大

愛知県 寿々園グレープガーデン － ファミリー層への訴求力ＵＰに向けたスマホ対応ホームページ制作

愛知県 株式会社ｐｈｏｎｅｍｅ 7180301025449 インドネシアで半リアル展示会を開催する自社アパレル販路拡大

愛知県 株式会社ＲｅＬｉｆｅ 4180301028314 独自のエンディングノート活用による終活支援及び保険販売

愛知県 三河とんてきＪＩＲＯ － 通販用ＨＰ作成と販促物作成による新規顧客獲得計画

愛知県 クラシノアシストｔａｍａｃｏ －
「わかりやすい」「伝わる」ホームページで集客力アップと販路拡大を目指す事
業

愛知県 株式会社Ｎｏ　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ 4180301034601 インターネット活用による新規顧客の獲得と売り上げの増大

愛知県 株式会社ＹＣガーデン 8180301025605 ＂庭キャン＂提案を主体としたホームページのリニューアル

愛知県 有限会社ボデーショップ豊南 3180302009685 先進安全自動車・エーミング事業とコーティング事業の新規開拓

愛知県 ＬＵＭＩＡＳｃｏｃｏ － ホームページで安心安全な施術内容の紹介による認知度アップ

愛知県 勢川　大岩店 － 「インターネット活用による来店客とテイクアウト商品の販路拡大」

愛知県 株式会社ミック 9180301007296 自社ホームページリニューアルによる通販サイトの売上拡大

愛知県 Ａｃｔｉｖｅ（アクティブ） － 神経疾患後遺症者の健康維持・身体機能の向上への貢献

愛知県 四季焼き島　七五三 － 和式から洋式トイレへ、すべてのお客様に配慮できる店舗作り

愛知県 シューテック － ホームページを作成！ＩＴ総合提案で売上アップ事業

愛知県 株式会社オオバ 7180301005269 ＨＰリニューアによる不織布商品のプロモーション活動
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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５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 カーアドバイザーナイトー － 空調整備設備導入により、エアコンメンテナンスサービスで顧客開拓

愛知県 株式会社Ｓｔｙｌｅ 7011101086524 Ｓｔｙｌｅのステンレス加工技術の認知度向上による販路拡大

愛知県 アルソア輝世美 － 効率のいい宣伝活動で認知度向上！需要の獲得！

愛知県 株式会社マップシステム・アイゼン 5180301007151 二つの新サービス開始に伴うホームページの完全リニューアル

愛知県 勢川二川店 －
無線オーダーシステムの導入による業務の生産性向上及び顧客満足度の向
上

愛知県 コインランドリーコスモ岩田 － 高洗浄力提供による差別化のためのマイクロバブル発生機設置

愛知県 株式会社雅トータルデザイン 7180301026125 民泊事業におけるアウトドアスペースの整備

愛知県 Ｂｅ　Ｓｍａｒｔ合同会社 8180303004185 リトアニアの生地を使った洋服のセミオーダー販売

愛知県 株式会社中原屋 2180301033778 地域社会のおうち時間を充実させる製品の開発と販売環境の整備

愛知県 株式会社鈴木ゴム商店 7180301008759 自社通販サイトリニューアルによる消費者直販の強化

愛知県 株式会社シンデンコー 8180301005846 ホームページ作成による再生可能エネルギー事業の販促・受注拡大

愛知県 有限会社伊勢梅 2180302006378 情報発信＆衛生強化による、店内飲食とテイクアウトの両輪強化

愛知県 有限会社丸富 5180302009931 測量器の導入により、スピーディーで安全な廃棄物処理の実現

愛知県 株式会社ｗａｎｔ 8180301034259 ホームページ・データベース等のＩＴ活用による集客強化・円滑化

愛知県 ＲＡＴＥＬＳ － カーポート設置でツーリング需要にスピーディ対応し、新規顧客開拓

愛知県 株式会社カリス 7180301031133 時代に合った宣伝方法と集客に繋がる宣伝方法

愛知県 カフェレストラン　ルモンド － 集客力向上及び店内環境衛生面強化事業

愛知県 有限会社鈴木建具店 5180302011334 地元顧客をターゲットに看板・ＷＥＢ・ＳＮＳを連動させた集客動線の確立

愛知県 木下建設有限会社 7180302007157 事務所改装による新規顧客獲得事業

愛知県 有限会社兼子組 7180302007017 ＨＰによるサービスの明瞭化とオンライン商談への対応で受注の増加

愛知県 株式会社幡野ファーム 8180301032980 ホームページ開設による自社ブランド鶉卵の販売

愛知県 整体そら豆　ホシカボディーワークス －
衛生管理の徹底と５年後を見据え駅地下道への広告掲載で若年層の取り込
み

愛知県 株式会社アンプレシオン 2180301008755 ドライフラワーの内装で女性客を惹きつける魅力的な店内にする販路開拓

愛知県 景観設計マンタロー － ニュースペーパー式の販促物（リーフレット）の作成

愛知県 まめちゃ － 店舗移転を実施しての新たなブランド作りによる集客

愛知県 ローカーボカフェ向日葵 － 低糖質スイーツの訴求及び販路開拓

愛知県 有限会社一平 9180302006405 店内配置、配膳方法の改革による新時代に合わせた店舗運営の確立

愛知県 株式会社ＴＭＣ 6180001094002 ホームページ開設による新規顧客獲得・人材確保

愛知県 ＲＨ　ｆｉｔｎｅｓｓ　ＧＹＭ２４ － 新メニューによる心身の健康増進で、新規顧客獲得と顧客満足向上

愛知県 ラ・ミモザ － 焼菓子の大量生産体制の構築と新規顧客層の開拓

愛知県 いもちゅう満天 － 来店不要！！ＥＣサイト構築で、大学芋専門店の味を全国へ！！

愛知県 Ｃａｎｄｕ － 顧客満足度向上に向けた、学習方法導入と教室環境整備

愛知県 フォレスト株式会社 3180001135832 ホームページを活用した「オンライン面談」周知事業

愛知県 山正株式会社 6180001083954 消費者のどんなわがままも聞き入れるリフォーム部門の設立

愛知県
耳つぼ腸育ダイエットサロンＡＬＯＨＯＩＵＳ
Ｅ

－ 人生最後のダイエットをしたい４０代５０代の女性へ認知度向上する

愛知県 有限会社森本パソコンスクール 9180002079635 ２級建築士が運営するオンラインのＣＡＤ教室
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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５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 ｆｌｅｕｒｉｒ － 「育毛スパコース」で育毛＋コロナ疲れ解消＆顧客拡大大作戦！

愛知県
株式会社こうけつ鍼灸接骨院＆リハビリ
デイサービス

2180001105489 オンライン骨盤・産後矯正トレーニングＨＰによる売上増加

愛知県 つのだ頭痛整体院 － 産後太り・お腹のたるみを改善するエステ機で新規顧客獲得

愛知県 ＫｉｎｊｉＹＡＭＡＤＡ姿勢塾株式会社 8180001145397 販路開拓に伴うチラシ製作、ＳＮＳ運用委託、地域情報誌へ掲載

愛知県 俺達は株式会社 4180001139262 幅広い層への圧倒的に差別化された脱毛サロンの認知

愛知県 水野佐紀のファビュラスな音楽企画 － オンライン配信で音楽事業を！！

愛知県 株式会社レフア 7180001111623 ＨＰ・パンフレット等を作成し当社介護施設の魅力を伝える事業

愛知県 ＮＫ人事労務コンサルタント － ＩＴツール＆士業連携によるマルチコンサル社労士として顧客獲得

愛知県 ヨコイツトム建築設計事務所 － 自社のイメージをより具体的に伝える仕組みづくり

愛知県 合資会社安藤商店 7180003011350 老舗乾物屋の後継者による菓子だしが香る鰹せんべいの販路開拓

愛知県 Ｅｒｉｃｏ － オリジナルラッピングとパンフレット、新商品開発による販路拡大

愛知県 株式会社フジレック 4180001124867 ホームページから始める、運送情報のインフラ整備による業務拡大

愛知県 株式会社大友 7180001084588 脱下請け工事！高品質なエクステリア工事を提供する

愛知県 有限会社梶田機械工業 3180002076043 機械製造メーカーに向けた技術力・対応力の発信

愛知県 創作工房ゆみり － 動画で髪飾り制作講座の自動集客販売

愛知県 育学舎こころん － 子供の第３の居場所づくりのための認知度向上と環境づくり

愛知県 木工房玄翁屋 － 展示会出展での組子細工製品の販路拡大

愛知県 ＰｉａｎｏＳｍｉｌｅ － ピアノ導入期に特化した幼児専門コース開設による販路拡大事業

愛知県 はちまん整骨院 － 交通事故施術の販路強化！専用ＷＥＢサイトで顧客獲得！

愛知県 株式会社ミツボシ商会 9180001079297 販売チャネルの拡大による新たなターゲット層に対する販路開拓

愛知県 珈琲ｔｒｅｅ － 店舗存続のための新メニュー開発と新技術習得

愛知県 染付窯屋眞窯 － 工房内「ファクトリーショップ」オープンによる誘客・ファン作り

愛知県 有限会社リフォームレッツ 7180302016100 若中年層新規顧客に向けた『天使の住マイル』実現プロジェクトの実施

愛知県 コスメサロンまきや － コロナ禍でも楽しめるマスクメイクと肌磨きで女性のキレイを育む

愛知県 株式会社コスモフーズ 6180301010996 店頭看板の更新とホームページ作成によるテイクアウト事業の販促

愛知県 有限会社桑高自動車 3180302015353 次世代コンピューター調色カメラ導入による利益率の向上

愛知県 華山 － 「お家でプチ贅沢」を体験できる仕出しサービスの付加価値化

愛知県 和心創作料理つるはら － 回転率上昇＆少人数オペレーションによるウィズコロナ体制の確立

愛知県 株式会社タカハシ 4180301011146 地域密着カーライフサポートサービス販路開拓事業

愛知県 株式会社ピアルカ 6180301034310 そうだ！遺品整理・空き家整理はピアルカに聞こう！

愛知県 スペース － ドラ基地（オンライン予約システム）が運送業界を救う！

愛知県 株式会社上成総業 6180301028064 ホームページを活用した非対面営業での新規顧客開拓

愛知県 有限会社山六商店 8180302014185
ガス「集中監視システム」導入を通じた保安事業強化、遠隔対応、サービス向
上と省力化

愛知県 株式会社木楽家工房 9180301031676 ここにあった！お客様が求める建築会社！

愛知県 有限会社タツミＥＧ 9180302014845 ホームページ開設と会社案内作成による新規顧客開拓及び人材採用

愛知県 有限会社藤原業務店 6180302013940 新たに３ＤＣＡＤ導入による、エクステリア工事の顧客ニーズを実現
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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５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 岩原　秀臣 － 新たに真空包装機を使用しての商品品質向上による販路拡大

愛知県 株式会社ＧＯＯＤ　ＶＩＢＥＳ 4180301032695 店舗改装によりブランドイメージの強化と統一を行い売上拡大

愛知県 トータルデザインハウスまさーるボナミ － エステ専用スペースとスタイリング種類増加で販路開拓！

愛知県 リサイクルショップみけねこ堂 － 自社ＨＰで買取ＵＰ！顧客ＵＰ！３Ｒ社会を目指す！

愛知県 合同会社リアン 8180303003872 衛生管理上の少人数支援の促進・安全面強化簡易リフォーム工事

愛知県 株式会社杏村商店 4180301013910 ホームページで自社と自社商品のＰＲによる販路拡大

愛知県 有限会社豊明電気商会 1180302018655 地元高齢者層の電気関連の困りごとを解決する当社のＰＲ事業

愛知県 ウノシマビジネス － 製造ノウハウを活かした銀製品の名刺入れの製造販売プロジェクト

愛知県 岡本設機株式会社 2180301025453 「金属機械加工．ｃｏｍ」のトップヒット化全国展開による販路拡大

愛知県 えかく水野整骨院 － 店舗の駐車場を整備し、美容に興味のある顧客を獲得する

愛知県 ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ　Ｂｌｏｏｍ．ｓ － 教材・ＰＲ用動画撮影と専門家コンサルの利用

愛知県 株式会社スズマサ 6180301018511 デジタルサイネージを活用した不動産仲介業務の付加価値創出事業

愛知県 株式会社打田建築 8180301017916 レジンテーブル、レジンを用いた木工家具の試作品・見本の製作

愛知県 株式会社ＡＬＩＶＥ 3180301033224 「お花屋さんで働きたい」障害のある方の夢を叶えるプロジェクト

愛知県 有限会社ソットマリノ 6180002057107 地域の方々に海の楽しさ、素晴らしさを知ってもらおう！大作戦

愛知県 岡田農園 － 障がい者とともに、若手農業経営者に希望の光

愛知県 株式会社ＴＡＭＡＣＯ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 8180301034622 「紹介」で勝ち残る！自社のブランディング・広報体制の確立

愛知県 株式会社安栄工業 3180301034635 金属製品製造技術を活かした物流倉庫設備製造の販路拡大事業

愛知県 リポイント － 整備工場新設、看板新設による認知度ＵＰ、売上ＵＰ事業

愛知県 株式会社小野デザイン事務所 6180301027090 自社の競争力を強化する新商品開発とＷＥＢカタログ事業

愛知県 株式会社イタヤ 2180301015041 快適生活空間！健康壁＆ウイルス対策ショールーム実験ラボ

愛知県 株式会社光ツープラス 5180301024469 左官工事を伴う門まわり・アプローチ等エクステリアの販路開拓

愛知県 プチ・レノン － 訪問トリミングでシニアもシニア犬もみんな幸せになろう

愛知県 株式会社シェ・イシダ 9180301017436
【補助事業名】真空保存による冷凍・冷蔵ハンバーグ等の新商品開発で販路
開拓

愛知県 デントリペア　イトウ － 新サービス導入とホームページ制作による情報発信で新規顧客開拓

愛知県 Ｃａｎａ　Ｐａｎ － 新たなホームページ制作と新商品開発による新規顧客開拓

愛知県 美容室スージーズ － 美容室が取り組む「脱毛」新事業で若年男性の新規顧客開拓

愛知県 株式会社ＴＡＳＫ 7180301031380
【補助事業名】タイヤチェンジャー導入によるＳＵＶ車に特化した新規顧客開
拓

愛知県 オリーブ － 社交飲食業界に元気を！新規顧客獲得のためのＨＰのリニューアル

愛知県 ＰＲＯＭＥＴＨＥＵＳ雄友 － クラファン事業の基盤構築！新販路・新商品・広告宣伝・効率化

愛知県 旗元企画 － 太鼓のケア用品（太鼓革専用洗浄剤）の販路拡大事業

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２０２１」出展による新規顧客開拓プロジェクト

愛知県 Ｈａｕｎｄ － 排水管内部無料診断＆その場ですぐ問題解決サービス事業の開始

愛知県 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｈｏｕｓｅ　ＪａＭ － 繁忙期の業務効率化と新しいＪａＭ＇ｓ　フレンドの開拓

愛知県 株式会社鳥板 7180301031356 新サ－ビス「ドロ－ンで足場不要の屋根調査」で売上アップ

愛知県 粹 － 健康寿命を延ばすオーダーメイドインソールと整体で販路拡大
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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５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 有限会社津島冷凍機 6180002089694 特殊冷凍庫のプロモーションとＨＰを活用した新規顧客拡大事業

愛知県 ｄｅｔｔｅ － 小学生が登下校時に着れる熱中症対策のファン付きウエア製作

愛知県 杉浦　輝 － 訪問美容を通じて新たな需要を開拓して、売り上げの向上を実現

愛知県 ＬＩＩＬＹ － 完全個室のネイルサロン・男性専用の簡易脱毛サロンの開設

愛知県 合同会社ＳＶ 7180003020120 体組成計機能による生活習慣病等の指導改善事業

愛知県 オーバーコーヒー － コロナ禍に適応する業態転換の為の金山店改装事業

愛知県 パスタ食堂クオーレ － 看板リニューアルによる認知度・視認性の向上

愛知県 株式会社森物産 4180001096660 竹材を器に活用した一人用おせち料理の販路開拓

愛知県 親和塗装株式会社 7180001098984 地元で５０年！地域密着塗装会社の集客事業

愛知県 ｅｎｕ　ｗｏｒｋ株式会社 6180001102953 コロナ禍での売上アップを実現させるテイクアウトメニューの開発・販路開拓

愛知県 株式会社虹色 7180001142750 顧客との間に虹をかける、元請工事獲得のための認知拡大事業

愛知県 大釜　とし子 － 経営の型を作ってブランディング！販路拡大と新規顧客獲得

愛知県 ＨｏｍｅＰｌａｎｎｅｒ － 自宅から気軽にできる！オンライン雨漏り診断で顧客に安心を！

愛知県 Ｂｅｌｌｅｚｚａ － 着物レンタル付加サービスで新たな顧客獲得による売り上げ拡大

愛知県 柏原健美接骨院 － 非対面販売機能（オンライン受注）の構築と販路の新規開拓

愛知県 株式会社ＴＭＲ 7180001142916 新規障害者グループホーム認知獲得入居促進事業

愛知県 デントアフロ － 建造物、ショールームへのガラス研磨事業による販路開拓

愛知県 ドゥプラス － こんな時だから、理容のすべてを一本化！エステもできる理容室

愛知県 株式会社ローラン 4180001108647 新メニューをチラシとインスタグラムからの発信で新規顧客拡大

愛知県 株式会社フィジオリハ 4180001142332 女性理学療法士による女性のためのサロンオープン広報の取り組み

愛知県 株式会社アイエヌオー 3180001085573 インターネットを使い販路開拓し、新規分野へ参入する。

愛知県 株式会社ガーデンメーカー 9180001130877 本部・加盟店・顧客間の指導手段・連絡手段のＩＴシステム化事業

愛知県 自芯メイクサロン　万葉 － 「生涯健康」を提供するサロンへの移行と新規顧客獲得

愛知県 ドリームチャイルド － 新事業による新規客層獲得に伴う「リピーター育成計画」

愛知県 株式会社修徳 9030001119456 「誰でも簡単に栄養学を理解できる！」お役立ち冊子の作成

愛知県 一家株式会社 4180001119297 自社の認知度向上とコロナ時代の結婚相談所の在り方の模索

愛知県 ねこやしき． － キャットショー出陳レベルの極上の美と感動を提供。

愛知県 エムワイテック株式会社 4180001088006 日本の町工場を救う工作機械ＰＲによる販路拡大事業

愛知県 カフェドスプーン － 密閉から開放感のある空間提供による安心安全の明るい店づくり

愛知県 フローラル縁 － 冷蔵システム機器導入による販路拡大！

愛知県 Ｓｐｉｃｅ　ｉｔ　ｕｐ － ＥＣサイトで新規販路と顧客の開拓、売上増加

愛知県 大森食品 － 高齢者・買い物弱者を対象としたサービス強化事業

愛知県 尾張防晴 － 雨漏りで困る人を無くすためのＨＰ等を用いた広報活動

愛知県 有限会社長谷川自動車修理工場 5180002069689 新・中古車販売による、永く繋がる個人顧客獲得のための店舗改装

愛知県 すばる接骨院 － ＨＰ改修による自費診療メニューの販路開拓と新規集客の獲得

愛知県 株式会社一鍬 9180001075544 若年層女性客をターゲットとしたトイレ周辺設備改修工事
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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５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
クローバーキャンピングカーレンタル　小
牧店

－ 販売・仲介用の新規サイト作成と既存看板刷新による売上拡大

愛知県 株式会社ⅰサポート 8180001145760 企業の認知度向上のための広告チラシ、看板作り

愛知県 しんやま経営支援オフィス株式会社 6180001144343 来店しやすく長居ができる店舗整備による新事業販路開拓

愛知県 レディースカイロプラクティックＰＬＵＳ － チラシ配布・ｗｅｂ広告・新施術院のシート看板等で集客し売上向上

愛知県 西本ファーム － 『密』にならない農園への環境作りにともなう駐車場増設

愛知県 さめちゃん農園 － 販売チャンス獲得の為の機械導入と新規顧客獲得に向けたＰＲ事業

愛知県 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＣＯＬＯＲＳ － コロナ禍に対応する深夜バースタイルの脱却と新規ニーズの獲得

愛知県 メンズカットＦＸ東海南店 － 当店のウリをＰＲする看板設置で新規客増による“狙え”売上拡大

愛知県 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＰＡＲＫ　ＳＯＰＨＩＡ － 自身の経歴を活かしたオンライン英会話教室の新規生徒の獲得

愛知県 株式会社おうち受験 4180001143479 ＷＥＢ広告や営業の際にＰＲとして活用できる動画の制作

愛知県 有限会社メガネのジンノ 8180002087878 新規女性客を取り込みウェブサイトの構築

愛知県 有限会社インシュランストーカイ 2180002089021 ＡＩによる車両の塗装色ムラ低減とＳＮＳによる新規客獲得

愛知県 株式会社ＺＥＲＯ 2180001128993 ＳＮＳによる情報発信で、来店率＆リピート率の向上計画

愛知県 株式会社三つ星 2180001144735 ＨＰでの取扱い製品・施工実績紹介による認知度・信頼度の向上

愛知県 西田商事株式会社 7180001039492 提供サービス充実化に向けた挽きたてコーヒーの販売

三重県 株式会社虹の郷ナチュラルファーム 4190001022715 ＩＴ活用で世界基準の農業認証を取得し、野菜の安全性をＰＲする取組

三重県 ヘアーサロンクラウン － 新たな機器を導入し「理容エステ」を強みに新規女性顧客開拓を目指す

三重県 ｃａｆｅ　ハピタ － かわいくおいしくヘルシーに！違いの分かるあなたに向けたＰＲ

三重県 株式会社平野塗装 6190001022440 三重県内初！ショッピングセンター内で無料相談会の実施

三重県 有限会社ひまわり 6190002024163 入館（料）の不要の中食対応のお弁当・惣菜テイクアウトで新規顧客獲得

三重県 焼肉レストラン大雄 － お客様がより安心して来客できるような客席作り。

三重県 Ａｖｅｃ　ｔｏｉ　Ｍ － 「末永くお付き合い頂けるサロン」として新たな顧客を呼び込む

三重県 有限会社石川畳店 7190002019162 ついでにココも直して！が頼める畳屋の販促強化に大型看板も追加

三重県 有限会社ユニバーサル・ツアー 8190002022594 メインの売上を旅行業から空き家管理業へシフトする

三重県 ＩｎｎｏｖａｔｉｏｎＳｙｅｔｅｍ株式会社 2190001027699 インフルエンサー活用による新規顧客層の獲得・売上拡大

三重県 寿司天ぷら公太郎 － テイクアウト販売強化と真空包装機導入による食材の安定的提供

三重県 株式会社福原サービス 9190001021480 新アパレルブランド立ち上げ・１５トランプＷｅｂ開発で売上拡大

三重県 Ｐｉｌａｔｅｓ＋　Ｖｏｇｅｌ － 特徴あるパーソナルレッスンに新たにマシンを導入し、新規顧客層の獲得

三重県 Ｋｕｂｂｏ． － 新型機器導入によるサービス革新計画

三重県 ぱん屋ロキ － 「冠茶（かぶせ茶）生パスタ」の開発による安心安全の食生活提案

三重県 株式会社タイコー建設 4190001023036 海上土木をきっかけとした取引先開拓事業

三重県 株式会社東海製材 6190001015626 展示商談スペース設置とＤＩＹ対応で木材の良さを伝えて小売強化

三重県 ミニタウン － 専門店のような各種サービスで差別化！老舗美容院の若返り計画

三重県 Ｂｒａｍｖｅｒ’ｓ＆Ｍｙ　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ － 高級感のある血統書付きチワワと出会える店舗に改修して新規開拓

三重県 永田洋家具製作所 － 生産体制強化と「キッチンかんたんリフォーム」の提案で販路拡大

三重県 Ｄスタート四日市 － 今こそ起業家を応援！仲間と一緒に夢を形にする場所提供ＰＲ計画
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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５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 Ｍｉｒａｉ　Ｒｅｌｉｅｆ － お金がない人も老後資金三千万円の資産を作る！広告宣伝ＨＰ作成

三重県 株式会社Ｔ－ＳＴＹＬＥ 1190001021249 新店舗兼工場ＯＰＥＮ！個人顧客獲得の為、設備導入。

三重県 岡村サービス － 電動噴射器導入とＨＰ制作による売上規模拡大・経営基盤強化

三重県 末光智子 － ブランド構築、ウェブサイト作成、広告による新規顧客の獲得

三重県 株式会社アイマル 2190001028037 新たなサービスの展開による顧客層の拡大と収益性の向上

三重県 介護タクシーサービスポノポノ － ストレッチャー導入による搬送能力とＡＥＤ導入での緊急対応能力向上

三重県 石松園 － ロボット・電動式機器導入で受注範囲の拡大による新規顧客獲得

三重県 有限会社東光堂 5190002021186 １級技能士の表具技術を活用した、商品開発による新規顧客開拓

三重県 花屋のミリ － スタイリッシュな花器の設置で他店と差別化し売上拡大

三重県 ＦＬＯＲＡＩＳＯＮ － 学校教材用製品の特化と海外販売展開による売上増加！

三重県 有限会社スタディー 2190002023862 紙媒体とＷＥＢ広告の相乗による新規生徒獲得・売上規模拡大

三重県 株式会社ネオ 6190001018224 ＨＰとカタログの融合で電話対応時間１０％削減

三重県 株式会社ウミダスデザイン 7190001027067 「東海地方で１番安いＷｅｂサイト制作会社」の認知獲得事業

三重県 ユアースタイル － 大きな看板でメンズエステをアピール！！

三重県 共同テクラス合同会社 8190003003511 浄化槽保守点検の新規顧客獲得計画

三重県 伊藤塾 － ＬＩＮＥ広告・ステップ配信、紹介動画の活用による売上規模拡大

三重県 株式会社Ｔｗｅｌｖｅ．ＵＬ 2190001027022
最新の美容機器導入による、既存事業の非対面型サービスへの転換・販路
拡大

三重県 介護タクシーしょうわ － 介護タクシー利用者へのさらなるきめ細かいサービス提供

三重県 Ｋｕｔａ　Ｋｕｔａ － 新規顧客の獲得と高齢者に優しいコミュニティ空間の創出

三重県 株式会社えん 7190001019840 「脱毛＆発毛サロン」の個室化戦略による売上アップの取り組み

三重県 Ｙｏｕｒ　Ｐｌａｃｅ － ＷＥＢチラシとウィンドウシールによる広告宣伝で新規生徒獲得

三重県 Ｐｒｏｓ　Ｐａｉｎ － 脱下請け！事務所の新たな設置により外壁塗装の成約率アップ

三重県 炭焼珈琲ヨシダ － 本格的珈琲の販売強化及びテイクアウト商品の拡充で売上増加

三重県 Ｒｅ：ｓｅｔ － ＷＥＢサイト・チラシを活用したサロン集客・ブランディング事業

三重県 プレザントギャラリー美波 － 灯台下暗し脱却！アフターコロナ・３１年目に向け認知度ＵＰ！

三重県 有限会社渡辺運送 9190002002050 コロナ禍における非接触型ペットフード販売

三重県 株式会社ＳｗｅｅｔＨｏｍｅ 3190001020793 ウッドショックに負けない！アフターコロナを見据えた積極ＰＲ

三重県 なつめ薬局　ｃａｆｅ薬食同源 － 「薬」を減らしたい薬局「食」での健康を目指すカフェの認知度ＵＰ

三重県 ＭＡＮＹ（マニー） － 最新マイクロバブルシステム導入で顧客満足度アップして売上向上

三重県 ルフラン － 新種バウムクーヘンの開発と特大サンプルを用いた売上向上事業

三重県 μ － 新たな設備導入による新メニュー提案と既存顧客の客単価アップ

三重県 ＦＰ事務所オーキッド － ファイナンシャルプランナーの来店型相談室オープンのための環境整備

三重県 ビューティーサロンＭ － エステサービスの品質向上と化粧品の品揃えの充実

三重県 万縁有限会社 6190002004330 デジタルとアナログで行う、認知度向上と販促活動

三重県 喜心 － テイクアウト販売強化による新規顧客の獲得

三重県 有限会社迫本商店 1190002009458 パッケージリニューアルと看板設置・視認性アップで新規顧客獲得
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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５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 この真珠有限会社 3190002008730 展示会初出展による新たな顧客獲得大作戦！

三重県 有限会社ヤシマ真珠 8190002009922 ネット販売システムの構築及びショップカードによる新規顧客獲得

三重県 遊華人倶楽部 － 非対面型ビジネスへの取り組み及び店舗改装による販路開拓

三重県 にこさんこ － キッチンカーと実店舗の併用による製造体制の強化と販路拡大

三重県 有限会社リビングスペースケイ 9190002011084 自社ビル外観による「空き家まっち」の発信と自社・店子への誘客

三重県 やがちゃん － コロナ禍でも生き残る為の店舗移転によるテイクアウト販売の強化

三重県 ｍａｒｕｄＯＴ － 自家焙煎によるオリジナル珈琲豆の開発と商品化

三重県 シャンティ － コロナ対策で安心！サロン＆ホームケアで美肌新メニュー導入

三重県 Ｇｒａｎｄ　ｊｅｔｅ － リサーチシステムを核に楽天を入口にしたネット販売チャネル整備

三重県 有限会社川合建築 1190002015588 新規顧客の獲得・既存顧客からの紹介による販路開拓と拡大

三重県 有限会社岸部組 1190002013765 トラッククレーンの導入に伴う生産性向上

三重県 Ｄａｎｄｙ　Ｓｕｉｔ － ホームページリニューアル、広告による自店ブランドの認知度向上

三重県 有限会社丸辻共栄木材 1190002014400 木材の屋外展示場設置による売上向上計画

三重県 協興ツール株式会社 7190001010725 新規ＷＥＢサイト制作・公開による販路開拓と顧客ニーズの分析

三重県 有限会社松本紙店 1190002014391 地方にアートが必要であること、そのためにすべきこと。

三重県 天助株式会社 4190001022186 個人消費者向け販売促進のための自社ＨＰスマホ対応で売上向上

三重県 株式会社フェイスジャパン 9180001119524 建売住宅用ホームページの作成とウェブ広告の掲載に伴う販路開拓

三重県 株式会社マサキボウリングサービス 6190001024841 「健康ボウリング教室」開催による新規顧客の獲得と販路拡大

三重県 有限会社ナカムラ 9190002014194 県内初！ガス乾燥機のサブスクリプションによる若年層顧客の開拓

三重県 株式会社鈴生総建 5190001026491 ａｆｔｅｒコロナの為の家『たった１．５畳の自宅内職場』の周知

三重県 株式会社サロンワークス 4190001028101 理容・エステ業における労働力確保のための改善事業

三重県 Ｂａｒｂｅｒ　Ｓｈｏｐ　Ｎａｋａｎｏ － お客様への日頃の感謝を込めた２０周年キャンペーンの開催・ＰＲ

三重県 旭接骨院 － ＨＰのリニューアルで鍼灸、Ｏ脚、美容部門の新規顧客獲得

三重県 ｓｈｕｃｒｅ鈴鹿合同会社 6190003003356 確かな技術で女性の目元を美しく。鈴鹿の女性に元気をお届け！

三重県 ヤマダ鉄工株式会社 9190001005475 ＢｔｏＣシフトをめざすサブコンの“顔”たるＨＰと看板の作成

三重県 株式会社オーテック・鈴鹿 6190001006039 ホームページの刷新及びＥＣサイトによる自社商品の販売体制の構築

三重県 ｌａｕｇｈ　ｈｏｕｓｅ鎌田建築 － 訴求力のあるチラシ、看板で高断熱住宅市場の開拓

三重県 Ｌｅｇａｍｅ － キッチンカー導入による週末イベント以外の新規顧客獲得への取組

三重県 金子産業有限会社 9190002006167 テイクアウトカートを活用したＨＰを使用した新規顧客開拓

三重県 鈴鹿回路設計 － 伊勢木綿を使用した和モダンスピーカーの製造

三重県 セルフエステＭ２ － コロナ対策店舗への改装及びエステ機器導入で売上増を目指す

三重県 株式会社メイヴン 7190001027075 新技術ＨＤＲ風アニメなど採用ツールのサンプル作成で営業力強化

三重県 バリアフリーホームズ株式会社 1190001005573 『ガレージライフ』を取り入れた生活空間の提案促進と販路拡大

三重県 爽しんきゅう接骨院 － 店舗改装と広報強化による店舗イメージ向上と顧客開拓事業

三重県 美容室グッピー － 「安全」「安心」な地域の高齢者に喜んでいただける美容室づくり

三重県 有限会社千代田園芸社 6190002018586 観賞する庭から活用する庭へ。女性庭師の剪定技術の見える化
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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５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 Ｃａｆｅ　ＢＡＭＢＩ － テイクアウトスイーツ及び氷菓スイーツ開発及び販路開拓

三重県 株式会社富楽家 2180001131989 独自ホームページ作成と接触低減サービスの実施で新規顧客獲得

三重県 株式会社髙橋産業 4190001022178 近隣に不動産業のアピールと仕入れの強化

三重県 たがねや － 新システムでのお歳暮に向けての販路戦略と海外客の販路開拓

三重県 中村自転車商会 － 贈答品部門撤退に伴う空きスペースの有効活用事業

三重県 株式会社みずよし 8190001013925 コロナ禍でも癒され生きる力を感じる住環境づくりの提案強化

三重県 Ｒｅハコ － 新設備導入による顧客満足向上と広報強化による顧客獲得事業

三重県 株式会社サワノ楽器店 5190001008481 店舗存在アピール、来店誘導による売上げ・顧客獲得増強事業

三重県 三晃工業株式会社 4190001008482 廃番部品に対する修繕品の製造と修繕対応幅増加による販路拡大

三重県 株式会社スキルエンジニアリング 7190001008513 ホームページでの汎用機ＰＲによる販路拡大及び新規受注先の獲得

三重県 株式会社あおば 5190001025502 顧客層の若返り！新聞折込チラシからｗｅｂ集客へ。

三重県 Ｍｏｏｎ．Ｌｏｐ － 専用アプリ会員登録キャンペーンと来店予約制度開始で３密対策

三重県 株式会社中尾呉服店 7190001019650 写真サービス付帯による着物レンタル成約数増加と売上強化

三重県 Ｐｉｎｅ　ｔｒｅｅ － デジタルとアナログを活用した営業広告と売上拡大事業

三重県 株式会社デイ・プラフト 3190001028341 営業サイトの構築で新販路開拓による売上拡大事業

三重県 ヘアサロン　ＨＩＭＡＷＡＲＩ － 新たに始める癒しの空間。「美容屋さん」から「癒し屋さん」へ

三重県 株式会社冨久家 3190001023730
マイクロツーリズムの客層をターゲットにしたランチ営業で収益源の多様化を
図る

三重県 ＲＥＭＡＲＥ － 海洋プラ市場を作るＨＰ・ＥＣサイト構築と展示販売での販路拡大

三重県 美浦荘 － ＷＥＢサイトの構築による魅力発信強化と快適環境の提供

三重県 浜辺の温泉宿かめや － 器の一新。魅せる料理で新規顧客の創出

三重県 中央緑化株式会社 9190001007380 新規設備導入を行うことに依る、新たな領域展開における販路開拓

三重県 漁師めし　みなと食堂 － バリアフリー整備を通じた新規層集客の拡充および認知強化

三重県 岡本整骨院 － 超高齢社会を見据えた設備機器導入を通じて販路拡大を図る

三重県 生喜モータ有限会社 4190002010529 新定額プランとお手頃車検の　ＰＲ　による新規顧客の獲得計画！

三重県 有限会社松田石油店 9190002005128 地域初！買取専門リサイクルショップ開業による販路拡大
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