
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７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

福井県 ＳＵＮ整骨院 － 超音波画像診断装置を導入する事により整骨院の最大の弱点の克服を図る

福井県 株式会社サクセス化成 7210001008188 樹脂加工による墓石の雑草対策事業の宣伝広告及び新規顧客獲得

福井県 株式会社トラベリングライフ 2210001018712 当社キャンピングカーのＰＲに向けたＳＮＳサイト・コンテンツ構築事業

福井県 頭と体の癒し処たんぽぽ －
ドライヘッドスパ中心のメニューで、県内外の女性限定の完全予約制のサロ
ン作り。

福井県 ＡＦＴＥＲＧＬＯＷ　ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ － チョコレート販路拡大の為の製造設備の強化

福井県 トータルビューティーサロンＴｅＭａＲｉ － 新しく店舗を借りて改装し、まつ毛エクステのサロンを移転オープン

福井県 株式会社バイクガレージ福井 9210001002932 ライン買取査定サービスの導入と看板改修による周知

福井県 ふくい整理収納サービス － ふくい整理収納サービスＰＲ強化事業

福井県 杉本精工 － 加工寸法精度加工能率向上を目的とした空調設備導入による売上増

福井県 有限会社村田石材店 8210002007213 笏谷石を使った商品開発による新規顧客開拓事業

福井県 Ｔｈｅ　ｆｉｒｓｔ　ｏｎｅ － ホームページ開設と着物ドレス撮影普及の取組み

福井県 フェイス＆ボディメンテらくな － アナログ集客からの脱却による費用対効果の高い顧客獲得事業

福井県 株式会社パッケイ 3210001008282
食品とスポーツそれぞれのターゲットに向けた美しい実績カタログで新規顧
客を獲得

福井県 株式会社Ｌａｐｉｓ 5210001016928 髪染めの待ち時間を活かした＋αのサービス提供事業

福井県 有限会社ニューエナジー 3210002008728 新規ターゲット層獲得に向け、国内最大モールの楽天市場へ出店

福井県 吉川コーク有限会社 9210002004119 オンラインを活用及び比対面型営業スタイルの構築

福井県 玩具問屋　大村商店 － イベント・お祭りにおける新規提案と提案力向上の為の事業

福井県 有限会社坪川自動車 3210002002342 貨物ミニバン『ＶＡＮＤＥＲ』で新しいライフスタイルを楽しもう

福井県 株式会社アジチファーム 1210001009349 独自の新ブランド米粉商品の開発による国内での小売り販路開拓

福井県 ロイズヘア　コネクション － 地域初サービス等の提供による客単価アップ　及び　付加価値向上事業

福井県 谷川建設有限会社 4210002010567 高付加価値な住宅ブランド立ち上げに伴うｗｅｂの改修と冊子作成

福井県 米田牧場 － 敦賀唯一牧場直営　搾り立てソフトクリームテイクアウトで販路開拓

福井県 ＦＲＥＹＪＡ － ベビーと一緒に参加できる産後ママ向けプログラムの作成と習得

福井県 テアトロ － バラの植栽と新メニューの提案で女性客の獲得と売上アップ

福井県 タカギ・デンタルラボ － ＣＡＤシステム導入による技工物の高品質化と生産性の効率化

福井県 小澤金物店 － 自社ホームページのリニューアルとカタログ発行による新規顧客獲得

福井県 北川鬼瓦 － ＨＰリニューアル（ＥＣサイト構築）で新規顧客獲得を目指す！

福井県 旭薬品 － 高齢者及び買い物弱者向け新事業の実施及び店舗外観イメージアップ

福井県 株式会社上嶋組 4210001018355 技術力は福井Ｎｏ．１！新規顧客獲得の為のＨＰ活用と倉庫内整備

福井県 あいあい教室 － 教科と運動を同じ場所で学べる教室の開催

福井県 株式会社南部酒造場 9210002009571 コロナ禍明けを見越し展示会で新商品を紹介し販路を拡大する

福井県 ヘアーメイクビュート － 新規機導入によるハイクオリティサービスで他店との差別化を図る

福井県 有限会社こだま衛生社 6210002009450 モバイルで繋ぐ顧客・事務所・現場の三方良し

福井県 工房尚 －
過疎集落における「ものづくり拠点施設の開設」および「オンライン教室の配
信事業」

福井県 横倉鉱泉 － 次世代型宿泊スタイルの提案による新規顧客獲得、売上強化事業

福井県 株式会社Ａｚｕｍｉｎｏ 7210001016554 新型コロナで失った顧客回帰へ！積極的ＰＲ事業
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福井県 オバママ － 個室新設でもっと利用しやすい飲食店に！間仕切り設置改装事業

福井県 有限会社九龍飯店 7210002012899 コロナ禍ニーズに対応した女性向けの品揃えと時短提供体制の構築

福井県 株式会社このは整氣堂 4210001018504 経営理念の共有でサロン売上を伸ばす人材育成への取り組み

福井県 ＹｌａｎｇＹｌａｎｇ － よもぎ蒸しとアロマのおうちＨＰ作成でＰＲ＆講座のオンライン化

福井県 株式会社あすわ 9210001012667 お客様に寄り添う葬儀を行うための相談ルーム一体型霊安室の設置

福井県 豊酒造株式会社 5210001013363 高温保温庫への改装によるスパークリング日本酒の製造ライン強化

福井県 ａ．ｎ．ｄ　ｃａｒｅｅｒ － ＨＰ制作・チラシ配布で認知度向上・新規顧客獲得ＵＰを

滋賀県 Ｒｏｏｔ２ － 落語の新しい楽しみ方を提供する＂創作落語展示販売会＂事業

滋賀県 ホワイト・デンタルアート － システム機材導入で製作時間短縮・他個人技工所との差別化

滋賀県 真郷精機株式会社 1160001004462 オンラインと対面営業の相互活用による全国販路開拓事業

滋賀県 ｓａｌｕｔ － 地域密着型ヘア×ヘッドサロンとしての認知と新規顧客獲得計画

滋賀県 あんしんや合同会社 1160003002316 妊活推進事業！ＨＰ新設でマタニティ鍼灸院を全面にアピール

滋賀県 株式会社創 8160001003433 紙媒体を活用した「店舗近郊の中高齢者富裕層」への広告宣伝事業

滋賀県 佳桜不動産 － 幸せな生活をお届け！オンライン物件紹介サポートサービス事業

滋賀県 こころ農園 － 消費者が紡ぐ、新しい農業プラットフォーム構築事業

滋賀県 株式会社ラッキーモータース 6160001007163 自動運転化に対応した整備技術の構築

滋賀県 耳ツボダイエットサロンアイビー － 認知度アップと新規メニューの展開による新規顧客獲得

滋賀県 ｐａｄｍａ － 安心いただけるトリミングサロンづくりとドッグバス設置内装工事

滋賀県 個別進学塾レッツリトライ － 地域の必要性に応じた指導内容の販売促進で塾生獲得

滋賀県 あおいふき － びわの葉クリームパッケージデザイン一新とＨＰによる情報発信

滋賀県 ｓｕｎｎｙ　ｄａｙｓ － マイクロバブル発生装置導入による顧客満足度・客単価の向上

滋賀県 Ａｓｔｅｒ － 家事代行・ハウスクリーニングの広告宣伝による販路開拓

滋賀県 ハート合同会社 7160003002285 ポータルサイトに依存しないプレミアム婚活パーティの企画運営

滋賀県 株式会社サンライズフアツシヨン 4160001008312 ＯＥＭ依存からの脱却とＥＣを軸としたビジネス構造への転換

滋賀県 株式会社ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ 7160001023597 自社及び自社ブランドのＰＲによる販路開拓

滋賀県 秋田料理　椿 － オープン席の個室化によるｗｉｔｈコロナ需要への対応

滋賀県 よしむら接骨院 － 【インターネット広告を活用した新たな販路開拓に関する事業】

滋賀県 スマイル　ファ－ム － 自社案内用ＨＰ作成及び通販用ＥＣサイトの作成

滋賀県 株式会社水郷のさとまるやま 5160001011777 二番手からの脱却、３やすい話題の水郷めぐりへ

滋賀県 Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｂｒｅｗｅｒｙ － 業務用ステンレス樽導入による製造可能容量の拡充及び業務効率化

滋賀県 ＫＢＩ社会保険労務士事務所 － パワハラ相談窓口ＷＥＢシステム化

滋賀県 八日市接骨院 － 日曜祝日や夜の時間帯のスポーツ負傷者を集客し自由診療を拡大

滋賀県 丸八 － 氷卸売りとかき氷機のレンタル事業

滋賀県 ４１ＨＯＵＳＥ － 持ち込みタイヤ組み換え事業

滋賀県 Ｍｕｓｃｌｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ － パーソナルトレーニング事業の新規顧客獲得と認知度向上

滋賀県 アイピースホーム株式会社 1160001019130 動画を利用したバーチャル内覧導入・分譲開発
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滋賀県 Ｓｏ　Ａｑｕｉ － コーヒーが苦手な方でも楽しめる新ジャンル健康飲料の開発

滋賀県 ＫＡＨＬＵＡ － 販売ルートの拡大とサロン開業支援事業

滋賀県 株式会社ａｎ 8160001014538 ＥＣサイトによる非対面販売と新サービスで売上アップ

滋賀県 株式会社マックスプロバイオ 4160001021125 展示会出展による効率的な案件取得からＯＥＭ原料供給を目指す

滋賀県 アドミックス － 少子高齢化にマッチしたポータルサイトの作成

滋賀県 株式会社Ｂａｂｙ　ＬｅａｆＰｏｃｋｅｔ 4160001023047 就労支援Ａ型を活用した弁当等の加工サポート事業の確立

滋賀県 株式会社千紀園 7160001012914 抹茶スイーツの包装資材の開発と業務効率化を図るための設備導入

滋賀県 Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　ｄｅｐｏ － 遠方の祖父母へ届けるビデオレターサービスの開始事業

滋賀県 株式会社ノーブル 8160001021996 通販サイト立上げによる新規顧客の獲得とリピーター確保

滋賀県 真和工業株式会社 9160001015312 受注件数増加の為の自社ホームページ作成

滋賀県 ストレッチ×整体ホープ － アフターコロナにおける健康整体から美容整体へのチャレンジ

滋賀県 Ｔｕｒｕ　ｎｏ　Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ － 家庭料理とこだわりワインを楽しむプライベート空間の提供

滋賀県 ｉＥｓｈｏｐ － タイピング用凸型シールの開発及び販路開拓

京都府 扇酒屋堂株式会社 8130001056938 京都宇治におけるアンテナショップの店舗運営・販促活動

京都府 株式会社京都管領 3013301041543 ディスティネーション化ＰＪ　ｖｅｒ．１

京都府 コンピュータ・システム株式会社 5130001002985 各ＧＰＳ配信サービスを切り替えるＧＰＳ総合配信サーバの構築

京都府 染匠むらかみ － 物作りをより楽しく豊かに。手作りの良さをアピールする工房開設

京都府 もりたさんちのマルチーズ － 京都で唯一のマルチーズ専門犬舎・予約受付サイトの立ち上げ

京都府 株式会社アート．カラー 4130001005873 オリジナルブランド「あふ」のホームページリニューアル

京都府 株式会社シーラ 2130001070291 オンライン打合せ（商談）＋ＥＣサイト構築による新規販路開拓

京都府 コルギサロン　ヘンボッケ － 創業１周年キャンペーンを打ち出し、販路開拓を目指す事業

京都府 有限会社潜龍 5130002023584 冷凍自販機導入による販路拡大と売上向上。

京都府 ＯＹＡＯＹＡ － ギフト用瓶詰パッケージ及び詰め替えパッケージの作成と販路開拓

京都府 株式会社コウ 7130001068166 見込顧客への弊社の内容と業務依頼メリットの理解を促すＨＰ制作

京都府 有限会社西デンキ 6130002005870 おまかせください「電気屋さん難民を作りません！」

京都府 スィーツショップ　レガーロ・マーシー － 安心・安全な売り場環境の実現による顧客満足度の向上

京都府 洋服のニシザワ － チラシとウェブサイトから新規顧客の獲得

京都府 加来昇税理士事務所 － 新ＨＰによる集客の効率化と販路拡大の為の新サービスの告知

京都府 Ｅｎｏｔｅｃａ　Ｖｉａ　Ｓａｌａｒｉａ － 新規顧客の拡充と顧客満足向上、新メニューの開発および販路開拓

京都府 帷－ＴＯＢＡＲＩ－縫製所 － 袴制服の販路開拓と生産性向上及び作業場レンタルの為の設備投入

京都府 京町家　月の香 － コロナ後、本物志向のお客様集客力アップの為の京町家改修工事。

京都府 私のスープ － 「私のスープ」を「あなたのスープ」にどうぞ！

京都府 株式会社桝屋高尾 8130001005449 感動を与える職人技が見学できるツアーを広めるためのＨＰ　構築

京都府 株式会社エム・スタイル 8130001053316 感染防止安全・安心出来る自宅出張施術による顧客満足度の向上

京都府 株式会社グラン・シチュー 3130001065134 自社の認知度向上と新たな顧客獲得を目的にしたホームページ開設

京都府 ＳＴＥＬＬＡ － 空調を整え、居心地の良い店内にし、ＳＮＳアイコン撮影を販促
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京都府 株式会社ａｎｙｏｎｅ 6130001069074 新規自社ＨＰ制作及びＳＮＳ活用による情報発信と販路開拓

京都府 有限会社山本保険事務所 4130002009469 法人向け財務セミナー開催によるコンサルティング顧客の獲得

京都府 チコニアコネクト － 情報発信強化による会員獲得戦略

京都府 株式会社室町スタイル 3130001026953 「子供たちに楽しく着せよう　着物・浴衣・絆」　プロジェクト

京都府 株式会社燦京堂 3130001058311 新たなオリジナルグッズ商品の開発と先端デジタルデータの商品化

京都府 有限会社上羽造園 7130002021660 造園業初、新規顧客獲得手段としてのインターネットＳＮＳ利活用

京都府 株式会社ＰＳＰ　Ｔｒｕｓｔ＆Ｅｓｔａｔｅ 7130001067944 「家族信託」について、ＨＰの新規開設による営業促進事業

京都府 ＲＥＣＯＬＴＥＫｏｉｋｅ － 発毛育毛メニュー導入新規客を開拓し他のサロンとの差別化を図る

京都府 有限会社サクマジャパン 3120002071347 「ホームページ制作によるブランディング、および新規顧客の獲得」

京都府 オリジネンタル株式会社 2130001060937 生産性向上のための外部相談窓口事業

京都府 株式会社オリーブの木 8130001070955 次世代型会員管理システム導入と、ＨＰとＳＮＳ連動型チラシ＆販促物の作成

京都府 関西巻取箔工業株式会社 8130001007676 ＂材料提案＂から＂製品提案＂へ顔料箔の「箔押し加工」事業

京都府 株式会社あかぴーまん 1130001056606 ホームページリニューアルで「健康弁当」など魅力を発信する事業

京都府 株式会社ｏｒｕｔｅｎｓｉａ 6130001069867 販促活動と営業力の強化による新たな利用者獲得事業

京都府 Ｋｉｃｋ　ｓｔｕｄｉｏ－Ｄ － コロナ感染リスクを最小限した対人キックフィットネス事業

京都府 カイロプラクティック整体院錦コレクト － コロナ感染対策及びスクール事業拡大のためホームページ作成

京都府 株式会社ルートライン 8130001070328 販路開拓・人材確保へホームページリニューアルと求人サイト作成

京都府 イシハラモータース － レースパーツ開発・レース用エンジンのオーバーホール・販路開拓

京都府 株式会社魁半導体 6130001029400 Ｗｅｂプラズマコンシェルジュで、ニーズに即座に対応する事業

京都府 株式会社孔葉堂 4130001067377 商品パッケージの印刷による販路開拓

京都府 イノベーティブクラフトワークス合同会社 4130003007703 新商品開発と展示会出展事業による新規顧客獲得

京都府 ｙｕｋ － トータルビューティー顧客満足度アップ、集客力拡大プロジェクト

京都府 Ｌｅ　Ｂｌａｎｃ － 新規集客による売上拡大、業務負担軽減を図る為のＷＥＢ販促戦略

京都府 Ｘｅｎｏ－Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ株式会社 8130001064445 βストランド型架橋ペプチドの特許を基にした販路開拓

京都府 プラチナビーフ － 当店の質の高いローストビーフ丼のテイクアウト販売を新たに開始

京都府 合同会社いち鈴フーズ 1130003007607 学生・地元住民の心を掴む！予約システムで稼働率向上

京都府 Ｂｅｓｐｏｋｅ － 新規顧客開拓のためのブランディングとＨＰ・ロゴマークの作成

京都府 こども芸術教室ＫｉｄｚＬａｂ． － こども芸術教室ＫｉｄｚＬａｂ．新教室の媒体リニューアルと広報

京都府 Ｒプランニング － 六角形リングの販促動画の作成と動画コンテンツの充実

京都府 デコラーレ － 新商品を開発し新規百貨店催事と大規模イベントへの復活参加

京都府 ヴィカ － チラシとホームページを活用した新メニュー導入による顧客獲得

京都府 株式会社トリコ 1130001011305 製版機導入による売上げと利益の向上及び販路拡大計画

京都府 ｎｕｌｌｋｙｏｔｏ － 通信販売用商品写真・動画撮影代行サービスの提供

京都府 淀　牛宗 － 冷凍商品の販売拡大事業

京都府 リラクゼーションサロン　Ｂｏａｒａｔ － 更なる技術を習得＆華やかさをプラスして売上向上を目指す！

京都府 有限会社アイズ引越プランニング 8130002023755 オンライン見積の導入による引っ越し業の営業体制の構築
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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７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

京都府 Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｍａｒｒｉａｇｅ　Ｊｅｗｅｌ － ＳＮＳを活用した、未婚の見込み客への新たなＰＲ戦略

京都府 株式会社ＫＩシステム 5130001058160 「四方良し」の日本一の薬局づくりに向けた認知度向上事業

京都府 スピカの庭 － 京都のテキスタイルブランド”スピカ模様店”

京都府 ｉＡｎｓｗｅｒ株式会社 8130001066292 ホームページリニューアルで、より質の高いサービスを提供する。

京都府 尋真社 － ＩＣＴ導入による教育事業のオンライン化とオンデマンドサービス

京都府 ＮＩＫＵ　ＢＡＲ　ＪＩＧＯＲＯ － ランチタイムのお弁当販売と手作りスイーツ提供に向けた商品開発

京都府 合同会社ＭＯＲＩＸ 7130003006413 子供のケガ予防、運動能力向上のための新サービス販路開拓

京都府 合同会社ボクセル 4130003002349 営業ツールとしてのＨＰ作成と受注を促進するためのシステム構築

京都府 株式会社周長 2130001068856 ＨＰの充実で海外観光客からの日本人の若者への集客

京都府 エクレアロマサロン － ｅｃｌａｔ　ａｒｏｍａ　ｓａｌｏｎ

京都府 株式会社錠安セキュリティ 4130001063252 東映太秦映画村ゆかりの地と調和する看板デザインによる販路開拓

京都府 株式会社きみのコト 1130001067859 ＨＰ更新、インターネット広告等により、新規開拓を図る

京都府 株式会社田中建工 2130001005082 「富裕層向けセカンドハウス建築」と「介護」事業への展開

京都府 五和工業株式会社 5130001023610 高性能な製造装置の技術情報発信による国内外への販路開拓

京都府 京都樹脂株式会社 9130001019431 新規取引先の開拓を成功に導く現物見本帳、パンプレットの作成

京都府 株式会社緑風荘 5130001019278 コロナ禍における最小人員で働く為の監視カメラによる生産性向上

京都府 Ｗｉｌｄ　Ｓａｌｍｏｎ　Ｓａｓａｋｉ － Ｗｉｌｄ　Ｓａｌｍｏｎ　Ｓａｓａｋｉ　の　“スマート”　サーモン拡販計画

京都府 ＢａｒｂｅｒＣＣＧ － Ｂａｒｂｅｒｓｈｏｐ【Ｔｉｅｓ】から理美容の革命を起こす！

京都府 京都ＲｅＰＰＹ株式会社 8130001069808 園芸資材のショールーム設置／ＷＥＢサイト構築による販路開拓

京都府 有限会社ノムラモータース 8130002018607 エアコン修理作業の内製化

京都府 株式会社アーボプラス 9130001063974 Ｗｅｂ集客力向上のための自社ホームページリニューアル

京都府 株式会社Ａｎａｍｏｒｐｈｏｓｉｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ 8130001063315 汎用自動検査装置の開発とその拡販に向けた展示会への出展

京都府 株式会社ＣＯＦＦＥＥ　ＢＡＳＥ 4130001064746 スペシャリティコーヒー販売のための専用ＷＥＢサイト作成

京都府 山本将司 － 店舗移転に伴う内装仕上げ工事で更なる販路開拓を目指す取組

京都府 合同会社Ｍａｒａｍａｒａｍａ 1130003007508 地球と身体に優しい自然栽培食品のオンライン販売と美容健康相談

京都府 株式会社守破離 1130001066514 自社が持つ高級宇治抹茶を使用した新商品開発と海外販路拡大

京都府 頼 － 産業廃棄物を活用したアクセサリーの販売及び地域産業の活性化

京都府 かいが接骨院 － Ｗｅｂ予約システム搭載のＨＰ再構築と告知ツールによる販路開拓

京都府 舞鶴巧芸 － ホームページの充実による販路拡大

京都府 倉垣農園 － 自動草刈り導入で害虫を駆除し収穫量を上げ売上を上げる

京都府 株式会社八百丹 2130001061308 商品パッケージデザインを刷新し自社生産物のアピールと販路拡大

京都府 株式会社ジートップ 5130001042024 ホームページによる公報及び受注拡大とネット販売による事業拡大

京都府 有限会社仲江オート 5130002033435 スーパー乗るだけセットの販路拡大を目指す専用ＬＰの作成事業

京都府 ＳａｌｏｎｄｅＥｓｔｈｔｉｑｕｅ　ＣＡＲＥＮ － 新規メニューのアピールによる売上アップと増益による積極雇用

京都府 ホットスマミー － 炭焼き弁当をセンスよく宣伝して主婦を呼び込む販路開拓

京都府 株式会社アースワーク 6130001032296 子育て支援ポータルサイト構築事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第７回受付締切分）
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京都府 株式会社ヨシダ 8130001033235 新製品開発と、ホームページ・動画制作による市場開拓の実現

京都府 株式会社ＷＯＲＬＤ 3130001049855 「中古＋リノベーション」市場への新分野展開事業

京都府 株式会社ホヅグリッターズ 5130001069182 事業者・利用者双方からの視点で自社の魅力を発信！！

京都府 株式会社あしだ建設 8130002029496 「子育て世代へ認知度向上にホームページ等を活用した販路拡大事業」

京都府 有限会社法貴鈑金工業 9130002029405 環境配慮型整備体制の構築のための設備導入

京都府 株式会社エデュネット 3130001039583 立志館進学教室城陽駅前校の開校に伴う当校のホームページ作成

京都府 京佛壇誠心堂 － インターネット販売による新規顧客の開拓

京都府 ＢーＳＴＵＤＩＯ － オンラインダイエットプログラム導入による事業拡大

京都府 株式会社ＭＭＴ 1130001047266 ＷＥＢ２．０の特徴をフル活用した集客ならびに販路拡大事業

京都府 有限会社すずや 6130002030729 日本人客の集客増加と修業型体験プラン導入による顧客開拓事業

京都府 株式会社鳥居 3130001001452 鵜殿産のヨシで作った糸を使用したサステナブルギフト商品開発

京都府 フタバゼミ － 動画制作コースの公式サイト制作

大阪府 株式会社アイ・ティー・エム 8120001098080 最新のＷＥＢツールとリモート対応のＩＴ機器の整備による販路拡大

大阪府 合同会社ＭＮＥＴ 8120003018210 店舗近隣の若年層に向けた宣伝広告を行い、新規顧客獲得を目指す

大阪府 和芯工房 － あっ似顔絵だけじゃない！なりたい自分になれる笑顔絵！拡大事業

大阪府 リライフファーマ株式会社 2120001217307 新規取引先及び顧客獲得のための新規ホームページ開設事業

大阪府 株式会社ティーエークリエーション 5120001238829 まずはＷＥＢで相談を！自社ＨＰによる経営者の相談ニーズ発掘

大阪府 行政書士ファイン法務事務所 － アフターコロナに向けて！大阪の小規模建設業者の活力を最大化！

大阪府 株式会社アンタレスコーポレーション 3120001116111 楽天サイトへの掲載と食品展示会出展による販路開拓

大阪府 株式会社前田金型製作所 4120002065744 創業１００年金型製作工場の熟練の技術を活かした顧客獲得活動

大阪府 ＢＡＲ　Ａｒｐｅｇｇｉｏ（バーアルペジオ） － コロナからＶ字回復のためホームページ新設で新規客確保につなげる

大阪府 ＦＰアライズ株式会社 1120001243089 企業の信頼度の向上、それに伴う新規顧客獲得率の上昇

大阪府 株式会社Ｃ４Ｃ　ＪＡＰＡＮ 1120001237438 古着オンラインショップの開設

大阪府 グランディール２１ － ベンガラ染め商品開発およびワークショップ

大阪府 株式会社スカット管財 3120001190528 ホームページ及びＱＲコード入りチラシによる顧客獲得と売上ＵＰ

大阪府 ＡＬｃｕｅｓｔｏ － 事業の認知拡大・収益化に繋がる広告宣伝

大阪府 アトリエミラボー － フランス伝統工芸の講師養成リモート講座のコンテンツ制作と集客

大阪府 癒心鍼灸整骨院 － 痩身・美容による新規事業の開拓

大阪府 ＨＡＴＣＨ　ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ株式会社 3120001228468 介護タクシー利用者募集の販促と予約システムの製作

大阪府 株式会社大志プラン 3120001094737 イベリコ豚を自動販売機で販売し新たな市場開拓

大阪府 株式会社プレミアムスタイル 6120001218367 カタログ活用。京都奈良エリアで目指す弁当販売仲介事業。

大阪府 株式会社ＢＲＡＮＣＨ 2120001238187 ホームページ設立による新規顧客獲得と事業の安定・拡大

大阪府 新世改９４ダイニング誠 － 串カツ業界を盛り上げる！「クシニョロ」キャラクター物販事業

大阪府 株式会社テイショウフーズ 9120001239971 地域密着型デリパリーシステムの構築

大阪府 Ｈｏｋｕｌｅａ － 心理学に関する２つの資格取得講座の開講

大阪府 合同会社はぐみぃー 8120003010043 未就学児対象発達支援スクール販路拡大のためのラジオＣＭ制作
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大阪府 株式会社熨斗秀興堂 6120001039524 情報発信とホームページリニューアルによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社フィアネット 1120001240128 認知度の向上による新規顧客の獲得

大阪府 髙橋優鍼堂 － デジタルサイネージ導入による店舗アピールと新規集客の強化

大阪府 大五化成工業株式会社 2120001110569 ホームページでのマッチングによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社八千代堂 9120001019085 ＥＣサイトとＳＮＳの連動によるお客様のファン化促進事業

大阪府 株式会社ノベル 3120001232107 不用品回収・遺品整理事業の設立

大阪府 植田総合法律事務所 － 離婚・不貞慰謝料請求専門サイト開設による顧客の拡大

大阪府 クエストルーム株式会社 5120001098406 関西演劇のポータルサイト「関西えんげきサイト」拡充事業。

大阪府
アグライア・クリニカルアロマティックラボ
株式会社

8120001194037 新しい香料と容器の研究・開発を行い新規販路拡大事業

大阪府 アンティークモンキー － 古物商の認可を得てＥＣサイトを構築、サイトで古物の販売する

大阪府 瓜坂三江子写真事務所 － 自然光レンタルスタジオの時間貸し及びイベント会場のレンタル

大阪府 大興商事株式会社 2120001199074 インターネット戦略の強化とＳＥＯ（検索エンジン最適化）の対策。

大阪府 株式会社ニコニコタヒボ 6120001128780 ２０代～３０代をターゲットとしたネットショップ制作・販路開拓

大阪府 株式会社ミムティコーポレーション 2120001161620 当社新市場の「沖縄営業所」開設に伴う新規販路開拓事業

大阪府 Ｌａ　ｇｒａｎｄｉｒ － 姿勢カルテで施術を「見える化」、リモートでセルフケアを促進！

大阪府 株式会社リーファトラスト 7120001111513 認知度向上による新規顧客の獲得

大阪府 Ｉｋｏｎ．ｇｙｍ － チラシによるＰＲ活動と女性の素敵度アップを目指したジムづくり

大阪府 ｓａｌｏｎｓｅｒａ － 日本製脱毛機の導入による満足度向上とロコミによる新規顧客獲得

大阪府 ＴＲＫ － ＨＰとＹｏｕＴｕｂｅを活用したラジコンボートの普及促進

大阪府 大阪遺言相続行政書士事務所 － 絆を守る行政書士事務所のＷｅｂページ制作・集客プロジェクト

大阪府 パリワール － ①チラシ発送による新規顧客獲得及び②設備の充実

大阪府 ｔａｋａｅ　ｓｈｏｐ － 有償広告による販路開拓と在庫管理ツールによる取扱商品増強事業

大阪府 株式会社真誠建設工業 7120001217376 リフォーム等ｔｏＣ向けのＨＰリニューアルによる新規顧客の拡大

大阪府 ＴＭＥ － 居酒屋人気料理のテイクアウトとデリバリー事業で収益向上を図る

大阪府 ＥＢＯ － 自宅で始めるダイビングという海遊び

大阪府 はりきゅう整骨院ツボユキ － 科学的エビデンス導入による自由診療８：健康保険２を実現！

大阪府 Ｉ－Ｓｔｕｄｉｏ － 水中フォトグラフ～オーダーメイドの幻想的な写真撮影～

大阪府 ＴＯＣ株式会社 1120001115346 アルファＬＥＤライトスパ購入による痩身エステ販売力強化事業

大阪府 ｌｉｔ － 新規顧客の開拓と新機材導入による売上の向上

大阪府 あかり治療・鍼灸院 － 女性顧客の多い当社が女性に人気の媒体を活用して認知度拡大

大阪府 ＢＬＵＥ　ＭＯＯＮ － シミ改善メニュー導入に伴う４０代新規顧客開拓・物販促進事業

大阪府 Ｌｕｃｅ － 家族が楽しめるサロンへ！顧客獲得の為のＷＥＢサイト作成事業

大阪府 ｇａｔｔｏ＋ － エレクトロポレーション機導入による新規客層開拓と客単価アップ

大阪府 株式会社エムズクラフト設計事務所 3120001187870 輸入に頼らない、日本人の暮らしを豊かに、国産木材でつくる家

大阪府 株式会社Ｃｈｕｂｂｙ 7120001233679 ＬＰ制作とＷＥＢ広告による集客ルートを構築し、顧客獲得を狙う。

大阪府 トップマート － ホームページ開設とヤフーショッピング出店、ネットを使ったＰＲ
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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７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

大阪府 シミケア専門サロンＷｈｉｌａ －
・ブランドイメージ向上のための店舗改装　・安心・安全なシミケア専門サロン
の動画発信による顧客開拓

大阪府 ＴＷＳコンサルティング株式会社 4120001242039 ＤＭ発送・ネット広告・ＨＰ更新による認知向上＆新サービス具体化

大阪府 にのらく茶園 － 事業承継における、イベント販売に頼らない新たな販路の開拓

大阪府 株式会社ダイリツ器販 3150001010690 ネットショップ構築による販路拡大と売上向上

大阪府 鍼灸院さくら庵 － □鍼灸及び伝統治療法による女性と小児を対象とする健康増進事業

大阪府 グッドゴー － アートとカルチャーによるＳＤＧｓ地域活性化プロジェクト

大阪府 西都速記株式会社 4120001189115 日本で唯一、情報保障サービスを一括提供できる当社の宣伝強化。

大阪府
合同会社ＨＯＵＳＥ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ　ＪＡ
ＰＡＮ

2120003018471 コロナ禍でも忘れられないよう外国人顧客確保の自社ＨＰの刷新

大阪府 Ｍａｒｉｅ － 路面店移転による稼働率向上と新規並びにリピーター客の獲得

大阪府 冷麺館　大国町店 － お一人客増加と再来率アップを目指して店舗改装＆ＬＩＮＥ導入

大阪府 株式会社Ｔｒｉｇｇｅｒ 3120001234805 オンラインスクール事業のランディングページ制作と広告運用

大阪府 ＮＡＮＩＭＯＮＯ株式会社 5120001242178 インスタ広告とＥＣサイトにおける販売事業

大阪府 株式会社クラフトマン 3120001238005 トイレリフォーム専門店　トイレ交換といえば水えもん　職人直営店

大阪府 株式会社ＰＭチェリッシュ 4120001240645 「日本一のクレープ」専門店の味をお届けするホームページの開設

大阪府 陶馬デザイン － 発信力強化による顧客開拓と外注ネットワーク構築での業務効率化

大阪府 あじむどり　やまのうち店 － 認知度アップに向けて、ポスティングの活用による販路開拓を図る

大阪府 株式会社伸和 4120001065646 ＨＰ改良で実現するクリーンルーム商品の新規販路開拓事業

大阪府 Ｃｈｅｒｉｅ － ＥＣサイト新規開設による販路拡大事業

大阪府 Ｒｏｓｅ　Ｔａｒａ（ローズターラ） － 自宅サロンでアクセサリー・クラフト・お菓子の教室を開校

大阪府 株式会社Ｆ・Ｌｉｎｋ 4120001232808 動画を活用したホームページリニューアルとＳＮＳ活用による販路開拓

大阪府 日海ＫＭＯ有限会社 8120902022485 ニッチな市場で大人気！重量物キャスター＆安全カッター

大阪府 株式会社ヒューマンラボ 4120001095214 日本全国の法人と個人に向けた商品販売の販路拡大

大阪府 株式会社インフォグロース 1120001178335 在庫管理に関する非公開会員制サイト構築で企業支援

大阪府 ＢＦＣ株式会社 8120002055972 ＳＯＵＦＡの科学的な説明と商品販売をするホームページ作成

大阪府 リッカラン － 『ＰＲ用インタビュー対談記事提供サービス』販売の為のＨＰ開設

大阪府 ジェイフィールド株式会社 7120001197131 ｗｅｂを起点とする地域の不動産売却・購入促進事業

大阪府 澤商 － 日常空間の抗菌施工の認知拡大と新規顧客獲得のための取り組み

大阪府 ＰｅｐｅＨｏｍｅ株式会社 2120001239292 生産性と紹介率向上を目指す物件情報オンライン化事業

大阪府 株式会社ＢＣＪ 1140001053065 ウェブサイトによる化学品マーケットプレイスの利用促進

大阪府 株式会社ＦＩＴ 4120001130292 ホームページの構築と営業ツールの制作による営業強化及び再構築

大阪府 株式会社イサ 4120001074432 店内換気等の強化による常連顧客の維持と事業承継

大阪府 株式会社Ｓ 1120001242082 障害児を持つシングルマザーのエステサロン物販ＥＣサイト開発

大阪府 株式会社ＢＵＩＬＤ 5120001233846 野外研修専用ホームページによる研修の認知拡大と新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ＴＩＰ 4120001239605 ホームページとＷＥＢシステム導入、宣伝効果による事業拡大

大阪府 ｅｎ　Ａｒｏｕｎｄ － コロナ禍でも輝く！アクセサリーＥＣサイト構築事業

大阪府 ニューロン薬局東淡路店 － 薬局のホームページ作成による知名度向上と新規販路開拓
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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７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

大阪府 モイストア － 陳列レイアウト変更とディスプレイ什器導入による新規顧客獲得

大阪府 有限会社Ｃｏｏｇｏ 3010602033807 モバイル対応型ホームページへのリニューアル

大阪府 合同会社ふじや 4120003016184 ホームページの作成等によるケアマネージャー等への営業強化

大阪府 株式会社ライン 7120001240270 一般顧客・消費者へ向けた弊社が提供できるサービスの情報発信

大阪府 リンクスウェア株式会社 3120001135169 ホームページリニューアルによる当社アプリ認知度向上と販路開拓

大阪府 株式会社ＬＩＶ 4120001231743 一人暮らしに特化した賃貸物件情報発信による販路開拓事業

大阪府 合同会社オールトレード 1120003009983 過疎地の物件対策における売却や再利用を促すための広告強化

大阪府 西栗公認会計士事務所 － ＩＴへの積極投資による新規顧客の開拓と業務効率化の実現

大阪府 株式会社Ｐｌｅａｓｕｒｅ 3120001161883 ホームページのリニューアルで新規顧客開拓アピールにつなげる

大阪府 Ａｙａ　Ｓｈｉｍｏｈａｒａ － アーティスト事業の事業拡大による販路拡大

大阪府 グレースネイルファクトリー － 健康なお爪づくり為の「巻き爪ケア」で販路拡大

大阪府 リボーンバレエ＆ウェルネス協会 － 動画を活用した運動指導未経験者のための指導員養成方法確立

大阪府 ＡＳＴＯＲＹ１級建築士事務所 － ホームページリニューアルによる空家古民家再生の顧客獲得向上

大阪府 合同会社エルプロジェクト 8120003020166 オンライン活用による国内在留外国人子育て世帯向け新規顧客開拓

大阪府 ＯＮＩＧＩＲＩプロジェクト － オリジナルＢＧＭ制作・販売の作業効率向上と販路開拓

大阪府 株式会社ＴＲＡＤ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｃｌｏｔｈｉｎｇ 1120001235029 完全オリジナルアクセサリーの越境ＥＣサイトで世界に販路拡大！

大阪府 株式会社サウンドイート 9120001213365 飲食店が仕掛ける自社製シードル販売で収益の複線化・差別化事業

大阪府 株式会社四季住宅企画 7122001027796 国産天然無垢木材を活用した住宅空間のＰＲによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社ウノシヨウ 8120002012552 多様な働き方に対応した新たなシェアオフィス事業の展開

大阪府 合同会社Ａ・Ｓ・Ｒ 1120003018456 階段昇降機の修理事業に参入、運搬にかかる日数とコストを削減

大阪府 株式会社大地 4120001002104 ホームページ新規作成やチラシ配布による集客増

大阪府 株式会社Ｍａｒｓｈａ 2120001173483 ＳＮＳ等活用によるネット売上の強化とＤ２Ｃビジネスモデルの構築

大阪府 株式会社初井製本所 7120001015945 環境に配慮した、紙１００％のエコファイル

大阪府 ｎｅｎｔ － オンライン予約ディナーコースＰＲ強化向けＷＥＢサイト制作事業

大阪府 ＳＩＳ行政書士事務所 － 外国人技能実習制度に特化したオウンドメディアによる販路開拓

大阪府 Ｃｈａｒｍｅ － 細胞浴サロンウェブサイト作成・ウェブ広告による売上拡大事業

大阪府 株式会社ＵＩＷ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2122001030103 「日本風ヘルシーアジア麺」ネット直販事業の為のＨＰ・動画制作

大阪府 ＭＡＲＬＥ － 魔法のバブル『マーブ』で”悩み解決”＆”満足度”の向上

大阪府 株式会社Ｃ＆Ｂ 2120001213017 児童の学習意欲向上の教育動画作成パッケージ化事業

大阪府 ライズ・ステージ株式会社 3120001222033 オフィシャルサイトの多言語対応で外国人向け不動産売買へ参入

大阪府 株式会社ジーライブ 2120001200246 下請け脱却の為の　ＷＥＢ　を活用した新規顧客開拓

大阪府 葦田祐也 － 「脱居酒屋×トイレ改装」でオフィス街のＯＬ集客作戦！

大阪府 ＦａｖｙＳ － ホームページとＳＮＳを活用した集客事業

大阪府 ネイルサロン＆スクールクルールドゥモア － Ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ　Ｃｏｕｌｅｕｒ　ｄｅ　ｍｏｉ

大阪府 株式会社ジョブ価値 1120001242933 新規販路の開拓を目的とする遠方の顧客に向けた販促事業

大阪府 イーブントーン － 音楽の本場イギリスでの見本市出店とプロモーション活動
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第７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

大阪府 岩田和之 － 周辺住民へチラシを配布してｗｅｂサイトへの誘導による販路拡大

大阪府 ＮＯＬＣＡ　ＳＯＬＣＡ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ － 自宅でも舞台を楽しめる、ライブ配信事業

大阪府 キーファークリエイト合同会社 7120003015927 合成殺虫剤ＮＯ！自然素材のホウ酸でシロアリ防蟻・防腐事業

大阪府 太陽ＲＩＤＩＭ － 音楽教室及び語学教室専用ＨＰとＳＮＳ拡散による顧客獲得

大阪府 株式会社ｃｌｏｕｄ　ｎｉｎｅ 3120001233006 復刻！西洋食堂。明治の味をホームページで情報発信

大阪府 ミノッティ － アーティフィシャルフラワーをＥＣサイトで全国展開

大阪府 上智製薬株式会社 8120001120678 利益率の高いパウダー化粧品の企画開発及び自社ブランド化

大阪府 株式会社デジナ 5120001170528 サステナブル繊維プリントサービス普及事業

大阪府 株式会社ナチュラルケアベーシック 4120001243103 「冷え」「便秘」等の不調改善！美温の女性健やか生活支援事業

大阪府 株式会社大宣創芸 7120001094080 満足度高いリフォーム事例を紹介し共感から受注に繋げるＷｅｂサイト

大阪府 株式会社クラチク 1120001238824 より良い肉を「より良い形」で！食肉カット機導入での販路拡大

大阪府 ドッグサロンＤｉＬ － 他にないワンランク上のドッグサロンと犬の為のショールーム

大阪府 株式会社Ｊ－Ｇｒａｎｄ 9120001236812 自社フランチャイズビジネスの認知拡大事業

大阪府 株式会社ＨＡＫＵ 4120001233194 ライター採用＆育成強化×ＳＮＳ広告による自社の認知拡大事業

大阪府 にこいろ － 日本製愛犬介護「抱き枕ベッド」の開発と個人向けＥＣ通販事業

大阪府 アズテニス － トレーニングスペースを有効活用したテニス場の販路拡大事業

大阪府 株式会社ＭＩＲＡＩ 2120001219609 新商品をウェブサイトにて広告

大阪府 合同会社フィートウォーマー 7120003019465 リフレクソロジーの普及に向けた店舗拡大とそれに伴う広報活動

大阪府 株式会社ｎｅｘｔ　ａｇｅ 6120001234232 まるで家飲み！？店舗２階を改装した家飲み風の飲み放題プラン

大阪府 株式会社マグネット 8120001231426 ＨＯＳＰＥＸ　Ｊａｐａｎ２０２２（東京ビックサイト）出展計画

大阪府 株式会社アジア生活アシスト研究社 6120001192307 ワンストップ型の遺品整理サービス開発で、経営の新たな軸を確立

大阪府 行政書士ブリッジ法務事務所 － ホームページ刷新による潜在的な顧客の効率的取り込み

大阪府 Ｐｏｕｒ　Ｖｏｕｓ － 脱毛・美肌事業に伴う新規顧客獲得および販売促進事業

大阪府 ｕｎｉｃｋ　ｆｌａｐ － 新パッケージとＱＲコード付チラシで行うアクセサリーの販路開拓

大阪府 石井ゆかり － 地方産品のＰＲ、食育活動を通じて地域との縁を繋ぐ取組み

大阪府 繁田株式会社 3120101054888 チラシ、ネットを活用した新規ネット事業のための販路開拓

大阪府 株式会社ａｎｔｌｅｒ 9120003017608 「ｉｄｅａｌａｂ」のＰＷＡ化による利便性向上と収益増加計画

大阪府 株式会社Ｔｏ　ｌｉｎｅ 3120001239028 オリジナル商品開発及び展示会出展によるブランドの認知向上と販路拡大

大阪府 合同会社ラショナルデザイン 7120003017320 新規ＬＰ製作による認知度向上・新規顧客獲得

大阪府
株式会社アウトスタンディングパートナー
ズ

7120101056988 独自メソッドによる営業コンサルで大阪の中小企業活性化ＰＪＴ

大阪府 株式会社スエヒロ 1120001007782 ＷＥＢサイト改装による販路拡大とＷＥＢマーケティング事業

大阪府 株式会社Ｃｈｅｒｉ　ａｎｇｅ 1120001234261 自社ＥＣサイトを構築することによる販路開拓

大阪府 株式会社ＡＳＴＲＥＸ 7120001210570 海外Ｗｅｂマーケティング強化による越境ＥＣサイトの売上拡大

大阪府 アドム株式会社 9120001110595 『国内ＥＣ、越境ＥＣ　販売強化のため、ネット広告運用事業』

大阪府 アットジャパンプランニング株式会社 9120001214842 医療ツーリズムの新規顧客開拓・提携先確保事業

大阪府 Ｒｏｕｔｅ１０株式会社 2120001239004 住宅購入者向けＷＥＢで完結する住宅購入プランニング事業
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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７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

大阪府 小池　槙也 － 腰痛改善のコロナに対応した集客システムの構築

大阪府 田中　裕子 － 本来持って生まれた状態に髪、まつ毛に整える施術ホームケア

大阪府 ＭＡ・ＭＯ・ＲＵ － 育毛相談を行う居酒屋が始める非対面セルフ式育毛サービス

大阪府 ＰＡＯ株式会社 4120001191830 脱・下請！ホームページ新規導入による販路と業務の拡大事業

大阪府 株式会社ナガイコーポレーション 1120001021115 ソーシャルメディアの活用によるＥＣサイト再構築並びに売上拡大

大阪府 ｌｅ　ｓａｌｏｎ　ＤＯＵＸ － フルフラットシャンプー台導入による顧客満足度アップ

大阪府 株式会社Ｇｌａｎｄ　Ｂｌｕｅ 7120001237201 アイラッシュ事業での新規販路開拓

大阪府 株式会社イマイチ 7120001041388 既製封筒印刷事業に加え新たな平面封筒印刷事業による生産性向上

大阪府 西村鍼灸接骨院 － 【遠くても「治してくれる」治療院】認知向上施策の実施

大阪府 ＩＭサービス － 登山、沢登で使用する完全防水バックパックの開発、販売計画

大阪府 有限会社オガワトレーディング 6170002010578 中南米・アフリカ向け海外進出コンサルティング事業の販路開拓

大阪府 讃岐うどん美曽乃 － 販売増をめざしたホームページの立ち上げとその更新

大阪府 やなフアーム － オフィスに本物の芝生を！！新商品「しばふくん」の開発・販売

大阪府 イヨデザイン研究室 － アクリル素材のミラー等の新商品開発並びにオンライン販売の拡充

大阪府 株式会社ＣＳＳ 9120101059188 ＧＮＳＳ測量機購入でサービスに厚みをだし顧客拡大を図る

大阪府 Ｍ．Ｗ．Ｍ － 自社ブランドキャンプ用品の販売促進事業

大阪府 ＨＡＩＲ’Ｓ　ＤＡＹＴＯＮＡ － ホームページ作成と予約システム導入等によるＩＴ上での販路拡大

大阪府 ＭＵＳＩＣ　ＰＩＥＣＥ － ウェディングムービーのサンプルを活用した新規顧客獲得

大阪府 春日屋産業株式会社 5120101063276 ホームページ活用による非対面営業の実践

大阪府 マッスル造園 － ＨＰ・チラシを使用した新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社スパーク 5120001118790 「新商品（ドレス）の開発と、ＥＣサイトの制作・販売」

大阪府 白蓮会館堺西支部　亀山道場 － 新規生徒募集のための道場ロゴ、道場旗、チラシの作成

大阪府 アクセル・ワン有限会社 9120102013409 「訪問理美容ポータルサイト」のインターネット広告による告知

大阪府 まめ芝 － 認知度ＵＰによる新規顧客開拓

大阪府 ビューティサロンあい － 新機材導入・店内外改装による固定客の安定と新規客の獲得

大阪府 株式会社ファーサムアセット 4120101062650 ネット保険参入による個人客の集客率アップ！

大阪府 タイ式マッサージ遊 － 新サービスに係る技術習得・店舗改装およびＰＲの為のチラシ作成

大阪府 お仏壇のタカラ － 陳列方法の変更及び照明レイアウトの変更による成約率アップ

大阪府 株式会社ファーサム 3120101062651 おうち時間の需要に対応するＷｅｂ集客によるアロマ定期便の拡大

大阪府 株式会社デザイズミ 3120001236462 俯瞰図イラスト制作サービスの販売促進

大阪府 株式会社ケイアイ 4120101059498 広告宣伝で新規顧客の獲得と機械導入で業務効率・生産性の向上

大阪府 株式会社オレンジコーポレーション 6120101064199 コワーキングスペース提供のための設備及ＨＰ作成

大阪府 なぎ行政書士事務所 － 人生に寄り添う行政書士のサービス周知のためのホームページ作成

大阪府 なごみ － 着付け教室の新規生徒獲得のためのＳＮＳ活用ＰＲ活動とＨＰ制作

大阪府 司法書士事務所Ｍａｙ － ホームページを含めた広告及びリーフレット作成

大阪府 有限会社小西タイル商会 5120102006754 新規顧客獲得に向けたホームページ構築及びチラシ作成等事業
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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７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

大阪府 ＢＡＢＡＮＢＡ　ＢＡＮ　ＢＵＲＧＥＲ － テイクアウト・デリバリー需要喚起のための販売促進ツールの強化

大阪府 笠井商会 － 安心安全性の高いガーゼ製品製造会社である強みが伝わるＨＰの作成。

大阪府 株式会社大阪地盤 7120001231971 新規ＨＰ作成及びＤＭ郵送による情報発信強化と新規顧客獲得事業

大阪府 唐揚げ専門店イイトコドリ － ＶＲレストランとＥＣサイトで販売しやすい商品の開発

大阪府 ケイアイテクノ株式会社 9120101055071 保護猫や保護犬に使用できる除菌溶液製造装置の販売

大阪府 村田畳店 － チラシとネットを活用した新事業ＰＲ事業

大阪府 株式会社ＮＡＢ 5120101024708 ＤＸを活用した情報交換等の活動を動画等発信し販路開拓を目指す

大阪府 株式会社Ｒｅｎｅｗｂｅｅ 8120101062548 入札コンサルティングサービスの顧客獲得のための広告配布

大阪府 つるや楽器 － 新規顧客の獲得と既存顧客維持のためのインターネット事業

大阪府 ビニューエステティック － バーチャル面とリアル面から、新規客を獲得していく事業

大阪府 ジョーズヘアーサービス － ネット公告・ＨＰリニューアル・壁面サイン公告で新規顧客を獲得

大阪府 サークラボ株式会社 3120101063393 専門性と技術力を生かした新サービスと動画活用による販路開拓

大阪府 由春興業 － 建物からお墓までトータルにサポート！安心・安全の自社ＰＲ事業

大阪府 合同会社あさひケアサービス 5120103003602 ＨＰ構築とデジタル化推進によるサービス及び認知度向上を目指す

大阪府 Ｂｉｊｏｕ － 巻き爪ケアの訴求による新規顧客獲得と販売促進

大阪府 株式会社川遊堂 6120101056782 ＥＣサイト構築による国内及び海外への販路の開拓事業

大阪府 優水マネジメントサービス株式会社 4120101062329 保証付きエアコン洗浄を非対面見積もりで販売

大阪府 株式会社ＶＭＣトレーディング 5120101035952 介護で困っている方の相談窓口になる為の取り組み

大阪府 株式会社高橋楠 3120101004364 ダイヤモンド彫刻機による、ＩＴ技術を導入した銘入れ自動化事業

大阪府 小野田工業 － ＨＰ・チラシ作成による新規顧客開拓

大阪府 株式会社祐志 8120101064305 ホームページの更新とチラシ作成による新規利用者の開拓

大阪府 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｈａｒｍｅ － サロンの積極的な広報活動

大阪府 有限会社芦刃物製作所 8120102000250 ホームページ刷新による包丁の魅力発信と生産体制の強化

大阪府 株式会社エフ・ディー 2120001216176 新規顧客獲得を目的とした他社にはない商品展示スペースの設営

大阪府 ゲストハウスのんき － ２店舗で複数事業を行い、持続可能な経営を確立する。

大阪府 株式会社源エンタープライズ 4122001030547 空き家を第二店舗とし、集客アップおよび機会損失０作戦

大阪府 ＨｅｘａＤｅｓｉｇｎ － 新規設備の導入で動画制作の新分野展開による販路開拓と認知拡大

大阪府 サン工業株式会社 8122001002600 ホームページを作成する事で求人活動を円滑にし対応地域を広げる

大阪府 西口学習塾 － 教室の移転とＷＥＢサイトの一新による新規顧客獲得事業

大阪府 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ　ＮＯＡ － 新規セット面増設・ロールスクリーン設置事業

大阪府 かずき行政書士事務所 － ドローン申請・登録サポートの事業拡大

大阪府 大阪ソーイング株式会社 5122001008385 作業場新設による縫製技術の承継と内製化による生産性向上

大阪府 アトリエカンタ － クラファンとＳＮＳを使ったブランディングで錫器の販路開拓

大阪府 株式会社ジェイフェローズ 4122001033517 自社ＨＰ作成および有料ネット通販サイト出店による販路拡大

大阪府 ありんこｍｏｔｏ － 車検サービスの顧客獲得と整備ピットの環境効率化

大阪府 株式会社ジャパンコネクト 2122001034839 登録支援機関の事業
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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７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

大阪府 株式会社新和製作所 1122001003613 ネット広告による自社ショップとスパイラル加工の認知度向上

大阪府 株式会社ライトワークデザイン 9122001035211 有料職業紹介事業におけるリニューアル戦略

大阪府 赤帽キャリークオリティ － 即日対応を強みにした、法人新規顧客の獲得による配送増加

大阪府 － 自社のホームページを作成しネットショップを立ち上げる

大阪府 株式会社尾上写真場 9122001001312 ドローン空撮による新規事業及び卒業アルバムの価値向上

大阪府 有限会社イズミ工務店 1122002017199 コロナ禍のニーズに応える改修工事専門ホームページ制作

大阪府 Ｏｌｉｖｅ － 非対面ストレスチェックシステム導入に伴うＨＰリニューアル

大阪府 ｍｅｙｕ － 新規顧客獲得と店舗滞在時間改善を図る広告宣伝と店舗改装計画

大阪府 Ｓｔｕｄｉｏ　ｂａｙスタジオベイ －
コロナ禍でも癒しとコミュニケーションを。出張撮影の販路開拓と撮影内容の
幅とクオリティ向上作戦

大阪府 ユアフォトクッション － 新製品のオリジナルホームページ作成及び広告運用による販路開拓

大阪府 合同会社ＶＥＣＡ 4120903003224 自社ブランド認知拡大のためのＳＮＳ広告・チラシ配布

大阪府 Ｓａｋｉｋｏ　ＭｃＤｏｎｏｕｇｈ － 売り上げから利益を伸ばすための自社工場の開発

大阪府 Ｓａｒｔｏｒｉａ　Ｋｕｃｉｎｏ － スーツサンプルの開発＆販売とスタイルブックによる販路開拓

大阪府 株式会社ＪＩＣ 8120901011729 ホームページを作成し、機会損失を減らし受注件数を増加させる

大阪府 有限会社中市接骨院 5120902012092 地域介護サービス存続のための販路開拓計画

大阪府 餃子屋藤 － 住宅街の店舗で新規顧客獲得と売上増に繋げる地域密着の広報活動

大阪府 アイルホーム株式会社 2120901014051 地域の方がより良い住宅に住むお手伝いをするための認知拡大

大阪府 株式会社高槻ガラス店 9120902011306 ｗｅｂを中心とした広告活動による新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社近畿エコプランニング 7120001198311 地域住民の方の大切な家をリフォームでより良い暮らしへ

大阪府 摂津響Ｓａａｌ － 外看板設置とテラス改装、ＨＰのリニューアルで新規顧客の獲得

大阪府 合同会社ｋｏｂｏｓｈｉ 6120903003882 地域の障がい児が笑顔で過ごせる施設の認知拡大と利用者獲得

大阪府 ワイズ不動産販売株式会社 9120901012346 今以上に地域に愛される会社を目指して！魅力を伝えるＰＲ事業

大阪府 株式会社すずらん工務店 3120901013564 自社受注（リリーズホーム）拡大、新築用特設サイトによる集客、受注

大阪府 高谷経営支援事務所 － 製造現場へＶＲを適用した体験型の人材育成コンサルで新規客獲得

大阪府 マイルド・コーポレーション株式会社 9120901012065 地域での長年の営業を活かした市民のニーズに応える販促活動

大阪府 有限会社マツシタデンキ 7120902011340 かかりつけの電気屋さん浸透事業

大阪府 株式会社花ノ助 5120901043683 Ｗｅｂ活用で地元高槻から花木のある暮らしのサポート事業

大阪府 株式会社ガレージクニ 8120901036313 軽自動車の販路拡大とｗｅｂ広告による周知のための補助事業

大阪府 理容カワイ － 店舗改装で認知度アップ・新規顧客開拓事業

大阪府 ＨＡＩＲ　ｓｔｕｄｉｏ　７１６ － 店舗拡張と席数の増加による販路拡大及びフォトスタジオの開設

大阪府 三宅写真事務所 － 新規ペットフォトスタジオの設営及び運営

大阪府 Ｍｅｌｉｇｈｔやまがみ鍼灸整骨院 － 施術時間短縮と間違いのない診断のためのエコー診断装置導入計画

大阪府 いろは整体整骨院 － パーソナルトレーニング事業

大阪府 西阪農園 － 出荷袋とＨＰのリニューアルで直接販売にチャレンジ

大阪府 ＭＵＳＥ　ＡＲＴ － 新規販路開拓のためのＰＲ事業

大阪府 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＺＡＺＺＺＺ － 『明るい店内と新メニューを作り、新たな需要を取り込む』
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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７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

大阪府 株式会社にしき 3120101054046 地域住民への認知度向上可能な広告を活用した新規顧客の獲得

大阪府 ＴＡＫＡ － 商談会クリエイターＥＸＰＯ出展による新規受注の獲得

大阪府 ＬＯＮＥＬＹ　ＷＯＬＦ － 強みをアピールしたネット広告による新規顧客獲得

大阪府 スカイコーポレーション株式会社 2120901022450 ＨＰによる運送業と建設業の新たな力を周知補助事業

大阪府 株式会社サクセスシェア 5120901027397 通信制高校に通えない生徒を助ける通信制サポート校の開校

大阪府 渡税理士事務所 － 顧問契約獲得のためのホームページ刷新とウエブ広告事業の実施

大阪府 有限会社デンタルテクニカ 6120902012728 事業承継に伴うオンライン営業＆アフターフォロー開始で売上ＵＰ

大阪府 リープエス － 空間を演出するプリザーブドフラワーの周知補助事業

大阪府 生活空間研究室 － ホームページを活用したインテリア空間・モノづくり事業の拡大

大阪府 株式会社レヴソル 9120901042962 有名イラストレーターの作品を使った広告宣伝活動

大阪府 合同会社リバティ 2120903002203 【自走式トレッドミルで足腰鍛えて終身現役！】

大阪府 株式会社Ｏｗｌｙ 6120901045101 Ｗｅｂサイトを活用した会社設立・融資・会計支援業務の販路開拓

大阪府 ＡｖｉｇｎｏｎＧａｍｅｓ － アナログゲームの試作品の開発及び販路開拓

大阪府 サンファーネス株式会社 8120901006555 製造業ポータルサイトの活用とＷｅｂ販促強化による新規顧客獲得

大阪府 行政書士法人ＪＩ 9120005022333 ネットを使ってお客様との距離を縮めて新規顧客を獲得する

大阪府 株式会社菱屋 5122001019820
製造機器・ＩＴ機器の印刷とＷＥＢツールや最新パンフレットの整備による販路
拡大

大阪府 株式会社イール 3122001034912 寄り添いロードサービスの強化２４時間３６５日対応の情報配信

大阪府 有限会社アミック 9122002012977 店頭精米事業の効率化と販売促進による高粗利益商品販売強化

大阪府 株式会社むらまつ 1120001004425 紙包装資材商社へのプラスチック包装資材の新販路開拓

大阪府 Ｌｉｔａ － 『お客様の幸せサポーター』拡充に向けホームページリニューアル

大阪府 株式会社寿ハウジング 9122001028446 来店者数・売上げ減少からＶ字回復を図る新たな仕組み構築

大阪府 株式会社ラヴィエリィ 2122001031605 ランディングページ作成による「セレクトスムージー」の販売促進

大阪府 グリーンオフィスベルデ － 花苗の販売スペースに屋根をつけて雨の日の売上安定の取り組み

大阪府 ＬｉｓＤｉｖｅｒｓ合同会社 2122003002174 ＷＥＢサイト、ＳＮＳとＱＲコード付チラシで繋ぐ「家族の絆」

大阪府 関西Ｏｍｉｓｅマーケティング － 自社ホームページの改修およびチラシやＤＭの配布

大阪府 株式会社ケアサポート・トーケン 9122001025501 「日帰り観光介護タクシー」の簡単予約サービスのためのＨＰ作成

大阪府 株式会社米﨑設備 8122001032564 ＨＰ開設による、給湯器設置・リフォーム工事の請負契約拡大事業

大阪府 ＴＯＫＩＳＩＡ －

大阪府 株式会社カラフル 8120001221476 シニア住み替えサポート事業における集客の仕組みの構築

大阪府 街の便利屋なんでーも － 低価格戦争からの脱却を目指すＷＥＢマーケティングの導入

大阪府 株式会社あたらすファミリー 1120901034001 介護家族・子育て家族・相談援助職の方に向けた情報発信

大阪府 ＨＰＡ株式会社 1120001134800 小学生低学年からのゲーミング英会話レッスン開講で集客力向上事業

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　タツタジャム － 作品展でブランド力向上とＩＴ利活用による新規顧客開拓

大阪府 ｎａｎａ　ａｏｔａｎｉ － ファッションを愛する人が集う映画のワンシーンのような店内改装

大阪府 ｓｙｍｐａ　ｍａｒｉａｇｅ － 豊中市の２０代、３０代の婚活サポートのための販路拡大事業

大阪府 アイランドビークル － 石垣島での電動三輪自動車貸出事業における業務確立と販路開拓
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第７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

大阪府 こにや － トレーニング内容の充実と新規顧客獲のための広告宣伝業

大阪府 コーチング×武道魂 － 企業向け健康経営促進を目的としたサービスによる新規事業展開

大阪府 居酒屋　マリブ － 店舗全体の視認性を向上させ地域の新規顧客獲得を目指す事業

大阪府 株式会社シンエイ 9120901024003 ＨＰを活用した新規顧客開拓による経営リスクの分散化計画

大阪府 プティパ － 集客数を増やすためのホームページの作成

大阪府 有限会社庵月堂 2120002033570 甘味喫茶スペースの設置と当社商品の販売促進

大阪府 Ｏｎｅ　Ｌｉｇｈｔ株式会社 8120901038846 強みを効果的に発信し全国から集客できるＨＰにリニューアル！

大阪府 株式会社アズネット 6120001140736 ＩＴとクリーニング／リフォームを合わせ顧客獲得と単価アップ

大阪府 株式会社ＳＫＹリサーチ 1120901042268 あと少し！赤外線カメラ導入で目指せ業界ナンバーワン

大阪府 フルーツ奥田 － プレミアムフルーツで本当のスイーツを広げるプロジェクト

大阪府 株式会社ニューセンコーポレーション 1120901025149 ホームページリニューアルによる新規顧客の拡充と注力商品の拡販

大阪府 慈優株式会社 9120901043325 寺院への販路開拓を目指す映像の臨場感向上プロジェクト

大阪府 民間学童保育施設まめっこクラブ － コミュニティーカフェで地域の子どもたちを見守る民間の学童保育

大阪府 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｌｅ　Ｐｅｃｈｅ － 今後の販路拡大に対応する為の自宅内への製造拠点新設計画

大阪府 ショコラトリーアンドカフェ　トキ － チョコレートクッキー缶詰めギフトの開発および販路開拓

大阪府 Ｅ－Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ － 超小型ＡＣアダプタの販路開拓のための量産準備

大阪府 おばるさんの鶏ばる － ボードゲームスペース　ＵＲＡ　ＩＫＥＤＡ　ＢＡＳＥ

大阪府 ヨネマル商事株式会社 6120901039631 新商品「シューぞうり」の販促活動とパッケージの強化

大阪府 株式会社Ｗａｌｏｎｇ 8120901044126 スロープ設置・出入口改装による利用定員の拡大計画

大阪府 ねいるさろんふぃるど － ネイルパーツのネットショップ及びハンドエステサービス導入計画

大阪府 ＢＡＲＡＣＣＨＩＮＯバラッキーノ － 新規のお客様獲得のための低価格揚げピッツァのメニュー開発・提供事業

大阪府 みずは治療院 － 「自律神経に特化した整体」を提供し、新たな需要を取り込む

大阪府 井尾マッサージ整骨院 － ＨＰの開設及び看板のリニューアルによる新規患者の獲得。

大阪府 ＭＯＯＲ株式会社 5120101059506 ホームページリニューアルによる販路拡大

大阪府 キックオフ － 分かり易いメニュー表示と店舗改装で新規客を呼び込む販路開拓

大阪府 ヒトツナギ － ｗｉｔｈコロナ対応の個室付コワーキングスペースＣＯＭＭＵＮＥ

大阪府 サワノ技研 － 個人向け家具製作事業の実施に伴う販路開拓

大阪府 ノブ鍼灸ｓａｌｏｎ － ホームページ作成

大阪府 中村一貴税理士事務所 － 新ソフト導入による市場動向に合致した新規顧客獲得

大阪府 秦漢方薬局 － 近隣住民に健康啓蒙チラシを配布して新規顧客を獲得する事業。

大阪府 株式会社Ｅｍｉｔａ　Ｌｕｚ 4120001239381 若年層向けの販路開拓事業

大阪府 有限会社マインド・ピープル 2120002073105 Ｈａｃｃｐコロナウィルス細菌から命を守る衛生管理の重要性

大阪府 絹（ｓｉｌｋ） － ネイルサロンとして販路開拓

大阪府 灯花 － テイクアウト事業の為のＨＰ等制作及び真空包装機の購入

大阪府 株式会社ライトニング 1120001172800 車いすもウェルカム！様々人に配信のサポートをする配信コンテンツ制作

大阪府 シナジムくずは店 － 生活習慣病の予防や改善を目的とした新規会員の獲得
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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７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

大阪府 株式会社ＴＲＩＳＥ 9120001187849 『ホームページ作成　地域密着　一番店　アピール事業』

大阪府
エステティック　ジュビラン　Ｂｏｎｎｅ　ｃｈａ
ｎｃｅ

－ 新規顧客開拓のための広告宣伝活動

大阪府 エンテック株式会社 4120001196053 「ショールームイベント（塗装相談会）」を開催します。

大阪府 株式会社亀井千代次商店 1120001037714 家具販売店の販売効率向上と顧客認知向上のための店舗改造

大阪府 ＥＢＳ（ジョニーズビューティー） － サロンの認知度を高める為の集客

大阪府 スマイル英会話カフェ＆スクール － 次世代型英会話スクールのＰＲ強化と販路拡大

大阪府 スリミング＆ヒーリングサロンマカレイ － 販路拡大と利益率向上のための音叉療法の導入

大阪府 エスターナル株式会社 3120001222438 新規生徒獲得のための販路開拓

大阪府 加藤意匠製作 － 提案型デザイン受注のためのホームページ作成

大阪府 株式会社太陽音響 6120001152533 自社開発のアプリをＨＰにアップロードし、新規顧客を獲得。

大阪府 株式会社ワンライフ 2120001239689 「不動産『売却コンサルティング』周知による新規顧客獲得事業」

大阪府 株式会社ファクトリー 6120001184469 チンドン音楽の活用により、顧客層拡大を目的とする販路開拓事業

大阪府 香里さくら司法書士事務所 － ひとり暮らし高齢者に向けた、地域密着型安心提供サービス

大阪府 あん巣木工所 － 展示会出展によりオリジナル商品の認知度向上と販売促進を図る

大阪府 株式会社タカヨシ 6120001232921 ホームページや展示会を活用した事業者向けの新規販路拡大事業

大阪府 Ｈ＆Ｐ株式会社 7120001229124 法人営業力強化とＨＰを活かした地域への広告活動

大阪府 株式会社ＷｉｎｔｅｃａｒｅＪＡＰＡＮ 6120001230644 高周波温熱器と焦点振動器でスポーツ選手のサポートを行う

大阪府 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＯＮＥ 5120001240958 看板やチラシの作成と広告媒体活用による児童数の確保

大阪府 株式会社オカホーム 6120001243159 ホームページ作成、ポスティングチラシ、インターネット広告、看板作成

大阪府 肉ヤス － 店舗リニューアルで差別化を図る！

大阪府 和味（なごみ） － 極小店舗活用でテイクアウトと河内鴨料理をＰＲする販売促進事業

大阪府 セイコー自動車 － コロナに負けない。キッチンカーで売上向上計画！

大阪府 コウワ － プロモーション動画で販売促進！

大阪府 株式会社マイト 5120002044342 滑り止めＡＳＬ工法を当たり前に～電子×冊子によるＷＥＢ連携広告～

大阪府 大阪屋生花部 － 新規に法人向けに非対面での発注の為の、ホームページ構築する

大阪府 ｏｆｆｉｃｅ　ＣＯＮＦＥＩＴＯ － おしゃれな年配女性に衣料店でセルフホワイトニングを提供する

大阪府 あをい屋 － 古民家でリノベーションを体験できる事務所へ改修

大阪府 ココロホーム株式会社 1120101057199 新ホームページ及び広告物による『天然素材住宅』の販路拡大事業

大阪府 南海ケータリングサービス株式会社 3120101008464 食の多様性やＳＤＧｓの取組みがわかる画期的なＨＰ作成事業

大阪府 株式会社ジョイント 1120101053157 ホームページ等を通して自社事業の認知度向上に取り組む事業

大阪府 Ｔｏｎｅｕｐ☆Ｓｔｕｄｉｏ － 新たな養成コースの開校を周知する広報媒体を活用した事業

大阪府 株式会社ワクスクリーン 2120101063337 ＨＰの情報発信によるウィズコロナを勝ち抜く信頼構築事業

大阪府 合同会社トワイス 9120103003243 広報媒体の活用による認知度の向上ならびに販路拡大事業

大阪府 合同会社巣箱 5120103004055 高石市の特産品になる加工品開発により販路開拓に取り組む事業

大阪府 ｍｏｒｉｍｏｔｏ音楽堂 － 高齢者施設への新しいサービス提供の販路開拓

大阪府 湯淺香織 － 非接触サービスへの転換及びネットを活用した集客への取組
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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７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

大阪府 株式会社アクアライフサービス 6120901037404 ショールーム制作及び未曾有の事態でも対応できる適正な在庫管理

大阪府 株式会社Ｍ３６ドシー 4120901039550 居酒屋からワインが楽しめる食堂へ！コンセプト刷新で売上拡大

大阪府 美容鍼灸専門サロン３ｃｅｌｌｋ～ミセル～ － 美容鍼灸専門サロンとしてのブランド構築事業

大阪府 ｓｔｕｄｉｏ　ｅｍ － 東京・海外での出展とＰＲツール作成、ＳＮＳ広告による販路開拓

大阪府 株式会社ＳＯ－ＫＥＮ 1120901021478 「リアル体験型サンプル帳配布（照明付き）で販路拡大」

大阪府 有限会社ギミックス 9120002042540 ドローン空撮で新分野の販路開拓。

大阪府 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｓｈｏｒｕ － 看板メニューはブリオッシュコンジェラート！カフェ営業の開始

大阪府 にほん営業科学株式会社 2120901035923
物流資材・物流システム事業のＥＣ市場での新規顧客獲得のオンラインセミ
ナー事

大阪府 Ｆａｂｕｌｏｕｓ － ＨＰ作成及び改装による商品・サービスのＰＲ並びに販路拡大事業

大阪府 和玉竜也 － 新店舗での女性顧客獲得のための内装工事および販売促進事業

大阪府 城村自動車 － 自動車整備に関するワンストップ対応による受注増加の実現

大阪府 すずき鍼灸院 － 治療技術向上とその強みをアピールできるホームページ作成

大阪府 ＲＥＶＯＬＴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＣＹＣＬＥＳ － オリジナルパーツ商品を動画配信し、国内外へＥＣ販売と広告宣伝

大阪府 小辻ギター教室 － エレキギターレッスンの導入による新規顧客の獲得

大阪府 ひまり整骨院 － 最先端の水素吸入治療器を用いた往診治療サービス

大阪府 株式会社アライアンスバンクジャパン 9120001220840 自家消費型産業用太陽光発電分野へ参入に伴うＩＴシステムの構築

大阪府 サクラシザーズ － 刻印入りオンリーワンシザー製造サービス事業開始による販路拡大

大阪府 株式会社ウイズダムマネジメント 5120001130250 顧客目線に立った販売サイトリニューアルによる販路開拓事業

大阪府 株式会社Ｇｒｉｌｌｉａｎｔ　ＧＯＬＦ 2120901044511 オンラインシステム導入による既存顧客満足度向上と新規顧客獲得

大阪府 宮嶋珠美 － 課題を抱える企業に当事業の詳細を知らせるためのｗｅｂ開設

大阪府 株式会社ＳＳＫ 4120101049409 脱毛機器とアロマテラピーを用いた美容新メニューの構築

兵庫県 家具の至 － 木枠（椅子上部）の製造・販売

兵庫県 神戸サンゼン山手合同会社 8140003011056 リラクゼーションサロンのパーソナルトレーニングルーム併設事業

兵庫県 柿原行政書士事務所 － 第２種電気工事士技能試験セミナーによる集客

兵庫県 株式会社アズロード 3140001102638 パワーセル販売促進のための展示会出展

兵庫県 株式会社正興商会 4140001003570 宝飾品小売事業の開始による販路拡大と増収計画

兵庫県 株式会社キリン堂 3140001003258 遺品整理・生前整理の事業化による販路拡大及び増収計画

兵庫県 オリジナル美容室 － リラクゼーションセットメニュー提案を活かした販路開拓事業

兵庫県 株式会社小麦庵 5140001113369 公式サイト立ち上げによる受注動線の強化

兵庫県 デコット　高山りえ － 新事業のネットを通じた新規顧客獲得。

兵庫県 靴工房カワゴエ － 新開発した医療用装具靴の認知度を上げ、売上の向上に繋げる。

兵庫県 星と海 － 新メニュー認知度アップ、新規客開拓の宣伝広告と追加設備購入

兵庫県 明穏株式会社 7140001094871 縮毛矯正専門業務ケアをホームケア製品として製造しサロンへ卸業

兵庫県 有限会社魚祥 7140002017055
手軽に食育、おさかな屋さんのお魚を離乳食で食べよう！ＥＣサイトで販路拡
大

兵庫県 株式会社仁俊キャリア 5140001106819 インバウンド依存からの脱却、日本人顧客へのサービス開始計画

兵庫県 融点株式会社 5120001171245 オフィスを地域に開く「ＨＵＢＬＩＣオフィス」プロデュース事業

17 / 24 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７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

兵庫県 株式会社センターサービス 2140001023224 スポーツ施設向けの課題解決動画配信によるオンライン営業戦略

兵庫県 株式会社コーチングファームジャパン 1120001131244 組織開発コンサルタント養成講座の情報発信ウェブページ構築

兵庫県 ＵＰＲＩＳＥ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社 2140001123395 ＷＥＢサイト構築による販路拡大とオンラインサロン事業の展開

兵庫県 ｆｒｅｒｅ株式会社 1140001119139 自社ブランド靴をネット販売しＯＥＭ事業以外の販路を開拓する。

兵庫県 合同会社エースクール 3140003008619 雨でも負けない！いちじくの狩り園の施設整備による販路開拓事業

兵庫県 有限会社ヤノテクニカルラボ 2140002020880 ＣＡＤ／ＣＡＭ冠対応できる強みを生かしたＰＲによる販路拡大

兵庫県 有限会社トラスト 6140002026965 日本のモノづくりをＰＲするための３Ｄプロモーション事業

兵庫県 アルプスアート － コスプレ写真専門スタジオ認知拡大の為の積極的な広報活動

兵庫県 サンターリオＦＣ － みんなにサッカーの機会を提供したい！全国大会優勝者の挑戦

兵庫県 有限会社ザロケットゴールドスター 9140002021443 ザロケットゴールドスター世界進出計画

兵庫県 合同会社エンゼル 1140003015955 女性障害者グループホームの安全安心対策による利用者獲得計画

兵庫県 ＲＯＮＤＯ．ｙｍ － ＢｔｏＣ新規開拓の為のＥＣサイト制作と海外展示会の開催

兵庫県 畠田孝子行政書士事務所 － 労働集約型脱却！行政書士事務所ＢＣＰ一環として業務自動化推進

兵庫県 マヤ商事株式会社 9140001104158 メーカー直販ＥＣサイト制作とＷＥＢ広告でＢｔｏＣ非接触販路拡大事業

兵庫県 鮮魚と焼きとり酒場　花火 － ファミリー・若年層向け広報と割引券付きチラシでリピーター獲得

兵庫県 フロイラ株式会社 8140001114752 自社製品（医療用システム）の販売促進用パンフレットの制作

兵庫県 株式会社フルハウスミル 2140001118668 全国の工務店に対するターゲットＤＭによる耐震工事代理店の開拓

兵庫県 サンワクリーニング － 新たな洗濯機の導入による個人向けクリーニング売上向上の取組み

兵庫県 ３６９ｖｉｌｌａｇｅ － 自然農果樹等を原材料としたオリジナルな商品展開による販路拡大

兵庫県 株式会社ＳＰｉＣＥ－ＵＰ 6010901024867 ハレルヤグラフィックシート認知度向上のための展示会出展

兵庫県 五島農園 － 有機農法等を強みとした販路拡大のための増産体制の構築

兵庫県 明生国際株式会社 4140001115580 商品と対応の改善による稼働率の向上と新規顧客の獲得

兵庫県
株式会社ＫＫＭフィルターハウジング製作
所

6140001123342 《　看板設置による顧客利便性の向上と営業力の強化　》

兵庫県 株式会社ナカタ 5140001025341 ラグジュアリーな時間を提供するための多機能施術台の導入

兵庫県 にじ整体院 － ウェブサイトとスマートフォンアプリによる新規顧客の開拓事業

兵庫県 株式会社ＳＲＭ 4140001112462 自社オリジナルＨＰ作成による新規販路開拓事業

兵庫県 アップルハウス － 新販路開拓＆既存顧客のコミュニティ化事業

兵庫県 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｉｍｉ － 顧客カルテのデータベース化で個別提案力の向上と顧客満足の追求

兵庫県 アベクシーラ株式会社 5140001122015
心も身体もスッキリできる！！新たなサロン「生前整理活動の普及と新規顧
客の獲得に向けて」

兵庫県 合同会社リノワ 1140003011723 クラウドファンディングからの販路開拓と認知度ＵＰ

兵庫県 株式会社円や 4140001027958 飾り蹄鉄の売上向上にカタログ・ＥＣ事業を活用した販路拡大事業

兵庫県 株式会社甲南医療器研究所 5140001032791 横になって食べる完全側臥位法の普及とサポート商品の販促

兵庫県 スペースクリエイティブ株式会社 6140001108392 ホームページ作成により自社での直接受注増を目指す

兵庫県 株式会社あつみ事務所 7140001116634 オンラインセミナー配信による集客・販路開拓・サービス提供体制の構築

兵庫県 ＳＥＣＯＮＤ　ＨＯＭＥ － オーダーメイド学習塾としての認知向上・新規生徒獲得計画

兵庫県 Ｄａｈｌｉａ － みなと神戸におけるテイクアウト事業・ＨＰによる情報発信計画
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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

兵庫県 Ｅｂｂｉｎｇｈａｕｓ　Ｓｔａｔｉｏｎｅｒｙ － 展示会出展など広報による認知率向上計画

兵庫県 ｇｏｒｉｙｏｇａ － 体験レッスン受講者からの新規顧客獲得計画（月間３０名）

兵庫県 美肌専門店Ｓｗｅｅｔ　ａｌｙｓｓｕｍ － 地域に密着し、兵庫区一番の店舗に向け「新規顧客獲得計画」

兵庫県 Ｓａｌｏｎ　ＫＯＺＡ － 新規顧客獲得のためメニュー開発、販促計画

兵庫県 株式会社ＰＥＴＩＰＡ 3140001086410 保育者の為のダンス振付教材動画の制作とダウンロード販売

兵庫県 きんばら社会保険労務士事務所 － 助成金に強い女性社会保険労務士の訴求事業

兵庫県 株式会社トータルリンク 8140001092635 重要資産管理のＤＸ化事業立上げの為のＨＰリニューアル事業

兵庫県 合同会社ＧＵＮＳＨＩ 9140003015980 クラウド上で体型的にＷＥＢ戦略を学べるサポートシステムの開発

兵庫県 株式会社神戸みなとオフィス 6140001118945 ホームページとリーフレットを用いた効率的な集客の実現

兵庫県 株式会社Ｓｐａｒｋｙ　Ｂｏｘ 8140001119636 ＹｏｕＴｕｂｅとホームページを用いた効率的集客の実現

兵庫県 エクリュ － 新たな顧客層に新商品でアプローチ　オンラインショップ第２の柱に

兵庫県 ｆｏｒ　Ｔｏｍｏｒｒｏｗ株式会社 6010401159379 自社着物ブランドの越境ＥＣ　開設とＳＮＳ販売による販路拡大

兵庫県 Ｍｕｓｉｃａ　Ｐｒｅｓｅｎｔｅ － サービスの認知度向上と顧客獲得計画

兵庫県 クレスト株式会社 7140001123663 ＳＮＳ×ネットショップによる台湾直輸入バイクパーツ販売事業

兵庫県 株式会社シークレフ 2140001122463 ＡＩ分析導入による効果の「みえる化」で顧客の定着化と販路開拓

兵庫県 居るデザイン － オンライン商談ができる、バーチャル展示会事業

兵庫県 株式会社アレス 4140001022372 高機能特許素材を活用『コロバニィウェア』製造販売卸事業

兵庫県 神戸おばた税理士事務所 － デジタルマーケティングを活用した税理士事務所の顧客開拓戦略

兵庫県 株式会社リフォーカス 3140001110401 デジタル機器の使い方や活用方法に関する動画コンテンツ制作

兵庫県 エピクシップ株式会社 7140001122558 医師が企画する研究副業プラットフォームの登録者数増加大作戦

兵庫県 Ａｘｉｓ．ｏｖ－Ｆｉｌｍｓ株式会社 6140001124555 ホームページ作成と映像制作のクオリティ向上

兵庫県 有限会社エーシン産業 6140002004203 新商品の開発及び販路拡大計画

兵庫県 ＰｉｌａｓｔｒｏＨａｉｒ － ＵＦＢ及び炭酸泉機器導入による炭酸泉ヘッドスパメニューの提供

兵庫県 ワサビ株式会社 9140001034248 ＩＴ技術を活かしたオンラインでの空き家問題解決で地域活性化

兵庫県 シトロンベベ － ホームページリニューアルとＤＭ発送による集客アップ

兵庫県 ル・ブラン － 七五三から成人式まで使える和装ヘアアクセサリーの販路拡大計画

兵庫県 株式会社井原商店 4140001006210 ステーショナリー（文具）セットウェブ販売事業

兵庫県 株式会社蛮海 7140001023896 新たなる関西風こなもん料理だしとろ焼きの認知度向上と販路開拓

兵庫県 産後ケアハウス杉原 － マホ世代のママに向けた産後ケアハウスの認知度向上計画

兵庫県 セイカ － フルハンドメードオーダー靴を訴求するホームページの開設

兵庫県 新日本設計株式会社 3140001059341 ホームページ導入による新サービス提供及び情報発信強化事業

兵庫県 ヒロデン電気設備 － ＨＰ作成によるオール電化工事の受注数向上と若年層の取り込み

兵庫県 ムロ健康院 － 新たな顧客へアプローチするための広報ツールの作成と活用

兵庫県 株式会社ビビッド 2140001064185 地域での健康部門（新事業）の認知度を上げるための戦略

兵庫県 弁護士法人ひいらぎ法律事務所 8140005021607 ホームページのコンテンツの充実化による潜在客の掘り起こし

兵庫県 株式会社ＡＦＴＳＲ 3140001122933 障害者雇用に理解ある企業と障がいがある方の求人マッチング
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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７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

兵庫県 オフィスムー － 手持ちの洋服リメイク＆在庫商品に付加価値プラスでリネーム再販

兵庫県 割烹　白瀬 － 日本料理店による菓子パッケージ・リーフレットデザイン

兵庫県 喜楽堂　鍼灸整骨院 － ウィズコロナに女性が安心して来院していただける環境づくり

兵庫県 ｆｕｋｕｆｕｕ － 自習室の開設と学生対象の美術課題指導による新規生徒獲得

兵庫県 株式会社常葉不動産 7140001116163 チラシポスティング＆不動産査定サイトによる更なる新規顧客開拓

兵庫県 ヒフミアーキテクツ － 他社と差別化を図った家づくりの提案と、コミュニケーションを図る場の創設

兵庫県 ｋａｍｉｋｉｒｉｙａ － ドライヘッドスパをメインにしたリラクゼーション併設型美容室

兵庫県 株式会社剛建組 3140001123502 オンラインとアナログ営業の連携による販路拡大事業

兵庫県 代谷興業 － 旧車好きのためにこだわりのチューンナップ部品を販売

兵庫県 ＪＡＣＫ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ　ＳＵＰＰＬＹ － 店舗名及び事業内容を明記した看板設置、ショップカード作成

兵庫県 株式会社ＺＥＲＯ 8140001124495 窓ガラス用遮熱商品のＰＲとＥＣサイトの活用による販路拡大

兵庫県 株式会社丸彦質舗 3140001051414 ＷＥＢサイトを再構築し、新たな客層の獲得を目指す。

兵庫県 リフレッシュカット武庫之荘店 － 店舗内ソーシャルディスタンス化、感染防止対策ＰＲ事業

兵庫県 株式会社キャン 6120901017785 電気自動車は当店へ！地域密着型ＥＶ受電設備の設置・発信事業

兵庫県 キッチン＆カフェエマーブル － 地域の子供たちへ！野菜を使ったオリジナルソフトクリームの販売

兵庫県 有限会社長堂装飾 5140002045231 リフォーム技術を活かした高精度な住宅リペア事業による販路拡大

兵庫県 株式会社カイタクホーム 7140001120801 「カイタクホーム」をよろしく！新規拡大のための販路開拓事業！

兵庫県 株式会社プレリンク 4140001122718 一人暮らしの高齢者に寄り添う！２４時間体制の介護サービス

兵庫県 有限会社柏木鉄工 7120002023716 「端材を有効活用した販路開拓・オリジナル製品の開発販売」

兵庫県 ワンデイサービス － 室内ドッグランの強みを活かしたワンちゃん預りサービスの展開

兵庫県 ＹＨパートナーズ － おうち時間＆美容を楽しむ女性へ！韓国コスメ、雑貨の販路開拓

兵庫県 ＣＯＲＯＮＡ株式会社 8140001108333 固定観念を取り払う！新たな選択肢になるＣＯＲＯＮＡの新戦略

兵庫県 有限会社サカイ工房 3140002044573 オンライン商談と外構整備でイメージ刷新！！新規顧客獲得事業

兵庫県 Ｂｅｅ’ｓＫｎｅｅｓ合同会社 8140003016071 自由診療用のクラウド型電子カルテ管理システム導入

兵庫県 毎日屋クリーニング店 － わかりやすくて便利な店舗へ・・・視認性・利便性向上大作戦！！

兵庫県 有限会社エマート 8140002043232 新ジャンルの商品開発と販路拡大のための展示会出展

兵庫県 丸美化成株式会社 5140001051478 安全性に特化した抗アレルゲン抗ウイルス抗菌加工剤の新製品開発

兵庫県 協和建物管理株式会社 4140001000295 ビルメンテナンス業の強みを活かした光触媒抗菌事業の販路開拓

兵庫県 よつば行政書士事務所 － 建設業におけるドローンの利活用提案による新ビジネスの展開事業

兵庫県 土井ピアノ教室 － 仕事帰りでも通える！平日夜のピアノレッスンによる販路拡大！

兵庫県 株式会社ＳＴＫ 3140001119467 ホームページ開設とＳＮＳ等を活用した元受け事業の販路開拓

兵庫県 入口克彦税理士事務所 － ＨＰ・看板・ロゴで事務所をＰＲし、新規顧客獲得につなげる

兵庫県 有限会社吉田建装 5140002043086 機能性塗料と塗装ソフトを使った新たな塗装作業の販路開拓

兵庫県 合同会社エスナ 7140003009877 殺処分ゼロを目指す！小動物マッチングサイト構築による販路開拓

兵庫県 ＲＥ＇ＶＩＡ　Ｆｉｔ － パーソナルジムの独自性を強化・ＰＲしお客様に美と幸せを

兵庫県 株式会社神姫住宅産業 7140001037277 地域の不動産オーナーへのアプローチ拡大！相続Ｗｅｂ集客の開始
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兵庫県 ＬＵＡＮＡ － ＨＰの作成による効率化と販路開拓事業

兵庫県 株式会社Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｇｒｏｏｖｅ 8120101062291 ホームページの作成、認知度の向上・集客

兵庫県 株式会社木下設備 2140001117901 トイレ和洋リモデル事業で兵庫県ＮＯ１店を目指し売上拡大を図る

兵庫県 くつろぎ処　花くま － 地域コミュニティカラオケ居酒屋のユニバーサルデザイン化計画

兵庫県 Ｈｅａｒｔ　ｗａｓｈ　ｐｈｏｔｏ － 幼稚園・学校との継続契約による事業安定化計画

兵庫県 神戸引越流通株式会社 6140001037947 業界初の完全非対面見積りシステムで売上アップ

兵庫県 Ｒｅａｎｄａ － お客様の髪質改善！ＵＦＢで顧客ターゲットの拡大！

兵庫県 Ｌ’Ａｌｉｃｅ　ｅｙｅｌａｓｈ＆ｎａｉｌ － Ｌ’Ａｌｉｃｅが解決！美しい目元手指を叶える商品開発販促計画

兵庫県 株式会社アドゥ 6140001071649 カーテンの販促活動をおこない新規顧客獲得による売上向上

兵庫県 株式会社シンキチ 6140001115769 販促強化による店舗の認知度アップ対策

兵庫県 ｓｏｍｅ：ｔｅｃｏ － 染色商品のコラボ商品の開発及びブランディング強化事業の推進

兵庫県 ｉ－ｉｎｅｗ － 新規代理店獲得のための販路開拓事業

兵庫県 Ｐｉｌａｔｅｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　４Ｐ’ｓ －
女性の真の美と健康に貢献するピラティススタジオの顧客満足向上と認知向
上

兵庫県 Ｍｅｌｌｏｗ． － ＯＭＯ（オンラインとオフラインの融合）に向けた販路拡大展示会

兵庫県 株式会社ウィング 1140001074037 子ども達や保護者の笑顔と幸せを応援支援する事業

兵庫県 有限会社稲上商事 9140002055417 西宮市ふるさと納税返礼品業に参画することで売上強化を計る。

兵庫県 有限会社エルランド 8140002055913 フォトウェディング事業展開による、販路拡大と生産性向上の取組み

兵庫県 よしもと行政書士事務所 － ＡＩ翻訳機（テキスト、音声）による販路開拓

兵庫県 株式会社エンブレス 9140001070350 新事業「人と地域に豊かさを創造するパイン会計」

兵庫県 株式会社グロースインターナショナル 6140003009845 インターネット集客によるライブ配信者紹介事業の拡大

兵庫県 國川ペン字・習字教室 － 大人をターゲットとしたブランド力強化事業

兵庫県 クルーシュ － ＵＦＢによる頭皮改善予防！ヘッドスパ導入で顧客満足度ＵＰの実現

兵庫県 株式会社Ｔａｂｌｅ　ａ　Ｃｌｏｔｈ 7120001212385 世界の朝からＧｏｏｄ　Ｍｏｒｎｉｎｇ！　旅するクッキングスクール

兵庫県 ＢＥＳＣＥＮＴ － ヒト幹細胞とオールハンド技術の周知・集客のための顧客獲得事業

兵庫県 株式会社ソゾタス 6140001122237 新規事業の開始・既存事業の販路開拓・生産性向上による収益拡大

兵庫県 ワン香櫨園 － 店舗改装による集客の増強

兵庫県 株式会社ピクニック 3120001168350 集客の為のリスティング広告の出稿

兵庫県 株式会社池田保険事務所 8140001067934 リモート営業を伴う新規保険販売事業

兵庫県 有限会社赤木庭園 5140002055478 『赤木へＧＯ！』お客さまが　”動く”　広報活動

兵庫県 Ａｒｔ卓球場 － 高機能マシン導入、ＨＰの一新・ネット予約導入による生産性向上

兵庫県 株式会社アスコ 8120901018856 新ＥＣサイト（基盤・小型家電の販売）の立ち上げによる機能追加

兵庫県 Ｍｏｎ　Ｎａｔｕｒｅ － 展示会出展によるＢ　ｔｏ　Ｂ販路開拓と認知度向上の為の動画作成

兵庫県 ボディケアサロン２ｄｏ１ － ◆生体電流機器の導入と新メニューによる客単価ＵＰを目指す

兵庫県 三木鍼灸整骨院 － ホリスティックプログラムと開業支援事業の周知・広報事業

兵庫県 株式会社カラーリスタ 8140001117169 高齢者見守りサービス「みまもる」で、家族の不安を安心に変える

兵庫県 やまもと行政書士事務所 － 事業継続計画（ＢＣＰ）・知的資産報告書等の周知と支援サービスＰＲ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７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

兵庫県 アトリエ藁 － ストロ－ベイルハウス（わらの家）の広報活動と制作基盤作り

兵庫県 株式会社寺尾自動車 2140001075496 夜間営業開始・タウン誌掲載による新規顧客開拓と認知度向上

兵庫県 カットインスペースヨコタニ － 高齢者や障がい者にやさしい店づくり事業

兵庫県 苺いちえ － 集客増加の看板設置と防寒対策をして一年中ジェラートを楽める場所にする

兵庫県 万るやま － 美味しいお食事とともに快適空間もご提供計画！

兵庫県 株式会社ｍｕｎｉ 2140001119476 米ぬか酵素足湯の設置による足揉み事業の集客効果の向上

兵庫県 エスマル設備工業 － 地域密着リフォーム事業の拡大と新規顧客開拓

兵庫県 三木工業材料株式会社 4140001036249 一目で三木工業材料を理解できる看板設置で優良顧客獲得事業

兵庫県 オフィスモリタ － レーザー加工機による高付加価値な特注ノベルティ市場の開拓

兵庫県 グリーンアワジ株式会社 5140001084676 個人邸造園施工他ニーズの受注による販路拡大

兵庫県 ＫＪ － ホームページを制作し販路拡大　販売強化　売上向上

兵庫県 島育ち青果 － 時代にのれ！！ホームページＥＣサイトを用いた販路開拓

兵庫県 ラララ － 自然栽培の農産物や加工食品等のＥＣサイト販売

兵庫県 岸本登記事務所 － 新規利用顧客開拓のためのホームページ開設

兵庫県 ラ・ヴェッタ株式会社 3140001114781 公式・直販サイトで拡散と販売、リモート商談で海外も視野に

兵庫県 有限会社ワイズエンタープライズ 6140002046567 専用プリント機器を導入してキャディバッグ製造の受注拡大を狙う

兵庫県 Ｐｈｏｔｏ＆Ｄｅｓｉｇｎ　Ｔａｋｕｍｉ － 知識、技術、経験を活用した事業、新規顧客から企業案件も獲得

兵庫県 司法書士丸山雅史事務所 － ウインドウサインによる潜在顧客獲得計画

兵庫県 Ｂａｍｂｏｏ　Ｆａｍ． － 竹伝喜を活用した放置竹林への活動及び生産性向上の為の環境整備

兵庫県 Ｓ＆Ｎ － 本棚から始まる「本」と「焼き菓子」のマッチング販売戦略

兵庫県 未来創造舎 － オンライン造形教室とウェブ事業による販路開拓

兵庫県 ＩＲＥＮＥ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＳＣＨＯＯＬ － 英語教育を学ばせたい子育て世帯へチラシ・ＷＥＢ広告を活用した販路開拓

兵庫県 ｔｅｄ株式会社 3140001120400 自社ホームページ作成による新たな販路開拓

兵庫県 株式会社ゼブラグリーンズ 6140001123821 スマート農業を駆使した機能性トマトの普及事業

兵庫県 ヘアールーム和らく － 加古川市初！ウルトラファインバブルで瞬間美髪！

兵庫県 植村農機株式会社 1140001076082 確実な販路開拓に繋げるためのライスセンター事業の強化

兵庫県 株式会社小林電機商会 7140001123705 ホームページを新設してエアコンの購入⇒設置をアピールする

兵庫県 お食事処いづみ － 超急速冷凍によりお客様との絆も鮮度もカチンコチンで逃がさない

兵庫県 別府金型有限会社 2140002062535 ＨＰリニューアル・看板・チラシによる相乗効果の販促宣伝活動

兵庫県 ＩＫＯＲ － 新規顧客獲得に向けたホームページによる広報活動

兵庫県 宝塚音楽アカデミー － 宝塚音楽アカデミー１０周年記念事業

兵庫県 有限会社オフィスコヤマ 5140002067820 下半身体感強化型踏台ゴルフ練習器具、エックスシフトの開発計画

兵庫県 高田祐一郎税理士事務所 － ウェブサイト制作による顧客獲得と非対面ビジネスモデルの確立

兵庫県 アイディア研究舎 － ホームページリニューアルと地域特産品開発

奈良県 株式会社マルジュ 3150001002234 店舗壁面看板の刷新による新規顧客獲得

奈良県 株式会社カシワラ 6150001000474 工場内照明整備による生産性と商品価値の向上

22 / 24 ページ
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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

奈良県 美容カイロエステネージュ － 出張施術への対応のための設備投資と施術院改修工事

奈良県 喫茶フランス － メニュー等拡充による新規顧客定着および環境改善事業

奈良県 企業カウンセリング「サポート」 － 働きやすい社会を作る、オンラインを活用したカウンセリング事業

奈良県 合同会社奈良あゆみ企画 7150003002567 誘客に繋がる「奈良の女将ブランド」商品の開発と販路拡大

奈良県 株式会社トライズオート 7150001022443 調色カメラの導入により時間短縮　より良いサービスの提供

奈良県 テーラークスハラ － 顧客満足度向上での売上増と新規のお客様の集客に向けた店舗改装

奈良県 筆文字工房　夢有樹 － 夫婦だからできる精神充足の「アート書ワークショップ」展開

奈良県 Ｌｉｍａ　Ｌｉｍａ － 「高齢犬市場を見込んだ施設改装と新サービスの提供」

奈良県 辨天整骨院 － トレーニング設備の導入とＨＰ構築！新規顧客開拓で売上拡大事業

奈良県 三五夜 － 【茶房オープンによる売り上げ拡大計画】

奈良県 有限会社鹿鳴堂薬局 6150002002239 ペット向け化粧水の企画販売による新たな販路拡大

奈良県 合同会社アーク 3150003002166 ホームページ等の広報活動による新規顧客獲得及び販路開拓計画

奈良県 イーマネジメント株式会社 1150001023744 効率的な募集と安心して問合せできるコーポレートサイト制作事業

奈良県 株式会社青龍 4150001024681 看板設置、広告宣伝による事業認知度の向上、新規顧客の獲得

奈良県 稲葉造園木材合同会社 6150003001974
新規顧客開拓事業　予算と要件に合わせ適切なターゲットとアプローチを展
開します。

奈良県 有限会社まゆ 6150002002420 着物の自社ブランド商品開発・販売による客単価向上計画

奈良県 ラッコラ － 店舗所有による生産力向上、安定供給、新商品提供にて売上拡大

奈良県 ＷＡＴＯＭＥ － 帯締めを、「簡単に美しく収納する留め具」の開発、販路開拓

奈良県 ＳＩＡＭＤＯＬＬ － 猫と過ごす住空間／ＨＰ作成・広告宣伝・展示会による販路開拓

奈良県 株式会社グローバルスマイル 3120901034172 Ｙａｈｏｏ！ショッピング新規出店とＰＲ活動による販路拡大事業

奈良県 菜宴 － 若き洋食シェフによるスープ商品の販売拡大への挑戦

奈良県 サトーヌードル合同会社 9020003009557 廃棄ガラ飼料で養殖した「ラーメンコオロギ」で美味しいラーメンを作る

奈良県 株式会社ナラテック 7150001021734 切削工具等の潤滑皮膜処理事業の販路開拓を目的とした展示会出展

奈良県 やぐゆぐ道具店 － ＣＡＤソフト導入による精度の高い図面提案とＨＰ更新で顧客獲得

奈良県 ミムロデザイン － 広告運用代行とマーケティング提案の定額制プラン

奈良県 まほろのディアブルーイング株式会社 6150001019845 贈答品用商品の開発とネット販売による新規顧客の開拓

奈良県 Ｌａ　Ｒｅｉｎｅ － 地域の活性化を目的とした男性向け脱毛事業による販路拡大の戦略

奈良県 株式会社浅利工務店 2150001012275 販路拡大に向けたホームページの作成事業

奈良県 バイクショップＹ’Ｓ － バイクリフトの増設とその効果を成功に導く。

奈良県 ｎｉｃｏ － ストレスに負けるな！コロナ禍の「心と体のトリートメント」販促事業

奈良県 アストロ商事 － ウィズコロナ時代を快適な事務用品でサポートする為の販売促進

奈良県 株式会社ケイトライアル 2150001022191 ホームページの構築による、新たな時代に適応した営業活動

奈良県 ＴＯＴＡＬ　ＣＡＲ　ＰＲＯＤＵＣＥ　ＲＯＯＴＳ － 特定整備及び認証工場資格取得

奈良県 ナチュラルケアリーフ － きれいな目元を届ける「まつげエクステ出張サービス」事業

奈良県 Ｃｏｎｓｐｉ － 新事務所の駐車場整備・会社内容看板作成設置による販路開拓事業

奈良県 ＳＧ　ｃｒａｆｔ － 高性能カメラ機材による県の魅力を全国に発信・認知度向上事業
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和歌山県 Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｒｆ － 潜在顧客を逃さない！新規ＥＣサイトと新規自動予約システム製作

和歌山県 株式会社清悟工務店 2170001016101 ホームページ活用を核とした一般顧客向け販売拡大施策の展開

和歌山県 有限会社鮮魚の達人 2170002003940 「鮮魚部門」に加え「総菜部門」にも！新たな販路に挑戦！

和歌山県 株式会社ライズ 5170001003071 販路拡大の為の非対面内覧システムの構築事業

和歌山県 焼きいもスタンドＢ．Ｓ．Ｐ．Ｂ － 天然素材とＣＢＤ配合グミの製造・販売事業

和歌山県 カイロセラピーサロンアンジェ － 新規男性顧客獲得と店舗ＰＲによる売上向上

和歌山県 株式会社市原商店 6170001005026 ホームページの開設により新しい販売方法を周知いいただく計画

和歌山県 風神莫大小株式会社 2170001002828 インフルエンサーと連携したＳＤＧｓ配慮アクセサリーの企画とＥＣ広報事業

和歌山県 ポプリの森 － 木のおもちゃの商品カタログ製作と保育施設へのＤＭ送付

和歌山県 ２１９＿７ｒｏｏｍ － 癒しを提供する新サービスの開始＆認知度向上で新規客の獲得強化

和歌山県 竹田工建株式会社 5170001004318 ホームページの一新により新事業への訴求力向上を図る

和歌山県 おおにし整骨院 －
お子様からご高齢の方まで安全に使用できる非対面型の物理療法機器の導
入

和歌山県 髙瀬鍼灸整骨院 － 完全予約制整体院を併設・新料金体系の告知による患者獲得

和歌山県 寺下商店 － ポストコロナの時代を勝ち抜く設備投資の実施

和歌山県 カイナンスポーツ － フレキシブルなスポーツウエアプリントサービスの内製化

和歌山県 割烹　千成 － 新規顧客拡充・店舗の周知・テイクアウトメニューの販売強化

和歌山県 ＥＮＴＥＲ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ田辺 － 販路開拓のための店舗移転、及びリニューアル

和歌山県 株式会社成田総研 8170001016459 一般家庭用エアコン掃除グッズのセット販売計画

和歌山県 千品　喜嗣 － シェア工房を活用した木製品の販路開拓

和歌山県 和美場くいしんぼう － 地酒と地産の愉しみ方、ウィズコロナを見据えたプロモーション

和歌山県 福田自動車 － ワンランク上の高品質な鈑金塗装修理をする事業

和歌山県 徐福寿司 － ご当地グルメ商品のネット及びギフト販売強化による売上拡大事業

和歌山県 しの友呉服店 － 撮影技術の向上と写真スタジオの認知度向上を図った広報活動

和歌山県 カゴタ商店 － 紀伊水道の海の幸を骨取加工し真空パックで販売

和歌山県 株式会社リーフレスト 6170001015181 施術スタッフ増員に伴う集客と売上向上のための施策

和歌山県 トリプルＡ改善英語塾 － 英語力改善・売り上げ改善・顧客満足度改善のトリプル改善作戦

和歌山県 アットプリント － ホームページ更新に纏わる写真や映像撮影をより身近により安価にご提供

和歌山県 みのしま式服店 － 貸衣装業だけじゃない！撮影新プラン導入で新規顧客アップ事業

和歌山県 十二郎 － 無線機導入により漁獲量確保およびＢｔｏＣ販路拡大事業

和歌山県 ＣＯＬＯＲＦＵＬ － 海産物＆農作物の＂和歌山ならではのローカル商品＂提供事業
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