
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３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

茨城県 フィット双葉台テニスクラブ － テニス仲間との親睦を深める快適なオープンデッキの設置

茨城県 宮田理容所 － 快適性の高い理容椅子の導入による既存・新規顧客の来店客数増加

茨城県 髪工房ガルテン － 育毛利用女性客のための店舗環境整備・美化による販路拡大

茨城県 株式会社シーズンハウス 6050001003280 「住まいにユメプラス」ニーズに合わせて空き家をリノベ販売

茨城県 ととのいブライダル － 結婚相談所への新規入会促進に向けた婚活パーティーの実施

茨城県 助川接骨院 － オンライン問診リハビリ、ＨＰ予約システムと新規治療器の導入

茨城県 カメレオンペイントワーク － 店舗環境整備と異業種ネットワーク構築で間口拡大による集客事業

茨城県 株式会社フォーユー保険企画 3050001036903 フォーユーブランドの確立　素敵な出会いを求めてホームページ開設

茨城県 株式会社ケーズグラフィックス 6050001046032 フォトスタジオ新規顧客獲得のための広告戦略

茨城県 荒井自動車鈑金塗装工場 － 新たな顧客獲得の為のホームページ作成

茨城県 株式会社太陽自動車 9050001009399 明るい夜道で楽しくドライブ！安全快適な運転環境を顧客へ提供

茨城県 有限会社イチカワ企画 2050002010940 当整骨院の強みの訴求力や存在感アップのための看板・ＨＰ制作

茨城県 みらい整骨院 － 新規顧客層獲得及び品質向上の為の、治療機器購入事業

茨城県 須永ビルサービス株式会社 7050001018864 超速回転クリーナーの導入による新規顧客の獲得と売上アップ

茨城県 カフェ　ヌーベルクラシック － 若年層獲得に向けたエスプレッソマシン導入と店内の一部改装

茨城県 蜂須自動車 － 自動車鈑金・塗装のオンラインサポートによる販路開拓

茨城県 特定非営利活動法人ひだまり 8050005011559 歩行練習機器の導入による新たな利用者の獲得に向けた取り組み

茨城県 有限会社やなぎや 5050002024327 宴会需要（１０人以下）を獲得するための取り組み強化

茨城県 ふれんず美容室 － ミストデュオの導入による新規顧客の拡大と顧客満足の向上

茨城県 株式会社ロックスピリッツ 1050001041979 設備導入による充実した環境整備と地域での認知度向上

茨城県 ＴＣ関東 － 各種感染症拡大防止業務増加に対応する事業拡大

茨城県 株式会社ヘアペア 8050001038168 訪問美容サービスの提供による新規販路開拓事業

茨城県 株式会社荒井塗装 2050001047389 ＢｔｏＣへの販路拡大に伴うホームページ新設と広報活動

茨城県 綾部内装工業 － モデルルーム＆ストックヤードも可能な多目的スペースの提供

茨城県
ノエビア多賀茨城販売会社　ビューティス
タジオ　エヌズ

－ 防音フローリングとキッズスペース設置で顧客満足度と売上アップ

茨城県 笹音 － 常陸秋そばで新規顧客獲得するための広報活動と設備投資

茨城県 株式会社ワークスヤグチ 9050001011999 『福祉車両整備』への注力で新たな販路の開拓

茨城県 有限会社桐タンスのヤマキヤ 5050002044523 桐新商品の開発．販路開拓

茨城県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　Ｌ’ｅｃｌａｔ － 魔法のバブル導入でヘアエステの徹底・「予防美学」の提供の実現

茨城県 有限会社平田工業 5050002044911 擬岩工法を取り入れた外構工事業への注力・販路開拓

栃木県 株式会社大塚モータース 5060001016266 存在感のあるお店造りを実現！自動車販売事業の早期回復へ

栃木県 かもし家 － サービスの専門性向上とホームページのリニューアルで新規客の開拓。

栃木県 株式会社イナセハンディ 9060001029636 サインポール設置による新規顧客の獲得

栃木県 ヘアーサロンＳＡＴＯＳＨＩ － 訪問美容事業の拡大とＣＳ向上の新たなる挑戦

栃木県 株式会社クボ 5060001026018 ２業種の新商品開発と販路開拓でコロナ禍を乗り越える
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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３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

栃木県 ヘアーサロンナカザト － 店舗内装の刷新で、既存顧客の満足度向上と新規顧客獲得事業

栃木県 大谷石ふかし焼き本舗 － 大谷ポケットテラス出逢う繋がるコミュニティスポット＆ショップ

栃木県 株式会社Ｍ　ｓｏｃｉｅｔｙ 8060001032392 シュガーリングで花嫁をキレイにしちゃおう計画

栃木県 翔龍塾 － チラシを中心とした宣伝の強化により、生徒を獲得する

栃木県 株式会社工藤建設工業 5060001027008 ホームページ活用による民間からの舗装工事の増加促進

栃木県 株式会社ＣＡＮＡＮ 6060001031446 来店客に対する店舗イメージの向上及び既存客の満足度向上

栃木県 株式会社悟空 8060001029389 新規テイクアウト事業参入と国内量販店への新規販路開拓

栃木県 ｃａｆｅ　ｎｉｃｏｉｒｏ － ２階に子供服＆雑貨のお店オープンと屋外にフリースペースを。

栃木県 ＤＫＮレーザー溶接株式会社 4060001032000 新規製作金型向け新サービスのＷｅｂサイトを活用した販路開拓

栃木県 株式会社ピカテック 1060001019974 大型店舗の床面洗浄及びワックス塗布作業

栃木県 ひかりヘアースタジオ － エステ部門の売上増加と新規顧客獲得

栃木県 ｈａｉｒ＆ｚａｋｋａ　Ｈｕｂ － 来店頻度の回復と子育て世代の新規顧客獲得

栃木県 アトリエｍａｄｏ － コロナウイルス対策と新規顧客獲得による経営の安定

栃木県 有限会社大沼フレーム工業所 9060002035682 ３Ｄ溶接テーブルを用いた溶接作業を変える精度と効率の実現

栃木県 有限会社来陽軒 1060002037728 新規顧客獲得に向けた店内環境整備事業

栃木県 ギャラリー碧 － 地元作家の個展開催・作品販売のための広報活動

栃木県 サントラスト株式会社 8060001025776 顧客ニーズを捉えた宣伝活動による受注獲得計画

栃木県 オフィス・チーコ － 広報宣伝活動の充実と認知度向上による販路拡大事業

栃木県 有限会社古代瓦煎餅本舗香雲堂 7060002036179 看板及びリーフレットによる商品販売力強化計画

栃木県 ＳｐｅａｒＭｉｎｔ － 会社案内冊子とＷＥＢサイトを使った営業開拓事業

栃木県 ヘアーサロンイシバシ － 店舗改装バックシャンプー台設置に伴う女性客・若年層客獲得

栃木県 ＰＯＬＡ　Ｆａｉｔｈ － 外国人観光客を中心とした新規顧客獲得と出張エステの開始

栃木県 有限会社やながわ 3060002036975 オンラインからオフラインへ。ＨＰリニューアルでつながる販促計画

栃木県 トレーニングスタジオＦ．Ｅ．ＳＡＳＨＩＫＡＧＡ － 各種専門媒体を活用した集客強化

栃木県 ドッグサロンカラーワイズ － 店舗移転により看板・のぼり旗でＰＲ！店舗の周知と集客力ＵＰ！！

栃木県 株式会社ライフイン 4060001031778 事業用車両の迅速なサービス提供並びに新規顧客獲得のための販促

栃木県 サウスウエストパラダイス － 天窓改修による快適空間をめざす。＜ティータイム帯の強化＞

栃木県 有限会社ハイテック 3060002037032 ３Ｄ　ＣＡＤソフト導入及びＨＰ開設による広報活動

栃木県 美容室ｎａｔｕｒａｌ － 室内環境の整備によるお客様の利便性の向上事業

栃木県 有限会社大島自動車 1060002035649 最新機械導入と事務所トイレ改修による新規顧客の獲得計画

栃木県 カットスペース　コヤノ － 第一印象で選んでもらえるような店舗外観づくり

栃木県 食と酒　穂乃花 － 喫煙ブース設置で遠のいた客足を回復

栃木県 小平いき江 － 訪問マッサージ患者満足度と新規開拓

栃木県 有限会社テックプランニング 5060002016505 安心安全を求める新しい宿泊スタイルに対応する為のリニューアル

栃木県 株式会社大しま 6060001031264 ウェブ・チラシによる集客促進と店舗環境改善によるＣＳ向上事業
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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３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

栃木県 食酒空間コスモス － 看板の改装による新規顧客獲得及び厨房内の作業効率化

栃木県 奥日光ゲストハウスＪＵＮ合同会社 8060003002724 自然ツアー、日光の鹿革クラフトの宣伝及び電子決済機器導入事業

栃木県 はばたきせらぴぃ栃木日光店 － 新たなＷＥＢサイトと地域を絞り込んだ広告による販路拡大

栃木県 株式会社福田鉄筋工業 6060001025621 ○高性能設備機器購入

栃木県 ン・オリジナルカレー － 看板及び店舗リニューアルによる認知度アップで新規常連客獲得

栃木県 有限会社前田工務店 6060002025661 コードレス工具で工事先での機動力向上と作業スペース有効活用

栃木県 有限会社磯自動車販売 3060002026679 新安全基準に対応した機器の導入で車検受入数をＵＰ

栃木県 有限会社青木自動車整備工場 1060002025055 「大型車両用のリフト導入による販路開拓」

栃木県 まっちゃんキムチ － チラシやＨＰ製作で唐辛子日本一の大田原のキムチ専門店をＰＲ！

栃木県 Ｓｕｎｎｙ　Ｓｍｉｌｅ － 発電機、コンロにより販路開拓、看板、ショップカードで売上ＵＰ

栃木県 株式会社関谷モータース 5060001025416 新安全基準に対応した機器の導入で認証工場へステップアップ

栃木県 有限会社清水実業 4060002025382 テイクアウトメニューの開発・導入とＰＲ強化で新たな売上の柱に

栃木県 株式会社スリーアール 6060001023831 新しくオープンした自社エステサロンの顧客獲得のための広告宣伝

栃木県 蕎麦ほまれ － 蕎麦専門店として「こだわり」を広く周知！ＨＰによる新規客獲得

栃木県 Ｂｅバレエスクール － 新店舗で躍進！スクールの環境整備でバレエ生徒の拡大

栃木県 あずまカメラ店 － デジタルサイネージで効率的にＰＲし、潜在顧客獲得事業

栃木県 株式会社アーネスト 5060001022124 目に付く看板設置で新規事業「多肉植物の生産販売」をＰＲ

栃木県 有限会社片岡屋 8060002025222 和室に合うテーブル高座椅子導入とＰＲで販路拡大と新規顧客獲得

栃木県 羽石音楽教室 － 教室改装による受け入れ人数の拡大と看板設置による新規顧客獲得

栃木県 有限会社応竜 2060002025211 「とうがらし」×「お家で中華」による新商品開発と販路開拓

栃木県 有限会社元禄 9060002038933 顧客満足度の向上によるリピータ客増大、および客単価向上

栃木県 みすゞ － お客様の世代交代を進める情報発信事業とテークアウト品質の向上

栃木県
Ｂｒｏｗｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｓｃｈｏ
ｏｌ

－ 非対面レッスンによる新規顧客獲得のための取り組み

栃木県 麺屋だんとつ － 麺作りと餃子提供の強化で売上高アップを目指す。

栃木県 ＶｉＶｉ－ＵＰ － 主に中高年層をターゲットにしたお尻特化型ジムで新規会員獲得

栃木県 魚食楽　山心 － テイクアウト事業の本格化

栃木県 株式会社五十部建材 7060001027170 高圧洗浄作業効率化による売上拡大

栃木県 株式会社協栄社 3060001009296 お客様に心から喜んでいただける動画制作の実現

栃木県 有限会社山本自動車 8060002018845 新リフト導入による軽・小型車両整備の生産性アップ事業

群馬県 歓喜塾 － 看板・チラシ販促と施設改装による新規獲得

群馬県 株式会社ビブリー 9070001035930 新ジャンル商品の導入による販路拡大事業

群馬県 クイーンズガーデン － テイクアイト用窓口・販売カウンターの設置工事事業

群馬県 静和電気株式会社 8070002013845 ホームページ開設と電子カタログによる非対面型営業の推進

群馬県 株式会社ＳＨＩＤＯＨ 2070001036836 業界新聞、ホームページ作成事業によるパークゴルフ販路拡大

群馬県 株式会社美のくらし 7070001033110
高齢者向け本格的訪問美容の設備で生産性向上し、かつ施設利用者を笑顔
にする
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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３回受付締切分）
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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

群馬県 高崎土建株式会社 1070001007490 創業６０年の老舗建設業による事業承継を契機とした販路開拓活動

群馬県 ＴｏｍｉＤｅｎ株式会社 4070001029284 ダウンライト取り付けのＰＲに向けた自社ＨＰ制作を実施

群馬県 バグジー － 看板作成による顧客獲得、店内改装による居心地のよい空間作り

群馬県 アキモト設備工業株式会社 7070001036229 ホームページ開設等によるサービス＆利用者拡大

群馬県 アイハラ体操クラブ － 新規会員獲得のための換気扇設備導入による安全性向上

群馬県 高崎玩具株式会社 7070001007444 ホームページを活用したタイムリーな商品案内による新規顧客開拓

群馬県 山田食料品店 － 製造作業の導線確保及び整理スペース確保のための屋根取付工事

群馬県 ＫＩホールディングス株式会社 8070001027160 スマホ版ＨＰ新規作成・換気設備整備による感染症対策の徹底

群馬県 株式会社光影 4070001006845 小さな要望に寄り添い、販路開拓・利益率向上に取り組む

群馬県 有限会社矢嶋園 7070002012501 『ドリップティー』ＰＲのためのパッケージ刷新とＰＶ制作

群馬県 株式会社横山製菓芳房堂 5070001008700 甘納豆ドリンク等の新規開発による若年層への販売強化事業

群馬県 株式会社米田横堀建築研究所 3070001003406 誘導サイン・住宅雑誌活用による販路開拓

群馬県 Ａｉｌｅ　Ｈｏｔｅｌ － 国内旅行需要に対応した多世代滞在型宿泊施設のＰＲと客単価向上

群馬県 Ｂａｒ　ｋｅｉｚｏ － フレッシュフルーツカクテルのＰＲと店舗改装による集客力ＵＰ

群馬県 寺子屋　そろばん習字教室 － 看板設置とチラシ配布による認知度向上の取り組み

群馬県 たこやき　凪 － 新規顧客の販路拡大・ＰＲ計画

群馬県 スナックハートビート － 安心して落ち着いた雰囲気でお酒を楽しめる店

群馬県 ヘアーサロンたかはし － 女性のお客様でも気軽に来店できるお店づくり

群馬県 味蔵 － コロナ対策を実施し、安心できる店舗で新規顧客の開拓を図る

群馬県 合同会社Ａｌｌｅｄｇｅ 6070003003104 ストリートＣＭプロジェクトを確立するための販路拡大戦略

群馬県 株式会社キャリコ 6070001037112 発信型ホームページ制作と媒体掲載による求職者募集と事業ＰＲ

群馬県 美容室　ワンステップ － シャンプー台の更新による顧客満足度の向上と新規顧客開拓

群馬県 株式会社貝沢設備工業 5070001011191 ・地域住民の方々への周知による販路拡大と感染予防策の徹底

群馬県 ＫＴＧ高崎司法書士事務所 － 「家族信託に強い司法書士」の確立とＷＥＢ集客の強化

群馬県 ＷＯＲＫＡＲＴＳ合同会社 9070003003712 映像制作業務の強化と販路拡大

群馬県 焼き菓子の店　ＳＯ － ＳＮＳ連動のホームページ・カタログ作成による新規顧客の獲得

群馬県 有限会社大喜 7070002013235 ＷＥＢを活用した映える料理の情報発信

群馬県 Ｂｌａｃｋ　Ｔｒｅｅ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ － 認知度向上のためのＰＲ・ブランディング事業

群馬県 Ｍａｒｏｎ － 駐車場の整備による新規顧客獲得

群馬県 堀口だるま店 － ＳＮＳと連動した看板の設置による認知度向上計画

群馬県 アモリアージュ － 新メニューの導入等による新規顧客獲得

群馬県 温井自動車工業株式会社 6070001008030 日本の工場火災被害を軽減させるため当社消火車の全国普及を図る

群馬県 株式会社リプラス 9070001030881 高機能ドローンとインターネットを活用した非訪問型営業への転換

群馬県 株式会社ホットブラッド 4070001025671 ＢｔｏＢａｎｄＣ…両立を目指す自社ホームページの改革

群馬県 有限会社アカビ 1070002006384 送迎サービスとバリアフリー整備による中高齢者の販路開拓
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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３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

群馬県 株式会社アウトサイド設計 2070001036761 広報活動の組み合わせによる会社認知度の向上事業

群馬県 有限会社都丸洋服店 7070002003863 誘客強化の一環としての店舗看板の一新

群馬県 Ｂａｒｏｎ － 卸売部門を強化するため、生産能力向上化に向けた整備事業

群馬県 株式会社前橋タイヤサービスセンター 2070001002986 個人向け軽自動車用タイヤ販売強化による販路開拓

群馬県 ＮＣ鍼灸接骨院 － 出張整体の強化とＨＰリニューアルによる販路開拓

群馬県 珈琲屋たなか － 新種焙煎珈琲豆の開発および新たな販売方法による販路開拓

群馬県 株式会社アルファー企画 6070001000219 Ｓｈｏｐｉｆｙを活用したＥＣシステム構築事業

群馬県 柳ヶ瀬本店 － 高齢者や障碍者・ファミリー層誘客に配慮した店づくり

群馬県 髪と癒し　サロン高山 － とこやで脱毛！男磨きの新サービスで販路開拓

群馬県 シーエヌエーアソシエイツ － バリアフリー化による高齢者層の獲得

群馬県 プレジール － 訪問型スタイルのエステ事業の開拓

群馬県 株式会社八恭 1070001036390 新規顧客開拓と、ゼロ宣言の意義を唱える為の宣伝広告

群馬県 株式会社井上電気 9070001003838 後継者と若手社員が取り組むホームページ新設による顧客獲得事業

群馬県 ライフライン・サポート株式会社 5070001033681 地域で企業認知度を上げる、各事業のチラシ作成及びＨＰの強化事業

群馬県 井田表具店 － 暮らしのガイドブックへの自社掲載による新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社ミタフーズ 5070002024861 機会ロスをなくすための生産性向上事業

群馬県 ｋｏｕｆｕｅｎ － トータルビューティーを提供するためのエステ事業の新規展開

群馬県 株式会社ｐｅｒｋ 9011001109647 キャンプのためのオリジナルクラフトビールのウェブ販売事業

群馬県 ヂョウ美容室 － 美容室顧客の高齢化に対応するための店舗リニューアル工事

群馬県 Ｊｅｔ　ｂｌａｃｋ　ｂａｒ － ロックバーにおける女性の新規顧客開拓に向けた店舗改装事業

群馬県 有限会社樋口製作所 8070002024487 金型修理・メンテナンス事業の本格スタートとＨＰ作成による新規受注獲得

群馬県 サロン・ド・清水 － 高齢化社会への対応及び新規顧客獲得のための設備改修

群馬県 エンブレム株式会社 6070001015670 駐車場への看板設置による機会ロス削減事業

群馬県 ヘアースペースＮＥＯ － 理容室におけるカット利用者の新規獲得・看板設置事業

群馬県 株式会社群馬デスコ 6070001015910 小ロット向けライン増設による第一作業工程生産増強リフターの導入

群馬県 弁天屋 － 路面からの視認性・需要喚起力を高めるための店舗看板改装

群馬県 有限会社小太刀食品 4070002023435 顧客に安心して来店してもらうためのトイレ改修事業

群馬県 岡田和裁研究所 － 個人消費者を対象とした販路開拓のための広報戦略

群馬県 鳥正 － 足腰が不自由なお客様でも安心して来店できる環境整備

群馬県 ひのさかメディカルワークス合同会社 2070003003719
ワンストップポータルサイト機能をもつ自社ホームページの作成と遠隔相談シ
ステムの確

群馬県 株式会社フラックス 2070001017076 新サービス「素粒子プロトンエステ」開始のための機材導入

群馬県 有限会社スーパー森 2070002023783 店先販売のための店舗修繕による顧客満足向上と新規顧客の獲得

群馬県 恵びす － ファミリー客向け個室改修と昭和の駄菓子屋コーナーで集客アップ

群馬県 ロマン美容室 － 清潔・安心・癒しの空間の為の店内改装と店舗認知度向上事業

群馬県 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｓｔｙｌｅ　Ｌｕ：ｎａ － 新規顧客への認知度向上・販路開拓ツールを活用した売上アップ事業
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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３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

群馬県 有限会社田部井石材 6070002033597 お墓の初売りチラシによる知名度アップ及び売上拡大事業

群馬県 田端整体院 － Ｗｅｂ集客強化で新規顧客獲得による売り上げ増加

群馬県 株式会社ローズ 6070001036683 店舗看板の強化で誘客効果向上と女性専用・まつ毛エステをＰＲ

群馬県 花笠ファーム － スーパーマーケットに向けた販路拡大の為冷蔵保存設備の導入事業

群馬県 ｃｕｃｏ － ウッドデッキ活用による新しいスタイルのサロンづくりと情報発信

群馬県 合同会社Ｌｉｎｏ－Ｌｕａｎａ 6070003003021 看板設置とチラシによる新規顧客開拓

群馬県 平田ドラム教室 － 王道を抑えて、時代に合わせた新規顧客取得戦略

群馬県 株式会社ファンクス 8070001034636 新しい生活様式に合わせたＨＰによる感染拡大防止を核とした事業

群馬県 内外治療室 － ホリスティック治療メニューを、ＷＥＢで宣伝する開拓。

群馬県 竹澤畳店 － 見込み客のニーズを満たすＨＰ更新で新規顧客開拓を図る

群馬県 有限会社和洋菓子あんどう 9070002031524 新たな設備投資で顧客獲得計画

群馬県 三和販売有限会社 4070002029432 当社で企画した抗菌ポスターのサンプル配布とホームページの開設

群馬県 まゆパン工房 － お客様が利用しやすくより満足度の高い多様化の場所づくりの実現

群馬県 ＰＣアルターナ － こども英語教室－ヒューマンアカデミーランゲージスクールＦＣ

群馬県 Ｆｉｎ．Ｃｏｆｆｅｅ／ｂａｋｅｓｈｏｐ － 新規顧客を増やすための販路開拓と商品の作業効率化を高める対策

群馬県 志みず － 座敷の掘りごたつ化による新規顧客集客事業

群馬県 株式会社塩原 9070001032102 ＨＰリニューアルで当社強みの情報発信による新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社ウイング 1070001023612 ホームページの作成と広告媒体への掲載による販路開拓

群馬県 Ｄｉｐｓ － 販路拡大のためのコロナ禍に最適、安心エステ機器導入

群馬県 ガレージサトウ － 幅広い車両に対応可能！新規顧客開拓及び作業効率化事業

群馬県 合資会社笠間テント本店 8070003001436 修理工房店内設置による即日対応プラン

群馬県 株式会社富岡スポーツプラザ 4070001011853 超高齢社会に向けた環境づくりと無料体験会実施による販路拡大

群馬県 おそうじ家さん － ハウスクリーニング業界での非接触型スキマ作業の受注拡大事業

群馬県 有限会社あさや呉服店 8070002015949 ハーブティーで女性が明るく、きれいに、癒される店づくり

群馬県 株式会社マルイ洋蘭開発センター 9070001012293 胡蝶蘭の支柱カット作業の効率化を図り新規大口顧客獲得を目指す

群馬県 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＳＨＯＰ　ＮＡＧＡＩ － 低価格店にはない安らぎと安心安全を！！

群馬県 有限会社竹井設備 7070002026526 町の小さな水道屋が発信！発進！ホームページとチラシで顧客獲得

群馬県 株式会社叶屋食品 9060001032375 大手小売店販路獲得のための受発注・売上管理システムの導入

群馬県 有限会社外丸アルミ 6070002026601 新規顧客獲得、新規人材起用のためのＨＰ作成事業

群馬県 株式会社クローバー 5070001018377 顔の見えるサービスで地域の皆様に安心を届ける新規顧客獲得事業

群馬県 第一自動車株式会社 2070001017761 新サービスの提供及び歴史と好立地をいかした新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社ほそや 1070002026837 若き後継者が取り組む『まる豚』ブランド戦略による利益率の向上

群馬県 ハッピーハート渋川 － 介護・福祉タクシーの知名度アップ及び利用者拡大の為の広告宣伝事業

群馬県 和食処　吉村 － テーブル席導入による安心快適な店づくりで販路開拓

埼玉県 ＫＩＹＯＴＳＵＮＥ － 【理容店内の設備機能を充実させ、高齢顧客の失客を防止する】
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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３回受付締切分）
採択者一覧表
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埼玉県 株式会社スリーピースカンパニー 9030001123284 自社サイト構築による造園・外構・ウッドデッキの提案力強化

埼玉県 株式会社出水リフォームＦａｃｔｏｒｙ 6030001135019 お客様のと信頼関係を築く＝接触の頻度×接触の深さ＋心配り

埼玉県 株式会社ＧＡＴＥ　ＢＯＮＤＳ 3030001137843 サービス品質の見える化による販路拡大

埼玉県 マンガリンク － 事業に必要なＷＥＢサイトの作成

埼玉県 フレッシュ・ベイト・ルアーズ － 非対面営業の強化で本場海外顧客の獲得

埼玉県 株式会社真南風 7030001055604 他店では味わえないバナナジュースの近隣新規顧客開拓～拡散

埼玉県 ＧＩＶ株式会社 2030001106171 オンラインとオフラインの両輪での見込み客の獲得と育成

埼玉県 有限会社アワーズ 3030002079878 ダイレクト販売により愛車高価買取査定

埼玉県 株式会社アモル 8030001117948 ジャム＆コンフィチュール＆スコーン製造販売事業

埼玉県 すしやの大将 － 座敷席を掘りごたつ式席への全面改装

埼玉県 だるま堂治療院 － チラシによる認知度アップとマッサージ器による満足の向上

埼玉県 ＨＹＢＲＩＤ － カフェプリンター導入による記念日サプライズで売上アップ

埼玉県 有限会社鈴木自動車商会 8030002073851 タイヤ預りサービスの周知による新規顧客獲得と固定化

埼玉県 株式会社ロードサイド経営研究所 1030001113648 インターネットを活用した訴求力強化による直接取引拡大事業

埼玉県 ｔｏｔａｌ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　Ｋａｎｏｎ － マタニティおよび新規顧客獲得のための衛生施設整備の強化

埼玉県 大倉鋼機株式会社 7030001074026 宣伝広告・ＨＰのリニューアルによる販路開拓と新規顧客獲得

埼玉県 アーストレード株式会社 2030001109281 自社新商品のＥＣモールでの販売促進と販路拡大

埼玉県 株式会社リ・モデル 2030001116575 ユニットバス専門の新規ウェブサイト構築による販路開拓

埼玉県 株式会社リユースラボ 8030001116652 車検の校正機械の点検の受託による固定売上の獲得

埼玉県 ｓｉｎｒａｆｕｒｎｉｔｕｒｅ － 国産木材を利用した長年使えるオリジナル家具の販売

埼玉県 ケアフロント株式会社 5030001134905 生活ＩＴサポート事業

埼玉県 和めし屋　次や － 厳選食材の端材を使ったランチ営業で食品ロス削減＆新規顧客獲得

埼玉県
カイロプラクティック健美館ビューティーサ
ロン芝

－ ご年配向けエステサロン開拓及び美骨パーソナルトレーニング開拓

埼玉県 ダリア － 新規顧客獲得の為のＳＮＳ強化と既存客への器材販売強化

埼玉県 有限会社犬塚新聞販売店 3030002034833 負担や困り事を一斉清掃！高齢者に親切な“まごころサービス”

埼玉県 合同会社古都 8030003007057 自社の認知を広げる為のホームページリニューアル

埼玉県 健康ランニング塾 － ウォーキング教室を通じて地域住民の健康増進に貢献

埼玉県 有限会社星間綜合設備 4030002114171 公式ホームページ開設による新たな販路拡大事業

埼玉県 Ｈａｒｍｏｎｉａ － シェアスペースでの事業体験会開催とＷｅｂ媒体による販路開拓

埼玉県 有限会社ビビ 1030002114042 地域密着、プロのノウハウを活かした販売促進

埼玉県 株式会社鳥末本店 8030001085063 老舗精肉店のネット販売強化を目的とした供給力向上と訴求力向上

埼玉県 － 電動石臼機の導入と公式ホームページ作成による新規顧客獲得

埼玉県 有限会社丸喜美装 6030002118468 壁面ネオンサインＰＲによる新規顧客獲得

埼玉県 ＳＣＨＷＥＳＴＥＲ － 「あなたは特別！」上位顧客を優遇する会員制サロンへの革新

埼玉県 サン旅行開発株式会社 9030001084832 当社の魅力を最大限伝えるチラシ・ＨＰによるプロモーション革新

7 / 34 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３回受付締切分）
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埼玉県 株式会社ピーアイピー 7030001085832 新刊地域密着フリーペーパーＰＲ活動

埼玉県 手打蕎麦やじま － 新規女性顧客を増やすためのＨＰ製作・店内環境（トイレ）の改装

埼玉県 株式会社冨士コーポレーション 1030001085177 感染症対策を目的とした消毒・抗菌施工新規事業の販路開拓

埼玉県 ととやかぐら － 新型冷蔵庫導入によるフードロス、光熱費の削減

埼玉県 エナ － 高品質シャンプーおよびトリートメントの開発・販路開拓

埼玉県 Ｋ’Ｓ　Ｓｉｇｎａｔｕｒｅ株式会社 7030001122156 「米国投資協会」ウェブサイトリニューアルより販路開拓を行う。

埼玉県 Ｍａｃｈｅｒｉｅ － 非日常空間で自爪育成ネイルとポーセラーツが叶うサロン

埼玉県 アトリエまちのレッスンスタジオ － 顧客満足度の向上による会員継続率維持・更なる販路拡大事業

埼玉県 株式会社ＮＥＸ－ＵＳ 8030001130216 ネクサスフィットネス浦和東口本店及び西口店

埼玉県 アークホームズ株式会社 2030001132993 ホームページの開設によるリフォーム事例の紹介と販売促進

埼玉県 ＴＨＥ　ＯＲＩＥＮＴＡＬＳ － 「まつエク」で新企拡大！

埼玉県 株式会社アクションスタイル 9030001063142 育毛施術・増毛商品の導入による販路拡大事業

埼玉県 ラファカイロプラクティックオフィス － 明るく過ごし易い空間の創出事業

埼玉県 司法書士事務所相続・家族信託の窓口 － 相続・家族信託の無料相談会の開催

埼玉県 Ｏｃｔ　Ｄｏｏｒｓ － ＢｔｏＣ依存からの脱却を目指したＢｔｏＢの営業活動

埼玉県 Ｓｏｌａ（ソラ） － 看板設置による周辺住民への認知集客とカラー技術の設備導入計画

埼玉県 イーストジャパンコヤマ － お客様とわんこの素敵な笑顔をモットーに！頼れるブリーダー作戦

埼玉県 株式会社松尾製作所 4030001007921 自社ホームページ公開による認知度向上と新規顧客開拓による売上向上

埼玉県 有限会社ワシヤプロモーション 8030002014797 ＶＯＩＣＥ　ＢＡＲ　Ｊ★ジェイライブ配信ＰＲＯＪＥＣＴ

埼玉県 株式会社サリーダ・デ・バロン 8011301024786 園内のしばふエリアでスポーツプログラムを提供する新しい保育園の運営

埼玉県 株式会社エイアンドジェイ 8030001018634 チラシの配布、並びに防犯カメラとコインホッパーの導入

埼玉県 ＨＥＲＭＡＮＡ － 小豆島オリーブで作るウッドレジンアクセサリーの生産×販路開拓

埼玉県 エリカデザイン － 新プロポーズアイテムの販路開拓に向けたホームページ作成

埼玉県 あんりんシステム株式会社 5030001133196 周知機会を広げ、販路を拡大するホームページの制作

埼玉県 山征工業有限会社 3030002014042 介護施設向けのオリジナルエコメイトマグカップ

埼玉県 Ｈａｐｐｙ　Ｋｉｎｇｄｏｍ　ｆｏｒ　ｍｏｍ＆ｋｉｄｓ － ほっと一息　ママの自由時間　～ｏｎｌｉｎｅ　ｋｉｄｓ　ｃｌｕｂ

埼玉県 原町カフェ － テラス席設備によるテイクアウト販売促進と新規顧客への宣伝事業

埼玉県 有限会社ぐっとリフォーム 8030002016604 さいたま市大人のリフォームＳＴＹＬＥＢＯＯＫ

埼玉県 エステサロンＯＬＩＶＥ － 感染症対策を考慮した脱毛事業の展開

埼玉県 有限会社ダンテプロゲット 7030002004213 工場直売所での売上拡大のための商品訴求看板の設置

埼玉県 有限会社細田商事 6030002012357 店舗のリニューアルによる新規客の集客と既存客へのアピール

埼玉県 有限会社埼新鐵工 1030002005778 サービスの見える化による新規顧客獲得と生産性向上

埼玉県 株式会社ｍ　ｓｕｇａｗａｒａ 9030001072655 「ｓａｌｏｎ　ｆｌｏｗｅｒ　写真館」を開設し、新規顧客の獲得

埼玉県 株式会社イーエフディー・ワークス 5030001138154 ホームページ開設による新規顧客の獲得

埼玉県 ｇｌａｕｘ － 看板設置による視認性向上と新規客獲得への販路開拓
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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３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

埼玉県 みなかみ美容室 － 新規開拓と新メニューによるお客様の年代層若返り

埼玉県 季節料理と蕎麦の店－やお庵 － テイクアウト事業推進のための設備（冷蔵庫・冷凍庫）導入事業

埼玉県 株式会社やまと経営 2030001133182 顧客が満足する魅力的なリーフレット制作、書類代行業者から発展

埼玉県 株式会社ワタナベサービス企画 3030001091330 非接触体温測定システム導入によるイベント受注力強化事業

埼玉県 有限会社坂上商店 6030002121364 お客様の要望にあった商品開発による販路・販売拡大

埼玉県 株式会社野口鉄工 5030001090900 新商品の開発及びウェブページの更新による販路拡大事業

埼玉県 いそだ整骨院 － 身体の状態を可視化・最適な治療によって販路の開拓を目指す

埼玉県 ハイライトクリーン － 遺品整理および特殊清掃事業への参入

埼玉県 わきゃない － 店舗戦略見直しによるコロナ禍でも戦える店への転身

埼玉県 株式会社Ｓ・Ｓ・ＦＡＣＴＯＲＹ 3030001124833 トップセールスによる新規顧客開拓と環境整備による生産性の向上

埼玉県 持田縫製 － 女性向けオリジナルマスクの開発

埼玉県 翔拳道 － 確実に効果を出す個別プログラムメニューによる女性への販路開拓

埼玉県 有限会社早﨑ルーフ工業 7030002118954 台風等被害地での建物応急修理事業の展開

埼玉県 デルタイクス株式会社 1030001133126 車体修理アドバイス事業の展開

埼玉県 トータルカーサービス － タイヤトータルサポートサービスによる利益率向上及び新規客開拓

埼玉県 ホルモン酒場　輪 － 新鮮豚ホルモンのテイクアウトで新規顧客の開拓

埼玉県 有限会社カンダスタジオ 2030002117614 新たなドローン空撮による新規開拓および経営安定化

埼玉県 特定非営利活動法人さくらメイト 3030005014361 シルバーエイジ向けキッチンスクール受講生に適した環境整備

埼玉県 吉田碁盤店 － 碁・将棋盤製作工程を本格的動画配信で顧客・集客率のアップ

埼玉県 かねこ建築製作所 － 古家具や古道具が生きる家づくりの提案をシニア層へ向け販路開拓

埼玉県 株式会社エレガントデザイン 4030001088219 車両内装クリーニング事業による利益率改善および新規顧客開拓

埼玉県 Ｃａｆｅ閑居 － 高齢者集客事業～高齢者向けメニュー開発、高齢者対応設備導入～

埼玉県 松坂屋建材株式会社 4030001087096 内装部門の隙間産業に参入、新たな顧客を開拓する

埼玉県 株式会社飯田屋商店 5030001086675 ホームページ改良による巣ごもり需要の開拓と販路拡大

埼玉県 たしろ整骨院 － 女性が安心！！美しく保つための骨盤、小顔矯正を広めたい

埼玉県 株式会社三八染工場 3030001086875
アートタオルで地域資源の活用事業　＝　アートと地域文化のコラボレーション
＝

埼玉県 有限会社ＭＡＳＳ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ 4030002118899 “アメリカンストレッチデニム浸透事業　～美脚美尻を日常生活に”

埼玉県 ＡＬＯ． － 飲食・食品業を元気にする、おいしく見えるデザイン＋Ｗｅｂ販促

埼玉県 餃子の店久 － 中食需要に対応し２０～３０代の主婦層への焼・生餃子の販路拡大

埼玉県 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ － ハンドクラフト愛好家と作家の交流をベースとしたビジネスの創出

埼玉県 銀座通り眼鏡 － 「おうちメガネ」２本セット売りの新聞折込でシニア顧客を獲得

埼玉県 株式会社大和装建 1030001137936 団塊ジュニア世代に向けて「友達作戦」で外壁リフォーム倍増

埼玉県 ＦＡＭＩＬＹ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮいしばし － 脱毛メニューの展開による収益力改善と若年顧客層開拓

埼玉県 たんぽぽ鍼灸接骨院 － 新たな保険外治療メニューの開発と新規顧客獲得の為の機器購入

埼玉県 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ａｚｕｒ － 炭酸泉＆新トリートメントの導入＆ＷＥＢ，ＤＭでの宣伝
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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３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

埼玉県 コルミオ．行政書士事務所 － 成年後見業務アピールのためのホームページ作成

埼玉県 株式会社アーキテクト 6030001108718 市民が待ち望んだ温泉施設再開に伴う広告宣伝

埼玉県 御菓子司　中瀬屋 － オリジナル餡人形焼製造・販売による経営安定化・新規取引先開拓

埼玉県 シロッコ － ホームパーティーやお土産に喜ばれる古代豚加工品の製造・販売

埼玉県 ヘアーカットハウッオリ － 新規客増とシャンプー需要客増を目指す

埼玉県 株式会社ＨＡＲＵ 8030001028609 コロナ及びポストコロナを見据えた継続的環境整備事業

埼玉県 株式会社コミュニティー＆スクール 4030001126639 未来志向型ハイレベル個別指導の普及拡大

埼玉県 酒と肴と晩ご飯なか屋 － 食器洗浄機の導入による作業の効率化

埼玉県 株式会社鈴なり屋 5030001133989 大型パラソルの導入による屋外テラス席が持つ集客力の更なる向上

埼玉県 ブルーピース － コロナ禍でも安全安心できる個室型プライベートサロン

埼玉県 ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ株式会社 4030001027614 オンライン集客と販売システムの構築

埼玉県 Ｖａｕｌｔ　ｄｅｓｉｇｎ － ＨＰ作成、放射線治療室３Ｄモデルを使ったプレゼンツール導入

埼玉県 有限会社萩原商店 5030002026226 遊休スペースの活用による予約制個室サロン事業の挑戦

埼玉県 街路樹 － ユニバーサルデザインを意識した店舗環境の整備と販路開拓事業

埼玉県 ハローズ － 女性客に満足いただける価値の高い低価格カットサロンへの挑戦

埼玉県 Ｗａｔａｒｕインテリア － 自社Ｗｅｂページ制作によるＢｔｏＣ市場の開拓

埼玉県 理容クラウン － 高齢者に配慮した空間づくりとサービスの向上による販路拡大

埼玉県 美容室はっぴぃ・ぼっくす － 店舗の両側面に看板を設置して、視認性向上と新規顧客の獲得

埼玉県 鍋屋プロパン株式会社 3030001089498 水道事業の着手に伴う配管工事全般へのワンストップ工事の展開と周知

埼玉県 ｃｏｍａｒｉ鍼灸院 －
美顔鍼＋スチームによる付加価値向上と利便性向上のための玄関の改装工
事

埼玉県 美容室グラン － ホームページを活用したおうちヘアケア商品の販売

埼玉県 合同会社マルトク 4030003014180 地域資源を活かした新商品「天覧山プリン」の開発・宣伝

埼玉県 長寿庵 －
密にならずに地域「密着」貢献へ！来訪顧客への安心・安全な飲食提供に向
けた店舗環境

埼玉県 株式会社田中製作所 1030001041510 文字高さ１００ｍｍのデジタル温・湿度計の開発とシリーズの充実

埼玉県 フランス菓子ジョゼ － 本格的な味わいのケーキを非計画購買させることによる客単価増加

埼玉県 ＫＩＭＯＮＯ　ＤＥ　ＲＡＫＵ － リメイクカタログ、垂れ幕等作成で認知度・売上ＵＰ！

埼玉県 出張カットのネスル － ＨＰ開設による自社周知とシャンプー台導入による顧客利便性向上

埼玉県 Ｆｉｇａｒｏ － 顧客満足度、客単価アップ、リピート率の向上、新規客の確保

埼玉県 有限会社入曽写真館 2030002033183 ハレの日需要を取込む「みんなでフォトウェディング」

埼玉県 合同会社イージア 9030003013211 日本製品カメラの魅力発信！カメラ販売事業のＰＲ強化

埼玉県 ヘアーアンドリラックスミンク － 来店前にお店の全てがわかる新規ホームページ作成！

埼玉県 Ｍａｌｌｓｅｎ２４ － 新メニューの開発と近隣チラシ告知による新規顧客開拓

埼玉県 株式会社愛玲 4030001116706 愛玲オリジナル仕様ボルシンのネット販売

埼玉県 株式会社サンペイ 5030001098803 本格的な空き家事業の開拓と地域での認知度向上

埼玉県 パティスリーエマリュール － ストックラックと陳列棚購入による焼き菓子販売の拡大
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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３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

埼玉県 青鹿　美智代 － インターネットを利用した女性専門頭痛整体院の新規顧客開拓

埼玉県 マナカ化粧品店 － 当店の強みを活かし、新規客を獲得する為のリニューアル事業

埼玉県 米粉パンＦＵＫＵ～福 － 米粉パンランチの開発・手土産セットの開発・販路開拓

埼玉県 スパゲティハウス　ベアー － 冷蔵ショーケースの導入でデザートの充実、カフェスタイルへ

埼玉県 ＣＨＥＶＥＵＸ（シュヴー） － １，０００円カットならではの、低価格でのカラーの提供事業

埼玉県 株式会社ＯＮＥ　ＬＩＦＥ　トレーニングハトリ 9030001136187 自社ブランドの確立と老犬にも救いの手「犬ケア」事業拡大

埼玉県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＳＩＬＫ － 質の高いサービスでリピート率と地域のシェアＮＯ１を目指す事業

埼玉県 Ｓｈｉｒｌｅｙ・Ｒｏｓｅ － 最先端のサービス提供とネット広告をフル活用し新規顧客開拓事業

埼玉県 Ｎａｔｕｒｅ　Ｂｅａｕｔｙ － 美肌診断サービスの提供とホームエステ商品の開発・販路拡大

埼玉県 合同会社高橋はりきゅう整骨院 4030003007606 開業２０周年のお知らせハガキで過去のリピーターの再来を！

埼玉県 ａｔｔｏ－ａ － 新型職業用ミシンの導入による生産性向上事業

埼玉県 合同会社アイティス 2030003013572 新時代に対応した店舗型マンツーマン美容サービスによる販路開拓

埼玉県 有限会社イシムラ 7030002084973 病院のＰＲと動物医療を通した地域社会への貢献

埼玉県 木田豆腐店 － 豆乳スイーツ開発と店頭販売で人の集まる豆腐店を目指す

埼玉県 アートメモリー８０株式会社 1030001066243 コロナ禍において故人様らしさを演出するオーダーメイド葬の推進

埼玉県 株式会社エントアン 2030001132259 作り手の思いをカタチにした地域に必要とされる店舗づくり

埼玉県 株式会社ＥＦＦＯＲＴ 4040001086353 防犯カメラ『留守番犬』の訴求用ｗｅｂ広告の作成

埼玉県 株式会社ＱＰＣサービス 3010001161903 一人一人の個性を大切にする児童発達支援事業所の開設

千葉県 サロンドＫ２ － 高齢者が利用しやすい店舗に向けたバリアフリー化改修工事の実施

千葉県 有限会社宮内薬局 9040002086042 新サービス提供開始に伴う販路開拓事業

千葉県 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ＣＯＣＯＲＯ － 創業２年目の美容室が取り組む認知度向上・売上増加プロジェクト

千葉県 株式会社白土商店 7040001063011 貫流ボイラー導入によるコスト削減および新規販路開拓事業

千葉県 株式会社創家 8040001114267 カラーオーダーメイド外壁リフォーム事業の販路開拓

千葉県 ＳＥＮＡ　Ｊａｐａｎ － オリジナル商品の開発とネット広告を利用したＷＥＢ販売の販路開拓

千葉県 株式会社ここすまいる 4040001112588 知名度向上施策による販路開拓事業

千葉県 野もと － バリアフリー化による利用者層の拡大事業

千葉県 カウンセリングルームシリウス － 動画配信で全国から集客・自宅整備で地元集客し自殺予防に貢献！

千葉県 Ｎｏｂｌｅ　ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ － 子育て世代の支援と新たな集客による販路開拓

千葉県 心と身体の健康案内人Ｈｅａｒｔ　Ｓｍｉｌｅ －
オンラインレッスン及び遠隔地同時レッスンの推進とサロンへ通って来られな
い方へのサ

千葉県 公務員専門塾勇気 － インターネット広告を活用した販路開拓

千葉県 はちどり先生の接骨院 － 感染症対策リニューアルと地域限定チラシによる販路開拓

千葉県 株式会社ＵＳＰ 1040001015950 公式Ｗｅｂサイトリニューアル開発による集客・販路拡大施策

千葉県 Ｂｕｎｄ　Ｂａｋｅｒｙ － 訴求効果を高める店舗外観づくりと商圏拡大を図るネット化の推進

千葉県 株式会社ステップワン 3040001103514 除菌剤加工サービスのＰＲに向けた自社ＨＰ制作を実施

千葉県 耳つぼダイエットサロン　リフレッシュ － カウンセラー育成事業開始に伴うウェブとチラシによる顧客獲得
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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３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

千葉県 合同会社ライトヴェイル 9040003013193 コロナ時代の安心快適な住環境の強化とＨＰ作成で貸会議室事業のＰＲ

千葉県 ｂａｓｅ株式会社 8040001105332 高湿度冷蔵庫の導入による品質向上と業務効率化と新商品開発

千葉県 ＴＡＭＡＮＧＯＲＡ － イタリア語オンラインレッスン　タマンゴラ　ドットコム　提供・広告宣伝

千葉県 株式会社ヘルスユー・ライフ 3040001104479 世話好きデイサービスの宣伝及び認知度向上

千葉県 整体院真輝 － 小顔、Ｏ脚矯正の美容整体メニューの開始による新規顧客の取込み

千葉県 株式会社スマートブレイン 2040001106154 対応可能業務の拡大とＨＰ開設による新規顧客へのＰＲ

千葉県 Ａｌｉｃｅ － ダメージケアサービスの充実と生産性向上による売上拡大

千葉県 株式会社Ｅ・Ｄ・Ｋ 8040001073637 困ったときに頼れる電気事業者！安心をテーマに新規ＨＰ作成

千葉県 平野養豚場 － 小売販売体制の構築で機会損失ゼロ・小売強化計画

千葉県 合同会社ベネフィシャルプレイス 3010803002478 最新治療器で施術時間短縮及び自費治療顧客開拓メニューの開発

千葉県 南野真一郎行政書士事務所 － 「ＨＰ整備とＡ４三つ折りパンフレットの制作による販路形成」

千葉県 Ｖｉａヴィーア － 販売ツール強化による通信販売強化と新規顧客獲得事業

千葉県
船橋法典のはりきゅうサロンＲ．ＳＵＮＤＡ
Ｙ

－ 地域密着型鍼灸サロンの新規顧客獲得のための販促活動の展開

千葉県 ＰｉｈａＭａｋａｎａ － “ローズ蒸しテント”や“ハンドメイド”の認知度向上と販路開拓

千葉県 株式会社ＺＥＮ　ＴＯ　ＧＯＯＤ 3040001097483 リハビリ機器の導入＋ネット広告＋インスタによる販路開拓

千葉県 株式会社ｐｅｒｃｈｅ 8040001112766 顧客ターゲットの明確化とそれに合わせた店舗改装による集客増加

千葉県 株式会社花みずき 9040001103871 カウンセラー育成事業開始に伴うウェブとチラシによる顧客獲得

千葉県 ハセガワブライダルサロン －
イチカワウェディング～専門式場の無い自分の町での結婚式企画の認知度向
上計画～

千葉県 ホワイトオウル － 所有施設の維持費削減を事業者様へ提案。及びその普及活動。

千葉県 プロダクトシンク株式会社 9040001104671 自社サービス「ビル入館時の受付システム」の販促

千葉県 香取生花店 － 新規ロゴと製作物で訴求する『強み』と『新しい香取生花店』

千葉県 株式会社ミスターヤナセ 4040001095973 顧客満足度向上を目的とした洗濯機乾燥機導入による販売促進事業

千葉県 松本自動車株式会社 9040001063678 新型車両に対応した整備装置の導入

千葉県 有限会社亀や石材店 2040002096881 お墓の悩みを解消！　新時代型　注目墓所　誕生！！

千葉県 ｒｅｃｏｒｄ － 大型旋盤導入による作品ラインナップの拡充・生産効率の向上

千葉県 有限会社ミューファ 2040002097673 自社コーポレートサイトのリニューアルによる集客力増加

千葉県 司法書士　染谷綜合法務事務所 － ＨＰリニューアルによる身近な法律問題の周知による集客

千葉県 株式会社みのり 8040001078850 利用者の安全性と居住性を高める空間作り事業

千葉県 大平商店 － 地場農産物を電熱加工で健康増進　ウェブ販売による販路開拓

千葉県 株式会社ハウスリノベーション 4040001087153 商品情報を記載したチラシの配布により購買意欲を刺激する

千葉県 世良総業株式会社 3040001057231 中高齢者向けバリアフリー設置による顧客満足度向上で売上ＵＰ

千葉県 株式会社Ｏ企画 4040001088952 システム建築での施工をＰＲする事業

千葉県 栄翔塾 － 主に算数・数学で躓いてしまった生徒に入塾を促す販売促進事業

千葉県 株式会社ナカハル 6040001057641 新規看板設置とネット広告で市外顧客への制服新規販路開拓事業

千葉県 グローバル　クロス　トレーディング － 店舗の内外装を充実させ店舗所在認知度向上による顧客獲得事業
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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３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

千葉県 ｌ’ｅｓｐｅｒａｎｃｅ　Ｋａｙａｍｏｒｉ － スチームコンベクションオーブン導入による販路拡大

千葉県 ドッグアップ２３６ － 柏から人と犬の未来に寄与するトリミングサービス導入

千葉県 クウラヘアー － 魔法のバブル「マーブ」でお客様に感動と喜びを

千葉県 株式会社シュルプリーズ 2040001070565 ３密回避！美を活力に癒しのフェイシャル＆メイクサロン作り

千葉県 ＢＩＳＴＲＯ　ＧＡＶＲＯＣＨＥ － ３密を避け、店舗を高級に改装し、客単価を上げる

千葉県 健整療院 － 新しい生活様式にも対応する本格的整体サービスのＩＴ化の推進

千葉県 株式会社ＫＩＴ 9060001012501 ＳＮＳ・ネット広告を用いて新商材の販路確立

千葉県 株式会社みらいｋｉｄｓパスポート 2040001114603 ＨＰ開設による自社の魅力の継続的訴求

千葉県 木内興業荷役有限会社 7040002075798 ホームページリニューアルによる企業イメージ向上

千葉県 なかじま理容店 － 地域に優しいバリアフリー理容店がコロナ対策での新規顧客開拓

千葉県 八幡五所整骨院 － 地域で１番を目指します！　心と体を整える　～新規施術のＰＲ～

千葉県 株式会社シメケン 4040001060630 Ｗｅｂシステムリニューアルと画像加工・原稿生成Ｗｅｂサービスの開発

千葉県 株式会社サカエヤ 2040001015479 来店予約システム導入・制服採寸のエアレジ集計、発注システム導入

千葉県 バイク便ネットワークス － 広告宣伝見直しによる、認知度向上の取り組み

千葉県 揚揚ＹＯ．ＹＯ．ＳＨＯＰ株式会社 7040001109508 来日バスツアーの「体験型店舗」誘導による販路開拓

千葉県 株式会社ＡＬＩＯＮ 4040001107679 ＷＥＢサイト制作による知名度向上および販路開拓事業

千葉県 有限会社ケイアール 6040002060636 防災志向の外構工事の宣伝力強化でＢｔｏＣ新規顧客開拓

千葉県 カットサロン　ファイン － 理髪店内　和式トイレの洋式改装による売上向上

千葉県 有限会社ナイトー 8040002061302 「建材ニーズ」に特化したＢｔｏＢホームページ連携による販路拡大

千葉県 株式会社よつば不動産鑑定 2040001094820 相続税対策不動産鑑定のＰＲに向けたＨＰ制作を実施

千葉県 佐藤鍼灸整骨治療院 － 最新検査機器と完璧な感染症対策で安心安全を提供！患者様増加！

千葉県 ユーラシアアート － インターネット広告を活用した新規顧客の開拓

千葉県 有限会社アトリエカットクラブ 3040002028289 アトリエカットクラブの顧客満足度向上計画

千葉県 株式会社ふくろうエフエム 4040001094331 チラシ・ポスター作成による認知度向上、売上アップの実現

千葉県 学習塾ペガサス八千代緑が丘教室 － 新型コロナ対策による安心・安全の周知と生徒募集広報活動

千葉県 有限会社サンウェイ 9040002029117 千葉県初の緩消法認定院を改装し、車イス患者さんを受け入れよう

千葉県 Ｃｏｚｙ　Ｓｐａｃｅ － 新規顧客獲得とリピート客保持のためのホームページ開設

千葉県 レゼル・ブランジュ － ・需要が拡大する自律神経を整えるアロマの使い方教室とカウンセリング

千葉県 有限会社白洋舎 9040002052119 ボトルネック工程を改善し新規顧客を開拓

千葉県 株式会社ブレイクスルー 3040001088128 自社ブランド販路拡大のためのクロスメディア戦略

千葉県 ハム・ソーセージ職人の店Ｕｍａｍｉ － 地域密着の取組で新規顧客とリピーターを獲得

千葉県
株式会社セントラルパークトラベルズアン
ドカフェ

9040002050072 海外コネクションを活用したＥＣサイトでの輸入雑貨販売

千葉県 ここにおうち － ホームステージングで、売却効率アップ！

東京都 株式会社ハップデザインクリエイト 8030001121157 ＷＥＢサイト制作における画像・映像制作事業の拡大

東京都 株式会社オフィスコトヨリ 5011101078358 若年障害者向けのポスティングによる就労移行支援事業の販路開拓
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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３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

東京都 キッカワキカク株式会社 3010701036099 財務管理の手間を省くファイナンスサポートプラットフォーム開発

東京都 ＢａｌａｎｃｅＢｏｄｙ － ウィズコロナでのニーズの変化に応えヘルスケアの専門店に！

東京都 オータニック　グロウス　コンサルティング － 海外企業の新規開拓・直接取引の促進事業

東京都 スキルライブ株式会社 4011101091205 テレワークシステムを使ったレッスンで教育コンテンツを広める

東京都 ビストロラパンドール － フランスグルメ料理テイクアウト、ジビエのメニュー開発

東京都 ミスズユニム株式会社 6010501013510 ホームページ刷新による問い合わせ数の増加と新規顧客獲得

東京都 株式会社住宅設備のみうら 4010001206376 メンテナンス業務における完了報告書のシステム化

東京都 株式会社ＷａｃＷａｃ 6011601024067 ＶＲ安全教育動画とらくらく監査システムサービス事業

東京都 日本橋スリーポイント会計事務所 － ＨＰの拡充による新設法人の販路開拓

東京都 ＡＹＡＳＥ進学塾 － 販促ツール強化による入塾者獲得の強化

東京都 株式会社Ｔｏｙｎｏｂｏｘ 6011301017346 女子会クッキー教室ＰＲ向け自社ＷＥＢメディアサイトの制作

東京都 株式会社オクズミ商事 2013201002539 幼稚園・小学校受験写真撮影のＰＲに向けた自社ＨＰ制作を実施

東京都 ぽけん株式会社 1010001208458 ヘルスケア関連企業・個人の販路開拓

東京都 有限会社藤田クリーニング店 9011602009493 クリーニング＆リペアのトータルファッションメンテナンス

東京都 株式会社弘機商会 8010801003738 既存製品の外観デザイン変更と配色の統一によるブランド力向上

東京都 有限会社インタースペイン 6010002050920 スペイン語書籍中心のウェブサイト作成による新規顧客開拓事業

東京都 株式会社ＦＰパワー 3013301039521 イベント出展による集客

東京都 株式会社エムシステム・ソリューションズ 3010801018781 オンライン点呼用『携帯鍵箱』の販路開拓事業

東京都 バストアップ専門サロンＨｉｙｏｋｏ － 美容マシンによるバストアップメニュー開発と販売促進

東京都 合同会社ＳＴＵＤＹ　ＳＨＩＦＴ 2011303003760 オンライン専門大学受験塾のＷＥＢサイトによる顧客開拓事業

東京都 株式会社クラウドナイン 9011001069560 にがおえグッズ通販サイト受注件数アップのための取り組み

東京都 Ｃｉｒｃｌｅｓ　Ｗｅｄｄｉｎｇ － ブライダルヘアメイク事業の拡大・フォトウェディング事業の販路開拓

東京都 合同会社ＨＡＲＭＯＮＹ　ＴＡＬＩＳＭＡＮ 7030003006869 コロナ時代に対応した魅力ある園整備事業

東京都 陣出　岳仁 － インターネット広告を活用した「６ｏｎ」の新規顧客獲得

東京都 ＲＹＵ’Ｚ（リューズ） － ホームページを活用した新規顧客開拓に向けた取り組み

東京都 株式会社ブティックスター 2011001062852 マヌカハニーの販売促進に向けたＳＮＳ広告を実施

東京都 株式会社村上不動産 2011701023468 顧客ニーズに合った新たな機能をＨＰに付加し新規顧客を獲得する

東京都 タケダクリーニング － 新メニューのご提案と特殊クリーニング等のご案内で販路開拓

東京都 株式会社Ｓａｒａａｍ．Ｃｏｍ 9010401143883 オンラインでビジネスを拡大するプログラム

東京都 株式会社シュケット 8011001129068 子どもの生きる力を伸ばすくりの木ジュニアラボＳＤＧｓ教育事業

東京都 株式会社縁香園 8010601045641 〈【ホームページ】〉で『ファン』を掴む。売る『高級』。時代を『生き抜く』。

東京都 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＬＩＮＫ 9010001206561 厳しい競争環境に勝ち抜く自社製品開発と販路開拓の推進

東京都 株式会社アースエキスプロア 2011101090704 中東のスタートアップ向け日本市場での販路拡大支援

東京都 合同会社ＡＣＥ 1010003029563 販路開拓・宣伝活動・現地調査

東京都 有限会社エテルノ 7010502020934 福祉サービス第三者評価の販路拡大を行う
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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３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

東京都 ヘアーサロンごとう － 店舗情報とコロナ対策の地域住民への情報発信による新規顧客開拓

東京都 合同会社ＶＡＳＥ 6040003006282 店内のイメージアップと美意識向上による新商品の販売、販路開拓

東京都 株式会社アマゾンフード 5010901023449 美味しいＡＦ－０８プロポリスの開発・販売開拓

東京都 アンディーナトラベル株式会社 9010001143763 南米大陸の絶景風景１００枚　写真展

東京都 株式会社ジャパンメール 6011101054069 抗菌ＤＭのＰＲに向けた自社ＷＥＢサイト制作を実施

東京都 株式会社甲人 5010601036809 江戸甲冑およびその伝統技術を用いた派生製品の製造・販売

東京都 フォーティエイト合同会社 9011103006239 新規イベント業務の獲得に向けたホームページリニューアル

東京都 株式会社元吉医科機器械城北補聴器 8011401006379 イヤモールドのソフトタイプ製造

東京都 株式会社Ｌｅｅｐ 8010401154411 ネット広告を活用した販路拡大及び自社オリジナル製品の開発

東京都 Ｔｒａｎｓ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｐｒｅｓｓ株式会社 4010401152179 出版物や出版物流の「デジタル化」を加速する事業

東京都 株式会社三信 6010001044452 コロナウイルス対策を端緒とした付加価値向上事業

東京都 チェンジ塾ｎｅｏ京成小岩教室 － 地域教育から未来のＩＴ社会に生きる子供に活力を！キャンペーン

東京都 グッドベット株式会社 8010901044327 Ｗｅｂカスタムシステム短納期化による競争力強化および販路開拓

東京都 翔励学院 － ＨＰ改修と効果的なリスティングで「覚悟の小論文指導」周知事業

東京都
株式会社スパニッシュコミュニケーション
ズ

1010701018801 自宅からスペインの大学に留学－「オンライン留学」サイトの作成

東京都 Ｍｏｖｅ　Ｈａｉｒ － ＹｏｕＴｕｂｅを使ったプロモーションでお顔そりの販路開拓を

東京都 ペットショップ　ぱろ － ペットと飼い主様に幸せをご提供する為にホームページで販路開拓

東京都 有限会社小柳塗工所 7010602011742 営業力・企業間ネットワーク強化のための情報発信方法の再構築

東京都 ポップニート株式会社 2011801028813 発熱モニタリングデバイス（アプリ連動）の販路開拓・広報活動

東京都 株式会社フルー 1011601024328 特殊な構造解析で発注者様の課題を解決します！

東京都 ｙｏｍｏｇｉ＆ｈｅａｌｉｎｇｃａｔ － ホームページ及び販促物作成による新規顧客拡大

東京都 株式会社エスフィル 4011101049145 『顧客視点の「かんたん遠隔画像診断導入サポートシステム」の開発』

東京都 株式会社ビジネス・インサイト 7011001131842 デジタルコンテンツの発信による新規顧客とサロンメンバーの獲得

東京都 ＫＵ　ＭＩＳＳＩＯＮ株式会社 7011001135678 産地直送野菜の認知広めるためのブランド力の確立と拠点づくり

東京都 ＪＵＭＰＯＵＴ株式会社 4010401141025 二子玉川エリアでの認知度向上による新規顧客開拓を強化する事業

東京都 株式会社サイラボ 1011001125692 消費者目線のＥＣサイトの改修、およびリスティング広告の出稿

東京都 Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ －
本事業では【アトピー緩和剤販売業務】に関わる製品企画及び販促を行いま
す。

東京都 島倉司法書士・行政書士事務所 － 外資系企業の会社設立と外国人の就労ビザ申請サービスの販路開拓

東京都 株式会社Ｃａｐｙｂａｒａ 2011001095943 『学職』プロモーション

東京都 ＢＩＬＬＥＴ － ヘアカラーを最大限に楽しむ自分専用シャンプー

東京都 株式会社スースー 4011101091584 ＥＣサイト構築による日本人向けデオドラントアイテムの販路開拓

東京都 Ａｂｕｎｄａｎｃｅ － 統計心理学「ｉ－ｃｏｌｏｒ診断」メニューの開発と販路開拓

東京都 北千住あすみ法律事務所 － 新しい法律事務所の認知度向上のためのＷｅｂサイトとロゴの制作

東京都 株式会社ＣＲＥＣＥＬＡ 5011001064846 セラピストオンラインスクールのＰＲに向けた自社ＨＰ制作を実施

東京都 クリエイト・アイエムエス株式会社 1011201016353 足の健康に配慮したオーダーメイド靴の販路拡大事業
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東京都 板橋　めぐみ － インターネットの活用で事業内容を周知する事業

東京都 ウェルネスキット株式会社 7010401146731 新規顧客開拓のためのＳＮＳメディア構築と運用

東京都 有限会社エヌ・ツー　フィットネス 5010502017123 多目的トレーニングマシン「ファンクショナルトレーナー」の導入

東京都 エソラデザイニング － イベント撮影・広告映像・映像中継・ライブ配信・番組制作の販路開拓

東京都 Ｅｐｉｃ合同会社 1011703002652 名古屋の喫茶店文化を東京の最東端・江戸川区から広めていく！

東京都 株式会社パティスリー・コハル 4011701017311 江戸川区船堀から大切なひととの美味しいときを提供する洋菓子店

東京都 秋葉原中央整骨院 － 秋葉原地域初導入の複合高周波機器で予防的アプローチメニュー

東京都 株式会社東京ファクトリー 2010001208837 展示会への出展による工程管理ツールの認知拡大

東京都 写真事務所クロ合同会社 2010903004887 撮影背景新設とＬＥＤライト導入による新規客獲得、客単価向上！

東京都 ＬＥＣＯＴＴ － もっと多くの人に体験して貰うための商品作りと販路開拓

東京都 株式会社三響社 4010001017138 区内法人顧客獲得のためのホームページ改修、新聞広告掲載

東京都 日本橋淡青法律事務所 － ウェブサイト刷新による相続・企業法務分野案件の販促強化

東京都 株式会社郁栄商会 8010601009745 柔道畳再生システムの認知度アップと販路拡大

東京都 株式会社ｔｒｉｐｐｉ 9010001133293 新規生徒獲得のためのブランディングと宣伝活動

東京都 靴修理かみとり － ホームページとチラシにより、ＢｔｏＣの新規顧客の獲得

東京都
合同会社インテリジェント・ロボット・テクノ
ロジー

9010703004833 人工知能ロボのサンプル紹介動画および紹介ホームページの作成

東京都 株式会社ベアラボ 3010001207292 効き脳診断によるキャリア開発支援のＰＲに向けたＨＰ制作

東京都 株式会社ウェルグルーヴ 9011501015709 新型コロナウイルス対策としてのＥＣサイトの新規顧客獲得事業

東京都 吉田佳央 － より高品質でスピード感を持った撮影・取材・納品による販路拡大

東京都 永尾　将宗 － 企業コラボレーションコンサルティング開始に伴うＨＰ制作の実施

東京都 まつもと整骨院 － Ｇｏｏｇｌｅネット広告・巻き爪ケアＨＰ制作による販路開拓

東京都 株式会社パンケーク 6010401139637 ｅスポーツ支援ｗｅｂサイトによる新規ビジネス領域の開拓

東京都 ホームサロン柴田 － ネイルケア、エステ商品、サービスの販売促進事業

東京都 株式会社ＪＥＳ 6010601039728 カッティングシートとチラシで認知度向上！新規患者の獲得事業

東京都 こま整体院・スポーツ鍼灸院 － ペットのお留守番をサポートするペットシッター事業

東京都 ｒｉｃｃａ（リッカ） － 足裏をサポートして疲れ知らずになるインソールのＷＥＢ販売販促

東京都 北川大樹 － 中小企業のＩＴ化を支援するＩＴコンサルティング及び研修事業

東京都 「瑠璃の音」音楽教室 － 新規生徒獲得のためのオンラインレッスンサイト改修

東京都 株式会社ｂｉｌｓｏｎ 9013301027883 ショーケース美化、冷凍庫拡充プロジェクト

東京都 株式会社Ｐ．Ｄワークス 9011601021747 住宅設備・建築建材・車両・家具等の塗装品の販売促進

東京都 セカンドアクト株式会社 4010401096582 オンライン展示会向けレコメンド機能の開発と新規顧客開拓

東京都 ワカリウム － 食を変えると自分軸が整い自己実現可能な料理教室販路拡大事業

東京都 合同会社さかい総合企画 4010803003343 自然災害に負けず、新型コロナも乗り切るコインランドリー店

東京都 ＩＲＥＮＥ株式会社 5010401151980 ＬＰとＨＰ制作による顧客集客力の向上＆売上拡大！

東京都 ネクステリア株式会社 8010401060634 新しい頭取りシステムの新規販路開拓、拡販
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東京都 株式会社リプライズ 1010901016571 新マンション賃貸サービスのＰＲに向けたＨＰ制作を実施

東京都 株式会社浅井商店 2010501000082 マルチデバイス対応ＥＣサイト作成と動画コンテンツで売上アップ

東京都 株式会社ＥＬ－ＴＲＵＳＴ 8013301042925 クリエイティブコースの創設と在宅訓練の動画配信の提供

東京都 ＭＡＮＩＳ　ＰＥＤＡＳ － インパクトある店構えと新メニュー強化で競合他社との差別化強化

東京都 株式会社ムーヴ 9011402008753 顧客接点活動量強化のためにクラウド施工管理システムを利活用。

東京都 株式会社インパートナーシップ 5013301027680 ＺＯＯＭで翻訳相談のＰＲに向けた自社ＨＰ制作を実施

東京都 割烹嵯峨野 － 常連客にＳＮＳを活用したリアルタイムの情報発信による集客拡大

東京都 株式会社サンショウ 5013301004647 非対面型営業による弁当事業参入者向け「掛け紙シール」販路開拓

東京都 村上優太 － オンライン限定のレディースフォーマルドレス販売事業

東京都 株式会社Ｌａｃｉｃｕ 8240001049088 教育動画配信アプリ『Ｌｉｅｗ』の開発とプロモーション

東京都 合同会社まなびっと 2011003006709 中小建設業向け、生産性向上業務自動化ソフトの導入支援と教育

東京都 オフィス吉田 － 新サービスメニュー「ビジネス動画制作」の開発で非対面ビジネスの支援

東京都 フォトグリンゴ － ウイズコロナにおける写真カメラマンのメディアミックス戦略

東京都 柳田庸子マーケティングオフィス － アート思考で企画を改革するプログラムの開発と新規顧客開拓

東京都 株式会社ＯＦＦⅠＣＥＹＡＧＩ 4010901038340
・低酸素トレーニングジムＲＤＣＧＹＭ・パーソナルジムＫＡＲＩＶＧＹＭ融合店の
目黒

東京都 株式会社自由が丘ひばり整爪院 3010901043614 設備を整え施術者を増員し売上を向上させる事業。

東京都 Ｂｒｅｔｚｅｌ　ｄ’ｏｒ － フードプリンターの導入・ＥＣサイトの設営

東京都
株式会社ＳＵＧＥＨＡＲＡ＆ＮＡＡｓｓｏｃｉａｔｅ
ｓ

2011001135294 日本企業のオープンイノベーションを応援！日本を活性化！

東京都 パン屋の英会話教室Ｌｅｏｎ － 在宅スキマ時間を活用したオンライン英語学習サービス

東京都 ＫＯＴＯＮＡ － 自社ＥＣサイト強化とポップアップイベントの提案

東京都 株式会社ルルガーデン 1010901037353 ミセスに特化した、「大人かわいい」を演出するおしゃれ事業の拡大。

東京都 株式会社医療福祉施設研究所 5010001000852 ウェブマーケティングにおける営業ツールのリニューアル事業

東京都 ベターフィーリング － 認知度向上による新規顧客集客とリピーター定着

東京都 シー・エイ・ティージャパン株式会社 6010601026338 ホームページのリニューアル

東京都 七七七株式会社 2011101078261 ４コマ漫画型主観レビュー搭載の、氷菓子販売推進メディア事業

東京都 沼山造園 － 「山羊主任の草むしり」「庭のお手入れ年間サービス」の販路開拓

東京都 ＢＡＲｒｐｍ － 「音楽／音響体験型」バーの新設

東京都 株式会社エフォール・スリー 7012301002601 安全で一般住宅に取り付けできる宅配ＢＯＸ付き玄関ドア普及事業

東京都 Ｆｕｍａｋｅ － オンラインのパーソナルトレーニングで楽しくボディメイク！

東京都 株式会社イデア 2011201012756 インターネット広告を利用した主力商品の販売実績構築

東京都 ＧＲＡＦＦＩＴＩ合同会社 5013303004967 フィットネスに特化したオンラインのスキルシェアサービス

東京都 ＰＡＳＳＡＧＥ － サービスと強みの認知度アップ・新規顧客獲得のための新講座開講

東京都 株式会社第六夜 2010501042265 ＳＮＳ広告を通じた店舗・オンラインストアへの集客力向上

東京都 株式会社アロンジー・エリソン 5010401154050 インフルエンサー広告を利用した新規ユーザーの獲得

東京都 株式会社藤井光学 5013301010513 オリジナル事業の高画質な画像、動画による広告により新規顧客の拡大
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東京都 株式会社インド・ビジネス・センター 1010001011069 インドへの日本人技術者斡旋事業新設に作うＨＰリニューアル

東京都 ＴＨＥ　ＨＩＬＬ　ＯＦＦＩＣＥ合同会社 9011003009548 新規顧客開拓のための営業ツールとして、Ｗｅｂサイトの改築

東京都 有限会社ガガ・グラフィック 1010902026140 売上の決め手・コーヒー焙煎量の増強による新しい顧客満足の創出

東京都 秋田英澪子事務所 － スペシャリスト向け完全非対面型「魅力の深掘り」サービスの展開

東京都 ウインク株式会社 8010501010134 ホームページのＨＵＢ化とＣＭＳ導入によるＷｅｂ集客の効率化

東京都 株式会社中央シール 3011501007538 透明ＰＯＰシール用断裁機の導入による生産効率向上と販売促進

東京都 くし頌　三軒茶屋店 － 空調設備導入によるコロナ不安の払拭

東京都 株式会社ｂｌｏｏｍ　ｏｆ　ｂｅａｕｔｙ 8010601049964 ボルタリング関連商品の国内開発と子ども（学生）への販路開拓

東京都 工芸ギャラリー邁 － インターネット販売による販路開拓と店舗設備の充実による集客

東京都 エヴァンス － ＨＰリニューアルとＳＮＳ等による、口コミ誘発による営業エリア拡大の取組み

東京都 有限会社アイシンコーポレーション 6011402016949 内装一新と新規開店によるウィズ新型コロナウイルス時代の巻き返し

東京都 鈴木不動産鑑定事務所 － 事務所紹介に加え日本の不動産情報を英語で発信するサイト制作

東京都 株式会社ＴＴＩＭＥ 1010601055705 新規ブランドｅｌｅｇａｎｃｅｓｅによる販路開拓と収益力向上

東京都 Ｓ．Ｌ．Ｄ株式会社 1013301036875 非対面型のデジタルマーケティングを活用して全国に商圏を広げる

東京都 株式会社シュービルグループ 4010701036065 クラファン・自社サイト・展示会での販路開拓とブランディング

東京都 Ｂａｒ＆Ｇｒｉｌｌ　ｍｏｔｔｏ － 多面的な販促活動によるテイクアウトとデリバリーの周知強化

東京都
株式会社ホリスティック・エンゲージメント・
アドバイザリー

8010401124736 中小企業向けワンストップアドバイザリー業務

東京都 株式会社夢花 4011401015854 着物・振袖のオンライン相談のＰＲに向けたＷＥＢ制作を実施

東京都 ａ２ｎｅｔｗｏｒｋ株式会社 5010401059670 航空会社プレミアムメンバー会員誌への広告掲載

東京都 株式会社田中精米店 3010401017291 ホームページ開設による顧客サービスの充実及び販路開拓

東京都 有限会社ＫＥＮエンタープライズ 3030002066967 ｗｉｔｈコロナ～コロナと向き合う店舗づくり～

東京都 株式会社ＧＬＯＲＹ 6011701023530 マンションのリノベーションを主としたリフォーム事業の販路拡大

東京都 カミオギ整骨院 － ○緩和型デーサービスの設立　○自社サイトのＷｅｂページの制作

東京都 合同会社バンビーノワールド 8011603001608 小学生に注目されているロボット教室の併設との相乗効果

東京都 ＭＩＬＬＥＲ　ＣＡＫＥ　ＳＴＯＲＥ － グルテンフリー焼き菓子のネット販売、システムの構築。

東京都 株式会社てる 2013301041412 地域住民を「健康ラーメン」で明るく満足にさせる

東京都 Ｐｉｔ－Ａ－Ｐａｔ － 展示会で町工場とタイアップしてつくる製品の販路を開拓する。

東京都 ＫＯＫＢＯ － 顧客獲得に向けたＺＥＨ住宅宣伝事業

東京都 キノーバル合同会社 2011003011147 きものからＫＩＭＯＮＯへ！ＫＩＭＯＮＯグッズの海外普及

東京都 ＧＹＹＭ株式会社 4010001205634 ミレニアル世代の会員獲得を目的とした効率的なＷＥＢ広告事業

東京都 株式会社ＴＧＩＦ 9011301022153 環境事業の新規立ち上げのためのｗｅｂサイト制作による販路開拓

東京都 ゼネラルパーソンカンパニー株式会社 7011801030310 新サービスのＰＲに向けたＷＥＢメディアサイト制作の実施

東京都 株式会社ワンインチ 1011303003159 展示会への出展による新規の販路開拓事業

東京都 アース・ドライビングサポート株式会社 2010701034459 集客エリアの細分化による、業務効率改善・利益率改善事業

東京都 合同会社Ｊａｐａｎ　Ｃｕｔ　ｇｌａｓｓ　Ｓｔｕｄｉｏ 1011703002628 ガラス工芸教室が仕掛ける切子のブレークアウト・プロジェクト
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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３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

東京都 ＨｉｇｈＬｉｇｈｔ　Ｔｏｋｙｏ合同会社 1011503004320 動画撮影・配信業務の提供開始による販路開拓と写真業務販路拡大

東京都 有限会社石井特殊製本所 5010602009508 自社Ｗｅｂサイトの刷新とオリジナル製品による新規顧客の開拓

東京都 わぼく－和穆－はり灸マッサージ － 在宅ワーカーに健康管理を促すＷＥＢ広告による新規販路開拓

東京都 株式会社長濱不動産 6011401004855 高齢者・障碍者向けバリアフリー住宅で快適？？生活向上のお手伝い

東京都 株式会社ディアファルマ 7010001120120 コリビングで叶える、新しい働き方と暮らし

東京都 株式会社上條・福島都市設計事務所 6010001208214
ウェブサイト・パンフレット製作及びデザイン情報収集・手法考案による販路拡
大

東京都 せきぐち整骨院 － ＨＰ修正・３６０度店舗カメラ撮影をすることによる販路開拓

東京都 株式会社グランツーク研究所 5010001196336 空間美容器の実演動画作成による非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 弁護士 － 工藤パーソナルコーチングサービス内容を伝えるウェブサイトの構築

東京都 株式会社ミッドフィールド 8011301020967 ホームページコンテンツ、ＳＮＳの内容を充実化させ集客増強

東京都 おうちごはん － ①「ただいま！」「おかえり」居心地の良い場所づくり事業

東京都 イソリスク総研株式会社 7011401010786 ＩＳＯを活用したサービスをＰＲするためのＨＰや動画の作成

東京都 株式会社水道救急車 3011101057553 水道事業のノウハウを活かした特殊清掃作業事業の展開

東京都 株式会社ＳＡＧＯＪＯ 8011301021899 ユーザーのスキルアップを目的とする動画制作講座の提供事業

東京都 ＧｏｏｄＴｈｉｎｇｓ合同会社 4010603007148 自社サービス「ｐｒｏｔｏＴｙｐｅｒ」「ｓｅｖｅｎ　ｄｏｔ」の広告事業

東京都 ＴＥＲＲＡＳＳＥ　訪問美容 － 外出が困難な方向けの訪問美容サービスの販路拡大

東京都 ホープ株式会社 2010401152230 口コミや紹介に依存しない広報・ＰＲ会社の新たな販路開拓事業

東京都 株式会社ｒｉｎｔｏ 1011501025038 ＨＰリニューアルにより髪質改善の特徴を伝え新規集客を図る

東京都 エヌ・ピー産業株式会社 1010801001673 部品加工のネット自動見積り・販売システムの導入による販路開拓

東京都 株式会社ＩＣＴ総研 5010001139245 ＨＰリニューアルとメルマガ導入による顧客基盤の拡大

東京都 ＹＯＳＡＰＡＲＫ　Ｌａｇｕｎａ － すべての女性に健康・若さ・美を届けるハーブ温浴ＹＯＳＡの販路開拓事業

東京都 有限会社錦秋 8010602020049 ホームページ制作による日本の伝統文化である茶道の継承

東京都 おはしごはん － おはしごはん料理教室及びセミナー事業の運営

東京都 デジタルシフト － 現役プロバスケ選手によるオンライン指導サイトの構築

東京都 根岸　いちくら － 多言語対応やブログ機能で新規顧客の獲得

東京都 有限会社オフィス無限 1010902024318 「新規顧客獲得とリピーター対策事業」

東京都 株式会社ｐａｌｌｅｔ 7011301025125 マンガ・イラストで目をひくハガキ、ノベルティグッズ営業

東京都 とり健 － ホームページ開設による新規顧客の開拓と認知度の向上

東京都 株式会社フォーブル 2011101067611 店舗再開及び新サービスのクラウドファンディングによる販路拡大

東京都 株式会社サスライト 1010401095884 自社ＨＰの全面刷新・製品紹介ページの改良による販路開拓

東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＡＧＫ 6010001208247 ＤｏＣｏ２２のユーザー獲得に向けての営業活動

東京都 ＤａｔａＨａｘ株式会社 8011001127708 ＡＩ技術を用いた食品工場のオートメーション

東京都 Ｕｎｉｔｙ合同会社 7010403009226 自社の情報配信メディアの再構築

東京都 Ｔ＆Ｍギャラリー － 海外マーケットへの販路拡大戦略

東京都 ｍａｇｕｍａ　ａｒｔ　ｗｏｒｋｓ － やきもの体験ワークショップ開催と、セミオーダーでの陶磁製品の受注生産
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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３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

東京都 株式会社家撮り部 1011001116733 講習会ビジネスのオンライン化及び動画ビジネス強化

東京都 株式会社ＬＩＣ 7010401094006 リアルとネット双方の販路開拓施策による遺品整理サービスの拡大

東京都 有限会社プロテクション 8011002026611 販路開拓の認知度向上計画

東京都 株式会社藤本工業 1011601005955 ドローン導入による生産性改善と対応力強化による販路拡大

東京都 株式会社インデックスジャパン 3012401022718 多業種向け新パッケージ商品販売による販路拡大

東京都 株式会社るりら 2010401151496 新事業開始直後のサービス認知度向上と利用者数増加のための施策

東京都 ＡＰＰＬＥ　ＨＡＮＤ － 福　ｔｏｔａｌ　ｂｏｄｙ　ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅの販路拡大事業

東京都 プラスマイル合同会社 9013303004088 ＷＥＢ広告の拡大／自然と人が集まるショップ作り

東京都 株式会社ｙ’ｐｒｏｄｕｃｅ 3010401103604 研修＆キャリアコンサルティングの告知強化により販路開拓

東京都 株式会社ＳＨＩＳＨＩ 4010401151775 スキンケア製品を主力とした化粧品の企画販売事業

東京都 カヤケン合同会社 7011303002816 健康食としての手作りキムチの開発と顧客プラットフォームの形成

東京都 株式会社ＪＢＨ 3010901043985 ＴｅａｍＪＵＮＫＳ　３×３．ＥＸＥ　ＰＲＥＭＩＥＲ参戦への道

東京都 株式会社Ｌａｖｏｃ 9010901021580 『歌のボイストレーニング』　オンラインレッスンの全国展開

東京都 株式会社カイザー 4010501024096 サイトへの集客及びサイトの周知

東京都 ＸＯＸＯ　ジョジョ － コロナ対策済店舗での新規顧客及び既存顧客の掘り起こし事業

東京都 ＢＥＬＬ　ＢＲＯＷＮ － 出張ワックス脱毛サービスによる販路拡大

東京都 株式会社トム 6010001209600 認知度拡大による販路開拓を目的としたＰＲ事業

東京都 合同会社ＴＲＡＮＳＰＡＲＥＮＴ 2010503005914 新規顧客開拓に必要な専用ＷＥＢサイトの開発及び運用

東京都 やまぐち整骨院 － 新規顧客獲得のためのホームページ制作　地域Ｎｏ．１戦略

東京都 アイ・ビー眼鏡株式会社 1010901000229 高齢者の顧客開拓のための店内バリアフリー

東京都 ワンチェック株式会社 6010001207538 外国人雇用を推進したい全国製造業向けＬＰ構築による販路開拓

東京都 有限会社ＩＮＶＩ 4010402036760 新規顧客開拓の為のホームページのリニューアル事業

東京都 合同会社てにをは 2490003001259 コロナ禍で見直される組織コミュニケーション強化支援の販路拡大

東京都 結婚相談所ブライダルパートナーズ － 結婚を希望する独身者限定の日本橋まち歩きツアーによる顧客開拓

東京都 株式会社ｃｕｒｖｏ 6010501041412 オンライン会議システムを用いた不動産相談に関する面談の実施

東京都 ヘアメイク専門店ＹＥＬＬＯＷ． － 豊かで自由に働く～個室シェアサロン計画～

東京都 ランニングホームラン株式会社 4010501038055 経営理念向上メディア「Ｗｈｏ　Ｗｅ　Ａｒｅ．ｊｐ」プロジェクト

東京都 ＦＡＴＥＣＨ　フェイテック － アメリカ製パイプベンダーマシン導入による生産性の向上

東京都 ＵＢＵＮＴＵ合同会社 2010603008536 日本の素材やデザインをアレンジして、米国及び世界へ販売する

東京都 コマツヤ － 男性用相部屋を個室化し、男女問わず宿泊できるお部屋を提供

東京都 株式会社アトリエ衣食住 8180001007820 自社商材を活用した若々しくて美しいを実現する美容サロン立上げ

東京都 株式会社音声ガイドット 3011801038200 音声ガイドの魅力を伝える体験事業

東京都 レザムール － 看板導入で新規集客

東京都 合同会社良羊社 5010003031061 ①ブランドサイトリニューアル及び②訴求イベントによる販売促進

東京都 株式会社金澤製作所 8010701002402 床免震装置ａｂｆｌｏｏｒの販売促進事業
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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３回受付締切分）
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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

東京都 有限会社國松工業 1011702003536 ドローン導入による様々な改善、対応力強化による販路開拓

東京都 縁技 － 複数の顧客満足度向上の機能を兼ね備えた美容室のネットショップ

東京都 有限会社鴨川 2010402003639 事業承継を見据えた新サービスの導入と店舗リニューアル

東京都 研身整体院 － 巻き爪矯正ホームページ用オウンドメディアサイト新設

東京都 ＦＥＥＬ　Ｊ株式会社 1010001205430 ＩＴを活用した「アール・ド・テロワール」販促ツールの整備

東京都 合同会社みのり 4010503005920 みのりマルシェ事業の販路拡大による売上アップ事業

東京都 ｆｕｗａｒｉの秘密基地 － オリジナル商品の開発・販路開拓

東京都 みなかわねこ － 新商品とギフト強化による販路拡大を目指して展示会に出展

東京都 ＭＵＳＵＢＥＥ株式会社 3011001133553 サービス提供業種拡大のため、オンライン企業開拓の強化事業

東京都 島村　信行 － ［高齢者向け訪問＆送迎美容サービス］開始に伴う販路開拓

東京都 株式会社ナックスタイル 9010001163844 ホームページの構築による、ウェブ受注のアップ

東京都 テトラ・アビエーション株式会社 1010001192371 オシュコシュエアベンチャーへの出展に向けた航空機開発に伴うＰＲ

東京都 ダイナエアー株式会社 5010001090274 ＥＮＥＸ２０２１への出展による新規顧客開拓と販路拡大

東京都 株式会社堤製作所 1011601022224 自社ＨＰ新設とパンフレット作成に伴う新規販路開拓

東京都 株式会社ビクトリー 3011701006620 統一された看板で地域の認知度の向上と販促活動の基礎作り

東京都
株式会社ナンバーワン・コーポレーション・
オクムラ

4010601009897 事務所・倉庫の商品試用兼商談ルーム化による商品販売の促進

東京都
有限会社モータースポーツショップ　アサ
イ

5010502011555 乗る楽しさ・乗る安心を売るまちのバイク屋の顧客管理強化の取組

東京都 小川塗装工芸社 － ＷＥＢサイトリニューアルによるＰＲ効果を高め売上ＵＰを図る

東京都 Ｔａｋｉｐｌａｎｎｉｎｇ － ヘペスの六次化による販路開拓事業

東京都 Ｈ＆Ｗサポート株式会社 1010701022902 ＩｔｏＴトレーニングマシンＨｉＴＲＥＸ（ハイトレックス）の販路拡大と営業ツールの

東京都 カイルズグッドファインズ － 持ち帰り需要のニーズに対応するアメリカ料理の開発、展開

東京都 株式会社バロン 8010901042768 新商品入浴剤の高校・大学生アスリート向けＰＲと販路開拓

東京都 株式会社オフショアキャド 5011001117224 ＡｕｔｏＬＩＳＰプログラム販売

東京都 個洒落 － お洒落な介護用食事エプロン及び車椅子兼用バックの開発・販路開拓

東京都 株式会社ストックス 9080001023678 デジタル空間内イベントのコンテンツ制作事業

東京都 株式会社ドルフィン 3010001052508 顧客分析による上得意客のリスト化と営業展開、リピート率の向上

東京都 ＡＰＲＯＵＤ － インターネット広告による商圏拡大・顧客開拓計画

東京都 漢方薬局　彩生堂 － 生理に悩む女性に向けた漢方による新規顧客の開拓

東京都 ハットツールデザイン － 販路拡大と外注獲得のための電子書籍制作とホームページ制作

東京都 株式会社Ｋａｎａｇｏｎ 6011001127916 結婚情報誌への広告掲載による新規顧客開拓

東京都 ＺＡＩＤＡＮ株式会社 4010501042420 目立つ看板で視認性向上、店内改修で顧客満足度の向上！

東京都 株式会社梅家 6011201000617 和素材を使ったインスタ映えする商品の開発とネット販売の開始

東京都 デルマノ・クラフト － 工房の店舗化の為、什器製作及びネット販売強化

東京都 綾瀬かえで整骨院 － Ｇｏｏｇｌｅインターネット広告による販路開拓

東京都 有限会社すゞ太郎 3040002041060 拘り料理と御酒を安心して利用できる店を訴求する店舗外装の改修
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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３回受付締切分）
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東京都 Ｂｉｓｔｒｏｔ　Ｌｕｃｃｉ － 料理の品質とオペレーションの向上、及び新商品の開発

東京都 有限会社薄井企画 5011802024825 ホームページリニュアルに共い業務効率化を図る

東京都 株式会社強者 4010001103788 ＨＰを新規制作することでの新しい販路開拓

東京都 ＵＮＫＮＯＷＮ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ － レザープロダクトブランドの販路拡大と認知度アップ

東京都 ＭＥＤＲＡＭＡ株式会社 8011101090896 認知症予防・治療デバイスの改良

東京都 株式会社アルプス興業 5010501000534 「猫」に特化した、ペット同居が可能な賃貸マンション運営事業

東京都 株式会社ＭＡＪＴｅｃｈ 9010001207972 集客ターゲットの拡張と新集客チャンネルの開設

東京都 ＴｈｉｎｋＸ株式会社 6010401116248 販路拡大のための展示会出展及びレンタルスタジオ事業の開始

東京都 株式会社インテッド 9011001119126 新医療機器のＰＲに向けたＤＭ発送と研修会出展等による販路拡大

東京都 株式会社ハマン 6021001044342 ランディングページを作成してネット販売による販路拡大。

東京都 株式会社Ｌｉｔ 6011201018196 業界最高水準を誇る当社ラビットフードのインターネット告知強化

東京都 株式会社Ｔｒｏｉｓ．Ｒｓ．Ｂｅｌｌｅ． 1010901040704 爪サロン＆スクールＨＰ作成／広告でブランド価値創造と集客

東京都 Ｃｈａｒｌｏｔｔｅ　Ｈｅａｔｈ　Ｆｌｏｗｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ － 気軽にお花が買えるようにするための移動販売による生花の販売

東京都 有限会社Ａ’ｓｙｕ 9011002036485 飲食店への販路拡大と店舗集客強化のための設備の充実

東京都 株式会社クールサポート 5011501017510 ビンテージ時計の有料鑑定提供に伴うＷＥＢサイトを制作

東京都 Ｎ．Ｙ．Ｃｈｉｒｏｐｒａｃｔｉｃ － カイロプラクティックと頭蓋仙骨療法の併用で根本治療を提供ＰＪ

東京都 ユーラシア・トレーディング株式会社 5010601039241 国内展示会出展によるベルギービールの認知度向上と販路開拓

東京都 久世　晃一 － 自社でダウンロードコンテンツなどを販売するＥＣサイトの開発

東京都 株式会社オーパス・ワン 6012701012770 コンサート企画の紹介動画制作と営業パンフレットの作成・発送

東京都 イデアジャパン株式会社 2020001111412 オリジナルゴルフ新商品の販売促進・新規販路開拓事業

東京都 株式会社軽井沢流 5010001186337 オンラインでもリアルでも軽井沢体験

東京都 ナナカン株式会社 3011301017778 フランチャイズ加盟店開拓を目的とした新規見込み客情報源開拓

東京都 株式会社クロスフェイス 7040001097174 サービスサイトの制作とチラシ刷新による助成金申請支援事業

東京都 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ 2180001070774 ホームページリニューアルとポスティングによる新規顧客獲得

東京都 フードデリ７０３ － 新規顧客獲得のための情報発信と屋外広告のための車両装飾

東京都 坂本倫朗行政書士事務所 － 補助金業務のＬＰ作成とリスティング広告による新規顧客獲得事業

東京都 須藤大輔公認会計士事務所 － スタートアップ企業の財務健全化サポートＰＲ強化事業

東京都 株式会社ネモフアー 5010601014104 独自の機能的高級レース製品開発・製造・販売による売上向上事業

東京都 株式会社Ｔｏｒｃｈ 9011301025981 オンライン旅行「Ｔｒａｖｅｌ　Ａｔ　Ｈｏｍｅ」の販路開拓

東京都 コーカサスセラー株式会社 8010601047101 自社ホームページの作成・ＥＣサイトの再構築による販売開拓

東京都 星乃心美 － 非対面型アナウンサーのサービスを開発する

東京都 木々 － 店舗改修で安心・安全な空間を作り上げ集客力を向上

東京都 株式会社ＤＡＹＢＲＥＡＫＥＲ 8010701039171 新型コロナ対策としてのＥＣサイトでの新規ターゲット囲い込み事業

東京都 Ｔｈａｎｋｒｅｗｓ合同会社 1011703002561 斬新なホームページ制作を通じた、新規顧客基盤開拓事業

東京都 ＴＳＵＢＵ株式会社 6010401138176 再生エネルギーで作られた農作物の販路開拓
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東京都 株式会社マグネタイズ 8010401103153 映画『ターコイズの空の下で』　オフィシャルＨＰ並びに宣伝物制作

東京都 ムーンクラフト株式会社 2010401029098 コロナ禍に負けない強靭な店舗づくりプロジェクト

東京都 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ　ＮＯＲ － 回転率ＵＰのためのお客様の快適な空間づくりと効率化

東京都 一本堂　江戸川葛西店 － ・商品開発を起点とした広告宣伝活動の継続化

東京都 株式会社ＷＳ 9010401146515 ネット広告とＬＰ整備によるインフルエンサー広告の受注増加計画

東京都 ｔｓｕｍｕｇｉ － 頭皮用シャンプー、トリートメントの商品販売による販路開拓

東京都 株式会社ＱＥＤ 7010601057992 ノーコードツールを用いたＩＴ開発の促進

東京都 株式会社片岡屏風店 3010601010006 屏風のさらなる市場の開拓のための営業ツールとしてのＨＰの改変

東京都 ＴＫＧ－Ｗｏｒｋｓ － ・ニューボーンフォト市場開拓の為の情報発信インフラの構築

東京都 工藤国際社会保険労務士事務所 － ウェブサイトの全面刷新により情報発信力の強化

東京都 ＱＵＡＴＲＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 8013301032109 ハラールに特化したアジア料理レストランの開設

東京都 ビストロシノワ陽 － 創作中華料理店の会食スペース確保による利便性向上・客単価上昇

東京都 たなか針灸整骨院 － 江東区内で唯一施術を受けられる治療院を知ってもらうための戦略

東京都 株式会社Ｌｉｂｏｎａ 3013301041931 コロナ感染症対策のための、換気機能の強化とその周知。

東京都 株式会社レッドリボン軍 5011001063575 サイネージによるコロナ対策アピールと店舗ＰＲ

東京都 ＰＬＡＮＴ／ＰＬＡＮＴ － 日常使いのファッションジュエリー、ウェディングジュエリーのＳＮＳ広告強化

東京都 株式会社リロウ 4013201016363 爪に優しい新技術パラジェル・フィルインの導入

東京都 株式会社スーパー秘書 9010401155400 法人設立に伴う事業ごとのランディングページの作成

東京都 南青山ひのみ療法院 － 店舗設備及びウェブサイトの充実による顧客増加計画

東京都 ｔｏｇｅｔｈｅｒｌＹ株式会社 8010401136260 楽しく健康に、免疫力アップの食品の販路拡大

東京都 株式会社ｉＬｏｃａｌ 6010401120910 地域間連携商品「雪室栗」の販売促進

東京都 株式会社リンクバイオ 5010801030900 医薬品候補分子アプタマー探索技術の認知向上と技術の社会還元

東京都 ＫＤ　Ｊａｐａｎ株式会社 1013301042725 宿泊業界へＤＭによる販路開拓と人材の紹介

東京都 ＩＮ　Ｐｈｏｔｏ － 照明効果を強調しての映像撮影への参入

東京都 サンアンドアール － ししゅうデザインの品質向上、効率化及び表示画像の改善事業

東京都 株式会社Ｔａｘ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 1010401152207 有料サービス（スタンダード、アウトソースプラン）への誘導事業

東京都 ｌａ　ｍｉａ － ネクタイブランド「ｌａ　ｍｉａ」の販路開拓に向けた取組

東京都 ベラドンナ株式会社 9011001127657 ライブ配信や動画で販路開拓する更年期世代向けスキンケア化粧品

東京都 株式会社ＯＮ 8010601053719 小売・ＥＣ事業の販路拡大

東京都 伊藤雅広税理士事務所 － ＭＦクラウド会計・ＩＣＳ導入による販路開拓

東京都 ＣｒｏｓｓＣｕｔＪａｐａｎ合同会社 9011403001336 小規模建設業向け遠隔支援システムの販路開拓

東京都 ＡＢＬＡＺＥ八王子 － 初心者専門格闘技ジムへの新規顧客獲得事業

東京都 株式会社ＴＹＲＡＮＴ 8010101010567 「多摩産材」を活用したデザイン性の高い家具の開発

東京都 株式会社デイテク 7010101002499 英語版ＨＰの作成で海外販路開拓・国内ＨＰ充実で営業力強化

東京都 株式会社Ｔ．Ｋ．Ｊ． 9010101014088 動画コンテンツマーケティング支援サービスの販路開拓
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東京都 ＯｌｕＯｌｕ　ＢａｎｈＭｉ － 広告を利用したキッチンカーの新規顧客開拓と売上拡大

東京都 パティスリータツヤササキ － 焼き菓子（タルト）用自動販売機による新たな販路開拓

東京都 株式会社チェリー 9010101009278 感染防止対策徹底とバリアフリーで安心満足な美容室を目指す

東京都 有限会社割烹むら山 9010102001829 【新規客層の獲得】乳幼児・子供連れに優しい店舗の環境作り

東京都 株式会社アイプレンティ 5010101013589 ミニトマト＆ジュースの成分分析・新商品開発及び広告宣伝

東京都 ＨＥＡＴ　ｂＥＡＴ　ＭＵＳＩＣ － インド音楽総合プロジェクトで新規販路拡大

東京都 ネイルサロンエルナ － 八王子地域を中心とした新規顧客開拓のための広告事業

東京都 株式会社ウェルパインメディア 2012401019483 自動車用アフターパーツ事業進出に伴うＰＲ強化事業

東京都 株式会社越川友侑介 6012401032004 テイクアウトとオリジナル商品のオンライン販売による収益力強化

東京都 株式会社川西 4012401011001 豆腐サイノメカッター機の拡販に向けた機械バリエーションの拡大

東京都 （ブンゴヤ）　ＢＵＮＧＯＹＡ － ３０，４０代に向けたアンチエイジング新メニューによる販路開拓

東京都 株式会社アブラクサス 2012401036124 フレグランス新商品発売に伴う販路開拓・広報活動

東京都 株式会社ＴＡＧ 8012401036597 シニア層新規開拓の為の非対面式筋トレ機器の導入による新規開拓

東京都 株式会社プラザユウ 8012401021005 持ち込み物件の啓蒙と最新分譲物件を掲載するホームページの制作

東京都 雨の木なコーヒー合同会社 4012403004515 Ｑグレーダーが作る「本当に美味しいコーヒー」吉祥寺から全国へ

東京都 有限会社タバサ 6012402017227 移動式シャンプー台による訪問美容サービスの充実と新規顧客獲得

東京都 株式会社新栄総合保険事務所 9012401011252 事業継承に伴うサービス強化と新規開拓の為のＨＰ製作

東京都 株式会社ヨシノ 5012401012048 後期高齢者を親にもつ商圏内の顧客に向けチラシを配布

東京都 ｓｕｉｔｅ　ｓａｌｏｎ　ｆｌｕｆｆ － オゾンガス発生器によるエコスタンダードな新時代のサロン運営

東京都 サントリナ － 最新美容機器を使用した、婚活で選ばれる女性になれるエステ事業

東京都 大道商事 － 新商品の販売拡大による新規市場の開拓と事業の基礎固め

東京都 株式会社サンナホル 4012401019837 新デザイン制作による総合カタログ作成とホームページ改修

東京都 ことのはな合同会社 4080103002031 「人と手間」外部空間リニューアル、テラス席増設

東京都 ファインプロジェクト株式会社 9010401110594 工事会社の利益確保を支援するサービスの販売促進

東京都 特定非営利活動法人モンキーマジック 6012405001888 クライミングジム店舗の看板設置によるファミリー層新規顧客獲得

東京都 株式会社ナラティブベース 2012401021308 新サービス「リモートワーク体制構築推進サービス」の販路開拓

東京都 ヘアーサロンピース － 感染症対策による清潔な空間の提供による売上アップ！

東京都 オリジナルプリントニシザワ － 名入れ刺繍機の購入で利益率向上・販路の開拓

東京都 株式会社ボーラーライン 3013101008420 整備不良車削減と利益率向上に向けた地域における自社の認知度向上

東京都 有限会社狭山園 6012802001004 時代のニーズに合わせた新商品開発と越境ＥＣで海外販路開拓

東京都 パーソナルジムＬＩＦＩＴ － お家でＬＩＦＩＴオンライントレーニングによる販路拡大事業

東京都 カフェ・アバン － ゴールデンポークを使用したテイクアウト用商品の開発と販路開拓

東京都 株式会社アトラクト 2012801008441 海外の販売代理店に対するリモートでの自社商品の販売

東京都 株式会社ＹＯＳＨＩ 3012801017573 ＨＰ作成・チラシ・メニュー表改訂による認知度向上・集客増実現

東京都 ふじむらさき － 認知度向上策と季節の甘味開発による新規販路の本格開拓
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東京都 ナチュラルフードレストラン　シェいなば － 訴求力のある電子看板設置と健康食品の売場改善及び販売拡大

東京都 七田式府中教室 － 府中駅ホームにマジックハンド広告看板掲示

東京都 株式会社シルバーコーポレーション 9012401033247 販路開拓の為のパンフレット作成

東京都 トライプラス東府中校 － リスティング広告で顕在顧客へ無駄なくアプローチ

東京都 ｍｏｋｕｍｏｋｕ　ｓｔｕｄｉｏ － 絵本出版と連動した原画展を開催し、絵本販売等を行う。

東京都 江原多加史社労士事務所 － スタートダッシュ！顧客獲得のための営業活動

東京都 フフアース － 新規顧客獲得に向けたインターネット広告ＰＲ発信と販売促進

東京都 丹羽隆志アーキテクツ・ジャパン － グローバル向けウェブサイトとデジタルファブリケーションの導入

東京都 光清化成建設株式会社 8010001016078 ドローン導入による生産性向上と対応強化による販路拡大

東京都 Ｃｈｅｅｒｆｕｌ － 子ども向け国産無添加ドライフルーツの開発・商品化。

東京都 第一産業株式会社 3010001048737 野立て看板を設置、リーフレット配布による新規顧客獲得事業

東京都 株式会社ＭＯＪＪＯＪａｐａｎ 3012401036197 新製品の開発／全国各地のプロモーション

東京都 日本エコ照明株式会社 7010701027788 新主力商品の周知による顧客獲得事業

東京都 ＡＫＯ株式会社 8011601019123 塩漬け胡椒の製造改善および販路開拓事業

神奈川県 ＷＥＣ － 福岡に安心安全の美容院を開業し周辺の人へ認知してもらう

神奈川県 株式会社石川屋ふとん店 4020001022392 ポスティングによるふとんのメンテナンスの販路開拓

神奈川県 株式会社リュシアン 3020001134453 美容室用ＰＯＳレジ講入し、業務効率化。ｗｅｂ掲載で集客。

神奈川県 株式会社ＲＫクリーンウエス 4020001113299 インターネット広告とポスティングを活用した新規顧客の獲得

神奈川県 株式会社リリティ 2020001115009 新たな介護施設調剤受注に伴う安定的収入源の確保

神奈川県 有限会社Ｏ＆Ｔｒａｄｅ 2020002078122 マンガで見せる任意売却のメリット

神奈川県 ＳＥＮマーケティング事務所 － 人材育成プログラムのＰＲに向けた自社ＨＰ制作を実施

神奈川県 株式会社ＯＫフラファクトリー 5290001079645 ネット販売強化で一人でも多くの【ハワイ好き】にリゾート気分を

神奈川県 株式会社ＧＲＡＮＤ　ＣＬＡＳＳＩＣ　ＬＡＮＤ 5020001060094 マスクケースと来店スタンプラリー用紙を配布で３店舗はしご酒

神奈川県 株式会社潤 2020001105298 忙しい女性やシニア世代に輝きを！新メニュー考案と販路開拓

神奈川県 株式会社Ｂ．Ｆ．Ｙｏｋｏｈａｍａ 6020001101087 インスタ映えするような楽しいうさぎの遊び場をつくる

神奈川県 特定非営利活動法人ステラポラリス 9020005010785 無料出張相談事業の周知強化

神奈川県 三親住設株式会社 4020001048280 ウェブサイト等改定を通じた企画提案型工事提供の訴求で販路拡大

神奈川県 ベアロード － 認証工場取得し小型二輪車取扱い、タイヤ交換サービスで販路拡大

神奈川県 ホットキール － ３Ｄスキャンによるフィギュア原型のデジタル化サービス

神奈川県 有限会社オールウェイズ 2020002062910 ３Ｄプリンターとホームページリニューアルによる新規顧客開拓

神奈川県 有限会社ザ・ニューヨークカフェ 2020002057902 抗菌マスクケースの無償配布で感染防止とグループ店舗回遊の強化

神奈川県 株式会社ＦＲＥＥＤＯＭ 5020001135128 認知度アップのためのＰＲ強化

神奈川県 クリーンクリエイターズラボ － 清掃デモと科学的検証、およびＷｅｂサイト活用による販路拡大

神奈川県 ＯＶＯ － 新メンテナンスメニュー広告用販促品作成

神奈川県 横浜二幸法律事務所 － 「アグリーガル」で農家の法律相談に乗り支援する仕組み作り

25 / 34 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３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

神奈川県 モトマチフローリスト － 花かごアレンジメントのＰＲに向けた自社ＨＰ制作を実施

神奈川県 美容室ＬｉＥＮ － ネット予約できるホームページを作成し集客＆業務効率化

神奈川県 アイオライト株式会社 5020001133552 抗菌マスクケース配布による感染防止対策サービスの強化広告

神奈川県 株式会社古林療育技術研究所 6020001113438 自閉症支援製品の宣伝スタイルの転換

神奈川県 マイズ・ジャパン株式会社 9020001101051 第１０回化粧品産業技術展への出店と新規顧客の獲得

神奈川県 Ｓｏｎｏｒｉｔｙ　Ｎａｉｌ － お客様にハッピーをお届けする美と癒しのネイルサロン

神奈川県 株式会社神奈川建築職人会 4020001040097 新規工事事業拡大を実現するホームページ制作

神奈川県 呑喰処一福 － 高品質抗菌マスクケース配布でによる新規紹介客の獲得

神奈川県 株式会社ウェル 7020001060290 ＷＥＢによる「屋久島の眠り」ヤクイタ告知事業

神奈川県 ＴＲＵＥ　ＢＬＵＥ － 心も胃も元気に！トーナメント開催でダーツ愛好者を育てる事業

神奈川県 株式会社モコカコンサルティング 7020001114113 経営診断×ウェブコンサルティングの新規事業と販路開拓

神奈川県 株式会社Ｆｏｕｎｄ　Ｆｏｕｒ 2020001131575 シェルフライフ延長化及び自然食品生産システムの販路開拓

神奈川県 株式会社アイディエス 9020001050884 ＷＥＢ授業のＰＲに向けたＨＰ制作の実施

神奈川県 ととや元 － 新しい生活様式対応！新大人の居酒屋プロモーション

神奈川県 有限会社リグラフィックス 9020002064958 封筒印刷専門通信販売サイトの再ブレークプロモーション

神奈川県 有限会社ダンケ 9020002060255 ターゲットマーケティングによるさらなるＰＲ強化

神奈川県 株式会社ＴＯＨＯメンテナンス 1020001099351 ＴＯＨＯメンテナンス認知度アップおよび販路拡大計画

神奈川県 Ｆｕｔｕｒｅｈｏｐｅ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ － オーストラリア進学サポートサービスの販売促進

神奈川県 マンマチャオ東戸塚店 － 布団洗濯用資材の導入と周知のための広告・チラシ制作と配布

神奈川県 株式会社ＧＥＮ 4020001137884 顧客との信頼関係を構築し、商談の場となるＷＥＢサイトの開設

神奈川県 指圧マッサージたなか長生療院 － 新規顧客獲得のための集客事業

神奈川県 株式会社トム企画設計 2020001095432 超高齢社会を見据えた福祉施設設計業務による新たな販路開拓

神奈川県 ラーニングドットコム － ＡＩを活用した英語を中心とした学習塾の認知度向上

神奈川県 合資会社キッズシティ 8020003003404 動画等を中心としたホームページ制作環境整備による販路開拓

神奈川県 Ｓｔｕｄｉｏちゃぷん － 販売訴求のためのサイト構築と宣伝媒体の拡充による新規顧客開拓

神奈川県 酵素風呂　風庵 － 店舗に駐車場を新設する事による固定客の獲得

神奈川県 有限会社大丸薬局 1020002027113 健康寿命を延伸！未病改善に役立つ栄養個別相談

神奈川県 ｉ－Ｓｔｙｌｅ － 巣ごもり生活者や国内在住外国人に対する当院サービスの周知拡大

神奈川県 さたけ接骨院 － ＨＰリニューアルによる販路開拓

神奈川県 株式会社ライフプラス 2021001068849 新聞折込＆ＨＰを活用した訪問リハビリマッサージの販路開拓

神奈川県 歴×トキ － 販促グッズ作成と動画発信による「山城」ビジネスのブランド化

神奈川県 うみべのえほんやツバメ号 － 外観改装、看板設置とＨＰ更新で広報力を強化し新規顧客獲得

神奈川県 リフォピア － 短工期を実現し、他市への進出と現場増大を図る溶接機の導入計画

神奈川県 美容室ハピネス － 看板取り換えと新型椅子・新メイク手法の導入で新規客獲得を図る

神奈川県 Ｆ．Ｆ　ＬＡＢＯ　エフエフ　ラボ － ネットを活用した収益アップによる従業員の雇用
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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３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

神奈川県 株式会社ラボラボ 3020001077900 「クラウド型ＰＯＳレジ」と「使い捨てタオル」の開発

神奈川県 Ｃｅｌｉｏ株式会社 3020001082248 クラウドライセンス管理米国Ｚｙｌｏ社製品の告知活動

神奈川県 カイロ鉄庵 － ポータルサイト／ＰＰＣ広告によるｗｅｂ集客事業

神奈川県 アドバンスト・ＡＩ株式会社 6020001117711 当社主力製品販売サイトへの新ターゲット囲い込み事業

神奈川県 ＢｕｌｌｄｏｇＬａｕｇｈ － ＶＲコンテンツ制作の営業開発とＷＥＢ広告による販路開拓

神奈川県 有限会社長寿庵 3020002098020 玄蕎麦自動選別機導入による生産性の向上と差別化の推進

神奈川県 ｏｔｏｒｉｂａ － ＨＰ新規作成及び音楽専門の収録配信機材の導入による販路拡大

神奈川県 株式会社ｎａｎｅａ 6020001079480 安心して来院でき、ＳＮＳ広告を活用し当社をより周知する事業

神奈川県 アルニマインターナショナル株式会社 3020001065780 海外個人顧客向けのＨＰ構築によるＢｔｏＣビジネスへの参入

神奈川県 ＢＩＧＵＰ株式会社 7011101054126 次世代型予約管理システム「ＺＥＲＯＴＥＭＡ」ウェブサイト開設

神奈川県 こどもリトミックｓｔｕｄｉｏ － 大人向け音楽教室に関わる新規事業展開

神奈川県 有限会社村田写真館 2020002099465 おうちで写真館！出張撮影サービスによる顧客拡大

神奈川県 アドミッションズ株式会社 4020001126045 Ｙｏｕｔｕｂｅｒプロモーションによるアプリユーザー増加施策

神奈川県 ユニキャリア － ユニキャリアの新期ＨＰ・動画・リーフレット作成による顧客開拓

神奈川県 葵 － 着付け教室の開校で新規生徒の募集と伝統文化の継承

神奈川県 川崎卓球ジム － 教室拡張移転、女性コーチのレッスン等による販路開拓

神奈川県 Ｗ．ＳＱＵＡＲＥ － ＨＰ制作及びｗｅｂコンサルティングサービスの販売促進事業

神奈川県 キャピトール － ホームページ新設と紹介、リピートによる新規顧客開拓

神奈川県 有限会社いわき石材 1020002087900 墓石販売業におけるリモートお墓参り等新サービスの提供及び販促

神奈川県 株式会社プラスアルファ 3020001078312 紙媒体に動画を組み合わせた分かりやすい広告

神奈川県 ＡＯ－ＭＡＫＥＫＥ － ハワイ製品～開拓オンラインショップ

神奈川県 Ｒａｎａ － 新メニュー作りの為のデジタルパーマ機導入

神奈川県 株式会社ＭＭＫＹ 7020001096517 ネット広告とホームページリニューアルによる販路開拓

神奈川県 箱根金時荘 － ＨＰ新設による認知度向上と日帰り温泉の充実で顧客獲得

神奈川県 岡部理容店 － ３０～４０代男性に「ヘッドスパ理容店」を訴求し新規顧客を獲得

神奈川県 株式会社ＭＣＭＦ 1021001068998 オーダーメイド型ケータリング事業の開発、外装リニューアル工事

神奈川県 株式会社相陽木工伊勢田屋 9021001032831 『満足と安心』『環境対策と観光案内』

神奈川県 サマサマステイ － 「サマサマステイ」の宿泊定員増による予約獲得率向上

神奈川県 美髪　楽 － 光と電気で深く届く、肌や筋肉の潤い、緊張をほぐし血流促進

神奈川県 美容室　ＲＥＡＳＯＮ － 出張施設美容、出張在宅美容

神奈川県 株式会社スウィンベル 7021001032759 スポーツチームグッズによる新規ターゲット層の販路開拓

神奈川県 株式会社アセンダント 3011701014838 「ユニバーサルデザイン・おもてなし旅館」へのイメージ戦略

神奈川県 ラウンジ　蒼 － お店の状態ＨＰで見える化プロジェクト

神奈川県 株式会社持田商会 1021001033218 ３本の矢で営業改善販路拡大へ

神奈川県 しっぽアニマルクリニック － ウェブサイトのリニューアルよる来院数の増加と売上アップ
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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３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

神奈川県 ＩＫＫジャパン － ホームページ作成でリフォーム工事の新規販路開拓拡大を目指す

神奈川県 有限会社ポパイ 2021002059616 『内装の改装による販路拡大』及び『外観の改装による販路開拓』

神奈川県 株式会社木川産業 1021001069170 ホームページによる産業廃棄物収集運搬業の新規顧客獲得

神奈川県 ヘアショップコオリナ － ・独自ホームページ作成、プロモーションによる脱毛サービスの拡大

神奈川県 株式会社アフターファッション中クリーナー 4021001036110 顧客ニーズに応えるお布団クリーニング普及の為の広告宣伝事業！

神奈川県 株式会社フジエステート 4021001038404 ＨＰを利用した新規顧客獲得

神奈川県 有限会社サカモトエンジニアリング 9021002061301 スマートフォンでのＷｅｂサイト対応・販路開拓

神奈川県 すぎやま本制作 － 自分史等の制作サービスを世に知らしめるホームページをつくる

神奈川県 ＨｉｄｅＯｕｔ　Ｈａｉｒ － ファインバブル炭酸効果の実感を通して来店周期の定着と新規獲得

神奈川県 有限会社ル・カンフリエ 4021002060175 販促資料、カタログ等の作成、ホームページ施策、新商品開発

神奈川県 有限会社鈴伝商店 6021002002844 自家製ひものがすぐその場で食べられる定食屋を店舗隣に新設

神奈川県 株式会社農業経営研究所 9030002010630 農村活性化を目指す！販路開拓と小売り部門の強化

神奈川県 アロマルームアンノン － サロン改装とホームページ・チラシによる新規顧客の獲得と固定化

神奈川県 株式会社ディーウェイスペース 9021001069857 産業用機器の試作開発および海外への販路拡大

神奈川県 司法書士坂根事務所 － 信頼と実績「知ってもらう」ＰＲ促進

神奈川県 トーエ治療院 － 治療用マッサージ器の開発、製造、販売で販路開拓

神奈川県 岡本行政書士事務所 － ハガキＤＭを活用した自社サイト（建設財務ナビ）への誘導事業

神奈川県 靴修理　合鍵　司 － ディンプルキー合鍵複製器のリニューアルによる販路開拓

神奈川県 マシマロＢＵＢＵ － 機械導入による効率と売り上げのアップと広報の強化

神奈川県 水島サイクル － タイヤ交換の作業効率と安全性向上による顧客満足と営業力アップ

神奈川県 ユナイテッドピクチャーズ － ５Ｇ時代を見据えた販路開拓の為の、最新業務用映像機器の導入

神奈川県 あしさん － 地域に根差した広告でフットケア事業の販路開拓と認知向上の計画

神奈川県 合同会社Ｊｕｉｃｅ 7021003009409 インターネット広告によるアプリの販路拡大

神奈川県 ブレッドスタジオ　モグ － 店舗情報の発信強化と業務の効率化

神奈川県 ロッシ － ウェットスーツ製造の効率化と新規販路開拓による収益拡大事業

神奈川県 Ｋ－ＯＨＡＮＡ’Ｓ － “自動回転式フリフリチキン製造機の導入による販路開拓”

神奈川県 有限会社野田自動車 4021002009800 アフターコロナを見越した「高級車専門」ブランド確立事業

神奈川県 ペルロの家 － 愛犬グッズの移動販売開始による販路拡大プロジェクト

神奈川県 アールブイフォーワイルドグース株式会社 4021001019288 メイクショップの導入による自社サイト上の販路開拓

神奈川県 小沢商事株式会社 7021001019533 大学生向け賃貸物件のバーチャル内見及びＷＥＢシステム組込

神奈川県 美容室　ピュア － 新メニューの拡大で繁盛店！安心安全な清潔感のあるサロン

神奈川県 株式会社ツバケン 6021001064118 新規受注へと繋がる、興味を引き分かりやすい新しいＨＰを作成

神奈川県 Ｌｕｐｉｎｕｓ（ルピナス） － 効率的に健康体形を実現するための機器導入と顧客拡大

神奈川県 有限会社颯伸 1021002038348 知名度の向上と個別指導体験ＰＲによる新規生徒の獲得

神奈川県 株式会社ｄｏｏｄｅ 3021001054914 逝く人を物語る高付加価値の「棺」の商品化と市場展開

28 / 34 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３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

神奈川県 さくらちゃ － コロナ売上げ減少再建＆自律神経整体ＰＲ　新規事業モデル開始

神奈川県 Ｉ・Ｄイシイデンタル工房 － コバルト鋳造機導入による販路開拓事業

神奈川県 株式会社センスライン 6010401135776 Ｗｅｂリスティング広告強化で新規顧客獲得をめざす事業

神奈川県 げべ － ＨＰ・ＰＶ制作を通じた“全く新しい庭サービス”のＩＴ広報事業

神奈川県 鎌倉明月 － 食洗機の導入による多客期における回転率と来客サービスの向上

神奈川県 ＪＳＴ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 6021001067467 自社ウェブサイトを通したコンテンツ配信とアフィリエイト事業

神奈川県 チャレンジャー・カンパニー株式会社 5021001050449 コンサルティング業務効率化および見積精度向上による販路開拓

神奈川県 株式会社Ｍｅｄｉｃａｌ　ＭＡＲＫＳＴＡＲ 8021001070122 地域に根付いた訪問看護と訪問リハビリテーション。

神奈川県 ＮＡＮＡＯ　ＢＡＧ － カスタムオーダーサービスのＰＲに向けた自社ＨＰ制作を実施

神奈川県 合同会社アタシ社 6021003005276 ＨＰ制作とプロモーション映像制作でネットを通じた新規顧客の獲得

神奈川県 株式会社みかん 2021001070383 認知度アップで三浦市のみまもり訪問看護ＮＯ．１を目指す

神奈川県 ＰＲＥＢＯ － 感染症予防の環境整備と有名コーチアピールで認知度向上

神奈川県 株式会社トモエレクトロ 1021001015595 基板・電子部品リサイクル事業の販路拡大に資するホームページリニューアル

神奈川県 小山行政書士事務所 － 足場の許可トータルサービス事業

神奈川県 ケンモツ塗装 － きめ細かい工事の内容が知れるホームページ

神奈川県 株式会社クヲルト 6021001050150 速攻のお掃除が可能！“トイレそうじ番”の開発・商品化

神奈川県 合同会社ＨＡＰＰＹカイゴ 2021003009339 新サービス『訪問型個別レクリエーション』の周知拡大。

神奈川県 株式会社みゆき鮨 7021001016679 座敷をバリアフリー化して高齢者など幅広い客層に来客を促す事業

神奈川県 オアシス治療室 － 新たなＥＣサイト登録と自社ホームページ刷新の取り組み

神奈川県 有井工業株式会社 7021001047154 企業ＰＲの強化による受注拡大と企業イメージ向上による採用強化事業

神奈川県 かさい整骨院 － オンラインで行うダイエットトレーニングと健康作り

神奈川県 株式会社湘興コーポレーション 8021002028425 建築・不動産屋による相続コンサルティング事業立ち上げ

神奈川県 Ｋ＆Ｋプランニング － 外的要因の影響を受けずに収入源を確保できるキッチンカーの開発

神奈川県 有限会社柴田製作所 1021002021080 新しい取引先と売り上げを拡大するためにホームページ開設

神奈川県 株式会社サージェントフーズ 1021001053174 ドローン機体の種類拡充とＳＮＳ広告による集客強化

神奈川県 株式会社Ｋａｐｉｎｏｎ　ｓｔｕｄｉｏ 6021001061081 コロナや災害など新時代に強い！企業向け放送撮影の周辺機器整備

神奈川県 株式会社ライフェクト 7021001018411 イオン橋本店及び橋本駅周辺の看板設置により認知度を向上させる

神奈川県 株式会社相模総合住設 6021001067483 ミニコミ誌への広告掲載によるリフォーム工事の受注拡大

神奈川県 有限会社ピーク 6021002042106 予約受付のＩＴ活用による効率化メモリアルフォトイベントの実施

神奈川県 大原接骨院 － 変形性膝関節症プログラムによる改善効果の周知

神奈川県 ＹＯＫＯＫＩ　ｄｅｓｉｇｎ／横木　憲幸 － ネット販促専用のＷＥＢサイト設立とＳＮＳ広告配信

神奈川県 楽集会合同会社 3021003008884 風を切って走ろう！１日忍者無料体験レッスン「かけっこの巻」

神奈川県 長谷川眼鏡店 － ”機械導入による店舗運営の効率化及びその効果による販路拡大”

神奈川県 ＥＣＣジュニア大和中央教室 － 差別化オンラインレッスンスタートに伴う広告宣伝事業

神奈川県 株式会社伊沢工務店 4021001024916 受注力向上の為のパンフレット製作・ＩＴ広告の活用
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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３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

神奈川県 ボルドー － 新型コロナ感染症予防対策の実施で安心して来店できる店作り

神奈川県 松岡工房 － コロナ後の販売促進に備えて新規ガラス溶解炉の導入

神奈川県 焼き立てパン工房クオーレ － １０周年感謝イベント「和菓子屋さんのクオーレ和ッフル」ＰＲ、販売

神奈川県 奥村工務店合同会社 3021003005691 台風災害対策工事および修繕工事による販路拡大事業

神奈川県 Ｃｒｏｓｓ　Ｒｏａｄｓ － 自然由来素材の壁紙の張替えフォーム事業とその販売促進

神奈川県 Ａｓｔｒｅａスポーツクラブ － 地域に根差した体験会等を通じたトランポリン競技の普及

神奈川県 合同会社ｎｏｃｅ 4021003004833 ＨＰ新規制作による販路開拓

神奈川県 株式会社ＳＳＡＫＵＲＡ 8020001136908 需要が拡大するクラウドファンディングを利用した通信販売事業

山梨県 株式会社ミレックスジャパン 1090001005336 山梨から世界へ！富士山ウイスキー販路開拓事業

山梨県 Ｋｏａきゅぅと － フランス展示会メゾンエオブジェへの出展による海外販路拡大

山梨県 ＮＯＤＯ － エアコン増設による感染症に強い店内環境構築とお客様満足度向上

山梨県 アロマハウスＲｕＮａ － コロナ禍でも安全安心な寛ぎ空間で心身をリラックス！

山梨県 アパレルブランド我吼 － 地域発アパレルブランド「我吼」のブランディングと販路開拓事業

山梨県 有限会社四つ角や 6090002012830 小麦の自家栽培とパンが出来るまでの情報発信によるファンの獲得

山梨県 外川商事株式会社 7090001009892 最新撮影技術で高品質写真を提供する地元密着型スタジオ事業

山梨県 てんさらばさらてんさらばさら － あそびの教室及び学習サポート事業の強化で新規顧客獲得

山梨県 鍼灸サロン～ＫＯＵ～ － 看板設置及び駐車場拡張による来店客の利便性向上事業

山梨県 外川呉服店 － 取替可能な壁面看板の設置と展示棚改装による新規顧客の獲得

山梨県 補聴器専門店さなだ － 店舗外構の整備とバリアフリー化で安全安心の確保

静岡県 株式会社めんてかぶ 6080001010489 気密測定器の増設・販路拡大

静岡県 株式会社オートステージＢＩＳＥＮ 9080001011781 近隣の女性客獲得のための広報活動

静岡県 フロイライン　フジミ堂 － 店内改装を行うことにより若い女性を取り込むための販路開拓

静岡県 ＮＥＷ　ＷＯＲＬＤ － 「ネイル」「脱毛」の組合せによる新たな販路開拓

静岡県 株式会社ココカラ 1080101019179 女性のためのシークレットボディメイクを訴求する新規顧客開拓

静岡県 株式会社ナグラ 7080001008854 ＨＰの開設による事業の拡大と後継者の確保

静岡県 ミシロ美容室 － お客様の癒しの空間個室をつくる

静岡県 石野　沙依 － ＳＮＳを活用！全国のお洒落さんが注目するネイルサロンを作る

静岡県 柴山養蜂 － 蜂蜜溶解装置導入による蜂蜜消費拡大・生産性向上

静岡県 大国屋製菓補 － 出来立て・焼きたて・蒸かしたてはいかが？大国屋見える化計画

静岡県 安川会計事務所 － クラウド会計活用と経営財務コンサルティングの提供

静岡県 ヘルプ・ミー － 弊社既存のＨＰをリニューアル、またＷＥＢ広告費への充填

静岡県 有限会社シューマン 4080002002719
静岡県産の「夏イチゴ」等を使用した生菓子の商品開発による新たな顧客の開
拓

静岡県 株式会社昭和パッケージ 5080001002140 新型ワンタッチ式ダンボールの提供と作業スペース・在庫管理の業務効率化

静岡県 權（ごん）接骨院 － ホームページ開設とチラシ・看板設置によるＰＲ強化

静岡県 有限会社空丸工務店 4080002001720 新規顧客獲得のための新規ホームページ開設
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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３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

静岡県 株式会社長谷 9080001004216 ベット枕元への電源とスタンド設置、及びリスティング広告の出稿

静岡県 彌榮株式会社 9190001026182 顧客満足度向上のためのリハビリ器具の充実と販促用ＰＲ

静岡県 株式会社Ｅｕ－ＢＳ 6080001012452 ＢｔｏＢの新規販路開拓の強化

静岡県 ネクスト・コム株式会社 7080001018861 「ジブンカフェＣｏｌｏｎｙ」のＷＥＢサイトとパンフレット制作による顧客獲得

静岡県 ヘアークラブウィン － 高齢のお客様向けに美顔・増毛技術をより快適な環境で提供

静岡県 アイリ設備株式会社 4080001019185 ホームページ開設と非対面型営業による販路開拓

静岡県 ＭａＭａしゅ － さくらや静岡清水店のさらなる新たな販路開拓の取り組み

静岡県 Ｈａｉｒ　Ｃｌｕｂ　ＨＥＬＬＯ － “地域の主治美”髪のことなら何でも相談できるファミリーサロン

静岡県 株式会社神沢川酒造場 9080001011864 独自販売ルート構築を目指す欧州販路開拓プロモーションの実施

静岡県 合同会社ミモザのＨａｎａ 6080003002443 ケアプランセンターミモザのＨａｎａの地域へのＰＲ活動

静岡県 ＤｏｇＧｒｅｅｎＧａｒｄｅｎ － ペットライフを充実させるサービスで新規顧客の獲得

静岡県 ひかり薬局 － 当店独自の健康相談会の開催を通じたミドル世代の囲い込み

静岡県 コンフィチュール工房ロサ・マリー － 生のフルーツの良さを活かしたコンフィチュールの販路開拓

静岡県 エニックス塗装 － 抗ウイルスコーティング塗装の導入による新規顧客獲得

静岡県 株式会社Ｙ・Ｙ・ダイニング 6080001023326 国産丸鶏を使用した東京有名店監修のタッカンマリによる新規顧客獲得

静岡県 旅館登呂 － 地域の名産を生かしたプラン設定に基づくネット集客の強化

静岡県 有限会社コスミック 3080002009855 多能工化による施工図面の作成と複数工程一括受注による販路開拓

静岡県 ａ　ｂｉｅｎｔｏｔ － 初心者でも再現可能なヘアメイクレッスンでの技術提供

静岡県 ＨＡＩＲＳＨＯＰ　ＨＡＹＡＳＨＩ － 「ホリスティック　ビュティ―スパコース」による新たな市場の顧客獲得

静岡県 御菓子司　わらべ － 新商品の開発に伴う保存用冷凍庫の導入

静岡県 井上塗装 － 一般顧客向け洗浄サービス提供開始と広報強化による新規顧客開拓

静岡県 税理士法人　コンサルタンシー 2080405003241 ＩＴを活用した自社ブランディングと新規販路開拓

静岡県 よしはら接骨院 － 顧客満足度を向上させ、来院患者数の増加リピート率増加の実現

静岡県 株式会社クロスタウンドッグ 7080401018817 展示会に出展し新規顧客を開拓すると同時に認知度を高める

静岡県 アイランドサービス － 特定技能登録支援機関として国内外に向けたＰＲ・新規顧客獲得

静岡県 株式会社インテリアライフ 6080401000552 倉庫改装で自社展示会場の設営による新規顧客開拓

静岡県 株式会社イエロースタジオ 6080401000395 企業、商品の認知度向上のための情報発信型ウェブサイトへの更新

静岡県 理容　清水 － 高齢者・障がい者の顧客の利便性向上及びウイルス感染対策強化

静岡県 株式会社クラーク 3080401019736 時間外診療のＰＲに向けた自社ＷＥＢサイト制作を実施

静岡県 アイワ・ハウジング － 新築業務のＰＲによる新規顧客開拓

静岡県 アルナ株式会社 6080401000354 自社特許製品「熱排出の効率が高いボンネット」の試作品開発

静岡県 ＯＦＷ合同会社 4080403004116 お店のイメージに合った内装リニューアル、ホームページ開設。

静岡県 Ａ’ＲＶＯＲＥ － ホームページリニューアルによる新規顧客開拓と予約見える化

静岡県 ｎｅｗｈｉｌｌ．ｃｏ － アコースティックギターの倍音加工技術の開発

静岡県 有限会社ジャイアン鈑金塗装 9080402010259 情報発信と生産性・品質向上による新規顧客開拓等売上げの強化
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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３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

静岡県 和音 － より良い音楽を提供するための空間と情報発信体制の構築

静岡県 ＬＥ　ＣＩＥＬ　ＢＬＥＵ － 看板リニューアルとポスティングによる認知度ＵＰと新規顧客獲得

静岡県 ＶＥＲＤＥ（ヴェルデ） － 訪問美容サービスによる高齢者顧客の獲得施策

静岡県 株式会社アンビット 8080401013453 小規模民間建築物の新たな建物調査

静岡県 宮元カラカミ店 － ＷＥＢサイトを活用した自社製品販路開拓での地域顧客獲得

静岡県 Ｔｈｅ　Ｆｏｕｒｔｈ　Ａｖｅｎｕｅ　Ｓｔｕｄｉｏ － 写真スタジオの刷新充実並びにスタジオのブランド化推進事業

静岡県 かみゆい伽羅 － 自社開発の炭酸ペーストを用いた洗髪技術によるサービス強化

静岡県 株式会社メーワテック 7080401005427 営業マン増員に伴う販路開拓と地域密着企業としての知名度向上策

静岡県 オフィス２１アーキスタジオ － 建築工法の合理化とドローンによる建物調査による新規顧客開拓

静岡県 合同会社こころ 1080403003839 遺品整理・除菌消臭サービスの生産性向上と販路開拓

静岡県 ナカノサイクル － 電飾看板設置ガラスフィルム施工店舗印象向上による新規顧客獲得

静岡県 貴建株式会社 9080401013790 インターネットを活用した個人顧客の販路拡大

静岡県 株式会社遠織流通センター 5080401000818 パルピウェア※（仮称）の開発による新たな市場開拓

静岡県 ＵＯデザイン事務所 － 海外企業からの依頼獲得を目的としたホームページのリニューアル

静岡県 株式会社リバイタ 1080401019390 既存の問題点を解消しＳＤＧｓ対応を強化し商圏を広げるＨＰへ更改

静岡県 株式会社ステップアップ 4080401023670 新規顧客を獲得するための仮設トイレの設計、生産、販売

静岡県 株式会社Ｎ．Ｒ．Ｓ 9080401023781 まつ毛のパーソナルデザイン事業の開始

静岡県 株式会社スカイプランニング 8080401010715 工場や施設の省エネ担当者向け特設ＷＥＢサイトの開設

静岡県 バーバーアカダマ － 個室の特別空間で受けられる一貫理美容サービスの提供

静岡県 有限会社日乃出自動車工業 1080402006727 全自動エアコン充填装置での自社整備による販路拡大

静岡県 株式会社寿建設 2080401001760 「ＢｔｏＢ」向けランドリー事業の展開による新規顧客開拓

静岡県 株式会社セイエンプランニング 4080401024470 情報誌キャラクターの着ぐるみで、販路拡大と情操教育のお手伝い

静岡県 Ｆｌａｎ＊ － Ｆｌａｎ＊商品のＨＰ作成と栄養分析による販促★大作戦

静岡県 株式会社カラダコンサル 4080401023927 杖無しで自立歩行が難しい方にＥＭＳ機器導入とバリアフリー化

静岡県 川井建設株式会社 7080401001319 「顧客に寄り添う家づくり」の周知による新規顧客開拓

静岡県 合同会社ナミレ 5080403003430 ワンルームカー用クーラーの開発

静岡県 学習塾ＧＲＩＴ － チラシ広告による地域マーケティングの強化

静岡県 有限会社みずの加工 3080402007987 ヒューマンスキルに左右されない検査装置の開発による販路開拓

静岡県 有限会社パサージュ 1080102002877 美の総合サービスを提供するサロンの効果的な販路拡大事業

静岡県 山本紙器製造所 － 新商品おもいでの作品を活かしたオリジナル収納箱の製作

静岡県 有限会社山二園 4080102003699 ハイブリット火入れ機（遠赤外線導入）による茶の香味向上

静岡県 有限会社クォリティオブライフ 9080102006243 クラウド型電子薬歴「Ｓｏｌａｍｉｃｈｉ」導入による薬歴作成及びにＩＴ化に伴う生産

静岡県 有限会社内浦造船所 4080102000473 大型船舶用設備導入による顧客の囲い込みと事業継続力の強化

静岡県 有限会社タカハシ 3080102002223 当店の魅力を訴求、集客を図るための効果的な販路開拓事業

静岡県 日本ビール醸造株式会社 1080101003208 サムライサーファービールの品質向上及び販路開拓に向けた取組み
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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

静岡県 ミチ美容室 － 炭酸泉スパークリング＆マイクロスコープ頭皮診断で新規顧客獲得

静岡県 髙橋エネルギー変換学研究所株式会社 1080101021795 歩行運動で発電するスマートホン向け充電機の開発（特許出願準備中）

静岡県 太田バーバー － 理容室によるエステメニューの導入

静岡県 髙橋畳店 － 季節毎のチラシ作成によるニーズ喚起

静岡県 Ｃａｓａ　ｄｉ　Ｇｒｉｓｅｌｄａ － “焼き菓子店の造る自家製天然酵母パン”全国発送致します！！

静岡県 魚魚炉 － “二次会は自宅でどうぞ！ご家庭で食べる居酒屋料理”の事業化

静岡県 １ＳＴＹＬＥ － トリミングサロンが営むペットホテルで、販路開拓と認知度ＵＰ

静岡県 有限会社東静ビケ 2080102002488 ＨＰを通じて当社取り組みを発信し魅力度ＵＰにより受注を拡大

静岡県 有限会社正和産業 5080102001990 空缶選別機導入によるＳＤＧｓ取組

静岡県 日本情報開発株式会社 9080101006046 新しいカタログとＤＭを活用した遠隔地の顧客開拓事業

静岡県 株式会社グルッペ 6080101005521 居心地の良いカフェづくりを目指すためのトイレ改修工事

静岡県 ミモザ製薬株式会社 1080101020129 自慢の商品力を活かした広報活動による販路開拓

静岡県 Ｈｕｍ’ｓＨＡＩＲ（ハムズヘア） － ケアメニュー特化型シャンプーユニット導入による生産性の向上

静岡県 犬の美容室　メリー － ＷＥＢページとＳＮＳを連携させた情報発信による顧客獲得

静岡県 ＡＴＥＬＩＥＲアラン － 富士宮の女性をキレイにするための新メニュー導入と情報発信

静岡県 株式会社山清 6080101011899 ホームページ開設並びにＩＴ化の推進に伴う営業力強化事業

静岡県 株式会社サキフジ 1080101012290 石綿除去の新工法導入に伴う販売促進事業

静岡県 のんｃａｆｅ － イベントの開催及び利便性の向上による集客計画

静岡県 絵画教室アトリエユレーラ － 三密を避け、制作環境の充実化・事業拡大に向けたアトリエ改装

静岡県 ＳＥＣＯＮＤｂｙＦｏｕｒＳｅａｓｏｎｓ － Ｗｉｔｈコロナで選ばれるサロンへ

静岡県 ももいろのゆき － 高品質＆良心価格な補正下着とボディエステでキレイを提供！

静岡県 奥富工業 － モーターリサイクル工程の効率化による生産性向上

静岡県 ジュエン藤原有限会社 7080102016830 ホームページの改修による新たなマーケットへのアプローチ

静岡県 丸石寿司料理旅館 － 知られざる丸石旅館の館内情報や利用法の公開による顧客の獲得

静岡県 アドリ株式会社 6080101019612 九条ネギをすき焼き専用ネギに！ブランディング戦略で経営安定

静岡県
コアディストリビューション＆エンジニアリ
ング

－ 住宅・リフォーム商品の拡充と新プラットフォームへの販路開拓

静岡県 井出信石油株式会社 1080101008149 「ＦＵＪＩＳＡＮ洗車職人」プロジェクトによる販路拡大

静岡県 デザインパーツ株式会社 1080101010716 自社独自のノウハウを活かした「ごはん・おかずのお供」の製造

静岡県 有限会社サトウ 9080102013982 新規客開拓と顧客の再来店につながるホームページを作成

静岡県 有限会社熊力石材 5080102015669 新規顧客獲得のための粉骨サービスによる「墓じまい事業」

静岡県 理容マエジマ － 高齢者や車イス利用者にも優しい理容店

静岡県 ｎａｂｅＰＲＯＪＥＣＴ － 地域情報サイトと自社サイトをリンクさせた、自社の見える化と新規顧客獲得

静岡県 伊豆下田マリンセンター － 事業範囲を近海から沖に範囲を広げ、新規顧客拡大を図る

静岡県 ＩＣＨＩＧＯＹＡ － 独自ＱＲコード入り資材開発、看板でＥＣサイトの新規顧客確保

静岡県 株式会社ベーシック 5080401016624 事業所の移転で、新しい収益になる金属スクラップ持ち込み客の開拓
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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

静岡県 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇａｒｄｅｎ － 環境整備による新たな販路開拓とコロナ対策の為の顧客分散

静岡県 創家ちどり － 少人数空間で味わう地産地消の創作料理提供による新規顧客の獲得

静岡県 株式会社ダイバ 4080401015890 ホームページ整備に伴う新規販路開拓事業

静岡県 モンリーブ － 店舗周囲のリニューアル及びチラシ配布により販路拡大を図る事業

静岡県 株式会社マリンヒルズ 6080101013771 別館リニューアルによるファミリー層顧客獲得強化事業の展開

静岡県 三枝飾工房 － 世界最高峰の展示会に出展しブランド力を高め、欧州に販路拡大

静岡県 レ・セゾン － ＨＰスマホ対応・風呂改良工事・ＩＴ導入による業務効率化

静岡県
海とエステと美肌風呂の宿　天使のイル
カ！

－ コロナ禍でも安全に旅行を楽しんで頂ける安心旅館の実現

静岡県 ＲＥ．ＢＯＲＮ － 時代に合わせ、美容室からライフスタイルショップへの移行。

静岡県 芦田畳店 － 圧着式半畳薄畳の販路開拓を目的とした情報発信事業

静岡県 湯脇造園 － 新商品「千手枠」販売プロモーションとオプションパーツ開発

静岡県 やまは服部商店 － パッケージデザインの刷新による販路開拓・拡大

静岡県 あすなろマネジメントパートナーズ － リモート支援によるＢＣＰ策定・ＢＣＭ研修システムの構築

静岡県 理容サカイ － 若年層　女性客　開拓のためのシステム作りと店舗づくり

静岡県 有限会社なかむら館 6080002016097 複合型温浴施設への多角化、新規顧客獲得を狙うＷＥＢサイト制作

静岡県 Ｓｅｖｅｎｔｈ　Ｃｈｏｒｄ － 「店舗ＰＲ・認知度向上及び生産性向上による売上増加計画」

静岡県 株式会社アシストライフ 6080001021073 ホームページリニューアル・販路開拓

静岡県 有限会社西洋菓子卯屋 6080402017959 オンリーワン掛川手書地図で包む新作菓子でアフターコロナに挑む

静岡県 林檎館 － 新規顧客の獲得にむけた「時間」を楽しむ空間づくりの強化

静岡県 鈴木博之事務所 － コロナ禍におけるＷｅｂ相談体制の構築および情報発信事業

静岡県 有限会社ヘルシーリンパ 9080002018405 新規卸先顧客の販路開拓とコーヒー豆選別機導入による生産性向上

静岡県 からだ工房ＯＣＡＭＥ － ウェブ、動画、ＳＮＳ連動でのブランディング及び販路開拓事業。

静岡県 株式会社チューセイ 1080001018677 ワンストップ体制と技術力をアピールする販促サイト構築

静岡県 さいとう動物病院 － 駐車場塗装工事及び看板設置による売上向上事業

静岡県 株式会社Ｔ－ＯＨＡＮＡ 5080001023616 地域課題である「高次脳機能障害者の自立」を支援する障害福祉施設の開設

静岡県 小料理輝 － 静岡県のお米でおいしい釜めしを！地産地消・安心野菜で健康！

静岡県 株式会社サイゴー 9080401017189 袋井市の暮らしを豊かにする工クステリア活動

静岡県 有限会社髙木鐵工 3080402021658 フルデジタルアルミ溶接機を導入による事業拡大・顧客獲得

静岡県 バーバーショップミヤモト － 理容椅子のバリアフリー化で高齢者、車椅子等要介護者の顧客増加

静岡県 ＯＨＡＮＡ － ＤＮＡ解析を活用した「部分温熱療法」による身体メンテナンス

静岡県 ＹＭプランニング株式会社 9080001022176 ホームページを一新！実用性ＵＰでｂｅｓｔマッチング！
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