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

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

茨城県 畑のＧＯＣＨＩＳＯ － 店舗の厨房のレイアウト変更並びに、駐車場周辺の整備

茨城県 株式会社ねぼけ 5050001007605 バースデーＤＭを活用したリピーター顧客の客足回復事業

茨城県 宮前人形造花 － 葬祭用品における技術力強化による内製化と請負体制構築

茨城県 フィールクリエイト － 小規模事業者向けウェブサイトテンプレートの開発及び販路開拓

茨城県 Ｓｔｕｄｉｏ　ＣＨＡＫＩ’ｓ － おまかせデザイン名刺制作サービスの開始及び販売体制の構築

茨城県 アルソア歓知 － 美容化粧品の体験サービスの実施及び販路構築

茨城県 株式会社Ｊ＆Ｃ 7050001019821 新規石材仕入先確保による販路開拓事業

茨城県 株式会社工匠常陸 9050001045205 熟達した宮大工が一点一点丁寧に作り上げた高級な指物の製造販売

茨城県 沼田茶舗　電子タバコ店 － 「電子煙管」の販路拡大にむけたパッケージとＷＥＢサイト製作

茨城県 ベトナム料理アオババ － 日越の懸け橋！本格食材料理教室とベトナム母の味による販路開拓

茨城県 総合生花　花市場 － 法人・個人向けお祝い花部門の強化のためのホームページ作成事業

茨城県 古河漢方株式会社 3050001044105 健康的なライフスタイルを提案する研修会場の設置と認知度の向上

茨城県 キムテック － 環境無害型ブラスト工法ＥＺ　Ｂｌｕｓｔ導入に伴うＨＰ新規開設

茨城県 ａｔｏｗａ　ｄｅｓｉｇｎ －
自社ホームページによる空間デザイン事例掲載ページの構築と撮影技術の差
別化

茨城県 株式会社メディカルライセンスグループ 3050001034659 Ｄｒ．関塾水戸見川校チラシ配布による新入塾生獲得

茨城県 萩谷社会保険労務士事務所 － 小規模事業者に活力を～助成金案内サイトの構築～

茨城県 ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＣａｆｅＳｉｎｇｕｌａｒｉｔｙ － 「ＶＲカフェ」の開発・本格運用によるテクノロジーカフェの進化

茨城県 ＨＡＩＫＡＲＡＳＡＮ － メンズ脱毛顧客の受入拡大と衛生面強化徹底による販路拡大

茨城県 ＧＨＫ株式会社 8050001040520 炉端焼きメニューの充実とライブ感ある店作りで顧客満足度アップ

茨城県 ＣＡＮＶＡＳ合同会社 8050003004606 日立市初！マイクロクリエイションオフィスによる新市場開拓戦略

茨城県 行政書士福原総合事務所 － 自動車・運送関連事業者に対する認知度向上および販路拡大

茨城県 有限会社明光印刷 1050002024306 人と人の接触を回避「リモート会議システムで効率化ＵＰ」事業

茨城県 旬彩炭火焼料理　浪漫亭 － 「＠除菌手・洗う」で、衛生面の安全強化を高める事業

茨城県
社会保険労務士法人阿久津経営労務管
理事務所

6050005012154 新規顧客獲得のためのＨＰ作成とテレワーク人材の活用

茨城県 ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ － 美と健康の共用！４店舗が連動した回遊性確保による４事業の融合

茨城県 株式会社おひさま 3050001040780 小売比率向上のためのＨＰ作成と色彩選別機（白米用）の設置

茨城県 カフェ・ダイニングバーｕｎｏ壱 － お店でホームパーティ。家族で楽しめるプライベート空間

茨城県 株式会社ジオフーズ 9050001038282 子ども達や高齢者の家庭に届けたい出来立てホカホカご飯

茨城県 行政書士未来総合法務事務所 － 日本で創業したい外国人経営者を支援するプロモーション動画配信

茨城県 株式会社優和 6050001018849 「サポカー補助金」アピールによる新規顧客の開拓

茨城県 ハワイアンカフェロコロコ － 倉庫新設による客席数増加とお客様の待ち時間の軽減と業務効率化

茨城県 株式会社カントラスト 4050001040227 生前・遺品整理から空き家運用までのサポート業務のＨＰ新設

茨城県 アルファテクノシステム株式会社 8050001044918 ロボット・プログラミング教室の新カリキュラム導入と販路開拓

栃木県 有限会社辰己屋商店 2060002039178 客席数の増設による客数・売上高の増加

栃木県 株式会社金上 1060001020288 新たに消費者向け物品販売開始による売り上げ拡大作戦
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

栃木県 島田商店 － 古民家で開催する飲食業プレオープン

栃木県 株式会社イチマルイイヒ 1060001032119 顧客満足・従業員満足を同時に満たす調理場の排熱・排煙設備改修

栃木県 株式会社Ａｃｏｍｐａｎｙ 2060001031094 新体制リニューアルオープンに伴う工事とお弁当作戦

栃木県 有限会社アール 2060002021672 肌美男子！最新脱毛器で「イマドキオトコ」大量創出計画！

栃木県 憩いのぽぽベネ － 市内初モリンガよもぎ蒸しで新規顧客獲得事業

栃木県 アジテ株式会社 7060001028755 鹿沼産ハバネロ使用！「激辛石焼つけ麺」で免疫力アップ！

栃木県 ノンキーラグショップ － 買い回りをよりお得・便利に！認知向上ＥＣＯ活動

栃木県 株式会社奴充 6060001011051 お寿司屋さんのお座敷をバリアフリー化事業

栃木県 有限会社藤正 9060002016212 待合スペース、くつろぎの空間の確保・向上

栃木県 有限会社ゆの香 7060002015926
人手不足対策への業務改革・新プランやメニューの開発、考案に伴う調理器
導入

栃木県 有限会社きぬ川国際ホテル 9060002016055 リピーターのお客様への特典はがき送付

栃木県 石川製麺所 － 生めん専門店はここにあります！お店ＰＲ事業

栃木県 辛流 － 看板で顧客獲得⇒高機能排気設備でリピーターへ

栃木県 株式会社カーベル 4060001023899 ＨＰのリニューアル及びＳＮＳを利用した動画広告配信サービス

栃木県 株式会社マルベリー 5060001029292 安心できる薬局で地域に愛される薬局づくり

栃木県 株式会社アグクル 4060001030581 ホームページ一新で、お客さんになめらかな顧客体験を提供をする

栃木県 第一酒造株式会社 5060001020458 酒蔵が目利きした厳選米をお届け！

栃木県 島田嘉内商店 － 得意先支援の「３本の矢」大作戦

栃木県 ＳＯＲＡＩＲＯ － 廃棄予定野菜を使用したテイクアウト用スープメニューの開発

栃木県 トーユープラス株式会社 8060001018929 新たな顧客獲得に向けてのＳＮＳ広告活用事業

栃木県 Ｒ＆Ｍ　Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎｓ － 広報強化による新規顧客獲得！

栃木県 リラクゼーションルーム － ＨＰのリニューアルと予約システムの導入で売上増加を実現

栃木県 グリシーナ設計室 － 「ＳＯＨＯ」という自宅作業空間の提案による、新規顧客獲得

栃木県 華家紋 － 和装帯に付ける帯飾りの新商品開発と新作商品の販売促進

栃木県 株式会社アイル 7060001026692 ホームページにより認知度・安心感を高め、利用者増加を図る

栃木県 株式会社建好 5060001020326 “高齢者”に強い建築リフォーム会社のサイト構築

栃木県 株式会社きぬ川不動瀧 6060001009046 お客様へのサービス向上

栃木県 和処　司 － 危機的状況からの復活と事業継続～健康に配慮した店舗づくり～

栃木県 キムラ美容室 － 新サービス（オートシャンプー）の導入で作業を効率化

栃木県 染匠ひらの － ＷＥＢを含めた販路多様化と、インバウンドも意識した新商品開発

栃木県 島清株式会社 7060001018723 持続可能なＳＤＧｓ商品の開発事業

栃木県 有限会社マインズプランニング 8060002038091 看板・のぼり旗の設置で店舗の周知と集客力ＵＰを実現

栃木県 ナチュラルビューティサロン　ボンヌ － コロナウイルスの影響による売上減少からの復活とリピート率の向上

栃木県 株式会社ハマダ 6060001019053 まち歩きメニューの充実による観光客獲得事業

栃木県 株式会社アイラ 4060001026175 光明石販売強化事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

栃木県 整体院　眠りの森 － コロナウィルス打開の為の店舗リニューアル移転と販路開拓準備

栃木県 酒菜膳　忍 － 弁当販売促進のための冷凍冷蔵庫の増設

栃木県 朝日染色株式会社 7010601008302 工程管理システムの導入

栃木県 Ｃａｆｅ　Ｌｅｈｕａ － お年寄りからお子様まで癒される空間を提供し新市場を開拓する。

栃木県 ガチャマンラボ株式会社 8060001025215 高級ホームウェアの開発及びＷＥＢ販路開拓

栃木県 桜井産業有限会社 6060002017270 オリジナルフレコン製造認知度向上とＩＴ化による業務効率化

栃木県 すがたかたち － ブランドの定着　高級木製ドアハンドル・手すり＝すがたかたち！

栃木県 株式会社ジンファーム 8060001030826 おいしい野菜の直売所を開設！倉庫を美しくリノベーション

栃木県 株式会社ネオクラシック 5060001026001 カジュアルギフト需要を捉えた新商品開発による新規顧客獲得事業

栃木県 株式会社も 60001032265 ピンチがチャンス！イベントからオベントウにしちゃおう大作戦！

栃木県 プロヴァンス － 新メニューによる販路拡大と新規顧客獲得

栃木県 有限会社割烹たる池 7060002028168 県内初の新メニューで新規顧客を獲得し事業再建に道筋をつける

栃木県 株式会社小山製材木材 4060001014808 在庫処分を逆手にとった、短納期商品専用広告の展開

栃木県 行政書士やまね法務事務所 － ホームページの訴求効果改善で、新規顧客の獲得増加を図る

栃木県 株式会社さかもと 1060001001973 ＢＩＤＯＣＯＲＯ～第２幕～　再ブランディングで事業伸長を。

栃木県 株式会社カケラデザイン 1060001024272 企業ＰＲ　＆　採用動画制作サービス

栃木県
特定非営利活動法人あんしん空き家管理
ネット

1060005009443 放置空き家を０に　空き家管理ワンストップサービス

栃木県 おおつか有機農園 － 健康長寿に着目した「健康の一粒」生産の効率化と販路拡大

栃木県 とちぎ福祉コンサルティング株式会社 8060001031758 ホームページにより認知度アップし、登録者数と売上の増加を図る

栃木県 有限会社みさわ 9060002032696 店舗美化で集客力ＵＰ・労働環境改善で生産性の向上を図る事業

栃木県 株式会社グレイド 9060001014217 集客のための自社建物への看板設置とホームページのリニューアル

栃木県 みぞぐち建築設計事務所 － ウェブサイト構築による顧客のニーズに合った住宅の提供

栃木県 株式会社ハイクオリティ 1060001029288 住環境への防犯カメラ設置促進による安心安全な地域づくり

栃木県 有限会社マダムヒサコインターナショナル 3060002029335 世代を超えたコミュニティの場、優しい店づくりの承継

栃木県 ｋｉｍｏｎｏてふてふ － シングルマザーを中心とした貸衣装と記念撮影の新規導入

栃木県 ライフプラン株式会社 1060002031045 新商品の宣伝と自社ブランディングで知名度アップを図る

栃木県 有限会社ザ・ページェント 2060002015682 部屋の改築に伴い、ファミリー層の獲得をする

栃木県 街家かふぇ木・木 － お客様に喜ばれるデッキ屋根工事

栃木県 株式会社ルピナス 8060001029554 新サービス簡易薬剤パッキングの導入による販路開拓と業務効率化

栃木県 株式会社志ぶ家 9060001027680 与一肉おやきパッケージ製作でお土産用の販売拡大と作業環境改善

群馬県 ライブインヒロ － 「トイレのリフォームで、イメージアップ！」

群馬県 株式会社フィールドリッチ 7070001028267 婚活パーティ紹介動画の制作ＰＲ

群馬県 称株式会社アレッジ 7070001026980 大型看板設置による認知度と来店客数の向上

群馬県 ダンベルだんべー － オンライン講座システムの構築による運動教室の全国展開

群馬県 上州真田武将隊商い処松之屋 － おもてなし武将隊、デジタル活用全国展開事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

群馬県 ＺＩＮ’Ｓ　ＢＡＳＥ － 高機能電子機器導入による作業効率改善及び集客力向上事業

群馬県 株式会社明誠堂くすりのわかばやし 5070001023550 訴求力の高いミニコミ誌掲載による新規顧客獲得を目指す。

群馬県 合名会社トモエ 9070003001410 新たな商品「乾燥芋」の製造拡大及び販路開拓事業

群馬県 株式会社スカワ 3070001009080 健康を確保するための「住宅断熱リフォーム」で販路拡大

群馬県 株式会社寿々屋 5070001007330 宿泊予約のダイナミックプライシング導入による販売機会増

群馬県 柳通り駐車場 － 駐車場出入口の拡充・整備によるキャパシティ拡大での売上増加策

群馬県 株式会社ヒューマンハンズ 4070001034029 『自然派ワイン』を全国へ届けるためのスムーズな販売管理

群馬県 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｌｉａｎ － レンタル事業の認知向上のための宣伝活動の実施

群馬県 有限会社佐藤製作所 8070002029379 「昔ながら」からの脱却と安全性・生産性の追求

群馬県 株式会社膳 6070001026503 ３ＤＣＡＤ導入による提案力アップ事業

群馬県 株式会社ＹМエージェンシー 2010401087088 ＪＡＰＡＮシルクの販路拡大事業

群馬県 株式会社ナガシマ 2070001013612 ６５”ＷＥＢボード商品特化販売促進事業

群馬県 株式会社リードプランニング 8070001026006 利用者獲得のための介護事業者向けＳＮＳ併用型ＨＰ販路拡大事業

群馬県 プティ・ポンム － 物産展・展示販売会における認知度向上による販路拡大

群馬県 株式会社ＯＮＥ　ＡＢＩＬＩＴＹ 3070001031357 直売所の看板の設置及び商品カタログ作成による販路拡大事業

群馬県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｂｌｏｓｓｏｍ － ＜売上金額および顧客満足度アップのための改装及び装飾＞

群馬県 株式会社ＴＲ 6070001034101 健康と環境にクリーンな店舗のための駐車場・喫煙スペース整備

群馬県 有限会社鈴京 4070002010499 利便性向上のためのＷＥＢサイトリニューアル

群馬県 ＢＥＥＲ　ＢＡＲ　ＢＲＥＡＫ － 新規・団体・女性・法人客獲得のための店舗拡充

群馬県 居酒屋　灯 － 寒いを解決、トイレリフォームで快適な空間へ

群馬県
特定非営利活動法人Ｄｅｓｉｇｎ　Ｎｅｔ－ｗｏｒ
ｋｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ

1070005003379 各種販促プランの立ち上げとそれに伴うオンライン施策

群馬県 株式会社カッティング・モード 8070001027879 企業・創業向けセールスプロモーションセットの販路拡大事業

群馬県 なつみ総研株式会社 9070001034965 「コロナ対策型事業計画の策定と経営支援」の販路拡大事業

群馬県 リビナス － 若年層の獲得に向けた広告宣伝事業

群馬県 株式会社クラタ・アンド・カンパニー 2070001029534 海外展開に向けたホームページ作成事業

群馬県 ラヴェリテ株式会社 7070001011025
オンライン新サービス開始によるホームページ再デザインと自社下着ブランド
構築企画

群馬県 群馬ＳＡＫＥ　ＴＳＵＧＵ － プラットフォームサイトの認知度向上と収益性確保に向けた取組

群馬県 合同会社イレブンハート 8070003003705 高価格帯に特化した贈答用の花のＥＣサイト「東京祝花」の構築

群馬県 株式会社ジャパンアイデアセンター 2070001016152 「こだわりの名入れタオル」による新規顧客の開拓

群馬県 頭痛整体院　みらい － 新規顧客獲得と『日だまりショット』普及のためのＰＲ

群馬県 株式会社小出石油店 6070001011728 所有財産を再活用したすべての人に供給できる灯油販売

群馬県 株式会社ベジタル 7070001031436 要配慮者向け非常時・災害時用栄養補助スープの開発と販路開拓

群馬県 有限会社バージョンアップ 7070002031988 スマホを使った遠隔ダンスレッスン化及びスタジオ環境改善事業

群馬県 株式会社ファントム 5070001034531 ＡＩとＩＣＴ技術を活用した介護支援システムの販路拡大事業

群馬県 株式会社今井だるま店ＮＡＹＡ 8070001034909 ホームページの多言語化と越境ＥＣ導入による海外販路開拓事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

群馬県 株式会社Ｋ　ＣＲＡＦＴ 6070001032609 直接販売体制確立のためのプロモーション強化事業

群馬県 株式会社タクト 1070001019643 バイオゴールドオンラインショップのリニューアル

群馬県 伊田繊維株式会社 3070001015608 日本製作務衣のＢｔｏＢ市場開拓と生産管理システムの導入

群馬県 株式会社梅田製作所 2070001015071 ホームページ作成による既存・新規事業のＰＲ並びに受注拡大事業

群馬県 有限会社イナガキ製作所 2070002028122 「高品質」「短納期」「低価格」のガンドリル加工で北関東一を目指す！

群馬県 Ｏｎｅ’ｓ　Ｖｏｉｃｅ － 事業者向け動画コンテンツ事業等の普及に向けた　販路拡大事業

群馬県 有限会社肥田自動車 9070002011699 新型リフト設置による整備能力向上計画

群馬県 有限会社オフィスモリヤ 5070002023013 宅配サービス（仕出し弁当事業）・テイクアウト（惣菜・弁当）の販促強化

群馬県 もりの下のパン店 － ＨＰリニューアルによる新店舗と衛生管理面（新型コロナ対策含む）のＰＲ事業

群馬県 株式会社あめつち舎 6070001034588 ＥＣサイトの構築とパッケージリニューアルによる販売促進

群馬県 Ｃｏｌｏｒｆｕｌａｃｅ － 動画制作サービスの「Ｗｅｂ集客」による売上向上策

群馬県 日本一 － 販路拡大の為の食品用冷凍庫の増設と新型機器導入による販売促進

群馬県 株式会社宝 7070001011157 スマホ版ＨＰでおしゃれ大好き男女を獲得して売上アップ！

群馬県 有限会社クレヨン 2070002026027 取り寄せ需要を狙った「ｗｅｂ販売」による販路拡大・売上向上

群馬県 ｆｉｔｃｕｒｅ － カフェ部門強化と安全管理強化～顧客満足度のさらなる向上をめざす～

群馬県 有限会社オンリーワン 2070002032636 新規法人顧客の獲得のためのホームページ新規開設事業

群馬県 株式会社ティーワイ 2070001028073 新商品「このまま・きくらげ」の販路拡大

群馬県 桐生電子開発合同会社 8070003002426 海外企業との共同開発体制の整備による製品化・販路開拓の加速

群馬県 株式会社Ａｉｍ　ｈｉｇｈ 1070001032118 元Ｋ－１ファイターのノウハウが詰まったフィットネスジムのＦＣ展開

群馬県 ＯＨ！ＨＡＰＰＹ　ＷＥＤＤＩＮＧ － 桐生のシルク生地と加工技術を生かしたウエディングドレスの開発と販路開拓

群馬県 タナベビジネスコーチング － 地域の中小企業より業務受託するための宣伝広告の実施

群馬県 中静建設株式会社 7070001016362 平屋新築住宅と古民家リノベーションの新規顧客開拓事業

群馬県 オグラプリント＆サポート － レーザーカット加工機を活用した高単価新製品の開発事業

群馬県 株式会社Ｓｏｕｌ　Ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ 3070001035382 ｗｅｂを通じた「小規模事業者むけ展示会支援サービス」販路拡大

埼玉県 株式会社ベロタクシージャパン 2010001139702 倉庫を改装し、自社の厨房を設置し、売上ＵＰ！

埼玉県 かしのき総合法務事務所 － 遺言書の利用促進と身寄りがない方への遺言書の作成支援

埼玉県
有限会社ヒューマンアンドコミュニケーショ
ン

7030002087662 料理の宅配でピンチをチャンスに変える販路開拓を目指す

埼玉県 有限会社ぺぺタス 5030002117933 ギターレッスン動画～英語版のアメリカでの販売開始

埼玉県 Ｅｒｃｏｌｅ － 高級感のある「チェーン店とは違うワンランク上感」を演出できる空間の創出

埼玉県 株式会社ＰＩＴ　ＩＮ　ＮＥＧＩＳＨＩ 2030001134206 新規顧客開拓のためのオークション代行等を訴求する看板の設置

埼玉県
有限会社トータルマーケティングプリンティ
ング

9030002026148 樹木葬とサーモブロックの販路開拓強化支援による売上向上事業

埼玉県 有限会社シーピーエス 2030002081703 プライベートレッスン「スマホカフェ」の創出

埼玉県 ノライエ株式会社 5030001130689 野菜や生産者の価値向上関連事業のウェブによるＰＲ

埼玉県 ピラティススタジオＳｈｉｎ（シン） － 新たなピラティス専用マシンの導入による、レッスン内容の質の向上。

埼玉県 株式会社ＡＳＴＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 7030001079784 「会員管理クラウドシステム」Ｗｅｂマーケティング事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

埼玉県 株式会社うぇぶ屋 7030001088785 手ぶらで誰でも簡単「動画撮影プラットフォーム」

埼玉県 有限会社ケンテックシステムズ 6030002076435 当社開発登高器の海外展開のための英語版販促資料の制作２

埼玉県 元気移人研究所 － デュアルライフと地域活性化のための地方都市への販路開拓

埼玉県 社会保険労務士・行政書士　今井事務所 － 運送業のキーワード拡充と使用システムワードをアピールする集客活動

埼玉県 ＥｓｔｈｅｔｉｃＲｏｏｍ　Ｐｒｏｇｒｅｓ － ＡＣトリートメントマシーンの導入・販路開拓

埼玉県 フタバデザインセンター株式会社 6030001035532 ホームページ製作による新規顧客開拓

埼玉県 カラオケ居酒家　ゆきうさぎ － 健康長寿の為に安全で清潔な店舗を目指してのトイレ改修工事

埼玉県 株式会社ルトラルトラ・クライムパーク 6030001134680 公式戦をモチーフにしたラインセットを整備して新規顧客の獲得

埼玉県 カフェ花見 － 『街なかのカフェが展開するキッチンカー事業』

埼玉県 西田有限会社 3030002105790 業務特化型のホームページ制作と販路拡大

埼玉県 株式会社ハグリス 7030001107140 新サービスパンフレットの作成と配布による新規取引先の開拓

埼玉県 スポーツショップ　モスト － モストは安全で使いやすい野球用品を提供するお助けマンになる！

埼玉県 株式会社アルファ 1030001103599 看板とホームページ整備による地域普及事業

埼玉県 株式会社Ｌｅａｄ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ 8030001118962 漢字教育を実践する幼児教室・ジュニア学習教室の宣伝広告

埼玉県 株式会社アイファイン 5030001132215 事業継続力強化計画推進事業

埼玉県 有限会社　島田人形店 9030002113482 閑散期の店舗活用のためのかき氷事業開始に向けた店舗改装

埼玉県 北山印刷株式会社 4030001002162 埼玉の書籍を紹介するサイトで県内出版社の販促を支援する事業

埼玉県 ＤＥＶＩＣＥ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社 9030001135032 新商品の自社製簡易音源システムの研究開発

埼玉県 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ｇｅｒｍｅ － オシャレを気にする男女を囲い込む拡販事業

埼玉県 柴崎建設株式会社 30001121045 生前相続の新規相談窓口となる自社ホームページ製作

埼玉県 ひまわり整骨院 － 産後のお悩み解消！メディカル産後エステで産前の身体に戻ろう！

埼玉県 よつもと指圧ラボ － 自由診療で健康寿命を延ばして元気なシニアを増やしたい。

埼玉県 株式会社ハママツ 1030001018145 新市場開拓を狙いとした、当社の技術を伝えるサンプル作成事業

埼玉県 行政書士　石澤法務事務所 － 交通事故業務の全国展開とより有益な専門知識サイトの作成

埼玉県 桜パソコンスクール － ＩＴ専門スキルを活用した雇用創出のためのパソコン教室運営

埼玉県 リアン音楽事務所 － オンライン及び対面自社レッスンの双方向からの受講拡大事業

埼玉県 Ｈ＆Ｈ合同会社 7030003011803 「ｎｉｔｈｒａ」筋肉トレーニングアイテムの販路開拓

埼玉県 有限会社ツールボックス 5010402035729 庭道具を体感できるガーデンを併設した店舗の開設と地域への認知

埼玉県 佐々木晴明税理士事務所 － 職能別小規模建設業者に特化した税務調査お任せパックサイト開設

埼玉県
ＳＥ　ＴＥＣＨ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ合同会
社

1012703000745 グローバル事業販売推進企画

埼玉県 有限会社河内 9030002101867 高品質・草木染革商品の自社ブランドによるネット販売事業

埼玉県 株式会社ミネルヴァコーポレーション 9030001029440 馬の健康維持を目的にした新馬用補助飼料の検査

埼玉県 わっしょい農園 － 新商品ペット用おやつの開発とわたあめ生産性向上による販路開拓

埼玉県 アロハ整骨院 － 姿勢測定データを軸としたＰＤＣＡ治療の確立による顧客満足向上

埼玉県 株式会社Ｒｉｔ 1030001098352 ビジネスプロセスアウトソーシング（軽作業請負業務）事業展開
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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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

埼玉県 わらびＦｉｔ整骨院 － 元Ｊリーガー柔道整復師監修　国産オリジナルトレーニングツール開発

埼玉県 ｓｉｍｐｌｅ　ｈａｉｒ＆ｃａｆｅ － ミニチュア・シュナウザー犬関連事業の拡大

埼玉県 ＨｅａｒＪａｐａｎ株式会社 4030001128874 最高の聞こえの提供を訴求するホームページとチラシの作成

埼玉県 ティアラ － ネイルサロンによる「ママ＆働く女性の応援プロジェクト」

埼玉県 Ｌａｓｈ － フェイスリフトアップ事業の展開

埼玉県 ｔｕｋ　ｔｕｋ　ｄｅｓｉｇｎ － 集客支援事業の展開～デザインで販売促進を応援する～

埼玉県 行政書士加賀谷真由美事務所 － 顧問というかたち。遺言～相続まで世代をつなぐトータルサポート

埼玉県 ビーラウンド株式会社 3030001133990 車いすの後付け電動デバイス販売事業

埼玉県 株式会社豊吉 3030001005843 新規事業の広報媒体作成による事業周知と売上アップ

埼玉県 株式会社ＴＨＩＮｋＢＡＬ 6030001129697 「コワーキングスペース」のリニューアルと周知拡大

埼玉県 吉田定宏税理士事務所 － ～ホームページ及びチラシの作成による広報活動～

埼玉県 友ＰＲＯＪＥＣＴ － 映像制作（撮影及び編集）を主軸とする商店向け販売促進事業

埼玉県 縁日和桜 － 「レンジで無添加職人」シリーズ商品の開発と販路開拓

埼玉県 有限会社新忠木材 8030002006456 倉庫前スペースの改善と材木規格外商品の加工・配送サービスの宣伝活動

埼玉県 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＭＬＤ 5030001132413
施術育成提供サービス新規事業＋ホームページのリニューアル（スマートフォ
ン対応型）

埼玉県 個別指導塾スマイルスタディ － 夏以降の新規入塾生獲得のための認知度およびブランド力強化事業

埼玉県 有限会社ホテル本庄 3030002080935 商店街と連携し本庄のディープな観光情報発信による宿泊数アップ

埼玉県 お掃除どんちゃん － 認知度・信用度向上のためホームページ・広告による販路開拓

埼玉県 株式会社ゼロ・ワン・ソフトウェア 4030001043776 ホームページ掲載用の屋内及び外観ドローン撮影事業

埼玉県 合同会社ＩＣＧ 2030003010165 埼玉県の中小飲食店の経営改善教材開発事業

埼玉県 ＲＥＣＯＮＤ － 「ＡＸＥＮＴファン」を増やし、ダンススタジオ入会を促すための設備導入

埼玉県 合同会社ＵＴＧ　Ｔｒａｄｅ 9030003008806 海外販路開拓のための多言語サイト構築サービス

埼玉県 コーヒーベル － 女性会社員の利用増加を狙った相乗効果による売上向上事業

埼玉県 美容室　エルリック － 新規顧客獲得の為のミストデュオ導入

埼玉県 キュア整骨院 － キュア整骨院のホームページをリニューアル

埼玉県 株式会社フォース・ジャパン 9030001125090 オリジナル商品の企画開発・ギフトショー出展による販路開拓

埼玉県 トータルボディーセラピー － 〇新型コロナウイルスにも左右されにくい、強いブランディング力向上計画。

埼玉県 株式会社メディウェイズ 3030001120618 制作費０円のホームページ「院ページ」の販促

埼玉県
眼科監修まつげエクステ専門店アイラッ
シュリゾートカハラ志木店

－ 新規集客による売上アップを実現する広告強化事業

埼玉県 株式会社コレオグラフィー 7011601019446 ホームページ更新と広告を活用したスクールの新規顧客の開拓

埼玉県 和食酒処よね本 － 宴会に対応できる冷蔵庫の導入と食器棚の導入・増築

埼玉県 株式会社Ｂｉｊｏｕ　Ｆｌｅｕｒ 6030001110566 サロンスタッフのスキルアップ研修と集客システムの導入

埼玉県 株式会社Ｆｏｒ　Ｙｏｕ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 2030001112822 初進出地域での新規開校に伴う入会者獲得に向けたプロモーション

埼玉県 パティスリーアルブリエ － 新商品化に向けた製菓機械の導入及び販売促進を実施

埼玉県 有限会社山田建具 5030002013876 建具の技術を知ってもらい、仕事の幅を広げる大作戦
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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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

埼玉県 株式会社エムズアーツ 3030001132480 広告宣伝。主にインターネット広告。

埼玉県 Ｍｙ　Ｓｗｅｅｔｓ － ＰＲ強化による「Ａ：女子会プラン」「Ｂ：家呑みプラン」の獲得

埼玉県 有限会社湯澤塗装工業所 2030002075507 “ネットで探される仕組みづくり”と人材確保による生産性向上

埼玉県 有限会社シノン洋菓子店 8030002113467
埼玉県産米粉「彩のかがやき」を使った、「モッチモチ」のバウムクーヘンの開
発

埼玉県 山央フロンティア株式会社 9030002005886 家事清掃と専門清掃の中間層をターゲットとしたお掃除事業

埼玉県 福田印刷 － 質の高い版下作成で読みやすく体裁の良い自費出版を印刷する事業

埼玉県 有限会社ベッツ・カタオカ 30002112572 近隣住民及び鉄道・バスなどの利用者へのＰＲ

埼玉県 守屋直之税理士事務所 － 大宮駅周辺の飲食・理美容限定の税務顧問サービス

埼玉県 スタークリーニング － 布団集配クリーニング＋直営店誘導システム＝新販路開拓

埼玉県 ハニカム整体院 － 女性の悩みを解決するオンライン・オフライン両輪の新規顧客獲得

埼玉県 温活美容整体サロン　らぶはぴ － 温活・腸活で健康な身体づくりと雇用創出事業

埼玉県 カシータネイルアトリエ － 当社「ｃａｓｉｔａ　ｎａｉｌ　ａｔｅｌｉｅｒ」を広く認知させ、新規顧客を獲得する

埼玉県 株式会社こまむぐ 8030001114284 国内ＥＣモールへの出店による自社販路強化

埼玉県 株式会社ネクスト 7030001043492 インターネット販売の導入による売り上げ向上の実現

埼玉県 株式会社ビーエムプランニング 4030001091585 消費者の不安解消と販売促進活動のマッチングで新規顧客を獲得

埼玉県 シアカンパニー株式会社 1030001111115 シアカンパニーブランディングで地域密着企業へ成長・販路拡大！

埼玉県 株式会社ヒーローズ 9801180123444 ウェブマーケティングにより生徒募集と練習場貸出事業をおこなう

埼玉県 ＪａｐａｎｅｓｅＮｏｏｄｌｅｓ８８（東川口） － 店内を明るい雰囲気にしてファミリー客を増やす

埼玉県 中山　英樹 － 自社ＷＥＢメディアで販促する「独自髪質改善サービス」の美容室

埼玉県 株式会社アルテシア 5030001132999 通行人を顧客化するマーケティング

埼玉県 山崎コンサル株式会社 6030001130408 川口市で創業支援サービスを打ち出し、広報で販路開拓を図る

埼玉県 結～ｙｕｉ～ － インターネット販売による新規顧客開拓と新規出店場所への出店

埼玉県 株式会社富吉 1030001041865 新規事業の拡販と既存事業のシナジー効果による販路開拓

埼玉県 共栄旅行サービス － 新サービス（心のこもったお母ちゃん弁当の配達）の販促と生産能力強化

埼玉県 有限会社新栄商事 1030002054073 夜間の売り上げ増加と新規顧客獲得事業

埼玉県 ＫＵＭＡＧＡＹＡ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ　ＬＡＢ － 顧客獲得と地域の防犯に向けた看板の設置

埼玉県 サロン・ルナ・グランデ － エステサービス強化による満足度向上と店舗認知度を高める事業

埼玉県 有限会社太田屋米菓 8030002068034 パッケージの改良による春日部銘菓としてのブランド発信事業

埼玉県 ＴａｆｕＯｎ － 振動スピーカーを高振動・高音質に開発して試作品の宣伝をする

埼玉県 ユニークケア － 広告媒体（ｗｅｂ・チラシ）作成及び営業強化による新規顧客獲得

埼玉県 でん舎 － 一般顧客向け獅子舞セット・大黒様セット開発事業

埼玉県 株式会社マドック 9030001109762 市場開拓と新規顧客獲得に向けた新たな撮影ツールとスキルの活用

埼玉県 合同会社市一舎 8030003010309 障害者の生活をサポートするグループホームと行動援護の認知拡大

埼玉県 Ｓｈａｒｅ　Ｒｅ　Ｇｒｅｅｎ － 新商品「やさいのキャンパス」の商品開発と販路拡大

埼玉県 株式会社戸塚重量 6030002105383 ＷＥＢサイト制作による技術力及び導入事例集の発信と広報担当職員の育成

8 / 48 ページ



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

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

埼玉県 シオン理容室 － 最新機器機購入で開発し、外装工事を行い商品メニューの売り出し

埼玉県 しずく屋 － デザイナーズ卓上用ミニ樽（レンタル品）の作成

埼玉県 株式会社インティブ 9030001014145 結婚式二次会幹事代行事業のホームページ改修、パンフレット作成

埼玉県 パーソナルボディケアｅｇａｏ － 子育て疲れの女性を元気にして地域活性を生む癒し整体の販路拡大

埼玉県 社会保険労務士事務所ＨＰＣ　Ｏｆｆｉｃｅ － コロナウイルスで疲弊するホテル業界を救う労務コンサルティング

埼玉県 株式会社インテリア安達 6030001128088 地域密着強化ショールーム設置販売促進事業

埼玉県 合同会社高吉プラスル 30003008440 住宅メンテナンス法人顧客事業（ＢｔｏＢ事業）

埼玉県 株式会社みらいマーク 6030001122248 自宅で注文！自宅で受取！宅配クリーニングサービスの周知拡大

埼玉県 新上エンジニアリング株式会社 6030001123766 リフォームの新規顧客獲得のためのホームページ充実

埼玉県 ＶＩＤＡカイロプラクティック大宮整体院 － ＜アナログ＞と＜デジタル＞を活用した販売促進活動

埼玉県 株式会社吉野造園 6030001105129 ＣＡＤ導入による販路開拓

埼玉県 株式会社海野塗装工業 1030001113111 地域密着強化販売促進事業

埼玉県 アウトクラウド株式会社 3030001080052 当社の強みを活かした新たな顧客獲得のためのＷｅｂサイトの制作

埼玉県 有限会社宮川商店 2030002055112
店舗認知の為の顧客の誘引、リピーター客の増大、および売り上げ向上の実
現

埼玉県 オーロラクリスタルジャパン － ＨＰ作成による個人レッスンの獲得と新規のお客様の動員

埼玉県 株式会社高橋電機工業所 8030001038715 ホームページを作成し事業内容と生ごみ処理機の紹介を行う

埼玉県 ララミーレザー － 「愛せる革小物に焼き文字で名入れ」満足度向上で顧客化戦略

埼玉県 シェイクハンド株式会社 8030001126131 ランディングページやＳＮＳを活用した販路拡大

埼玉県 ホープ製薬株式会社 7030001077128 可食性顔料インクのインターネットを利用した販路拡大事業

埼玉県 合同会社Ｓｔａｒｔ　Ｌｉｎｅ 6030003011275 姿勢を変える振動の機械の導入と衛生環境の提供で販売促進を

千葉県 株式会社ＡＴＧ 3040001106450
インターネット広告を利用した新規顧客の獲得及び、巻き爪矯正技術の認知
度向上

千葉県 株式会社フレグリー 8011801021275 新オリジナル腕時計の販路開拓と展示会出展

千葉県 日本小屋 － 地域の外国人ＹＯＵ　たちのための日本生活自立支援事業

千葉県 相澤静アナウンススクール － アナウンススクール事業拡大のための認知アップ＆集客強化事業

千葉県 株式会社スポーツ＆ヘルスケア 6040001103899 スポーツ疾患で悩める人へ「専門性に特化したＨＰ」で販路開拓

千葉県 株式会社コレモ 2040001011610 卒園記念品等のＷＥＢ受注促進強化に向けたＨＰ更新と販売促進

千葉県 株式会社ギークルジャパン 6040001031786 雨具の自社製品開発・販路開拓とＥＣサイト出店支援事業の立ち上げ

千葉県 ホッと鍼灸整骨院 － 大反響で必ず目に留まり話題となる大型看板で新規集客に大成功！

千葉県 ＳＨＡＲＥ　ＰＯＴ－ｉｃｈｉｋａｗａ－ － ＳＨＡＲＥＰＯＴの「家事代行サービスギフト」の認知度向上

千葉県 ジュントス － 除菌・消臭機能で扱えなかった古着商品を販売可能にして販路拡大

千葉県 株式会社コスミック 7040001062129 浄水サーバーレンタルサービスの販路開拓

千葉県 まもーれ合同会社 4040003006474 ネットワーク型通販サイト『普段美ネット』の開発

千葉県 株式会社ボディアンドコージャパン 5040001111746 少人数プライベートレッスンを柱とした販促活動

千葉県 株式会社ＢｅａｒｓＳｙｓｔｅｍ 1040001112104 新規顧客獲得のための販売促進活動

千葉県 有限会社東葛福祉葬祭 9040002098673 弊社の強みと価値観を伝えるためのインターネット広告の実施
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

千葉県 株式会社ＮｅｗＢｅｇｉｎｎｉｎｇｓＪａｐａｎ 4040001085231 創業支援サービスの販促を強化して地域経済に活性化に貢献する

千葉県 株式会社スクエアブルー 40001102200 薬剤師の接客業務注力でのＬＩＮＥ活用した新規販路拡大

千葉県 香取製作所 － ロックピック販売のためのＷＥＢマーケティング広告の実施

千葉県 紅灯万来 － ＳＮＳ上でも優越感を提供できるタピオカドリンクＰＲ事業

千葉県 イタリア料理タカモリ － 本格イタリアンシェフが作る地元食材を使ったジェラート製造事業

千葉県 合同会社テックウィング 6040003007025 プログラミング教育の訴求・新規開拓と独自カリキュラムの開発

千葉県 有限会社大津屋商店 404000206456 千葉県産落花生を使用した完全無添加ピーナッツバターの販路開拓

千葉県 合同会社エミタメ 40003008003 お客様に寄り添える『最良のファイナンシャルプラン』のご提供！

千葉県 有限会社〆印島長水産 3040002085561 水産加工事業拡大に向けた販路開拓事業

千葉県 株式会社ＬＤＡ 9040001096133 高齢者が安心して気兼ねなく来店できる店舗入口のスロープ化

千葉県 ＢＥＮＱＵＥ － 顧客満足度向上のためのレディース商品の新規開拓

千葉県 有限会社レミターユ・イトウ 1040002017657 経費改善で売上向上を狙う！喫茶エリアをコワーキングスペースに。

千葉県 わんだふるライフ － ペットフード事業への新規参入

千葉県 ケーアイ薬局株式会社 7040001109631 ・かかりつけ患者様増加へ【患者様の声に耳を傾ける】為の業務改善

千葉県 合同会社シンゴウズ 4040003014361 ホームページを充実させて、あなたのお悩み解決します！

千葉県 株式会社ＢｌｕｅＯｃｅａｎ 4040001098472 アスリート対談ＹｏｕＴｕｂｅ番組「タモリチャレンジ」宣伝強化

千葉県 甘味カフェ＆おうちごはんひより － 和菓子テイクアウトによる販路開拓とそのＰＲ広告

千葉県 定岡デザイン研究所（ｔａｉｗａｎ　ｔｅａ　２２） － 台湾茶専門店【ｔａｉｗａｎ　ｔｅａ　２２】認知度と売上の拡大

千葉県 アクセルカンパニー － オリジナルレザーの開発と新商品紹介のためのＨＰ、カタログ制作

千葉県 Ｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　Ｊａｐａｎ － 自社通訳ガイド紹介サイトへのアクセス拡大で個人旅行者を直接獲得

千葉県 三毛猫雑貨店 － 新商品開発及び新規顧客開拓事業

千葉県 株式会社ｃｏｃｏｍｉ 1040001079946 ホームページを一新しデイサービスの販路拡大

千葉県 株式会社クエスト 8040001093932 小規模事業者が運営する習い事・稽古等の地域情報誌の試作

千葉県 株式会社勇心スプリング 7040001070148 プラスチック金型で使用する共通ベースの研究開発

千葉県 合同会社ヒカリアレ 1040003007905 ボタニカルアートスタジオ「ＥｄｅＮ」イベント広告制作事業

千葉県 株式会社ガーデンデザインベリー 2040001056408 周知・集客を実現する為のガーデン＆エクステリアの展示場展開

千葉県 浅見音楽企画 － 子供を対象としたあさみ式こどもギター教室の展開

千葉県 ソーイングハウスＦｒｅｅＳｔｙｌｅ － ママが笑顔になる子供服づくり教室の施設整備とイベント開催

千葉県 オープンロード合同会社 3040003005997 ＨＰ全面リニューアルとＰＲ動画制作による発信力強化と販路拡大

千葉県 Ｙｍａｔ’ｓ＋（ワイマットプラス） － 宣伝広告バッグ・チラシ・ＨＰリニューアルを用いた販路開拓

千葉県 株式会社黒木製作所 4040001093754 ３Ｄデータ顧客宣伝用資材の作成

千葉県 三共不動産株式会社 8040001105695 店舗情報・サービス情報の多角的広報プランによる販路開拓

千葉県 共生ネットワーク株式会社 5040001102480 健康診断情報管理システムの販売促進

千葉県 東屋 － フードロス削減に寄与する創作イタリア菓子の販路開拓事業

千葉県 株式会社エスタシオンホールディングス 6040001106662 最新ドローン・３Ｄプリンタを活用した、プログラミング教材開発
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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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

千葉県 Ｏｆｆｉｃｅ：Ｆ － 競合差別化と収益性改善へ向けた卸売を含めた新規顧客の開拓事業

千葉県 ＬｉｔｔｌｅＳｔｏｎｅｓ － 地域のお店を応援する３６０°バーチャルツアー事業

千葉県 株式会社ｓｉｎｃｅｒｉｔｙ 9040001112633 『女性のための不動産』ホームページ新規作成

千葉県 株式会社ＩＳＡＴ 2040001108126 集客を目的としたＭＥＯ対策に関するＷｅｂ広告とセミナ－開催

千葉県 流山ボンベイ － 業界初！パスタカレーによる新規顧客獲得戦略

千葉県 株式会社あかつき 5040001094198 市役所内広報や市内循環バスラッピング広告を利用した販促活動

千葉県 有限会社オーツー 3010602017198
カトラリーに和食の文化が反映した新テーブルマナーを促すプロダクトを開発、
展開。

千葉県 ＧＢプロモーション － スマホアプリ制作プラットフォームの販売事業

千葉県 株式会社藤花 5040001112785 管理栄養士が身近な漢方を使った綺麗で美味しい薬膳料理を教える

千葉県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｈａｒｕ － 来店しやすくするためための駐車場拡張事業

千葉県 銚子チアーズ株式会社 1040001105900 既存店舗集客および自社製品拡販プロジェクト

千葉県 有限会社ショッピング剣持 3040002041028 千葉県産あさりを使った惣菜での販路拡大事業

千葉県 有限会社こまいぬ 9040002091042 ビール販売チャネル増加に必要な生産量確保のための発酵設備増強

千葉県 はりきゅう整体院　和からだみなおし処 － 元気を保つ身体作りのご提案！地域の頼れる整体院のＨＰ作成事業

千葉県 株式会社英慶アカデミー 9040001111890 英語が母国語でない人に向けた真の国際的英語教授法で販路開拓

千葉県 株式会社つばさ不動産 4040001087013 アニメ動画のプロモーション戦略による新規販路開拓と生産性向上

千葉県 真心 － ホームページを活用した販路の拡大

千葉県 ミヤザキッチン株式会社 4040001110889 地域の名産品を新規開発し、Ｗｅｂ　を活用した販路開拓事業

千葉県 Ｆａｓｈｉｏｎ　ＩＱ － Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告による認知拡大、新規顧客獲得

千葉県 合同会社エニシーズ 7040003013220 サブスクリプション導入によるリピーター拡大事業

千葉県 Ｐａｔｉｓｓｒｉｅ　ＡＲＵ． － オリジナル包装品の導入によるブランド力向上と売上構成比率変更

千葉県 合同会社つみき設計施工社 7040003004748 外国人向けウェブサイトの更新、及び英語版パンフレットの製作

千葉県 ｃｏｃｏｅｓ － Ｚ　Ｏ　Ｏ　Ｍ　利用と広告の活用で販路開拓と新規顧客獲得を行う

千葉県 有限会社環境システム 9340020025192 地域産業とのコラボと資源活用！新事業「幕張ブランド」商品開発

千葉県 株式会社小林海苔店 9040001065591 一般消費者向けＷＥＢサイト構築による販路拡大

千葉県 合同会社ｏｆｆｉｃｅ　Ｙ　ＦＩＶＥ 5040003009179 レトロのＦＢなどＳＮＳ中心　レトルト商品のＥＣサイトによる通販

千葉県 有限会社中西石材店 8040002074535 クローラ式積載車の導入による労働生産性の向上と工期の短縮

千葉県 Ｓｏｕｎｄ　Ｓｔｒｅａｍ　ｓａｋｕｒａ － ライブハウスでのオンラインライブ配信サービス

千葉県 Ａｖｏｐｌｕｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 6040001064472 屋外飲食スペース需要に応えるテラス席と店舗外観のリニューアル

千葉県 こめ工房稲穂 － 卓上型ミキサー導入による生産性向上と道の駅での営業強化

千葉県 リストランテカーザ・アルベラータ － 外国製什器・食器導入による和モダン空間強化と客層変化への対応

千葉県 株式会社ロボインク． 4040001085693 プロが手がける、企業向けＹｏｕｔｕｂｅ動画作成サービス

千葉県 ａｎｄファクトリー株式会社 40001094007 健康衣類の企画・製造・販売事業

千葉県 柏中央行政書士事務所 － 「建設キャリアアップシステム」お手伝いプラン

千葉県 有限会社ミヤシタ商会 4040002049053 ピットサービスの充実とアドトラックによる新規顧客の獲得

11 / 48 ページ



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

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

千葉県 株式会社プライドオブジャパン 3011301023280 手漉き和紙の海外向け情報発信及び販路開拓と製品開発

千葉県 結ｍｅａｌ － 発酵薬膳調味料キッチンノタカラモノの開発・販路開拓

千葉県 ＲＵＤＲＡＫＳＨＡ － 世代問わず楽しめる高品質なインド製品を新ＨＰで販路拡大

千葉県 柏の葉珠算教室 － オンライン学習・映像学習支援システム導入、柏の葉教室環境整備

千葉県 株式会社花むら 2040001043166 客室設備の改善による顧客満足度向上とリピート率アップ

千葉県 海と森企画株式会社 3370301003612 訪日観光客向けハンドキャリー支援サービス

千葉県 茂原産業株式会社 9040001059486 ホームページの集客導線の改善による法人／個人向け顧客開拓事業

千葉県 ＥＣデータバンク株式会社 1040001108275 複数ＥＣサイトの統計情報を一元管理して生産性向上させる仕組み

千葉県 海王 － 国産の鮫を利用した、犬や猫の間食・おやつの開発、販売

千葉県 ＲｅＦｉｎｅ － 難症状を二人三脚で改善！当院存在と効果絶大サービスの周知拡大

千葉県 トーキョーエクスペリエンス － 高齢者の終活・メモリアルムービー撮影・編集・制作事業

千葉県 サロンドアコ － ニキビ用当サロン・オリジナル・サプリメントの開発で販路開拓

千葉県 行政書士さくら事務所 － 業務専門特化型ウェブサイト開設による販路拡大

千葉県 株式会社Ｇｒａｂｉｔ 4040003011037 Ｗｅｂサイトの認知度向上に伴う新規顧客獲得

千葉県 ａｒａｙｚ － 付加価値の高いサービス・空間を提供し、顧客拡大・販路開拓を図る

千葉県 エアマル株式会社 4040001018513 フロン排出抑制法に対応するエアコン洗浄事業の推進

千葉県 有限会社香取畳工業 8040002018178 縁無畳の作業を省力化！天然表でも化学表でもラクラク折曲げ！！

東京都 株式会社グッドライフ多摩 5012401031023 社内ＩＴツールの見直し、及びＩＴリテラシー、ＩＴ利活用の強化

東京都 シンギ株式会社 1012401023387 地域企業向けビジネスプラットフォーム「ミトリズ」構築事業

東京都 Ｍａｋａｎａｃｏ － スクールの生徒開拓とスタッフ稼働率の向上のためのＨＰの改修

東京都 株式会社ＺＥＡＬ 1010101008592 バリアフリーで生涯顧客の創出

東京都 イジン有限会社 6102402016179 武蔵野市の近隣に在籍・在住している新規団体客を獲得する集客法

東京都 ミニチュアドールハウスＲＵＮＡ － ドールハウス用パーツ制作に伴う販路拡大事業

東京都 株式会社サニーインターナショナル 5013101003642 お肌が喜ぶ濃厚コラーゲンドリンクの販路開拓

東京都 米澤社労士事務所 －
事務所のブランド確立と、ＷＥＢ上での商材販売の仕組み作りによる事業の発
展

東京都 Ｂ－ＹＡＲＤ － 自社ブランド商品・新メニュー開発による売上拡大と販路開拓

東京都 株式会社笠井紙店 1012801000325 入りやすい店舗、気になる店舗、明るい接客を目指すリニューアル

東京都 合同会社ウエストカンパニー 7012703001416
国内宿泊サイトの拡充、チェックイン自動化により顧客満足度向上、地元と連
携

東京都 Ａｔｋｉｄ － 広告を用いた集客及びイベント管理システムによる自動化

東京都 木村慶一級建築士事務所 － 子供の食環境をテーマにした日替わりオーナー食堂事業の運営

東京都 石橋工芸株式会社 7012401000174 「看板製作業の販促活動による新規開拓」

東京都 株式会社大谷建装 5013101007123 販路拡大の為のウェブサイトのリニューアル

東京都 株式会社池田製作所 7013102005660 高品質を維持し、作業者にやさしく・負担のない検査環境の確立

東京都 からいし行政書士事務所 － 法改正の義務化対策提案による食品加工事業者への販路拡大

東京都 みらいサポートＪＯＩＮ － オンライン英会話導入による新規生徒獲得及び既存生徒の単価向上
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社Ｋ－２オフィス 5012301008385 新商品「レンギョウ葉の力」をｗｅｂと病院等販売チャネル強化

東京都 合同会社Ｃｌｕｔｃｈ 8012303001063 ゲーム利用者への認知向上にＡｍａｚｏｎ広告を活用した販路拡大事業

東京都 合同会社翔学舎 6012803000566 ウィルスに負けない教室への改修と売上回復の施策

東京都 株式会社結ＰＬＵＳ 9012301011922 独自コンセプトで展開する障害児療育施設の広報・販路拡大

東京都 臣守　勇希 － 女性を美しくするサービスの販路開拓・臣守自身の認知拡大

東京都 鍼灸横山治療院 － 鍼灸治療院の効率的な運営と新たな収益源確保のための取り組み

東京都 ｃｏｎｎｅｃｔ － 収益性向上と経営の安定化の為の新規市場への挑戦

東京都 ＮＥＯＮ　ＳＨＯＥ　ＲＥＰＡＩＲ － 靴修理の訪問サービス事業販路開拓

東京都 マシンビジョンライティング株式会社 4012401025620 産業検査用途向け新型Ｖ－ＩＳＡ　照明（ＶＩＳＡ－Ｖ３）の市場開拓

東京都 合同会社ハッソウ 9010103001233 「特定技能」外国人雇用準備セミナーによる販路開拓

東京都 シンフォニア株式会社 9012403001887 「小型移動式クレーン操縦　ＶＲ訓練システム」の宣伝施策

東京都 ネオフライト国際商標特許事務所 － 中小製造業向けオンライン知財サポートによる販路拡大

東京都 株式会社オフィスＡＺ 4012401033953 隠れすぎない「大人の隠れ家　ＢＡＲ　」

東京都 Ｒｅｈａ－Ｍｅ － 長引く痛みや脳卒中後遺症等の個別対応のリハビリ整体サロン

東京都 株式会社アストラ 4010101009159 ＡＳ八王子ビルの各店舗への顧客誘引のための設備リニューアル工事

東京都 ＫＮＯＷＬＥＤＧＥ＋ － 不動産リノベーション設計と家具制作及び動画配信による販路開拓

東京都 Ｋｉｍａｔａ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ － 知名度向上のためのホームページ作成及びモデルルームの開設

東京都 株式会社スーエプラス 6012401034223 訪日観光客が利用する予約ワンストップサービスサイトの作成

東京都 寿々屋 － 自粛要請中のラグビーファン層への販売促進施策

東京都 株式会社アドトップ 9011001033599 大判プリンター導入による出店者への販促支援事業

東京都 ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　ｏｆｆｉｃｅ　Ｅｘｃｅｌｓｉｏｒ！ － ラジオ番組の作成・放映

東京都 株式会社ＧＡＧＡＨＩＲＡＮＯ 情報発信領域の拡大による、認知向上と販路の拡大

東京都 ゆきすきのくに合同会社 12403002273 「職人出会い旅」「暦講座」のオンライン事業化

東京都 スタジオ　アンテナ － デジタルにおける広報向上及び顧客コンタクトシステムの確立

東京都 東亜塗料株式会社 3012301005731 ・赤外線カメラ搭載ドローンを用いた外壁劣化調査

東京都 アーバン空調株式会社 7010101000073 新型コロナウイルス対策のための新サービスの取り込みと販路拡大

東京都 ＤＥＮ株式会社 4012301011282 新規顧客獲得を目的としたイブニングタイムの集客増加する事業

東京都 Ｓｉｍｓ　Ｗｏｒｋ － 空家活用、地域活性化「シェアキッチン」の設置、新規顧客獲得

東京都 株式会社自然堂 1013101005196 新規販路開拓の為の広報事業

東京都 有限会社ディーズエンターテイメント 8012402012589 感染症対策のための店舗改装と地域へのアプローチ

東京都 美容室アミ － 来店理由を作り、外出しやすくするための強気の感染症対策事業

東京都 卓トレ府中店 － 地域への卓トレと事業内容の認知拡大による会員数の増加

東京都 ＬＷＣ － ＡＩ技術を活用した釣り専用ＳＮＳサービスの開発

東京都 ねぎぞうデザイン － 複数ブランドを扱う百貨店型総合ＥＣサイト構築で新規販路の開拓

東京都 株式会社総合建設ケーツー工房 3012401010375 看護師＆建築士による「かっこいい老後の暮らし」を提案
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 合同会社アトラクトパートナーズ 5010103000882 オンラインコンサルタントにおけるシステム構築と機器整備

東京都 株式会社ボーダーフリー 2012401036116 輸入イチゴのパックデザイン及び、包装資材の試作品開発

東京都 株式会社ＳＩＮＪＩＮ－ＳＭジャパン 6012301006792 営業支援及び受注業務のクラウド化

東京都 Ｃｏｂａｌｔ　Ｌｅａｔｈｅｒ　Ｗｏｒｋｓ － 自社ＥＣサイトの最適化と、ミシン製品による新規客層の獲得

東京都 スーパーチップス － 新事業（レンタルカート場）集客＆リピーター獲得用販促品

東京都 株式会社ＳＯＰＩＣ 6012301008112
「ＢＵＧＯＦＦ」に機能と言う付加価値を高めるエビデンスの充実【機能性テスト
の実施

東京都 株式会社華集 1012401021597 トリミングサービス参入による店舗改装で、新たな顧客の囲い込みを実現する

東京都 合同会社学習ナビゲート 7013103000867 感染症予防に有効なオンライン指導をＰＲし、新規顧客を獲得する

東京都 有限会社多摩ネットワークセンター 6013402002482 専門知識の高い外注先に、Ｗｅｂサイト改修を発注

東京都 株式会社ミゲル 5010501031843 自社出版書籍「ＩＮＤＥＸ」の制作、販売。並びに自社出版機能の拡充事業

東京都 みどりヶ丘整骨院 － 健康コンサル型整骨院の実現

東京都 ｎｉａｔ　ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ － 奥多摩唯一の写真スタジオをオープンし、宣伝告知と新プランの提案

東京都 株式会社ＮａＴＲＩＵＭ 2011001096958 国内スポーツ会社に明確なデザイン指針を示すトレンドブック開発

東京都 合同会社ＫＴＷ 1010003023979 ＨＰ作成・看板設置による自主集客強化プロジェクト（カリルーム船橋店）

東京都 フォーシー合同会社 9012403002836 自社ホームページの開設および企業問合せ窓口の設置

東京都 エルツール株式会社 3012301011077 ＢｔｏＢ脱却のための商品販路拡大のための自社直販ＥＣサイト構築

東京都
合同会社Ｆｏｌｉｕｍ　Ｆｌｏｒｉｓ　ＴＡＫＡＲＡＺＵ
ＫＡ

5012403003937 紅茶の自社ブランド新商品を開発し販路を拡大する。

東京都 株式会社カワサキフリーダムナナ 5010101000892 レンタルバイク＆ツアー事業のＰＲとタイヤ交換機導入で業務効率化

東京都 株式会社デフサポ 6011001117603 日本で唯一の難聴児向け「手話を使わない」読唇教材の認知向上

東京都 美容室Ｒｅｍｉｎｄ － 周辺住民に自店の認知

東京都 有限会社タマ・ロジスティックス 3013102007520 宣伝用看板設置事業

東京都 タエコーポレーション － テレビ会議システムを活用した遠隔婚活相談事業

東京都 株式会社ｅｎ　ｒｅｃｏｒｄｓ 9012401033437 コンサートの効率的かつ安定的なの動員のための販売促進事業

東京都 みなみ接骨院 － 新規治療器具の導入による顧客単価の増大と新規顧客開拓

東京都 株式会社フォーボイス 12301011559 スマホ１つで簡単音楽教室

東京都 ラボソルテック合同会社 5012803000740 アジア最大級の展示会に出展することによる新規販売代理店の獲得

東京都 キャリアミライズ株式会社 5012301011711 働き方改革「個人セミナーによる女性が生涯働ける場の創造」支援事業

東京都 ｂｅｓｔ　ｐｌａｃｅ － 集合型集客体験会に代わるホームページリニューアルと販路開拓

東京都 京南オートサービス株式会社 6013401004430 車の「洗い放題」を動画マーケティングでＦＣ展開

東京都 株式会社Ｗｉｎ　Ｔｒｏｎｇ 3013101007793 ホームページの作成

東京都 株式会社ｄｓ　ｆａｃｔｏｒｙ 4010901032640 「本気で髪を治療する髪のお医者さん」設立するによる販路開拓

東京都 株式会社ｃｒｅｅ 2012401023254 真空パック化メニューの開発によるテイクアウト・通販の拡大

東京都 株式会社スタービジョン 5012401010092 農業学校・憩い広場・各種イベント・チラシ・ＦＢ等による広報

東京都 Ｌｉｌｉｕｍ鍼灸 － 新メニュー設置と新店舗オープンによる新規顧客開拓

東京都 合同会社Ｅｉｆｅｒ 8012403003967 ＧｅｒｕＴｅｎ．Ｊａｐａｎ販売網拡大のためのマーケティング施策

14 / 48 ページ



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

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 富田ＩＴ経営コンサルティング合同会社 2012403003031 お客様や従業員の声を経営に活かすオンラインセミナーの開催

東京都 合同会社ＹＳコーポレーション 5012403001973 緩まないねじ（ナット）の開発

東京都 ＲＵＢＹＲＥＤ　ＳＵＭＩＤＡ合同会社 2010603008032 白髪に悩む３０歳以上の女性をメインターゲットとした広報活動の展開

東京都 ファレノクリスタル長沢 － ホームページの作成

東京都 ゆば － サイクリング客ハイキング客開拓のためのテイクアウト事業

東京都
コスメティック・ハラル＆オーガニック株式
会社

12401036324 当社ハラル化粧品のブランディングと販路開拓

東京都 合同会社リバスト 1012403003172 生産地（英国）新規開拓による、ラズベリーの年間安定供給

東京都 株式会社アユタス 7013101008128 日本語と英語のサイトとリーフレットで認知度アップ、受注拡大

東京都 株式会社ＴＯＫＡＩ精工 1012301011756 試作部品製造受託時における品質管理体制の強化、及び販路拡大

東京都 Ｆｒｅｅ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｉｎｃｕｂａｔｏｒ － ＣＩＯサービスでＩＴコンサル人員を増やす

東京都 株式会社Ｙ’ｓ　Ｊａｐａｎ 5011801036078 複合広告宣伝による３０～４０代新規顧客獲得策

東京都 下坂　栄里子 － セールスファネルに特化した「オンラインスクール事業」の展開

東京都 アルキミア合同会社 7011803001540 サービスをＰＲするホームページの作成

東京都 腰痛治療院　恩 － 腰痛で苦しむ方を救うための広告の強化とホームページ整備

東京都 カスミ建設株式会社 4011801019595 家を建てる際の疑問を解決できるサービス提供

東京都 はな萌 － 既存顧客の定着と新規顧客の開拓

東京都 ＡｍｒｔａＬａｂｏｒａｔｏｒｙ － 生涯にわたって、美容と健康をサポートする

東京都 安西　祐二 － ウェブによるオンラインスクール事業の新規展開

東京都 株式会社こたつ 1010601048799 ［有機焙煎玄米シロップミックス］の製造機材導入

東京都 株式会社ＨＹＫ 4040001040310 外国人観光客向け翻訳機付きトゥクトゥクの運行サービス開始とその広報

東京都 株式会社ＪＯＬＬＹｐｒｏｊｅｃｔ 3011701023070 移動車での販売による販路開拓に向けたキッチンカーの改装

東京都 前島　由衣 － 中古正絹着物を利用したアップサイクルスカーフの新規開発・販路開拓

東京都 有限会社教育工房チアフル 8011702017505 中国人向けの日本留学サイトの開設と新規顧客開拓

東京都 株式会社ツインエコ 6011701018324 書籍の販促物制作と専用グッズの販路開拓および販促品制作

東京都 Ｒｅ：ｍｅｍｂｅｒ － 新規ホームページ制作とＳＮＳ広告掲載

東京都 がんてつ工房 － 展示会出展により販路拡大

東京都 株式会社京葉十二社広告社 5011701002659 ホテル宿泊客と近隣店舗をつなぐローカルエリアマップの制作

東京都 石道鋼板株式会社 3011701000516 厚板でアウトドア用鉄板を製作し、ネット通販事業を開始

東京都 やまとシグナル株式会社 2011701022701 自社サイトによる不動産事業の販路拡大と相続不動産の利活用支援

東京都 株式会社ケーエスアイ 2011701002075 工作機械修理の効率的な販路開拓に向けたダイレクトメールの送付

東京都 半田　有記哉 1010401151118 リーダーシップ創出事業

東京都 株式会社Ｈｉｌｌ　Ｈｉｇｈ　Ｂｒｉｄｇｅ 6010001165190 海外進出のための経営コンサルティング事業「新規獲得のＨＰ制作」

東京都 合同会社ＬＩＶＥＮＴＡＳ 4010403021167 自社スタッフの求人・社外ＰＲ用のＨＰ作成

東京都 株式会社アルテ＆ラール 8010401093048 アジアを彩る再現画の輸出拡販と日本国民の心を癒す絵画レンタル

東京都 工藤由紀美税理士事務所 － ホームページリニューアルによる新規顧客の獲得
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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１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社アースエキスプロア 11101090704 中東のスタートアップ及びハブ・ドバイでの販路開拓

東京都 フィロス － 新規起業者向けウェブメディア立ち上げ・運営による集客力アップ

東京都 ＩＷビリオネアクラブ株式会社 8010401143323 一目で分かりやすい「電子マンガ」の制作・販路開拓

東京都 株式会社チタン 7011101060586 広告媒体での自社サービス広告の強化

東京都 ＡａａＣＳ合同会社 1010503005725 レトルトカレーの開発・販路開拓

東京都 ベンチャーマテリアル株式会社 5010001076075 機能性リフォーム「快適空間」システムのＰＲ強化と販路拡大

東京都 株式会社フジマルデザイン 2011501025524 コミュニケーション活性化アイテム「コムニマップ」の販売促進

東京都 株式会社ＡＳＴＯ　Ａｓｉａ 「外国人採用サポートサービス」Ｗｅｂマーケティング事業

東京都 ＫＪＰ株式会社 9020001112899 カンボジアに関わるサポート事業の拡大

東京都 ブルージラフ株式会社 6011101035317 ＦＡＸ及びメールによる当社取り扱いサービスの広告

東京都 ＳＯＬＩＳＭ株式会社 9010001124078 主力店舗のリニューアルによる経営基盤の再構築・販路開拓

東京都 ｎｅａｔｅｎ合同会社 4011003007366 企業ユニフォームの問い合わせ件数増加のためのＨＰ更新

東京都 癒やしリスニングＢＡＲねむねむ －
若手パフォーマー兼スタッフの常態化ＵＢＥＲ　ＥＡＴＳによるデリバリーサービ
スで

東京都 株式会社ＭＯＵＧＥＮ 5010401145685 ジュニア世代の自立と国際経験を促す海外スポーツキャンプの販売

東京都 株式会社バルーンバスターズ 2010401148542 分かりやすい「動画」による新規販路開拓と生産性向上

東京都 弁護士　和田嵩 － 洗練されたウェブサイトを作成し、顧客からの依頼を増やす事業

東京都 有限会社おばこ 3011402002084 新規客獲得とリピート率向上による売上増加

東京都 ウエスト・クラウド・ジャパン株式会社 6010001173284
廃棄物のデータをスマホで簡単に登録・管理できる新サービスの提供・販売促
進

東京都 株式会社ＤｏｃＦＡＩ 8011001122097 産業現場コンサルティングの販路開拓のためのＨＰ刷新

東京都 プロトンエンジニアリング株式会社 9010701035582 食品工場へプロトン解凍機の周知を図り、解凍の課題を解決する！

東京都 ミノージャパン株式会社 6010001207455 スケール・ファースト：設置台数こそが事業の全てを決めるカギ

東京都 オフィスオラシオン － 次亜塩素酸水による健康的なオフィス空間実現サポートビジネス

東京都 合同会社しなもんや 4012303000944 「シナモンの健康料理セミナーを体験してただくことによる顧客の創造」

東京都 オーヴ株式会社 1012301007044 個人客に響くホームページリニューアルとネット広告での販路拡大

東京都 アイビークリーン株式会社 1010101013700 低濃度オゾン空間洗濯器事業の推進と業務効率化による新市場進出

東京都 メディカルフィットネスＰｒｏｄｕｃｅ － 高齢者へ予防・自費リハビリという第三の選択肢の認知拡大

東京都 ブランズ株式会社 12301008665 ＳＮＳを活用したパーソナルブランディング事業

東京都 いなりや － ホームページの改良および予約システムの構築

東京都 町田ワイン － 町田ワインを使った洋菓子を、ＥＣサイト等の販路で販売する事業

東京都 ａｐｐｕｉ － 最新のシャンプー台による車椅子のまま受けられる美容室

東京都 株式会社森田屋 7012401001734 唯一無二の加工品製造で販路拡大。　復刻！森田屋が作る米屋の餅！

東京都 合同会社Ｂ．Ｒ．Ａ．Ｔ．Ｓ 9012403004130 不動産売買業者、不動産投資家を繋ぐ仲介業務。

東京都 檸檬庵 － 大好評の熟練技術によるオリジナルはんこの実店舗での販路拡大

東京都 表現工房 － 販路開拓のための「電動アシスト付・宅配ミニカー」の試作

東京都 ＬｉＮＫ － ホームページの作成
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社笑う猫 1011301007599 プロジェクションを活用したライブパフォーマンスによる販路開拓

東京都 株式会社Ｒａｆｓ 4012301011258 人材確保と接客を皮切りに物販を強化するネイルサロンの販路拡大

東京都 株式会社戸室太一建築設計室 1012401031480 老朽化した幼稚園・保育園の建替えを考える事業者へのＨＰの作成

東京都 シアーバターサロン　からだｃｈａｎｇｅ － オリジナルシアーバターを使ったリラクゼーションスクールの展開

東京都 株式会社Ｃｏｎｓｔａｎｔｉｎａ 3290001080398 『新規顧客先の獲得・販路拡大のための販促・営業活動』

東京都 ハリドワールヨガ － ヨガ、ヨガグッズの新メニュー開発と販路開拓で売上アップ

東京都 ＧＯＯＤ　ＴＩＭＥ　ＳＴＯＲＥ － 新ブランド【ＰＲＯＹＯＧ】販売に当りＨＰを新設し売上を高める

東京都 有限会社ブランカ 3011602011430 Ｗｅｂ施策とオフラインマーケティングを融合させた収益力向上施策

東京都 有限会社ペリドット 1010402015841 ＥＣサイトの更新・在庫管理などの効率化

東京都 スタジオ１０１ － インテリアデザイン業務の個人客受注増加のためのＨＰ改善とチラシの活用

東京都 Ｂｅｌｌ　Ｂｒｉｇｈｔ　ＥＮＧＬＩＳＨ － スクールの魅力向上で体験レッスン数の増加を目指す

東京都 株式会社バックオフィスクラウド 2011601024079 クラウド型バックオフィス省力化サービスの販路拡大

東京都 株式会社フリーダムジャパン 4010001108713 クラウド活用によるバックオフィス省力化支援サービスの販路拡大

東京都 Ｍプランニング株式会社 7011601016245 チラシを活用した地域認知度向上とＨＰ上での顧客獲得

東京都 株式会社ラック＆ハーモニー 5011601024068 独自の立体編み込み芸術パネルの国内外販売による売上向上事業

東京都 トラストオフィス株式会社 1011603002001 ライフプランソフトのＷｅｂ　サイトを拡充し利用者を拡大

東京都 株式会社ステップアカデミー 8011601017052
照明をＬＥＤに替えることにより、生徒の学習意欲・企業イメージの向上・生産
性向上を

東京都 株式会社飛天 2011601005780 業務効率改善化事業ならびに商品パッケージ見直し事業

東京都 シクミカ － ホームページ拡充とチラシでサービス認知度向上・ブランディング

東京都 株式会社エコ・ウィッシュ 2140001026549 飲食店等の排水水質改善のための商品の販路拡大事業

東京都 眞本　崇之 － 「Ｗｅｂを活用したグループコンサルティング」サービス化の実現

東京都 瀧島商事株式会社 3011601004088 井戸の修理から始まる新規顧客開拓と顧客育成事業

東京都 弁護士　野崎　智己 － 地域に密着した新規顧客の獲得と、感染症対策Ｗｅｂ接客の導入

東京都 ラブラクト合同会社 9010603007572 サプリメントの販売促進、新たなサプリメントの開発

東京都 株式会社Ｂａｎｓｏ 6010601055808 「Ｂａｎｓｏ式ｗｅｂマーケッター養成講座」開発と開催および販路開拓

東京都 有限会社フローラル 1010402034825 ・ホームステージャー養成講座・提携先不動産事業者募集・外注先の拡大

東京都 Ｌｅａｄｉｎ－Ｔｅｃｈ国際協力株式会社 7011601022334 医療・福祉・介護事業の立ち上げにあたっての、プロモーション活動の実施

東京都 有限会社原田薬局 2010602007563 突起物が一切ない真のバリアフリー化により新規客を獲得する事業

東京都 株式会社エピオス 3010601033163 自社開発製品のカタログ化による効率的ＰＲ事業

東京都 株式会社木風 10401083230 目指せ！インターネット集客による日本一のＳＤＧｓ樹木医カンパニー！！

東京都 ｂａｒ．ｓｕｚｕｋｉ － 店舗の改修でデッドスペースを解消し、集客力を向上させる事業

東京都 みの接骨院 － チラシの配布と視認性の高い看板で認知度の向上を図る事業

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ　ＰＬＡＹＦＯＯＬ － ボードゲームと椅子の開発・販路開拓

東京都 ダスキンシルバー商事有限会社 1010602027956 ホームページ作成・ＷＥＢ集客強化

東京都 カナカワニシアートオフィス合同会社 2010403015889 パンフレット・チラシを作成し、和訳出版業務を軌道に乗せる
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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１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 有限会社ナップス 6010602033795
ＭＹ－ｇｒａｐｈ　～作品集をつくろう～　シニア世代向けハンドメイドの作品撮影・
作

東京都 めだかアンティーク － 古美術店として店名・内外装をグレードアップし、販路強化

東京都 有限会社中村鉄工ガラス機工 1010602007085 ガラス加工機械の製造会社が仕掛けるコンシューマー施策

東京都 株式会社Ｋ２Ｐｌａｎｎｉｎｇ 6010601051212 イベント衛生管理サービスＰＲに向けた自社ＨＰ制作

東京都 プラスアルファキッチン － Ｉ　ａｍ　ｈｅｒｅ！看板設置でわかりやすい店舗改善プロジェクト

東京都 あづま総合事務所 － ＩＴ化導入による業務効率化及び新規顧客獲得に向けた販路開拓

東京都 株式会社Ｗａｙ 9010601050780 コロナ感染症安全対策ＰＲ告知とレンタル事業への一部業務転換

東京都 株式会社ＲｏｕｎｄＴａｂｌｅ 5010601051238 自社ツアーコンテンツ及び商品の販路開拓

東京都 株式会社ハイジョブ 3010601056362 勤怠管理システムの開発によるサービス性の向上と集客力向上

東京都 キリィエドナ － オリジナル木工口金で日本の伝統工芸・木工技術を世界へ発信

東京都 Ｂｅｌｌｏｗｓ　Ｗｏｒｋｓ　Ｔｏｋｙｏ － 「演奏者とお客様が交流可能な店内スペースの整備」

東京都 Ａｎｄｏｒｉｎｈａ（アンドリーニャ） － 「日本独自のアクリル技術を活かした蛇腹楽器の鍵盤部品の製作」

東京都 株式会社ヘクセンハウス 5010601030976 ＡＩを活用した効果的なＢｔｏＣ向けＳＮＳ広告のよる売上の増大

東京都 株式会社隅田屋商店 9010601012673 異物除去能力向上による品質向上とブランド価値向上事業

東京都 株式会社ＭＡＴ 3010601048731 スマホに適したホームページと音楽に係るＹｏｕｔｕｂｅ動画制作

東京都 リリーブ株式会社 4010801018392 介護に頼らない健康な体作りと、鍼灸整骨院の受療率向上の広報活動

東京都 株式会社ニューファミリー 7010601014069 自社ブランド品開発によるシンプルデザイン志向顧客の開拓事業

東京都 ｗｏｍａｎ　ｅｄｕ － ブランディング向上とＷＥＢを活用した新規顧客獲得への取り組み

東京都 オイダキ・オキドキ － 風呂釜内部の追い焚き配管洗浄の為の設備機器購入及び販促活動

東京都 センデン株式会社 1010601055473 ヨブタメサービスの販路拡大及びブランディング

東京都 里村　研一 － 薬局開業・運営におけるコンサルティングホームページのリニューアル

東京都 有限会社平成薬局 11802021442
患者の薬物投与の安全性向上・待ち時間短縮とそれに伴う店舗のセキィリ
テーの確保

東京都 大和田　浩道 －
中古車販売と関する知識提供のできるコラムを取り入れたプラットホーム型
ホームページ

東京都 株式会社たてもの損保調査 9010001181722 お客様に信頼される損保調査の広告ブランディングによる販路拡大

東京都 株式会社サンベルゴ 6011801026045 販売増加のためのホームページ刷新と情報発信の強化

東京都 有限会社竹千屋 11802015327 商業地でなくても【来客人数、売上アップ】の広告システム構築

東京都 株式会社ＴＳＵＹＯＭＩＨＯ 5011801036409 漫画を使った婚活イベント「見つかる」のプロモーション

東京都 インターテック株式会社 11801015950 販路開拓のためのホームページ更新

東京都 株式会社フューチャースタイリスト 5011801037340 ＩＴを活用した「事業承継及びＭ＆Ａ」サポート事業

東京都 アントロワ － 廃棄衣類、在庫処分品を大量保有するアパレル企業への販路拡大

東京都 ａｒｋ合同会社 2180003017245 既存客回復と新規顧客獲得対策

東京都 あすか工房 － あすか工房

東京都 ｕ　ｐｉｒｋａ － 最高のリラクゼーション及び健康食品を周知してもらうＨＰ作成

東京都 シーユーレイター － 顧客開拓の為の販促とリピーター化の為の店内寛ぎスペース設置。

東京都 株式会社ラ・ミューテスタイル 2011301016938 専門家と連携した新商品「ほほえみ美肌茶」の開発及び販路開拓
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 社会保険労務士法人イージーネット 2011305002562 助成金活用による雇用維持を促す雇用調整助成金専門サイトを開設

東京都 ラメールピアノ教室 － ピアノのオンラインレッスンのプラットフォーム制作による新規顧客増加計画

東京都 ｃｏｏｋ＆ｂｏｏｋ合同会社 6011303003583 個人間で料理の知恵を売買するサービスの展開地域・チャネル拡大

東京都 株式会社いちから 2011301024643 創業者支援強化のためのＷＥＢサイト経由での新規引き合い増加

東京都 株式会社グロービズ 7011201018087 ＷＥＢシステム導入による新クラス開催及び販促活動による参加者増

東京都 うたげジャパン株式会社 6011101071246 Ｄ２Ｃ市場に参入したい中小企業のためのＥＣ構築サービス

東京都 有限会社ハノンジュエル 9013302008214 自社顧客リスト構築と販売プロモーションによる販売拡大

東京都 クルーズイノベーション株式会社 9010401105685 動画でＰＲ、季節ものコーデ

東京都 アクア訪問鍼灸マッサージ － 企業内出張施術の新規案件獲得の為の営業・広告

東京都 株式会社ＲＩＳＨ 7013301044575 毛穴クレンズミストの認知アップと通販による販売促進事業

東京都 株式会社貴津 4013301007106 豊富な実績による認知訴求力強化と引き合い数増加で新規顧客開拓

東京都 株式会社セカンドクリエイト 5011801028430 ホームページのリニューアルおよびチラシ配布による販路開拓

東京都 浜根稚依 － 誕生日鑑定の予約や認知を広めるホームページ制作

東京都 童夢 －
ホームページの制作・チラシ配布・ショーケース増設による新商品の取り扱い
による販路

東京都 株式会社社会起業家パートナーズ 8010001156865
美髪工ステのメニュー導入事業（新商品提供をするためにトリートメント機材を
導入）

東京都 有限会社サンまつみや 5013302003937 通販チラシによる既存客への販売促進と新規開拓事業

東京都 合同会社ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＥ 7013303004164 社会人のキャリアアップと地域課題の解決を促進する研修事業の販路拡大

東京都 呑み食い処　あはちゃ － 『呑み食い処　あはちゃ』で漫画・ゲーム・草野球について語ろう

東京都 鈴木　亮太 － ホームページ作成・ＷＥＢ集客強化・法人向け福利厚生販路開拓

東京都 株式会社クロスビジネス 7013301044071 ＢｔｏＣによるオリジナル調味料の製造販売事業

東京都 アークインベストメント株式会社 9013301033956 ベンチャー・産学連携等支援サービスの認知度・生産性向上

東京都 合同会社かぐやライゼビューロー 7013303004742 外国人コスプレーヤー及びアニメファンへの日本旅行誘致事業

東京都 東邦化成工業株式会社 1013301008528 ウェブサイトのリニューアル（３ヶ国語対応）

東京都 株式会社アイエヌジーコーポレーション 6010901038248 新たな販促用ＰＲ

東京都 ノースフィールド株式会社 9013301022645 コロナに負けない！同業者のサプライチェーン再構築支援プロジェクト

東京都 王子産業株式会社 701330100208 自社ホームページの新設（ブランディング強化を目的とする）

東京都 株式会社アイランドマーケティング 5030001118528 越境ＥＣ　サイト　強化　による日本製品の海外販売支援事業

東京都 ひなたファームマーケット － オリジナルの特殊デザイン・開発・販路開拓

東京都 株式会社ｅｕ－ｃｏｕｎｔｒｙ 6013301020420
新規顧客獲得及び既存顧客単価引上げの新サービス導入にかかわるサロン
環境整備事業

東京都 株式会社モスト 5013301034454 競合差別化と収益性改善への新商品開発と新規顧客の開拓事業

東京都 キッズクラフト －
オンライン講座とネットショップ立ち上げ、資格講座作成による地域にとらわれ
ない継

東京都 Ｍａｓｔｅｒｓｈｉｐ － 新規ホームページ作成による集客力強化

東京都 株式会社グリーン・メモリアル 1013301019558 「チラシとホームページの連携効果による墓地・墓石販売の販路開拓」

東京都 株式会社ＦＢＣ 8013301026218 眼球運動を活用した情報提示装置：ＳＡＣＣＡＤＥ　ＢＡＳＥＤ　ＤＩＳＰＬＡＹ」のラ

東京都 株式会社ジャパンホビーツール 9013302016134 ＹｏｕＴｕｂｅを利用したイージーラッパーの販路拡大
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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１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 ｍｉｒａｉｚ株式会社 6011101082004 ＦＡＸＤＭ集客による新たな販路開拓

東京都 ｋｏｊｅｍｉ － 全材料日本産ノンシュガー・ノンフライ・無添加ぽん菓子の販売

東京都 ＭＥテック・ラボラトリー合同会社 8011403002079 医療機器安全管理代行サービスの拡販事業

東京都 有限会社エモーション 5011402010250 「遺品・生前整理で後悔しないため」小冊子配布による販路開拓

東京都 ＰＪＭプロジェクト管理合同会社 11403002614 販路拡大による事業拡大とセミナー事業立上げ

東京都 株式会社彩華生活 3011801005844 ママの悩みを具現化し企業へアプローチをするコミュニティ事業

東京都 株式会社ｈｉｔｏｔｏｆｒｏｍ 1030001124182 訪問薬剤サービスの販路開拓

東京都 Ｂｉｓｔｒｏ　むじか － 「食」の抱える問題解決の為の行動を補う通販事業の導入

東京都 株式会社ＡＩＹＯクリエーション 9011401017755 販促物の製作及びトイレの改築ほか店舗内外の改修事業

東京都 ＣＡＲＯＴ株式会社 1010801030152 飲食店支援事業者と飲食店の業界特化型マッチングプラットフォーム事業

東京都 株式会社共栄 4011401001573 インターネット通販による健康茶の新規顧客獲得

東京都 株式会社ＧＰトレーディング 1011401017671
自社ブランド品の商品陳列のための什器の制作とそれを用いた販売促進の展
開

東京都 スレプトウェル － コレクトウェル（嚥下補助具）の認知度向上及び販路開拓

東京都 株式会社Ｐａｒｔｉｃｌｅ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ 1010401091363 画期的なドローンを導入した空撮と販路開拓

東京都 ＡＦＡＲＴ － ＡＦＡＲＴ個展開催による作品公開・受注拡大プロジェクト

東京都 合同会社花咲 7011403002542 宿泊施設での物品販売で売上の安定化と再建の取り組み

東京都 株式会社和と輪 7011401019035 国内生産が可能な自然由来のパソコンケース開発

東京都 株式会社ＡＷＡＫＥ 9011401022169 オンラインによるセミパーソナル型フィットネス指導システム開発

東京都 株式会社バンブー 6011401022320 一人ひとりに合わせた個別指導を提供する塾の認知度拡大事業

東京都 黒船イノベーションズ株式会社 1011401021211 士業クラウドファンディング支援協会の新規会員獲得

東京都 株式会社ケアンズ・コーポレーション 2011401011467 ｅ－パワーウォール販売構築網（代理店）開拓

東京都
サクセス・マネジメント・コンサルティング
税理士事務所

－ 板橋区の創業者の力になりたい！地元応援・地域密着の販路開拓

東京都 ブロッサム東京行政書士事務所 － Ｗｅｂ面談だから安心安全、暮らしの相談事業

東京都 合同会社ハヤザム 1010403007697 西武線エリアの店舗・企業活性化に関する販促ツール構築

東京都 弁護士片岡邦弘 － 外国人技能実習に関する情報を集めたＨＰ　・ブログの設置

東京都 株式会社オプティカルボルテックス東京 7011601021427 ＨＩＦＵ（美容機器）導入で新メニューを２つ作る（ボディＨＩＦＵとフェイシャルＨＩ

東京都 株式会社リアルジャパンプロジェクト 7011001073069 日本のものづくりを発信するショールームのリニューアル

東京都 株式会社Ｎ＆Ｂ 3010401116052 ホームページ制作による販路拡大事業

東京都 Ｒｉｐｓ株式会社 1010901042766 日本一サービスに特化したホワイトニングサロンＬＰの構築

東京都 株式会社ＳＡＫＥＬＯＧＹ 8120901036412 日本酒を飲んで、スマホで買えるサービスの開発・販路開拓

東京都 株式会社Ｕｎｔｈｏｌｏｇｙ 1010701035466 ＷＥＢサイトリニューアルによる販路拡大とＥＣ事業の売上アップ

東京都 エクスぺリサス株式会社 5010401129424 体験コンテンツ販売用ＥＣサイトの構築

東京都 ＡＸＥＬＬ株式会社 4011001131300 ＩｏＴけん玉「ＤＥＮＤＡＭＡ」の開発及びコミュニティーの創造

東京都 株式会社ＫＡＦＫＡ－和布可 2011001061680 「プロダクト・イノベーション及びプロセス・イノベーションの構築」

東京都 神津好英建築設計一級建築士事務所 － ＳＮＳを活用したブランディングとホームページ集客販促計画
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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１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社バルドゥッチ 9011001101728 トレスマリア、セレクトショップの立ち上げ

東京都 ＮＩＮＥ　ＮＡＴＩＯＮ － オリジナル無煙バーベキューグリルの自社サイトの制作

東京都 株式会社ｍａｔｈ　ｃｈａｎｎｅｌ 9011001131675 新しい算数・数学の学びの場を創る事業の認知および通塾生獲得

東京都 ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 9011005003193 クラウド会計導入促進による顧客の在宅勤務促進・生産性向上事業

東京都 ヘアーメイクアフロディーテ － 恵比寿エリア顧客開拓のためのＰＲ事業

東京都 株式会社ジュエルジャパン 4011001058741 ５０－６０代の女性を生き生きとさせる美容クリーム拡販事業

東京都 ｔａｎＱ株式会社 2011001103103 自宅で受けられるリアルタイムオンライン授業の販促

東京都 テクロ株式会社 7040003009202 公式ＷＥＢサイトリニューアルによる問い合わせの自動化

東京都 株式会社Ｍｏｒｇｈｔ 7010901042141 ＮＥＬＬ（ネル）というマットレスブランドの立ち上げと販促事業

東京都 株式会社グラントシー 2011301022606 助成金を活用して業績アップする企業を増やしていくための事業

東京都 株式会社Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｅｓｓｅｎｃｅ 5011001106045 地域密着型アニバーサリープリントビジネス「ＱＡＰｓ」

東京都 イン・プラス株式会社 9011001120117 宿泊施設・小売店に特化したプリペイドＳＩＭ販売事業

東京都 ナカノピグノーズ － ライブ配信＆コミュニケーションスペース

東京都 株式会社ＯｒｌａｎｄｏＪａｐａｎ 3450001011881 「海外へ挑戦、あらたなビジネスモデル構築」

東京都 株式会社ナカノＦ 7011201013766 リピート客取り込みのためのメールマガジン配信と顧客情報デジタル化

東京都 株式会社クラッチワークス 8011301024316 不測の事態に対応できるための「財務リテラシー」向上ＰＲ事業

東京都 越境ＥＣ総研合同会社 8013303003537 米国市場を目指す食品・化粧品事業者のＦＤＡ認証取得支援事業

東京都 株式会社オフィス稲石 家庭でも！お店でも！おしゃれな和柄エプロンでおもてなし！

東京都 ５Ｋサポート株式会社 8011201021264 ＷＥＢ広告、販売体系構築、在宅勤務対応の三本の矢計画！

東京都 牧本一真 － 教職員へのＩＣＴ活用スキル向上無料セミナー開催による販路拡大

東京都 有限会社トランスフォーム 1011202007640 手書き４コマ漫画入り広告とニュースレターで売上ＵＰと待遇改善

東京都 グロースハック　成田藍 － インスタグラムを活用しオリジナルブランドをＥＣで受注販売

東京都 株式会社イエロースタッズ 6011201021407 音楽を通じて元気になってもらうべく、更なるリスナーを増やす為の広告展開

東京都 ユウオゼキデザイン － ＳＮＳを活用した広告出稿による新規顧客開拓

東京都 株式会社オオヒロ 6011201015350 『馬刺し』と『ちゃんこ』で、『ちょい飲み』需要を吸収する

東京都 ジャパンクオリティ株式会社 2011601020986 口腔内スキャナーの販売・普及計画

東京都 株式会社プロクラ 7011201018848 キャラクターを利用した広告活動及び販促活動

東京都 ナホミオカダ造形表現研究所 － ＷＥＢ向上売上単価倍増計画！コロナ対策・遠隔教室導入生徒倍増

東京都 ＴＥＡＭ　スキマジャパン － シェアハウスのコンサルティング事業強化のためのＷＥＢサイト作成

東京都 有限会社Ｔ＆Ｓプランニング 9011202011131 エグゾＣＡＤを使用したデジタル技工事業

東京都 株式会社クオリア 2180001129785 ・ＥＣでの広告事業

東京都 クラフトマン － 増加する外国人住民に向けたピクトグラム看板とチラシ広告の実施

東京都 Ｌｉｆｅ　ｆａｒｍｅｒ　Ｒｏｄｒｉｇｕｅｚ株式会社 2010901041180 直接受注の増加に向けた研修サービス認知及び集客への取り組み

東京都 トーマストレード株式会社 6011201019632 新商品の開発とテストマーケティング体制の構築

東京都 １０ｏｃｔ株式会社 7011301023582 当社サービスの認知度支援のためのホームページ制作事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 髙橋和也税理士事務所 － 非営利法人の資金調達サポートマッチングサイトの構築

東京都 株式会社神アート 3011001009852 キャラクターグッズ動画制作で売上高の増加を図る

東京都 高円寺ビストロラポムドパン － 外看板設置およびテイクアウト事業の導入とプロモーション強化

東京都 金子大介 － オーダースーツの着こなし方を発信するホームページ開設

東京都 コクテイル書房 － 新商品「レトルト文学カレー太宰」の開発とＰＲ

東京都 合同会社シナプス 2011303002754 事業拡大サポート！採用から定着の一気通貫サービスで販路開拓

東京都 株式会社エレテック 2011301001238 自社サイトを構築し、ホームページを営業マンとして販路開拓

東京都 貊晶 － 身体！環境！の非常時に　「麦味噌フードバンク」の運営

東京都 Ｃｏｃｏｙｏｒｉ － 国内外での販路拡大、及びＥＣ販売／イベントを通しての認知向上

東京都 ゼノンクリエイツ株式会社 7011301020943 オリジナルキャラクターを活用したオンライン語学学習の販路開拓

東京都 株式会社マダムズフェイヴァリット 11301025485 ５０－６０代女性を健康で美しくするための商品を強化する事業

東京都 まな商事株式会社 1011301017326 ＷＥＢショップの強化

東京都 アルモニア株式会社 5011301016555 販路拡大のための貸切バス手配サイトの制作

東京都 Ｎｅｅｎｉ（ニーニ） － オンライン動画レッスンの新規事業と新規ホームページ制作

東京都 ジェンティーレ株式会社 1011001127516 顧客の広告効果を最大化するポスティング業者の販路拡大事業

東京都 ＢｎＡ株式会社 11301021548 写真の撮影と、ウェブサイト改善による販売促進

東京都 スキルライツ － テレワーカー向け動画教材の広告強化による顧客開拓

東京都 株式会社木村不動産鑑定 9011301017814 ＨＰリニューアル、新たなＩＴ利活用による顧客開拓と生産性向上

東京都 株式会社聖庵東京 7011301017642 阿佐ヶ谷店の売り上げ上昇と、日本橋浜町店出店による新たな展開

東京都 ＬＵＣＫＹｎｏ．３ － 中小企業向け、販促用の装花撮影サービス事業の強化

東京都 有限会社ビーエーユウ 7011002021712 医療機関から発行された処方箋をもとに調剤業務を実施。

東京都 株式会社Ｌｉｆｅｌｏｎｇ　Ｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎ 1010901037576 ウェブサイト開発とクラウド会計活用による新規顧客獲得事業

東京都 株式会社しんか 6011001112430 ターゲットを絞って集客×成約率を連動させたマーケティング実行

東京都 株式会社Ｂｉｚａｒｒｅ　Ｄ・Ｌ・Ｃ 1010601044352 リーズナブルな価格のシルバーアクセサリーの販売で販売拡大

東京都 株式会社ＭＥＤＩＡＴＥ 6011001065364 講話資料の掲載と「産業医紹介ナビ」サイトＷｏｒｄＰｒｅｓｓ化

東京都 株式会社Ｐ．Ｋ．ＷＯＲＫＳ 5011001104437 ワークショップ受講者拡大を目的としたＨＰ改修

東京都 株式会社サートプロ 6011601015248 デジタル・トランスフォーメーションＩｏＴ／ＡＩ研修講座の販促活動

東京都 コスモピア株式会社 1011001039496 英語学習用ｅラーニングシステムの教育市場に於ける販路開拓

東京都 株式会社ＪＢＥ 4020001102723
パーソナルトレーニングジムＨＰのＩＴ化を行いオンラインサービスのサービス化
とＷＥ

東京都 椿公認会計士事務所 －
歯科医院へ会計とＩＴを融合したサービス提供による歯科医師と弊所の生産性
の向上

東京都 株式会社樂 7011001039152 「選りすぐり館」別館ページ制作による新市場開拓戦略

東京都 株式会社ワールドウォーカー 5011101086625 ウェッブサイトのリニューアルと、新規の広告手法の実施

東京都 笹塚さくら鍼灸整骨院・整体院 － ターゲット（２０代後半～５０代の女性）に合わせた整骨院の環境作り

東京都 藤本商事株式会社 6011001124715 Ｇｏｏｇｌｅ　Ｇ　Ｓｕｉｔｅ＆ウェブサイトによる業務改善事業

東京都 サンキャク株式会社 3020001126797 広告宣伝費を効率よく活用できるＹｏｕｔｕｂｅプロデュース事業
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東京都 アシェットデセール　Ｙａｍａ － 食事後のバー営業のため、看板を設置し新規顧客を開拓

東京都 町田製薬株式会社 1011001022155 魅力的なホームページの作成・改良により新たな顧客層を開拓する

東京都 楽家 － 予約数を上げ、単価をあげるホットペッパーの活用方法

東京都 株式会社ＳＫＶ 8010401136921 Ｈ　Ｐ、Ｌ　Ｐ作成・会社概要、サービス内容のパンフレット作成

東京都 株式会社エクスケープ 2010901044150 ストレッチテントレンタル販売事業の営業強化

東京都 有限会社クルツ 3010002047993 日本製デザイン木製コーヒーミルの魅力を伝える商品ウェブサイト

東京都 株式会社アウトバウンドマーケテイング 5010401119268 決裁者のアポイント獲得サービスのＷｅｂサイト制作

東京都 株式会社タイムズ 5010701030876 魅せる！！ハイクオリティ　かごバックの底力

東京都 Ｄ－０２オフィス株式会社 1010401085489 ネット環境整備によるオリジナルバッグの売上増加と販路拡大

東京都 キモノマイハウス － ファッション中心地の原宿で　花魁　等の日本の着物文化発進する事業

東京都 株式会社ストレッチ屋さん 4011001064608 ホームページの全面リニュアル、ＳＥＯ対策強化

東京都 株式会社レジット 5030001096006 デザイン制作定額サービス「イキツケ制作所」の認知度拡大

東京都 Ｊｉｎｇｕ　ａｔｅｌｉｅｒ － ホームページやＳＮＳを活用した集客活動

東京都 株式会社プロトン 2012301010369 イベント、スペース貸し事業、清掃事業、不動産事業

東京都 至誠乃サービス合同会社 7011003009211 業務代行サービス事業へのサブスクリプションによる参入

東京都 ネイルサロン‘ＭＯＡＮＩ’Ｈｉｒｏｏ － 革新的技術でシニア顧客獲得とネイリスト向けサービスの販路拡大

東京都 株式会社ＡｋａｎｅＧａｒｄｅｎ 9012701014038 新規受注拡大のためのホームページ作成と自社内開発環境整備

東京都 株式会社ヘキサゴン 6011001044624 甲冑体験スタジオのＰＲ強化

東京都 Ｋｄｅｓｉｇｎ － オーダー・ハンドメイドのファッションマスクの開発・販路開拓

東京都 株式会社Ｕｃａ 3011001054618 「天然ダイヤモンド入りのプリザーブドローズ」の販売促進

東京都 キャプテンアシスト斉藤 － ホームページ刷新と事業パンフレット作成による新顧客の獲得

東京都 株式会社ＮＯＩＡＢ 8011001129687 チラシによる「ＮＯＩＡＢ」の認知拡大と、動画コンテンツの量産

東京都 ＧＯＯＤＬＩＦＥ － ＷＥＢ広告及びチラシポスティングによる新規会員獲得への対応

東京都 株式会社ＪＷ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7011101086078 １）テイクアウト用のアイスバブルワッフルを販売

東京都 株式会社Ｆｏｒ　ｙｏｕ 1010401120072 法人向け番組制作事業の販路拡大を目指した展示会への出展

東京都 株式会社マスターマインド 8040001011332 ＬＥＤフィルムを生かした新たな「街中広告」提案サービスの開発

東京都 株式会社ｃｈｉｃｋｅｎ＆ｈｅｎ 7010401136245 ドレス店による大自然の中での駆け落ちウェディング撮影事業による効果

東京都 株式会社ＮＢＲ 2011001069583
スマホ広告用のＷｅｂカタログの制作とスマホ用の商品着用ヴィジュアルの導
入。

東京都 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｗｏｒｋｓ 2010001196090 セットメニュー・キャンペーンメニューの開発・販路開拓

東京都 株式会社ＨＪＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4040001033685 『地方都市の飲食店オーナーへの財務コンサルティング付き機器販売』

東京都 株式会社グローカル 4010401097630 「ＷＥＢ集客・販促支援サービス」における全国への営業代理店展開

東京都 Ａｗｅｓｏｍｅ　Ｂｏｙ － ＰＲ０１合同展示会に出店による自社ブランドのアピール・販路開拓

東京都 三祥貿易株式会社 8011001046544 新型コロナウイルス対応防護服の開発および販路開拓

東京都 株式会社ＶＩＲＴＵ 2011001054767 高齢化社会対応型のオンラインサロン参入のための販路拡大事業

東京都 株式会社アンノーンブックス 11001120130 Ｄ２Ｃ（ＥＣ販売）アパレル・コスメ事業のオンライン販売事業の強化
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東京都 Ｙｏｕ　ｂｅ　Ｙｏｕ株式会社 1011001120710 ホリスティックライフマネジメント／ＷＥＢメディア事業

東京都 株式会社エモーヴ 1011001067175 ブランディング・デザイン経営アカデミア事業

東京都 株式会社ＣＨＯＲＤ 2010001181877 自社新アパレルブランドの開発・販路開拓

東京都 ＣＨＩＫＡＫＯ　ＹＡＪＩＭＡ － 動画を取り入れた販路拡大事業

東京都 株式会社ＨＡＲＵ 1011001104432 ヘアメイクスクールの質の向上と売上拡大を実現するテキスト制作

東京都 Ｍａｌｔｉｆｌａｖｅ株式会社 2011001131632 中小アパレル業に特化したセールスプロモーション支援の販売強化

東京都 Ｐａｔｉｅｎｔｒｉｃｉｔｙ　ＭｅｄＰａｒｔｎｅｒｓ株式会社 11001129834 Ｌｉｎｋｅｄｉｎを利用したデジタルマーケティングによる販路開拓

東京都 ビタミン株式会社 1010001172258 直接受注の増加に向けた研修サービス認知及び集客への取り組み

東京都 駒田総合会計事務所 － ホームページのリニューアルによる新規創業顧客の販路拡大事業

東京都 株式会社ＨＡＲＵ 8010903001912 正しい住所表示を利用した地図上場所表示システム

東京都 Ｌａｒｇａ合同会社 9011003010687 元プロ３選手で監修　未就学児と保護者向けサッカースクール開講

東京都 株式会社Ｒａｄ　ＰＲＯＪＥＣＴ 8010401132193 すべての人に「感動創造」を届ける最先端美容機器普及の取組

東京都 ＴｅｓｏｒｏＭｉｏ　テゾーロ・ミオ － 充実したホームページ制作による、周知の強化と販路開拓

東京都 株式会社リセ 8011001122997 クラウド型企業法務サポートＡＩサービスの販路開拓

東京都 アスカデザイン － 経営戦略　×　販促ＩＴツール　コンサルタントプロジェクト

東京都 みやつこ株式会社 1010801022661 副業研修講師の育成および企業への講師斡旋

東京都 株式会社テックリンク 1010801018965 販売促進を強化したＷＥＢサイト改修事業

東京都 株式会社Ｙ’ｚＤ 2010801017248 Ｙ’ＺＤ　ＧＹＭの新規顧客獲得

東京都 アルファサーチ株式会社 2010802002141 動画コンテンツ事業

東京都 ゆきだるまイラスト事務所 － アニメーション技術を使った経営セミナー動画配信による販路開拓

東京都 Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ － 技術動画配信を活用して日本製パーマ剤を国内外に販売する事業

東京都 株式会社トライキッツ 9010801008562 自社提案力強化事業

東京都 安田　早苗 － 営業代行や販売代行と営業ツールを上手に使って効率的に新規顧客開拓

東京都 Ｓ－ＰＬＡＮ － 新屋上防水工事サービスの販売促進に向けた自社ＨＰ制作を実施

東京都 株式会社ｖｅｒｔｅｘ 8010801028165 当院の事業の周知と新規販路開拓の為の自社ホームページ作成。

東京都 株式会社Ｔｈｏｕｓａｎｄ　Ｌｉｇｈｔ 8011301022749 結婚相談サービスの提供側・受け手側両方の販促ツール整備事業

東京都 ｎｏｒｉａｋｉｓａｋａｍｏｔｏ － ＨＰの改良・ネット販売システム構築・導入による販路開拓

東京都 ＵＲＩＫＭＡＤ（ゆ－りくめ－ど） － 日常づかいできるア－ト雑貨の海外向け販路開拓

東京都 ｇｏｏｄ　ｄａｙ　ｈａｉｒ － 拡張移転リニューアルによる新規販路開拓

東京都 笑むすび合同会社 1010903004475 「ＯＭＵＳＵＢＩで地球をむすぶ」のオンライン事業化

東京都 骨董　端橋堂 －
骨董　端橋堂　店舗リノベーション計画　骨董　端橋堂　ホームページリニュー
アル計

東京都 株式会社経営力推進機構 1010901045810 日本初の中小企業サポート実務講座で将来を担う行政書士を応援！

東京都 株式会社ＧＲＡＣＥＳ 6011001110335 町ぐるみで地域を盛り上げる、体験型宿泊施設作り

東京都 株式会社ｃｏｋｏｗｉｌｌ 8010901044616 学校への組織開発コンサルティング事業

東京都 ＨＡＴＯＨＡ － 国内向けショッピングモールへの出店および実店舗の情報発信
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東京都 くどう健美院 － ポスティングと駅前配布

東京都 上松　智樹 － ホログラムアートを活用したマインドフルネスＡＰ　の開発と告知

東京都 ユニバーサルビジョン有限会社 4010902015883 ジャパン　インディーズ　フィルム　フェスティバル　（ＪＩＦＦ）

東京都 合同会社マンガワークス 1010903004574 漫画制作会社が企業の取引先拡大に役立つ新サービスをリリース

東京都 ｃｌｏｌｉｎｅ株式会社 4010901045411 ｃｌｏｌｉｎｅの世界観を伝えるためのポップアップショップの実施

東京都 ミエーレ・ジャパン株式会社 9010901022199 Ａｍａｚｏｎ広告、フェイスブック広告を使い売上の拡大を目指す

東京都 株式会社ＴＯＡ 4130001066346 外国人従業員のリモートワーク就業を支援する新サービスの開発

東京都 合同会社梅田事務所 7010903002903
「売れる商品開発コンサルティング」を伝えるホームページ改修と自社での新
商品開発

東京都 株式会社ＨＯＴＭＩＬＫ 2010901042831 「パートナーシップ事業」を広くＰＲするためのＨＰの構築

東京都 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 10901045607 提供農家の開拓および販売場所開拓

東京都 株式会社エヌドレス 3010901033482 ドレスショップ発信のウエディングスタイルのトータル提案

東京都 御料理処　おたふく － あごだし唐揚げの開発とオフライン・オンライン両面での販売促進

東京都 有限会社眞誠 9010902007315 「漢方で授かる子宝相談」「生理痛はなくて当たり前」の周知と顧客層の開拓。

東京都 株式会社ＤＲ 2010901040463 動画から実店舗へ、本格派ロシア料理店が行う料理教室での集客

東京都 株式会社はぐくむ 1010901026653 大学生・若手社会人向けコーチングスクール／コーチング販路開拓

東京都 ＩＮＩＴ株式会社 8010901038238 蓄積データを活かした新規顧客開拓事業

東京都 合同会社Ｃａｔａｌ 2010903004994 飲食店向け伝統工芸品の流通サービスのメディア構築

東京都 有限会社サステイナブル・デザイン 9010902025424 オンライン・マーケティング・ファネルシステムの構築

東京都 ＣＯＦＦＥＥ　ＴＥＣＨ株式会社 5010901045435 インターネット販売サイトの改良と印刷広告作成・配布

東京都 フラックストーン合同会社 9010903005516 コンサルタント就職サイトの集客プロモーション

東京都 株式会社アンループ 6010901027011 東京の食材の魅力を伝えたい小さな洋食店の販路拡大への取組み

東京都 株式会社アルキメデス 2010901022429 住宅建築用コーチングアプリ販路開拓事業の展開

東京都 株式会社はぴきゃり 5010901021865 理想の仕事とパートナーを見つける新はぴきゃりアカデミーのＰＲ

東京都 アウトライヤー株式会社 6010901044386 「アスリートが働く焼肉店」というブランドイメージの確立

東京都 明大前はり灸院 － 検索連動型広告を使ったＷＥＢ広告での新規顧客獲得

東京都 株式会社フライト 7010901045029 ＰＨＬｉｇｈｔ英会話スクールの販路拡大とブランド確立

東京都 Ｌｏｇｇ　Ｄｅｓｉｇｎ － ＫＡＺＯＫＵ　ＪＥＷＥＬＬＥＲＹのワークショップ事業の立ち上げ

東京都 株式会社イザラ 4011001094530 新規事業のためのアトリエ改装とプロモーションによる販路拡大

東京都 マンツーマンゴルフスタジオ　Ｅ－ｂａｓｅ － 新サービス開始に伴う可動式ゴルフシミュレーターの導入

東京都 合同会社ＢｉｇＭｏｍ 9010903003734 徹底クリーニングによる顧客満足度アップとリピーター増への事業

東京都 有限会社一元企画 6010902023257 妊娠率７０％以上を誇る不妊症鍼灸のＰＲ

東京都 Ｓｅｌｉｅｕ － 地産地消の東京産豚革を活用するジュエリーブランドの展開

東京都 ｅａｔｒｅａｔ．ＣＨＡＹＡ － 来店動機になる新カフェメニューの新規開発

東京都 株式会社山口茂デザイン事務所 8010901012267 業界初！！「ＬＩＮＥで学ぶコトＰＯＰ個人授業」

東京都 株式会社オフリール 3010901024449 視覚に訴えるＨＰの構築により、ネイルサロン開業支援増を目指す。
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東京都 株式会社中小事業者支援センター 9010901044103 認知度獲得・顧客開拓を目的としたホームページ活用

東京都 ＴＭコミュニケーションサービス株式会社 8011001043392 蛍光Ｘ線装置導入による収益アップと効率化による持続的成長

東京都 合同会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｂｅａｒ 2010803001753 少子高齢化社会、老年年少に特化した安全バリアフリー再生賃貸業

東京都 株式会社３ＤＡＹ 4010401117082 弊社会員制サービスの会員獲得・顧客企業獲得

東京都 株式会社デニム 9010901024963 京王線沿線に特化した利便性の高い自社専用ポータルサイトの強化

東京都 ジョン事務所合同会社 10903003379 オンライン売上のアップ及びコミュニティーマーケティングの強化

東京都 ＮＧＵＹＥＮ合同会社 9010903004897 デジタルマーケティングの広報活動

東京都 株式会社ＩＮＦＬＩＧＨＴＭＥＮＴ 8010901041448
ホームページ内弊社実績掲載による、会社のブランディング及びクライアント
からの信頼

東京都 オプカリス株式会社 8011601022696 日本茶体験提供の場の創出による付加価値の向上及び　新規顧客開拓

東京都 オーさんのタイソース － タイソースのラインナップ拡充による販路拡大

東京都 株式会社まち実践社 7010001150927 小規模事業者と連携する地域商社のネット事業のスタートアップ

東京都 株式会社ユニアス 5010701038192 品川の古民家を活用したコワーキングスペース事業　の拡大

東京都 Ｏｒａｎｇｅ株式会社 6010401099195 中小旅行代理店と連携した国内旅行商品販売の販路開拓

東京都 株式会社Ｓｈｕｈａｌｉ 8010001184271 アニメ動画の制作による、営業・パートナーへのアプローチ強化

東京都 ＭｏｂｉｌＥｘＳｃｈｏｏｌ合同会社 4010703004045 「大森山王ビール販売店の販促事業」

東京都 合同会社ロハジョイ 7010703004562 ホームページによる広告事業

東京都 株式会社Ｄａｓｅｉｎ 30001044155 大人用おむつカバーの開発・販路開拓

東京都 株式会社ＡＬＡＴＡＭＡ 3010701030928 キャンプを通じて人々の生活を豊かにするＤ２Ｃブランド事業

東京都 株式会社ＢＯＵＬＣＯＭ 8010701034684 新ルートを販促品とした店舗活動の認知度向上と来店数増加の施策

東京都 生島社労士事務所 － 販売促進のためのウェブ制作及びリスティング広告

東京都 Ｔｈｅ　Ｂａｃｋｓｔｒｅｅｔ　Ｇｕｉｄｅｓ　株式会社 5010701025018 販売促進強化によるＢｔｏＢの売上確立と新規顧客の開拓

東京都 株式会社ヴァルス 3011001100388 クラースシューズの認知度向上による販売戦略の強化

東京都 株式会社ＵＮＣＯＬＯＲＥＤ　ＪＡＰＡＮ 7010701025833 新規顧客からの相談、受注の増加を目的としたウェブサイトの作成

東京都 株式会社ＰＩＣＮＩＣ 2010001193848 販路開拓・再生可能なオリジナルテイクアウト容器の開発

東京都 株式会社Ｏｉｓｈｉｉ 11001117902 多言語の会社案内パンフレット作成及び動画制作

東京都 株式会社ＦａｒＥａｓｔＣｒａｆｔ 2011001129338 宅配サービス・ケータリング事業

東京都 藤田　智弥 － ホームページのリニューアル

東京都 有限会社シャーロム 9013202008628 疲れに効くのに心地良さ満点。タイ古式マッサージの販路開拓

東京都 株式会社ＣＰＣ 6010001085224 「歩き方ハウス通信」の運営

東京都 ＨＩＮＯＫＩ － ホームページリニューアルによる販路拡大

東京都 Ｆｌｅｕｒ － 当事業サービスホームページ制作によるＷＥＢ集客の強化

東京都 株式会社ｎｉｎｉ 1020001125017 世界初！天然ピスタチオを使ったコスメをネットで卸で全国展開

東京都 株式会社オンインオン 2011001120205 出張修理サービスの申込ランディングページを作成し売上アップ

東京都 エバーブルーテクノロジーズ株式会社 4012401034803 無人自動操船ヨットの開発と無人調査手法のＰＲ事業

東京都 有限会社ミズタマリコーポレーション 2013202011539 インターネット部門の立ち上げ事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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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 株式会社東京ビューティースパ 10901029636 サロンスタッフのスキルアップ・システム導入・新規開拓・化粧品販売

東京都 株式会社Ｌｏｏｐｓアカデミー 9010701021310 ノンダメージメニュー開発と販路開拓・早期育成プログラム求人

東京都 株式会社ｆｒｅｅｃｌｅ 1010001182686 独自技術を活用した「難聴者向けワイヤレス集音器」の拡販

東京都 株式会社メントレプレナージャパン 6010801017756 コロナ後の居抜きを活用した飲食店のれん分け本部構築と販路開拓

東京都 ゲートメディカル合同会社 9011003009754 不要の医療機器を関発展途上国に届ける医療機器リユースビジネス

東京都 Ｒ’ｈ　（アールエイチ） － 季節のハーブ・アロマキャンドル等のハンドメイド商品・販路開拓

東京都 株式会社アクセント・カラー 6010901030312 オリジナリティの高いバッグ開発をし、産休後の販路拡大を目指す

東京都 株式会社シーズン花達 7013201002534 花の定期購買をアピールするためのホームページのリニューアル

東京都 せんとぎゃばん － 中小企業に向けた造花による空間演出で販路開拓

東京都 管理栄養士　喜多みのり － アスリート個別栄養サポート　およびライフステージに応じた食育の推進事業

東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｋｉｋｉ　輝季 － 在宅で学べるコーチングスクール事業の実施

東京都 株式会社ｔｕｍｕｇｉ　ＬＡＢＯ 7011001132031 ＜経営計画＞１．企業概要に記載の事業内容（１）～（５）のＰＲ　活動

東京都 株式会社食楽 5011001047207 カフェの夏メニュー、動画サイネージによる集客力アップ

東京都 合同会社ミライの芽 2011003010256 ＜社員定着のための１ｏｎ１事業＞の開発・販路開拓

東京都 合同会社トレイルファインダーズ 8011003006001 既存事業の販路拡大と、新ツアーのリサーチと構築。

東京都
ａｃｕ．ｐｌａｃｅ自由が丘マッサージはりきゅ
う整骨院

－ 鍼灸ノウハウとＳＥＶ特許技術を組み合わせた新サービスの提供

東京都 株式会社ボンジュール 7011001052948 自社アトリエを改装した小売り事業の確立

東京都 株式会社Ｕｐｗａｒｄ 170001014213 プロテインにおける新商品の広告事業

東京都 戸髙プロモーション有限会社 6013202013639 顧客の取戻しと新規顧客の獲得

東京都 株式会社アロッツ 9011001099533 スマートロックの導入ＰＲに向けた自社ＨＰリニューアル

東京都 Ｌａ　ｃｏｃｃｉｎｅｌｌｅ　（ラ・コクシネル） － 「ワインフィッター？」のビジネスモデルと実践プログラムの構築

東京都
０歳から始められる！笑顔が増える育児
法　ベビーサイン教室

－ 保育園向けベビーサイン教室、個別レッスンＰＲの為のＨＰ作成

東京都 小町ｂｅａｕｔｙ　Ｌａｂｏ － 古い着物をリユースした着物ブランドのホームページ制作

東京都 マリッジ・アージュ － ホームページ改修と主に男性向け広告で販路開拓を目的とする事業

東京都 Ｐｅａｃｅ株式会社 「ＩＴ推進による集客力の向上と顧客満足度向上に関する事業」

東京都 株式会社ＳＡＧＡＳＡＬＥ 8010801027084 コーポレートアイデンティティのデザインとパンフレット制作

東京都 株式会社イフェクト 20001077684 面発光用レンズＬＥＤモジュールの製造・販売

東京都 株式会社並木海苔店 5010801008830 海苔生産者・海苔職人の思いを伝えるプロモーション動画制作

東京都 株式会社鎌建工業 8010801002707 デザイン性の高いインテリア・エクステリア製品のＰＲで販路開拓

東京都 山原　享 － 製造業向け「イノベーション創出プログラム」の開発・販路開拓

東京都 合同会社ししのあ 4010803001074 コロナに負けずに、成長に向けた基盤整備

東京都 Ｈａｐｐｙ　Ｓｔｕｄｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ － 小・中学生向けオンライン授業の海外諸島における新規顧客開拓

東京都 株式会社フジヤマトレード 1090001014155 自社ネットショップ構築・販路拡大・ＳＮＳブランディング

東京都 ＢＩＯ　ＰＲＯＪＥＣＴ － ナチュラルオーガニック製品自然派ソープ　ｐｒｅｍｉｅｒｅ　ｆｏｉｓ　の販路確保

東京都 ライフアシスト株式会社 7010802018554 地域密着型空き家・空き地コンサルティング事業による販路開拓
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東京都 株式会社プリマベッラ 1010801028873 有害鳥獣のイノシシ・シカ肉等をジビエ利用した焼き肉店の経営

東京都 株式会社カウリ 8010001162673 ホームページ制作による認知度拡大事業

東京都 株式会社ＡＬＬＷＲＩＧＨＴ 4010501044425 酒醸造（その他醸造）、卸売業、小売り事業

東京都 ユアシード株式会社 2021003004934 Ｗｅｂを活用した教育×ＩＴ領域の新規転職候補者（顧客）開拓

東京都 株式会社蒲生彫刻 3010501031003 “下町職人の彫刻木札”の販路開拓

東京都 Ｃａｆｆｅ　Ｍａｍｍａ　Ｎａｔａｌｅ － 高齢来店者への安心安全な環境づくりへの取り組

東京都 ｒｅｔｅｌａ － オリジナルブランドの新商品の開発と生産地の開拓・販路開拓

東京都 栖コーポレーション合同会社 2010003030207 秋田の素材を生かした炊き込みご飯セットの開発。販路拡大。

東京都 株式会社ネッコス 1010501043958 カスタマーサポートツール「ツナカン」の認知拡大と販路拡大

東京都 有限会社プラウド 2010502018586 新規顧客開拓事業

東京都 石川屋食品店 － 集客のための独自なＨＰの作成（英語併用）とＳＮＳの活用戦略

東京都 ｃｏｔｏｒｉ． － 新商品「オーロラジュエリー」シリーズなどの開発・販路開拓

東京都
株式会社ＨＩＭＵＲＯ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩ
Ｏ

6010501043441 新商品のための生地開発と生地の見本帳の作成

東京都 Ｆ＆Ｐジャパン株式会社 6010501043805 チラシとＨＰによるオフィス向けヘルシースムージーの販路拡大

東京都 株式会社ＤＳＰ 9010601037290 古紙収集から産業廃棄物へ、コロナ不況を乗り切るための営業シフト計画

東京都 株式会社トマック 4010501007299 弊社インターネットページおよびＥＣサイトのリニューアル

東京都 株式会社Ｉ＆Ｙコンサルティング 5010501034367 ＷＥＢセミナー（動画配信）を活用した集客の実施と商圏拡大

東京都 成田情報サービス － 「子育て世代支援型商品の輸入およびＥＣと展示会への販路拡大事業」

東京都 株式会社エン・ＰＣサービス 7010401097306 「デカフェフレーバーコーヒーのＥＣサイト販売」の販路開拓

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ　ＬＯＣ合同会社 7011503003754 既存旅館店舗（浅草店）の改装による販路・売上拡大

東京都 株式会社Ｔｒａｖｅｌ　Ａｉ　Ｌａｂｏ 1010501042919 オフィス・飲食店移転プロジェクト

東京都 Ｇｏｕｒｍｅｔｐｒｏ株式会社 8011501025205 食品飲料業界向けビジネスマッチング・プラットフォーム運営事業

東京都 ｍｕｕｖｅ株式会社 6010001201202 「注文システムの構築による業務効率化事業　」

東京都 株式会社マッチファインダー 8011501011163 音源制作事業の販路開拓のためのプロモーションＣＤ等制作

東京都 ＥＴＥＲＮＩＴＹ　ＧＬＡＭ － 販路拡大のための強みを活かしたＨＰ製作とウェブショップ改修

東京都 株式会社ジャムユナイテッド 1011001047086 販路拡大、顧客獲得の為の、ホームページリニューアル事業

東京都 リビングフラワー協会 － こだわりの国産花材を使用したレッスン価値向上事業

東京都 集っこ － 新型コロナウィルス終息後の完全復活に向けてのプロジェクト

東京都 大同石油株式会社 9011501002640 新製品アーマーソールの拡販および新製品防汚機能性足袋開発計画

東京都 有限会社小林恭バレエ団 7011502013969 老朽化した本部十条スタジオの看板のリニューアル

東京都 ケレン株式会社 2011501014568 他では買えない独自性のあるジュエリーのＥＣサイト構築事業

東京都 株式会社海津屋 1011501000940 書籍制作による「ミクロモザイク」のブランディング事業

東京都 鈴木畳店 － 畳ゴザ・置き畳の生産体制と販売活動の強化事業

東京都 ネクストビジネスワークス株式会社 3011501016191 遺品整理事業のＰＲを目的としたＨＰ改正と広告戦略の展開

東京都 株式会社３Ａ 1011501010956 全国エリアの生徒獲得に向けたＣＡＤ講座インターネット配信事業

28 / 48 ページ



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

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 サクシードビュー － ＷＥＢサイト新規作成による新規顧客の開拓

東京都 ｇｉｒｌ　ｆｏｒｅｖｅｒ － 「ｒｏｏｍｓ　４１」出展によるアートグッズの販路開拓事業

東京都 赤羽総合法律事務所 － ホームページ刷新

東京都 株式会社日本脳力育成協会 7013301026598 幼児教室ほくと　フランチャイズ事業のホームページ開設

東京都 Ｃｏｍｍａ － カスタマイズウォレット拡販事業

東京都 有限会社田嶋屋 5011502003724 「街のワイン屋さん　タジマヤ」の認知強化による売上向上

東京都 ぽこあぽこ音楽教室 － コーチング技術を取り入れた音楽教室のブランディング展開

東京都 鈴木雅也建築設計事務所 － 新ホームページの作成による知名度の向上と新規顧客の獲得

東京都 株式会社ニナイテ 6010001191063 認知度アップ販路拡大のためのネット戦略によるＰＲ活動

東京都 有限会社原田建設不動産 1011502010559 自社ＨＰのリニューアル・空室対策コンテンツ新設とＳＮＳ整備

東京都 Ｌａ　ｒｅｃｏｌｔｅ合同会社 8010403013986 女性の肌悩みを解決するアンチエイジング美容液の販路開拓

東京都 株式会社法人営業マーケティング 1011501021012 広告ページ作成サービスの顧客開拓用の専用ホームページ制作

東京都 株式会社山本工業 1011501009156 カラーリスト及び配布用パンフレットの作成

東京都 株式会社山本製鞄 6011501016841 自社と自社製品の魅力を鮮明な画像で発信

東京都 パンダフル株式会社 3011501020672 店頭販売強化のための冷蔵ショーケース導入及び設置工事

東京都 ＭＩＳＡＷＡ　ＳＨＯＥ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 7011501023606 靴作り教室新規受講者獲得の為の販路開拓

東京都 合同会社アイル・ＭＴＴ 3011503003857 排水処理剤【ＰＡＸ】のマーケティングと販促活動強化

東京都 Ｏｎｌｙ・ＷＡＮ － 新規ホームページで、褒めて育てるドッグトレーニングの顧客作り

東京都 合同会社ＭＰｌａｎｎｉｎｇ 3010703002735 オリジナルのピザ生地開発と環境整備による販売促進事業

東京都 株式会社ＥＡＴＭＯＷ 5010701035685 シェフ選択ＡＩ　自動化等によるサービス高度化と業務効率化

東京都 株式会社オールウェイズ 2010701021795 生活習慣病とアレルギー対策の「顔の見える」生鮮３品のメニュー提案

東京都 株式会社Ｖｉａ　Ｐｏｒｄｏ 2010401138650
新型コロナウイルス感染症にお困りの企業に対するアプローチとしてランディ
ングページ

東京都 0 － 【コミュニケーションの力でいきいきと働ける場つくり】

東京都 株式会社ＳＡＭＵＲＩＳＥ 7010701034743 漫画体験教室サービス開始に伴う新たな販促用ＷＥＢページ制作

東京都 マラマ合同会社 6010703004737 ホームページ作成、ネット広告による販路開拓事業

東京都 クリニックエール － 社会福祉施設（学童）や保育園、幼稚園のホームページ制作事業

東京都 ラエステレン － オンライン・オフラインで相互に売り上げアップ

東京都 株式会社たたかうＷＥＢ 9010701035896 電子マネー決済システムの開発と販路拡大・開拓

東京都 Ｗｏｒｋｓ合同会社 5010703004119 ●ｏｆｆｉｃｅ　ｄｅ　ＢＩＯ事業

東京都 さかのした合同会社 1010703004840 小規模事業者向けＰＲ動画制作サービスによる販路拡大

東京都 有限会社ビーンズ 9010702011905 ブランド力強化、新規顧客獲得の為の看板・オーニングテントの設置

東京都 株式会社からくり粘土の遊園地社 1011101043167 お客様に安心して滞在頂くための消毒除菌機器の導入

東京都 武楽座 － 国内外向けオンライン体験・稽古プログラム本格運用に向けた販促

東京都 株式会社スパルタ 7011101082721 オーダーメイド保育英会話レッスンの販促強化事業

東京都 ＧｏｏｄＳｐａｃｅ株式会社 7011101084049 被災調査事業×リフォーム事業でお客様の獲得
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東京都 アライアンサーズ株式会社 4011101085891
老人ホーム施設紹介および高齢者の身元保証サポート等生活に密着した総
合サポート事業

東京都 株式会社アットファンズ・マーケティング 2013301043747 ＳＮＳマーケティングで飲食チェーン店の売上を強化する支援事業

東京都 ＨＩＤＥ’Ｓ　ＫＩＣＫ － 整骨院内での健康トレーニング「やわらフィット」の販促

東京都 株式会社ｉ－ｃａｆｅ 4011101055713 ５Ｇ対応を考慮した新規ＰＲメディアの確保

東京都 株式会社ＮＡＤＪＡ 4011101087855 受注件数増を目指した広報宣伝と体制強化

東京都 株式会社ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＢａｎｋ 8011101082720 “Ｉ　Ｔ　”、“グローバル”人材の求職支援に向けた販促事業

東京都 株式会社Ｗｅ＆ 6011101082722 キャッシュエンジンを創出するＷｅ＆起業塾のプロモーション事業

東京都 株式会社ｆｐＡＮＳＷＥＲ 4011101057940 夫を亡くした女性のライフプランニングとキャッシュフロー作成

東京都 モービリイタリア株式会社 6011101041785 ＷＥＢ活用の積極情報発信と見込み顧客に対する積極アプローチ

東京都 株式会社ＢＯＰＯＭＯＦＯ 9013301040457 越境ビジネスにおけるＩＴ技術を生かす遠隔商談会サービスの整備・販路拡大

東京都 株式会社有名餃子 7011201016463 ＷＥＢを通じた集客力の向上とリピート率の向上

東京都 株式会社Ｃａｔｃｈ　Ｂａｌｌ 2011101079466 様々なＩＴツールを活用した売上水準の向上施策

東京都 Ｆ．Ｌ．Ｔ．コンサルティング株式会社 1010501044205 人事を【仁事】に変化！人事も利益を作れる体制づくりのＰＲ強化

東京都 グリーンパスチャーズ株式会社 9011101054479 高級ルワンダコーヒー焙煎豆の商品開発と新規ＥＣ直販事業

東京都 株式会社ＥＮＪＯＹ　ＪＡＰＡＮ 9011101055642 ハラル認証取得申請の顧客開拓

東京都 株式会社ｓｕｎ　ｇｌｏｒｙ 3020001099523 チャイナプラスワン　ＡＳＥＡＮへ越境ビジネス

東京都 株式会社イノベーター 11101077098 防犯システム代理店募集サイト「カメラの窓口」Ｗｅｂ集客事業

東京都 株式会社ビゴップ 3011101081677 飲食店の口コミ返信代行サービス導入による販路拡大

東京都 株式会社ＧＡＩＫＥＮ 3011101083582 日本を元気にするギフトサービスの認知度拡大

東京都 株式会社マモル 1011101084970 弊社ＷＥＢサービス「「マモレポ　ｆｏｒ　ｓｃｈｏｏｌ」」の販路開拓営業とＰＲ活動

東京都 合同会社リライト 12403003716 ホームページ作成・ＷＥＢ集客強化・法人向け福利厚生販路開拓

東京都 株式会社エディト 6011101042924 会員制ウェブサイトでの登録情報を使った新規サービスの開発

東京都 株式会社ＣＯＲＥＳ 6010401109202 新規顧客の獲得、リピート購入の促進、販路開拓

東京都 カリクラシ － 貸し会議室　新規店：大一ビル店のプロモーション事業

東京都 合同会社ＢＴＫ 5011103006515 プロモーション動画の作成による売上拡大

東京都 株式会社たにはた 3011101089704 タイへのＨｙｂｒｉｄ　Ｉｃｅを用いた低価格冷凍魚類の輸出

東京都 株式会社やまとごころキャリア 3011101089076 地方のインバウンド企業、居住者に向けた広告による雇用促進事業

東京都
フォレストコンサルティング社会保険労務
士事務所

－
個人／法人向け心理系事業を早期にブランディング・ＷＥＢ展開して早期立ち
上げする

東京都 株式会社ファーストクラス 2011101018325 新規取引先開拓のための自社ＨＰリニューアル

東京都 橘内　朋花 － ヘアメイクの作品集の制作と写真展の開催による販路開拓

東京都 株式会社パイプライン 5011101062444 広報サイト「プラチナムＧＥ」制作

東京都 株式会社ＲＥＮＡＴＵＳ 4011101082864
ペットコンシェルジュ事業日本初のワンストップでペットの衣食住サービスを提
供する会

東京都 パイプライン・コンサルティング － ツクツク事業業広報サイト「ＥＣ　Ａｇｅｎｔ」制作・開発

東京都 株式会社Ｇｒｏｕｎｄ＆Ｆａｃｔｏｒ 9050001034265 飲食店開拓のためのホームページ制作事業

東京都 建築照明計画株式会社 7011101001656 「新型コロナウイルスに負けない営業ツールによる販路拡大事業」
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東京都 アトリエカッコ － 書道ＰＲ動画の制作とインバウンド向け体験プログラムの開発

東京都 株式会社いいとも 2011101084623 コミュニケーションを活発にするメニュー・イベントの提供

東京都 ＡＤ印刷株式会社 1011101039330 ＨＰ改良に伴う脱プラ製品の認知度向上及び販路開拓

東京都 株式会社オフィスコクア 1011101084987
海外店舗管理システムローカライズサービスのインターネット経由での認知度
強化事業

東京都 Ｐｅｒａ　Ｖｅｒｄｅ － 女性フリーエンジニアによる教育・キャリアの動画配信サービス

東京都 サイエンスラウンジ合同会社 9011103004886 親子向けイベント実施のためのリニューアルオープン

東京都 株式会社ＧＥＥＫ　ＴＲＡＤＥ 6011101090650 当社取扱ブランドＫｉＬＥＹの認知度向上と販路開拓、新商品の開発、開拓

東京都 株式会社プロトテック 10401026585 新商品・新サービスの広告宣伝強化による販路拡大

東京都 巻き爪専科 － インターネット広告を利用した巻き爪矯正の認知度向上、新規顧客の獲得

東京都 アイハート不動産株式会社 2010001193914 ターゲットを絞った効果的な広告による物件売買契約数増加

東京都 ＷＯＷ　ＭＥＤＩＣＡＬ株式会社 8010001199807 「新規顧客開拓と顧客関係性向上のための自社通販事業の立ち上げ」

東京都 株式会社ビーネクサス 2010001203301 ホームページで新規顧客開拓事業

東京都 白岡会計事務所 －
事務所ＨＰ作成（日本語版・英語版）及びＨＰに掲載する事務所ロゴの作成に
よる販路開

東京都 株式会社Ｄ－ＮＥＸＴ 4010001146498 小中学生向け在宅学習及びプログラミング教室の広告

東京都 株式会社ネイス 9011401021245 株式会社ネイスのホームページ（コーポレートサイト）の開発

東京都 株式会社三葉電熔社 2010001007644 顧客にわかりやすく伝えるＬＰの構築により受注拡大を目指す。

東京都 はしだて行政書士事務所 － 建設業サポートを中心とした行政書士事務所ホームページの作成

東京都 ＩＮＮＥＲ　ＥＹＥ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ － フロー型からストック型ビジネスに向けての販路拡大事業

東京都
塙公認会計士事務所（塙健一郎税理士事
務所）

－ ブランドイメージを喚起する広報ホームページ制作による販路開拓

東京都 Ｔａｋｅｗａｒｉ株式会社 5010001150409 ・新商品「木の年輪をそのまま使ったパズル」

東京都 株式会社レフォルメ 4010001116501 世界限定＆日本初上陸ブランド、地方小売店へ販路開拓・販売促進

東京都 浅草　大沢屋 － 若い世代をターゲットにした甘納豆の開発とＪＦＳ－Ｂ規格の適合証明導入

東京都 ペットサロン　プチテール － コロナに負けない！関係顧客を振り向かせる店頭注目度ＵＰ事業

東京都 株式会社フロム 2011501021341 バーベキュー食材の開発・販売

東京都 株式会社ウィラック 9010501026914 中高年男性に向けたＨＰ改良に伴うアクセス数及び売上の向上事業

東京都 株式会社トラベルワークス 5010001186915 ＷＥＢサイトを活用した新規顧客獲得事業

東京都 河野大佑税理士事務所 － 生前に相続の対策を検討する顧客層を新たに開拓

東京都 株式会社エルニコ 7010001174380 ＷＥＢとＤＭを活用した集客による新規顧客の獲得

東京都 貝井経営会計事務所 － 保育専門Ｍ＆Ａランディングページ　『保育Ｍ＆Ａドットコム』の立上げ

東京都 株式会社ＩＢコンサルティング 9010001169874 中小企業向け越境ＥＣサイト出店サポート

東京都 株式会社Ｔｗｉｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ 7030001016655 ランディングページを活用した集客による新規顧客の獲得

東京都 Ｂｅｓｔ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ株式会社 5010602033409 ＤＯＧＰＡＤ事業の販路拡大

東京都 株式会社Ｈ．Ｓ．Ｐ 5010001200907 学校と保護者をつなぐ革新アプリでピンチをチャンスに変える取組

東京都 ルビージョブス株式会社 7010001202843 新規顧客の獲得

東京都 山本直文 － ｅラーニング（オンライン受講）をテーマとしたホームページ制作での販路拡大
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東京都 アジアシンクロニシティー株式会社 3010001192337 自社ホームページリニューアルにおける販路拡大

東京都 もんじゃ一樹 － 若い女性にも選ばれる、レトロながらも明るく清潔な店舗への改装

東京都 株式会社ｓｏｌｅ 3010001185332 ＷＥＢ集客強化、ホームページの立ち上げ

東京都 株式会社きもの人 4010001105058 ネットで着物購入に抵抗がある顧客へ動画等の活用で販路開拓

東京都 株式会社エフエヌリパブリックジャパン 5011101084736 弊社商品の新規販路開拓、ブランドイメージ向上のためのＨＰ作成

東京都 ＳＡＩＳＥＩＰＬ株式会社 7010001198438
今年５月を目標にし日本国内及び海外市場向けの新製品ＡＶＳ－Ｆｒｉｏｎ　Ｓｈｏ
ｗｅ

東京都 株式会社ｄｒｏｎｅ　ｓｕｐｐｌｙ　＆　ｃｏｎｔｒｏｌ 4010001192724 産業機用ドローン貸出アプリを作成し、受注数・単価の増加

東京都 株式会社ブリッジポイント 5010001155408 ＳＮＳを使った口コミ販路拡大とＬＩＮＥ公式アカウントでＣＲＭ向上事業

東京都 株式会社ＧＡ 4010001176041 ■新規顧客獲得のためのリーズ（見込み客）開拓プロモーション

東京都 司法書士事務所エンパシー － ・商業・法人登記に特化するランディングページの制作と広告宣伝

東京都 株式会社Ｍｉｚｍ 1010001181300 「糀×乳酸菌」日本の伝統飲料“甘酒”を広めるプロジェクト

東京都 薬研堀　まごころ料理摩多以 － ミッション・ビジョンをより大きな規模で達成する為の後継者育成と店舗拡大

東京都 株式会社エンパワー 3010001154444 オンラインを活用した新しい研修プログラムの実施

東京都 株式会社ブレークスルー 8010001156221 中小企業支援と副業ニーズのマッチングによる販路拡大

東京都 株式会社ｄｏｔｔ 5010001173517 保育士向け育児ノウハウ共有サービス「ホイクタス」の拡販

東京都 株式会社ツーグレイテスト 4010001204388 動画を使った営業販促ツール兼教育ツールの活用

東京都 株式会社ブルーロータス 9010001191853 レンタルスペース事業の新規顧客層開拓・販路拡大

東京都 株式会社トゥエルブ 5010001189372 起業／複業を目指す人のためのスモールビジネス研修

東京都 フィーネナチュラル株式会社 1030001034159 一般消費者向製品のＷＥＢサイト改良、販促ツール制作、販路開拓

東京都 株式会社Ｌｕｃｅ 3010001146838 ＷＥＢ集客強化と優秀な人材採用

東京都 ブライダルサロンティアラ － 自分磨きとコミュニケーション力ＵＰで婚活サポート事業！

東京都 ＡＯＩ．　コミュニケーションズ － ネットサイト構築のための広報費

東京都 ９９．９株式会社 2010003028291 テレワークでの顧客対応可能なＷＥＢサイトへのリニューアル

東京都 株式会社パブリックトラスト 4010001071102 新型コロナ対抗販売促進策

東京都 株式会社ＡＳＴＲＡＸ　ＩＭＡＧＩＮＥ 5010001201129 宇宙船に搭乗するアテンダントの養成と宇宙旅行の販路開拓事業

東京都 佐藤淳一公認会計士・税理士事務所 － Ｗｅｂ　サイト構築による新規顧客の開拓

東京都 エム・スティール株式会社 8010001176137 集中力向上のためのウェブサイトリニューアル

東京都 株式会社ＭＩＡＲＥ 8011501025386 トレーサビリティービュアシステムのブランディングと認知拡大

東京都 合同会社３ｎｅｘｕｓ 1010003027674 視覚訴求力の向上による新規・既存顧客へのアプローチ強化

東京都 有限会社島村画廊 5011402004517 国内の美術愛好家向けの商品拡充と売却査定に関する情報発信強化

東京都 株式会社Ｃａｒｎａ 10001208483 「“医療職向け”単発のお仕事紹介」広報用ＷＥＢサイトの構築

東京都 株式会社マイクリエイト 9010001169032 介護をする人向けコミュニティの創設に伴う新規事業展開

東京都 ＵＮＩＥＸ株式会社 8013301042330 地方をターゲットとした顧客開拓

東京都 エコトラスト合同会社 1010003026115 耕作放置地を活用した営農型発電所の受託開発販路拡大のＰＲ活動

東京都 ＫＨＡＤＯＮＯ － 真空包装機と冷却・冷凍設備導入による、冷凍食品製造業への参入
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東京都 株式会社ＫＫＧＧ 6010001202051 ＦＯＯＤ　ＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬ　ＡＷＡＲＤの販路開拓

東京都 株式会社ｓｈｉｍｏｔｅ 4010001201897 画期的な動画制作ネットスクール事業への取り組みと販路開拓

東京都 株式会社ＤＦＢ 9190001025713

東京都 ＢＴＳオフィス － ホームページでライフプランや資産形成の相談を身近に

東京都 株式会社リンケージ 3010701024938 全国主要書店・会計事務所訪問営業による販売促進および知名度向上策

東京都 株式会社ホットマーベリックス 5010001196798 「ＳＨＡＫＥＹ！！」アプリサービスの販路開拓

東京都
株式会社Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ　ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ　Ｓｕ
ｎ

3013303001958 貸会議室、簡易宿泊所のテレワーク活用で販路開拓・顧客獲得

東京都 ブレイントラスト合同会社 3013303002551 ＷＥＢ活用等による不動産コンサルティングサービスの販路開拓

東京都 ホームユニバースストア － 国内通販事業ＨＰ作成と販促広告による売上増加と地方活性化支援

東京都 アロマエステＲｅｐｏｓ － 新規顧客の獲得及び新規オンラインスクール事業のＷＥＢ広告

東京都 スタイルテックス株式会社 8011101065304 こだわりの生地メーカー拡販大作戦！　～海外出展＋実店舗販売～

東京都 エス・アール商事株式会社 2011101031328 日本製の『人と環境に優しい製品』の中国販路開拓による売上向上

東京都 和麗商事株式会社 1010001169709 広告等を活用してブランド力を高め販路を拡大する事業

東京都 株式会社ゼンニュートリション 9010001113659 自社ホームページの再構築によるＢｔｏＣ販路拡大

東京都 株式会社ＢＳＪレンタル東京 1010001189955 新規顧客獲得に向けたＷＥＢサイト開設、カタログ作成による販路拡大事業

東京都 株式会社ＤＩＰＤＡ　　ＪＡＰＡＮ 7011501015941 展示会出展によるオリジナル商品の販路開拓

東京都 株式会社Ｇ－ＰＯＷＥＲ　Ｅａｒｔｈ 5011101087846 ＪＩＳ規格ガラスコーティングの硬度限界を超える溶剤の販路開拓

東京都 さくら総研株式会社 6011101080585 独立系ＦＰ　と連携する新型不動産紹介と感染症対策Ｗｅｂ　接客導入

東京都 不動産ドットコム株式会社 3011101069937 賃貸物件をブランディングに特化したホームページ

東京都 株式会社ロッキーズコーポレーション 3012401002711 ホームページの更新と日本語のカタログ、取扱説明書で新規集客のＵＰ

東京都 株式会社吉和の森 4010401149126
不動産クラウドファンディング事業社を対象としたデジタルマーケティング事業
の販路開

東京都 合同会社宮﨑ハウス 7011303002576 感染症予防のための清潔な空間の提供による販路開拓

東京都 株式会社長門屋商店 3010401021137 外国人等向けオーダーメイド印章の彫刻・広告・販売事業

東京都 株式会社エイトパブリックリレーションズ 6011001111845
新規顧客を獲得するための新商品開発（中国ＳＮＳクチコミ分析システムの導
入）

東京都 株式会社パラソル 1010401075531 ターゲットを絞った信頼性の高い広告発信と顧客単価向上施策

東京都 株式会社ＮＥＸＴＡＧＥ 7010401151392 女性モデルと中小企業のマッチングのための、中小企業向けＨＰの開設

東京都 株式会社ＧＦＩ 2010601050184 自宅に本格Ａ５　和牛焼肉弁当を届ける！！

東京都 株式会社エイチ 8010901032653 会場手配およびリモート説明会プロダクトに関する広報・販促活動

東京都 株式会社ＳＰＡＲＫＬＩＮＫＳ． 1010401140418 医療専門クラウドソーシングの歯科特化型ページの作成・イベント

東京都 株式会社ロア 6011001129367 著名インフルエンサーによるＷｏｒｋＯｎ認知度向上・新規ユーザー獲得

東京都 株式会社Ｇｌｏｔｕｒｅ 10601047799 インターネット広告を活用した新たなアクティブユーザー数の獲得

東京都 株式会社ブックハウスカフェ 6010001182830 部屋の多目的活用と座席数増加に向けた可動式キッズスペース導入

東京都 田畑整心体 － ホームページを作成して、集客力の向上を目指し施術で癒やしを与える

東京都 株式会社Ｗａｌｋｙ 5010001207183 ホームページ及びショッピングサイトの構築と拡充

東京都 株式会社シックスコーポレーション 1010001173958 スポーツサイクル・ミネラルウォーター新規販路開拓
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東京都 ＥＮＤＥＡＶＯＵＲ合同会社 5010003025336 新規ホームページを活用した新規顧客獲得

東京都 ＨＲラボ株式会社 3010001180779 「キャリコンサロン」の機能拡充による売上拡大

東京都 株式会社アソシエイツ３６ 2011001124488 コロナウイルスで激減した売上を補填するためのランチ強化施策

東京都 首都東京法律事務所 － 巡業セミナーでつくる交通事故被害者救済ネットワーク

東京都 株式会社エイジー 2010001185003 新サービス「出張リアルタイムライブ配信スタジオ」の構築と販促

東京都 株式会社ＪＡＭＰＳ 5120901037883 儲かる農業参入モデルの新規見込み客獲得に向けた展示会出展

東京都 株式会社エナジーコンシェルジュ 1010001206346 クラウドファンディング事業の認知と早期活況に向けた集客

東京都 株式会社人間味 9010001203443 ネクタイのサブスクリプションサービスのＷＥＢサイトの改修

東京都 株式会社ＳＡＢＵ 1010001203252 オンライン秘書サービス「ＳＡＢＵ」の事業拡大

東京都 株式会社アバンティス 5010001194950 コンテンツのネット販売システム構築とＷＥＢ充実による生産性向上

東京都 株式会社クローバーリーフ 8010001074489 ホームページのリニューアルとＳＮＳ運用の導入

東京都 有限会社セブスポーツ 7010002042082 ＨＰ等における情報発信力強化による認知度向上と新規顧客の獲得

東京都 株式会社ｕｕｂｏ 6010001196434 売り場リニューアル事業

東京都 株式会社いかしあい隊 10001131137 ＷＥＢ配信セミナー事業

東京都 ＹＡＫＫ株式会社 7010001190320 患者さんとその家族に対する、ライフケアアプリの販路開拓事業

東京都 若山巌太郎公認会計士・税理士事務所 － 相続支援業務の直接受注と知名度向上を実現するＰＲ事業の展開

東京都 合同会社ＳＭＴ２ 10603007764 コーティング事業（特殊なガラス素材）

東京都 株式会社日本司法サービスセンター 2010001138142 顧客拡大のための専用ホームページの作成と販促冊子等の作成

東京都 ＢＲ　ＪＡＰＯＮ株式会社 7010001180544 新規販路拡大のための事業紹介ホームページの作成

東京都 株式会社ＹＯＵＤＥＡＬ 1120001176165 コロナウイルス収束後の新規顧客獲得のための広告宣伝

東京都 有限会社中むら 4010002013061 ギフトのれんのサンプル・見本帳開発による、新規販路開拓

東京都 ノーヴァネクサス株式会社 2010001197725 翻訳商社としてビジネスの国際化支援ＷＥＢサイト作成と販路開拓

東京都 社会保険労務士法人ＭＳパートナーズ 2010005031582 社会保険労務士法人ＭＳパートナーズ　給与計算労働社会保険代行

東京都 株式会社コミックウェア 3011201016401 ウェブ映像配信セミナーを活用したセミナー営業と商圏拡大

東京都 株式会社クレメンティア 6010001140929 新規顧客獲得強化事業（広報力向・販路拡大による）

東京都 株式会社ジョイプランニング 5030001101327 顧客ニーズに合わせた新プラン販売・集客ためのホームページ作成

東京都 株式会社リノパートナーズ 3011101083797 ｅ－ラーニング・動画コンサルティングサービスの新規事業立上げ

東京都 株式会社Ｌｉｎｋ＆Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 9021001063876 ＡＩ活用した先端サービスを製薬会社に展示会を活用した販路開拓

東京都 株式会社産業技術情報研究所 7011501018770 国内産業の新たな振興指針を示す、情報発信による販路開拓事業

東京都 株式会社あさみコンサルティングファーム 8010001204723 国家資格キャリアコンサルタント試験対策トータル講座の販路開拓

東京都 閑田行政書士事務所 － 中国人の在留資格申請支援事業

東京都 フォレストヴォイス株式会社 2010001204927
顧客に当社のコンセプトを有効に宣伝するため、ホームページにイメージ動画
などのコン

東京都 株式会社ジェー・シー・プラス 2010001193583 障碍者雇用の制度周知と障害者雇用確保のための販路拡大戦略

東京都 株式会社マッチメーカー 8010001194080 日本を支える中小企業に向けたフルレンジ＆オールインワン人材支援事業

東京都 こんくり株式会社 2010001183519 コンビニオーナーのためのオンラインサロンページの開発と宣伝
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東京都 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＭＥＡＬ 9010001157185 貸しスペース事業

東京都 株式会社国際不動産エージェント 7010001187399
ＨＰでのサービスの明確な発信とオンラインセミナースムーズな申込手続き等
のバージョ

東京都 株式会社蓮華舎 9010001204111 書籍刊行に伴う宣伝動画配信と関連イベント、広報活動。

東京都 Ｕｐｓｏｌａｒ　Ｊａｐａｎ株式会社 4010401089537 「広告を活用した新規顧客開拓」と「小型蓄電池の開発」

東京都 つなぐコンサルティング株式会社 7010001185964 未来財務コンサルティング事業、国際展開支援事業の更なる強化と販路開拓

東京都 ＯＹＣ株式会社 5010001128025 かんたん操作にこだわった小規模事業者向け印刷通販サイト

東京都 株式会社スターリースカイ 4010001186684 オンラインで行うプログラミング個別指導用教材の開発・販路開拓

東京都 株式会社エイチツーワークス 8040001078768 アマゾン広告戦略を徹底し自社ブランドＰＲを行う

東京都 株式会社ｗｋｗｋ 5010401138466 ・乳幼児見守り機器の保育所向け販売促進事業

東京都 株式会社Ｅｉｎｓ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 6010001201739 外国語ＨＰとＳＮＳ戦略で外国人向け三味線体験レッスン事業推進

東京都 株式会社パールスタイル 6010001103357 在宅高齢者食事栄養ケア（かかりつけ栄養士）促進事業

東京都 株式会社大倉 9010001125885 オンライン販売に向けて日本発のオリジナルブランド認知度向上

東京都 株式会社シェアウィング 11001111355 社寺での滞在・体験を観光資源とし、インバウンドを集める事業

東京都 株式会社飯野 9010601021047 小規模事業者持続化補助金

東京都 株式会社ＱＵＥＥＥＮ 8010401116923 女性がより輝ける場所・機会を提供

東京都 株式会社ＢＩＧ　ＵＮＩＴ 1011001093601 メンズ脱毛エステサービスの提供で新規顧客獲得計画

東京都 Ｙａｃｃａ合同会社 2010403019774 高品質ブランディングで販路拡大のためのＨＰ変更、宣材制作

東京都 株式会社幸の會 2010401123479 専門家しか読めない難解な和楽器譜面から五線譜へ変換をした楽譜制作

東京都 ＫＩＭＯＮＯ　ＴＯＫＹＯ　ＴＯＳＨＩ合同会社 7010403021197 販路開拓のためのＩＴ活用化と和裁士によるサービス強化

東京都 株式会社アンフィニテ 6010401123277 障がい者の在宅就業支援ＰＲに向けた自社メディアサイトの制作

東京都 株式会社大人ウェディング 2120001142686 フォトウェディング・大サイズ対応ドレスの販路開拓・店舗改装

東京都 株式会社ＳＡホールディングス 5010401097920 店内改装による顧客満足度の向上と総菜販売による売上向上

東京都 みなと健整院 － ５Ｇ時代に備えた新規販促ＰＲ（動画による告知の制作）

東京都 セールス・イノベーション株式会社 4010401150637 決裁者への営業アプローチを強化し、新規顧客開拓を強化する事業

東京都 株式会社Ｈａｒｕ 7010401146632 ★施設の改良工事と自社ホームページの制作

東京都 おもろいカンパニー合同会社 3010403022216 ＳＤＧｓ官民連携プロデュース並びにＳＤＧｓデータバンクの販売促進事業

東京都 シーエムエフ合同会社 8010403019133 ＳＥＶ技術導入による新たなペットフード商品の開発と新規顧客の獲得

東京都 株式会社マゼンタデザイン 2010401097541
コロナが不安でもみんなから祝福される結婚式の後押し。あの店に行けばな
んでも揃う。

東京都 株式会社シー・スリーエス 1010401148659 タイ市場への日本のトレンド情報発信・製品販売の為の広報活動。

東京都 ワッツアップ － 新規冷蔵設備導入によるメニューとパーティプランの充実

東京都 Ｙ・Ｋパートナーズ合同会社 2030003007302 自社ホームページのリニューアルによる新規顧客開拓

東京都 株式会社ジェンネ 2010401115823 脱毛マシン導入で完全トータルケア！新規顧客獲得と販路拡大

東京都 ＳｕｎＧｏｌｄ － ホームページとオンライン商談を活用した販路拡大

東京都 ＬＩＦＥＬＬ株式会社 5010401146989 ブランドの認知に貢献できるコンセプトブックの作成と配布

東京都 4010401151370 ホームページ作成による認知度アップと新規顧客の開拓
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東京都 株式会社ＳＮＳ研究所 5040001105211 インフルエンサープロダクションの設立・拡大

東京都 株式会社ＡＤｍｉｓｓｉｏｎ 6011201021951 高品質な動画企画・編集サービスの拡販

東京都 Ａｌｂｅｒｏ　ｄｉ　Ｔａｎｉｃｈａ株式会社 10401074228 女性向けの料理盛り付けが出来る器の購入とＳＮＳでの拡散と販促

東京都 株式会社ＮｏｎａｍｅＳ 1010401142257 撮影スタジオ内の感染症予防対策と自宅用トレーニング動画の製作

東京都 堀部行政書士事務所 － 革新的技術を推進する起業家支援サイトを作成し販路を開拓

東京都 株式会社エークランプ 7010401114283 ＲＰＰ＊広告出稿による売り上げ拡大

東京都 デーイー株式会社 5010401057212 インターネット広告による「オーガニックラボ」の販売拡大

東京都 株式会社ＧＵＩＤＥＥ 3010401148533 『訪日ゲスト×あなた』が食でつながる、タイムシェアアプリＧＵＩＥＤＥ

東京都 株式会社ＴｒａｎｓＲｅｃｏｇ 7010401134901 感染症流行拡大時に役立つ世界初のペーパレス化ソフトの拡販

東京都 合同会社ナンバーツー 6010403012247 コーチングメソッドのオンライン化と啓蒙告知活

東京都 株式会社Ｄ＆Ｎ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 9010401094565 自社アーティストの開発による活動収益の獲得

東京都 株式会社ジョブイット 7010401138720 保育士向け転職サイト「保育のソムリエ」への求職者獲得事業

東京都 株式会社蒔いて 3010001144486 集客とコンバージョン率を高めるためのウェブ・販売広報力の強化

東京都 株式会社ａｎｃｏ 8010001171765 海外向け新商品「抹茶ティーバック」のパッケージデザイン開発

東京都 株式会社留学ソムリエ 9010401138875 ＡＳＥＡＮでＳＤＧｓを学ぶ実践型研修プログラムの開発と提供

東京都 對馬 － ＳＮＳを活用した新規顧客の開拓

東京都 株式会社ワールドフィット 2010401131143 自社ブランドの運営実績を活かしたコンサルティング事業の横展開

東京都 アバイブーベジヤパン株式会社 5011601014845 ハーブに関心が高まる今、ブランド認知促進と販売力の再刷新策

東京都 株式会社ＴＹＫ 5010401086426 韓国料理店のお客様満足度向上のための喫煙スペース設置

東京都 アクアとおん － 学ぶ環境から差別化を！少人数で学べる心のセルフケア販路開拓

東京都 株式会社三旺コーポレーション 9010401010745 「タキシフォリン」についての小冊子作成による認知度向上改革

東京都 株式会社心に響く話し方 8020001082623 自信を持って自分の言葉で話せる『言響表現塾オンラインセミナー』

東京都 合同会社ウイン・アクション 2010403017191 小規模事業者に対するＭ＆Ａと地域密着サポートツールの構築

東京都 キットデザイン株式会社 2010401107746 当社のデザイン特性を掲載し、新規顧客を掴むホームページの作成

東京都 株式会社ビーンズ 1010401113349 弊社商品「歯固めクッキー」ＷＥＢサイト制作による新規顧客開拓

東京都 Ｙｅｓ，ｗｅ　ｃａｎ － 営業代行事業拡大に向けたプロモーション強化事業

東京都 株式会社松高 2010401074342 スペインバルらしさに磨きをかける「陽気なＰｉｏ高輪」プロジェクト

東京都 株式会社バイオシス・アイ 6010401148497 生命の本質を追求した健康プログラムのＨＰと動画の作成

東京都 株式会社シーブリッジ 1010402034569 間取図＆販売図面制作のＷＥＢサイトリニューアル

東京都 株式会社ユイコモンズ 5010001166982 ＵＩｓｈａｒｅ　で人生を変える学びを自社へ

東京都 株式会社Ｄｏｏｐｅ 9010001124697
医学部進学希望者が集う医学部専門ポータルサイトの制作（家庭教師紹介の
販路開拓を含

東京都
株式会社Ｑｕｉｃｋ　Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ｐｒｉｎｔ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ

10401150058 地域活性化及び高齢化社会、働く女性支援地域密着型ＱＡＰｓ事業

東京都 行政書士福本りな総合事務所 － 業務の内容を知ってもらうためのＷＥＢ　サイトとパンフレットの制作

東京都 スリー・ケー株式会社 8011001028105
高輪ゲートウェイ駅開業、「東京２０２０オリンピック」を契機とする認知度アップ
と発

東京都 かざはな頭痛整体院 － キャンペーンチラシのポスティング
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東京都 ゴッドスピード株式会社 7010401123012 「自社Ｈ・Ｐ作成、ネットショップリニューアル事業」

東京都 バディーズ株式会社 7010401106165 ＤＭ送信数増加による新規販路開拓の強化

東京都 株式会社モンテック 9010401098525 新規販路開拓のため自社と自社商品の宣伝活動

東京都 ＲｅｌａｔｉｏｎＳｈｉｆｔ株式会社 9010401137605 ホームページの刷新による販路拡大

東京都 株式会社サロンドール 8010401091150 出産祝いとしてのダイパーケーキの販路開拓事業

東京都
合同会社ＫＥＩ　ＭＡＴＳＵＤＡ　ｄｅｓｉｇ　ｎｏｆｆｉ
ｃｅ

5010403020861 オーダーメイドの良さを伝える為のＰＲと、新商品開発と販路開拓

東京都 株式会社パイナップル 3010701027049 法人取引先の定期レンタル事業の拡大推進事業

神奈川県 田上内装 － 糊付け機導入による販路開拓

神奈川県 Ｍａｈａｎａ　ｂｙ　ｈａｉｒ － 窓拡張と店舗改装による販路開拓事業

神奈川県 相原塗装店 － 塗装は綺麗にするだけではない　！？　後悔しない為の塗替え相談所

神奈川県 ＧＥＭＢＡコンサルティング － 【中小製造業“ＧＥＭＢＡ”のコンサルティング】の開発・販路開拓

神奈川県 株式会社ウィルフォワード 7010701025858 人材採用および人材育成に関する映像コンテンツ制作事業

神奈川県 ＢＥＬＬ　ＣＡＲ　ＷＡＳＨ － 「富裕層を対象とした高級車出張洗車サービスのＰＲとブランド化」

神奈川県 天然素材蔵 － イン／アウトバウンド双方に対応した英訳付きＨＰと看板の作成

神奈川県 株式会社エム 21001061889 販路拡大のための広報用Ｗｅｂサイトの構築

神奈川県 株式会社バーニング 7020001125341 新たな総合リフォーム工事ＰＲに向けた自社ＷＥＢサイト制作

神奈川県 株式会社リテラブースト 4020001120444 高機能検体測定機導入で、新規薬局への販路拡大、受託売上向上

神奈川県 弁護士　山村暢彦 － 不動産業務と相続に特化した弁護士事業

神奈川県 株式会社ｃｈａｔａ 8020001116950 プライベート商品の開発及びカタログデータデザイン、ウェブ制作

神奈川県 ラポール － 訪問による福祉美容サービス提供による販路開拓。

神奈川県 村上社会保険労務士事務所 － 弊所ホームページのリニューアルに伴う新たな販路開拓

神奈川県 株式会社ａｒｃｈ 7020001089066 高齢化に備えて無駄な体毛を処理する介護脱毛の周知

神奈川県 株式会社ナンバー・ゼロ 3020001094441 ランディングページの作成とそれを利用した広告による集客

神奈川県 有限会社テイクスペース 5020002076791 カジュアルギフトセレクトショップへの店舗改装による販路開拓

神奈川県 株式会社Ｌａｔｔｅｒｉａ　ＢｅＢｅ 8021001060833 「ソフトクリームメーカー」導入による販路開拓事業

神奈川県 有限会社トータルコンディショニング 5020002076973 高齢者対応トレーニングマシン導入で顧客の満足度向上及び獲得

神奈川県 株式会社ｉＳｐｏｒｔｓみらい 1020001124142 ネット販売システム再構築と新商品開発による販路拡大

神奈川県 株式会社静科 4021001039716 製品ＰＲ動画の制作により経費の削減と売上の拡大を図る

神奈川県 有限会社オフィス結アジア 9021002009135 「指伝話」導入・販売サポートのオンライン化の推進

神奈川県 株式会社４９ｆｉｌｍ 3021001010248 サイトのリニューアルによる新規販路の開拓と自社商品の販売

神奈川県 メッゲンドルファー － ホームページリニューアルによる販路開拓事業

神奈川県 有限会社鎌倉クイックシルバー 7021002016389 ホームページの大幅リニューアルによる販路開拓事業

神奈川県 おもてなしｓｔｙｌｅ － ラッピングの開発による、自社ブランド確立と販路拡大事業

神奈川県 株式会社ライズサーチ 5020001055540 横浜デザインスタジオのＷｅｂおよび印刷物でのプロモーション

神奈川県 有限会社ナカムラ生花 7021002015275 作業場拡大による販路開拓事業
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神奈川県 株式会社アダチ音研 2020001055691 ドラム・女性受講生の増加及び新レッスン予約制度導入による売上向上

神奈川県 Ｆｏｏｄｒａｎｓ － 英語が苦手な飲食店に対する翻訳サブスクリプション事業

神奈川県 Ａ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂ株式会社 20001130131 ・生産コスト向上ソケットの開発

神奈川県 神地古美術 － 自社ＨＰによる新規顧客獲得と日本の古美術品の世界発信

神奈川県 有限会社ライズ 3020002010983 抗ウイルスと抗菌により健康志向の強い顧客の新たな開拓

神奈川県 雪花 － ネットショップとイベント出展による２本立ての販売力向上事業

神奈川県 ＣｒｅａｔｅＡｒｒｏｗ合同会社 9021003009084 個人向け営業事業者向けの営業支援ページ新設による販路拡大

神奈川県 有限会社ジャストスタイル 2020002104786 商店街の新名物！いつでも着られるオシャレな商店街Ｔシャツ制作

神奈川県 株式会社エコ・コンパス 3021001024256 ウィルス除菌検査で安心・安全を確実にし競合との差別化を図る

神奈川県 株式会社Ｃｏｚｙ　Ｐｌｕｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅ 5021001018974 ポルトガル伝統の毛布のセールスプロモーションと販路の開拓

神奈川県 有限会社鳥仲商店 3021002058963 利用し易いＥＣサイト開設によるお客様＋従業員満足度の向上作戦！

神奈川県 株式会社Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　Ｂｒａｎｄ 2020001122640 ウエディングドレスのブランドの認知

神奈川県 林屋人形店 － 人形ギャラリーで粉雪かき氷をこだわりのシロップで提供

神奈川県 株式会社Ａｃｃｕｌｕｓ 6021001064811 手骨格検出と人物行動認識技術の販促

神奈川県 ｏｆｆｉｃｅ　ＢＡＯＢＡＢ － うちの子（犬・猫）を主役とする動画撮影サービスの新規展開

神奈川県 株式会社ブルーコンパス 7020001125837 新受験制度完全対応の女子専用学習塾

神奈川県 有限会社柳屋クリーニング店 8021002053349 「こだわりのクリーニング屋」が一目でわかる路上看板の設置

神奈川県 株式会社しむら 7020001067897 自社会員に向けてダイレクトメールを送付し売上拡大を目指す

神奈川県 株式会社バイオラジカル研究所 1020001046444 中小企業を主とする新規顧客獲得および取扱商材の販路拡大

神奈川県 松本公認会計士事務所 －
ＵＸを重視したウェブサイトおよびパンフレットを活用した新規顧客層への販路
開拓事業

神奈川県 合同会社ワークスタジオ瑠花 9021003008920 ブライダル（結婚情報誌）雑誌への広告掲載による販路開拓事業

神奈川県 株式会社きいろいおうち 1021001068552 カラー別絵本棚製作および本棚コーディネート

神奈川県 アトピッコハウス株式会社 6021001018924 顧客管理ソフトのパンフレットを制作し、利用者を拡大する事業

神奈川県 社会保険労務士篠原事務所 － ホームページ制作と運営管理による販路拡大

神奈川県 有限会社おしうみ建築 5021002052329 小田原の森とつながる家づくり（小田原産材で元気になる家）

神奈川県 株式会社フリーバス企画 7020001082475 日本の風呂文化を見直すオーダーメイドバスルームの顧客層拡大

神奈川県 株式会社ザ・スカイ 8020001133608 マレーシアにおけるアンテナショップ開店と販路開拓

神奈川県 かいな － 「販路拡大の為の広告実施と、来店率・受注率向上の為の各種整備」

神奈川県 ａＫｃｏｍｐａｎｙ － ファベックス関西２０２０への出展

神奈川県 有限会社岩下書店 2020002007527 多言語自社ホームページ作成による外国人顧客への販路開拓

神奈川県 株式会社シードハウス 7021001064232 新受験対策及び自立学習を支援する新サービスの開発・販路拡大

神奈川県 叙序圓 － 店の認知度を高めるためのホームページ、看板の作成

神奈川県 ａｎｉｍａ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 日本発祥カット！エフェクティヴ・テクニック・セミナー開催

神奈川県 株式会社サークル・ウィン 1020001093288 「Ｙｏｕｔｕｂｅ」「ＬＩＮＥ」を活用した人材採用・離職率低減サポートの拡販

神奈川県 株式会社やまぼうし 2021001032128 神奈川県西・伊豆半島・富士山エリアのツアー商品の認知度向上
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神奈川県 合同会社Ｇｒｅｅｎ＆Ｇｒｏｗ 3021003008744 業務の効率アップと人脈の構築が両立できる「青空シェアオフィス」

神奈川県 株式会社ＮＥＣＴ　Ｄｅｓｉｇｎ 2021001061218 産地・ブランドの魅力を伝える動画・紙媒体を使った販路開拓

神奈川県
Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　（現アイラニ英語教
室）

－ 集客力を高めるためのブランディングとホームページ刷新

神奈川県 株式会社エクステリアトータルサービス 2021001067495 当社ＨＰの新規製作と事務所看板設置による認知度・売上向上大作戦

神奈川県 ＥＲＢ株式会社 4020001135087 新商品の開発及び展示会出展による販路開拓

神奈川県 ＤＯＬＣＥ＆ＳＡＬＡＴＯ合同会社 3030003012251 プライベートチョコの生産効率化・オフィスチョコの販路開拓

神奈川県 有限会社三秀堂 7021002057937 ＥＣ通販を活用した「溶けないアイスくずバー」の販路と認知拡大

神奈川県 猪瀬　記利 － 経営者、コンサルタント向け自主開催セミナーによる販路開拓

神奈川県 株式会社クローネ 3021001039502 リーディンググラスに特化したＨＰ（オンラインサイト）の構築事業

神奈川県 もるとべーね合同会社 9021003008160 日本商品を販売する越境ＥＣサイトへの集客を行うための認知施策

神奈川県 ビアサン － 「顧客満足度を可視化するためのウェブサイト作成」

神奈川県 株式会社ネットプロ 4020001032482 テレワーク導入推進事業

神奈川県 有限会社アサヒルミエル 3020002104471 『おいしく食べて応援～北海道～』玄関までお届けします

神奈川県 株式会社ダブズ 8021001051709 ＨＰ活用とサンプリングによるフリーマガジンのブランド向上

神奈川県 株式会社幻董庵 2021001010868 ホームページ作成による販路開拓事業

神奈川県 ＨｏｓｏｉｉＳｕｒｆ＆Ｓｐｏｒｔｓ － サービス向上及び新規事業立ち上げに伴う業務効率化

神奈川県 フォラッププランナーズ － 資産活用セミナー動画配信による新規顧客獲得のための販路開拓

神奈川県 Ｒ．Ｄ．Ｔ株式会社 3020001123563 自動壁紙糊付機・電動工具の複数導入による作業効率・生産性向上事業

神奈川県 株式会社ワンスレッド 9020001087316 パパ専用抱っこひも「パパダッコ」新デザイン開発と販路開拓

神奈川県 株式会社フォワード・グッド 5021001054821 横浜店出店とＷＥＢ　広告導入による新規顧客の開拓

神奈川県 有限会社吉翔 2021002006345 豆腐シフォンのネット販売及び工房直売の強化事業

神奈川県 株式会社Ａ＆Ｔ　ＷＥＤＤＩＮＧ 3021001060739 結婚式の素晴らしさ・多様性を伝えるためのウェブサイトの強化

神奈川県 武蔵小杉リンパサロンかおりの部屋 － ３０代から６０代女性をターゲットに効果的なアンチエイジング美容機器の導入

神奈川県 合同会社宮﨑 4020003010206 感染症予防のための宅配ボックスの設置による販路開拓

神奈川県 株式会社イーグルインターナショナル 8020001101639 「塗装スペース」の拡張と整備で「塗装」事業展開を加速

神奈川県 株式会社アールティ・コラボ 1021001068817 業界初！分かり易い動画を用いた宣伝による新規顧客の開拓

神奈川県 株式会社ケイ・システム 6021001057609 業界初！リアルタイム業務診断と説明動画による新規顧客の開拓

神奈川県 株式会社潤研 8020001129556 自社ブランド製品の開発、販売促進

神奈川県 矢印株式会社 7020001126281 コロナウイルス経済対策を補完する緊急経営施策支援の取組み

神奈川県 相快ホイール株式会社 9020001052757 新規顧客獲得のためのネット広告出稿

神奈川県 レインブラントティー株式会社 7020001131884 スマホＥＣサイト再構築等による和紅茶の販路開拓と茶業の活性化

神奈川県 王家餃子 － 中国東北料理と中国茶の普及・販路開拓

神奈川県 ムーブ行政書士事務所 － 外国人雇用の手助けを主とする起業支援をおこなう行政書士業

神奈川県 芝山工業株式会社 3020001088204 建物設計・解体・建築まで一貫しておこなう建設事業の広告宣伝

神奈川県 一紗合同会社 2020003010901 既存の木目込人形事業における新商品開発と広告
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神奈川県 株式会社ＡＩＤＥ 8020001106704 施術効果を可視化する電子カルテ導入で集客向上とリピーター増加

神奈川県 溝呂木　律子 － 住宅宿泊管理業者登録と既存施設の設備更新事業

神奈川県 グローバルナレッジ株式会社 2020003014316 中小企業の事業変革を実現するＤＸコンサルティング・サービス

神奈川県 ラピッズ合同会社 7020003017495 『ＧＰＳによる高精度位置検出のための無線端末試作と販路開拓』

神奈川県
特定非営利活動法人日本エコロジーアッ
プサイクル協会

1021005011764 アップサイクル講師増員、アップサイクル前提紙袋デザイン製作ＰＲ

神奈川県 オーク総合教育　平野裕子 － ＨＰを活用した積極的な営業活動で、神奈川県内　中小企業をサポートする！

神奈川県 株式会社ＲＥＧＥＮＥＳＩＳ 8190001021705 ベンチャー企業向けアプリケーションサービス成長戦略アカデミー

神奈川県 有限会社浜田牧場 7021002059181 自家生乳と地場農産物を活かしたジェラートのＰＲ促進事業

神奈川県 Ｍｒ．Ｅｕｒｏｐｅ － 県内食材でヨーロッパ文化を伝えたい！小さな洋風居酒屋の取組み

神奈川県 トラストバンク株式会社 9020001107288 安心と実績の地域密着型生前整理・遺品整理サポートの販路拡大

神奈川県 箱根旧街道　石だたみ　そば処 － 「旧街道観光の休憩処」としての集客事業

神奈川県 ＦｕｔｕｒｅＲｅｐｏｒｔ／ＣＳ６０茅ヶ崎 － 出張サービス・新規顧客獲得の強化・販路開拓、ＨＰの改修

神奈川県 株式会社リエット 7021001057517 『ジョリードール』ＥＣサイトマーケティング

神奈川県 カピバラハウス － オンラインサイト開設による販路拡大

神奈川県 ネイルサロン　プチリリィ － パラジェル導入で新規顧客獲得！ネイル業界の再活性化促進事業

神奈川県 ＴＨＥ　ＧＯＯＤ　ＧＯＯＤＩＥＳ － 店舗拡張に伴うテラス席・ウッドデッキの増設事業

神奈川県 株式会社Ｈ２スポーツクリエイション 3021001059491 ＳＵＰフィッシングのＰＲによる販路拡大とブランドの強化

神奈川県 ＹＡＳＳカレー － ブランディング強化などによる　店舗部門の販路開拓・　売上向上計画

神奈川県 株式会社丸伸工業所 1020001028913 公共営繕工事見積書作成支援システム導入事業

神奈川県 しにあの窓口司法書士事務所 － シニア手続き販路開拓

神奈川県 株式会社アントルビーンズ 3011101050954 教育効果ＡＩ測定ツール「ＴＩＡＲＡ」の販路開拓

神奈川県 株式会社Ａｏｎａｍｉ　Ｄｅｓｉｇｎ 5021001069217 開業者に特化した、販促につながるワンストップサービスの提供

神奈川県 株式会社伊藤商店 3021001036152 店舗の改装に合わせ新規三事業部を立ち上げ、相乗効果を目指す

神奈川県 若井　麗華 － 鎌倉フェルト教室新規受講者開拓事業／ＨＰ制作・水作業場設置

神奈川県 ｇｉｇｉ － 地域の高齢者層を取り込む古民家再改築のバリアフリー工事事業

神奈川県 Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｏ合同会社 5021003009014 顧客が相談内容を事前にまとめることができるウェブサイトの構築

神奈川県
特定非営利活動法人湘南バリアフリーツ
アーセンター

9021005010544 モビマット、モビチェアでバリアフリーに！新規顧客拡大事業

神奈川県 株式会社カサブラン 2021001066407
確実に申込み・商品購入につながるホームページへの改築と認知力向上によ
る新規顧客開

神奈川県 株式会社セントルラボ 6020001123767 顧問パッケージサービスｓｉｎｃｅ２０２０

神奈川県 青葉台しあわせ鍼灸整骨院 － 「猫背を改善する事で若者の能力を最大限引き出す」事業

神奈川県 理容室　スズキ － ３０～４０代の男性をターゲットにした新規顧客の獲得

神奈川県 有限会社ツルミ薬局 5020002069713 入店しやすく、居心地がよく、また通いたくなる薬局作り

神奈川県 株式会社Ｎ－ｌｉｎｋ 8021001053234 「チラシを活用した、酵素サプリメントの販促・販路拡大」

神奈川県 株式会社お母さん業界新聞社 2020001040371 ＷＥＢ番組「お母さん大学チャンネル」の開設

神奈川県 株式会社ステラコンサルティング 6020001110039 外国人旅行客への和柄デザイン定額ネイルサービスの展開
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神奈川県 わしょクック株式会社 7021001058283
認定講師育成スクールの全講座のオンラインシステムの構築。　（動画作成・
配信）

神奈川県 ＲＡＶＥＮ株式会社 2020001103954 バイクガレージとカフェ併設のモビリティパーク洗車場事業

神奈川県 株式会社ミソド 4020001118447 日本の伝統文化「味噌」の魅力をオンラインで海外へ発信

神奈川県 リマアーネラ － ＬＰ（ランディングページ）と店舗内設等を改善し売上の向上を図る

神奈川県 合同会社シェルシューズ 6020003015434 ２名の女性の菓子屋、２軸のアップデートで売上目標２倍へ

神奈川県 株式会社ひらりん 1020001134463 本格日本料理のデリバリーサービスによる販路開拓

神奈川県 株式会社梯 6020001120426 自社のホームページ作成と親しみやすい会社ロゴで新規顧客獲得

神奈川県 宮崎プランニング － 業務提携先増加を目的としたホームページ作成による販路開拓事業

神奈川県 株式会社Ｒコンサル 6020001053007 相続事業承継対策における会計事務所との協業事業

神奈川県 Ｌｅｙｌｉｎｅ － オリジナリティの確立と顧客接点の強化

神奈川県 箱根強羅グアムドッグ本店 － 車いすで愛犬同伴旅行ＯＫ・レストランとロビー　一体化新規顧客獲得事業

神奈川県 有限会社サポート湘南 8021002013195 湘南で一番身近な葬儀屋を目指して。地域に根付く販路開拓

神奈川県
ステーキライスの店センタービーフ横浜関
内本店

－ 「認知拡大により、新規顧客を獲得する」

神奈川県 ジャパンスタイル － コロナウイルスのマスク不足を解消するた為にＥＣでマスク販売

神奈川県 スィーツガーデンサクララ － 新規客に対する店舗視認力向上の看板等の設置事業

神奈川県 こころサロン創 － 洋裁教室（ソーイングセラピーサロン）の新設

神奈川県 健康サロンえん合同会社 1021003008440 自宅でボディケアが受けられる自動整体医療ベッドの訪問サービス

神奈川県 ジャパンボディテクノロジー株式会社 1020001128928 居宅介護支援事業と通所介護事業を１ユニットとした地域への貢献

神奈川県 株式会社栗本建築 1021001039710 新規販路獲得をめざすホームページ全面リニューアル

神奈川県 株式会社マサオプレス 1020001076722 新規ホームページ作成による販路開拓と正社員募集

神奈川県 株式会社コードミー 3020001120882 次世代型アロマスプレーの開発、及び空間デザインサービスの拡充

神奈川県 株式会社ｏｎｅ－ｂｅａｒ 20001126500
新型コロナウィルスの影響で、この３月～４月に昨年同数しか集客できていな
い。

神奈川県 株式会社プリント電子研究所 9020001070065 カタログ製作による販路開拓

神奈川県 株式会社ソリーム 6020001128948 「＃眠れ杉」を生かした販路開拓

神奈川県 株式会社又兵衛 1020001103088 国内ＨＰでの販売増加のための国内ＨＰリニューアル

神奈川県 ブリッジ８８４合同会社 6021003008725 個人事業者の基礎力アップ！地域に開かれたテレワーク環境提供

神奈川県
有限会社理容すぎむら（お顔そり　ピッコ
ロ）

5020002005214 夢の極上癒やしタイム！女性専用お顔そり個室サロンで売上ＵＰ！

神奈川県 ますだ治療院 － 「痛み」に特化したブログとホームページ、看板で新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ＷＡＫＡＴＳＵ 3021001066455 新店舗を青果ショールームとしソムリエサービスで地域一番店作り

神奈川県 横浜情報機器株式会社 2020001098699 テレワークシステム導入支援ウェブサイト作成

神奈川県 合同会社アースボイスプロジェクト 2500003000647 ウェブサイトリニュアルによる主力商品（映像制作）の営業強化

神奈川県 酒食房からびんか － ホームページ作成による自店の露出と集客事業

神奈川県 マニトン － 神奈川県産食材の魅力を伝えたい！地域密着型の居酒屋の取組み

神奈川県 株式会社松本ほけんセンター 9021001048547 セミナー開催・地域イベント参加による販路開拓

神奈川県 株式会社トマリテラス 21001068154 「健康寿命ナビゲーター」による法人向けの健康経営講座
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神奈川県 ラフォレ・エ・ラターブル － ８年目の売り場改装で「気持ち良い空間」「アレンジしやすく」を

神奈川県 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ 1021001004796 営業基盤整備・プル営業による新規開拓及びＩＴによる業務効率化

神奈川県 酒肴こころや － 機会損失を防止するための大型冷凍冷蔵設備の導入

神奈川県 エフワイビルヂング株式会社 5020001124048 店舗存在の周知拡大及びイベント告知

神奈川県 アキュア株式会社 1020001133845 販売促進を行うための自社ホームページ作成

神奈川県 株式会社清元 1010001108526 自宅で一人できる！清元式オリジナルトレーニンググッズの開発

神奈川県 株式会社エルムジャパン 1021001040065 海上自衛隊向け新事業広報のための動画広告と自社サイト作成

神奈川県 倉本塗装店 － 「お家の定期点検」新サービスのための動画広告等による販売促進

神奈川県 Ｄａｇｒ　ｆｉｇａｒｏ － 横須賀横振り刺繍スカジャンなどの越境ＥＣ　実施と動画広告

神奈川県 株式会社おしん 8021001069239 中東の現地旅行代理店向けウェブサイトおよび予約システムの制作

神奈川県 鳥飼　えり － オンライントークサイト「ｗｉｔｈ　ｙｏｕ」

神奈川県 株式会社伊藤総合教育 4021001005197 「小学校受験に対応している幼児教室」の看板・垂れ幕設置による販路拡大

神奈川県 ８７　ＤＥＳＩＧＮ　ＧＡＲＡＧＥ － 雑貨販売以外の収益の柱を確保するための３ＤＣＡＤソフト導入

神奈川県 Ｋｉｎｏ　Ｌａｂ　Ｇｌｏｃａｌ － 映画配給を書店ルートで売上拡大をはかるためのＤＶＤ　ブック出版事業

神奈川県 株式会社ケイ・フロント・サービス 9021001008567 子ども向けスクール既存、新教室の販促拡大

神奈川県 株式会社愛セラピー 6020001103892 新規顧客獲得のための「骨格ドック」及び「骨の整体」の販売促進

神奈川県 株式会社リビカル 9020001125216 中小企業に向けた業務コンサルティングサービス

神奈川県 株式会社こどものそら 9021001057234 保育所での人間関係を構築する「ＯＫトランプ」「だめトランプ」普及事業

神奈川県 ｗｏｒｌｄｂｅａｔｅｒ － お客様のキレイ・美しさに一層貢献する訪問ネイルサービスのＰＲ

神奈川県 ＴＡＫＡ合同会社 7020003012117 県内民間初！小学生用公式サイズの人工芝サッカーコートの運営

神奈川県 サロンド睡蓮 － エステとカウンセリングで体と心のケア・働く女性を応援します

神奈川県 岩下　涼平 － ホームページを活用した風水リノベ事例紹介による販路拡大

神奈川県 株式会社クリアリンクファーム 9010001138549 「テレワークとブランド価値を活かした、桃茶豚の国内販売強化事業」

神奈川県 株式会社食通 4320001008130 会社ホームページの作成

神奈川県 マ・コピーヌ － 通販部門の強化に伴う菓子パッケージ製作と通販サイト製作

神奈川県 株式会社スタディパーク 8021001046873 遠隔教育サービスの提供～困難な状況でも学びの継続を支える～

神奈川県 ＳＵＧＡＴＡ株式会社 2021001010083 サーフスキー類ラック設置による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社さんぽ 3021001069020 ホームページ・看板設置による認知度、内装による作業効率向上

神奈川県 株式会社エイムズ 2021001063593 動画媒体を利用した施術例を用いた宣伝による、販路拡大

神奈川県 ｒｉｋｋａ　リッカ － 定点型サービスサロンの実現　高齢者や子連れも来店し易いサロン

神奈川県 有限会社相馬工業 8021002062135 一般戸建住宅向け　塗替えチラシ配布による受注強化

神奈川県 株式会社令和応援団 21001067585 応援×Ｙｏｕｔｕｂｅで事業紹介＆視聴者応援

神奈川県 まつやま司法書士事務所 － 高齢者に寄り添い相続をワンストップ対応する司法書士の販路開拓

神奈川県 株式会社セブウェイ 4021001068046 外部広告の活用によるＥＣ事業の売上向上及び新規顧客獲得

神奈川県 シチュー＆カリー横濱ＫＡＮ － デジタル看板導入及びランチ客のディナーへの誘導販促
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神奈川県 ＪＡＰＯＮＩＳＴ － 大幅な集客アップを狙う伝統文化体験サービスのコンテンツ拡充

神奈川県 八剣伝 － パネル差替型看板による広告展開及び新型食洗器による生産性向上

神奈川県 株式会社サムライストーン 6020001114717 「インスタ映えリフォーム」集客改善提案による売上拡大

神奈川県 有限会社小田原種秀 4021002051216 もなか（写真栄えのする）新型作成による「新規顧客開拓」

神奈川県 メイクラフト株式会社 1021001056136 全国ご当地の樽生地ビールを簡易サーバーで楽しめる紹介用ＶＴＲの作成

神奈川県 ココナッツキュア株式会社 21001055571 国際有機市場の販路開拓と国内果樹市場の機会損失削減事業

神奈川県 合同会社ＢＣ　Ｂｅｅｒ　Ｔｒａｄｉｎｇ 5011203002298 イベント・展示会でのブランド認知・販促力強化のための広報戦略強化

神奈川県 ＩＢＩＳ － 健康的なメニュー開発と子供に優しい空間作り

神奈川県 有限会社千代平商店 9021002015117 江ノ電看板設置による観光客特化型販路開拓事業

神奈川県
一級建築士事務所カラーデザインワーク
ス

－ 横浜空き家活用支援プロジェクト

神奈川県 有限会社ＢＬＢＭプロジェクト 5500002024297 ＯＥＭ製品の開発・販売と路上販売による売上拡大

神奈川県 合同会社遖 9020003013988 補助金申請サポートのホームページとチラシによる集客事業

神奈川県 ネイティブキャラバン株式会社 3021001067189 ＣＡＲＡＶＡＮ　ＷＯＲＫ　の普及と業務効率化

神奈川県 株式会社ｅｎｍｏｎｏ 11101054572 バーチャルリアリティ技術を用いた、オンラインワークショップ事業の新規展開

神奈川県 スペース２１有限会社 4021002002879 【スマホ対応のホームページ作成による自力集客の取組】

神奈川県 金沢屋鶴見さいわい店 － 襖・障子・網戸張替需要とリフォームの事業領域アップ

神奈川県 有限会社プラスタイム 3021002066652 店舗のセット面増設により生産性向上と顧客満足度ＵＰに寄与する

神奈川県 株式会社エネコム 2020001084600 ＥＣサイトの新規立ち上げ・チラシによる反響営業の構築

神奈川県 治療整体　楽笑　市原　真由美 － 女性やシニアが来店しやすい店舗づくりと販路開拓

神奈川県 株式会社Ｔｈｉｒｄ　Ｂａｙ 8021001064025 ドラフトティー専用サーバー機械導入・日本茶専用ドリッパー機材導入

神奈川県 有限会社国際宇宙サービス 4021002017167 月面シティ開拓コミュニティ事業における販路拡大ツールの整備

神奈川県 根っこの整体院 － ＨＰ強化による継続的な新規顧客獲得、及びリピート率向上の実現

神奈川県 有限会社ゼノン 6021002029334 安全運転管理アプリ開発とアプリを利用した販路開拓

神奈川県 有限会社つり具ヤギタ 4021002065678 船宿御用達を活かし、オリジナル商品の充実を訴求する店舗改装

神奈川県 株式会社高橋製作所 4020001068064
業務拡大による営業強化のため、宣伝広告ホームページ及び会社概要のフル
リニューアル

神奈川県 合同会社Ｓｏｕｎｄ　ｍｏｖｅ 7021003008699 オンライン配信導入とアーティストマネジメント業強化・販路開拓

神奈川県 株式会社ウエルメ 3020001006090 免疫力向上のための水素吸入エステの展開による販路拡大ＰＲ

神奈川県 慶福楼 － 地域一の本格中華料理店の、個人客対応による新規販路開拓

神奈川県 カレークラブキュイエール － 排気ダクトの能力向上による販路開拓事業

神奈川県 株式会社Ｗｅｓｔｇａｔｅ 7020001105368 検査部門立上げと営業力強化

神奈川県 レ　ファーブル　ボンジュール － 真空調理を活用した販路開拓事業

神奈川県 紙本好太郎税理士事務所 － クラウド会計ソフトの導入促進を切り口とした新規顧客獲得

山梨県 株式会社ササモト 4090001004442 英国車（ジャガー・ランドローバー）の魅力を広め、新規顧客の獲得を図る

山梨県 株式会社日向宝飾 8090001001790 ネット販売事業化計画

山梨県 株式会社ＬＡＶＥＸ 1090001006722 展示会への初出展し、エンドユーザーへ『ＬＡＶＥＸ』ブランドをＰＲする。
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山梨県 超超エリート株式会社 6090001015314 郷土料理体験教室富士家の事業拡大

山梨県 なだや株式会社 4090001009912 ふるさと納税利用客に発送する新容器の開発と富士山ブランドパンフの作成

山梨県 ひとヒラク株式会社 8090001016161 一目で分かりやすい「電子マンガ」「動画」の制作・販路開拓

山梨県 有限会社交和エステート 3090002005341 「価格の見える家づくり」で高性能住宅を設計・施工

山梨県 株式会社丸正渡邊工務所 6090001002072 ホームページリニューアルとブランディングによる集客力の強化

山梨県 合同会社ＯＫＡＭＯＴＯＹＡ 8090003001021 オーダーメイドシューズの魅力を伝える広報活動による販路拡大

山梨県 株式会社ブライダルセンター寿屋 6090001001891 着物体験と合わせて提供する茶道体験＆和カフェ事業の新規展開

山梨県 株式会社加藤織物工場 4090001015753 ペット用ネクタイの開発と販路開拓

山梨県 有限会社グロウｂｙスクエアーズ 5090002012162 喫煙・非喫煙両者の顧客ニーズに応える分煙室設置事業

山梨県 ナチュラルグレース有限会社 6090002002294 セルフオーダーシステムで追加注文を獲得し売上の拡大を目指す

山梨県 有限会社富士エコトープミレニアム 2090002012512 ＷＥＢサイトリニューアルにより子育て世代に高性能住宅販路拡大

山梨県 株式会社あんしんＬｉｆｅ 7090001004365 スマホ対応のホームページ作成による新規顧客開拓事業

山梨県 あい・サプライ株式会社 4090001012692 ワイン県にふさわしく、かつ環境・農家に優しいスイーツ作り

山梨県 株式会社ナックス 7090001010363 ＩＴツールを活用した景観と文化を感じる馬車体験ＰＲ事業

山梨県 株式会社湯村ホテル 9010601030031 新規顧客の獲得のための『健康』をテーマにした施設作り

山梨県 カフェ・パストリアス － 新規顧客獲得のための広告宣伝強化および店舗内トイレの改修

山梨県 株式会社ピースプランニング 1090001007290 『和の彩ｗａｎｏｉｒｏ金銀糸』の展示会出展とＨＰリニューアル

山梨県 ＡＣＥ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｌｕｂ － 韓国国際ジュニアＷＣ大会開催による出場料の獲得と新規顧客開拓

山梨県 ボイスルーム － 動画配信サービスと連動のホームページを活用した販路開拓！

静岡県 株式会社ＥＰＯＣＨ 4080001020787 共同生活援助事業の入居者と従業員募集の為のＷＥＢ広告宣伝

静岡県 賀茂塗料株式会社 9080401001300 一般ユーザー・新規塗装業者をターゲットにした全国的販路開拓

静岡県 鈴木　裕子 － 二胡奏者やいづ親善大使　鈴木裕子ホームページ作成事業

静岡県 兎屋 － 手芸作品意匠を豊富にする多色糸ブレード見本配布による販路開拓

静岡県 静岡会計事務所 － 顧客から選ばれる新たなホームページの制作

静岡県 株式会社ラフタ 6080401020088 障害者も、椎茸も、生き生きと育つ！舞阪産しいたけの魅力発信

静岡県 御宿　至 － 彫刻家が行う、自己プロデュースによる販路開拓

静岡県 岸本挽物製作所 － ブランド力アップと量産対応可能なデザイン性と質の高い商品づくり

静岡県 有限会社丸玉園 3080002016232 茶文化伝承プロジェクト

静岡県 株式会社平松鋼業 4080001013246 住宅装飾品の販売取付サービス訴求による地元子育て世代の開拓

静岡県 エイト×エイト － 自社ＥＣショップのページの改善・刷新

静岡県 有限会社共和金型製作所 5080102010034 アナログデータのデジタル化による受注環境改善による販路開拓

静岡県 フジケン株式会社 3080101021629 Ｂ　ｔｏ　Ｃ　に対するＰＲ戦略

静岡県 ＭＡＴＣＨＡ　ＫＡＯＲＩ　ＪＡＰＡＮ株式会社 9080401023195 インバウンド向けオリジナル抹茶（ＭＡＴＣＨＡ）商品の販路開拓

静岡県 みどりの森の美術館 － ギフト向け美術品の常設展示スペースの設置による売上拡大

静岡県 有限会社アーネストトレーディング 1080402000184 英語圏に対応したホームページを作成し、顧客獲得につなげる
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静岡県 有限会社フラワーサーカス 8080002012912 ＩＴ活用で新スクール事業を全国展開して地域依存型経営から脱却

静岡県 ｔｅａｔｏｒｉｎｏ／テアトリーノ － 遠州織物の撥水機能を高めた生地作りから雑貨小物の販路開拓

静岡県 セロリ鍼灸院 －
多様な治療法を、それぞれ適合する年代に合わせた多様なツールによる販路
開拓

静岡県 ＯＲＤＥＲ　ＪＥＷＥＬＲＹ　ＲＯＳＡＮＮＥ － オリジナルラインの提案による自社ブランドの確立および販路開拓

静岡県 セヌウイー合同会社 6080403003990 ハリネズミ専門の自社サイトの作成・ＳＮＳ　広告等による販路開拓

静岡県 有限会社カネナカ商店 9080002001492 安全安心で美味しい用宗産しらすの提供体制の構築と発信

静岡県 株式会社暁 8080001019826 サイトリニューアルにより売上回復とさらなる売上の増加を目指す

静岡県 株式会社テム・リアルター 8080101009090 「キャンプリゾート」施設認知向上の為のホームページ作成

静岡県 株式会社左京 1080001001658 雛人形職人が作る戦国武将のフィギュア制作をＷＥＢ上でＰＲ

静岡県 ＡＫ‐ＳＴＹＬＥ － 高齢者向け転倒防止等のパーソナルトレーニングの販路開拓事業

静岡県 前川　衣里子 － ヨガとコーチングを組み合わせた女性の心身自立サポート事業

静岡県 株式会社日本フルボ酸総合研究所 11601018385 エステルームの増床における機材購入

静岡県 テラスレーザー株式会社 8120001222929 販路拡大を目指そう！～展示会出展で新規顧客開拓～

静岡県 株式会社エレファントサン 3080101014368 クラウドファンディングを活用したオリジナル商品の展開

静岡県 株式会社シルフィ 1080001020609 小規模事業者向け『ＨＰ制作１万円パッケージプラン』

静岡県 美活ヨガ － オンラインレッスン事業による、新規顧客獲得と販路拡大

静岡県 株式会社アドヴァン 5080101015570 新商品！低刺激シャンプーによりサロンスタッフとお客様に喜びを

静岡県 ｃｉｌｌｓｂｉｊｏｕ　（シルビジュ） － 男性美容が常識に！メンズ専用の眉サロンでニーズを先取りする

静岡県 静岡よみかえる工房 － 親から子、孫へ継承する帯・着物のリメイクシリーズの展開

静岡県 株式会社ハイパーテックジャパン 5080001016149 ホームページを刷新し、既存顧客へのサービス向上と新規顧客獲得

静岡県 アルフ －
肌アレルギーの方向け白髪染め「輝髪（きらがみ）ザクロペインター」の販路拡
大

静岡県 アルバ株式会社 4080001019029 新規顧客獲得のためのＨＰ制作

静岡県 有限会社ファイナル　ニア　スリーフィート 6080002017087 発毛システム導入で販路開拓と従業員の意欲向上

静岡県 ＮＡＮＡシステム開発株式会社 2080401019902 低価格で確実に業務効率が上がる生産管理システムの事業化

静岡県 株式会社こころサロン 7080001023011 カウンセリングの広告とオンライン完結の為の仕組構築

静岡県
ホリスティックアロマセラピー＆リフレクソ
ロジー　Ｋｉｋｕ

－ リラクセーション効果を高める空間作りとＨＰ新設による集客の向上

静岡県 合同会社ｂｒａｎｃｈ 9080403003526 『美・食・住』カタログを活用した掛川・菊川経済の活性化。

静岡県 有限会社丸忠 2080402017731 手軽に本格派な味と香りが楽しめるスティック入り粉末緑茶の製造

静岡県 株式会社育暮家ハイホームス 6080001016684 地域（志太平野）に活力と笑顔を増やすソーシャルリーフレット

静岡県 株式会社ＲＩＣＨ　ＦＬＡＴ 80401022403 チーズ工房の入りやすい店舗作りと効率性向上

静岡県 有限会社ファームファクトリー 2080402016725 真空蒸着塗装技術を、装飾系制作会社への販路拡大

静岡県 ビューティーサロンひまわり － 「地域の美と若返りのかかりつけの美容院」としての情報発信

静岡県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｐｌｏｔ 9080001021632 「静岡で学びたい・働きたい」を促進する県内高校・企業情報サイト運営事業

静岡県 株式会社岩清 7080001014670 国内外バイヤーと消費者向け体験型工場見学実施による販路創出

静岡県 株式会社フォトスタイル 6080101019447 ウェブコンテンツに特化した「企業の広告動画」制作による販路拡大
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静岡県 株式会社杉本機械 2080001016507 内製化での価格競争力強化、高精度・短納期化実現による販路開拓

静岡県 Ｃｅｎｔ － カーコーティングに付随する高付加価値サービスの提供

静岡県 株式会社カネヨシ水産 2080001014733 鰻の希少部位を使用したアヒージョの販売促進事業

静岡県 金沢屋　日本平店 －
新たな顧客獲得に向け地域密着の張替専門店として認知度アップさせる取り
組み

静岡県 虹色珈琲 － 青空の下で人が集まる場の提供『本格エスプレッソを飲もう！』

静岡県 おしゃれの店にしざわ － 新規客獲得のための店舗の看板設置

静岡県 静岡県バーベキュー協会 － 地域に根付いた老舗醤油屋監修製造による和風ＢＢＱソースの開発

静岡県 株式会社マクス 8080101009677 不動産事業部の新設に伴う周知活動の実施

静岡県 株式会社増田屋本店 9080101011822 リピーターやファンの獲得・創造に向けたホームページの開設

静岡県 アイキ樹木メンテナンス株式会社 8080101016046 ミニ盆栽と植物用照明のセットによるレンタル事業及び販売促進

静岡県 株式会社フォレストラヴェル 3080101021430 知名度向上、サービスの「見える化」のためのホームページ構築

静岡県 株式会社ｔｈｉｎｘ 5080401023728 家づくり相談室と豊かな暮らしを応援する複合店舗の開設

静岡県 株式会社ホバリング 6080401020749 パワーアシストスーツ販促用ホームページによる販路開拓

静岡県 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｓｕｎｎｙ － 富士宮の忙しい女性にアイラッシュを普及するための情報発信

静岡県 鮨酒菜秀人 － 旬な魚を熟成保管し、市場休日等をプレミアムデーに変える事業

静岡県 有限会社清水養鶏場 5080002002437 Ｗｅｂサイトリニューアルによる新規顧客の獲得と販路の拡大

静岡県 ナチュラルエコキューピット － 中国進出に伴う新規パッケージの制作及び販売管理システムの構築

静岡県 増田利幸税理士事務所 － 新規開業者・開業見込者向けにターゲットを絞った販路開拓

静岡県 株式会社Ａ．Ｏ．Ｉ 3080001021638 顧客との直取引を増加させるためのホームページのリニューアル

静岡県 ヨツメグサ － 経験価値を生み出す店舗改装による脱コモディティ化

静岡県 株式会社ニッショウ工販 4080001004022 超音波リブ磨きによる製造プロセス改善と販路拡大

静岡県 株式会社十全舎 7080101019545 楽天市場でのオリジナル商品のブランド認知及び販売

静岡県 矢壺デザイン － クレイアートを利用した宣材動画作成・国内最大展示会の出展

静岡県 かわむら呉服店 － インターネットによる『きもの文化』の情報発信事業

静岡県 韓’ｓ － 注文専門の高級焼肉弁当

静岡県 鉄板若月 － お好み焼きのテイクアウト！２枚目から半額！

静岡県 ほっと住まいる株式会社 8080401013734 新しい自社ホームページによる効率的集客システムの構築

静岡県 株式会社ＦＬＡＧ 1080101021606 新規顧客集客のためのＰＲ「初めての輸入車ライフを提案」事業

静岡県 株式会社あおば工房 5080001020927 デザイン塗装提案による新顧客層の販路開拓

静岡県 株式会社第一クリエイティブ 3080001003041 個人消費を掘り起こす３点セットのＤＭを四千人の顧客へ送付

静岡県 レオリブレ株式会社 2080001008314 地域に根差した相互援助～スポーツクラブならではの学童の提供～

静岡県 株式会社桜‘ｉｚ 6080101015289 女性と家族に支持されるステーキ店リニューアル事業

静岡県 株式会社村上商店 8080401016027 清掃ロボットによるエアコン自動洗浄サービスの展開

静岡県 特定非営利活動法人ＣＯＭＰＡＳ 6080405006323 顧客ニーズを踏まえた新たなＨＰの制作と販促用ＰＲカードの作成

静岡県 株式会社ＳＨＩＥＮ 6080401024023 食材、雑貨及びウイルス防止対策用商品の通販事業
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静岡県 遠州熱研有限会社 8080402019425 取引先の販路拡大及び受注分散によるリスク低減を図る

静岡県 ＮＩＣＯの小箱ｐｈｏｔｏ　＆　ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ － 笑顔も泣き顔も全部抱きしめる！ママの気持ちに寄り添う写真撮影

静岡県 有限会社ミタニ 1080402020298 木型整理による生産性の向上

静岡県 みずき　ｆｌｏｗｅｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｈｏｐ － 集客力アップに向けた“田舎の花屋”店舗外観整備事業

静岡県 有限会社アートブレイン 8080002000108
住宅リフォーム事業の高効率宣伝サイトの作成。ＳＮＳにおけるネット広告の積
極活用。

静岡県 有限会社かねせい水産 5080102000919 「炭室熟成ＩＣＡＳひもの」のブランド訴求・販路拡大による事業継続力の強化

静岡県 株式会社ＭＩＲＥＩ 9080002007663 ハーブの効用を活用した「ハーバルカフェ」事業による販路開拓策

静岡県 有限会社後藤機材 3080402002955 工事業の下請け脱却を目指したＨＰ・サービス案内媒体の作成

静岡県 えびぃ株式会社 2080401022113 海外の個人客層向け、ネット物販ビジネスへの参入

静岡県 合同会社アイタス 3080103001488 弁当・惣菜等販売事業のブランド力の向上と効果的な販路拡大

静岡県 株式会社ハナビランド 2080001018924 文字花火・炎・光を使った斬新な花火大会とイベント演出の提案

静岡県 株式会社マイインポータント 5080401021269 若手・部下育成とオンライン事業の見える化による新規顧客獲得

静岡県 ＨＯＴ　ＧＩＦＴ － クラシックカメラ全国販売！ＳＮＳ連動ホームページ作成事業！

静岡県 株式会社ＴＲＡＮＳＩＴ 80401021707 新規顧客の獲得・認知度向上・地元に特化したホームページの作成

静岡県 株式会社アークリーセット 1080001018297 短納期・小ロットにて対応するイベントスタッフ用Ｔシャツの販売

静岡県 Ｌｕｃｅａｔ － ワックス脱毛専門店のＨＰを制作。信用力＆集客力強化事業

静岡県 株式会社Ｓｗｅｅｔｓ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 5080001019432 個人顧客からの買取件数の増加のためのＰＲ強化

静岡県 ＺＥＲＯ　ＰＯＳＩＴＩＯＮ － 「最先端の効率的な身体づくりを提供できるトレーナー育成事業」

静岡県 有限会社フォンテーヌ 9080102021886 有限会社　フォンテーヌ改革事業

静岡県 印の大曽堂 － 独自性の高い印鑑製造サービスの商圏拡大のための動画・ＨＰ作成

静岡県 株式会社Ｅｃｏ－Ｌｉｎｋ 6080401023834 営業ツール及び宣伝強化・快適空間の提供による顧客増計画

静岡県 有限会社ハーモテック 2290002003796 当社独自の小型アンプの開発・製造・販売

静岡県 株式会社ジーコンコーポレーション 5080001021058 「開業予備軍への居抜きを活用した賢く計画的な開業準備の啓蒙活動」

静岡県 ＷＡＯ♪ － 静岡県唯一の小規模劇団よる魅力発信の動画・ＨＰ活用で販路拡大

静岡県 株式会社ＳＷＩＴＣＨ 9080401019441 親子をターゲットにした英語教育・体幹トレーニング等の販路開拓

静岡県 合同会社Ｋ．Ａ．Ｙ 5080003002080 ガーデンセラピーとアピアランスケアで心身を癒すサロンに

静岡県 遠州楽器制作株式会社 1080401023640 ウェブサイト拡充による国内外のマーケティング強化

静岡県 有限会社吉正 1080102019723 「豆乳スイーツ」の販路開拓及び拡大

静岡県 みつばちのーと － ＷＥＢ広告から新規顧客を獲得し収益を生み出すシステム構築

静岡県 株式会社井岩崎商店 9080001022696 こんにゃく専門工場の直売店整備と菓子製造設備の新規導入

静岡県 株式会社デンタルグロウス 8080001012376
歯科技工所向け歯科技工指示書発注アプリケーションの機能強化による販路
開拓

静岡県 株式会社ＫＲＬ 9080401023253
施設外就労としての訪問リラクゼーションとお墓掃除サービスの告知及び販路
開拓

静岡県 株式会社ｅｎ 1080101019385 利用者平均工賃向上事業（新商品開発）

静岡県 ＢＢＢ－ｆｉｔ － パーソナルトレーナー育成のコンサルティングの全国展開とその広告

静岡県 望月経営労務管理事務所 － スマートフォン対応の自社ウェブサイトの制作による新規顧客開拓
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静岡県 椅子工房　あざぶや － 地場産業の発展に貢献する販売促進活動の実施

静岡県 藤永製作所株式会社 4080001023113 省スペースのニーズに合った安全安心なステンレス遊具を広める

静岡県 丸松産業株式会社 6080401011392 セミナー・ヨガ教室開催による米ぬか酵素風呂の新規顧客獲得

静岡県 成茶加納株式会社 2080001002481 ネット販売を充実させるためのシステム及びツールの開発

静岡県 株式会社るるキャリア 4080001018740 静岡県内企業の「働き方改革」「女性活躍」推進に向けた情報発信

静岡県 タナカ石材株式会社 7080001003277 民間・公営「霊園」の墓地選びをサポートするホームページの改良

静岡県 株式会社幹工務店 1080401005259 動画チャンネル新規開設によるデザイナーズ住宅の販路開拓

静岡県 アロマサロン＆スクールＡＬＣ － 『オンラインセルフケア』事業のＰＲによる販路開拓

静岡県 株式会社パピアパペル 4080101018731 モナコ初「Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ」展示会出展と販路開拓

静岡県 株式会社ベストマーケティング 20804010220 ＳＮＳ広告を活用した自社ページアクセスアップと売上拡大

静岡県 株式会社中岡建設 9080401003684 新たな顧客獲得の為、業界大手の芝キングのＨＰにＬＰを掲載

静岡県 エスティーム株式会社 9080101019808 環境整備改修による施設の感染症対策と稼働率向上、販路開拓
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