
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４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 鴇田金管奏法教室 － オンラインレッスンと教材動画の販売、ＨＰ改修による販路開拓

茨城県 株式会社新興自動車整備工場 5050001001228 ＩＴ導入により、作業の効率化を図り、新規顧客の獲得を図る。

茨城県 エヌネットワークス － オンライン営業受注体制の確立による新規顧客獲得及び感染対策

茨城県 有限会社井坂自動車 5050002000328 茨城から全国へ！「アウトドア用軽トラック幌・ＣＡＲＶＯ」の販促

茨城県 有限会社大洋物産 2050002002013 欧州調キッチンカーによる新たな焼き鳥消費スタイルの提案販売

茨城県 大衆酒場　志音 － テイクアウトＷＥＢ予約で茨城の「美味しい」を食卓にお届け！

茨城県 神山商店 － 太陽光パネル洗浄設備導入による受注拡大と顧客満足度向上の実現

茨城県 有限会社アーキレイ 2050002006360 オリジナル商品のネット販売と作業効率をあげた明るい店舗作り

茨城県 株式会社ＳＭＩＬＥＰＯＰ 2050001006510 オンリーワンの新商品製作で新規顧客を開拓

茨城県 Ｐａｒｔｅｎａｉｒｅ　ｂｅａｕｔｙ　ｓｔｕｄｉｏ － 顧客と店の繋がりを深める広告型アプリの導入

茨城県 さくらやま鍼灸整骨院 － 「トレーニングと治療をミックスした新メニュー」の実施とＰＲ

茨城県 合同会社ネコノテ 3050003005303 新たに取り組む介護事業サービスをＰＲし販路開拓に取り組む事業

茨城県 洋食屋　花きゃべつ － 受注増によるプリンの生産体制強化とさらなる販路の拡大

茨城県 株式会社ＡＩＳ 4380001019972 質の高いサービスで同業他社との差別化を図り、販路拡大を目指す

茨城県 ＣｕｔＨｏｍｅＯＡＳＩＳ － カラーのにおい問題解決とＩＴ化で選ばれるサロンを目指す！

茨城県 Ｓｕｎｎｙ　ｓｉｄｅ － 自社ＨＰで独自のカラー技術を訴求し新規顧客を獲得する

茨城県 ｅｖｅｒｉｖｅｒ．ｓｏｌ株式会社 2050001045013 自社ウェブサイトの作成

茨城県 株式会社パパメイアン 1050001042985 ＩＴ活用で販路拡大とそれに伴うパッケージの開発

茨城県 Ｒ－ｏｎｅ － アナウンサーによるお手軽プロモーション映像制作業務

茨城県 有限会社双葉タクシー 4050002004057 顔なじみのドライバーに気軽に相談できる住まいのサービス

茨城県 株式会社カツラギ有功社 1050001000720 ご当地名物の即席めんをＨＰを使い全国へ発信！

茨城県 株式会社トリム企画 8050001046328 全集中！！ホームページ活用！新規顧客開拓

茨城県 ラウンジｆ － 快適空間を目指すラウンジの新たな挑戦と癒しのサービス

茨城県 Ｒｉｎｇｓ　Ｔｗｉｃｅ － ホームページの開設と音響装置の高音質化、内装の高品位化

茨城県 有限会社横瀬 8050002012436 コロナに負けない！プチ贅沢需要に応える惣菜商品の販売強化計画

茨城県 フルールピアノ教室 － 「ピアノｄｅ脳活メソッド」による認知症予防・情操の涵養

茨城県 ＫＡＮＥＴＡ － 皮むき器の導入によるバリエーションの拡大による顧客の新規獲得

茨城県 インドキッチンドラゴンカレー － 店舗メニューの冷凍カレー化とＥＣサイトによるネット販売事業

茨城県 ヘアーサロン・ベル － 総合的理容サービスの充実化及び感染防止対策の強化

茨城県 合同会社ホウショウ総研 8050003005208 学術・専門書に特化したクラウドファンディングサイトの構築

茨城県 居酒屋やまとや － 新しい味とサービス、安心を提供する店をアピールする看板設置

茨城県 マルベリーくだもの本舗 － 脱フードロス！無駄なく果物の魅力引き出す商品開発及びＰＲ強化

茨城県 栗原工務店 － ＨＰを利用した顧客対応、情報発信体制の大幅強化及びＰＲ強化

茨城県 株式会社いなせ 4050001013199 自宅で簡単！衣装シミュレーションサイトの作成

茨城県 株式会社ｆｏｒｅｓｔ．ｄ 9050001047589 ＨＰでランドリーの特徴をＰＲ！地域での認知度を上げて販路開拓

茨城県 株式会社イーズ企画工房 8050001010928 憧れのデザイン住宅をリーズナブルに！オーダーメイド住宅の提案
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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

茨城県 ビューティつぼの － ジェットスチーマー導入によるサービスの向上と新規顧客獲得

茨城県 有限会社桃里 2050002024908 高齢者や障害者などを中心とした新規顧客獲得への取り組み

茨城県 株式会社ＧＬＯＢＥ 4050001019205 販路拡大の為にイメージを一新するカタログ、チラシ、ＨＰ作成

茨城県 ＴＳＵＢＡＫＩカフェ － 食生活を根本から改善する料理教室プログラムおよび商品開発事業

茨城県 ヴォーロレジェンダ － 顧客情報の効率化、予約機能向上によるスタイリストの売上向上。

茨城県 株式会社照山商興 8050001040900 ホームページの活用による透明性・信頼性向上による販路の拡大

茨城県 株式会社森正工業設計 9050001023788 新規事業としてのペット用品の開発・販売と販路開拓

茨城県 さくら葬祭 － 霊安室まわりの改修によるクリーンなイメージアップと防犯の向上

茨城県 エグチコーポレーション － 店舗の既存ガラス張り厨房を改装しテイクアウト専門店とする

茨城県 ヘアーサロン松本 － 高齢者にも安心安全のリラクゼーションメニューでリフレッシュ

茨城県 有限会社クボタ建築設計事務所 7050002015167 ３ＤＣＡＤソフトウェア導入による作業効率の３０％改善

茨城県 ＪＮＩテック株式会社 4050001012928 組立用パーツの新製品開発販売によるＤＩＹ・建築業者の顧客開拓

茨城県 有限会社内田基礎工業 8050002014738 ウチャコガーデンのブランド化によるエクステリア事業の拡大

茨城県 中島整骨院 － 「心のバリアをもみほぐす」癒しの空間と新メニューの提供

茨城県 いざっく羅夢 － 高齢者の需要に対応した昼カラオケ営業の開始

茨城県 株式会社三友企画 2050001031442 ＣＴＩ導入による保険の電話募集システムの構築による生産性向上

茨城県 有限会社榎戸板金商会 8050002041864 個人向け新サービス開発周知と、オンライン受付体制の構築

茨城県 カイロプラクティックサロンＦＩＮＥ　ｂａｓｅ － 幅広い顧客層の獲得のための施術環境の整備及びＰＲ事業

茨城県 有限会社小川ししゅう店 8050002041897 あなたの「思い出」を刺繍に！世界に一つだけの刺繍で販路拡大

茨城県 ｔｓｕｎａｇｕ － 美のワンストップサービス提供で未来の美へｔｓｕｎａｇｕ施術法

茨城県 Ｆｒｅｅｌｉｆｅ － ＬＰとＳＮＳのフル活用による新規の瞑想メンバーの開拓

茨城県 有限会社サウンドウェーブ 2050002008415 ＬＰと専門雑誌広告によるカーオーディオマニアの獲得事業

茨城県 ダンススタジオＤ２ － 密にならない感染症対策を施したダンスホール改修事業

茨城県 株式会社澤畑建築 3050001006781 バリアフリーを体験できる展示場設置によるリフォーム事業の強化

茨城県 有限会社阪場製菓 6050002008428 若年層の嗜好を反映した「カステラ・サンド」の開発と販促活動

茨城県 焼鳥来恩 － 入口アプローチの内外への中庭カウンター席と臨時テラス席の設置

茨城県 氷屋ｃａｆｅ旬果 － 新商品開発と店舗改装による新規テイクアウト事業への展開

栃木県 ハウスドクター － スマホ・タブレット世代に向けたＩＴ活用による新規開拓事業

栃木県 有限会社石田スポーツ 8060002031583 卓球試打スペース（卓球台・卓球ロボット）設置で新規来店客開拓

栃木県 有限会社小松屋家具センター 5060002031933 デッドスペースの有効活用による販売促進事業

栃木県 株式会社譜久寅 4060001029145 新商品モバイルハウスの開発及び販売促進事業

栃木県 カットサロンハマザキ － トイレのバリアフリー化で快適性を向上し、新規顧客を獲得！

栃木県 季節料理なかはら － 法人・宴会から個人需要へ転換、コロナ後に向けた事業の再構築

栃木県 ＣＯＮＯＣＯＮＯ．Ｄ － 広告と見込み顧客とつながる仕組みの強化による販路開拓

栃木県 株式会社８ 9060001006098 新規顧客獲得のためのテラス改修

栃木県 有限会社ビューティープラネット 6060002010192 店内の改装を行い、若者から支持される美容室へ進化する！
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栃木県 ａｒｏｍａｒｏｏｍ柚 － 新店舗オープンによる新規顧客の開拓

栃木県 新和食うた － 漁師直送の天然魚を活用した新商品開発

栃木県 ＴＳＵＮＡＧＵ株式会社 5060001032577 地域の事業承継課題を解決するワンストップコンサルティング

栃木県 トータルサインリード株式会社 2060001011237 ホームページで強みをアピールして新規顧客＆売上獲得を目指す

栃木県 Ｐｉｇ　Ｂｅｒｒｙ － イベント出店のブッキングを回避する増車で、売上を拡大する事業

栃木県 有限会社レイネイルズ 5060002012009 ネイルは、心の窓。ネイル人口を増やしゆとりある心へのお手伝い

栃木県 株式会社エスパシオ 9060001005372 Ｗｅｂページリニューアルで商圏を拡大し、新規顧客獲得を図る

栃木県 ろばた割烹　とう兵衛 － 奥久慈軍鶏料理で新時代に向けた心地良い贅沢な食の新スタイル

栃木県 学習空間ＣＯＣＯＲＯＯＭ（ココルーム） － 「デジタル教材を活用したオンライン対応型学習塾」周知ＰＲ・集客大作戦

栃木県 ａｐａｒｅ － 近隣の競合店舗との差別化を図る為の、宣伝計画

栃木県 株式会社ＢｅｓｔＹｏｕＨｏｕｓｉｎｇ 1060001031772 ホームページリニューアル

栃木県 有限会社梅月堂菓子司 7060002009878 ホームページリニューアルによる集客率強化と新規顧客の開拓

栃木県 株式会社ＮＩＣＨＩＷＡ 6060001023856 完全個室サロンの設置と通信販売によるウィズコロナへの対応

栃木県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｎｏｃｈｅ － タイムロスをカットするためのシャンプー台の設置

栃木県 株式会社Ａｉｍｈｉｇｈ　ｙｏｕｒ　ｓｅｌｆ 6060001032527 集客力を高める広告宣伝のためのジム紹介ＰＶ映像制作による販路開拓

栃木県 株式会社ＯＴＫ 8060001033143 デジタル営業手法の確立で新規営業力強化

栃木県 合同会社ＢＡＴＩＭＥＸ 4060003003214 おしゃれかっこいい、コンテナハウスの企画・加工・販売事業

栃木県 株式会社Ｃｏｌｏｒｓ 9060001019488 スプレー工法のカタログ・サンプル・ホームページによる営業強化

栃木県 Ｏｆｆｉｃｅ　ｇｒａｃｉａｓ － ＨＰ、ネット配信、野外イベントを駆使し新顧客を獲得。

栃木県 株式会社魚久 1060001018349 Ｗｉｔｈコロナ時代に求められる料理スタイルの開発とＰＲ

栃木県 おそうじ本舗足利福居町店 － 新設備導入による販路拡大！除菌清掃サービスで安心・安全！！

栃木県 株式会社雅 6060001029770 一目瞭然『街頭看板の設置』で新規顧客の獲得

栃木県 餃子一番 － 新しい生活様式を取り入れ新規ホームページ開設による販路開拓

栃木県 有限会社シーサイト 9060002038099 広報宣伝により認知度向上を図り新規客を獲得

栃木県 Ｂｔ．＆ｇｒｏｗｔｈ株式会社 3060001027182 地域に根付いたサロン作り　差別化を図るアプリ開発

栃木県 株式会社ＩＦＬＡＢ 7060001032567 キッチンカー事業の開始による売上増と雇用の確保計画

栃木県 有限会社ピイアイシイ 5070002030620 店内改装で客数と売上ＵＰ事業

栃木県 有限会社両毛興油 9060002037794 ガソリンスタンド給油計量器の入替と進入レーンの改造

栃木県 有限会社ＢＲＯＳ 5060002038111 酒類販売業免許取得による販売場の設置

栃木県 門前そば　菊屋本店 － 石臼挽きを使った自家製粉の確立による売上アップ事業

栃木県 株式会社ドクターエル 3060001018933 販売促進のための広報宣伝による売上増加と新たな販路開拓計画

栃木県 ワークスナカヤマ － 最新機械導入により柱となる事業部門の構築

栃木県 オールシーズン株式会社 9060001032029 広報媒体を利用した新規利用者の獲得と更なる販路開拓

栃木県 Ｓ・Ｍ　ＢＲＯＴＨＥＲ’Ｓ株式会社 7010801018885 新しい生活様式へ対応する非対面のデリバリーサービス

栃木県 有限会社オリオサント 3060002038055 急速冷凍庫の購入で、こだわりの食品、美味しいを届ける。

栃木県 有限会社飯清塗装店 8060002035386 長期優良住宅を中心とした受注拡大による脱・下請け
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栃木県 和風レストラン加茂川 － 地元産野菜を使用したテイクアウトサービス等による販路拡大

栃木県 かふぇ　あんでぃーぶ － 新型コロナウイルス対策の実施による売上回復

栃木県 トップ・デント － 歯科技工技術を活かしたアクセサリー製造販売による事業拡大

栃木県 そば処山 － ＬＥＤ看板設置並びに地下水活用しての集客アップ戦略

栃木県 ＫＡＴＳＵＭＡＴＡ美容室 － 最新シャンプー機導入によるシャンプースペースの大幅改造事業

栃木県 ヘアーサロンｙ’ｓ － 駐車場整備と看板ライトアップにより新規顧客獲得を図る

栃木県 Ｒｏｃｋ’ｎ’Ｗａｌｌ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔ － エスプレッソマシン導入によるメニュー拡充、売上アップ事業

栃木県 ｅｉｍｅｒ　ｈａｉｅ － スタッフと共に成長！新店舗・新サービスで新たな顧客開拓

栃木県 焼肉もうもう亭 － 高級和牛弁当で食材ロス防止と新規客開拓

栃木県 ＭＯＭ’Ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ － 新規事業「ＭＯＭ’Ｓ　ＫＩＤＳ」で売上アップと地域課題に貢献

栃木県 ＭａｒｙＣＲＯＷＮ － Ｗｅｂ媒体の活用と設備拡充によるサービス向上と新規顧客獲得

栃木県 ドリーミング － 居心地よい店舗づくり。店内イメージアップで新規顧客の獲得

栃木県 株式会社大森一級建築士事務所 5060001014121 設計事務所の強みを全面的に打ち出すＨＰで販路開拓を図る

栃木県 個別指導塾スマイルアシスト － 広告宣伝に注力、知名度を上げて新規入塾者を獲得

栃木県 株式会社ひゆみ 1060001024660 来店不要！ＥＣサイトにて中古建設機械の全国への販路開拓事業

栃木県 株式会社結誠工業 6060001027849 看板設置による販路・顧客獲得及び雇用強化。

栃木県 有限会社アマガイ保険事務所 6060002031016 ホームページの作成により、若い世代へのアプローチを図る

栃木県 有限会社トゥルー・カーズ 3060002030342 車両診断テスター導入によるヨーロッパ車の整備・修理強化

栃木県 株式会社守田家 4060001008652 地方上映再生事業：地方の子供や高齢者に格安映画会を提供する

栃木県 有限会社三銃士 9060002022251 新たな「飲み」スタイルへの転換！１店完結型店舗で売上確保

栃木県 髪を切るお店　ＬＥＯ － ２４時間３６５日働く営業マンの設置

栃木県 サンツリー － 「キッチンカー・キャンピングカー制作」新事業の販売促進

栃木県 リファス株式会社 1030001013682 栃木県北初の養成スクール開校など新規事業展開で売上確保！

栃木県 株式会社アバンサール 8060001033168 新事業展開と既存事業をＨＰでＰＲし、新市場開拓

栃木県 大田原塗装株式会社 8060001012774 ホームページ作成及びパンフレット作成等の集客に向けた事業

栃木県 株式会社サカエオートサービス 9060001013581 施工時間短縮により機会損失をなくし、顧客を獲得する

栃木県 株式会社遊遊冒険クラブ 2060001025030 新規イベントの企画・ブランディング・ＰＲ事業

栃木県 株式会社佐野スレート工業所 8060001020372 ＢｔｏＣ向けプロモーションと新規事業の販売促進のためのＨＰ製作

栃木県 合同会社テージャ日本 9030003007667 溶接機導入による作業効率アップで生産性向上を実現

栃木県 ＢＡＢＵ６５７５ － 【インテリアデザイナーと一緒につくる家】の広報・ＰＲ戦略

栃木県 株式会社ＡＲＴＺ 6060001031330 スタジオを完全個室プライベートジムに改装して新規顧客獲得

栃木県 千石鮨 － 地域に密着し安心安全で食を通じ笑顔を取り戻せるサービスをする！

栃木県 佐野グリーンゴルフガーデン 1060002038924 コロナ下での集客力再建・強化のための４つの広報看板の設置

栃木県 ＡＡＡ学院 － 働く保護者を応援する！地域初の学童機能付き総合型学習塾の開講

栃木県 有限会社ディオホーム 2060002040152 大型看板設置による近隣の認知度をあげる事業

栃木県
海事代理士・行政書士　中村光男　事務
所

－ オフライン×オンラインによる新規開拓営業・集客力の強化
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

栃木県 協栄精工株式会社 2060001009297 ＩＣＴでゴルフをもっと楽しむ動画配信サービス「Ｇｏｏｄ　Ｓｈｏｔ」の開発・販売

栃木県 塚本産業株式会社 7060001009375 地元密着型知名度アップ！！ＨＰで新規顧客を獲得

栃木県 株式会社グットコミュニケーションズ 2060001033000 ホームページ及びＷＥＢマーケティングによる販路開拓と経営基盤構築

栃木県 天唐っと　大間々店 － 店舗看板設置とチラシ配布による「天ぷら・唐揚げ専門店」の集客強化

群馬県 株式会社ポップ 7070001012642 継続的な展示会への出展及び直営店設備導入による売上増加

群馬県 ステップス株式会社 6070001035173 Ｋｉｈｉｒｏ　Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｍｕｓｉｃ

群馬県
ホリスティクケア＆ヒーリング　ＴｒｕｅＣｏｌｏ
ｒｓ

－ 新サロン開設に伴うホームページ発信事業

群馬県 株式会社Ｓｈｉｎｙ　Ｏｎｅ 8070001035295 軽トラック移動販売車の普通車改造登録による販路開拓

群馬県 串処　Ｍｅｄｉｕｍ　Ｒａｒｅ － ＨＰリニューアルによる情報発信力強化と販路開拓・新規顧客獲得

群馬県 有限会社エイム 4070002000863 新規事業のネコ家具（仮称）販路の拡大

群馬県 はんばーぐの森 － ホームページからのテイクアウトの受注増と新規顧客獲得

群馬県 ＦＵＴＵＲＥＮＡＵＴ合同会社 9700003003516 機能性に特化したコオロギフードの上市による新規販路の開拓

群馬県 合同会社ＡＮＣＨＯＲ 8070003003069 国道沿い大型看板設置とパンフレット作製

群馬県 ＨＡＮＯＮ（ハノン） － ＨＰ構築と地域情報誌を融合させ販路開拓を取り組む

群馬県 森乃手仕事家 － 教室スペースの確保による新たな魅力の発信で新規開拓を目指す

群馬県 フレンチ食堂エッグチキン － お弁当販売、料理教室で新規顧客獲得

群馬県 合同会社アミネトレーディング 3070003002471 調理機材導入による新規顧客獲得

群馬県 上州ホルモン － 高齢者・女性顧客獲得のためのトイレ改修

群馬県 有限会社中村染工場 8070002011329 動画とパンフレットによる注染技法と手ぬぐい活用事例のＰＲ

群馬県 有限会社北村商事 1070002016805 テイクアウト「アップルパイ」の商品開発及び、生産性の向上

群馬県 ＭＩＮＥ　Ｄｒｅｓｓ　Ｈａｉｒ － 自動洗髪機の導入による安心安全と癒しの提供及び売上向上事業

群馬県 らーめん・ぎょーざ・たつき － テイクアウト事業の売上アップ実現を実現するらくらく安心駐車場事業。

群馬県 鶏白湯泡ｒａｍｅｎたまき － スープ濾し機導入による生産量アップと自宅用商品の開発・販売

群馬県 ＢＡＬＩｎｅｓｅＣａｆｅ － メディアミックスによる新規開店の周知と売上高の向上策

群馬県 合同会社エム．エス．エム． 7070003002575 「認知度アップおよび売上額向上の為のＬＥＤ内照看板設置」

群馬県 空間×工務店 － 夢実現の見える化と潜在顧客獲得の為の宣伝等の強化事業

群馬県 ＡＧＵＡＴＡＫＡＳＡＫＩ － 新規顧客獲得と事業拡大に向けた情報発信

群馬県 フロマージェリーモンテドラーゴ － 新規テイクアウトメニューによる販促とサブスク購入で幅広い顧客の獲得

群馬県 Ｓａｖｖｙａｎｄｍｏｒｅ － 展示会出店による販路開拓事業

群馬県 ＬＩＶＥ　ＮＥＷ合同会社 8070003001774 キッチンカー販売等による新規顧客獲得

群馬県 ＴＳ２０２０ － 新規顧客獲得のためのＨＰ作成・チラシ配布

群馬県 株式会社エンジョイント 8070001037390 社内スクール制度を活用した従業員及び新規利用者の獲得推進事業

群馬県 まんざら亭 － 地元固定客を獲得するための地域密着型プロモーション

群馬県 有限会社モグのパン 7070002012402 モグのパン店舗改修工事（集客力を高めるためのイメージアップ）

群馬県 長井住宅工業株式会社 2070001007886 ホームページを刷新し仲介事業の強化を図る

群馬県 株式会社フライト 8070001031237 ホームページ制作による集客と採用の強化
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第４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ａ’ｍｅ 9070001033100 オンライン相談とネット販売を組み合わせた非対面型販売の拡大

群馬県 有限会社松利家土木 2070002012118 ホームページ作成による情報発信と新規顧客の獲得

群馬県 株式会社ディーワイプラン 6070001009672 雑貨好き潜在顧客から建物のお客様を発掘する。

群馬県 Ｗｅｌｉｎａ － ＨＰ・ＳＮＳと連動させた看板の設置による認知度向上計画

群馬県 株式会社日宝グループ 3070001008025 新規顧客獲得のため、ｓｈｏｐｉｆｙを使用したＥＣサイトによる販売強化

群馬県 株式会社ＤＡＬＥ 1070001036259 『地元の新鮮野菜を食卓に！』個人向け宅配コンテナで販路拡大

群馬県 肉山高崎 － 新規顧客獲得のためのチラシ・ＨＰ作成

群馬県 １ｆｏｒＡ株式会社 4070001037485 ＳＮＳ等のＩＴツールとアナログ媒体を活用した新規顧客獲得

群馬県 Ｔ＆Ｙプロデュース合同会社 6070003003863
・独自開発した洗剤の販売（無添加ヤシの実洗剤）・除菌用オリジナルアル
コールスプレーの販売（ヒアルロン酸入り）

群馬県 イナダ理容院 － 老若男女問わず理容店で美容と癒しを！ヘアケアとスキンケアで販路開拓

群馬県 ＪＪ＆ＢＢ　スタジオ － 大人が楽しめる音楽スタジオの生徒増員に向けた集客事業

群馬県 ＮＡＴ音楽療法事務所 － 新遠隔サービス『おとレクラン』の導入による販路開拓

群馬県 株式会社アマレッティ 8070001031955 ペット愛好家をターゲットにしたコインランドリーの新規顧客獲得

群馬県 Ｈａｉｒ　ＭＯＮＳＴＥＲＡ －
新メニュー導入による新規客増大のための施術環境整備とその販売促進事
業

群馬県 合同会社カーライフサポートシャイン 8070003003960 誰でもわかりやすく女性も安心して利用できるカーディテイリング

群馬県 株式会社アールプランニング 2070001035648 ＨＰリニューアルとランディングページの制作

群馬県 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｎｏｉｅ － ＷＥＢサイト・店頭看板改修による「プライベート美容室」の訴求

群馬県 株式会社ＭＧ　Ｈｕｎｄｒｅｄ 1070001032101 カラオケとランチのハイブリッド『ＧｏＴｏカラオケランチ』の普及

群馬県 株式会社Ｓｉｎアカデミー 3070001030598 『慎塾』生徒獲得プロジェクト

群馬県 田中削蹄研究所 － サロン開設によるフットケアサービスの販路拡大

群馬県 といろ － 「自然薯専門店」としての自然薯新メニュー開発と新規顧客開拓

群馬県 清香園 － 創業１４５年老舗事業承継による煎餅カフェとオリジナル商品展開

群馬県 キッチン＆バー　ゴボ － 前橋Ｈａｒｉｓｓａ（アリッサ）の開発・インターネットを活用した販路開拓

群馬県 わとわ貿易 － 西オーストラリア産健康生はちみつの日本国内におけるブランド化事業

群馬県 株式会社トーツ 3070001018255 真空パックでお店の味を家庭で！テイクアウトで売上アップ！

群馬県 合同会社ほっと・Ｋ－９ 9070003003266 「新たな顧客層の開拓」による新規利用者増

群馬県 Ｌａｂｏｍｉｎｅ － 歯科技工物の審美性向上による患者満足度向上と新規取引先獲得事業

群馬県 合同会社Ｌａ．ｓｅｒｅｎｏ 7070003003458 新規顧客を獲得し売上につなげるためのホームページ制作

群馬県 おれんじ美容室 － 毛髪自動乾燥機による非対面・時間短縮施術の導入による販路開拓

群馬県 株式会社群馬書房 1070001034915 群馬のスポーツを盛り上げるためのホームページの開設

群馬県 かおりんの － ウェブサイト・リーフレットを活用した販路開拓

群馬県 ハウスオブローゼ前橋アピタ店 － チラシの作成、配布による販路開拓とＩＴ利活用による業務効率化

群馬県 株式会社キャリアップ 5070001028987 人間工学に基づいた実用性ある杖の販路拡大ホームページ制作事業

群馬県 ｍｊｕｋ（ミューク） － 店舗認識度改善のための屋外看板設置による誘客促進

群馬県 設楽ランバー株式会社 3070001036703 安い！集成材専門商社のＷＥＢサイト構築

群馬県 まえばしｂｌｅｎａ － ブランド構築のためのホームページ及びショッピングサイト制作。
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

群馬県 合同会社禅 4070003003568 弁当販売及び店舗認知を広めるPR

群馬県 株式会社パズール 2070001034294 新メニュー：肉ずしの商品開発を通した販路開拓拡大事業

群馬県 野口接骨院 － 保険外診療による接骨院併設、高齢者体力向上施設事業

群馬県 株式会社市村建設 9070001000315 子育て世代向けＰＲ看板設置による新規顧客の開拓

群馬県 藤倉看板店 － 新規顧客獲得のための高所作業の強化事業

群馬県 有限会社坂口塗装工業 5070002025760 サイディングボード外壁塗り替えの新規顧客開拓事業

群馬県 株式会社協栄製作所 5070001017057 新規取引先開拓のための会社ホームページの新規作成

群馬県 株式会社エーワン 8070001017236 農業用ドローン教習の受講者集客のため専用ホームページの新規開設

群馬県 有限会社山藤商会 7070002023589 光触媒・無光触媒によるコロナウイルス除菌対策新事業で販路開拓

群馬県 高橋接骨院 － マッサージチェアの導入による施術者と非接触な自費治療サービスの開始

群馬県 ＧＣ　ＭＩＴＡ － こだわりのコーヒーを提供するカフェ事業の立ち上げ

群馬県 須正織物有限会社 8070002023844
民泊施設併設のエステ店の周知を行うためのパンフレット作成・看板設置事
業

群馬県 有限会社横塚モータース 6070002025090 大口径タイヤ等のアライメント調整サービスの開始と看板設置によるＰＲ事業

群馬県 おおとら食堂 － 高齢者向け低カロリー・少量メニューの開発とテイクアウトのＰＲ事業

群馬県 有限会社ブライダルファッションつるや 7070002024620 外部ショップページ・自社サイトの改装

群馬県 株式会社館林グランドホテル 8070001021824 新規顧客層獲得のためのＨＰリニューアルとＳＮＳ開設

群馬県 赤城車体工業株式会社 4070001021555 コロナ禍のデリバリーサービス需要増加による軽トラック架装開発

群馬県 美容室ブルーラグーン － 店内改装による新規顧客を増やすための販路開拓事業

群馬県 髪剪処カラーズ伊勢崎店 － 新聞折込チラシ制作。

群馬県 有限会社高柳エンジニアリング 5070002019317 看板、ＨＰ制作とパンフレット制作配布による受注販路拡大

群馬県 グラス・ワン － ステンドグラス教室の生徒増加、新規開拓事業

群馬県 トータルビューティーサロンＡｐｐｌｅ － アレルギー専用個室の設置による売上向上事業

群馬県 有限会社髙栁自動車 8070002019314 ＨＰ活用で新たな販路開拓“自社完結自動車修理工場を目指して”

群馬県 有限会社もちづき 2070002018437 お客様用駐車場と資材展示場建設スペースの整備による販路開拓

群馬県 株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｌ 5070001037793 外国人のために安心を届ける保険サービス情報発信事業

群馬県 有限会社高沢クリーニング店 9070002019288 Ｗｅｂを利用した新たなファン獲得と新サービスのＰＲ事業

群馬県 Ｓｔｅｌｌａ　ｆｉｅｌｄ － 機械導入により、新メニュー増加による「新規顧客獲得プランと売上アップ」

群馬県 プラスエム株式会社 5070001035736 ホームページ再構築などによるルーフキャッチャーのＰＲ強化事業

群馬県 株式会社Ｙｕ－Ｋｉエンターテイメント 8070001037424 ウィークデー新顧客づくりの為「ＹＫマジックアカデミー」の開設

群馬県 ＤＡＩＤＯＫＯＲＯことぶき － 万能調理器導入で提供料理の多様化と提供時間の短縮化

群馬県
株式会社ユー・エス・テクノロジー，ファー
イースト

1070001020287 ホームページリニューアル及びＭＡツール活用による経営改善

群馬県 Ｂａｒ　Ｇｕｉｌｄ － 近隣の方へ安心、気軽に立ち寄れるバー＆カフェへ大リニューアル

群馬県 居酒屋　縁 － 昼は焼肉、夜は魚の専門店

群馬県 有限会社ソフトハウス 9070002029799 業務用真空包装器導入による新商品開発と販路拡大

群馬県 アルモニ － お直し屋さんからオリジナルブランドの洋服屋さんへの転換計画

群馬県 有限会社ボディーショップ岡﨑 1070002032447 ＨＰ・パンフレットの作成とインターネット予約による販路開拓

7 / 44 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４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 ＰＯＬＡＬａｇｕｎａ － コロナウイルスの影響による売上減少からの復活と顧客満足度向上

群馬県 髪創空間ＮＥＸＴ － つるつる肌でモテ男！脱毛メニューで販売強化と新規獲得

群馬県 ラ・テット － コロナ禍環境整備と新たなニーズに対応する体制構築

群馬県 ボルケーノママ － オリジナルスパイスの商品化とオンライン販売による販路拡大

群馬県 有限会社フクシマ工機 7070002024546 新規顧客獲得のための看板設置事業

群馬県 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　ＫＯＫＯ － ネイルサロンと巻き爪補正の専門店として、売上の拡大を図る

群馬県 Ｊｅｗｅｌ　Ｃｒｅｐｅ － 店舗内装変更によるブランドイメージアップ及び衛生対策

群馬県 角田農機商会 － 農機用タイヤ交換機材の導入による現場対応の実現と作業効率向上

群馬県 ディーエーピー － 食材・ワインの保管効率と満足度の向上に伴う顧客増加計画

群馬県 想いで － 和風居酒屋からランチ営業拡大、店舗ＰＲ用サイン看板設置

群馬県 アップビート美容室富岡店 － バリアフリーと艶色プロジェクト事業

群馬県 和かな － シニア層が快適に利用していただくための店舗変革事業

群馬県 株式会社Ｈ・ａｃｃａ　ｃｏｍｐａｎｙ 4070001037592 テイクアウトの強化とＥＣサイトの活用で販路拡大

群馬県 有限会社吉田七味店 6070002016742 創業１２５周年　大感謝祭　チラシ作成及び配布（折込）

群馬県 ＢＵＳＴＥＲ－１ － サービスの向上・均質化のための設備導入による新規顧客獲得事業

群馬県 金子建設株式会社 9070001017565 若き社長・社員が取組む、まちの駆け込み寺としての信頼獲得事業

群馬県 飯塚米穀店 － 食と健康に特化した専門店に向けた店舗入口バリアフリー化

群馬県 ａｎｄ．ｎ － 子連れ歓迎看板の設置による、認知度と新規顧客の獲得

群馬県 株式会社ワイズファクトリー 5070001036577 リフォーム工事のサービス向上とＷｅｂ活用による販路拡大

群馬県 藤岡フォトサービス － 売上増を目指し！今後伸ばしたい営業品目を入れた看板作成

埼玉県 株式会社ハイブリッド 4030001025436 スマホ首、パソコン肩　現代病を解消する「１３０°の癒し」事業

埼玉県 ｎｏｃｅ，ｃｈｕ － 文字刺繍ミシンを導入し、特別なお名前入り商品を製造

埼玉県 ＢｏｄｙＭａｋｅＫｉｔｃｈｅｎＮＩＫＵＮＩＫＵ － キッチンカーでの「からだづくりメシ」販売

埼玉県 合同会社ＭＳＴ 9030003002940 オンライン腰痛解消セルフトレーニングによる売上アップ

埼玉県 有限会社丸職建創 3030002075159 京都式畳を扱う畳専門店事業への参入と畳を愛する顧客の新規開拓

埼玉県 株式会社インプレッセ 3030001029025 スマートフォン対応型のホームページの開設

埼玉県 あけぼのホール － あけぼのホールオンライン＆オフラインサロン化事業

埼玉県 株式会社救急介護搬送サービスえまさぽ 6030001140456 地域の医療崩壊を防ぐ民間救急車事業の展開

埼玉県 合同会社コンブリオ 4030003006376 感染対策を講じた音楽イベント開催による売上回復

埼玉県 Ｋ’ｓＦｅｒｍｅｎｔ株式会社 8030001098874
同一店舗での新規ブランド立ち上げによる新規顧客の拡充とデリバリーへの
参入

埼玉県 松津園茶舗 － 店舗改装・販路開拓

埼玉県 川越らーめん　こひや － ギョウザドッグ・つけ麺の開発と販路開拓

埼玉県 株式会社ＧＬＥＷ 6030001140613 設備投資による新メニューの提供と広報媒体強化で営業力強化！

埼玉県 ふじ乃 － ＨＰリニューアルによる最新和菓子・スイーツ情報の発信！

埼玉県 ＳＴＵＤＩＯ　ＰＭ４：２１ － ホームページ制作等による新規商材の顧客開拓

埼玉県 合同会社スクモール 7030003016141 ＷＥＢ広告ではアプローチできない保護者層へのポスティング販路拡大
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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４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 株式会社時園製作所 4010501018288 自社ウェブサイトで新規顧客を開拓し、事業・雇用の拡大を図る

埼玉県 わらびカイロプラクティックセンター － リモートワークでの肩こり・腰痛・ストレス改善を訴える広報事業

埼玉県 奥富進介公認会計士事務所 － ＩＴ導入による非対面型販路拡大と中小企業支援業務の充実化

埼玉県 社会保険労務士　紗衣子（サエラ） － ＷＥＢサイト構築による認知向上とコンサル案件・顧問契約獲得

埼玉県 パーソナルトレーニングジムＢＹＢＬ － 福利厚生サービスリロクラブとの提携および内装・広告媒体の改修

埼玉県 株式会社円満家 4013201016685 改善ストレッチサービスの販促強化に向けたＷＥＢサイト制作

埼玉県 株式会社ＤｅａｄｌｙＷｏｒｋｅｒ 1030001137036 地域密着・２４時間対応の強みを訴求する認知度向上事業

埼玉県 株式会社神谷 5030001074416 クックチル・真空調理を利用したテイクアウト・デリバリー事業

埼玉県 株式会社プレジール 3030001117201 ビルトンを量産製造し小売り販売・その後ネット販売を行う

埼玉県 山本隆博 － 新店舗の顧客獲得及び若年層の新規顧客獲得

埼玉県 ダイビングブルー － コロナ不況からの脱却事業

埼玉県 株式会社山一 8030001077606 古いやり方だっていい。シニア世代・若い世代にも届けたい！

埼玉県 ｍｉ‐和 － 新規顧客の開拓とデリバリーの販路拡大

埼玉県 ａｒｃｈｉＬＩＮＸ － 新規顧客拡大のためのウェブ上の販路開拓事業

埼玉県 株式会社Ｔ＆Ｋ 5030001093242 新商品「会社案内＋（プラス）」の試作と宣伝

埼玉県 Ｂｅｌｌ　Ｓｏｌｅｉｌ － ホームページ新規作成と広告掲載

埼玉県 ＩＧＯホールディングス株式会社 7011001105540 オンライン囲碁教室など非対面ビジネスモデルの確立と顧客開拓

埼玉県 グリーンハウス株式会社 5030001112687 個人客新規獲得ツール、部分別ハウスクリーニングの自社ＨＰ作成

埼玉県 阿川工業有限会社 4030002109717 ホームページ改修効果による新規顧客の開拓・人材確保

埼玉県 株式会社ウエイブ寿 7030001075057 生花・装飾品事業の広報を強化して売上拡大

埼玉県 有限会社本多事務所 7030002110382 相続関連業務の販路拡大

埼玉県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｕｎ　ｏｕｒｓ　ｖａｌｌｅｅ － 商品とこだわりを伝える電子カタログのようなＨＰ作成

埼玉県 合同会社スペント工業 5030003010757 ホームページを活用した新たな販路開拓事業で新規顧客獲得

埼玉県 ｉｍｕ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 看板設置・環境整備で、知名度をあげ新規利用者の獲得につなげる

埼玉県 サンオート － 作業場拡大による対応業務拡大に伴う設備投資

埼玉県 株式会社スプラウト 5030001110823 集客力と情報発信力強化のためのホームページリニューアル

埼玉県 呑食屋てっぺい － レディースセットによる新規女性客獲得およびリピート率の向上

埼玉県 有限会社ジェラート・マリノ 4030002113446
地域農産物使用「果実そのままジェラート」の地域での認知度向上＆売上Ｕ
Ｐ！

埼玉県 有限会社パインウッドゴルフガーデン 6030002113956 入場口の看板及び照明改修による視認性向上による集客アップと地域防犯

埼玉県 有限会社横山酒店 7030002114409 店頭ＰＲ強化と店内滞在時間の長時間化による購入率の向上

埼玉県 有限会社菊川真仁舎 2030002113084 ベテランセラピストと後継者による脱毛サロン事業の展開

埼玉県 Ｙｏｍｏ　ｙａｍｏ　ｆａｒｍ － 有機栽培で育てた野菜を調理しキッチンカーで販路開拓を行う

埼玉県 ｅｍｉｒｕｋａ － 店舗移転＆改装による予約枠の増加と新たな雇用の生み出し

埼玉県 花扇 － 「ラグビータウン熊谷」を盛り上げる商品開発で売上アップ

埼玉県 花音 － 初心者向けＨＰの開設による新規顧客獲得のためのテスト実施

埼玉県 ぴぽろ巣 － 『安心安全』～感染症予防対策強化によるコミュニティ復活～
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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４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 ハウス工房 － 来客用の駐車場整備と看板設置による一般顧客の開拓

埼玉県 植竹製菓 － 設備一新による「おいしさを保存！」の実現。

埼玉県 株式会社プリスティンホームジャパン 2030001118852 空き家の問題解消と地域貢献の新しいビジネスモデルの提案

埼玉県 株式会社アクティヴ・ビジネス・サポート 7030001015954 ＩＴ活用による効率的販路拡大・業務効率化システムの開発事業

埼玉県 株式会社アイ・ビー・シー研究所 3021001026161 新商品発売に伴う必須な商品説明と販売用広告材料の制作

埼玉県 株式会社Ｓ－ＫＩＴ 9030001137953 勤怠予実管理システムの告知・販売

埼玉県 有限会社トータルワイド 6030002009428 水廻りから始める、リフォームセットプラン

埼玉県 ブルーアワー － 自社ＨＰ公開とチラシ広告による認知度向上による新規顧客開拓

埼玉県 ａｒｉａｍａｒｕ　ｃｏｌｏｎ － 顧客ニーズ対応力の強化に向けた機材の購入と自社実績の認知拡大

埼玉県 株式会社エヌ・シー・コーポレーション 1030001001118 ＥＣサイトへリニューアルして宅配事業者・飲食店へＰＲ

埼玉県 株式会社ホテルニュー埼玉 9030001007600 空室を「空間」として再活用する為の販路開拓事業

埼玉県 株式会社茜工房 9030001000426 電柱広告取付け業務から脱却を目指すＨＰリニューアル

埼玉県 Ｌａ　Ｌｕｎａ　Ｂｏｎｉｔａ＊ － 温活サロンＯＰＥＮ環境整備＆集客と温活情報提供を目的としたＨＰ作り

埼玉県 シンラボ株式会社 9030001129091 ホームページリニューアルと業界サイトへの広告出稿による集客増

埼玉県 株式会社スエーニョ 1030001018822 乗用芝刈り機導入で作業時間短縮とクラス増設でスクール生増員

埼玉県 Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　ＧＹＭ　Ｐｅｎｇｕｉｎ － 顧客満足度の向上でリピート率アップ、及び近隣需要の掘り起こし

埼玉県 株式会社石乃華 1030001050115 ホームページ・パンフレットを利用した墓石販売及び葬儀事業参入

埼玉県 ｋａｎａｄｅｌ － インターネット広告による抱っこ紐の販路開拓事業

埼玉県 居酒屋スナックのむのむ － 自家製新メニューと居心地の良いソファー導入による売上向上

埼玉県 Ｌｅａｒｎｓ　Ｈａｐｐｉｌｙ － 逆境でも顧客数をどんどん伸ばす集客術！

埼玉県 有限会社サンコー建築店 3030002006015 対応力強化による販路開拓、及び効率化のためのドローン導入

埼玉県 谷垣法律事務所 － 生活再建に焦点を当てた債務整理サポートのオンライン展開

埼玉県 有限会社秋本自動車工業 9030002000219 認知度・信頼度向上プロジェクト

埼玉県 アートセラピストアカデミー有限会社 5030002018545 オンライン＆メールアートセラピーの新規ＨＰ掲載により販路開拓

埼玉県 ＭｉｃｏＲ － ＨＰ構築と独自パッケージ開発によるギフトアロマの販路開拓

埼玉県 株式会社七越製菓 1030001006190 対面型から非対面型への誘導仕掛けによる手揚げもち販路開拓

埼玉県 かるむ整骨院 － かるむ整骨院新店舗計画

埼玉県 株式会社トレジャータウン 9430001074966 ３Ｄプリンタ導入による商品価値向上と原型製作の効率化による販路開拓

埼玉県 エステート・ワン株式会社 9030001113450 エンドユーザーに向けた新サービスのＰＲと買取再販の販路拡大

埼玉県 ＳＴＵＤＩＯ・４５ － 創り出すアート、アトリエフォトスタジオ

埼玉県 有限会社ステップワン 2030002017161 ＷＥＢで地元サービス業活性化をサポート！埼玉応援プロジェクト

埼玉県 株式会社ＺＥＭＳ 2030001019159 新サービス『テイクＧＯ』普及のための販促実施

埼玉県 株式会社北伸 9030001018179 新型コロナウィルス予防商品をＰＲする為の会社案内製作

埼玉県 株式会社プラナエンジニアリング 5030002071791 新規事業のＰＲならびに社員採用を実現する為のＨＰ（会社案内）改修

埼玉県 ハピネス － 不登校に悩む母親のためのオンラインサポート事業

埼玉県 株式会社佐間田外構 4030001108133 新規顧客獲得につながるホームページの作成＋チラシの作成
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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４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 有限会社大生人形 7030002021407 ３Ｄプリンター導入によるオリジナル頭の試作品提案事業

埼玉県 有限会社雪山堂 7030002016373 雪山堂本店の外観および内観の改装および営業車のカーマーキング

埼玉県 株式会社サイタマサイクルプロジェクト 5030001110856 新商品（オリジナルグッズ）企画製作とネット販売

埼玉県 株式会社Ｎ・Ｌ・Ｒ 2030001137654 保護者との連絡手段デジタル化による利便性向上・業務効率化施策

埼玉県 つくし珠算会 － 塾生獲得のための広報活動の強化と感染症対策のための教室の改装

埼玉県 金子薬品 － 新サービスの導入と交流の場づくりによるお客様の開拓

埼玉県 エミ治療院 － 当院のＰＲ強化とサービスの向上のための設備投資

埼玉県 自然郷　東沢 － 撮影に特化した宿がコロナ対策を講じながらコスプレ客の受入事業

埼玉県 有限会社清川製麺 7030002121289 新商品「秩父パスタ」の開発・販売と家麺需要の取込み強化

埼玉県 株式会社ＤＲＯＰ 1030001091605 マイクロバブル発生装置導入による高付加価値サービスの提供

埼玉県 株式会社山中工務店 2030001090985 古民家リフォーム・リノベーション事業の強化による売上拡大事業

埼玉県 宮川司法書士事務所 － リモート相談サービスの導入と営業強化による新規顧客開拓

埼玉県 株式会社みんなのそだちＬａｂ 7030001132873 秩父固有の地質を利用した探究学習ツアーによる新規顧客開拓

埼玉県 ＣＡＬＩＣＯＨＡＩＲＷＯＲＫＳ － ネイルプリント事業～パーマ等施術待ち時間の有効活用～

埼玉県 らーめんでん － 主婦層をターゲットとしたテイクアウト事業による販路拡大

埼玉県 サンアイ有限会社 6030002083803 テイクアウト強化及び電車イベントの開催

埼玉県 株式会社モータースポーツテラス 2030001121476 主催イベント事業～イベントで車好きを集め、既存事業をＰＲ～

埼玉県 株式会社ＡＸＥＬ 4030001107358 乗用車から大型車までワンストップ整備事業

埼玉県 高杉マシンテック株式会社 8030001121215 大型部品加工の販路開拓事業～産業用ロボット業界の顧客を開拓～

埼玉県 直火焙煎珈琲　まめや　忍 － お客様毎の好みに合ったオリジナルブレンドコーヒー提供事業

埼玉県 関根公穗 － ＹｏｕＴｕｂｅ動画での商品レビューコンテンツの広告事業の強化

埼玉県 ヘアーリゾートアラック － 特別な髪質改善メニューをＷＥＢサイトでＰＲする新規顧客獲得策

埼玉県 ＲＡＹＥＬ － 脱毛器導入でトータルビューティーケア。目指せプリンセスケア！

埼玉県 こめ吉商店 － ２０～４０代女性向け旬な酒を学ぶ試飲会で家飲み需要の販路開拓

埼玉県 株式会社やす屋 9030001127533 埼玉県本庄市発！自家製生パスタと３種のカレー販路拡大大作戦

埼玉県 久米原農園 － イチオシいちご等のブランド価値向上による販売拡大事業

埼玉県 株式会社羽賀商店 3030001061275 任せて安心！解決！『遺品整理士と行う終活・遺品整理』

埼玉県 ＳＴＵＤＩＯａｉｒｅ（スタジオアイレ） － エアリアルヨガ＆フラメンコ人口を増やす為の設備とＨＰ改善

埼玉県 株式会社グランソン 2030001110495 新時代へのシステム導入＆未来を築く従業員の意識向上へ向けて！

埼玉県 株式会社２ｎｄｈｏｍｅ 3030001138899 「おとなのデイサービス」入浴プロジェクト

埼玉県 麺屋こころ蕨店 － テイクアウトとデリバリーによる販路拡大及び周知徹底

埼玉県 有限会社木村精機製作所 2030002025825 品質管理の向上による不良率の更なる低減と販路拡大機会の創出

埼玉県 有限会社茶の市川わらび園 9030002026858 ホームページ開設と新サービスによる新たな営業スタイルの確立

埼玉県 株式会社萬寿屋 5030001021211 宅配サービスの導入とＬＥＤ照明の導入による販路拡大事業

埼玉県 有限会社創林 3030002119584 ホームページリニューアルによる広報機能の強化

埼玉県 ゲストハウス吾野宿 － 交流スペースを意識した施設と来訪者が入りやすい環境づくり
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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４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 クリアライン － 事業拡大に向けた新サービス開発とホームページ作成

埼玉県 Ｌａｓｈ　ｂａｒ　ｇｌｏｗ． － 目元美容の更なる普及と代々木店舗の販売促進事業

埼玉県 わかたけスクール － 新規開講のロボット教室に関するＳＮＳ広告を活用した集客改善

埼玉県 合同会社コーヤ電子設計 4030003010196 量産化に向けた新規ＩｏＴ向け中継器の開発とＰＲによる販路開拓

埼玉県 有限会社ランドプロ 4030002055317 店舗改修や質の高い確実な情報提供によるお客様満足度向上

埼玉県 行政書士あげお市民法務事務所 － ウェブサイト・オンライン相談を活用した在留許可申請の新規開拓

埼玉県 Ｉ．Ｐ．ｈｏｎｄａ － ウェブサイト等を活用したエンドユーザー向けサービス展開

埼玉県 居酒屋照 － 幅広い年齢層の来客を見据えた店舗の改装、情報発信手段の構築

埼玉県 とれとれ鳳 － とれとれ酒場鳳発、テイクアウト限定九州テイスト特製からあげ！

埼玉県 有限会社フランソワーズ・ジャパン 9030002054834 ネットで美味しいものはここから！の発信拠点創り

埼玉県 株式会社アクション 1030001043457 空気清浄機の販売サイト構築で新規顧客層の開拓を目指す

埼玉県 有限会社クロス自動車 1030002057035 ＡＩ調色機導入による塗装調色時間の大幅短縮と品質向上の実現

埼玉県 個別指導学院ヒーローズ上尾校 － 商圏２ｋｍの認知度向上と通塾生徒のコロナ対策によるＣＳ向上

埼玉県 株式会社ＬＵＡＮＡＢＡＳＥ 4030001138312 エンドユーザー（店舗経営者）に直接届く広報活動で販路開拓

埼玉県 株式会社ＴＥＤＤＹ＆ＫＡＮＯＮ 5030001103224 愛犬との絆を深めるオリジナル・ドッグウェアの販売事業

埼玉県 株式会社アダムジャパン 9030001026116 ビリヤードプロリーグのオンライン化を活用したキューの販促

埼玉県 渡辺整体院 － 新たな販路開拓のためサービス提供の工夫で売上ＵＰ

埼玉県 合同会社ヤマイチマルシェ 9030003015182 経営力強化のためのオリジナル商品の開発とショッピングサイトの開設

埼玉県 有限会社ジィー・エヌスポーツ 2030002036475 看板商品のＰＲを通じて当社技術力の発信強化による新規顧客開拓

埼玉県 有限会社東阜 1030002034091 自園ブランドの品種茶を茶師が解説するオンライン販売事業

埼玉県 株式会社彩和 5030001038841 顧客増・増収増益・新規販路開拓・プラスプロジェクト

埼玉県 株式会社ＵＰＧホールディングス 3030001036450 塗料分野業界初抗菌抗ウイルス塗料開発とネット販売の構築と広告

埼玉県 すがわら接骨院 － ホームページ作成と問い合わせ対応強化による販路開拓

埼玉県 クラシックバレエスタジオジャンティー － ファサード看板設置とバレエ床の拡張による新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社グローバルサービス 2030001066589 商圏拡大と事業多角化のためのホームページおよびチラシ制作

埼玉県 おいしや酒場福わらい － テイクアウト・おうちで味わう！福わらいの料理販売事業

埼玉県 サン保育園 － 安全設備を整えることによる新規顧客開拓と看板の設置による集客

埼玉県 株式会社ＣＡＮＮＯＡ 4030001139640 新たな広告活動を通した販路開拓と顧客満足度ＵＰへの取組み

埼玉県 株式会社光栄 8013301038114 日本国内の無料廃車・中古車買取事業とモンゴルへの部品販売事業

埼玉県 有限会社ワンダフル 7030002069603 守るためのクリーニング！新サービスの情報発信による販路拡大

埼玉県 シフォンママ工房 － 無農薬玄米を使った免疫力を髙める弁当の開発・販売と事業化（２８）

埼玉県 たろう保健整骨院 － “予防”をテーマに、コロナ時代のニーズに適した新サービス開発

埼玉県
パーソナルトレーニングスタジオＦＵＫＵ－
ＲＹ

－ 認知度向上と検索機会の増加を目的とした看板設置と広告掲載

埼玉県 合同会社ごとう 2030003011139 コロナ禍の悩みを解決するサービスで女性がもっと喜ぶ店づくり

埼玉県 有限会社かかや 5030002068128 ＩＣＴを活用した宣伝活動による陶器のネット販売拡大事業

埼玉県 株式会社森商店 2030001101701 動画を活用した広報強化で売上拡大
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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４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 株式会社クロサカ 4030001063865 ネットによる新規顧客開拓を目的としたホームページ開設事業

埼玉県 株式会社山下工務店 7030001064927 検索上位表示による集客力アップを目指すＨＰリニューアル

埼玉県 セルウェル北越谷 － 密にならない安心の少人数制で新規獲得、既存客も単価アップ

埼玉県 株式会社アイ・エム・エフ 9030001067135 バイヤーセレクト型メンズバッグ・日本製靴下通販サイト構築

埼玉県 株式会社木村外装 7030001130729 多くの人の目に留まる外観工事の様なコンテンツ増築で販路開拓！

埼玉県 フォルムヘアー － トータルボディケアサービスの拡充　オンリーワン美容サロンのＰＲ

埼玉県 有限会社カイト 9030002088972 ＨＰを有効的に活用した販路開拓で「足場工事×塗装工事」の実現

埼玉県 糸音／天使のくま房 － 宣伝材料写真の向上と販売サイトの設立

埼玉県 株式会社Ｎ．Ｋ．Ｙ 7030001127304 低価格高品質の台湾製パイプベンダーの販売促進活動

埼玉県 イタリアンバールＶｉｔ － 新規顧客の拡充およびテイクアウトメニューの販売強化

埼玉県 南越谷ｋｏｈａｒｕ鍼灸整骨院 － 産後骨盤矯正オンライントレーニングによる販路開拓

埼玉県 サレーヌ浦和駅前店 － ドライヘッドスパ＆増毛サービス導入による、事業の多収益化

千葉県 有限会社ごうけん商店 2040002085455 ホームページの新規作成などによる新規顧客の獲得と売上拡大

千葉県 有限会社たかがみ 6040002085682 顧客満足度向上施策実施による販路開拓事業

千葉県 有限会社髙根商店 2040002085686 「正確な収支の見える化」で着実な業績アップと営業促進

千葉県 髙うら － ご高齢者やファミリー客にも安心してご来店いただける店舗改装

千葉県 ヘアースタジオＩ － 高齢者向け訪問美容「スタジオＩ出張美容部」設立

千葉県 株式会社与志建設 1040001007808 【与志建設の強みを１２０％伝える！】会社宣伝広告の制作・更新

千葉県 ＯＮ　ＦＯＣＵＳ株式会社 5040001099833 エンドユーザーとの接点増加による販売増強策

千葉県 株式会社マエストーソ 6040001091938 リピート顧客拡大のための販路開拓事業

千葉県 ガストロパブ　オフィスアワー － 土日ランチ営業のプロモーション強化に向けた自社ＨＰを制作

千葉県 ＮＰＯ法人アニマルセラピーｗｉｔｈワン 7040005018738 企業向けアニマルセラピー宣伝事業

千葉県
ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｅｃｌａｇｅ　【ネイルサロンエク
ラージュ】

－ 安心して通い続けられる完全プライベートネイルサロンの開業・販路開拓

千葉県 株式会社響 4040001085982 常識を覆す深夜帯サポート事業をＨＰで認知・周知させるための事業

千葉県 アリエル － ヘアデザイニングの促進機能の導入による生産性の向上と販路開拓

千葉県 株式会社寿々家コーポレーション 9040001078593 市内を走る路線バスをまるごとラッピングして広告宣伝を強化

千葉県 株式会社ノースポイントケミカル京葉 7040001006069 周辺地域への認知度向上による新規顧客呼び込み事業

千葉県 有限会社西浦商店 1040002008821 ホームページの制作で新規顧客開拓と看板の設置で店舗認知度向上

千葉県 合同会社Ｙ＆Ｈ 2040003009702 自社ブランドによる健康食品の小売販売

千葉県 ステンレスバンク株式会社 2020001102980 パイプ切断機導入による商品付加価値事業

千葉県 ＢＬＭビジネスラボ幕張 － コロナ禍で増加する中小企業の事業再生等を支える新たな取り組み

千葉県 愛と空 － 予約システム導入及びＨＰ／ｗｅｂ広告を用いた新規顧客獲得

千葉県 ＥＤＥＮ’Ｓ － インターネット美術展の英語サイトの制作による世界への作品紹介

千葉県 アニュ － ホットパック導入によるテイクアウト商品開発、生産性向上事業

千葉県 佐藤　貴浩 － シャンプー等の「オリジナル商品」の開発と非対面販売の展開

千葉県 Ｈｅａｌｉｎｇ　ｓｐａｃｅ心癒 － サテライト開設、過疎地の高齢者を癒し販路開拓
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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４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 耳つぼダイエットＳＡＫＵＲＡ － オンライン対応と新サービス展開による新規顧客獲得

千葉県 Ｄｉｍａ　Ｂｅａｕｔｅ － 来店しやすい店舗改装とオンラインカウンセリング活用

千葉県 株式会社友設備 2040001109974 地域密着型総合建設業の実現！従業員採用も網羅したＨＰの開設

千葉県 ほたる野整体 － 産後の女性サポート事業　健康な生活を支えるための骨盤矯正ＰＲ活動

千葉県 株式会社心花 3040001097319 お客様を閉じ込めない！地域と繋がる開放的な憩いの場整備事業

千葉県 株式会社イシイ 8040001025571 インバウンド顧客を直接取り込む海外向け自社ホームページの作成

千葉県 有限会社尾張屋 4040002033263 真空パック商品の開発・ホームページ作成（多言語化）

千葉県 ディーピーグループ有限会社 9040002035346 初心者マジシャン・ジャグラー新規開拓のための広告戦略

千葉県 望月やよい － イラストレーターの実績を生かしたＷＥＢ制作新規事業の展開

千葉県 トライエクスキックボクシングジム － 鮮彩な電飾看板でキックボクシングジムのホームページをアピール

千葉県 株式会社江戸っ子 8040001116528 台湾における日本の伝統工芸品販売に向けた販促事業

千葉県 やなだ行政書士事務所 － 農業で外国人採用するには～農家の外国人採用を応援～

千葉県 Ｓ．Ｓ合同会社 2040003008596 新生活様式に対応する宅配、デリバリーサービス

千葉県 株式会社ワイズリッジ 5040001115111 主婦力とコンサル力を駆使して中小企業の業務改善を徹底支援！

千葉県 Ａプラス企画株式会社 1040001086967 クラウド型ＰＯＳレジと自動釣銭機を導入した感染予防対策事業

千葉県 キックボクシングアカデミーＲＯＯＴＳ － 「新規顧客獲得に向けた新クラス創設などによる事業強化」

千葉県 ＴＳＵＫＩＭＩ － ミドルからシニア層女性のためのオンラインセレクトショップ構築

千葉県 どうぶつ病院たいようの杜 － 既存顧客の定着強化と情報発信によるサービス向上と新規客の獲得

千葉県 ｃｏｆｆｅｅ＆ｂｒｅａｄＪＵＤＯ － 石臼製粉機導入による自家製粉小麦のパン提供で売上増加を目指す

千葉県 おばたファーム － 直売所経営における新商品開発

千葉県 三恵メタル工業株式会社 7040001085823 担当者の対応＆人柄もＰＲ！見て触れる動画で新規受注の獲得強化

千葉県 幸せの黄色いハンカチ － 屋外スペースの充実化で達成する国内客へのターゲット変更

千葉県 ふるさと市場 － 健康と美容によい宅配弁当を事業所向けに宣伝するＷＥＢ集客

千葉県 Ｌｉｎｇｅｒｉｅ　ａｒｔ小柴設備 － セミオーダーメイドランジェリーの新商品開発

千葉県 合同会社狼煙 8040003014770 ニューノーマルに対応した店外テイクアウト販売所の設置事業

千葉県 株式会社魚助 7040001059075 新生活様式のニーズに対応したデリバリーサービスの体制強化事業

千葉県 株式会社日恵装飾 8040001059388 日恵装飾が行う新たな販路開拓『ＨＰの装飾で新規顧客の獲得』

千葉県 Ｈｅｌｌｏ　Ｅｎｊｏｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｃｈｏｏｌ － 新しい生活様式のニーズに対応したオンラインクラスの英語学習

千葉県 Ｆｕｋｕｊｕ株式会社 2040001114891 感覚統合運動と苦手を克服できる勉強のプログラムで販路開拓

千葉県 エザワ理容 － チラシ・看板による新規顧客獲得・店舗改装によるリピーター獲得

千葉県 合同会社エスペランツァ 9040003013318 既存利用者の満足度・安全性向上及び新規利用者開拓事業

千葉県 株式会社まほろば 7040001100029 衛生強化と広報活動により老若男女皆さん安心な新規顧客獲得事業

千葉県 株式会社ゼロワン 6040001072698 お客様が求める車両販売整備を実現するための新たな販路開拓

千葉県 株式会社アクアニューテック 3040001071042 新型コロナ対応両開きパーテーションの開発・販路開拓

千葉県 小川タクシー有限会社 2040002077205 収益部門確保のための便利タクシーの確立

千葉県 株式会社いしばし 6040001058623 事業者向け塗装サービスを紹介するホームページによる販路開拓
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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４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 伊藤鍼灸整骨院 － 新規医療機器の導入による混雑緩和・予約枠増加事業

千葉県 株式会社細谷加工 7040001058911 プロモーション実施および作業場改修による生産性向上事業

千葉県 株式会社桑田製作所 3040001105080 フォークリフト導入による廃材処理の効率化及び販路開拓

千葉県 株式会社スパイダーライトジャパン 9040001058026 自社ブランド認知及び利益向上の為のホームページリニューアル

千葉県 株式会社Ｍｙビジネスパートナー 7040001094444 シニア包括支援専用ホームページ作成による対個人サービスの拡充

千葉県
有限会社ＡＶＩＳ．ｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｊａｐａ
ｎ

7040002096019 美髪健康専門店の専用ホームページ・看板制作による経営力向上事業

千葉県 合同会社リアウェル 9040003007121 妊活コースの開発および設備改装

千葉県 野瀬千紗子 － 産後の女性とスポーツ産業での新規顧客の開拓

千葉県 Ｐｒｉｖａｔｅｎａｉｌｓａｌｏｎ球花 － 新規移転後の販売促進の取り組み

千葉県 Ｌａ　ｋｕｒｏｒｅ － 柏エリアにおける時短・本物・安全志向の高い客層を新規販路開拓

千葉県 ＲＥＡＬＩＺＥ－ＭＥＮ’Ｓ　ＨＡＩＲ － Ｗｅｂ上で新規顧客・売上を増やすためのＥＣサイト及びＬＰ制作

千葉県 矢巻美穂 － 日本の食と旅を世界に！動画視聴アップキャンペーン

千葉県 はり灸萌木堂 － オリジナルセルフお灸セットを活用した販路拡大

千葉県 株式会社カクタル 5040001115458 事業内容を告知するホームページ作成による販路拡大

千葉県 株式会社ヘルスデザインカンパニー 7040001112890 ＨＰなどの広告宣伝の充実と医療機器の導入による販路拡大

千葉県 サンホワイト － 大人女性向けダイエットサポートの販売促進事業

千葉県 Ｓｕｎｄａｙ． － 『ヒトとモノがつながる交差点』の入り口

千葉県 株式会社フィットブリッジ 2040001107301 新規集客のためのチラシ・広告を用いた地域販促事業

千葉県 ＬＡＳＡＧＮＡ　ＢＡＲ － 来店誘致へ繋げる新たな販促活動「認知、来店、常連客の獲得へ」

千葉県 こってりらーめん誉 － 動的ページとオンライン予約機能追加による集客力向上施策

千葉県 有限会社Ｂ．Ｂ．ＣＯＭＰＡＮＹ 1040002076661 ライダーにやさしい“パウダールームの設置”事業

千葉県 株式会社トップ・アンド・トップ 6010401091680 新規販路開拓の課題を克服できるホームページ制作

千葉県 鈴木　禄乃 － 脱毛機器の新規導入による顧客満足度向上、総合美容事業へ転換

千葉県 株式会社姉崎タイヤ商会 2040001053553 ＩＳＯ規格の工具導入による業務効率の改善と予約システム確立

千葉県 大衆割烹　網元 － すっぽん一匹丸ごと食べつくしコースのネット販売による販路拡大

千葉県 株式会社ピー・アンド・シー 7040001016480 調剤の機械化による生産性向上を通じた対応患者数の増加

千葉県 有限会社岡戸金属製作所 4040002019238 ホームページの新設による営業力強化に向けた取り組み

千葉県 株式会社大幸創建 7040001103535 ＷＥＢ集客とポスティングによる販路の拡大！！

千葉県 ｌａｌａｕｇｈ － オーガニックコットンを用いた犬と子どものお揃いの服の製作。

千葉県 京新工業株式会社 4040001014396 熱硬化性樹脂を用いた歯列矯正チェーンの適正な加工方法の開発・量産化

千葉県 いきいき本舗整体院 － 新コースの開発・販路開拓、物販による販路開拓

千葉県 株式会社玄楽 4040001107159 新店舗オープン告知・既存店舗の認知アップで販路開拓

千葉県 合同会社ミートプロダクションハヤシ 2040003016211 自社ホームページによる新規顧客開拓の強化推進

千葉県 居酒屋　小百合 － 旬の食材を活かした「そうざい」「弁当」の開発・販売事業

千葉県 Ｐｒｉｖａｔｅ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｐｉａｃｅ － 顧客の頭皮環境・髪質の改善と癒しを提供するスパメニュー開発

千葉県 トラットリアラカパンナ － 新しい生活様式の中でのテイクアウト商品メニューと販売の仕方
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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４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 Ｃａｆｅ＆ｋｉｔｃｈｅｎ　ｍＡｒｉａｇｅ － 認知度向上・既存＆新規獲得のためのＰＵＳＨ型広告

千葉県 株式会社アドバンファーム 3040001104925 落花生脱粒機導入による生産性向上事業

千葉県 ふわり －
完全予約制で利用時間内おひとり様ずつのプライベート空間の保たれた美容
室運営

千葉県 合同会社Ｙ－ＳＵＰＰＯＲＴ 3040003011616 認知度向上と「洗うゾウ」のファンづくりプロモーション

千葉県 台湾台中株式会社 3040001093029 テイクアウト用食事の開発・製作

千葉県 アンドイノベイティブサーチ － Ｗｅｂライター塾のオンライン販路開拓事業

千葉県 大木屋 － 和装履物を前面に打出したチラシ・看板を活用した新規顧客取込み

千葉県 有限会社関東商事 8040002028838 ２階宴会座敷席の改装による新たな販路開拓

千葉県 株式会社青山畳店 4040001101921 工業表を使用したヘリ無し畳の生産性向上と周知・販路開拓

千葉県 南原　このみ（ナンバラ　コノミ） － 売上拡大の為のｗｅｂページ作成とＰＲ動画の作成

千葉県 関川社会保険労務士事務所 － オンライン・オフラインでの障害年金の広報活動と顧客開拓の強化

千葉県 ＧＥＫＯＫＵＪＹＯＵ － ３Ｄプリンターを用いたデジタル造形の可能性追求と試作品の製作

千葉県 祭醸造　ｍａｔｓｕｒｉｂｒｅｗｉｎｇ － メディアＰＲ事業「祭醸造×株式会社イクタ」ショーケーシング

千葉県 株式会社マーケットエン 6040001087977 シニアを元気にする学びと情報提供の専用サイト構築

千葉県 なおき鍼灸整骨院 － 鍼灸整骨院への超音波診断装置の導入により創業期の販売促進

千葉県 Ａｔｅｌｉｅｒｎｕｅ － インターネットによる販促強化

千葉県 ソフトコンピューティング － Ｗｉｔｈコロナにおける通勤渋滞を緩和するカープールの実用化

千葉県 ここ接骨院 － 高齢者に向けた往診と産前から産後のケアによる客層の拡大

千葉県 ごほうび － テイクアウトとケータリングによる販路開拓の礎

千葉県 Ｌａｇｌａｃｅ（ラグラス） － 毛穴ケアに特化した結果の出るサロンの開店でマスク肌荒れを防止

千葉県 ＮＡＣＨＡ（ナチャ） － 非接触型ヴォーカルレッスンとＳＮＳ発信サポート事業

千葉県 アジアンダイニングＨｉｍａｌａｙａｎＨｅａｒｔ － 『スパイシーぎょうざ（モモ）』の卸売用商品の開発・販路開拓

千葉県 バンガ － コロナ禍でもニーズの望める新商品開発およびＰＲ

千葉県 株式会社Ｌｉｂｅｒｔｅ 1040001109018
オンラインコンサルティングへの完全移行とＷＥＢ広告を使った集客経路の確
立

千葉県 ヘアーコレクションステージ － 時代に沿ったメニュー開発　癒しと免疫カアップ

千葉県 株式会社オカデン・ジャパン 8040001115091 環境に優しいＬＥＤを使った顧客満足度の上昇と勝ち残り戦略

千葉県 タカダッチ（ＴＡＣＡＤＡＣＣＩ） － テレワークで際立つおしゃれオーダーシャツのネット販売

東京都 株式会社Ｍｏｎｔｒｅｓｏｒ 8030001102388 ポータルサイトと会員サービスでＥＣ購入リピート促進

東京都 Ｂｕｌｌｅｔ合同会社 5010403011423 バナナジュース専門店のＰＲ出稼ぎ店舗の開始

東京都 快食いっぽ － 「安くて本格派の焼肉を！」のＰＲで新規に繋がるＨＰの構築

東京都 株式会社マルサイホーム 6011401005993 ドローンによる作業の効率化、対応力強化による販路開拓

東京都 合同会社Ｍ２アセット 8020003014723 対面による犯罪・感染リスクを防ぐ安心・安全な宅配ボックス事業

東京都 株式会社リンクス 6011101071898 就労移行支援事業所リンクス千葉の販路開拓

東京都 株式会社Ｆｏｒｅｇｒｏｕｎｄ 1011701023411 アプリの改善・強化と展示会出展による新規顧客獲得

東京都 ヴィーダ株式会社 9011201013888 ＷＥＢショップ、インスタグラムの内容を充実させ販売促進を図る

東京都 株式会社サンビジコム 2011501011061 ネットショップのリニューアルによる遠隔会議用機器の販路開拓
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第４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 株式会社リボン 5010401119796 古代歴史料理・縄文・戦国時代編

東京都 株式会社ナリナル 7010401150816 日本初輸入のジャムウドリンク「ウコン＆タマリンド」の販路拡大

東京都 社会保険労務士法人Ａｍａｔｒｉａ 3010805002716 ＷＥＢ戦略見直しによる営業活動の生産性向上

東京都 インテックス有限会社 2010002041510 イタリア・リミニ市にて開催される旅行展示博覧会への出展

東京都 日本駐輪株式会社 2130001025675 カタログリニューアルと攻めの営業による新販路開拓

東京都 株式会社ｔｒｙＸ 6010701037020 新機集客用ランディングページの制作及び新たなユーザー獲得

東京都 株式会社オルタナフィード 1430001044596 自社サイトの充実化による新規顧客の獲得

東京都 あおぞらＢｉｚプランニング － 小規模事業者向け「越境ＥＣサイト作成支援」で販路拡大

東京都 はりとお灸のねんねこ堂 － 新規治療機器の導入によるコースメニューの開発と充実

東京都 株式会社菅原経営支援事務所 2010001193897 業界初！士業事務所組織構築・業務効率コンサルティングサービス

東京都 ＥＭＣ・ケイ・アイ・コンサルタント － 人々の生活の安全と利便性を守るＥＭＣ工事の販路開拓

東京都 野崎典子 － インバウンドガイド向け教育研修ビデオの開発と販路開拓

東京都 岡島弓子 － 「格安通信とスマホの窓口」

東京都 株式会社プレジール 4010501032792 宝石箱風パッケージデザインの販促強化に向けたＨＰ制作事業

東京都 山口商事株式会社 2010001034663 モバイルオーダーシステム導入によるサービスの効率化と販路開拓

東京都 株式会社Ｒｅ・ｂｏｒｎ 3011101076223 自社商品Ｃａｔｃｈ－ｉの拡販および広告宣伝

東京都 マイスターズコーポレーション株式会社 9010501023052 新製品のＷｅｂマーケティングシステムの構築

東京都 株式会社阿佐谷ロック 5011301025572 地域密着！認知度向上を目指す広告事業

東京都 ぎんざ姿 － ＥＣサイト販売を開始、それに伴う店舗内整備

東京都 サン・ロジスティクス株式会社 3040001031970 国際物流業務拡大の為の、ホームページのリニューアル

東京都 アウローラ － リラックス・ブランディング・ケミカル・３つの満足

東京都 ＧＩＧＡ株式会社 9010001211215 認知度と問い合せ件数増加のためのランディングページの制作

東京都 Ｏｓｆｌｏｒａ － 美容サロンでの健康づくりサービス導入に伴う広報戦略と販路拡大

東京都 株式会社ＳＡＫＵＲＡａｒｔ 9290001066771 オンライン絵画教室開始とＶＲ展示場での個展開催。

東京都 株式会社積運 3011601007751 営業用ＨＰ開設＆チラシ配布による販路開拓と一社依存からの脱却

東京都 式株式会社 5010401119144 テイクアウト商品の販売・販路開拓ならびに新規顧客の開拓

東京都 株式会社トキヨプロダクションズ 9011201013500 ウェブ広告、カタログ製作による認知度向上及び新規顧客獲得事業

東京都 株式会社トレンドアクア 5010901029297 スポーツ教則動画事業（新規動画開発、ネット広告の販管費）

東京都 Ｃａｆｅ＆ｂａｒ＃０１０ － デリバリー＆テイクアウトの開始と広告の強化

東京都 合同会社Ａｎｉｒａｍ 7011503004414 伝統食器に関するオンラインコンテンツの配信

東京都 清水洸一 － 中古アクションカメラの販促強化を実現するＷＥＢサイト制作

東京都 フォーエムトレーディング有限会社 9030002011703 ＥＣサイトの新ターゲット囲い込み事業

東京都
株式会社エミュクラレットオーガニックライ
フ

9011001129843 天然精油の香りにこだわったオリジナルヘアトリートメント開発。

東京都 Ｈｉｒｏｋｏ．Ｋ株式会社 1011101066036 巣篭もりを楽しむ！オンライン・ビューティー・コミュニティ活用

東京都 有限会社ピース 1010902012355 レストランの味を自宅に。テイクアウトへの展開と新規顧客獲得

東京都 ｎａｔｕｒａｌ　ｃａｆｅ　ｇｏｅｎ － デリバリー事業と通販事業の強化
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第４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 株式会社ベストインセンティブセンター 6010401027057 【通販会社向け広告制作・印刷・発送代行新パッケージ】

東京都 ネイルプレジャーヒーリング － 地域に根差す！新サロンにおける新規顧客の獲得・事業整備への取組

東京都 株式会社ＣｏｒｅＲｉｖｅｒ 2011301026086 障害者・要介護者向け、発達障害児童向け旅行の企画販売

東京都 有限会社ライブ・ファクトリー 4011102013744 高速で撮影する高画質の写真制作・販路開拓

東京都 株式会社ｂｅｌｌｌａｂｅｌｌ 7012401020453 新型コロナ対策としてのＥＣサイト新ターゲット囲い込み集客

東京都 株式会社ヤマギワ金型 3011801004994 金型受注業務の生産性向上に向けた長期改善の一歩

東京都 小松タクシー － 配車アプリや予約を可能とするＨＰの作成とＳＮＳでの集客強化

東京都 銀座ごふぁん屋合同会社 4010003028463 「銀座ごふぁん屋セレクト」商材の拡充および販路開拓

東京都 ＮＹＣ － ＬＰ構築による非対面型結婚相談サービスの実現と販路拡大

東京都 株式会社いろはわいん 9010401081407 ホームページのリニューアル

東京都 岩本圭史 － 仕入先開拓強化と業務効率化システム導入による経営基盤強化

東京都 ミレイネ － カフェから物販に店舗改装

東京都 株式会社ライト・ザ・ウェイ 7011001110243 高度な映像制作技術を発信する専用ＷＥＢサイトの構築と新規顧客開拓

東京都 合同会社Ｅｎｍａｋｕ 8011603002820
海外向けの電子書籍出版事業オリジナル電子書籍制作、販路開拓、広告・
宣伝

東京都 下田ロック － ダイレクトメール郵送とＷｅｂサイト開設、ＳＮＳ広告による販路開拓

東京都 ｅｎ－ｓｔｕｄｉｏ － 動画撮影サービスで、新規顧客の獲得と顧客単価を上げる。

東京都 株式会社ｗａｇａｓｈｉ　ａｓｏｂｉ 1013202013916 販路拡大と売上増大の為に勝最中の生産性向上と販促強化

東京都 とんかついけだ － 看板リニューアルとホームページ開設で認知度・新規集客アップ！

東京都 株式会社サンシン 4011601002644 従来型から脱却した新しい形での製品カタログの作成と配布

東京都 株式会社都路アートガーデン 7010801029775 オペラアンサンブル受講生の販路開拓

東京都 株式会社Ｈｏｒｎ　Ｆｏｒｅｓｔ 2011401022687 板橋区北部内での認知度向上によるサービス展開事業

東京都 有限会社コピーイン 3010002001166 自社サイトのリニューアルによる既存事業並びに新規事業の売上増

東京都 株式会社ベイクアケイク 8010001204426 ベビーグッズ・ヨガグッズの開発・製造・販路開拓

東京都 株式会社ケアプラス 7010801022111 オンライン整体治療セルフトレーニングによる販路開拓

東京都 ｏｎ － 非営利活動として母子の心のケアと健康な心身の育成を支援

東京都 ＦＲＯＭＳＥＥＤＳ株式会社 8011001063671 タイ雑貨の販路拡大

東京都 ＲＥＩＮＥＸＴ株式会社 5010601055255 急速冷凍機導入による業務効率化およびテイクアウト食材の開発事業

東京都 株式会社ラビオワークス 8010601039874 部屋着の機能性向上と、新規顧客獲得のための商品化と広告

東京都 成城グリーン株式会社 5010901022401 ＣＡＤ導入による造園工事一連のＩＴ効率化・業務改善

東京都 ＬａｋｉＬｏｍｉ － 『ロミロミ』による温活サロン新規顧客及びリピーター獲得計画

東京都 ｓａｏｒｉ社交ダンスアカデミー － 新規顧客獲得のためのオンラインレッスンの導入とＳＮＳの活用

東京都 株式会社プライム・ヒル 3011001067000 文化と教育を融合させた新事業、１０代×大人の本気「よるのがっこう」

東京都 合同会社ＳＭＩＣＳ（スミックス） 9010603008678 ＳＮＳ広告やＨＰ構築でデジタルインバウンド事業の認知度向上

東京都 アトリエ・ハッチ合同会社 4013303005025
不動産投資家に特化したプラットフォーム・不動産開発シミュレーションツール
の開発による『不動産開発コンサル業務』等に関する販路開拓

東京都 株式会社ｃａｓａｆｒａｇ 6010401155972 広告による認知度向上のための集中広報

東京都 ジャネイロヘアー － シャンプー台リニューアルによる顧客満足度継続的価値向上プラン
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東京都 株式会社たいよう 4011101081445 療育的視点を広め、より多くの人々を支援可能にするＷＥＢ戦略

東京都 株式会社Ｆｒｏｎｋ 8011001136361 オーガニックケア商品のＷＥＢプロモーションを活用した販路構築

東京都 シャンティ・アソシエーション株式会社 9010001168158 オンラインヨガスタジオ「シャンティ」の新規顧客開拓

東京都 三友食品有限会社 5010002010124 店舗リニューアル完成、リピーター呼び戻し・新規顧客の開拓事業

東京都 まつい整骨院 － 整骨院版予約システム導入ホームページ制作

東京都 株式会社ＮｉＦＴ 6010601055444 可動式個室型ブースの商品発売に伴う販売促進製品カタログの制作。

東京都 株式会社ＭＹＳ 9011001098725 宅配事業創出の為の真空包装機導入

東京都 株式会社ＡＺＥＸ 9011001044786 折り紙照明「折照－ＯＲＩＴＥＲＡＳＵ」のＷＥＢページの開設

東京都 ＰＭＡ合同会社 4010703005530 自社ＨＰ開設によるレベニューシェア型ＩＴシステム事業の展開

東京都 株式会社ｔｓａｍ 3010001198474 ＳＮＳ広告によるオンラインコミュニティサービスＰＲ強化への取り組み

東京都 ｂｕｎ．ｓｔｙｌｅ株式会社 5011101084050 日本語教育におけるＤＸ化ソリューション事業の新販路開拓

東京都 月ノ光 － 居心地のいい店舗に改装し、女性客の獲得＆リピーター化を図る

東京都 株式会社コスメティクスラボ 1010401152033 オンライン販売（ＥＣサイト専用販売）向け化粧品販売事業。

東京都 株式会社アドアックスジャパン 7010001146339 オンライン実践経営研修システムを活用した新規事業展開

東京都 サロンメジェール － 動画と、チラシによる地域への周知と、非接触型への事業展開

東京都 蘭蘭本店 － ＨＰリニューアルして新規顧客獲得及び再来店を目指す

東京都 株式会社エンバディデザイン 3010401140052 「ビジュアル」で実績紹介を行う広報冊子による宣伝・販促事業

東京都 有限会社テックス・デザイン 8010702012458 「カギの救急車目黒店」魅力訴求に向けたネクストプロモーション

東京都 串キング － 「串揚げ」専門ＷＥＢページの制作による来店数増加

東京都 マーキュリー製薬合同会社 9013303005474 ＷＥＢ広告を用いた新規顧客の集客強化

東京都 株式会社ＺＥＮＤＡＩ 8011101080542 コロナ禍における平日会員増強に向けた販路開拓の実現

東京都 Ｌｏｔｕｓ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ － ピラティスと食生活コンサルティングのオンラインサービス

東京都 株式会社オーシャン 2010001179789 即効性パーソナルエステＰＲを通した新規顧客獲得と経営安定化計画

東京都 株式会社ジョブフリー 1011801034812 採用強化・管理効率化システム「ワガシャＤＥドーモ」普及事業

東京都 株式会社ＢＲＩＧＨＴ 8010401125305 「ペルシア」ホームページ作成によるイメージアップ＆集客拡大

東京都 株式会社テクノコスモ 3010401111177 抗ウィルスフローリングでコロナウィルスによる社会不安を抑える

東京都 株式会社ベビーフェイス 3010601022620 自社サイトリニューアルによるＥＣ事業強化

東京都 株式会社ラクエコ 7011301026404 ターゲットを明確にしたＨＰ制作と広告・営業による販路開拓

東京都 株式会社アクセラリージェンシー 4011003003560 バーチャルインフルエンサー事業

東京都 株式会社Ｐａｗ 1010403015023 副業希望者に対するオンラインメソッドの販売・コンサルティング

東京都 ＭｅｒｒｙＬａｎｄＮａｉｌ自由が丘 － 自由が丘における時短・品質・安全志向の高い客層を新規販路開拓

東京都 有限会社ピンクパールプランニング 2010802011927 オンラインの編物教室のＰＲ強化に向けたＨＰ制作を実施

東京都 株式会社蒲田屋植田写真機店 9010801002755 サービス内容の充実と認知度アップによる商圏の拡大

東京都 村澤社会保険労務士法人 9011805002989 ＷＥＢサイトの全面改修による認知向上と顧問契約の獲得

東京都 隠れＢＡＲギルド － 店舗コンセプトを徹底！店内改装によるリピーター活性化事業

東京都 有限会社ブーランジュリ・ラパン 6011302007882 新たなパン製造工程の導入で売り上げ拡大
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東京都 株式会社ＳＰＪ 4010001184606 高精度ＡＩチャットボットをＰＲするｗｅｂサイト制作＆新規客の獲得

東京都 有限会社中越（澤治療院） 9011102009366 コロナ禍のダメージ克服！体に優しい新治療法をＰＲで来院者増加

東京都 株式会社シクソン 2010001019417 各種展示会への出展やＷｅｂ広告による販路開拓

東京都 有限会社レイ・アオヤマ 1011702014962 自社ブランドの立上げと認知向上による国産革バッグの販路開拓

東京都 株式会社Ｍｅｒｒｙ　Ｐｌｕｓ 1010001208920 当社がオリジナル開発したメイク落とし製品の販路開拓

東京都 Ｌｅａｆ　ｖｅｉｎ － 「飯田水引」の新商品開発と展示会出展、ＨＰによる新規販路獲得

東京都 Ｓｈｉｆｔ合同会社 9010703005204 ブランド知名度向上のための情報発信

東京都 Ｔｈｉｎｋ　ａ　ｐｈａｓｅ株式会社 2010801023642 火災保険申請サポートナビのランディンページリニューアル施策

東京都 株式会社ベル・モードスガマ 6011101019484 ホームページ制作による販路開拓と小規模顧客の獲得

東京都 株式会社ＡＹＵＲＩ　Ｏｆｆｉｃｅ 5010001198043 マネーリテラシー向上のためのオンライン完結するスクール

東京都
特定非営利活動法人日本混合バレー
ボール連盟

3010805001478 ＨＰリニューアル・ＳＮＳ広告による当連盟取り組みのＰＲ強化

東京都 株式会社マツブン 6011801012045 新発売する「今治タオルジャパンレッドカラー」の宣伝広告

東京都 株式会社マリコ・コウガ 4011001030337 ・フリーサイズをメインとした自社婦人服のネットショップ販売開始

東京都 株式会社ｕｋｋａ 2010001186323 食品製造・加工に関する調達プラットフォーム「ｍａｎｕｆａｒ」のリリース

東京都 ＴＳ不動産管理株式会社 6011301015093 自社ホームページを情報の結節点に、取引先に信頼獲得で事業拡大

東京都 有限会社国小林組 5010702002247 基礎から足場までのワンストップ専門工事販路拡大戦略

東京都 ａｔｅｌｉｅｒ　ＬｉＬ － 姉妹経営だからこそできるサービスを宣伝し、美の提供を行う

東京都 株式会社ＨＡＮＪＩＮ 6011101046677 ＰＲサイトを用いたミールキットの販路拡大

東京都 アトリエジュン － ペット共生型リフォーム専用サイト開設及びパンフレット作成

東京都 株式会社３ｒｄｃｏｍｐａｓｓ 9010901046099 オンラインアンテナショップで生産者及び国産食材を支援する

東京都 Ｒｉｃｅ － 「アートジュエリー」市場創造と映像によるプロモーション

東京都 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｗａｖｅ － 学び直し英語は楽しく～ＨＰ作成とＹｏｕＴｕｂｅ動画で販路開拓

東京都 ラボラティック株式会社 9011001106578 事業化に向けてＷＥＢ広告を活用した販路拡大

東京都 合同会社盛絽屋 8011203002312 「蕎麦居酒屋」から「蕎麦カフェ」へ

東京都 有限会社デザインポート 7011602006889 ネット広告とＤＭを使った小売店に向けた小型卓上名入れ機の販売強化

東京都 Ｉｆ：トウキョウ － 都心のクオリティーを用いて地域や従業員に寄り添う新事業

東京都 株式会社プレイス 4010901033201 一棟貸切型貸別荘を３６０°映像で紹介するポータルサイト制作事業

東京都 株式会社リピートアップ 4010001189514 動画配信とＷｅｂのミックスメディアによる販路拡大。

東京都 合同会社サカタ経営 9011803004442 自社Ｗｅｂサイトの構築とＷｅｂ広告を活用した販促活動の強化

東京都 堀山設備株式会社 9011601006343 「ヘルスケア事業」の立ち上げによる新規販路開拓

東京都 株式会社ＳｏＡ－Ｐａｒｔｎｅｒｓ 4040001111078 ＨＰの有効活用で非対面営業の実現～新規顧客の獲得へ向けて～

東京都 株式会社トイア 8010901041992 ＨＰアップグレード及び新規顧客開拓のためのカタログ制作＆送付

東京都 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｍｂｒａｃｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ 6010001209146 医療用新型Ｘ線防護用品の検証及び初期施策による生産性向上

東京都 フリッジサロン － 販路開拓の為の試作品と一般消費者向け染色機導入とＷＥＢ整備

東京都 株式会社ウェルネスライフパートナー 5011501025983 商品開発と新規顧客の獲得に向けた広報活動による売上拡大

東京都 粋酔 － トイレ内改装工事による集客数及びリピート率の向上
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東京都 おもいやり繪 － 一人でも多くの方へ書道文化を伝えるための新販路開拓

東京都 Ｅ．Ｐ．Ｐ．Ｌａｂｏ． － 英会話教室の認知度向上および動画販売強化事業

東京都 株式会社スタッツ 2010701032248 ゴルフ場向けショールーミングストア事業

東京都 ｎｃｌ合同会社 1010803003560 ケアマネジャー開拓による要介護者集客アプローチ事業！

東京都 ＹＵＲＩＭＩＹＡＴＡ － 事業拡大のための高価格帯商品の開発と販路開拓

東京都 株式会社ノードグラフ 5010001137653 コロナワクチン輸送に於ける温度管理システムの拡販と広報活動

東京都 ＤＯＺＯＮＯＳＴＵＤＩＯ株式会社 2011301024767 お店の認知度と信頼を広げる！パンフレット制作

東京都 ドットミソ － 帰省しづらい社会にふるさとを感じる味噌玉ギフトで新規顧客獲得

東京都 二宮清ダンスアカデミー － ネットを通しダンスの魅力や感動活力を伝え顧客やファンを増やす

東京都 築地やまはら － 新規顧客獲得の為のＥＣサイト強化、既存顧客からの紹介強化

東京都 株式会社ＴｅｒａｋｏｙａＫｉｄｓ 3010601043666 親子で学ぶお金の教育「キッズマネーリテラシー」

東京都 株式会社アクションコーポレーション 3010001097536 広告掲載による当社取扱製品のＰＲ

東京都 株式会社ＡｍｂｉｔｉｏｕｓＤｉｖａ 6010001209419 オンラインのマジックスクールの立ち上げ及びマジシャン派遣業の強化

東京都 エデュケーショングリーン株式会社 2010401145259 パーソナルトレーニングの顧客獲得に向けたメディアサイト制作

東京都 セレクトショップｔａＲｏ － 刺繍ミシンを最大限に活用したデザイン部門の設立

東京都 ティックコーポレーション株式会社 8010501015125 事例を交えて顧客の解決策につなげるホームページリニューアル

東京都 ｒｅｇｉｓｔａ － ４Ｋシネマカメラ導入による販路開拓と事業拡大

東京都 鈴木社会保険労務士事務所 － ＷＥＢ広告とセミナー集客による新規顧客の増加

東京都 株式会社和 2010701029756 新たな文字入れ・写真入れギフト商品の開発・販路開拓

東京都 株式会社まちづくり高田馬場 8011101067572 袖看板などによる認知向上とリピート率向上のためのハード整備

東京都 ＢＩＺＥＳＳＥＩ株式会社 3010001192287 インフルエンサーを起用したＤＥＣＡＸ戦略によるハイエンドライン販促

東京都 ＩＳＥＫＩ － 新しい取り組みとしてオーダーメードグッズの製作販売

東京都 高円寺接骨院 － オンライン冷え性改善トレーニング新設による販路開拓

東京都 株式会社ＩＲＩＳ 1011301022160 東京レインボープライド出展による認知拡大、および潜在顧客の獲得

東京都 ジャパンテクノトレーデイング株式会社 1011601003348 栃木コシヒカリの海外市場開拓、販売推進

東京都 Ｈｉｄａｍａｒｉカフェ － １０周年記念事業による顧客満足向上と新規顧客の獲得

東京都 株式会社８８８ 7011001131999 フォトエステのメニュー拡充でサブスク型エステの会員獲得強化

東京都 越川　純 － フルーツ・野菜のカッティング技術を広める販路開拓広報事業

東京都 フウスル － なつ訪問鍼灸マッサージ

東京都 ＣＯＭＰＯＡＮＹ　ＯＦ　Ｃ株式会社 7011201021083 ファッション卸売りサブスクモデルによる販路開拓促進事業

東京都 日本スキルズ株式会社 4010001077710 ＳＵＰＥＲＬｉｎｋｓＷＥＢ（クラウド）リニューアル

東京都 東新宿Ｓａｋｕｒａ　Ｃａｆｅ － ホームページ全面リニューアルによるオンラインでの販路拡大事業

東京都 いまい動物病院 － 動物病院によるＥＣサイトの全利益で里親譲渡の数を増やす！

東京都 ＫＩＭＩＤＯＲＩ － オンラインショップによるオリジナル商品販路拡大戦略

東京都 株式会社ｉｅｎｉ 5010401154109 休眠理美容師の復職支援を通し訪問理美容師を増やし地域活性化

東京都 不二薬工株式会社 1011401007367 ネット販売を見据えたＨＰリニューアルによる商品訴求と販路拡大
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東京都 楠美貴敏 － 中小企業特化のテレワークツール導入支援

東京都 Ｐｒｏｐａｌｌｙ株式会社 1010401155085 不動産収支管理ツール「Ｐｒｏｐａｌｌｙ」のユーザー獲得施策

東京都 株式会社ｔｏｈａ 2011001134230 ウェブサイトでの新規顧客獲得と制作品質向上で売上増加

東京都 株式会社クリップアカデミー 8011701020468 ポスティング広告宣伝効果により、販路拡大し、売上増加を図る。

東京都 ＢＩＧ株式会社 8013101001726 駐日外国人対象・外国語スピーキングドライバーと行く旅・ＰＲ

東京都 有限会社栄光商会 1011602001400 配達サービス強化のためのプロモーション事業

東京都 アールフォース株式会社 2011601017355 格闘技ジムをメインにしたワンストップサービスの販路拡大

東京都 株式会社ＣａｔａｌｕＪＡＰＡＮ 1011101084616 「カタルサービスプラットフォーム認知度拡大事業」

東京都 Ｄｅｃａｆ　Ｂｌｅｎｄｅｄ － 無添加料理の冷凍ルー＆ソースの試作開発と販売

東京都 株式会社水道サポートセンター 6010601036931 工事費用キャッシュレス決済の販促強化を実現するＨＰ制作

東京都 株式会社サブシスタンス 6010401110259 キーオーガナイザーの認知度向上・販路開拓

東京都 ＪＵＧＥＭＵ － コロナ禍に負けない強靭な店舗づくりプロジェクト

東京都 株式会社三松 1010801011607 ＥＣサイト構築による販路開拓と衣食住ライフスタイル提案

東京都 プラッツプラス合同会社 6010003033197 ＩＴエンジニアの派遣先現場での個別面談サービスの販売促進

東京都 有限会社ティー・プロ 3011502003949 販売促進ツールの充実化を図り商品のＰＲを強化

東京都 パクトル合同会社 8010903002530 足を美しく保ち美しい姿勢をとるためのフットケア促進事業

東京都 合同会社ディープグラウンド 2010903001604 問い合わせ率向上を狙ったＨＰリニューアルとＳＮＳ広告による集客

東京都 株式会社ＫＡＩＮ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ 3010001194366 「選ばないことを選び、出会う」オーガニックボックス販売事業

東京都 ＳＨＩＢＵＹＡ整骨院 － 新規開拓における機械装置導入及び広報費・換気工事実施

東京都 プロナンシエーションスタジオ － イギリス英語発音法特化型オンラインスクールのＷＥＢサイト構築

東京都
ミスターミニットＭＥＧＡドン・キホーテ大森
山王店

－ 取りこぼしゼロへ！内製化による短納期化と新サービスの開発

東京都 株式会社東京黒田 5010901045708 最高のコーヒーとプリンで昼間の営業を拡大！

東京都 公文式北砂３丁目教室 － 乳幼児親子教室の拡充による子育て支援

東京都 有限会社ライブステーション 3010702008865 躍動感溢れる効果演出による新時代への配信ライブ開発・販路開拓

東京都 長谷川亮土地家屋調査士事務所 － 最新ＩＴと機能強化で業務効率化と高品質な成果物を提供

東京都 Ｒ＆Ｇスタジオ － ＳＮＳ活用による知名度向上とダンスと心のトレーニングの推進

東京都 合同会社Ｍｅｄｉａｔｅ 9010803003371
新規点検機器（ドローンの購入）とＳＮＳ・ＷＥＢ広告を活用したマーケティング
戦略

東京都 株式会社コンテンツアンドシステムズ 9010601041359 きめ細やかなニーズに対応した映像授業の開発・販路開拓

東京都 株式会社板倉茶屋　要 7010001000710 ニューノーマル時代の新メニュー開発と店舗改装で顧客獲得

東京都 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｐｒｉｍａｖｅｒａ － ホームページ、立看板を活用した中高年層の新規顧客の獲得！

東京都 株式会社フローラズコーポレーション 3011401015938 ペット傷の修理に特化した住宅リペア事業

東京都 赤ちょうちん酒場×ビストロ　恵比寿喰屋 － 飲食業で渋谷を盛り上がる！『コロナによる中食需要増』に対応！

東京都 七輪酒家にんにくや － 女性専用トイレを設置し女性客のリピート率を上昇させる事業

東京都 Ｚｅｎ　Ｊａｐａｎ － 自社ＨＰを構築し、事業①の強みを見える化。見込客を成約に繋げる

東京都 ＥＴＳＵクラシック・ジャズピアノ教室 － ピアノ教室におけるウェブ集客とオンライン事業

東京都 株式会社信光 4011101091320 ホームページ等販促物作成による販路拡大事業
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東京都 川井仁美 － 幸せな恋愛から結婚生活へのコンシェルジェ

東京都 土屋自動車株式会社 6011801009867 ホームページリニューアルによるＷＥＢ集客導線強化と新事業展開

東京都 株式会社アイプラフ 6010901022722 動画コンテンツを充実させｅラーニング事業の推進

東京都 株式会社Ｎｏ　Ｗｏｎｄｅｒ　Ｊａｐａｎ 8011001131098 ウェブサイトを活用した新規顧客開拓

東京都 山崎幸平 － タイ雑貨販売所

東京都 鵜山リゾート株式会社 2011001110792 千葉県館山市における農産物直売所の運営

東京都 株式会社アントマム 2010001204002 鷹栖町の本当に美味しいお米で作る、おにぎりフードトラック事業

東京都 株式会社ＪＭＹＳ 7011001137583 タイ市場にて訪日インバウンドに向けた情報発信事業

東京都 エトネ・ジャパン － 「エトネ」オリジナル商品およびセミオーダー商品の販路拡大

東京都 株式会社アールジェイエス 9010001151246 低価格リフォームとリサイクル周知のホームページへアップデート

東京都 株式会社プロモーションワークス 1012401008561 ニッチな市場を求めて、ハイエンドオーディオケーブルの海外展開

東京都 ＡＥＱＵＩＴＡＳ － 店内の雰囲気づくりによる女性顧客へのアピールと新規来店促進

東京都 株式会社プラネタリア 4011601012478 人気革製品ブレイリオをＷＥＢマーケティングで販売強化

東京都 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＨＡＮＡＮＯＫＯ － お花茶屋にオープンした唯一の個室美容室の認知度向上と販路拡大

東京都 エコアティア株式会社 1011701021464 民間企業（不動産業）と連携事業開始における販路拡大への取組み

東京都 ごはん・ごはん － 当店独自の健康志向のジャムの商品開発、販売。

東京都 有限会社南天 7013302014767 チラシでの情報提供とテント・空調・看板修理による快適空間創り

東京都 Ｎｅｗ　ｖａｌｌｅｙ － アウトドア用木製家具の新商品開発および、販路開拓

東京都 株式会社竹内商店 6010001049518 無人賞味期限印字機の導入で収率向上による製造量増大と売上拡大

東京都 ａｔｅｌｉｅｒ　ｅｍｏ． － 銀座エリアにおける本物・安全志向の高いお客様の新規開拓事業

東京都 株式会社モンブラン 6010601039100 自社サイトによりユーザー直接の販売　新規ユーザーの獲得

東京都 株式会社ＷＯＲＬＤＥＳＩＧＮ 3010001195422 フェアトレード商品の国内雑貨卸向け拡販事業

東京都 株式会社サイニクス 1013301004353 ユーザーフレンドリーなホームページへのリニューアル

東京都 ありあけパートナーズ合同会社 5010603007964 広告の継続的な掲出による脂肪冷却の認知拡大と新規顧客獲得

東京都 合同会社メンズスキン 5011803003860 竹と幹細胞成分を配合した男性専用スキンケア商品のＳＮＳ集客

東京都 株式会社リアライズ 4010001112657 自社ＥＣサイトを構築し新たな顧客を取り込む

東京都 有限会社Ｋ’ｓボディケア 6010402032213 ホームページを有効活用！閲覧者を増やして新規顧客獲得

東京都 合同会社Ａｄｏｒａｂｌｅ 6011003010310 大型ケース導入等による感染防止に配慮した店舗環境の構築事業

東京都 ＢｌｕｅＯｃｅａｎ － 認知度向上の為の宣伝広告及びレンタル器材導入による販路拡大

東京都 ワインビストロアンフォラ － ・時代に合わせた個室で安全な食事の態勢の整備

東京都 ＰｉａｎｏＳｃｈｏｏｌＥｍｉ － ピアノを用いた育脳レッスンの販路拡大による新規顧客の獲得

東京都 有限会社メガネのアオキ 2010602024419 看板のリニューアルで認知度向上と集客力アップ

東京都 ａｒａｔｉ － 休眠顧客の活用・ホームページやチラシ制作で新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＧＰＳＯＬ 8010001213625 宅配クリーニング事業立ち上げのためのエリアプロモーション事業

東京都 ふうせんの風 － 利便性・シナジー効果で集客ＵＰ！ホームページ大改造計画！！

東京都 株式会社Ａｄｅｌａｎｔｅ 2010001212574 ギフト用パッケージの開発およびＳＮＳ広報による販路開拓
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東京都 ＵｎＰｅｔｉｔ － 身近なリラクゼーションを提供！ヘッドスパサービスの本格展開

東京都 株式会社ＬｅｍｏｎＢｕｓｔｅｒｓ 8010901031523 インターネットによる首都圏買取広告の拡充とページの随時修正

東京都 合同会社オールスプラウツ 4013303004142 新規顧客獲得の為の認知拡大を目的としたＩＴプロモーション構築

東京都 クレアル株式会社 3011302004321 インターネット注文の拡大及び会員単価アップの取り組み

東京都 株式会社ジーエル 3010901032402 ＥＣサイトの機能追加！スマホ対応で新規客の獲得・顧客満足度向上

東京都 美容室ＴＲＯＮ － トリートメント商材による髪質改善による集客開拓

東京都 アロマスマイル － 既存ホームページの改修による新規顧客獲得及び売り上げ拡大事業

東京都 ＨＡＢＡＲＩＷＯＯＤ － 家具デザイナーとしてのブランディング向上による顧客獲得

東京都 ＷＡＷＡＨＡＩＲＳＡＬＯＮ高円寺 － 増席等による顧客満足度向上と外国人への対応強化による差別化

東京都
龍騰　日本株式会社（ＤｒａｇｏｎｐａｓｓＪａｐ
ａｎ）

4011101093242 ラウンジ提携レストランの拡大

東京都 株式会社ＢｅａｎｓＰＬＵＳ 2013301005730 新ブランド「Ｋｏｍａｍｅ」のブランド展開を図るためのＥＣサイトリニューアル

東京都 株式会社ケープルヴィル 7010001152774 ＳＮＳポートレート撮影の販促強化に向けたＨＰ制作

東京都 プラスはりきゅう整骨院 － みんなプラスに集まれ！開院１０周年だからＨＰリニューアル！

東京都 ＷＡＫＡ － ＥＣ事業によるサブスク定期便花の販路拡大アップ

東京都 有限会社アンジェリーク 1010802000476 新販路開拓！～こだわりオーダーメイドドレスを多くの女性へ～

東京都 Ｌａ　Ｃｈｏｕ－Ｃｈｏｕ － 顧客獲得のためのホームページ更新とプロモーション活動の実施

東京都 みなとアセットマネジメント株式会社 2010401057735 困窮者のマイホームでの生活を守る不動産のリースバック事業

東京都 株式会社５ＴＯＫＹＯ 1010401131763 ＳＮＳと連動したメディアサイト制作で日本文化の魅力発信とＰＲ力強化

東京都 株式会社ｃｒｏｓｓｆｉｔｎｅｓｓ 8010401110926 Ｗｅｂサイトリニューアルで新規顧客開拓、客層拡大の実現！

東京都 バーメイジュ － テイクアウト、珈琲豆の販売を含むカフェ事業の販路拡大

東京都 経堂整体院ＭＩＫＡＴＡ － サイト改善やインターネット広告等による集客対策の強化

東京都 株式会社ナレッジピース 6010601057787 オンライン活用による中堅中小企業市場における新規顧客獲得

東京都 ＲＥＳＯＲＴ　ＮＡＩＬ　ＳＥＲＶＩＣＥ － ＷＥＢ活用による巻爪など足のトラブル解決事業の拡大計画

東京都 コンサルティングオフィスＷＡＮ － オンラインサービスを活用したＵＩＪターン専門の創業相談事業

東京都 株式会社ファースト・サークル 9013201010700 高品質なクリーニングを求める地元顧客を開拓する店づくり

東京都 株式会社ＳＩＳ 7011301026107 新型コロナ対応および、より良い学習支援のための遠隔授業の準備

東京都 シンコーストゥディオ株式会社 9010901024303 ３Ｄプリンター活用の大人のブライダルジュエリーブランド

東京都 サンウィン株式会社 6010601057829 ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信カメラの販売とテロップ広告開発

東京都 萩原電材株式会社 5010001006379 ＥＣサイトを活用した製品知名度の上昇及び新規顧客獲得

東京都 株式会社ＤＧＰアカデミー 4013301042714 英語スクールからの業態転換による事業拡大

東京都 石川雅子ミュージックアカデミー － ウィーンの香を感じる非日常の教室に改修！新規生徒の獲得強化

東京都 有限会社みみずくファミリー 9013302012257 ・外出不要！お家からいつでも安心リモートでこだわりお部屋探し

東京都 株式会社アルテミスＢＰ 9010601043834 顧客獲得ノウハウを提供するリモートコンサルティングの営業展開

東京都 大人の結婚相談所Ｗｉｔｈ － 集客の為の新サービスの導入とＨＰリニューアルによる集客地域拡大

東京都 株式会社Ｓｔａｒ　Ｗｉｓｔｅｒｉａ 7010401148918 ＹｏｕＴｕｂｅ活動を通したバーオソルクニアセフメソッド（Ｒ）の躍進貢献

東京都 株式会社ＳＫＹＺ 5010601035513 外国語対応ウェブサイトと宣伝用動画で海外事業拡大
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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４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ＴＯＫＡＩＲＩＮコーポレーション 2010001198368 国内外国人のニッチ市場をターゲットにした商品展開への取り組み

東京都
マタニティフォトサロン　ＰＩＮＫ　ＢＵＴＴＥＲ
ＦＬＹ

－ マタニティフォトサロンにてマタニティアート及び撮影

東京都 アルティキッズ － 教育感度の高い層への子供向けアート教室による新規販路開拓

東京都 株式会社ｆａｂｒｉｑ 6011001071585 クロモジを使用した商品の抗菌性、機能性および栄養性の調査

東京都 株式会社ＣＩＴＲＡＢＡ 9011301026354 クラフトビールと名物料理のテイクアウト、デリバリー販路開拓

東京都 Ｖａｓｋａ － ホームページ制作で当店の魅力を訴求して新規顧客の獲得を目指す

東京都 アイサ・ジャパン株式会社 3201040119840 Ｗｉｔｈコロナ時代における弊社開発・運営サービスの積極的な販路開拓

東京都 クレストホールディングス株式会社 5010001189059 Ｃｒｅｓｔｉａ・歯ブラシ・舌ブラシのサブスクモデルの立ち上げ

東京都 株式会社Ｔｈｅ　ｃｏｎｃｅｐｔ　ｏｆ　Ｒｏｕｘｄａ 6010401151030 ホームページでプロの技術によるサービスを伝えて全国から集客

東京都 佐藤　奈苗 － オンラインレッスンの拡充と製品開発への取り組み

東京都 田野写真事務所 － フォトギフトの販売用ウェブサイトの制作

東京都 ＨａｉｒｍａｋｅＴｉａｒａ － 店舗改装によるブランド力及び衛生面向上による集客力アップ

東京都 齋藤千夏 － 『鬼怒川温泉』の事業者に対する動画・ホームページ制作の提案

東京都 トゥーアールマンション － 新作創作・ワークショッププログラム開発による受注件数の増大

東京都 株式会社アロイ 1010001122089 もみ殻微粉砕食品「ＯＮＥ　Ｓｉｌｉｃａ」の販売

東京都 合同会社ＦＰａｌ 9013303005251 自社サイトの訴求力向上とＷｅｂ広告を活用した販促活動の強化

東京都 株式会社Ｊｏｎ＆Ｊｕｄｙ 1030001123036 家計の不安を解消するＷｅｂメディアのＷｅｂ広告による販路開拓

東京都 ｌａ　ｍａｉｎ　ｄｅ　ｍａｍａｎ － オンラインの仕組みを作って新規顧客の獲得

東京都 田久保弘之 － 葛飾を盛り上げたい！葛飾で１番の地域ポータルサイトを作る施策

東京都 株式会社ＣＨＥＴ　ＷＴＶ　Ｊａｐａｎ 7010701040254 クリエイター、国内企業に向けたアジア進出のためのＭＣＮ事業ＰＲ活動

東京都 Ｂａｇｕｅ　ｄｅｕｘ（バーグ　ドゥ） － サロン専用ＰＯＳレジ導入による顧客満足度向上と販路拡大

東京都 株式会社Ｋｏｔｏｎａｒｕ 4010401153012 学生と企業インターンシップを繋ぐビジネスＳＮＳ事業

東京都 文藝サロン　ｅｐｏｋｈｅ － 多用途で利用できる昼間の喫茶スペースの設置による販路開拓

東京都 ムーブケア株式会社 6011801035673 安心・安全の追求で顧客満足度を高め、新規顧客の増大を実現する

東京都 日本ビーエフ株式会社 1010001062418 Ｗｅｂ広告掲載による販路開拓

東京都 合同会社シークレイン 8011503004140 ＨＰ、チラシ、コンサルで販路拡大、コンサルで業務効率化

東京都 ＩＭＡＧＥ．ＣＬＩＮＩＣ － 高単価サービスへリニューアルするためのイメージアップ戦略

東京都 株式会社Ｂａｒｉｍｏ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 9011001135949 国内外の飲食店をオンラインでつなぐ新しいアプリの開発

東京都 ａｋａ　ｔｏ　ａｏ － ベビー＆キッズ服の新商品開発とイベント出店による販促活動

東京都 会社信用ドットコム － 集客とブランドを強化するためのホームページ改良と広告宣伝活動

東京都 株式会社Ｐｌｕｓ　Ｌ 2040001091487 認知度向上のための店舗外観改善及び各種媒体によるＰＲの強化

東京都 松丸製氷有限会社 4011702010819 新機材の導入により、純度の高い氷を製造し、顧客拡大を図る。

東京都 ｎｙ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｔｕｄｉｏ － 新規顧客獲得のため、スタジオ兼事務所の開設

東京都 Ｒａｕｍ　Ｎａｉｌ － 神楽坂における時短・本物・安全志向の高い客層を新規販路開拓

東京都 株式会社赤澤朝陽 1010501000166 在フランスＰＲ会社を活用した遠隔販売のためのプレス資料開発

東京都
ＤＥＬＩＣＡＲＥＳＳＥＮ　＆　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＡＬ
ＦＲＥＤＰＥＲＵＧＩＮＩ

－ パストラミサンド、その他日持ちするテイクアウト商品の販路開拓
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第４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 ｅｍｉｆｌｏｗｅｒ － 生花の販路拡大となるブランディング動画制作

東京都 株式会社クドー 1011301002014 キャッシュレス決済導入による裁縫セット売上拡大

東京都 栗城社会保険労務士事務所 － 就業規則関連の情報発信強化とウェブ広告・チラシでＰＲ

東京都 株式会社エス 3011001138131 ネイルオイルの商材ＰＲに向けた自社ＨＰサイト制作事業

東京都 株式会社フォトエックス 6020001083094 新規顧客開拓のため下見からの成約率向上に向け改装とＩＴ活用

東京都 木元理香 － １５ｍｉｎｕｔｅＹｏａｇＣｌｕｂ～１５分間オンラインヨガクラブ～

東京都 株式会社アイデル 1011201007352 ｗｅｂサイトのリニューアルによる新規顧客獲得

東京都 皇喜管財株式会社 7020001045077 Ｗｅｂサイトリニューアルによる信頼感向上と取引先拡大

東京都 株式会社国際音楽教育研究所 2010001205280 ソルフェージュアプリ・紙面教材の販路拡大と生産性の向上

東京都 鳥羽祥江 － ホームページと紹介制度の構築によるエステ事業の活性化

東京都 風輪颯出版 － 電子書籍からの集客の強化及び、マネタイズ仕組化コンサル

東京都 株式会社Ｈｕｅ＆Ｉ 9180001137014 事業拡大に伴う自社ＨＰと新規顧客獲得に向けたＥＣサイトの制作

東京都 ケン整体院 － ウェブ広告による技術力周知によるピンポイント広告で販路拡大事業

東京都 無農薬苗ドットコム － 成分分析サービスの集客を目的としたウェブサイトの構築

東京都 ゴーグリーン － バーチャル　ギャラリー（オンライン　ホームページ）の運営

東京都 Ｍ’ｓＮａｉｌ － 自爪育成ネイルによる新たな顧客の販路開拓

東京都 株式会社ＲｏＧ 5011401022569 コロナで働けない人材を支援するオンラインコミュニティ事業

東京都 株式会社桜 8010401102080 地方良品を全国にＰＲするクリエイター活動をＳＮＳで認知度アップ

東京都 東京セイル株式会社 6011501003088 巣ごもり生活にあった新デザインスタンドルーペの開発事業

東京都 株式会社ＢｅｙｏｎｄＷｅｌｌ 4010001209247 マッチングシステムを利用した優秀な人材確保及び企業への提供

東京都 合同会社ＯＨＡＮＡ 8010603007573 特定相談支援事業所設立による精神科訪問看護事業への参入

東京都 オーディープランニング － あなたも私も笑顔になる。クレヨンで「心をはぐくむ」事業

東京都
株式会社アレスファーマインターナショナ
ル

3011601024433
インターネットを介した処方箋応需体制の構築とＥＣサイトによるＯＴＣ薬等の
販路拡大

東京都 株式会社アールコレクション 4290001020452 ＥＣモールリサーチ仕入管理自動化オリジナルソフトウェアの製作

東京都 リミットライン － 新商品開発のための大型印刷機導入に伴う給水排水移設、内装工事

東京都 永幸不動産株式会社 4013301001736 ＷＥＢでカンタン不動産相談

東京都 東京皆本類事務所 － 原稿執筆から動画制作・出演の事業創設による、収益の安定と持続

東京都 青木健 － 国産の大径木を使った家具ブランド＜ＢＡＵＭ＞の開発

東京都 Ｐａｒｋｉｎｓｏｎ　Ｖｏｉｃｅ　Ｔｏｋｙｏ － 発声発語機能訓練のための専門知識の共有による販路開拓

東京都 株式会社ビジネスワールド社 2011101059195 ＷＥＢサイトのアプリ化　及び　広告掲載による新規ユーザー獲得

東京都 ｍａｋｏｆｏｏｄｓ株式会社 7010401139438 プロの料理研究家が伝授！ＳＮＳ映えする時短料理オンライン教室

東京都 株式会社キャッスルレコーズ 2010501042042 店舗にカフェ・バーを併設した飲食可能なＣＤ　ＳＨＯＰの開設

東京都 美・華陽 － 美・華陽の認知度アップで自立したい多くの女性を支援！

東京都 Ｔ＆Ｓ美容室 － お客様に安心と癒しを与え、売上アップ、客数増加を目指します。

東京都 ＫＱＵＲＩＯＵＳ － ＨＰとＳＮＳの活用で顧客満足度の向上による店のファン事業

東京都 株式会社アクアダイニング 2010901020696 通信販売事業参入による商品開発・販売で売上アップ
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第４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 株式会社ふすみ 4013301046236 新型コロナ対策関連商品のネット販売事業拡充

東京都 株式会社ワークスアンドパートナー 3010001065039 ＳＮＳを駆使し全国で開催中の婚活パーティーを独身男女にご案内

東京都 大福商店 － 自社ホームページと新メニュー開発で販路拡大計画

東京都 株式会社ユーロテクノ 6011301007339 自社ホームページの改訂

東京都 株式会社ＪＯＹ　ＯＦ　ＬＩＦＥ 7010001121317 台湾高尾で開催の展示会（８／２０－８／２３）への出展

東京都 株式会社エクサスジャパン 1010401118802 受発注業務の自動化とＷＥＢによる販路開拓

東京都 株式会社ピューリティ 3010901044067 質の良いワインのグラス提供、提供の手間短縮による売上アップ

東京都 株式会社ゲンドウ 6010401150643 販路・売上拡大のために行う、建設事業者向け建設資材調達サービス

東京都 株式会社Ｐｌａｙ　Ｎｅｘｔ 4011301017125 オンラインによるフリーランスアフィリエイター発掘、育成

東京都 株式会社デザイン社 5011101013612 心が弾む！ハーゲンダッツギフト券！ウエブサイト改変で販促強化

東京都 うえき行政書士事務所 － うえき行政書士事務所のブランドイメージ確立と業務効率化

東京都 株式会社ＰＡＴＲＩＯＴ　ＤＥＳＩＧＮ 4010901046087 ＥＣサイト（国内向け）の製作

東京都 株式会社リガレアス 6011001127461 リガレアスのコーポレートサイト（ホームページ）改善プロジェクト

東京都 株式会社ＴＫＭ６０ 6010801025585 国産無農薬きくらげの販路開拓およびＥＣ販売の強化

東京都 Ｗｉｌｌ人材経営コンサルティング株式会社 5010501043038 非接触型コンサルタント手法・研修方法の導入と省力型管理方法の導入

東京都 薬膳サプリ合同会社 5011103008932 健康に良いものを知る・購入できるＥＣサイト事業

東京都 株式会社Ｚｉｅｌｓｏｎ 1020001119860 ・シニア特化型の成果報酬型求人マッチングサイトの構築

東京都 Ｍｅｌａｎｉｅ　Ｕｅｍａｔｓｕ　Ｔａｉｌｏｒｉｎｇ － 在日外国人向けのオンラインソーイング教室とパターンの拡販

東京都 山内裕介 － 新商品開発によることの新規得意先との取引開始

東京都 株式会社碧梧グループ 9011101089252 インバウンド向け箱根温泉旅館の独自ＨＰの立ち上げ

東京都 ＫＩＬＬＥＲＳ － 全音楽愛好家が集う、買い物だけじゃない新感覚スタイルな洋服店

東京都 株式会社ジャストプラン 9010801016268 低迷した売上回復！ホームページ制作でサービス認知度ＵＰへ

東京都 もみーたん － ＩＴツール等を活用して新規顧客開拓

東京都 エリー株式会社 5010501133089 ＥＣサイトを活用したシルクフードの販路開拓と売上拡大施策

東京都 トニークラフト － 自社ホームページの開設による一般個人からの直接受注の開始

東京都 カジツシュカンパニー － 自家製酒作成キットブランドと家飲みに特化したＥＣサイトの構築

東京都 株式会社ＥＬｔｅｒｎａｌ 3011101091817 全国移動付永代供養ネットワーク「燈」ブランドの販路開拓

東京都 ヨコカワ合同会社 9020003012560 ＩＴを活用し新規ターゲット顧客開拓及び新規機械導入で売上促進

東京都 栗林早菜恵 － ホームページ制作によるブランドイメージ向上と販路開拓

東京都 陰陽サロン　Ｈｅａｌｔｈ＆Ｂｅａｕｔｙ － 新メニューを導入に伴い、課題の広告宣伝とコロナ対策の解決事業

東京都 ａｃｏｘ － 朝勉専門の家庭教師ａｃｏｘ周知・新規生徒獲得プロジェクト

東京都 株式会社ｆｅｅｍｏ 1011001099359 販路拡大のためのプロモーションムービー活用戦略

東京都 株式会社ＢＡＫＥＲ 5011001135192 サロンクオリティのネイル用品ＥＣサイトの運営と販売促進

東京都 株式会社テレパワー 5013301022839 無線通信技術に関する新規顧客獲得・販路拡大事業

東京都 ＡＱ　ＧＲＯＵＰ株式会社 1013301045257 留学生向けのオンライン授業コンテンツの設計・作成事業

東京都 株式会社遠山製作所 7010001052677 ＨＰリニューアルによる一般家庭用ステンレスキッチンの売上拡大
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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４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 有限会社オール設備 7013302015071 ＷＥＢサイトのリニューアルによる新規顧客の開拓

東京都 ｄｉｌｌ　ｆａｉｔ　ｂｅａｕ！（ディルフェボー） － 手作りの温かい料理をスピーディーに、より多くの方に

東京都 アルゴレン合同会社 4013303004968 プラットフォームに依存しない自社集客及び予約・決済システムの構築

東京都 株式会社ローディア 9010501033828 ネットショップ販売強化によるジュエリーの売上拡大

東京都 株式会社ピースフルハンド 1011101054676 利用者と利用検討者に安心と信頼を届けるホームページ制作

東京都 ＨＩＲＡＭＯＲＩ　Ｅ．Ｔ．Ｓ － タイ古式マッサージの宣伝を行い、生徒増員・事業者支援計画

東京都 株式会社Ｉｎｄｉｖｉｓｉｏｎ．ｃｏｍ 1011101091546 事業主の副業！事業者向けアフィリエイトコンサル事業

東京都 ｂｌａｎｃ株式会社 3010501040086 ＳＮＳを活用した時流広報による販路開拓と業務効率化

東京都 株式会社アロペッツ 3010001193145 猫とフェレットのグルーミングサービス実施による販路拡大

東京都 ＡｔｅｌｉｅｒＦｌａｍｅ株式会社 4010901029645 初心者向けトールペイント講座の開発と情報の発信

東京都 おぎくぼ針灸院 － ホームページ・チラシにて訪問鍼灸マッサージの新規利用者獲得。

東京都 株式会社キウイラボ 3010001146210 スタジオを飲食店に。改装と業態追加による売上増加

東京都 有限会社斎藤鍍金工場 8010502004622 銀鏡塗装技術を活用した機械導入による新製品・多品種生産の対応

東京都 ｋｉｎ．ｉｒｏ．ｈｉｔｏｄｅ － アートを身近に感じるための雑貨の開発と販売促進

東京都 ＥＲＧＡＮＡ　ＤＥＳＩＧＮ － 販路拡大・プロジェクトの認知度向上を図る新商品開発と販売促進

東京都 ＰＱ’ｓ － 自社商品開発／販売とオンラインストアオープン

東京都 株式会社ベル・タテワキ 3010501012226 スマートフォン用ホームページの作成による顧客の拡大、獲得

東京都 スポレアス株式会社 1010701040111 独自メソッドにより自立を促す放課後等デイサービス

東京都 ビール専門　宮澤商店 － 店内環境整備、告知ツールの整備による顧客の獲得

東京都 株式会社アイ・フォスター 3010001099549
教育映像コンテンツ制作見積もり発注ポータルサイト構築による販路拡大事
業

東京都 株式会社ＣＭＩ 3011101069053 ホームページとＳＮＳ連携で集客を図る販路拡大事業

東京都 株式会社Ｌｏｓａｎｇｅ 5011201021333 予約システムの導入により２４時間受付可能なｗｅｂ制作

東京都 杜都旬菜　合羽橋　ほていや － 仙台の味を東京で味わう！「杜都旬菜　ほていや」ＰＲプロジェクト

東京都 東京青山税理士事務所 － 販路拡大のための①事務所情報＆②見込客に対する有用情報の発信

東京都 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｐａｒｉｓ － Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｐａｒｉｓ（ネイル・まつ毛サロン）Ｅｌｉｔｅ　ｂｒａｉｄａｌ（結婚相談所）

東京都 株式会社忍者プロダクション 6010001197275 企業の集客と経営課題解決のためのライブ配信ソリューション事業

東京都 築地たかしま治療院 － Ｗｅｂページ構築による新規顧客開拓と業務効率化

東京都 有限会社こんぴら茶屋 1010702014304 自社デリバリー開始！時代に負けない飲食店になろう

東京都 鍼灸　寧心堂 － 宣伝手段を改良し、往療事業における新規患者の獲得を目指す

東京都 株式会社バウム 3011301017902 インターネット広告を活用した事業内容の周知と販路開拓

東京都 隼田大輔写真事務所 － 写真撮影から動画制作への事業拡大による、収益の安定と持続

東京都 株式会社Ｇｌｏｂａｌ９ 6010401117741 自宅でＥＭＳ！スーツレンタルとオンデマンドコンテンツの販売

東京都 株式会社ブライトログ 8020001104336 自社ＷＥＢサイトのリニューアル事業

東京都 株式会社アセットコネクションズ 4011101080488 資産価値が高い都内マンションをＳＮＳで全国へ発信・オンライン内見

東京都 株式会社Ｔｅｒｒａ－Ｃｃｏ 9010701037298
高校受験情報のＷＥＢサイトに学校・学習塾の広告掲載を提案する事業　学
びの場「てらっこクラブ」生徒募集に関する事業

東京都 グローバライズ株式会社 1010801030739 コロナ禍の製造業を支援するオンラインプラットフォームの販促
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東京都 株式会社プレリインターナショナル 7013201016179 結婚式、しよう　新規ホームページ販促物作成による顧客拡大

東京都 鉄板中華　仁 － フードデリバリー事業

東京都 倉田香理 － ランディングページを活用し育児セミナーの販売促進

東京都 エスエーケーイー・ジャパン株式会社 6011101092754 ＥＣサイト構築によるお酒とお料理セットの販売と地域活性化

東京都 Ｍａｉｓｏｎ　ｍｏｌｅ － サンプル縫製サービスの「Ｍａｉｓｏｎ　ｍｏｌｅ」の販路開拓

東京都 株式会社ブルームリュクス 9011101062127 販促動画・育乳ブラ比較記事サイトの制作・掲載による販路拡大

東京都 株式会社ＳＴＥＰ 7011101057962 ランチタイムの店内環境改善で積極的な集客の実施を可能にする

東京都 株式会社Ａｒｔｉｓｔ　Ｃｏｌｏｒｓ 9120001173403 スタジオ新設に伴うＷＥＢ広告強化による販路拡大

東京都 荻窪リハビリスタジオ － 施術技術、リハビリまでの一貫サポートを前面に出した顧客開拓

東京都 株式会社ストックトン 8011101092686 ワインの３ＰＬ（サードパーティロジスティクス）事業

東京都 合同会社３Ｒ 4010003032390 ホームページ開設とショップカードで顧客連携を高める事業

東京都 株式会社Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ 9010001212312 プロモーション強化による美髪サプリメント・ヘットスパ顧客開拓

東京都 株式会社Ｈｏｏｖｅｓ 2010601052585 ファッション小物の本格展開によるＩＲＩＳ４７のブランド強化

東京都 株式会社ＺＩＮＮＩＡ 2010001204159 ＡＩカメラによる自動撮影、写真自動仕分け配信プラットフォーム

東京都 Ｂｒｉｄｅｓｍａｉｄ　Ｔｏｋｙｏ － ブライダルヨガインストラクター養成講座ＨＰ制作による市場拡大

東京都 なかめのてっぺん渋谷宇田川町 － 新メニュー開発と非対面型のデリバリー強化事業

東京都 株式会社Ｒｉｃｃｏ 5011001103785 ＥＣサイト立ち上げ　ホームページ作成

東京都 株式会社ワークエージェント 1011101054156 納期きっちり人員ばっちりの解体工事をＳＮＳで認知度アップ

東京都 アリーインターナショナル株式会社 7010401107089 ホームページのリニューアル等による巣ごもり需要への対応強化

東京都 空手道　建心館 － 快適な稽古空間の実現で新規顧客の開拓・固定客化を図る

東京都 プルール株式会社 6180001133825 一般消費者向け販売プロモーション事業

東京都 ＲＵＮ株式会社 6013201016709 所属アーティストの絵画紹介ＨＰ制作による認知度アップ

東京都 合同会社まなびの木 3011803003359 非対面営業が可能な「動画配信」設備の環境とレンタルの整備事業

東京都 ＮＳＥＥＤ株式会社 4010701036461 実演でしか伝わらなかった、「超保湿」を動画で再現し、売上拡大

東京都 合同会社ラパス 7011003009624 お客様との距離を縮めるホームページの作成と積極的なＰＲ活動

東京都 大森綾 － 国内販売強化と海外顧客の新規開拓Ｅ　Ｃサイトリニューアル

東京都 株式会社ＳＴＯＲＹ　ＴＩＭＥ 4010401149282 新規利用者の獲得に向けたイベントの企画実施とノベルティの制作

東京都 有限会社ＧＲＥＥＮ　トランスポート － 農家直送！生産者から食卓へ採れたて無農薬野菜のトランスポート

東京都 株式会社マキネスティコーヒー 7010601029901 ホームページとショップサイトを改良しネット販売事業を拡大する

東京都 マデイラジャパン株式会社 9010001195978 一般消費者対象としたマデイラワインの普及・販売促進計画

東京都 株式会社ソシエテ 3011301024279 オンラインの集客・ブランディングと新規ソリューション開発

東京都 株式会社チノテクニカルサービス 8010901015674 自社サイトの再構築による新規顧客の開拓と新事業のアナウンス

東京都 有限会社百番 6010702006750 テイクアウトサービスの内製化による業務改善

東京都 ジンカンパニー株式会社 1010601042232
①ネットショップ出店事業②自社商品開発事業③道の駅・農産物直売所 新
規開拓事業

東京都 株式会社ＯＰＥＲｅ 1010901046395 販促物更新及びマーケティング戦略による販路開拓

東京都 株式会社ｇｒａｐｈＤ 2011001115271 印刷物制作受注のＥＣサイト導入による新規販路開拓
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東京都 有限会社アクセント 4011002023001 ブランドイメージ（ヴィジュアル）の強化

東京都 株式会社一直線 2010001157373 ＬＩＮＥを使った既存顧客への非多面チャネルの認知拡大

東京都 植松千明建築事務所 － 自社の独自の設計サービス周知・体験のための建築セミナー開催

東京都 Ｊａｐａｎ　Ｄｒｅａｍ　Ｔｒａｄｉｎｇ － 魅力的なサイトの作成と商品認知度向上のためのＰＲ施策。

東京都 創線株式会社 2010001180227 コロナに負けるな！魅力的な国内調達商材による顧客開拓

東京都 墨田長屋 － 東京で味わえる世界の美味しい家庭料理のお惣菜屋「ロカンタ」

東京都 Ｅｗｉｋｉ英文添削サービス － オンライン英会話×英文添削サービスの相乗効果による販路開拓

東京都 株式会社ラスコ 5011101093563 人材紹介事業の拡大に向けたホームページ制作

東京都 株式会社三広告社 9010801004355 リスティング広告の新規開拓のためのＷｅｂ展開。

東京都 株式会社Ｃｒｅｈａ 2010001214777 オウンドメディアの制作による顧客関係性の構築と受注の強化

東京都 株式会社エクスカリバー 3010801022536 コロナに負けない！デリバリーと広告によるリピーター獲得戦略

東京都 株式会社Ｊｉｎｔ 9010701031862 ウイズコロナ：新規顧客獲得のための新たな施策実行計画

東京都 Ｃａｆｅ　Ｍｕｒｉｗｕｉ － 屋上プロダクト～ライブ映像の制作および配信事業～

東京都 ＰＵＦＦＩＮ株式会社 1030001034332 ホームページ（ロゴ及びシステム構築等）作成による販路拡大事業

東京都 株式会社Ｇ－Ｂｉｏイニシアティブ 1010001171920 ホームページリニューアルによる販路拡大

東京都 シェノン株式会社 1011301024504 自社ウェブサイトのリニューアルによる、オンライン販売の拡充

東京都 株式会社風雅堂 5010001211895 国内と海外市場開拓の為のＨＰ作成や設備導入で売上ＵＰ大作戦！

東京都
株式会社ユニヴァーサルホールディング
ス

5010701036072 サロンでの究極のフィジカルケアとカウンセリングで生産性向上

東京都 株式会社ヒロセオール 5010401085403 自社ＷＥＢサイトの再構築及び商品ラインアップの拡充・販売促進。

東京都 株式会社ＰＲＥＭＩＵＭ 7010401153521 キャラクターグッズのＥＣサイト構築による販路拡大

東京都 合同会社フェム・スミス 9010003031347 企業ウェブセミナー文字起こしメディア「オコシーズ」の立ち上げ

東京都 あかさか二丁目接骨院 － 自由診療メニューの拡充とオンラインシステムの構築

東京都 合同会社ｖａｒｔｉｑｕｅ 2010603003560 ＡＲ開発に集中可能な環境整備による新規顧客獲得と顧客満足度向上

東京都 オリエンテ深川整骨院 － オンラインの集客を利用した整骨院での交通事故治療の販路拡大

東京都 Ｇｉｆｔｙｍ － 『おうち時間を豊かにする』ＤｔｏＣ販売チャネルの確立

東京都 株式会社ファンネル 8011001133111 ＷＥＢサイトのリニューアルによる地方団体向け案件の獲得ＰＲ強化

東京都 ヘアカットｔｏｒｃｈ － どんなカットもお任せ！

東京都 森の接骨院 － 販路開拓、地元重視、閉院した接骨院からの患者の誘致

東京都 キッズロボ － 学習補助サイトの作成と販路拡大

東京都 株式会社Ｔ＆Ｔ 6010801023390 対面施設見学相当の内容を知ってもらうためのＨＰ制作

東京都 Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　Ｌｅ’ｖｉｅ － 美容業界注目のキャビアトリートメントサービス広報事業

東京都 カツロン株式会社 2010601026250 ティーン向けバッグ業者による高齢者向け福祉用具の開発事業

東京都 ＭＭｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － ＷＥＢ広告による四方側面販路開拓

東京都 コントレイル渋谷 － Ｉｎｓｔａｇｒａｍを利用した販路開拓強化

東京都 株式会社ｔａｋｅｐｏｉｎｔ 3011101054311
ＲＹＺＭの広告システム開発による販路開拓とオンラインも活用した新規顧客
開拓。

東京都 株式会社佐々木達郎建築設計事務所 7011001105961 ＨＰリニューアルによる新規顧客開拓事業！
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東京都 河瀬璃菜 － サステナブルな６次産業化ブランドの開発とＤ２Ｃによる販売展開

東京都 優真商事株式会社 5010901041665 優真商事株式会社ＨＰ／ＥＣサイト新設による新規会員獲得事業

東京都 有限会社ユーキ 4011702012088 全国のマラソン大会をもっと良くするオリジナル商品の販路開拓

東京都 株式会社アンベンド 5011001133460 デジタル広告運用・ＥＣサイト刷新による新規顧客開拓と売上拡大

東京都 株式会社ウォークウェイ 8011101044638 ドレッシング，カレーパン等の販路開拓及びポスティング

東京都 株式会社ＣＨＡＲＭＥ 3011801034587 女性建築士による新たな販路開拓～自社ＨＰ制作で認知度向上～

東京都 有限会社セルボ 8013202013100 ＷＥＢ広告による個人需要の開拓とリピーターの獲得

東京都 合同会社ＳｏｕｎｄｓｃａｐｅＬａｂｏ 7011103010143 空間と心を豊かにする「水音と緑のパーテーション」の販路開拓

東京都 株式会社ノーベル 9010001054069 ＨＰとアプリを活用した幅広い客層の新規客獲得および顧客開拓

東京都 ＴＲＵＳＴＷＯＲＴＨＹＧＯＯＤＳ － ミニボトルオリーブオイルのＰＲに向けた自社ＨＰの制作

東京都 株式会社Ｍｉｔｈｒａ 3011001133710 誰もがｗｅｂサービス制作を頼みたくなる広告サイトの作成

東京都 Ｆｏｒｅｓｔ － ホームページの活用でオーガニックスパイスを周知する事業

東京都 株式会社ＳＰＩＮ 4011001134344 オンラインコンサルティングへの移行と広告運用による売上拡大

東京都 株式会社ＩＤＥＡＬ　ＣＯＯＰ 4011001096312 食・健康・環境を考えるウェッブマガジンによる顧客と販路開拓

東京都 株式会社島田小割製材所 6010601041782 街路樹・庭木の有効再活用事業

東京都 株式会社パインツリー 7010601042879 付加価値性のある新商品の開発と広告戦略

東京都 有限会社大塚竹管楽器 6011802026440 歴史ある篠笛で洋楽界へ進出し、次世代の古典笛奏者獲得する事業

東京都 ポンヴル合同会社 7010003033535 ユーザーの新規開拓、新たなサイト構築

東京都 株式会社きつつき工房 8013301033313 ＥＣサイトを活用した販路開拓及び生産性向上ランドセル販売事業

東京都 のぶしのてらこや － 販路開拓・教務装備充実

東京都 株式会社ＩＴコンシェルジュサービス 7011101078991 ＩＴコンサルタントの販路拡大

東京都 グローバルウォーカーズ株式会社 6010801026773
自動運転ＥＸＰＯ展(名古屋開催)への出展、ウェブサイトでの自社サービスの
広告宣伝

東京都 エコエナジー株式会社 1180001069768 ＷＥＢサイトを用いた販路拡大のためのホームページリニューアル事業

東京都 有限会社伸雅堂 5011102005955 オリジナルシール商品のデザイン戦略による販路開拓

東京都 Ｄｏｇｓａｌｏｎ　ｍｏｎｏ － 地域密着型のトリミングサロン

東京都 ＣＡＲＥＬＡ株式会社 8011201020968 ＥＣアパレルブランド『ＤｌｅｅｐｙＴｏｗｎ』の販路開拓

東京都 発想法株式会社 9013301046124 試作品制作、ＰＲ動画制作、ソーシャルメディア活用での販路開拓

東京都 ｉＳｕｒｇｅｒｙ株式会社 7011101091359 各学会でのサービス価値訴求による、登録整形外科医増加の実現

東京都 アローポイントパートナーズ株式会社 2010001089146 第三者認証取得企業向けｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇコースの販路開拓

東京都 カノーゲル行政書士事務所 － 助成金申請に特化した行政書士事務所のオンライン相談事業

東京都 株式会社Ｈａｌｅ　Ｏ　Ｋｉｎｏｈｉ 8011001121702 対象顧客の拡大をすべくＷＥＢでの宣伝効果を強化する販売促進事業

東京都 株式会社フィオリーノフラワーサービス 9010001103354 巣ごもり需要商品開発とバイラルマーケティングによる販路開拓

東京都 合同会社ソウシード 7011103009714 ビジネスマッチング・コンサルサービスのプラットフォームの開発

東京都 ｍｆｔ株式会社 3011001093467 カフェ・健康食品に特化した展示会出展による販路開拓

東京都 合同会社Ｇｒａｃｅ　Ｐｅａｒ 7010803003547 世界で１つのスカーフで世界中の愛犬家が繋がれる絆づくり事業

東京都 株式会社大吉 3011801020703 国産ツボクサエキスを使ったスキンクリームの開発・販売
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東京都 ＴＢスタジオ － 朗読劇をサポートする「ハイパー朗読機」の製造・販売。

東京都 ヘラルドアドバイザリー合同会社 7010403016981 英語ホームページ制作による外国人および外資系企業の顧客開拓

東京都 株式会社ｎｏｂｉｌｕ 4011001072825 チーズ菓子製造用のコンベクションオーブンおよび冷凍庫の導入

東京都 株式会社藤巧芸 8011601015428 消費者ニーズを捉え、時代にマッチしたＥＣショップ内容の拡充

東京都 株式会社泉壽 3011401019229 英語名漢字変換システムと連動した販売支援サイトの拡販

東京都 野方焼肉　肉ゴリラ － ＨＰを活用した非対面型販路開拓手法の確立及び新規顧客獲得施策

東京都 デザイン＆テクノロジー合同会社 5010803003391 中小企業向けＩｏＴ試作プロジェクトサイトによる販路開拓

東京都 信和技研工業株式会社 3011301003489 レントゲン検診車の質を高める事業とＨＰによる販路開拓の取組

東京都 株式会社サポートセンター 9010701022647 Ｗｅｂページとオンライン広告での市場開拓と生産性向上施策

東京都 Ｍａｒｇｏ － マツエク紹介ＨＰ、動画での来店アップとまつ毛育毛の新サービス

東京都 株式会社ＰＥ＆Ｐ 2010901046444 「新型コロナ禍でも負けない業務効率化および販路拡大戦略」

東京都 株式会社ビューティエンターテイメント 5011101073169 店舗専用アプリの開発による契約数ＵＰと顧客ロイヤルティ向上

東京都 有限会社勝己運輸 4011702002907 動画活用サイトへのリニューアルによる新規顧客開拓事業

東京都 株式会社ｓｏｏｏｎ 9011501024073 ネット広告、加盟店店頭ＰＯＰ設置、チラシによる宣伝強化

東京都 株式会社ＪＥＬＬＹＦＩＳＨ 4010701021190 顧客集客方法の転換による法人向け新規販路拡大

東京都 アイキャンパス － 販路拡大のためのＬＩＮＥやｗｅｂ・オンライン広告の活用

東京都 合同会社ＭＮＯ 9010603008240 自社ホームページ、初回無料ＬＩＮＥ相談窓口開設による集客強化

東京都 レペリオ株式会社 4010701037559 高度ＩＴエンジニア人材をつながり資産とする進化型ツールの開発

東京都 合同会社勝手に日本酒を応援する会 3010403023338 日本酒文化を世界に届ける新しい販売方法とコンサルティング

東京都 チェックフィールド株式会社 6010001141613 各業界にあわせたＩＴ活用事例集の作成

東京都 ほぐし処ゆるる － リラクゼーションで地域に根差した癒し処になるための販路開拓

東京都 ＳＥＮＳＥＳ － 価格競争に陥らずに売上をアップするための３つの取り組み

東京都 ＣＯＣＯ － 厳選美容セレクト通販サイト＆ＰＲ動画サロンの運営事業

東京都 エール訪問マッサージ院 － ホームページとケアマネージャーへの営業ツールの作成

東京都 あかねピアノ教室・あかね語学スクール － ピアノ教室の入口の改装と看板設置による新規販路開拓

東京都 株式会社ミナモト 6010101003820 焼印専門店による展然素材縁起物「まめまもり（仮称）」販路拡大事業

東京都 渡邊鍼灸治療院 － 治療院の開業により常連・新規顧客の獲得。

東京都 株式会社河村設備工業 3010101014192 漏水調査の精度及び生産性向上のための装置導入

東京都 有限会社高月物産 1010102004194 シェアサロンでメンバーの負担は最小限にお客様の満足は最大限に

東京都 八王子工材株式会社 9010101003074 営業力向上とブランディングの為のホームページの開設

東京都 株式会社セイホー 5010101001940 情報発信を強化した自社ホームページの新規作成による販路拡大

東京都
温活＆エイジングケアトータルビューティ
サロン縁結美

－ ダイエットオンラインメニュー導入による販売促進事業

東京都 株式会社テクナビ 5010101011312 パートナー企業拡充とテレワーク環境対応型の販路拡大

東京都 株式会社Ｂｅｌｌ　ｆｌｅｕｒ 8013301046513 ＨＰとＬＰ作成による新規顧客獲得と既存顧客の来店サイクル向上

東京都 有限会社タカクラメガネ 7010102004172 ウィンドウディスプレイでアピール。店の顔が、いちばんの看板。

東京都 てしごとたかはし － 商品ラインナップ拡充による販路拡大
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東京都 菅清織物株式会社 7010101001848 古帯・古布でバッグ・小物類を製作し、国内外への販売する事業

東京都 Ｊ　ｓｔｙｌｅ － 新販路開拓でより多くの不用品回収。ＨＰ運用で新規顧客の獲得！

東京都 エムテック － 積極的な情報発信で販路開拓！高い技術力で多くの方の愛車を修理

東京都 Ｂｏｄｙ　Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｊａｐａｎ － オンラインを強化した人材育成プログラムにおける新規顧客開拓

東京都 ｚｉｐ － 新機器を導入し作業の効率化、客数の増加、客単価のアップを狙う

東京都 株式会社ヘプレグス 5030001013506 施設入口部分へのオーニング設置工事で業務効率化と販路拡大

東京都 有限会社森田製作所 1010102007032 自社のホームページの新規に立ち上げによる販路拡大

東京都 ショート＆ボブ専門店　ＰＥＡＫ２　吉祥寺 － ＷＥＢ、動画、雑誌での広告

東京都 寿司銀 － オンライン集客による、日本の寿司文化の継承と顧客の世代交代

東京都 Ｓａｌｏｎ　Ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　Ｍｏｏｎ － 吉祥寺に住む富裕層に向けたパラジェル専門店としての販路開拓

東京都 ワミレスサロン吉祥寺プラチナ － 口コミに加えＨＰ活用したオンラインイベント強化による販路開拓

東京都 吉祥寺ＭＡＴＳＵＨＩＲＯ － 個人客をターゲットにしたネット活用した通信販売による販路拡大

東京都 まなびや早稲田の杜 － 地域密着の塾としての認知度向上と新規塾生獲得のための販促強化

東京都 Ｍ．Ｊ．Ｓｍｉｌｅ － 店舗コンセプトに合う什器の刷新で店格向上による新規顧客開拓

東京都 株式会社マネジメントブレーン 9012401011871 新市場、広告収入を得るための新創業事例紹介ＨＰ構築

東京都 合同会社ＨＨＳ 1012403001515 ＨＰとフライヤーの作成により当院のサービスの認知拡大

東京都 ネイルサロン　マリポッサ － オンライン予約の導入および店舗ホームページのリニューアル

東京都 有限会社三ツ浜 4012402017063 【高価格帯定食店の認知度ＵＰの為の近隣共働き世帯の新規集客】

東京都
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事
務所

6012405002358 オンライン面談できる弁護士！ＷＥＢ広告で新規顧客を獲得！

東京都
ジャザサイズ東京都西東京市向田裕子ク
ラス

－ パーソナルクラスの開設と広告強化による働く女性の新規獲得！！

東京都 株式会社トライブ 6011301021744 チラシや専用ホームページで獲得する武蔵野地区新規顧客事業

東京都 ＫＩＳＹＵＫＡ － 新規ＨＰ作成による受注オンライン化と、新規顧客獲得・認知向上

東京都 株式会社ミナトデザイン 6012401030486 地域雑誌による認知度向上と、直接発信による休眠顧客の掘り起こし

東京都 ＵＮＲＥＳＳ － 新時代に求められる商品の開発と動画による販売体制の構築

東京都 ｉｙｏｕ － 働くママへ安心・迅速・品質をモットーとしたＥＣサイト立ち上げ

東京都 有限会社テクノム 2013102000559 ワイヤレス通信機を利用したガイドツアーと販路開拓

東京都 Ｙｏｕｒ　ｔｅａｍ． － 美容室専門ＳＮＳ運用代行の非対面型に徹した販路開拓と生産性向上

東京都 整体院立花－ＲｉｋｋＡ－ － 西洋医学で解明でなかった慢性腰痛を根本解決！整体治療の拡大

東京都 Ｓｈｉｎｙ　Ｎａｉｌ － 国内最大級美容系検索サイトを用いた知名度および集客力の強化

東京都 株式会社Ｂ．Ｆ．クリエイト 4012401037046 ○ウエブを活用した販路開拓・業務効率化

東京都 株式会社丸忠山田 1012401001624 社会問題の解決に貢献する『どこでも　お墓（自宅墓）』の提案

東京都 着付け結美～きつけむすび～ － プロを育成することに特化した着付け教室の本格展開

東京都 はらぺこりん － ＨＰと試食会による認知度向上と新システム導入による業務効率化

東京都 ｎＡＬｕ＋ｎａｉｌ － 指先ストレスさようなら。フィルイン技術で府中女性を元気に。

東京都 パルティール町田 － メリハリをつけたタウンニュース掲載で結婚希望相談件数の増加

東京都 民間学童保育ドリーム・キッズ － 安全性を高める環境整備に新規事業により顧客増を目指す。
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東京都 瀧塚孝子 － オンラインによる英語教室の再開とネットを通じた生徒数の増加

東京都 庭革命株式会社 1012301012119 庭の魅力発信および植木屋・造園企業支援サービスの開始

東京都 気功美容整体おうち整体サロンＨＡＲＥ － 多様なＷＥＢ活用と新たな健康促進サービスの導入による販路開拓

東京都 ＭＯＭウェルネスラボ － オンライン講座で腰が痛く悩める母親をトータルサポート！

東京都 【爪屋】Ｊ．Ｏ．Ｎａｉｌ － 町田で数少ないスカルプの得意なプライベートサロンの広報活動

東京都 株式会社環境エネルギー機構 7012301009654 手をかざすだけで検温と消毒ができる簡易型コロナ対策商品の販売

東京都 施術庵ゆらゆら － 神経トレーニング療法の認知度向上による新規高齢者顧客の獲得

東京都 有限会社ブルグ 5012302005571 設備投資により作業信頼性の向上及び顧客満足の上昇と確保

東京都 ａｃｃｅｈａｉｒｍａｃｈｉｄａ － パーマをかけれる人を増やし縮毛矯正の質を上げて顧客を増やす

東京都 玉川虎屋 1012302002993 コロナに負けない、「和菓子店と共存する唐揚げ店」への展開

東京都 ラフィーネ － まつ毛パーマ他のメニュー強化による、新規顧客獲得と単価アップ

東京都 株式会社エコロジーモール 9020001100391 会員機能新設によるリピート率向上の取り組み

東京都 南町田カウンセリングオフィス － 多角的な広報活動によるカウンセリングの敷居低下と新規顧客獲得

東京都 成和インターナショナル株式会社 8012301001338 新商品パッケージ開発と露出による新たなスキンケア対策の喚起

東京都 大喜地 － 店舗リフォームによる席稼働率大幅ＵＰで売上増！

東京都 ＤｏｇＨｏｕｓｅ　ＦＵＮＦＵＮ － オゾンシャワーでわんこもピカピカ！！ウイルス除去で安心安全

東京都 有限会社ＲＹＴＮＡＭＹ 1012402015945 カフェ開業の積極的告知とブランド商材等の積極的販売促進

東京都
株式会社ＬＯＶＥ＆ＢＥＡＵＴＹコーポレー
ション

9012401035986 熟練のエステ技術を可視化して伝える！エステサロンスクール事業

東京都 小林清 － ＨＰを活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ｐｅｔｉｔｂｏｉｓ　プティボワ － 対面と非対面で行うアロマサービスで健康で充実した生活を目指す

東京都 株式会社ＣＯＬＯＲ．ａｓ 9010401155672 化粧品販売における店頭販売用什器制作とＥＣサイト構築運用事業

東京都 ｂｉｒｄｓｈｉｐ合同会社 1080403003244 キャンプ・釣りのヘッドライト用リチウムイオン充電池の開発販売

東京都 合同会社シンプレ 1011003005298 パンフレット制作とエントランス面の広告及びＳＮＳを使ったＰＲ

東京都 日本ホスピタリティー・マナー研究所 － 歯科医院に特化した販路開拓と自主開催セミナーでの販路開拓

神奈川県 アスラワークス株式会社 7010401148430 ＷＥＢサイトの立上げ及びツール紹介のＷＥＢ動画による販路拡大

神奈川県 ソライト総合法律事務所 － 事業再生、事業承継、Ｍ＆Ａに関する専門業務特化ＨＰの制作

神奈川県 Ｈｅｒｉｔａｇｅ　Ｗｏｒｋｓ株式会社 1020001120876 経営企画室サービスのオンライン転換に向けたサービス設計・整備

神奈川県 ヘアーサロンクラバヤシ － 店内設備の改善と、ＳＮＳを活用したケアメニューの販売促進

神奈川県 株式会社ＭｉＲｉｉ　ＭｅＲｉｉ 9020001127831 ショッピングモールへのバナー広告掲載による販路開拓

神奈川県 株式会社ファランドール 8020001095807 国内ＥＣ・実店舗の集客連携、海外向けＨＰ作成による販路開拓

神奈川県 ローゼンボア有限会社 9020002027139 「世界のパンの販売強化で売上拡大」

神奈川県 合同会社明澤 4020003017242 ＨＰ制作、及び中国語講師養成機関の講師を自社に招いての講師研修

神奈川県 染織五芸池田企画池田喜政 －
きもの及び染織雑貨の販売ときもの塾・着付け体験サービスを提供するため
の店舗改装

神奈川県 ａｔｅｌｉｅｒＭＥＩＳＯＣＡＮＤＬＥＩ － 「まちのキャンドル教室」の受講生を獲得するための広報事業

神奈川県 合同会社ワンズワンダー 7020003009963 ワンちゃんファーストのペットホテル＋トリミングで販路拡大

神奈川県 つきじ丼丸保土ヶ谷店 － オンライン予約システムの構築とＨＰ作成を通じた集客強化
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神奈川県 ｔｒａｖｉｅｓｏ － 犬用オリジナルグッズの新商品開発と認知拡大で次のステージへ！

神奈川県 おたからや　綱島店 － ターゲット層への圧倒的な広告宣伝による来店客の拡大

神奈川県 株式会社リンクス 3020001051616 庭リノベーションプラン販売促進のためのＷＥＢサイト制作

神奈川県 合同会社ｇａｌｌｅｒｙ　ａ 3020003006840 客席数の拡大によるコロナ禍におけるカフェの売上拡大

神奈川県 株式会社キーマイン 6020001126282 遺伝子×栄養管理士によるスポーツ特化した栄養プログラムの提供

神奈川県 トクエ機工株式会社 2020001021165 特化型ＨＰ制作による新規顧客獲得および販路拡大を狙う！

神奈川県 サポート株式会社 8020001106448 ひとりビジネスで悩む方向け起業サービスの販売促進事業

神奈川県 Ｋｏｍｕ’ｓ　Ｂａｋｅｒｙ － プロの技術を活かし、低温長時間発酵のパンを開発、販路開拓

神奈川県 株式会社建佐 8020001093991 デジタルサイネージ導入、事業所内の整理整頓にて作業効率の向上

神奈川県 学習教室　大槻　佳世 － 集会室を利用した非対面でのオンライン授業実施による販路開拓

神奈川県 株式会社ｂｅａｔｎｉｋ 4020001139336 大人のための音楽教室の運営・生徒募集のためのＰＲ事業

神奈川県 有限会社睦デンタルセラミック 1020002025018 地域密着型の入れ歯情報サイト構築による患者導線整備事業

神奈川県 Ｍ’ｓ　Ｌｏｕｎｇｅ － 効果の高い脱毛器による顧客回転率の向上及びサブスク販売の推進

神奈川県 株式会社ラフトジャパン 1020001107857 ＩＴ弱者に絞った買取査定キャンペーンと魅力発信のエリア拡大事業

神奈川県 ＭＳＣ － ＳＮＳを活用した来客数アップとＷＥＢサイトを通じた認知度向上

神奈川県 グリフィル － 伝統工芸品と盆栽の融合による新商品開発および販路拡大

神奈川県 ｋａｗａｃｏｌｌｅ － 「かわいい」に特化したオンラインショップ開店事業

神奈川県 ＯＲＴＨＯＲＥＢＩＲＴＨ株式会社 5020001091247 抗菌・抗ウイルスマスクフィルターおよび応用製品の販路開拓

神奈川県 株式会社ＯＮＥ 1020001111768 ドローンシステム導入による生産性の向上及び販路拡大事業

神奈川県 株式会社クロスドッグ 4020001049064 お客様からの要望に基づく改善。製品の改善と開発。

神奈川県 はりきゅう治療院指音 － ホームページ作成と、リスティング広告による新規顧客開拓

神奈川県 横浜電子株式会社 4020001005769 ＥＣサイト構築による新規顧客獲得

神奈川県 伊達一輪　ＩＫＥＤＡ－ＹＡ － ◎オンライン活用プロジェクト

神奈川県 株式会社ライトエンタープライズ 7020001047164 自社商品の販売促進と新規顧客獲得を狙うホームページの改修

神奈川県 夢団株式会社 3020001105165 夢を届けたい！未来へつなげる公演パンフレットのＤＭ事業

神奈川県 カウアイハニー － ストロー試食と抗酸化証明によるハワイカウアイハニーの販路拡大

神奈川県 合同会社ＡＤビル 9020003016727 住宅確保要配慮者向け不動産賃貸事業のためのＷｅｂサイト構築

神奈川県 合同会社大倉山アカデミー 7020003018056 音楽教室の新規顧客獲得に向けた認知向上および改善事業

神奈川県 横浜国際創業支援税理士事務所 － コロナ禍に打ち勝つための資金繰り支援・ＩＴ化支援

神奈川県 ＬｉｔｔｌｅＨｏｐｐｅｒ株式会社 4020001125419 オンラインものづくりスクールの構築

神奈川県 ソルティワークス － 特化アフィリエイトサイト・副業コンサルで新たな収入の柱構築

神奈川県 有限会社ＴＯＭＡＴＯ畑 8020002106240 インターネットライブ配信を活用したオンライン催事の開催

神奈川県 池谷フジヱバレエスタジオ － 看板設置、案内書作成、グーグル広告による集客。トイレ改装

神奈川県 クローバーはりきゅう治療院 － 産後鬱予防を必要とする方の販路開拓のためのＨＰとチラシの改善

神奈川県 スペースプランニング株式会社 4020001047555 新規ホームページとＳＮＳ及び屋外看板のリニューアルによる販促

神奈川県 ｍｏｇａｎａ － 日本の作家に特化したオンラインショップ開設による販路拡大
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神奈川県 株式会社ほっこりケアサポート 5020001050616 オンライン研修と一般向けの研修事業展開、ネットショップの構築運営

神奈川県 東横製畳菊名店 － 顧客管理の強化と高付加価値商品率の拡大による売上拡大

神奈川県 まるいコーヒー － 屋外飲食スペース改装、ウェブサイトやチラシ製作、新商品開発

神奈川県 株式会社Ｔｈｒｅｅ　Ｂｌｏｏｍ 6020001096674 ママの心身の健康に貢献し、ママの笑顔が広がる社会を実現する

神奈川県 株式会社ＢＥ禅 7020001017786 施工メニューの新規導入及び拡大、及び顧客獲得のための広報活動

神奈川県 ＬＯＯＶＩＣ － 迷う、探すを無くす新体感誘導サービス『ＬＯＯＶＩＣ』

神奈川県 整体サロン宇羅 － 【健康商材通販と、セミナー事業のためのＷｅｂ活用販路開拓事業】

神奈川県 株式会社オリテックス 3020001036708 ありそうで無かった！ボウリング用「滑りにくいハンドクリーム」

神奈川県 クリエイティブプール － 個人顧客の販路開拓を目的としたプレゼン業務の強化事業

神奈川県 すずめ治療院 － 高齢者が来院し易い店舗に改善、ホームページ改修で集客増を図る

神奈川県 美幸産業株式会社 5020001052455 衛生的で安心・安全な暮らしを提供する除菌・抗菌の新サービス

神奈川県 植木医科工業株式会社 7010001000859 手作り弁当・惣菜を提供する「デリカフェ」の開業

神奈川県 アキナイガーデン － オンライン・オフラインの両方の場における営業・広報機能強化

神奈川県 特定非営利活動法人　ＢＬＡＣＫＳＯＸ 8020005006058 チラシ、パンフレット、ホームページによる広報事業

神奈川県 ｉｎｎｅｒ　ｔｅｍｐｌｅ － 働く女性向け「心と体のセルフケア」のためのスクールの始動

神奈川県 有限会社清水インターナショナル 3020002076876 自社ウェブサイト立ち上げによる認知度拡大・発信力強化策

神奈川県 株式会社鯉住宅 1020001092174 下請け脱却！新規看板取り付け、ホームページ制作して営業強化

神奈川県 株式会社ＲｅＳｔｒｅｅｔ 7012401033538 コロナ禍に対応した中古車販売を行うためのホームページ制作

神奈川県 Ｒ’ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ － Ｗｅｂページの活用とインターネット広告を活用した販路拡大

神奈川県 フィロマーレ株式会社 4020001125220 最高品質でオンリーワンの提供

神奈川県 青山人事労務 － ホームページ等オンラインコンテンツ拡充施策による新規顧客獲得

神奈川県 有限会社アイコス 8020002011077 高品質な印刷技術の内製化による革新的な印刷事業

神奈川県
ｐ０ｐ０ｂａｌｌｏｏｎ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ合同会
社

9020003016751 ｐ０ｐ０ｂａｌｌｏｏｎ認知度向上・販売採用力強化計画

神奈川県 株式会社フォリディア 5020001119130 売上拡大のため出品・受注管理・発送を一元管理するツールの開発

神奈川県 地域創生Ｍｅｄｉａ＆Ｃｕｒａｔｉｏｎ合同会社 8021003009829 店舗プロデュース事業による集客力の強化

神奈川県 株式会社香取屋商店 8021001040141 地域の高齢顧客に寄り添った安心安全な店づくり

神奈川県 リシエル学習塾 － 通路のバリアフリー化と多目的トイレ設置による学習塾経営力強化

神奈川県 株式会社関東技研 7021001070569 ＨＰ・リーフレット作成による広報力強化で脱下請け＆売上３倍増

神奈川県 しおかぜ接骨院・鍼灸院 － オンライン骨盤・産後矯正セルフトレーニングによる販路開拓

神奈川県 りらくの里 － スキル不足に悩むセラピストに向けたオンライン講習

神奈川県 ナオキホーム有限会社 2021002065886
客室の空気清浄力の強化、ホームページと屋外看板による宿泊所の場所と
サービスの宣伝。

神奈川県 株式会社サンエス 3021001048486 ＨＰ制作で目指せ稼働率アップ

神奈川県 有限会社愛晃電機商会 7021002017288 当社の想いとコンセプトを伝えるための販促物の発行・配布

神奈川県 株式会社あんず 1021001044149 ＨＰのリニューアルによる販路拡大

神奈川県 ｍｉｃｏａｓ － ネット広告・チラシ、ＨＰ更新による広報力強化で新規顧客獲得

神奈川県 Ｒｅｖｉｖｅ － 感染防止の為の非接触型機器導入と販路開拓の為広報活動への注力
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神奈川県 アロマサロンｓｏｕｒｉｒｅ － オンラインでもできる新事業・ダイエットプログラムの広報活動

神奈川県 武蔵小杉はりきゅうここわ － ホームページのリニューアルに伴い潜在顧客の販路開拓

神奈川県 公望　貴祥 － リノベーションによる資産価値及び入居成約率の向上

神奈川県 大成商事株式会社 3020001115271 ホームページによる集客及びネットからのデリバリー開始

神奈川県 株式会社ＧＡＤＧＥＴＹ 5020001138857 クラファン起案者への新サービス事業！人気製品の継続販売を支援

神奈川県 有限会社タカハシレーシング 1020002094608 運転シーン撮影用の高さ調整可能なトレーラー導入による販路拡大

神奈川県 株式会社Ｈｕｎｇｒｅｅｎ 2020001125593 コロナ禍対応の為の地域密着型飲食店の外食から中食への転換事業

神奈川県 Ｈｙｇｇｅ － 看板・チラシ・ｗｅｂ広告による販路拡大

神奈川県 株式会社Ｂｏｒｄｅｒｌｅｓｓ 3020001135220
シェアサロン(場所貸し)の契約者(美容師)増加のためのホームページの制
作・広告運用

神奈川県 ナショナル建物管理株式会社 5020001064517 サイネージ導入によるコスト削減とＰＲ動画による情報発信

神奈川県 ザーラ株式会社 9020001077614
リモートレッスン拠点スタジオ【サテライトスペース】・全国オンラインレッスン検
索エンジン・販路開拓・事業効率化

神奈川県 株式会社Ｔｈｒｅｅ　Ｆｉｅｌｄ 9020001138556 既存店舗の認知度向上およびＥＣ事業の構築による新規売上の獲得

神奈川県 奥村雅史税理士事務所 － 個人顧客向けに、「相続」を中心とした売上向上事業

神奈川県 ＲＤプランニング合同会社 6020003009956 若年層向けのダンスレッスン事業の新規取組み

神奈川県 ホロトロピックセンター２１ － 食育サービス事業

神奈川県 メディ・アライアンス合同会社 2013303004433 ・新規顧客開拓と事業内容周知、販路拡大の為のＨＰ作成

神奈川県 さかせる － ＰＴＡと企業に対して、ＰＴＡ’Ｓ（ピータス）の認知拡大と登録・利用促進

神奈川県 ＳＯＡＲ熊谷寛 － 髪質改善ドライヤーを導入して美意識の高い新規客と固定客の増加

神奈川県 株式会社エス・オー・エル・プラス 4020002105122 自社事業の売り上げ強化のためのＷｅｂ広告の強化

神奈川県 社会保険労務士田中敬子事務所 － 社会保険労務士としての労務・社会保険関係に関する支援事業

神奈川県 株式会社エーエムシー 3020001128414 デンタルセンサーによる顧客から理解を得られる適切な歯科処置

神奈川県 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　３１０４ － 新商品販売のブランド・マーケティングの確立および設備拡充

神奈川県 トコヤたかぎ － バリアフリー化とアフターコロナにむけた地域密着サロン

神奈川県 ＩＬ‐ＢＡＣＩＯイル・バーチョ － 店内換気強化！安心してイートイン＆ベーカリー購入誘引事業

神奈川県 合同会社ＫＡＮＡ 7021003007445 認知拡大による新規顧客層の開拓

神奈川県 旭電機株式会社 2021001032152 ホームページおよび外部看板のリニューアルで民間元請受注を強化

神奈川県 有限会社みやま橋本呉服店 7021002053259 展示・在庫スペースの整理による提案力の強化

神奈川県 株式会社ソルフィンカ 1500001005780 チリ産アンデス栗のブランドイメージ向上と販路拡大事業

神奈川県 有限会社ティー・アレット 3021002054054 提案力のＰＲと強化のためのｗｅｂ制作と商談室とツールの整備

神奈川県 株式会社すずしん 7021000032783 テイクアウト需要を取り込む広報戦略とＥＣサイト作成

神奈川県 魚鶴商店 － 店売りの強化とギフト需要の取り込みによる販路開拓

神奈川県 施術院赤心 － ・美容カイロの告知・広告強化による収益力向上事業

神奈川県 Ｒｅｏｎ　Ｅａｒｔｈ　Ａｌｌｉａｎｃｅ － 自宅でカクテルを楽しみたい層向けオンラインレッスンと商品販売

神奈川県
Ｔｈｅ　ｆｕｎ２ｄｒｉｖｅ　Ｏｗｎｅｒｓ’Ｃｌｕｂ株式会
社

8021001039695 国内における当社サービスの認知度向上のためのＳＮＳ動画制作

神奈川県
株式会社メディカルサポートＦＵＫＵＭＯＴ
Ｏ

2021001039627 障害者の作業継続誘引とセラピー効果を狙ったメダカ等育成事業

神奈川県 有限会社城設計（シャンボァール美容室） 3021002051605 ・高齢者が入店しやすい入口作り及び新規事業を広めるためのＰＲ。
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神奈川県 温泉宿　停車場 － 新型コロナに負けない！旅先での不安を寛ぎの時間に変えたい

神奈川県 ウェディングエキスパーツ株式会社 7021001046668 フォトプランの単価アップのためのＨＰ制作及びサンプル撮影

神奈川県 ベーカリーアンドカフェヴィラント － バリアフリー化および魅力的な店舗を目指した外装工事・設備導入

神奈川県 有限会社いづみ 3021002056819 要介護・障がい・高齢者の訪問美容サービスと３密回避の店舗改装

神奈川県 ひまわりスポーツ －
■［店舗改装］清潔で明るい野球設備と連動したワークスペースのレンタル事
業

神奈川県 株式会社エシェル 3021001063031 自社アパレル＆スタジオを活用した販路拡大及び広告活動

神奈川県 ゲルブ・ジャパン株式会社 7021001039242 第１７回世界地震工学会議への展示会出展

神奈川県 株式会社Ｏｎｄａ　Ｇｒａｎｄｅ 3021001168286 真空包装機を活用した新ジャンルのテイクアウト販売

神奈川県 月澤商事 － ＥＣ販売ツール導入による多店舗展開による売上拡大計画

神奈川県 みらい電設株式会社 8021001071467 保守管理案件獲得に向ける認知度向上ＰＲ

神奈川県 株式会社杉山興業 7021001071146 パンフレットなど広告媒体の活用による新規事業開拓と体制の構築

神奈川県 ＧａｔｅＲｅｓｏｒｔｓ株式会社 8010401111412 ホームページ刷新による集客、及び長期滞在客のための設備投資

神奈川県 株式会社フジトレーディング 1021001065129 商品パッケージ及び商品説明ページの刷新による顧客転換率の改善

神奈川県 株式会社プレジャーオートセールス 5021001067682 ホームページ制作による販促強化で新規顧客獲得

神奈川県 ＤｅＦａｃｔｏｒｙ株式会社 5010703003467 ＢｔｏＢクラウドＥＣ管理

神奈川県 株式会社湘南教育企画 4021001068748 不登校生が社会の成員となるための教育を行うサポート校のＰＲ事業。

神奈川県 Ｔｉｇｅｒ　Ｊａｐａｎ － コロナに勝つ！モデリングソフト導入により新領域を開拓する

神奈川県 ＳｏｌｕａｎａｉｌｂｙＬＩＮＯＡ － 指先ストレス解消の技術を伝え、本物・安全志向の高い客層を開拓

神奈川県 合同会社宅配奉行 1021003010074 デリバリー専門ＥＣサイトの作成

神奈川県 株式会社ティーグレース 5021001057923 非対面における販路開拓のためのツールを充実させる事業

神奈川県 ふじいろ水道 － 地域密着型の水回り工事を行うためのコンテンツマーケティング

神奈川県 Ｍａｍａ’ｓ　Ｂｏｄｙ鵠沼海岸店 － 地域密着型の産前産後ケアサロンとして新規顧客開拓と集客

神奈川県 ドルフィンスルーカブシキガイシャ － 動画撮影スタッフの出前、はじめました。編集までやります。

神奈川県 株式会社ホットソウル 4021001046480 異業種提携とＷｅｂマーケティングによる長期顧問契約の販路開拓

神奈川県 株式会社原付市場 1021001070797 ＬＰ制作による原付レンタルサービスの新規販路開拓

神奈川県 株式会社ＳＷＣＣ 9021001069270 ＨＰ・ＷＥＢでの販促の強化

神奈川県 合同会社パシフィック 5021003009897 新たな楽しみ方を提供する新感覚クラフトビール

神奈川県 Ｂａｓｓｏ１－２－１ － インポート眼鏡と在宅ワーク向けアイケアレンズのＰＲ事業

神奈川県 Ｈｏｐｐｙ　Ｆｉｌｍｓ － ドッグトレーナーカメラマンによる犬コミュサロンの開設

神奈川県 株式会社若本総合研究所 7021001045083 レトロスクーターと宅配ビジネスバイク専門ショップのＰＲ事業

神奈川県 ＡＱＵＡＰｉｚｚａ － 店舗外装の「庇」設置によるテラス席の稼働率と店舗視認性の向上

神奈川県 株式会社パスカル 2021001024587 Ｗｅｂサイト改修とＷｅｂ広告・チラシ配布による販路開拓

神奈川県 保険事務所おおつか － 生命保険商品拡販に向けた店舗改修事業

神奈川県 株式会社ファイ・マイクロテック 1021001021486 ホームページ刷新とオンライン展示会によるＩＣ新製品の販路開拓

神奈川県 株式会社富塚商店 7021001020210 冷凍肉専用自動販売機導入による事業の効率化と利便性の向上

神奈川県 株式会社ＣＡＲＳＭ湘南 6021001068804 スマホ２４時間出張スピード修理買取をＨＰ×ポスティングでＰＲ
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神奈川県 株式会社伊藤建設 3021001024339 テレワーク対応型注文住宅のＰＲによる優位性向上計画

神奈川県 株式会社ライフテックス 3021001056489 ＨＰ開設に伴う住宅リフォーム事業の販路開拓

神奈川県 かとう治療 －
筋肉増強マシン「ブラッドビルド」を用いたトレーニング一体型治療で健康寿命
の向上

神奈川県 ＮＯＮ － 和紙振動板スピーカー改良のための実験機の製作及び測定

神奈川県 脱毛サロンＯｌｉｖｅ － 新たな美容サービスの提供による新規販路開拓事業

神奈川県 パティスリー・オベイサン － 「パイシーター」導入のよる生産性及び販路開拓事業

神奈川県 ル・マルカッサンドール － 「真空梱包機」導入による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ウォーターマンシップ 4021001066454 【レッスン受講者・レンタル利用者・艇庫会員増加のための販路開拓事業】

神奈川県 ｉｌｌｕｓｔｒａｔｏｒいぢちひろゆき － 防災無料イラストウェブサイトのリニューアル事業

神奈川県 株式会社茶ノ木 4021001009306 販促用プロモーション動画による販路開拓事業

神奈川県 株式会社豆豆社（とうとうしゃ） 1021001010836
ホームページ作成による「食育の教え方教室」を周知」していただき、今後の
イベントでにつなげ、子どもたちと御父母とのコミュニケーションを深めて参り
ます。

神奈川県 有限会社エヌシーエス 7201002014120 店舗外観・看板のリニューアルによる店舗認知の拡大事業

神奈川県 鎌倉レジデンス株式会社 1021001049296 ＨＰの充実化と茶室小屋キットの詳しい説明で認知度ＵＰ！

神奈川県 上岡洋一郎 － コロナ禍対応及び遠方対応を可能にするオンライン不動産仲介事業

神奈川県 坂ノ下　田茂戸 － 衛生環境を整えることによる既存顧客満足度向上・新規顧客開拓事業

神奈川県 苔むすび － 苔テラリウムの展開を広げるデジタルファブリケーションの導入

神奈川県 ＷＡＴＯ（ワト） － 独自技術のオーダーメイド表札／看板の試作開発と販売方法の確立

神奈川県 株式会社奥山工務店 2021001043546 当社の強みを発信するホームページリニューアル事業

神奈川県 株式会社エンジェル・ジャパン 8021001031280 美容と免疫力向上！有機ゲルマニウムを使用した美容液の販路開拓

神奈川県 株式会社オレンジキューブ 6021001069050 キッチンカー・キャンピングカー等各種対応可能なシェルボックスの開発

神奈川県 プライベートサロンＶｉｎａｋａ － オンラインカウンセリング＆よもぎ蒸しレンタルサービスの仕組み作り

神奈川県 豊国屋 － 地域の産学官連携による地域産物を活用した機能性産品開発

神奈川県 有限会社紀州精密 9021002019357 複合加工技術と特急品対応を活かした販路開拓

神奈川県 Ａｉ　Ｌａｂｏ － 中高年を満足させるＥＣサイトでの紳士服販売

神奈川県 有限会社アルカディア 9021002017699 菓子製造を構築して新規ファン層の獲得、ＷＥＢ販売で商圏売上確保

神奈川県 株式会社ＦＯＯＴＢＡＬＬＬＩＦＥ 2010001210173 サッカースクールの新規顧客獲得に向けた宣伝強化

神奈川県 株式会社Ｋ－ＦＲＯＮＴ 6021001054639 自社獲得案件を増やせ！新設備導入で目指す、見積り成約１００％

神奈川県 株式会社ダイアグラム 4021001045400 これまで以上の迅速な対応実現！オンライン強化で新たな販路開拓

神奈川県 金森洋二税理士事務所 － ホームページリニューアルによる相続関連の新規販路拡大

神奈川県 株式会社コスモエスティ 2021001025197 国内における抗菌・抗ウイルスの製品づくりを促すＨＰ作成事業

神奈川県 Ｌａｎｉ － 利益率が高いメニューの宣伝で新規顧客・売上アップ計画

神奈川県 Ｔｅａｍ・Ｓｐｉｒｉｔ合同会社 6021003007925 積極的広報戦略による市場開拓と経営基盤強化による事業拡大

神奈川県 ウイスタリア音楽院 － 幼児音楽グループレッスンコースの開設・受験生コースの強化事業

神奈川県 株式会社レイル 9020001008239 自宅でモータースポーツ！『がちフレ』販売促進計画

神奈川県 北海道海鮮６番２７ふ頭 － 飲食業で大和市を盛り上げる！『コロナによる中食需要増』に対応！
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神奈川県 ＦＵＫＵＲＯＤＡ工舎 － 地元の御用聞きができる工務店になるための宣伝活動

神奈川県 ＭａｒＳｈａｌｌ株式会社 3021001063304 おしゃれな看板とＬＥＤ照明で綺麗に見せる自動車販売

神奈川県 合同会社Ｋｅｎｂｉ 5021003003702 ●施術の前後に血流測定を行いことで、集客アップ

山梨県 有限会社きりばやし 3090002000870 ネットで販路拡大し、県産ワインでおうち時間をより豊かに彩りたい。

山梨県 Ｒａ＊ｐｏｕｌ － 新サービス「美容ライト脱毛」の開始による販路開拓

山梨県 株式会社エクセル 7090001009579 「日本の綺麗なトイレを世界にアピール。」拡販キャンペーン！

山梨県 からあげやまと － 店舗周知のための看板の設置とチラシ配布による新規顧客の獲得

山梨県 丸幸産業株式会社 2090001010145 色あせた衣服を新品同様に染め直す「染め直しサービス」の提案

山梨県 雨漏り専門調査１１０番 － ホームページ開設と情報発信による雨漏り調査専門事業の販路拡大

山梨県 メンズ脱毛・育毛サロンＧａｌａｎｔｅｒｉｅ － 育毛サービスの構築、認知拡大のための宣伝

山梨県 株式会社河野工業 6090001015025 重量物運搬設備導入による重量物据え付け工事業の確立

静岡県 てんぷらと海鮮料理「博」～ひろ～ － ホームページ製作による認知度アップとテイクアウト売上アップ

静岡県 株式会社小島康平商店 1080001001484 本山茶のネット通販環境強化による、非接触型販路拡大戦略

静岡県 有限会社椿亭 7080002007491 新しい日常に適応したテイクアウトメニューの開発及び販路拡大

静岡県 美容室Ｌｅｇｅｎｄ（レジェンド） － 施術効率及び美容効果を向上させるセルフドライサービスの実施

静岡県 うしお回復整体 － 「整体」「運動」「食事」をセットにした体質改善サービスの提供

静岡県 パティスリーオムリブル － 新商品「エンガディナートルテ」開発による販路開拓と業務効率化

静岡県 美容室ハピネス － 美容室での育毛サービス特化による差別化戦略

静岡県 有限会社ニット菊屋 4080002004491 婦人服店内のカフェスペース開設事業

静岡県 貴丸 － 冷凍冷蔵庫設置による新メニュー開発とテイクアウトの強化

静岡県 有限会社ティーティーシー 7080002010710 床洗浄ワックス清掃業務の新規販路開拓

静岡県 有限会社静北建販 8080002013159 プロジェクトタイムズプラス商品展示会

静岡県 清水キーセンター － リモート防犯診断機能付きホームページ作成による新規顧客獲得

静岡県 とんかつうんの － オリジナル容器の「野菜煮物付とんかつ弁当」テイクアウト・デリバリー

静岡県 勝見商店 － 作りたての味をご家庭で！真空パックの地元産野菜のお惣菜

静岡県 中嶋養蜂 － 中国向けパッケージの開発と越境ＥＣによる販路開拓

静岡県 １００１～ＯｎｅＴｈｏｕｓａｎｄａｎｄＯｎｅ～ － 自分に似合うヘアカラーを知れる「パーソナルカラー診断」もできる美容室

静岡県 バイソンホーム － ホームページをリニューアルして販路開拓

静岡県 からあげ「大ちゃん」　羽鳥店 －
“ちょっと少なめ”の新メニュー「レディース弁当」の販売周知と新規客開拓の
ための広告配布

静岡県 バイソントレーニングジム － 床材入れ替え、ＨＰリニューアルによる新規顧客開拓

静岡県 スガワラホールディングス株式会社 7080001011809 ホームページリニューアルによる情報発信で販路拡大＆新規顧客獲得

静岡県 葵自動車解体株式会社 6080001000977 自動車の販売買取なんでもご相談！お宝部品から車体まで全国へ！

静岡県 割烹わかすぎ － 記念日を祝う３世代をターゲットにした新規顧客の獲得

静岡県 有限会社小松園 8080002009883 ＥＣサイト改革で新たな発信と出逢いを生み地域と共に躍進する！

静岡県 株式会社静岡パブリック・リレイション 1080001002953 「目」で楽しむフラワーミスト・アニマルミスト開発

静岡県 株式会社ａｚ 5080001022989 看板・屋外モニターの設置で新クラスの認知を広め普及させる
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静岡県 ウンノストロベリーテニス － 小学生未満のスクール受入の開始と近隣への周知

静岡県 匠宅 － 伝統工芸品の認知度アップと地位向上のための取り組み

静岡県 ミヤハラフーズ株式会社 5511188906750 ホームページの更新による開発商品の展示

静岡県 ヤマサ農園 － 竹破砕機導入による竹チップづくりの効率化と水煮筍の販売拡大

静岡県 Ｂａｃｃｈｕｓ株式会社 9080001023496 海外クラフトビールの輸入販売と販路開拓

静岡県 有限会社内山精工 3080002000756 当社の技術力を活かし、業務多角化のためのＰＲ用ＨＰの作成

静岡県 おおむら － 「冷凍手羽先」の商品化による、新たな販売チャネルの開拓

静岡県 ＹｏｕｒＭａｒｒｉａｇｅ － Ｙｏｕｒ　Ｍａｒｒｉａｇｅ　結婚相談所、コンサルティング

静岡県 株式会社イメージミッション木鏡社 1080001009957 販路と事業の拡大のためのホームページ再構築

静岡県 株式会社ＺＥＲＯ　ＣＡＮＶＡＳ 8080001023778 利益率向上を目的とした移動可能な木製コンテナハウスの製作販売

静岡県 エデュケーショナル・デザイン株式会社 3080001018849 小中高校向けＩＴ授業の販路開拓

静岡県 株式会社システムプラザソフィア 5080001010333 オンライン研修に向けたＷｅｂサイトの再構築とＰＲ動画の制作

静岡県 ふくおか鍼灸院 － グループトレーニング会員の販路開拓

静岡県 株式会社エムエイエス 1080401011257 製造業をターゲットにした新規顧客開拓のためのＨＰ開設

静岡県 株式会社デザインピース 7080401023338 新規顧客獲得のための写真・動画撮影スタジオ事業の実施

静岡県 ＨＡＬＥＬＡＮＩ － 自社ブランド向上のための商品パッケージ開発とＰＯＰ等の制作

静岡県 株式会社ケイズインテリア 2080402002709 ホームページ「リノベーションのケイズ」の開設による販路拡大

静岡県 ＢｅａｕｔｙＥｓｔｈｅｔｉｃＳａｌｏｎＶｉＶｉＡ － 無接触型セルフエステ事業の実施及び設備導入

静岡県 株式会社晴工業 5080401019247 ホームページの制作と店舗看板リニューアルによる新規顧客開拓

静岡県 ＵＤウチダ株式会社 6080401000643 実体顕微鏡導入による技術力強化で生産性向上と販路の拡大

静岡県 理容マスダ － 店舗外観リニューアルによる新規顧客獲得策

静岡県 リラクビューティーＣａｍｅｌｌｉａ － 当店の認知度向上と新規顧客獲得のための取り組み

静岡県 マーフィープロジェクト － 自然に優しい浜松産のオーガニック肥料・野菜・加工品のブランド化

静岡県 健康ショップしみず － 顧客に寄り添う健康相談薬店・エステの新規顧客開拓

静岡県 ｈｏｌｏｈｏｌｏ － 「安価で短時間施術型」フェイシャルエステサロンの販路開拓

静岡県 ｃｏｌｏｒｆｕｌｍｉｓｏｓｏｕｐ（カラフルミソスープ） － 動画を活用した販路拡大＆売上の拡充とＥＣサイトの改修

静岡県 伝兵衛商店株式会社 8080401012827 紹介待ち営業から積極的な営業活動に転換する為の訴求物作成

静岡県 ｎａｎａｂｙｐｉｑｕｅ － 若年層顧客の取り込みと回転率向上のための広報と設備の拡充

静岡県 ＢＡＳＩＬ　ＨＯＵＳＥ株式会社 6080401023347 バジル農園の直売所設置による販路開拓

静岡県 ワタナベ工業 － 金型のクラック予防・修理に寄与する高性能充填剤の改良及び拡販

静岡県 アダチペイント － ホームページ開設と連動したチラシ配布による新規顧客の開拓

静岡県 ミサキ産業株式会社 8080401006184 口コミ・紹介案件に頼らない！定期発行物を強化する為のＨＰ作成

静岡県 有限会社太悦鉄工 8080402004625 新サービスフレペグ簡単設置レンタルサービスによる新規顧客開拓

静岡県 株式会社マール 8080401017925 住宅設備機器・工事事業の販路拡大のための広告手段の整備

静岡県 Ｈａｉｒ　Ｍｕｓｅｕｍ　きいち － 浜松初、美容・理容一体となった複合サロンの集客向上の取組み

静岡県 うの園芸センター － 除草年間管理サービスのオンラインによる販路拡大
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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４回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

静岡県 Ｂ‐ｒｏｏｍ － コロナ禍における住環境改善サービス構築とサイトリニューアル

静岡県 株式会社岡田工務店 6080401001071 下請けからの脱却！自社ＨＰ・カタログ作成でこだわり檜の家ＰＲ

静岡県 ルクリール － インテリアコーディネートのオンラインサービスによる事業拡大

静岡県 餃子の革命物語 － うな白湯餃子のブランド化と看板設置による新規顧客開拓

静岡県 ＦＵＮＫＡＤＥＬＩＣ － リニューアル移転を商機とした新規顧客獲得とネット販売の強化

静岡県 株式会社ＡＬＬ　ＦＯＲ　ＯＮＥ 2080401019118 客単価アップのための全身脱毛サービス新規導入による販路開拓

静岡県 久米真紀ピアノ教室 － 様々な個性を持った子供達が安心して通えるピアノ教室づくり

静岡県 ａｍｍｉｋｋａｌ － コロナ禍の中食ニーズに対応した冷凍カレー開発・配達・卸事業

静岡県 松下佑多 － 生産者・店舗と共同開発による新商品の販売

静岡県 ＪＩＹＵＴＥＩ － 樟脳オイル専用アロマディッシュの開発とバリアフリー店舗の実現

静岡県 株式会社アジア資源インターナショナル 3080401014043 革命的プラスチック安定剤の単独販売権の取得での販路開拓

静岡県 株式会社ナイストゥハブ 4080401024594 フラットベット型ＵＶプリンターによる立体グッズへのプリント事業

静岡県 メープルエクスペリエンス － メープルシュガーの新商品、包装開発とＥＣサイトによる販路拡大

静岡県 ファビュラス － 工場内設備の改造による受注キャパシティの拡大で売上向上！

静岡県 浜松料理だいだら － ネット通販参入のための商品・パッケージ開発と販路開拓

静岡県 株式会社アイデック 9080401000079 広告・チラシのポスティングにより新規開拓

静岡県 理容トチギ － 女性理容師による女性のための顔そりの販路開拓事業

静岡県 有限会社タイキ工務店 7080402004568 顧客に寄り添う、介護住宅リフォームプロセスの見える化事業

静岡県 和田染工有限会社 1080402008905 ＢｔｏＣ事業拡大のためのブランディング強化および新商品開発

静岡県 ヘアー＆メイク　ＣＡＺＵＹＯ － スパヘッド施術可能なシャンプー台設置による新規スパ客開拓

静岡県 ドノドジャパン合同会社 6080403004072 消費者への食品ロス問題の情報発信による販路開拓の取り組み

静岡県 フルーヴ － 店舗看板設置による新規顧客の開拓

静岡県 ＱＵＩＣＣＯ　ＳＯＵＮＤ株式会社 2080401019613 プロモーションビデオの作成、ＷＥＢサイト刷新による販路開拓

静岡県 ヘアサロンイトウ － アメリカ発フェードカットを浜松男子に！ＨＰ作成で自社認知度向上

静岡県 有限会社川正商店 7080102000982 オンリーワンの干物を製造する店舗の効果的な販路開拓事業

静岡県 株式会社トータルメンテナンス 9080101020451 オンライン営業の確立による新規顧客の獲得

静岡県 有限会社福山堂製茶 7080102003102 店舗イメージアップと商品力強化による新規顧客獲得事業

静岡県 有限会社うえきやのカトー 5080102000431 伐採樹木の有効活用としての「薪」の販売

静岡県 嶺井ゴルフスクール － 新規顧客獲得・経営効率アップのためのホームページリニューアル

静岡県 楽菜喜酒　わど － ＥＣサイトを使ったネット販売とそのＰＲによる販路開拓

静岡県 大島鉄工所 － 空調設備導入による生産体制の強化

静岡県 そば処　満留八 － 「そば屋飲み」をＰＲする店頭看板・メニュー表作成による誘客事業

静岡県 三千里 － 焼肉弁当の提供、デザートの開発、販路開拓

静岡県 株式会社いくま自動車 3080101017370
最新のスキャンツール及び車両整備機器でより正確で安心安全な修理・販路
開拓

静岡県 季節料理　吟水 － 吟水ロールでＳＮＳ映え！

静岡県 株式会社イワモト 7080101007384 マスク生活が快適になる自社開発製品の商品力向上と販路拡大
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

静岡県 株式会社カイトアップ 9080101022159 コロナ禍における抗菌コーティング塗装による受注拡大と売上向上

静岡県 有限会社Ｍ・Ｓ・Ａ 1080102012876 ＩＴ＋クラウド化＋安心による既存顧客との繋がり強化による販売促進

静岡県 株式会社リジカーレ 6080101018011 会計ソフト導入による業務効率化と弦楽器演奏者の掘起しと顧客化

静岡県 有限会社資仙 5080102001628 コンテナ数増量により作業内の安全化及び．売り上げ増加の実現

静岡県 大門建設株式会社 2080101006903 ドローンによる利便性、話題性の向上を利用した販路開拓

静岡県 鮮魚処三代目魚貞 － ランチ営業再開！テイクアウト始めました！

静岡県 有限会社保坂 7080102011550 店舗環境の整備による快適な催事空間で顧客満足度と売上アップ

静岡県 ＥＧＧ － ＡＩ顔認証システムで、お客様にＶＩＰサービスを提供します。

静岡県 有限会社魚貞 1080102009567 飲食店御用達老舗魚屋のテイクアウト商品販売

静岡県 手作り工房Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ － 新商品　三島野菜を使用したグラノーラの開発と販売促進

静岡県 火々 － 自社コンセプトを打ち出した店頭・店外告知による集客力強化事業

静岡県 馳走　山傳 － おもてなし強化と安心安全な店舗づくりによる顧客獲得事業

静岡県 Ｈａｎａａｋａｒｉ（ハナアカリ） － ホームページ作成・クーポン付ショップカードで新規顧客を獲得

静岡県 焼肉ハウス力 － お肉を魅せる店舗づくりによる販路開拓

静岡県 イミュールホリスクリエーション － 動画広告とｗｅｂ予約システム導入による販路開拓と業務効率化

静岡県 Ｃａｌｕｍｅ － 店舗開設により、顔の見えるより地域に寄り添えるお店に

静岡県 石材の小野田有限会社 6080102017615 カロウト内整理を勧める事による販路拡大事業

静岡県 株式会社富士山白糸ファーム 5080101020819 安心して食べられるお米等を配達する事業の展開

静岡県 株式会社小林木工所 4080101008534 レーザー加工機導入による、更なる商品開発とラインナップの充実

静岡県 株式会社半田工業所 2080101009311 近隣地域からの受注拡大に向けた営業活動の強化

静岡県 美穂プロモーション株式会社 7080101011130 ソーシャルディスタンスを保ちつつ、新コースメニューの提案

静岡県 ウォーキングステーション － オリジナルポールの開発による新規顧客の獲得

静岡県 株式会社ＮｅｘｕｓＦｕｊｉ 9080101020138 デジタルサイネージによる効果的な広告で新規顧客の獲得を図る

静岡県 ｆｒａｍｅｒ－Ｓ － おうち時間を楽しめる趣味に特化したオリジナルカーポート販売

静岡県 かんだ物産株式会社 2080101008346 インターネット広告を利用した見込客への広告活用と価値訴求戦略

静岡県 パティスリーモンドール － 焼菓子製造機械の導入で販路拡大と業務効率化

静岡県 クロロ薬局 － 健康ニーズを取り込み、販路開拓を担うホームページ制作

静岡県 株式会社ＵＫＡＩ 6080101020306 特選黒毛和牛Ａ５ランク「牝牛」とオリジナル調味料の販路開拓

静岡県 Ｋ－１企画なべや大むら － 既存メニューと新規メニューのケータリングで顧客層の拡大

静岡県 割烹民宿　小はじ － 下田須崎産金目鯛のしゃぶしゃぶとお刺身セットの通販事業

静岡県 清水モールド株式会社 1080401020415 新製法の導入と業務管理システムの併せ技で対応力と生産性を向上

静岡県 大橋活版所 － 究極の地域密着プリントショップ事業への基盤作り

静岡県 有限会社シンコー 6080402019641
お客様から受注に即納できる体制づくりとしての、クラウド型生産管理システ
ムの導入

静岡県 有限会社レマン 7080102020758 地域ナンバー１を目指す！人にやさしいＥＣサイト制作事業

静岡県 （株）白橋工務店 6080101013581 新しい不動産業のカタチを確立させるための情報発信力強化事業

静岡県 カントリーハウスホテルアヴォンリー － 施設の魅力調査及び特設ＨＰの作成・観光メディア掲載
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

静岡県 整体＆リラクゼーションにこ － ＥＣサイトをアプリ化して売上増加！

静岡県 やまさ － 独自商品の効果的アピールによる競合店との差別化と新規販路開拓

静岡県 ほり多旅館 － ほり多旅館の温故知新

静岡県 ｉｅｎｏ　ｃｏｆｆｅｅ － 本格手廻し焙煎珈琲店のオンライン販売体制の構築事業

静岡県 有限会社梅沢工機 3080002013460 １社依存脱却に向けた販路開拓の為のＷＥＢサイト開設

静岡県 和食工房一鮮 － ネットストアーを開設して新しい販路の開拓と和スイーツの販売。

静岡県 明宝電設株式会社 7080001015297 知名度アップを狙うオンライン動画作成

静岡県 ＳＡＴＩＶＡ － オリジナル手ぬぐいブランドの立ち上げと通販サイトの構築

静岡県 青木ビニール工業所 － 地球と人にやさしい会社を目指した製品展開と販売促進事業

静岡県 株式会社ＢＥ・ＮＡＴＵＲＡＬ 7080401015335 新ＰＯＳシステム導入による顧客囲い込みと働き方改革の推進

静岡県 草賀正浩 － 県内初！アボカドの量産化と国内流通網の構築

静岡県 有限会社狩野自動車 7080402017264 販路拡大の為のスキャンツールによる整備事業

静岡県 株式会社桑原園 6080401014544 巣ごもりで需要が高まっている「普段使い用茶」の販路拡大計画

静岡県 ひらの園 － 茶農家のＥＣサイトリニューアルによる小売りシェアアップ計画

静岡県 株式会社あかつき産業 5080401022481 冷水機を使った浸水工程導入による高品質椎茸の生産拡大計画

静岡県 入江建築オフィス － 精巧な建築パースを活用した営業活動による新規顧客獲得

静岡県 有限会社かわ 3080002018518 人気丼メニューテイクアウト開始に伴う店舗改装及び販路開拓

静岡県 ｃｏｚｙｓｔｙｌｅ（コージースタイル） － 新ダイエットアプローチ『じぶんラボ』の広報・ブランド戦略展開

静岡県 らら手技療法調整院 － 地域初の一般宅もみほぐし訪問サービスの新規創出とＰＲ

静岡県 有限会社エスエス商会 4080402022416 超親水性塗料「ゼロ・クリア」による新たな販路開拓の為のＨＰ作成
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