支援施策／有望ビジネス事業化サポート事業・有望ビジネスマッチング交流会
※あいち産業振興機構の紹介は P14-15 に。支援施策についてはＰ38に。
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有望性審査・評価

商談会
販路開拓

社のコンセプトは、“ セールスプロモーションをデザインする ”。
デザインも基本的に社内で行う。

有望ビジネス事業化支援事業

単独商品としての
販売プロモーション機会の再検討

イアントからの予算

あいち産業振興機構

ＳＰデザイン株式会社

まさに冬の時代。
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状況に合わせた路線変更を

点ではセールスプロモーション用の補
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単に携帯用セールスプロモー
ションのページを作成できる。

SP デザイン株式会社
住 所：〒 460-0002
名古屋市中区丸の内 1-14-24
ライオンズビル第 2 丸の内 9F

助ツールとしての確立を考えています。

電話：052-855-3555

その後、タイミングを見計らい面白い

設立年：2007 年（平成 19 年）
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資本金：300 万円
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※中小企業者が作成する、新商品の開発や新たなサービスの展開などの取り組みと具体的な
数値目標を含んだ 3 年から 5 年のビジネスプラン。都道府県などに申請して承認を受ける
と、政府系金融機関の低利融資、信用保証の特例、課税の特例等の支援措置の対象となる。

代表取締役 宇田 光宏
従業員数：７人
事業内容：広告・デザイン印刷、
イベント企画・制作、web コンテンツ制作、
セールスプロモーション
http://www.spdesign.co.jp/
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