
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２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 ミンギースタジオ － 思いは海を越え、空を越え　ペーパークラフト副葬品輸入・販売事業

茨城県 Ａｌｅ　Ｈｏｕｓｅ　Ｌｕｃｙ － 余剰スペースを活用した販路開拓と次世代応援

茨城県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｒｉｏ　Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｃｈｏｏｌ － Ｌｉｖｅ形式「バーチャルウォーキングレッスン」「茶話会」の提供

茨城県 開化亭 － 調理場レイアウト変更と空調設備等導入による効率化及び販路拡大

茨城県 カレイト － ・商品価値とＰＲ効果を最大化する「企画制作サービス」の販路開拓

茨城県 ＣＯＭＭＯＮ　ＳＰＡＣＥ － 施術メニューの新規導入及び拡大と、顧客獲得のための広報活動

茨城県 － 女性客向けメニューの開発と店内美化整備による新規顧客獲得

茨城県 受験指導ＳｅｖｅｎＳｅａｓ － 大学入試直結の検定試験特化のスピーキング講座の開発・販路開拓

茨城県 株式会社舘塗装 6050001046998 当社が手掛ける上質な塗装のＰＲで顧客リレーションシップ構築

茨城県 サワダ塗装 － 地元古河市を中心とした新たな顧客獲得に向けた取り組み

茨城県 日立瓦斯商会 － お客様がリフォームを体感できる事務所に改装。

茨城県 有限会社ワタナベ看板 6050002024367 新たなホームページ開設によるリース看板での一点突破計画

茨城県 株式会社ＴＯＭＩＯＫＡ 3050001037190 リノベーション工事の内製化による収益力向上

茨城県 ＆ｕ．（アンド：ユー） － 事務所移転で印刷環境を向上し、信頼性向上と顧客の確保を図る

茨城県 株式会社丸正 3050001037397 「家族葬ホール・家族葬プラン」の広報強化による新規顧客開拓

茨城県 吉和工業株式会社 4050001039302 住宅の解体・空地の整理。「片づけ丸ごとお任せパック」の提供。

茨城県 株式会社スタッフソリューション 3050001046571 ゼロから始められるネットビジネスのオンラインスクール

茨城県 株式会社タワーズアドリーム 9050001047226 最適商品提案型のホームページによるＥＶ充電器販売拡大計画

茨城県 マキのパン屋 － 対面販売強化にともなう店舗改装とＲＰ促進

茨城県 株式会社溝口商店 8050001009788 ロースターへの移行と調理体制の整備、店舗訴求力の強化事業

茨城県 株式会社サンルィーズ 6050001005871 ペダルカーレースの開催による新規顧客との接点獲得と来店客増加

茨城県 いそはた株式会社 9050001046772 ホームページなどを活用した新規顧客獲得に向けた取り組み

茨城県 セカンドカフェ － 認知度向上を目的とした看板新設及びチラシ折込による顧客獲得

茨城県 あんどらいふ不動産株式会社 3050001047215 高齢者向け不動産サービスの構築と認知度向上及び運営体制の確立

茨城県 来食 － 延期になった結婚式２次会や今後回復する宴会を獲得する為の事業

茨城県 株式会社佐乃屋佛具 6050001038228 ～多様な広報活動の組み合わせ効果を狙った店舗認知度向上事業～

茨城県 はるとも整骨院 － 健康教室開催と市民に向けた認知度向上活動の実施

茨城県 株式会社ユーケン 7050001019045 キッチンカーを使用した新たな新規事業並びに顧客の獲得

茨城県 ｍａｈａｎａ － 美容室における若年層、高年齢層への同時アプローチ展開事業

茨城県 Ｌｉｅｎ － ヘッドスパサービスの販売促進に向けた自社ＨＰ制作を実施

茨城県 ａｍｕｓｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 地域密着型オンリーワン美容室化

茨城県 株式会社Ｌｙ－Ｂｒｉｇｈｔ 9050001006297 ヘッドスパ事業での徹底したコロナ対策で安心安全な環境づくり

茨城県 美容室メナージュ － デジタルパーマ機器導入による、顧客への提案と新規顧客の開拓

茨城県 有限会社中央オートサイクル 3050002002136 レンタルバイク事業の強化・拡充

茨城県 合同会社あか楽 7050003004441 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

茨城県 ＥｙｅｌａｓｈＳａｌｏｎＡＬＬＹ － 快適で安全な空間づくり！！～新たな宣伝活動で新規顧客獲得～
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２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 株式会社８８（（カ）ハチハチ） 8050001037525 ソーシャルメディア活用とオンライン営業による販路開拓

茨城県 大津青果 － 小売販売強化によるカット野菜・オーダー制導入のサービスの提案

茨城県 黄海インターナショナル株式会社 7050001047475 ＪＥＲＲＤＡＮ社レッカー装置、積載装置、部品用品の販路開拓

茨城県 有限会社明石屋本店 2050002023678 新境地の開拓に向けた機械導入による新たな販売形態

茨城県 株式会社平喜園 6050001009690 新聞販売店とコラボした美味しいお茶のお届けサービス

茨城県 ＢＡＲＡｎｔｒａｓ － グループ客獲得と非日常感の提供による満足度と売上向上の実現

茨城県 行政書士県西法務事務所 － 外国人向け自動車解体業許可申請ＷｉｎＷｉｎプロジェクト

茨城県 株式会社シンクラボ 3050001039501 スマホ向けオンラインショップ開設とアフターコロナに向けた取組

茨城県 藤栄商事有限会社 1050002024140 コロナ収束後を見据えた宴会需要の獲得とお客様への安心の提供

茨城県 株式会社Ｂｏｎｉｔｏ 5050001039755 観光客集客に伴うファサードの強化（外部看板のリニューアル）

茨城県 株式会社拓住建 8050001005250 新築ニーズを取り込むＳＮＳによる効果的な広告宣伝事業

茨城県 和泉屋 － 店舗看板の新規作成、及び部分改修による発信力強化事業

茨城県 有限会社ヤナダガーデンデザイン 8050002016651 剪定枝葉ごみを活用したリサイクルチップと堆肥の販売事業

茨城県 中国料理玉龍 － テイクアウトを専用サイトで。「新しい生活様式」にあうお店作り

茨城県 株式会社Ｓ＆Ｋ 4050001024923 リフォーム工事業の広告宣伝による新規受注獲得と地域活性化事業

茨城県 マーレドッググルーミング － わんちゃんを幸せに！ワンランク上の施術提供と販売促進

茨城県 有限会社あまーびれ 7050002014672 ふるさとから全国へ！「歌」のチカラ無限大！

茨城県 株式会社キョーリン 4050001007630 居心地よさをアップする住宅リフォーム事業

茨城県 シューズサロンタグチ － 非対面型のサービスの提供による新たな顧客の獲得

茨城県 埼玉運輸倉庫株式会社 9030001031297 女性用トイレの増築と作業の安全性向上による新規顧客の獲得

茨城県 有限会社割烹　錦扇 5050002008263 スマホで眠る動画・画像の紹介ができるモニタールームの提供

茨城県 ＳＴＲＡＩＧＨＴボクシングクラブ － ネットを活用したボクシングクラブの非対面ダイエット指導

茨城県 有限会社美よし乃菓子店 1050002024289 新たな顧客獲得に向けた販売促進（ＨＰ作成等）の取り組み強化

茨城県 株式会社サンハウス 1050001001108 新住宅「命の安全と快適空間を維持する未来の住宅」の広報強化

茨城県 岩井眼鏡店 － アニメキャラクターを活用した新規顧客に向けた取り組み

茨城県 臼田那智 － デザイン性を重視した「ＬＥＤネオンサイン」と「立体型看板」の提供

茨城県 銀巴里理容所 － 理容店における女性客のリピート化と新規開拓に関する取組み

茨城県 ＳＴケアネット株式会社 9050001036526 進化版『デイ銭湯』による１日利用者の開拓

茨城県 株式会社茨城アーク 2050001006246 ＨＰ活用で商社、中小規模鉄工所をターゲットにした新規顧客獲得

茨城県 エグジィットチューニングサービス － オープンスペースを活用したカーマニア向けの見せる展示会の開催

茨城県 株式会社オフィスゆうき 8050001033862 巻き爪矯正施術資格が取得しやすい環境づくり

茨城県 森永牛乳配給株式会社 8050001002677 商品案内と会社案内リーフレットの製作

栃木県 ブティック・エルヴェ － ターゲット層を絞った新規顧客獲得

栃木県 ｏｋａｔｔｅなごり － 快適環境の構築による顧客満足度向上計画

栃木県 四季のそば木曽路 － お座敷席の利便性向上で新規顧客獲得と来店客増加を実現

栃木県 宇都宮ねぎにら餃子株式会社 3060001006938 地域特産各種餃子の新規顧客獲得のための販路開拓
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

栃木県 讃岐うどん　太一 － 「３密」回避の安心会食でリピーター回復と新規客の来店増

栃木県 有限会社喜千 3060002035894 和空間を衛生的に安心で強度の高い化学畳にリニューアル

栃木県 Ｏｌｉｖｅ － 特殊ミシンの導入による受注領域の拡大と新商品開発

栃木県 株式会社篠原ファーム 3060001025392 ドライブ日和にいちご日和りに立ち寄らせるための看板設置

栃木県 株式会社ｆｒａｐｐｏｒｔ 5060001026975 自宅でいつでもトレーニング「ＡＩフィットネスバイク」の販路開拓

栃木県
農業生産法人株式会社みつる植物研究
所

4060001026670 ホームページと看板の活用で、来店誘致活動の展開で売上アップ

栃木県 はなぶさ英 － 当店の認知度向上策の推進で、新規来店客の増加を図る。

栃木県 有限会社酒井商店 1060002036250 自転車の出張修理サービスの実施と強化

栃木県 株式会社ヒューマンソリューション 7060001032617 労使間の新生活様式にマッチしたビジネスの推進

栃木県 株式会社久保楽器 7060001001464 レコーディング業務拡張

栃木県 有限会社太洋堂 8060002039206 バリアフリー化で、幅広い年齢層の顧客獲得プロジェクト

栃木県 日本遮熱株式会社 4060001020054 エコプロ２０２０展示会出展による販路開拓事業

栃木県 ヘアーアート　ピクシー － 新たな美容機器の導入で新規顧客獲得と売上向上

栃木県 株式会社ＲＥＶＩＵＳ 6060001030621 新作アクセサリーの研究とサンプル作成

栃木県 ちょびカフェ － 大きな看板の設置で認知度向上とバリアフリー化による快適性向上

栃木県 接骨院かわなご － 高酸素吸入で免疫アップ！新型コロナウイルス対策メニュー

栃木県 ブラジルコーヒーショップ － 看板灯改修工事

栃木県 株式会社ラボックス 2060001030963 構造物材料検査、調査の非対面化・オンライン化事業

栃木県 株式会社ストロイエ 9060001030833 店舗集客のためのＨＰ制作、広告出稿

栃木県 株式会社ａｌｌ　ｏｕｔ　ａｄｖａｎｃｅ 1060001023927 自社ブランド餃子の開発および製造による販路開拓

栃木県 パンドリーム － 軽トラックに積載可能な「箱型キッチン」の導入による販路拡大

栃木県 有限会社イデアルスカイ 1060002010429 ロボット芝刈り機の導入で限られた資源を生かし生産性向上

栃木県 アシストン株式会社 4060001029384 レストラン顧客のアメニティー向上と新顧客獲得の施設整備事業

栃木県 一本堂　宇都宮江曽島店 － 顧客満足度の向上及び若齢者層の販路開拓

栃木県 サークル不動産株式会社 7060001032245 特性を活かしたブランディングによる新規入居者・大家獲得事業

栃木県 清水モータース － タイヤ持込組替作業受け入れによる新規顧客獲得の推進

栃木県 株式会社シバラス 3060001022167 オンライン相談・授業・予約システム（オンリーン）の普及事業

栃木県 株式会社クロワサンス 3060001022893 発毛＋脱毛の専門店化を広く周知。ＨＰ・看板の広報Ｗ作戦！

栃木県 Ｄｙｅｕｐｅｔｅｒ． －
サービス内容の発信。認知度向上による、新規顧客獲得及びリピート率ＵＰ
の実現

栃木県 有限会社川崎制御設計 1060002030113 自社製品のホームページ・パンフレット活用による売り上げ向上

栃木県 ＳＴＡＹ　ＮＩＫＫＯ　ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥ － 手作り、安心、健康、観光してます！が実感できる朝食開拓

栃木県 株式会社アイファ電気商会 8060001024150 ホームページ作成ＹＯＵＴＵＢＥ動画との相乗効果による宣伝事業

栃木県 この星の片隅で － 開店イベントとファサードの改装で認知度と集客アップ事業

栃木県 美容室チェルシー － ホームページリニューアル・ネット広告活用による販路開拓

栃木県 春木屋工房 － 日持ちする新商品の開発による販路拡大の推進・新たな顧客の獲得

栃木県 ｈａｉｒ　Ａｔｅａｓｅ － 高品質サービスの提供と安全面での環境整備で顧客満足度向上
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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 ヘアーサロンしのざき － 主な顧客の高齢者向けに店内アメニティー向上と客単価アップ事業

栃木県 株式会社齋藤鑑識証明研究所 7060001007263 ＨＰを再作成し、７割集客に回復

栃木県 ペットサロンＫＡＳＨＩＷＡ － 看板設置、駐車場からのバリアフリーの導入

栃木県 ＬＡマイスター株式会社 7030001096136 卓球フロアマットの認知度アップと普及並びに販路開拓

栃木県 靴修理店ａｍｏｒ － 非対面式修理品の受注方法の導入と革小物製品の作成、販売。

栃木県 有限会社エイティーシーフィットネス 1060002021987 ジムの環境整備と情報発信で顧客満足度向上による新規顧客獲得

栃木県 有限会社相馬自動車整備工場 9060002025428 最新式テスター導入及びその情報発信により車検受入数増加を図る

栃木県 有限会社ハレルヤ・イズム 6060002010795 シミュレーションゴルフバーの運営

栃木県 株式会社アイアンマン 7060001031172 自分の限界に挑戦！トレーニングジム開設で皆様の健康増進を支援

栃木県 株式会社柿沼システムサービス 3060001024452 トイレリフォーム新サービスの開発

栃木県 ＴＨＥＨＯＣＫＥＹＳＨＯＰ － スケート研磨でパフォーマンスの向上と販路拡大

栃木県 合同会社エピスリー 1060003002994 店舗看板と外壁照明設置による視認性の向上

栃木県 ｈａｇｉｗｏｒｋｓ － 認知度の向上による販路開拓及び収益確保

栃木県 キッチンしぶえ － 店舗改装で新規客獲得・常連客の顧客満足度ＵＰ！

栃木県 株式会社樋山昌一商店 4060001008512 販売力強化を推進するための商品保管庫改造（冷蔵化）

栃木県 大山米穀店 － 近所のお年寄りが集うコメ屋づくり

栃木県 ＦＡＳＴ栃木店 － バイクリフター導入による作業の生産性向上とサービスの強化

栃木県 バイリンガル翻訳事務所 － ホームページ・宣材を用いた営業活動の開始による翻訳販路開拓

栃木県 株式会社日粋 7060001029423 新ビジネス構築によるホームページ作成で販路拡大と認知度向上

栃木県 すし哲 － コロナウィルス徹底除菌！安心の空間造りで売上げアップ

栃木県 株式会社升智 9060001023473
ネット販売の充実及びリピーターの確保で売り上げ拡大　～ターゲットを絞り
込んだ、ブ

栃木県 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎ　Ｓｅ　ｆｅｌｉｚ － 広告による周知集客とリピーター獲得のための顧客満足度の向上

栃木県 株式会社サン・トラベル 6060001016348 ＤＭ発送による固定客の強化、新規顧客獲得事業

栃木県 有限会社アクツ商事 5060002015531 新規ホームページ作成及びパンフレット等、配布による新市場開拓

栃木県 メトロ食堂 － 家でも美味しいお店の食事を楽しみませんか？

栃木県 ブレーメンデザイン － 現代の価値観にマッチした動画制作・継続型マーケティングサポートサービス

栃木県 こだち行政書士事務所 － 単身高齢者でも介護施設に入居できる身元保証人サービス事業

栃木県 株式会社ＯＮＥ　ＳＴＡＲ 3060001021607 こだわりの創作冷凍うどんによるデリバリー・通販事業の開始

栃木県 株式会社Ｎフィールド 9060001027573 情報発信力の強化による新規取引先の開拓

栃木県 モデルズ － 新製品による顧客満足の向上、及び高齢者の社会への参加と貢献

栃木県 ＨＡＰ安佐 － これからの補聴器購入のためのプラットフォームづくり

栃木県 価値ラボ株式会社 7060001028375 オンライン経由の販売経路の拡充

栃木県 接骨院さわし － コロナ禍に負けない盤石な経営基盤を整える新サービス立ち上げ

栃木県 有限会社シルエット 5060002030282 クリーン－な空間づくりで、お客様も社員も守ります。

栃木県 株式会社ｉホールディングス 3060001007523 自社認知度アップ及び相続手続専門ならではの終活サービス提供

栃木県 もみとほぐしのとんぼ － 新規顧客獲得及び再来店を目指した看板設置とネット予約環境の充実
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

栃木県 株式会社Ｖｉｎｃ 8060001032426 “障がい者の可能性を広げたい”事業所ＰＲによる周知活動事業

栃木県 有限会社トラストアカデミー 7060002012246 新規販路拡大と営業ツール強化

栃木県 イン・ドア － 自家用自動車貸渡業（レンタカー業）

栃木県 株式会社ＳｉｔａＲａｍａ 9060001019835 占星術を活用したパーソナライズ化による販売促進

栃木県 有限会社ウチダメガネ 6060002035537 販促強化のためのホームページのリニューアルとチラシの作成

栃木県 宮本自動車 － ＡＩカラーシステム導入、設備の導入によって生産効率アップ！

栃木県 有限会社草雲羊羹本舗 1060002036564 高齢者の顧客満足度向上による売上確保事業

栃木県 株式会社７ＬＯＯＫＳＦＡＭＩＬＹ 7060001031817 看板の設置と店舗外観の変更による店舗視認率向上と新規顧客開拓

栃木県 ＳＨ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ株式会社 9060001032540 治具製作と機械工具販売をＰＲするＷｅｂサイトによる販路の開拓

栃木県 山口整骨院 － 新たな顧客獲得へ「和モダン風な施術室へ店舗改装」

栃木県 ふたば整体院アロマ － 多方面からの集客による当院の認知拡大とリピーター客の確保を実現

栃木県 合資会社丹波屋 5060003001191 ニューノーマルに向けての新たな取組　第二事業部リニューアル

栃木県 宇都宮プラスチック工業株式会社 7060001000697 ホームページ開設により自社の強みを発信し新規顧客に出会う事業

栃木県 ほぐし処くすのき － 新規ダイエットプラン導入でコロナ太りを解消！

栃木県 ペットメモリーレインボー － 大田原市を中心に近隣に宣伝広告活動で販路拡大

栃木県 ブーカもりやま － 食材ロス軽減と作業効率良好化に向けた生産性向上事業

栃木県 いちえ － 店舗改装及び営業備品導入による売上向上計画

栃木県 有限会社荒川屋 3060002035333 「足利産の蕎麦粉と地元素材を使用したメニュー品の販路開拓」

栃木県 真尾デンタルラボラトリー － 最新設備導入よる生産効率アップ！新規顧客の開拓！！

栃木県 インドレストラン＆バージャムナ － 店内改装による売上アップ事業

栃木県 シーラン株式会社 9060001018721 販売ツールのリニューアルを実施しブランディングの再構築を目指す

栃木県 有限会社稲垣材木店 5060002035488 顧客獲得に向けたＺＥＨ住宅宣伝事業

栃木県 伊藤商店足利店 － 新たな視点での営業展開を図るための戦略的事業

栃木県 陽だまり － ２４時間３６５日働く営業マンの設置

栃木県 有限会社クラバヤシソーイング 6060002037995 新規商品の製作、技術向上に向けた取組事業

栃木県 関東観光コンサルタント株式会社 2060001018463 企業広告向けＦａｃｅｂｏｏｋページの創設による新たな販路開拓

栃木県 ビューティケアサロンフィール －
水素注入で、アンチエイジング、疲労回復、関節の痛みにも効果絶大、ハイケ
アーポット

栃木県 阿部興業株式会社 6060001000401 消費マインドを取り入れたＷＥＢサイトリニューアル計画

栃木県 有限会社松風屋本店 2060002036448 夏場の売上強化と店舗内の快適度向上等による販売促進

栃木県 株式会社サウンド・ジム 3060001025962 サウンドジムコンサートホール入口改修事業

栃木県 カイロプラクティックきみどり － 免疫アップ周知で、新規・継続顧客増大計画

栃木県 荒井農園 － 新たな栽培方法導入による生産性向上と販路拡大

栃木県 Ｓａｌｏｎｄｅ．Ｋａｒｅｎ － 高品質なサービスを提供する『お一人様専用サロン』のＰＲ広告

栃木県 株式会社鈴印 2060001021822 “ＺＯＯＭを利用した対面販売の構築とＰＲ”

栃木県 元気堂整体・整骨院 － 超音波治療器導入により治療の幅を広げ、地域住民の健康を守る

栃木県 ルモンド株式会社 7060001027443 オンラインとスタジオ双方を強化し宇都宮ＮＯ，１ヨガスタジオへ
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

栃木県 鈴木５Ｓコンサルティング株式会社 5060001032296 地域に貢献するための企業の生産活動に用いる作業必需品の製作

栃木県 ｌｏｊｉ － ３世代が通う美容室の顧客満足度向上計画

栃木県 やぐも商店 － 新型コロナ飛沫感染予防のアクリル板の製造販売

群馬県 株式会社ヨシノ 6070001023558 アスベスト建築物の解体等の需要獲得へ向けた広告媒体の強化

群馬県 エスファイブ株式会社 8070001026088
コラーゲンマシンの認知度向上・導入促進を目的としたＤＭなどによる販路開
拓

群馬県 有限会社カナイ商事 7070002023069 看板の設置等によるホームページ制作事業の販促強化

群馬県 合同会社くーる＆ほっと 3070003003536 商品カタログ等の作成によるシルク関連商品のネット販売増加

群馬県 吉江淳写真事務所 － 韓国風結婚式写真体制の構築と確立

群馬県 スイーツバッカス － 看板設置等による新商品のＰＲ強化により売上向上を図る

群馬県 株式会社ＭＡＤＥＦＯＲＭ 5070001034911 せんべいの箱型新パッケージデザイン採用による販売力向上

群馬県 イヅハラ産業株式会社 2070001016978 高機能デザイン性マスク（立体織）の販路開拓

群馬県 株式会社ビルドアーク 8070001025742 新規顧客獲得の為のショールーム改修工事

群馬県 株式会社アークスプラン 6070001036361 店舗改装における顧客満足度と信用力向上による新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社アンゾー商会 1070001024718 会社ホームページを始めとする営業ツールの整備による新規顧客開拓

群馬県 ラグラシューズ － 資格を活かした新サービスの提供と、安心サロン開設事業

群馬県 株式会社リノラ 8070001033935 ＷＥＢページを活用した販路拡大戦略

群馬県 有限会社企業ユニフォームアカデミー 4070002028797 ネット活用強化による販売力アップ。

群馬県 社会保険労務士法人いなほ 2070005009565 専門的ホームページの開設による新たな顧客層の開拓

群馬県 株式会社関越工業 4070001012364 包装作業の自動化と新たな顧客・新市場の開拓

群馬県 株式会社ジェイ・エム・エー高崎 3070001007126 オーダーメイド衣装サービスにおける販路拡大戦略

群馬県 リラクゼーション　ｆｕｎ　ａｒｏｍａ － インターネット広告とチラシを活用した新規顧客の開拓

群馬県 くつろぎダイニング優々亭 － くつろぎ空間の創出で販路開拓

群馬県 合同会社桐生市民葬祭 2070003003669 「時代が求める市営斎場専門葬儀社」の宣伝による新規顧客獲得

群馬県 有限会社ファッションバック清水 4070002011761 手芸品の管理ネット店頭販売と手芸品の皮革品との加工業

群馬県 株式会社一歩 1070001034452 群馬巻き爪ケアセンター潜在顧客の開拓

群馬県 株式会社フェアマインド 5070001028236 顧客に選ばれるスペースの魅力を高め、事業を質的に飛躍！

群馬県 株式会社コンクスハウジング 8070001008862 モバイル時代に対応するインターネット環境の整備事業

群馬県 土屋製麺有限会社 4070002016430 コロナ収束後の売上集客強化を目指す老舗製麺所直営店の事業改革

群馬県 株式会社宮川商店 1070001008522 刺身（地物天然物を中心）の販売　揚げ物、煮物、焼き物（地物）の販売

群馬県 ゆめのかたち株式会社 3070001032784 農家と花屋の応援事業「フローレマルシェ」の確立と情報発信強化

群馬県 桐生ゆかた － 女性デザイナーとコラボしたオリジナル浴衣の新商品開発

群馬県 モードグランディ － 新規ブランドライン発足のための商品及びネットツール製作

群馬県 有限会社エクセル精機 3070002016051 ホームページとカタログの制作・自社アピールによる販路開拓

群馬県 株式会社花の彩華 6070001030166 ただの目隠しじゃない。かわいいフェンスで嫌味なく宣伝！

群馬県 ｋｉｒｉｋａ － 木工旋盤導入による製品ラインナップの拡充と新規顧客獲得

群馬県 株式会社シミズプレス 2070001009734 難削材チタンの塑性加工技術の総合ＰＲ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２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 株式会社ヒーローズ 8070001025461 店舗と通販商品の製造を両立させるための厨房設備の改装

群馬県 桂花房 － 汁なし担々麺３種盛りの開発と新規顧客の獲得事業

群馬県 株式会社サンワーク 6070001007073 ＨＰを中核とした複合的営業による販路開拓

群馬県 酒処楽々 － テイクアウトメニューを掲載したホームページ開設による販路開拓

群馬県 株式会社アールシーエス 6070001012387 ヤフーの検索連動型広告を活用。自社サイトへの集客増を目指す。

群馬県 タイヤショップワイズ － スタッドレスタイヤ大商談会で販路開拓

群馬県 きらっとプラス － 新規顧客を増やすためのＨＰ製作・店内環境（トイレ）の改装

群馬県 名前詩の記念堂 － 自社ＥＣサイトのリニューアルによる名前ポエム販売強化事業

群馬県 小出医薬品卸販売株式会社 2070001011731 急がず・焦らず・自分のテンポで安心安全な店舗入出店をアシスト

群馬県 有限会社齋藤板金 3070002023502 一般住宅の屋根・雨どい等板金修理の直接受注獲得事業

群馬県 株式会社松浪・コンストラクトデザイン 4070001022512 ネパール産レンガを使用した耐震性ネパール建築物の販路拡大事業

群馬県 株式会社安田 8070001016683 ＷＥＢサイトの顧客志向化

群馬県 株式会社アソビバ 5070001034696 インターネットを活用した放課後等デイサービスの新規利用者獲得事業

群馬県 Ｌｕｋａ － ハンドメイド作家によるハイデザインの１点物マフラーの販路開拓

群馬県 桐生和紙 － 江戸時代から続く伝統工芸「桐生和紙」のブランド化事業

群馬県 深津缶工業有限会社 5070002933854 敷地アスファルト舗装とホームページ作成

群馬県 有限会社モークル 5070002025645 ライブコマースにより新事業で業務拡大

群馬県 株式会社ｓｔｕｎ　ｈａｉｒ 8070001035709 男性向け美容室における脱毛メニュー強化とプロモーション拡大策

群馬県 株式会社フィールド開発 8070001008193 大学生の全力応援事業

群馬県 株式会社クラングライゼ 5070001030778 ウェブサイトを新設しての情報発信力の強化と新規販路開拓

群馬県 かばんねこ － 災禍の中でも「ここでなければならない」店になるリフォーム事業

群馬県 Ｊｏｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ － ＳＮＳを活用した輸入英語教材の新規販路開拓

群馬県 ホビーショップナカジマ － 一般に対する当店の周知とホームページ作成による販路開拓事業

群馬県 日昇ホーム株式会社 2070001002482 ３０～４０歳代への「ＴＲＥＴＴＩＯ（子育て世代向け規格住宅）」の販路開拓

群馬県 有限会社小林タイヤサービス 1070002002177 トラック用タイヤチャンジャー増加に伴う作業効率向上と顧客獲得

群馬県 有限会社シーフッドケイ 3070002016316 新商品開発と販売管理システム導入による販路開拓

群馬県 アートピュア － 最新設備導入で単価アップと高齢者に優しいお店作り

群馬県 有限会社ツトム食品 6070002016437 グルテンフリー商品を世界中に発信するためのパッケージ製作事業

群馬県 ビューティーサロンＳＡＫＵＲＡ － サービス向上のための当サロン独自スマホアプリの開発

群馬県 着物クリーニングまるやま － 成人式向け振袖のレンタル等のトータルプロデュース事業

群馬県 ｐｈｏｔｏｈｏｕｓｅＴＯＰＩＣ － オリジナル衣装製作及びＰＲによる七五三需要の喚起

群馬県 株式会社金富士ホールディングス 3070001013009 店舗運営の業態拡大に係る集客強化、新規顧客獲得の開始

群馬県 株式会社ＮＬＧ 3070001036389 感染症に強いグループホームへの対応と周知による入居促進

群馬県 ＳＷＥＥＴＳ＆ＢＡＲ　ＴＨＥ　４ＴＨ － 「パフェ・スウィーツ」専門バー情報発信事業

群馬県 株式会社ＴＩＮ’ｚ 6070001033615 新たな販売チャネル構築のための生産・販売体制強化事業

群馬県 株式会社ＡＢＣ不動産 8070001036500 新規顧客開拓のためのシステム開発・広告と業務効率化
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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２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 株式会社糀屋 2070001006863 非対面営業拡充のための企業プロモーション動画によるＰＲ事業

群馬県 ＹＯＧＡ　ｓｔｕｄｉｏ　Ａｓｈａｎｈｔｉ － 中高年男女向けクラス新設に伴う広告活動の実施

群馬県 有限会社大栄龍 5070002014490 自社ＥＣサイトによる非対面販売の強化と全国販路の開拓事業

群馬県 食と器ｍｉｎｇ － 展示スペース新設による新規来店客の増加、客単価向上の実現

群馬県 株式会社正和 8070001007261 ＰＲ用動画の制作とネット活用で新規客の獲得による売上の拡大

群馬県 一心庵 － そば製粉の内製化による味と顧客満足度向上による販路開拓

群馬県 有限会社根本建材 5070002024390 新規顧客獲得のためのホームページ新規開設事業

群馬県 三究知株式会社 3070001034533 省エネ・作業環境改善支援により持続可能な社会貢献を目指す事業

群馬県 株式会社Ｉ－ｔｅｒｉｏｒ 9070001032903 カッティングマシン導入によるオリジナル商品の製作・販売

群馬県 太田ウィル整骨院 － 新規開設整骨医院の新規顧客獲得に向けた自社ＨＰ制作を実施

群馬県 株式会社福島商店 9070001017895 生活にかかわる水まわりリフォーム工事販売促進事業

群馬県 有限会社シナリーアクエリアス 7070002007360 看板と外装のリニューアルによるハイクラス顧客の呼び込み。

群馬県 ＢａｒＲｅｓｔａｕｒａｎｔｅＨｉｓａ － 店舗ＰＲの強化と顧客満足度向上によるファンづくり

群馬県 有限会社バース 4070002010689 化繊衣類に廉価でもハイクオリティーフルカラー印刷商品の事業化

群馬県 株式会社Ｔ＆Ｃコーポレーション 6070001024597 既存事業及び新規事業の、ホームページを活用した販路開拓

群馬県 Ｒｅ：Ｂｉｒｔｈｈａｉｒ － 新規顧客獲得のための店舗認知度向上計画

群馬県 村山園 － 造園事業における作業時間短縮及び精度向上のための機材導入

群馬県 有限会社タケル 4070002008106 最新機器の導入により美容から健康にシフトした販路開拓事業

群馬県 びすとろ屋 － 大容量冷凍冷蔵機器導入によるテイクアウト強化事業

群馬県 ヘアメイクミノル － 自動昇降型美容椅子等導入による新たな顧客層の開拓

群馬県 フィロソフィ － 各種広報手段を用いた「キャリアコンサルタント」の徹底ＰＲ

群馬県 有限会社高松商店 5070002024028 「イチオシの玄米」を前面に打ち出した告知による新規顧客開拓

群馬県 喜多商店 － バイクイラスト紀行のグッズ商品企画の為の原画処理・商品試作

群馬県 自家焙煎珈琲ｃｏｐｉｃｏｐｉ － ＥＣＯ活動推進と自家焙煎珈琲店の知名度向上事業

群馬県 株式会社ＷＷＷ．Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 4070001033856 『看板リニューアル・ＥＣサイト新設による新規顧客獲得と業務効率化』

群馬県 髙崎石材工業株式会社 5070001011126 販促ツールの有効活用による新規事業の販路開拓

群馬県 ばば整骨院＋整体院 － ＵＳＴ－７７０を活用した新メニューで施術効率と単価上げを狙う

群馬県 おきな寿し － 新規顧客獲得！認知度アップのための看板改修事業

群馬県 株式会社Ｈ．Ｔ 3070001034806 ガイアナでの衣類販売新規開始および中古車販売を増やす事業

群馬県 有限会社哲粋 9070002007607 牛たん弁当メニューの開発とデリバリー事業の周知による販路開拓

群馬県 ザアートギャラリーロマンアート － 往来からの視認性向上と軽食提供開始による売上増加事業

群馬県 株式会社イツミ 1070001006204 ホームページリニューアルによる新規顧客開拓

群馬県 有限会社新妻屋 3070002004048 銘菓「下馬将軍」を中心としたリブランディング・販売強化事業

群馬県 ＨＡＩＲＡＲＴ１２３ － 照明付き看板の設置による新規顧客獲得と顧客確保

群馬県 有限会社向田モータース 1070002024907 新サービス周知の為のチラシ・パンフ・ＷＥＢページを使った広報事業

群馬県 ＳＴＥＰＨＯＵＳＥ － 団体客獲得に向けた販路開拓事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２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Ｈａｎｄ 1090001015310 直販所開設と工場改修による＆売上アップ作戦

群馬県 はり治療院ここから － 新規顧客獲得のためのネット広告とチラシ配布

群馬県 Ａ － 既存顧客の満足度向上とフリーランス美容師へのアプローチ

群馬県 三洋建設株式会社 5070001016075 高性能住宅（付加断熱Ｇ２の家）の営業強化

群馬県 ハチ工房株式会社 9070001035121 テイクアウトの新規客を増やす為の看板とホームページ作成

群馬県 サンアイ冷熱株式会社 1070001006955 ホームページ・パンフレット作成　自動温度管理システムの開発

群馬県 有限会社堀込興業 2070002013248 自社ブランド商品の販売開始に伴う販路開拓事業

群馬県 クローバーＺカンパニー合同会社 8070003002517 アナログ媒体とデジタル媒体による宣伝と新規顧客の開拓

群馬県 中島商店 － アナログとハイテクでお客様のカーライフをバックアップ！

群馬県 珈琲香房 － ＥＣサイトの開設とＨＰのリニューアルによる新規顧客開拓

群馬県 株式会社ホルミシスヘルスプロダクト 3070001035861 ホームページ作成と看板製作によるＰＲ並びに受注拡大事業

群馬県 カラダデザイン － アフターコロナ向け！非接触型のセルフボディケアコースの強化

群馬県 有限会社鈴木進学塾 5070002013253 『鈴木進学塾』生徒獲得プロジェクト

群馬県 株式会社廣神建設 3070001008173 自社ウェブサイトのスマホ特化型へリニューアル

群馬県 株式会社ネクストカラー 2070001029261 販路開拓の為の広報戦略

群馬県 株式会社Ｋｉｒａｂａ 8070001032532 特定分野に特化したホームページ制作サービスの提供

群馬県 日央ライフサービス有限会社 7070002004085
『看板・ホームページ新設による情報発信力強化と施設利用者の利便性向
上』

群馬県 さいとう接骨院・鍼灸院 － Ｙａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ動画ＣＭによる交通事故患者様の集客

群馬県 特定非営利活動法人日本健康文化協会 5070005009612 Ｇｅｔ１００を推進して会員獲得事業

群馬県 有限会社久保田製作所 8070002001858 自社ホームページの制作とオリジナル商品の販売

群馬県 株式会社かわうちメディカルファシリティ 7070001032013 パーソナルトレーニングと美容鍼専用ホームページによる集客向上

群馬県 きたづめタイヤサービス － 新型自動車リフト導入による新規顧客の開拓

群馬県 株式会社日本エコシス 7070001014639 飲食店や、食品工業から出る廃液の石鹸化処理の広報・広告・宣伝

群馬県 ＰＲＯグラスランド － 専門店ならではの高級感あふれる看板設置で新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社イタリアンレストランＰｉＡ 5070002028111 和式トイレを洋式トイレにリフォームし、ご年配・外国人でも安心

群馬県 ｐｏｍｐｅｔｔｅ － 新規顧客獲得の為のメニュー開発にあたり冷凍冷蔵庫の新規設置

群馬県 高田宿司法書士事務所 － 「当事務所の認知度向上と新規顧客獲得のための情報発信事業」

群馬県 株式会社カレラ・インターナショナル 3070001032801 コロナ後の新たなニーズに対応する体制構築と販路開拓

群馬県 有限会社宮内商店 9070002005255 ＳＮＳと連携したホームページ作成による新規顧客の獲得

群馬県 Ｂ級グルメ館 － 群馬県産こだわりうなぎのデリバリー事業開始の為の焼き機導入

群馬県 株式会社ゆう介護グループ 7070001035858 リカンベントバイク導入によるリハビリ設備・運動メニューの拡充

群馬県 株式会社江川化成 9070001018786 ３Ｄプリンターによる新商品開発とホームページによる販路開拓

群馬県 サイクルフレンドまつもと － 出張修理サービス周知のためのホームページ開設による販路開拓

群馬県 － ホームページ及びチラシ作成による発信事業・新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社深澤総合設備 4070001035522 新規顧客開拓及び企業ブランド創出のためのプロモーション戦略

群馬県 株式会社マチダ建創 9070001036086 ドローン導入による提案力、パフォーマンス強化
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

群馬県 株式会社アトリエ　宮 9070001028125 ログハウス風物置小屋の設計・施工による新たな顧客層の開拓

群馬県 株式会社松永総合企画 7070001030157 選べる葬儀パックプランの企画・販路開拓

群馬県 とうふ工房　味華 － ３個パック豆腐の新商品開発による小売店への販促強化

群馬県 京株式会社 9070001036202 店舗外装リニューアルによる新規顧客獲得と顧客の固定客化事業

群馬県 有限会社アン・トラン 8070002025709 テイクアウトメニュー刷新と障害者の利用しやすい店内環境の整備

群馬県 ウォールテック株式会社 2070001029484 住宅外壁塗装の直受による新規顧客開拓

群馬県 うなぎ炭火焼肉　宮川 － リーフレット制作・ポスティング、テイクアウト用包装紙の制作

群馬県 藤乃屋 － 高齢化社会に伴う宴会場へのイス・テーブル導入事業

群馬県 松原の片桐製菓 － アフターコロナ期の新規顧客獲得に対応するエアコン設置

群馬県 岡田優香 － 新規客獲得のための「焼き芋喫茶店」開店事業

群馬県 美容室　センシュアス － 高齢者に負担をかけず、当店でリラックスを味わっていただく事業

群馬県 株式会社ＦＲEＮＤＩＸ　ＪＡＰＡＮ 9070001033050 「イノリフト」販路拡大のための動画マーケティング

群馬県 有限会社アーク 5070002027154 看板のリニューアルによる若い世代に向けた販路開拓強化

群馬県 株式会社ＯＯＨＡＴＡ 9070001035170 顧客ニーズ対応を加速させるオンライン化と新工場の認知向上

群馬県 吉澤指物店 － 自社倉庫を活用した多目的展示場への改装

群馬県 美容室ジョー － フルフラットシャンプー台導入で来店頻度向上と新規顧客獲得事業

群馬県 中島ホーム － 新規ＣＡＤによる顧客への提案力の増大及び新規顧客の獲得

群馬県 有限会社三田三昭堂 8070002033950 オリジナル文具の海外展開を見据えた英語版ホームページ作成

群馬県 ＰＲＥＳＩＳＴ株式会社 1070001036614 理美容業界の大規模展示会への出店による全国規模の新規販路開拓

群馬県 中国スナック来来 － 空き時間空きスペースを活用したランチ・お弁当の販売

群馬県 株式会社デジタルネット 9070001007756 ホームページのリニューアルで自社の強みをアピールし新規顧客を増やす

群馬県
いせさき不動産調査測量サービス合同会
社

5070003003179 個人向け相続手続きに特化したサービスの提供による新規顧客開拓

群馬県 株式会社ステージアッププロジェクト 2070001032637 光触媒塗装・抗菌・抗ウイルスの予防塗装の販路開拓

群馬県 エルフリオ大手前 － 『ＷＥＢ構築による新たな集客、テイクアウトへの取り組みと業務効率化』

群馬県 Ｈｅａｌｔｈ＆Ｂｅａｕｔｙ　Ｌａｘｉａ － 暑い夏を乗り切るためのエアコン及び換気用扇風機の導入

群馬県 先生元気塾 － セミナー・カウンセリングのブランディングからの販路拡大

群馬県 フォーク酒場「青春の詩」 － 音響機器設備拡充と広告宣伝強化により来客数アップ。

群馬県 黒吉 － ＨＰを中心としたメディアミックス情報発信による顧客開拓

群馬県 角田製菓 － 酒まんじゅうと甘酒のネット販売における収益基盤の強化

群馬県 訪問保育サービスＦａｍｉｌｌｅ － お客様がぜひ利用したい！と感じるようなウェブサイトへの改修

群馬県 有限会社タンポポ 5070002010985 ホームページリニューアルによる新商品等の販路開拓

群馬県 株式会社ＳＴＯＮＥ　ＣＬＯＵＤ 6070001033103 自社ネット販売用ＨＰ作成および専門雑誌への広告掲載

群馬県 桐生整染商事株式会社 2070001015815 ＳＩＬＫＫＩ～シルクに特化したライフスタイルブランド～

群馬県 ゆめみ労務管理事務所 － 非対面型ビジネスモデル構築による新規顧客獲得事業

群馬県 美容室ＰＩＴＨ　ＨＡＩＲ － インターネットサイト、新たな設備導入による新規顧客獲得事業

埼玉県 彩の音ｐｈｏｔｏｓｔｙｌｅ － 出張スナップ撮影の品質向上　及び新規事業　出張動画撮影の導入
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埼玉県
株式会社スプリングス（はんこ広場浦和
店）

8030001017446 十周年記念感謝セールによる商圏再開拓でコロナ禍からの復活

埼玉県 ａｉｍ株式会社 4030001129716 ＷＥＢサイト創設で新規顧客を獲得する

埼玉県 くら整体院 －
コロナウイルス売上減少の再建＆『カラダを戻そう』自律神経整体ＰＲ及び新
規顧客獲得

埼玉県 株式会社ファクトリーＵＪ 9011801017776 男性用ゴルフシューズ製造への新規参入と新設備導入

埼玉県 株式会社Ｂ．Ｂ．Ｑ　ＫＩＭＵＲＡ 7030001106803 ホームページ刷新による、新たな客層開拓

埼玉県 バランス整体らくたす － 新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社聖製作所 3030001019315 新規顧客開拓の為に亜鉛ダイカストをＩＴツールで宣伝伝承する

埼玉県 有限会社Ｗ 8030002071442 新しいヘッドスパメニューの提供とコロナ対策で来店率の向上事業

埼玉県 居酒屋ちどり － ライブ営業の集客につなげる音響システム改良、ホームページ改修

埼玉県 美杉の森整骨院 － 車でも通院しやすい環境整備で新規顧客を集める

埼玉県 きしざわ整骨院 － ・リニューアルとチラシにより当院のケガ施術を周知する事業

埼玉県 エルバ － ネットショップ開店！いざ！全国へ！

埼玉県 きょうか － 一家団欒を提供するファミリーコースによる新たな顧客層への販路開拓

埼玉県 ひらおか惠子行政書士事務所 － ペット行政書士～人と動物が健やかに暮らせる社会をめざして

埼玉県 整体院枇杷－Ｂｉｗａ－ － 専門性に特化したホームページ作成による新規販路開拓

埼玉県 株式会社クリエイトワン 3030001108530 情報収集アプリのＰＲサイトの構築およびＰＲ動画の作成

埼玉県 有限会社シナノダイヤモンドツール 1030002073684 生産効率改善の為のブラスト機導入

埼玉県 株式会社ヤマシタ 4030001127125 自社ＥＣサイトの構築

埼玉県 三島造園有限会社 1030002118233 さきたま緑道の千本桜並木の保全と桜の守を育成するイベント

埼玉県 ハーバルホーム株式会社 3030001072990 ＩＴの利活用と対面せずに接客するサービスの環境構築と販路開拓

埼玉県 株式会社ニッテクレス 9030001035422 ＨＰのリニューアルによる新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社やない 5030001008522 新築向け新サービスの販売促進に向けたＨＰ制作の実施

埼玉県 ＡｓｕＮｅｏＪａｐａｎ － ネット通販事業の販売チャネル（楽天市場・Ｓｈｏｐｉｆｙ）を拡大

埼玉県 ＮＡＴＵＲＥ’Ｓ　ＯＷＮ株式会社 9040001040157 訪問フットケア「ここちサロン」、訪問美容「髪や」の事業強化

埼玉県 有限会社東京やま忠 3030002052397 きものお手入れ専門店：しみ抜き工房

埼玉県 株式会社平和流通 7030001057699 インターネットを活用した販路拡大と、顧客管理による顧客満足の向上

埼玉県 株式会社ＬＲＣ 6030001127651 女性も安心の「ホスピタリティーある不動産会社」事業の展開

埼玉県 ＢＩＵＲＡ － 女性の健康美容に欠かせない自然治癒力を温活で高める

埼玉県 エイチ・リンク合同会社 9030003006132 飼養不安を取り除く動画が起点のスマートセールス

埼玉県 小川健太税理士事務所 － 【飲食店特化型リモート税務コンサルティングサービスの展開】

埼玉県 里見通り接骨院 － 移転に伴う新規開拓とオープニングプロモーションの成功

埼玉県 ＮＯＨＡＧＩ　＆　Ｃｏｍｐａｎｙ － オンラインショップによるＭａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ製品販売

埼玉県 有限会社ドリームラッシュ 3030002109370 自社ＨＰ商品紹介ページ再構築によるインターネット販売強化

埼玉県 食とココロのアカデミーたんぽぽ － 働く母に特化したオンライン講座・コーチングサービスの構築

埼玉県 株式会社ＣＬＡ 9010601034511 外国車ビギナー向けアウトレット販売

埼玉県 ｍａｍａ　ｆｕｗａｒｉ － サロン事業のオンライン化に伴う新規事業展開
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２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 株式会社松本材木店 7030001085238 新規事業発進に向けた新規顧客獲得のための広報活動

埼玉県 株式会社中村生花 8030001088388 暮らしを華やかにするライフスタイル提案事業の展開

埼玉県 はり・きゅうはりも － セルフケア・感染症対策につながるオンラインサポート

埼玉県 株式会社東京スポーツ鍼灸 2030001091918 新規に物理療法機器を導入し、単価を上げながら新患の獲得戦略

埼玉県 秩父家 － かきもちの量産体制構築と消費期限延長による新たな販路開拓

埼玉県 合同会社ファンクリエーション 8030003015043 「カウンセリング付き」アルカリイオン整水器の販売促進事業

埼玉県 有限会社星川美容室 9030002114167 ビューティービジネスシェアスペース事業の展開

埼玉県 合同会社Ｕ．Ｓ．エンジニアリング 9030003013467 新商品の開発（ＢＩＭモデルの作成）

埼玉県 有限会社名栗温泉 1030002120560 温泉旅館で自然のひとときを・・・立地活用！「ふるさと事業」の展開

埼玉県 ＮｅｘｔＳｔａｇｅ － リニューアルオープンに伴う新サービスの告知事業

埼玉県 ブリッツタイム株式会社 4030001017350 ＨＰ作成による当社知名度・信頼性の向上、ＢｔｏＣへの販路開拓

埼玉県 こむぎ接骨院 － デザイン看板とネット広告による「足の専門院」の認知度向上

埼玉県 エムテック化学株式会社 3030001016196 ①国際粉体工業展東京２０２０出展②ホームページリニューアル

埼玉県 酒鮮厨房　かず美 － 「食卓にもう一品」居酒屋メニューをテイクアウト事業の展開

埼玉県 アールレックスマネジメント株式会社 8030001103601 チラシやＳＮＳ公告によるマンション入居者の獲得

埼玉県 株式会社ささき商事 2030001075128 手頃な価格帯で購入できる家庭用全自動麻雀卓の販路拡大

埼玉県 ののがきメンタルハピネスサロン － 顧客とオパサロンを繋ぐホームページの作成とインターネット広告

埼玉県 アイプロ株式会社 7030003005094 中古住宅リノベーションサービス向け専門特化自社ＨＰ制作

埼玉県 ＨＡＩＲ　ＳＨＯＰ　ＹＯＵ－１ － 男性の悩みに応える新メニュー開発による若年顧客層の開拓

埼玉県 有限会社くまさか 3030002004332 ＢｔｏＢ依存からの脱却を目指したＢｔｏＣの営業活動

埼玉県 コンディショニングジムブルーフィット － ウレタン体操用具導入による幼児～小中学生への顧客層の拡大

埼玉県 株式会社コフ 9030001133085
コーチングで行動変容を促し成功体験を約束する新教育支援事業で新規顧
客開拓

埼玉県 たかつか行政書士事務所 － オンラインサービスの拡充とオフラインサービスの改善

埼玉県 ＫＩＭ接骨院 － ＜骨美整・コルミチョン＞のＰＲ動画

埼玉県 有限会社山海物産 9030002117814 ご遺体安置所事業の展開

埼玉県 Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｆｏｏｄ　Ｆａｃｔｏｒｙ － 筋トレ女子必見！プロテイン入りお菓子の開発！

埼玉県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｔｉａｒｅ（オフィスティアレ） － インターネット集客半自動化による広報の有効性流布と販路拡大

埼玉県 株式会社エミュール 4030001081685 新商品訴求に向けたＨＰ制作およびＷＥＢ広告の実施

埼玉県 川畑音楽教室 － オンラインレッスン開始とブランド力を活かした販路拡大事業

埼玉県 グルテンフリーうどん藤家 － クーガ芋を使用したグルテンフリー麺の認知度ＵＰと販路拡大

埼玉県 株式会社アイ・カーサｓｔｙｌｅ 7030001127683 自社の着ぐるみでの会社ＰＲ、イベント参加、ＨＰ修正をします

埼玉県 耳つぼダイエットサロンＲＵＬＩ － 耳つぼダイエットのメリットを伝える情報発信事業

埼玉県 株式会社浅草製作所 4030001063502 自社オリジナル製品「ＡＲＣＨ」専用ホームページの抜本的再構築

埼玉県 株式会社ＭＩＹＡ 8030001039151 ＥＭＳ機器導入による痩身エステメニューの開発と新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社ＫＩＭＵＲＡ 7030001124565 持ち運べて滑りにくいシューズカバーの開発による新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社リンクウィル 7011101062649 企業を対象とした双方向日本語オンライン塾の提供開始・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２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 ワイアード・ミュージック株式会社 8030001113567 Ｒｅｄ　Ｈｏｕｓｅ社オリジナルブランド　ギター・ベース販売促進営業ツアー

埼玉県 髪質改善美容室リッパーピッピ － 災害対策に向けての訪問美容「どこでも美容室」ＰＲ事業

埼玉県 ランドリープライム合同会社 8030003010374 「大物洗濯乾燥無料お試しキャンペーン」チラシ配布・作成

埼玉県 美容室キュートハウス － 忙しい主婦に、隙間時間で安価でできるネイルアートの提供

埼玉県 株式会社彩りスマイル一歩 2030001135435 『高齢者もボランティアをするお弁当屋さんで地域貢献』

埼玉県 パーツビューティモンレーブ － “お客様の笑顔のために”パーツビューティ専門店の歯美人コース

埼玉県 永劫建設株式会社 6013302017936 新サービス「フルカスタマイズリフォーム」による販路拡大

埼玉県 川越視力回復センター － 顧客満足度向上の為に全てを分かり易く刷新し売上に結び付ける

埼玉県 有限会社片貝塗装 2030002101683
各種広告媒体の活用によるエンドユーザーからの各種工事受注獲得　屋根
塗装・外壁塗装

埼玉県 行政書士まき事務所 － 新型コロナ対策助成金等の有益な情報発信、並びに業務特化型ＨＰ作成。

埼玉県 株式会社ＳＨＡＦＴ 9030001088775 「Ｃａｒｂｏｎｉｃ人工炭酸泉製造システム」のＢｔｏＢ向け販売促進強化活動

埼玉県 株式会社グッドホワイトボウル 8030001119060 テイクアウト弁当「ガツガツ亭」の新たなターゲット層の販路開拓

埼玉県 ＫＴＧ浦和法律事務所 － 地域格差改善と低価格を目指したオンライン法律相談の提供

埼玉県 田中家料理店 － ホームページでオープンデッキのある和食屋のご新規さんを獲得

埼玉県 彩の国ブランドフォーラム株式会社 8030001019649 さいたま名物煎餅、既存ルートとネットの両方で販売強化

埼玉県 合同会社ひまわりコーポレーション 7030003012727 ネットショップ型新規ホームページ構築による販路開拓

埼玉県 有限会社クリーニングシノハラ 7030002122799 ハイクオリティーを求めるお客様へ新サービス導入による販路開拓

埼玉県 有限会社ＦＣＩグループ 6030002017323 デジタルサイネージによる別空間の再現によるお客様への付加価値を追求

埼玉県 トリートメントサロンＣｏｃｏの木 － エステスクール専門サイト作成による認知向上と新規顧客の拡大

埼玉県 有限会社谷後板金工業所 1030002013772 新規開拓を主目的としたＨＰ作成とＷＥＢ面談方式の導入

埼玉県 ｂｒａｉｎ － ＣＯ２レーザー加工機の導入による販路・売上拡大

埼玉県 リトルリバー － 光脱毛器導入による新規顧客獲得、及び店舗売上向上の実現

埼玉県 株式会社ワイエス 5030001055804 マルチデバイス対応ホームページで非対面型営業力の強化！

埼玉県 株式会社一番館 9030001132087 安心・快適な店舗空間作りと新商品開発による来店促進事業

埼玉県 原田国際特許商標事務所 － 中小企業の新規事業を具体化し収益化するためのサービスを提供

埼玉県 有限会社かどや 1030002117607 高付加価値商品開発・販売による利益率向上および新たな販路開拓

埼玉県 有限会社塚越保険企画 9030002110158 自社ＨＰ作成による保険商品のネット発信強化と代理店ランク維持

埼玉県 有限会社小泉アルミ 5030002102506 自社製アルミ鋳物皿の商品化と、販売促進用ツールの製作

埼玉県 暮らし住む株式会社 6030001135844 不動産物件探しのＷＥＢ内見代行、及び現地同行サービスの提供。

埼玉県 上尾ステップ整体院 － オンラインと情報誌による新規集客

埼玉県 創作和食　和香菜 － 人気メニューを使った会席弁当販売およびデリバリーで新規顧客開拓

埼玉県 有限会社メディカルアイ 3030002013564 ホームページ改修による集客向上とＷｅｂ解析によるＰＤＣＡサイクル検証

埼玉県
ａｒｃｈｉ．ｓｔｕｄｉｏ　Ｎａｍｉｋｉ　（アーキスタジ
オ　ナミキ）

－ 新規顧客獲得のためのホームページ改修とリンク付ＰＲチラシ作成

埼玉県 志水製畳店 － こんな近くに技術力埼玉ＮＯ１の畳屋が！？畳の動画ＰＲで販路拡大

埼玉県 グッディーズカフェ － 新しい生活様式に対応した販売方法で販路開拓

埼玉県 鍼灸整体ＨＩＮＡＴＡ － 整体・妊活の新規顧客獲得と美容用品販売拡大のための広報活動
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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２回受付締切分）
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埼玉県 ケイオー・フレックス株式会社 9030001028211 ホームページのリニューアルに伴うオンライン販促活動の実施

埼玉県 有限会社辻九 2030002080762 女性客を取り込むレディース膳メニューの構築

埼玉県 有限会社山崎建築事務所 5030002014049 「３次元連携ＣＡＤ導入による売上安定拡大事業」

埼玉県 サンダース　ＮＡＫＡＩ － 新規事業（モルタルデコ教室）切り替えによる利益率改善事業

埼玉県 おはな接骨院 － ①新規患者の開拓　②新規運動メニューの導入　③外壁内装工事の実施

埼玉県 合同会社ＤＥＡＲＭＥＲＩ 5030003014444 “親愛なるわたし”をコンセプトとしたオリジナル製品開発

埼玉県 ＣＯＳＴ － 最大のピンチをチャンスに変えるテイクアウト事業への参入

埼玉県 エステティックサロンＳｔｅｌｌａ － 安心・安全に悩みを解決するお手伝い！輝く女性を応援します！

埼玉県 有限会社吉田木工所 1030002014473 商品の魅力、サービスを再発信して新規顧客開拓を実現する事業

埼玉県 株式会社場創総合研究所 3030001101213 ＥＣサイト２点の構築、業務のアウトソース

埼玉県 一善商事有限会社 3030002001478 ＳＯＨＯ大成の販促・拡販

埼玉県 酒舗アライ － コンセイエが行う店内及び出張での試飲会とワイン会で顧客開拓

埼玉県 シードット株式会社 2030001068577 映像の編集とＤＶＤビデオ作成を自動化するコト記録促進事業

埼玉県 田丸屋 － 神社参拝者、観光客向けオリジナル乾麺の開発及び販路開拓

埼玉県 ボンズ洋菓子店 － 食品アレルギー、健康保護に対応する商品の開発事業

埼玉県 シャロン － お土産拡販事業～行田市観光の土産は足袋サブレ・足袋ぱいで～

埼玉県 バーバーユニコン －
女性向け顔剃りサービスのＰＲと販売促進の徹底を通した理容室のイメージ
改革

埼玉県 株式会社川口介護センター 6030002111150 ・ＷＥＢを活用したＰＲ活動で集客強化

埼玉県 澤口眼鏡舎 － 製造機材導入によるオーダー眼鏡の顧客対応力強化

埼玉県 株式会社もつ焼千成 1030001051105 集客の為に必要な排煙設備の設置と新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社ライフスタイル 2030001088625 事業所向けトータルサポートサービスの開発及び自社事業連動性強化

埼玉県 株式会社Ｆｕｎｗａｃｃａ 5030001118131 企画オンライン化とＷｅｂサイト構築による販路拡大

埼玉県 サロンドモード － 新たなヘッドスパメニューの提供で幅広いニーズに対応し売上ＵＰ

埼玉県 ポケットモータース株式会社 4010401111192 動画によるブランディングで新規顧客の増加を目指す取り組み

埼玉県 株式会社ビークル 2030001038712 創業４０年のブランド力をアピールし、販売につなげる。

埼玉県 有限会社壽庵 1030002073296 お客様にも従業員にも安心・安全なお店づくり

埼玉県 有限会社大村庵 1030002003121 ＧＯ　ＴＯ　ＥＡＴ　ＧＯ　ＴＯ　ＴＲＡＶＥＬ　に向けて大広間に椅子席を設置

埼玉県 はせがわ石材 － 石材販売等の販路拡大で新たな取組みと情報化社会への対応と周知

埼玉県 ハートリンク株式会社 6030001021895 ホームページの改定及び新製品カタログのデザイン・印刷

埼玉県 株式会社ギルド 2030001012213 ホームページと新設業務ＰＲ販促ツール制作による新規顧客獲得

埼玉県 株式会社信栄 2030001041617 国産乾燥しいたけを使った付加価値商品の開発に伴うデザイン制作

埼玉県 株式会社システムデザイン 1030001133266 新型コロナウィルス感染症拡大予防ソリューション

埼玉県 あんしん相続成年後見事務所 － 来所しやすい事務所作りとチラシ作成及びソフトウェアの導入

埼玉県 ムカサ燃料 － 住環境・生活環境のトータルコーディネート事業による販路開拓

埼玉県 ＫｅｉｃｏｃｏＢｅａｕｔｙａｎｄＮａｉｌｓ － ＳＮＳ活用による集客導線の設計

埼玉県 株式会社信用葬祭センター 4030001075431 徹底的に「事前相談サービス」にこだわった販売促進活動
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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２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 株式会社ワールドキッチンテック 3030001073270 電気式餃子焼器“龍”の世界に向けた弊社製品の販路開拓

埼玉県 有限会社魚亀 6030002025680 昼間時間帯の新規来店客の獲得と新しいセットプランの提供

埼玉県 ゴールド化成株式会社 4030002117752 華道家元への教材用花器の開発・販売

埼玉県 株式会社ワイヱス工業所 6030001072765 微細加工部品の自動検品アシストシステムの実用化と外販準備

埼玉県 元氣堂 － 動物整体（元氣堂ａｎｉｍａｌメソッド）の確立

埼玉県 有限会社竹むら 9030002119587 「献上飯能そば」のギフトリニューアル開発およびネット広告事業

埼玉県 株式会社タムラ商事 5030001060523 若年層の経済的負担を応援するカーライフサポートによる販路開拓

埼玉県 大木製菓有限会社 7030002053326 地元密着店舗春日本店の商品のブランド化と新規顧客層の開拓

埼玉県 ｉｔｏｎａ　ｎａｉｌ － 新キャンペーンのチラシ、顧客宛ハガキ作成・配布による新規顧客獲得

埼玉県 はんのう駅前通り整骨院 －
「サブスク型予防医療サービス」に向けての設備投資と治療予備軍への周
知・浸透

埼玉県 ただのやまもと － スタンプ作成機を導入して３年後に売上３００万円を実現

埼玉県 健康倶楽部スリムビューティ浦和 － 自粛太りにＦＢ広告！近所の女性高齢者へチラシで認知作戦事業

埼玉県 朋音キックボクシングジム － 予約管理の簡素化と感染症予防に向けてのＨＰ予約管理サイトの導入

埼玉県 ｅｍｍａ　ｌａｓｈ － 洗練された大人女性の為のまつ毛サロンの満足度アップと顧客開拓

埼玉県 オジコベイ合同会社 9030003009622 ペット愛好家向け！ペット用品の自社ＥＣサイト立ち上げ・販売促進

埼玉県 有限会社エム・オー商事 7030002081789 新規顧客獲得のためのホームページ作成

埼玉県 よもぎ蒸し・妊活サロンｋａｍｉｋａ － 進化系よもぎ蒸し機器の導入による妊活世代顧客の獲得

埼玉県 株式会社高橋設備 2030001060311 「マグネット広告配布やＨＰ改定で認知度を上げ、個人客の受注強化」

埼玉県 有限会社サン 1030002116765 地元の大人世代の手元視力と有害光線予防をする事業

埼玉県 アスウェル鍼灸接骨院 － １周年感謝祭兼施術体験会・訪問事業始動による顧客獲得事業

埼玉県 スタジオＢＭＤ － 若年層の生徒獲得を目指した臨場感あふれるホームページへの刷新

埼玉県 シンフォニックテクノロジー株式会社 2030001133637 ホームページ開設による録音サービスの宣伝と新規顧客の開拓

埼玉県 Ｋｕｓｙｕ．．． － 看板の設置、ＳＥＯ対策、スチーマー導入によるお店の活性化

埼玉県 串焼和 － 串焼きを中心としたテイクアウトであなたを鶏子に！！

埼玉県 有限会社フジヤ 7030002118129 店内改装とＬＥＤを駆使したリニューアル

埼玉県 株式会社山中運動具店 3030001025230 空調・リストルームの改善で、快適にサービスを受けられる店舗へ

埼玉県 徳竹塗装株式会社 8030001076351
現場調査で非対面と効率化を図るドローンの導入と案件獲得するホームペー
ジの制作

埼玉県 株式会社ＢＡＬＤＩＡ 2180001124191 Ｇｏｏｇｌｅしごと検索上位化サービス立上げによる専用ＨＰ制作

埼玉県 金沢屋川口北・東浦和店 － 集中的な新聞折込みチラシ実施で地域の認知度向上を図る

埼玉県 有限会社本田商店 4030002012243 最新式精米機導入による、商品提案力と生産性の向上を図る事業

埼玉県 株式会社伝創 2030001113952 狭小現場など難易度の高い現場の受注強化と個人顧客の開拓

埼玉県 お惣菜十番 － 「次り段階へ！店舗一新、販路拡大！」

埼玉県 有限会社喜久商事 3030002020890 自家製ソース販売で喜久秘伝の味をご家庭で堪能頂き売上増を図る

埼玉県 かれん社労士事務所 － 障害年金申請業務の新規展開に伴うオフィシャルサイトの開設

埼玉県 株式会社プログレス 7030001109731 埼玉の残土処理業者として地域一番店を目指すための販路開拓事業

埼玉県 株式会社ＣＡＲＢＯＮ 4030001088912 ＨＰ作成・ヤフーショッピング出店・ＥＣコンサルタント

15 / 67 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２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 株式会社チョコミント 6030001117487 未開拓地域への広告活動による顧客増加・売上拡大

埼玉県 カラオケラウンジＲ － 空間を活用し、美容室とカラオケのハイブリット経営を進める事業

埼玉県 株式会社ブロイ 1030001043746 除菌・バスター

埼玉県 有限会社煉創 5030002115284 れんがマン着ぐるみでファン作り認知度、知名度、売上ＵＰ、ＵＰ大作戦

埼玉県 株式会社アクトデザイン 6030001073524 動的ストレッチの指導

埼玉県 きらく整骨院 － 整腸セラピーにより体の中から健康を取り戻す

埼玉県 がってん食堂大島屋上尾店 － アイテムを減らし食材の回転を上げ鮮度向上を狙ったメニュー変更

埼玉県 ライブストック・アグリテクノ株式会社 4030001135359 次世代型の畜産農家課題解決ソリューションの販売促進・開発事業

埼玉県 ＲＯＤＥＮＡ － オンライン拡販の仕組み構築による認知度・ターゲット数増から売り上げ増

埼玉県 鳥勇 － 健康志向に対応した新商品開発とＰＲ事業

埼玉県 美容室Ｎｏｉｒ － 高齢者に優しいハートフル美容室への進化と顧客満足度向上事業

埼玉県 矢部塗装 － ウェブサイトを活用した売上構成比と粗利率の改善

埼玉県 Ｍａｙ’ｓＣｉｅｌ － サロンでの新規客を増やし顧客様の満足度、美意識をあげる

埼玉県 ＴｏｉＴｏｉＴｏｉ － 撮影スタジオにも活用できるレンタルスペースへの改装

埼玉県 まる琴工房 － 自動圧延ローラーによる、パイプの圧延の自動省力化

埼玉県 株式会社こばやし農園 7030001121067 『見沼野菜』ブランドサイト構築による個人宅配ルートの販路拡大

埼玉県 アーティストフォーラム － 「アーティストフォーラム広報用オムニバスＣＤ」の制作

埼玉県
株式会社ＳＣＳセレンディピタスコミュニ
ティサービス

5030001123172 Ｗｅｂマーケティングコンサルの事業化

埼玉県 Ａ‐ｓｏｒｃｉｅ － 「コロナ不和」を解決するコンサルティングへ向けたブランディング事業

埼玉県 株式会社花秀 9030001099194 地域初の生花祭壇事業の導入による販路開拓

埼玉県 ｍｉｌｋａｒｕｃｇｅ －
完全貸切による極上ヘッドスパサービスの提供による顧客の囲い込み、新規
獲得

埼玉県 株式会社ケノンソフト 8030001126197 小学生向け教育用ドローン等を活用したプログラミング教室

埼玉県 富川泰敬税理士事務所 － 新たな販促用ＰＲ動画（お絵かきムービー）及びチラシの作成

埼玉県 ノア合同会社 9030003010794 新サービス宣伝の為、ＨＰと会社案内作成による新規取引先の開拓

埼玉県 クレソン株式会社 2030001115321 販促バックヤードの強化及び集客力の向上と新事業の推進

埼玉県 合同会社ままのえん 8030003004450 新しい生活様式に沿った非接触型プロモーションキットで販路拡大

埼玉県 有限会社オートリペア・川口 3030002101187 特定整備認証取得で任せて安心！地域で選ばれる車屋さんへ！

埼玉県 株式会社睦観光 8030001043649 お客様や旅行会社などが弊社を選んで頂く為のＨＰの変更

埼玉県 株式会社ビーバン 1030001064651 出汁からつくる健康を訴求した機能性表示食品の販路開拓

埼玉県 株式会社中央総研 2030001117920 顧客が潜在的に持つ競争優位性を動画で可視化させるサイトの構築

埼玉県 プロフォトズーム － 企業団体富裕層への認知度向上にホームページ活用の販路拡大事業

埼玉県 有限会社アラキダ 1030002084871 地元の大人世代の手元視力を改善し、ＱＯＬを向上させる活動

埼玉県 株式会社ボイスクリエーションシュクル 3030001098020 中小企業経営者のためのスピーチコンサル販路開拓

埼玉県 全栄物産株式会社 8030001062938 持続可能な社会に貢献する『フードリカバリースーパー』への転換

埼玉県 株式会社Ｋ．Ｒｅｅｆ 5030001108784 親子３世代向けのトータル美容で身体から心まで健やかライフ

埼玉県 有限会社藤宮製菓 8030002021661 老舗和菓子店の新たな体制での販路開拓事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２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 リノーブ（ｌｅｎｏｂｕ） － 新しいのものを生み出しお客様とパーソナルな関係で運営

埼玉県 春日部内牧せんべい － 異業種とのコラボレーションと安心安全の煎餅店の認知度向上

埼玉県 株式会社ゴンドワナ 6030001116175 ファンページ開設に合わせた集中販促による売上・収益性の向上

埼玉県 有限会社大野農場 3030002078319 バーベキューを始めるにあたっての設備投資

埼玉県 株式会社那のつ 4030001088466 新型コロナウイルス収束後の景気後退に伴う新たな改革

埼玉県 株式会社プレジャークリエーション 8030001128557 テイクアウト強化とホームページ開設による新規顧客開拓

埼玉県 Ｒｅｄ　Ｚｏｎｅ － 大型自動車認証工場認可取得及びホームページ作成

埼玉県 株式会社ニュートリノ 5030001041044 新サービス展開によるＷｅｂを活用した新規顧客獲得の獲得

埼玉県 桜木治療院グッと楽 － コロナウイルスとの共存時であっても安心・安全な治療を提供

埼玉県 ユー・テクニック有限会社 5030002046158 楽天市場店をオープン・ＰＲし、新規顧客の獲得

埼玉県 有限会社ハイエスト・エスケーティー 4030002087483 地元の大人世代の手元視力を改善し健康視力を向上させる活動

埼玉県 合同会社食王 3030003011609 こりゃヤバい！無添加調味料で美味しく食べてコロナに勝とう！

埼玉県 株式会社バレリアン 8030001127575 感染症対策に向けての店舗整備と広報活動

埼玉県 サンフジ電子株式会社 8030001026323 ホームページを活用したオリジナル製品のＰＲ

埼玉県 株式会社インデザイン 2030001131244 「アプリ型ＡＲ作成サービス」による販路開拓

埼玉県 つばさ接骨院 － リモートワーク新メニューによる新規顧客増大及び単価向上の実現

埼玉県 株式会社ＦＵＪＩリカーズイノベーション 7030001106720 シードルの商品ＰＲ効果を狙う販促アイテムの導入

埼玉県 かざみどり工房 － 軽度の介護高齢者や軽度の障害者向け安価住宅の販路拡大

埼玉県 株式会社しょうがのむし 2030001135105 情報発信基盤・非対面販路開拓基盤としてのＨＰ・ＥＣ整備

埼玉県 株式会社ＳＳＥ 2030001118200 少人数グループに対応した店内リニューアルと情報発信で顧客開拓

埼玉県 東洋医学リコはりきゅう院 － ・非対面式治療の設備の充実と不妊治療の拡充

埼玉県 ジーイーエム株式会社 7030001088521 法人向け次世代ＥＣサイトの構築

埼玉県 株式会社池田屋 8030001020887 着物選びに適した店舗環境の整備

埼玉県 株式会社モード 2030001112970 ＩＴの活用による非対面営業の強化と販路拡大、自社商品の認知度の向上

埼玉県 ＭＯＤＥＣＵＲＲＹ － アフターコロナを見据えた地域密着型店舗展開のための取り組み

埼玉県 ゆだ行政書士事務所 － ＷＥＢマーケティングを活用した認知度向上及び新規顧客の獲得

埼玉県 こぴーらぼ － コロナに負けない「伝え方で未来は変わる」キャンペーン

埼玉県 税理士　堀哲郎事務所 － 税理士とまちづくりの融合を発信するホームページと看板の作成

埼玉県 美容室　ｅｖａ － 「美と健康」志向の女性へ認知度向上にＨＰ活用した販路拡大事業

埼玉県 クェスタ株式会社 1010701026077
作業現場等の遠隔作業指示クラウド型安全衛生対策モニター拡販のＰＲ活
動

埼玉県 越谷健太接骨院 － 姿勢改善・骨格矯正メニューの認知度向上と自費施術の拡大

埼玉県 ＳＡＫＵＲＡ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ株式会社 1030001098781 ホームページ開設により、新規顧客の獲得・新境地の開拓事業

埼玉県 魔法堂 － 新しい夢の魔法！ユニコーン＆きゅぽらんの人形焼きの開発！

埼玉県 株式会社相広タイヤ商会 9030001054208 新規販路開拓のための専用ｗｅｂページ制作と集客活動

埼玉県 株式会社アドバンスアス 9030001105002 カラダファクトリーで『主婦の辛さを丸ごと解消』

埼玉県 株式会社ルミナス 8030001100029 愛犬のお手入れ教室
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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２回受付締切分）
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

埼玉県 エルンスト合同会社 5030003014510 Ａｆｔｅｒ、コロナＷｉｔｈコロナに向けて生徒の安全・安心の確保。

埼玉県 新城行政書士事務所 － 会社設立・経営関連の支援に特化した行政書士事務所開業

埼玉県 飯島桐箪笥製作所 － ネット活用によるハンドメイド、広域告知事業

埼玉県 田口幸宏 － スマートドライブインストラクター用資料及びホームページ作成

埼玉県 ＰｉｌａｔｅｓｓｔｕｄｉｏＦｕｎＶｉｅ － ４０代女性にワクワクを～ピラティス習慣の素晴らしさをアピール

埼玉県 株式会社ノブ 5030001116267 ＷＥＢ販売、チラシ制作で自社制家具プロモーション新規顧客獲得

埼玉県 ウスキ動物病院 － デジタル式レントゲン装置の購入

埼玉県 ジャパニメ有限会社 4030002103827 倉庫を改装して３密を避けて元気いっぱい楽しく学べる教室を作る

埼玉県 Ｃｙｃｌｅ　ｈｉｔｓ － カップ製作の環境を整備し、顧客のニーズに応える。

埼玉県 ベストクロス合同会社 5040003012884 Ｗｅｂ集客施策を起点とした認知度および問い合わせ件数の向上

埼玉県 株式会社東都ワンタン本舗 4030001060334 国産小麦餃子・春巻きの販売促進に向けた自社ＨＰ制作を実施

埼玉県 株式会社杉山工業 9030001107709 ＨＰの改良、看板設置により、新規顧客の獲得に繋げる

埼玉県 株式会社丹徳 5030002074134 等身大サイズの挙式食事会と既存を活かした【茶婚式】で販路開拓

埼玉県 ＨａｉｒｄｅｓｉｇｎＳｕｐｒｅｍｕ － ヘッドスパの習得、情報発信による販路開拓

千葉県 ブリリアント・フューチャー － 心のケアを融合させたリラクゼーション＆エステ事業

千葉県 ａ．Ｕｎ － ランチタイム営業開始のための新規設備導入事業

千葉県 ちはる農園 － 新規客をリピーターにつなげる整備事業

千葉県 株式会社トリプルグッド 8040001102024 ＲＰＡを使った新規顧客開拓・既存顧客への途切れない情報発信

千葉県 株式会社ビルオート 8040001080939 クーラー冷媒交換可能な対象車種の拡大事業

千葉県 榊原理容 － 女性客が安心して立ち寄れる町の床屋さん

千葉県 ＳＰＡＣＥ×ＨＡＩＲ×ＤＥＳＩＧＮ×Ｘｙｙ － 高付加価値メニュー導入でリピーター客増大・客単価向上の実現！

千葉県 銚子電力株式会社 4040001105229 認知度向上による需要家の増加及び事業継続のための効率化事業

千葉県 ドリームボート・ジャパン － ＯＣＴＡＶＥスマートフィルム（調光フィルム）の輸入販売事業

千葉県 ＩＴ経営研究所 － 「テレワーク実装支援経営診断サービス」事業の販路拡大

千葉県 りぼん＆Ｃｏ． － ペットシッターサービス事業の販路拡大と顧客の利便性の強化

千葉県 ポアクレンズ － ＰＢ化粧品製造　ウェブショップでの販売　衛生環境の整備

千葉県 ｍａｒｉｅｔａｓ － カフェ併設に伴う看板設置及び地域認知度向上事業

千葉県 行政書士渡辺洋介事務所 － 相続支援事業の立ち上げのための販路開拓事業

千葉県 癒り庵 － 未病者向け体とメンタルヘルス対策の整体スクールプロジェクト

千葉県 吉田宙税理士事務所 － 英文会計業務の新規顧客層の開拓のためのホームページ改訂

千葉県 株式会社チャイルドスターズ 1040001108647 コミュニティーネットワーク化推進とランドマーク的看板設置

千葉県 アクアサイド　イン　サニーフィッシュ － 厨房設備、避難誘導設備、館内設備の新規導入事業

千葉県 ＮＡＴＵＲＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ．ｂｏｎｉｔａ － 新規集客と認知向上の為、アプリ、広告、ＨＰを活用した整備事業

千葉県 株式会社ｉＲ 8040001095103 ＤｒｏｎｅＳｉｔｅを使用したリフォーム・塗装工事の販路拡大

千葉県 ペンギン翻訳（Ｐｅｎｇｕｉｎ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ） － ウェブサイトリニューアルによる販路拡大の実現

千葉県 方宝たつみ株式会社 1040001064725 メニューのこだわりを伝えるプロモーション強化ならびに販路開拓事業

18 / 67 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

千葉県 サンコスメディックインコーポレイテッド 7700150015869 完全予約性サロンとオリジナル化粧品のプロモーション展開

千葉県 株式会社ＣＯＰＲＥ 9010401116823 自考学習塾本塾　ＨＰ　リニューアルによる集客促進

千葉県 ｃｏｓｙペットケアサービス － 新買物代行サービスの販売促進に向けた自社メディアＨＰ制作

千葉県 株式会社レール 3040001109569 地域の健康増進に寄与する介護事業としてのプロモーション展開

千葉県 有限会社上山商店 6040002085385 当社の技術力等をＰＲした新規事業でのプロモーション戦略の展開

千葉県 心身の癒し鈴乃木 － 新規顧客の販路開拓と遠ざかっている固定客の呼び戻し

千葉県 しんハウジングサポート合同会社 3040003011335 「これからは、ドローンを使って安全で効率と質の良い建物調査」

千葉県 Ｆｅｌｉｘｉａ株式会社 5040001100261 法人取引を拡大するための広告代理業の販路開拓事業

千葉県 ラディアスリー株式会社 8040001093412 自社開発アナログゲームの新規ブランド設立事業

千葉県 株式会社ロングライド 3040001013853 超音波診断治療機の導入による新規開拓と生産性の向上

千葉県 株式会社ＧＵＴＳ　ＧＯＬＦ　ＴＥＡＭ 6040001091566 個人レッスンとクラブフィッティングの実施で販路開拓する。

千葉県 ソフィーリサーチ＆コンサルティング － 成功報酬型エンジニア人材の求人マッチングサイト運営

千葉県 株式会社ファーストナイン 5040002009832 顧客ニーズを捉えた旅行商品強化及び営業テリトリーの拡大

千葉県 ミネルバ鍼灸整骨院 － 特殊施術機器を用いた短時間で効果が「見える化」できる施術の発信

千葉県 株式会社森本防水 9040001085722 地域住民の取り込み目的の当社事業をアピールする看板設置

千葉県 しんこいわ姿勢整体院 － こだわり整体院が“根本治療”で女性を元気に！ＷＥＢ広告で新規拡大

千葉県 株式会社ＡＭＯ 3040001053412 事業再建に向けた環境整備および販促強化

千葉県 ＨＮ経営戦略研究所 － 自社Ｗｅｂサイト制作による認知度向上および潜在顧客との接触

千葉県 二十三夜 － 改良版臀部サポートパンツ「おしりの幸せ」の試作及び商品ＰＲ

千葉県
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋京成勝田台駅
前通店

－ 「弁当需要喚起のためのチラシポスティング」

千葉県 合同会社ｅｎ（エン） 9040003014266 キッズスペース＆バリアフリー化で根本治療を安心安全に提供ＰＪ

千葉県 整体院ホーピスト － ソフトタッチ整体で起立性調節障害の小中学生を健康支援

千葉県 Ｒａｄａｒ　Ｃｈａｒｔ － 経営ドメイン拡張に伴い、ホームページの作成。

千葉県 株式会社ＥＳＰＲＩＭ 2040001092782 安価で高品質なペット用品を中国工場から直接輸入・販売する事業

千葉県 Ｋｏｈａｎａ　Ｈ＆Ｂ合同会社 3040003012408 美と健康への貢献拡大と持続的事業成長のためのネット販促強化

千葉県 有限会社会津 9040002071977 喫煙専用室の設置により非喫煙者の集客アップを図る

千葉県 有限会社鈴市商店 9040002066977 薄皮入りピーナッツバターの開発・販路拡大事業

千葉県 吉岡塗装 － ドローン導入による知名度アップ、安全対策強化

千葉県 Ａ．Ｍ．Ｅ．（エイ．エム．イー） － 自社ブランドＢＡＧＵＳシャトルのウェブ販売による全国販路拡大。

千葉県 ｂａｒ　Ｂｕｑｕｉｌｌｏ － 新規顧客獲得と顧客満足度を高めるオペレーションの構築

千葉県 有限会社グラヴィティ 5040002064662 自社製ボクシング用品開発・サプライチェーン確立と拡販

千葉県 有限会社ドライクリーニング五香 5040002047584 テレワーク層や在宅家族世帯に向けたクリーニングの販路開拓

千葉県 株式会社街波通信社 2040001057983 シニア生活のための情報誌創刊とシニアに優しい店づくり事業

千葉県 ネックガードフロンティア － 新商品の認知度向上と売上拡大を目的とした販路開拓

千葉県 株式会社はんなり 2040001034132 ・ネット広告と炭酸泉により新規客の開拓を図る

千葉県 ホロ株式会社 4040001107423 ＬＥＤビジョンの新パッケージプランの企画・運営
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

千葉県 リラクゼーションスタジオＨＯＴ － 緊急事態宣言で減少した売上や顧客を取り戻す為の販路開拓

千葉県 ぴっころ動物病院 － 新システムのＸ線診断装置導入による検査数増加と診断精度向上

千葉県 合同会社ブレッドファクトリー 3040003010527 ニーズに応えたハード系パンの商品化と販売促進事業

千葉県 介護予防教室＆自費リハビリ一生 － 顧客満足度の向上によるリピーター客増大、および客単価向上の実現

千葉県 Ｂｅａｕｔｙ　Ｆａｓｔｉｎｇ　ｂｅａｕ　ｎａｔｕｒｅ － ネット販売とオンライン菌活料理教室で販路拡大

千葉県 おそうじハウス山口さんち － 地域情報誌による広告宣伝エリア拡大事業

千葉県 有限会社トコシエ 2040002095603 Ｗｅｂ活用した非対面の営業活動と顧客獲得のためのツール開発

千葉県 ＢａｒＢｅｒＳｈｏｐＤｕｃｋｔａｉｌ － ＨＰ・パンフレット作成による業務効率化と顧客増加事業

千葉県 山田フードサービス株式会社 3040001100602 展示会出展による当社商品の知名度アップと販路拡大

千葉県 株式会社アップリーチ 1040001097097 動画撮影・編集および配信サポート事業による販路拡大

千葉県 優弥道場＆Ｆｉｇｈｔｉｎｇ　Ｃｌｉｎｉｃ － 新トレーニングプログラムの開発と現行ＷＥＢサイトの改版

千葉県 せきやま整骨院 － エクササイズ設備・種類の増加・新規顧客獲得ＰＲ

千葉県 津田沼ドレミ整体院 － チラシによる集客と地域の認知及びＨＰ誘導によるオンライン強化

千葉県 株式会社コンフォートビルド 3040001058601 住宅リフォームとマンションリノベーションによる新規顧客開拓事業

千葉県 株式会社スタジオＣｏＣｏ－Ｌｉ 4040001056851 住む人を第一に考える住宅設計・施工事業の認知拡大と新規顧客獲得

千葉県 鍼灸コンディショニングＢｒｉｌｌｉｏ － 出張鍼灸師のＨＰ刷新、チラシの作成と配布による新規開拓の取組

千葉県 株式会社テキスタイルホンダ 2040001005059 地元紙とＷＥＢを用いた広告戦略で、市内外への周知と販路開拓

千葉県 有限会社小倉商店 4040002099255 地域の特色を活かした新規デザイン型の導入。

千葉県 飯田塾 － 全国の中学生を対象とした「無料教科プリント」のＨＰ作成。

千葉県 佐倉社中合同会社 2040003006113 「飲食店向け業務商品への販路開拓」

千葉県 ＫＭオート － タイヤ交換の駆け込み寺！　～タイヤ交換作業の効率化と認証工場化～

千葉県 ゴースイーツ － 菓子類の新たな販促ツール使用によるギフト購入需要の拡大

千葉県 ｍｏｎｌｕｘｅ － 新商品の独占販売と楽天及び他ネット販売による販路拡大

千葉県 羽田ＦＰ／行政書士事務所 － 子育てママ向けの新規家計見直しサービスによる販路拡大

千葉県 グレースコーポレーション － 美容向けプラットフォーム更新による美容サービス活性化事業

千葉県 株式会社つむぐ 9040001113243 登録者向け、ＨＰ制作、オンライン見学スキーム事業

千葉県 株式会社ＲｏｋｕｓｙｏｕＴｏｓｏｕ 3040001100164 ホームページリニューアル・集客ポータルサイト公開事業

千葉県 株式会社進路選択塾学び愛 4040001111185 感染防止対策学習塾の「学習遅れ」対応授業による販路開拓事業

千葉県 アトリエ鍛～たん～ － 鍛金作家がおくる手作りコーヒードリッパーのネット販促事業

千葉県 株式会社関東セキュリティ 9040001068685 製品紹介用ＱＲコード付ＤＭによる①製品紹介と②新規顧客開拓

千葉県 平野コンクリート工業株式会社 9040001054479 ホームページ新設によるコンクリート製品の新規顧客の獲得

千葉県 おしゃれサロンピエール － 安全性向上でお客様の不安軽減事業（サニタリールーム・トイレ改装編）

千葉県 えいらく台整骨院 － 良好な身体維持のサポートを重点項目とした保険外施術の拡大

千葉県 とくなが美術 － トクナガアートプラットフォーム　～日本の匠文化を世界へ～

千葉県 有限会社ビー・ベスト 5040002095377 動画活用によるＤＡＹＳの魅力発信プロジェクトの推進について

千葉県 株式会社コマ電機商会 5040001065595 公式ホームページ・ネットショップ公開事業
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千葉県 ＵｎｆｉｎＧｒａｃｅ株式会社 3040001099133 睫毛と眉の化粧パーマを新たに提供するための店舗改装と販路開拓

千葉県 コロンブス － 優良チャネルで顧客ニーズを絞り込んだオリジナルの惣菜販売

千葉県 きら星整骨院 － ホームページ制作と施術動画の掲示及び販促用折込チラシ制作

千葉県 日沢奈々 － 「家族で楽しく食事するため」のデザイン食器

千葉県 合同会社ａｌｌｂｒｉｄｇｅ 6040003015085 プロモーション体制の構築ならびに整備事業

千葉県 カラフル会議室・フルーツ会議室 － 新しいセットプランの提供と情報化への対応

千葉県 有限会社三里塚物産 4040002055142 通年販売商品「干し芋」の新規開発、および販売季節変動の安定化。

千葉県 ブルースプラッシュ － 店内及び屋外の改築、飲食メニュー追加とＨＰ広告戦略で販路開拓

千葉県 株式会社オアシス 3040001075992 日常生活における新型コロナウイルス対策リフォーム

千葉県 澁澤博子 － ■ジュエリー事業の新たな販路開拓及び顧客の認知獲得と販売促進

千葉県 ＢＬＡＳＴＦＡＣＴＯＲＹ － 自分で作るＨＰ動画講座とサロンオーナーのレッスン動画制作事業

千葉県 株式会社レシーブ・ライフ・ワークス 8040001084700 宴会獲得に頼らない顧客価値の高い店づくり

千葉県 学びのコットンスター － 無学年式個別カリキュラム型通信教育の周知ＰＲ

千葉県 株式会社Ｌｉｋｅｆｉｔ 9040001108862 スタジオの安全性ＰＲ及び認知度の向上

千葉県 株式会社ＮＣＰ 1040001108837 ホームページ開設を起点とした安心社会の為の販路開拓

千葉県 有限会社さくらハウジング 2040002077353 「空き家買い取り事業」のホームページ立上げによる販路開拓事業

千葉県 株式会社田舎でＩＴ 5040001103438 ＳＮＳ広告で動画のあるユニークなＬＰへ誘引し顧客増を図る取組

千葉県 はんこ屋さん２１ － 印刷物の内製化（納期短縮）による販路開拓

千葉県 有限会社大野 3040002072618 動画配信、放映導入による新しい生活様式をふまえたカフェ経営

千葉県 ゾエ・エステティック 6040002074702 ＳＮＳを活用した美容ホームケア商品「エンビロン」の販路開拓

千葉県 岸野　拓也 － 地域密着型お客様の立場でＩＴ化を推進するＳＥ業務代行

千葉県 ひろせ治療院 － 新規顧客開拓＆「ひろせ治療院」事業再建プラン

千葉県 株式会社ワールドビジネスサプライ 6010401102859 中国輸入代行事業新規販路開拓のための新商品開発と展示会出展

千葉県 有限会社酒のはしもと 7040002022305 業務用・輸出用と一般消費者向けの販売比率差の改善

千葉県 企画室コネコ株式会社 7040001088297 ソフト面の強化でニーズに迅速対応

千葉県 株式会社Ｃｒｏｓｓ　Ｌｉｎｅ　Ｊａｐａｎ 5040001103017 普段使い防災アイテムブランドＳＯＯＮＥＡＲの商品開発・多国販売

千葉県 完全個室美容室『ＳＴＡＹ』 － 新規顧客獲得のための施術スペース増築

千葉県 株式会社シーアールエー 9100001025837 ウエストお直しワンコインキャンペーンによる販路拡大事業

千葉県 行政書士事務所　ＤＩＦ戦略ライティング － マイナンバーカードでの本人確認が前提のオンライン法律相談事業

千葉県 スムージィー合同会社 2040003009413 新商品「コート掛け用の脚」開発及び人気Ｙｏｕｔｕｂｅｒを活用した商品ＰＲ

千葉県 ヴェリテレザー － マクアケクラウドファンディングによる認知度向上事業

千葉県 ＳｍａｒｔＧｒｅｅｎ － ドローン導入による時間節約と宣伝・協業能力強化

千葉県 株式会社コメート 9040001041428 オートシャンプー機増設による新規及び既存顧客開拓事業

千葉県 ＩＧＡスポーツ整骨院 － 地域オンリーワンの整骨院を目指す！新規顧客の開拓事業

千葉県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＭＩＸ － インターネットによる広告宣伝　理容技術椅子の革の張り替え

千葉県 株式会社エイ・オー・テクノロジーズ 5040001070562 １万倍以上も速いＩＴ技術を紹介する会社ホームページの作成
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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

千葉県 株式会社アールリード 5040001110194 足の痛みや悩みの改善に向けた地域広告を活用した販路拡大事業

千葉県 有限会社カメラの銀映堂 4040002021499 無線通信カメラとタブレットを使う撮影満足度向上と販路開拓計画

千葉県 ｈｙｇｇｅ － 移動販売車による新たな事業展開

千葉県 ＩＫＰ特許事務所 － ＩＴを活用した新規顧客開拓と生産性向上化事業

千葉県 有限会社フルタ 5040002091483 カタログ販売と人気キャラクターとのコラボ企画による販路開拓

千葉県 フィールドヘアー － お悩み解決型メニューのランディングページ作成による販路拡大

千葉県 Ｅｓｐｒｅｓｓｏ＆Ｂａｒ　ｃｏｍｅ　ａｌ　ＳＯＬＩＴＯ － テイクアウト店舗へのリニューアル「ＳＯＬＩＴＯ　ＭＡＧＯ　Ｃａｆｅ」

千葉県 株式会社アデカ 3040001067354 業務用料理酒を中小規模飲食店と一般家庭の台所に常にある商品に

千葉県 公文式ユーカリが丘北教室 － 「公文式×英語力」マーケティングによる新規会員獲得事業

千葉県 株式会社ＮＥＭＣＯ 2040001009522 滅菌・消臭ラミネート壁紙・床材販促のためのフランチャイズ店の展開

千葉県 有限会社スパイシーズ 5040002031365 地域情報誌とｗｅｂ広告を併用した顧客誘引施策

千葉県 仁雄堂鍼灸院 － ホームページ内に美容鍼専門のランディングページ作成

千葉県 株式会社オーロックス 2040001094325 美術塗装技術者監修のホビー用工具の販売促進事業

千葉県 Ｃａｎａｕ － 「クリエティブ・ノート」の発行

千葉県 エステティックジュビラン陽彩 － 新規顧客獲得・認知度向上のためのＰＵＳＨＩ型広告の展開

千葉県 株式会社だい樹 3040001097368 ドローン活用による業務効率化・安全確保、顧客満足度の向上

千葉県 株式会社ｋｕｒｏｓａｗａ　ｋａｗａｒａ－ｔｅｎ 7040001105242 ＷＥＢページの新設によるコンサルティング事業の拡充

千葉県 株式会社ヘルパーリンク 1040001109034 シニア向けお助けサポート付き宅配弁当事業

千葉県 ＶＡＲＩＯＵＳ　ＡＵＴＯ　ＫＥＩＳＩＮ － 機材導入によるメンテナンスサービス拡大と広告導入で新規利用獲得

千葉県 株式会社ジャミンズ 6040001091574 店舗外観リニューアルと複数看板設置で認知度と誘導性の向上

千葉県 梨の芳蔵園 － ネットショップ開設による新規販路開拓。

千葉県 マチ広告デザイン株式会社 7040001034367 カッティング工程等の完全内製化による短納期対応事業

千葉県 株式会社リカーズ美好屋 7040001021299 インターネット広告を活用した千葉県産の日本酒の販売構築

千葉県 井上はりきゅう接骨院 － 施術のデリバリーで地元の高齢者達の足腰を元気にする事業

千葉県 有限会社マスダゴルフ 7040002030778 新ショールーム・新サービスのスタートに合わせたＰＲ事業

千葉県 美容室テンダ － ウイルス感染予防の為の店舗改装と新メニューの販路開拓

千葉県 ｅｑｕ － 髪もキレイついでにお肌もキレイ

千葉県 ＩＴＯ　ＹＵＭＩ － 販路拡大のため展示会への出展および新作のＰＲ

千葉県 やぎはし整体院株式会社 6040001101003 フリーペーパーや雑誌掲載による新規客の販路開拓・客足回復事業

千葉県 ルナピエーナ － 美顔サロン「ルナピエーナ」の販促活動及びスクール事業の展開

千葉県 手打ちそば　くにじ － 地域情報誌・ＨＰ作成で市外への周知・新規顧客獲得

千葉県 株式会社野田ハッピー 3040001071447 パネル付きミニロースターの販路開拓

千葉県 合同会社アルケミ 2040003012870 中古車の「ワンストップサービス」提供に資するホームページ制作

千葉県 個別指導のレッツ － チラシの作成と入塾者の開拓

千葉県 渡邉総合研究所 － 業務ＰＲ用ＷＥＢサイトと高級塗料に特化したＬＰの作成

千葉県 隠れ家サロンｆｏｒｔｕｎｅ － オリジナルブランド化粧品の開発及びネイルブースの増設

22 / 67 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

千葉県 学習塾ペガサス八千代中央教室 － 新型コロナ対策による教室の安全化・教室の広報活動

千葉県
特定非営利活動法人国際ヒーリング看護
協会

4040005003866 オンデマンド出版によるホリスティックケア事業の販路拡大

千葉県 カイロプラクティックセンター松戸 － リスティング広告による初診患者の獲得

千葉県 ピアスワンモーターサイクルズ － 庇の設置で屋外多目的スペースを創出して顧客満足度と売上ＵＰ

千葉県 株式会社プレゼンス 1040001011792 顧客獲得に向けた販売促進とコロナウイルス対策の取組み

千葉県 ヨロズヤ米穀店 － ホームページの改修と店舗レイアウトで新規顧客開拓と満足度向上

千葉県 氣仙長生治療院 － 氣仙治療院リカバリー事業

千葉県 ゆびが夢中になる教室　繍 － 生徒作品をおしゃれに公開、刺繍の楽しさＰＲと新規入会を促進

千葉県 花ほうろ － 既存ホームページの多言語化・ＡＩ導入による集客周知の機能強化

千葉県 ＢＥＬＵＧＡ － 「シェービングサービス認知度向上計画　店頭看板設置と販促物制作」

東京都 ＳＡＮＯＥ株式会社 1011001125544 新商品ボトルドティーのＥＣ販売、インスタグラムの運用強化

東京都 株式会社かたちなきもの 1010401128388 日本初、デザインマネジメント導入支援オンライン　サービスの構築

東京都 ワインとつまみイトキチ － ワインショップの新規開設

東京都 株式会社ジョイント 3010901044554 ＥＣ事業強化とオーダーメイドによるリメイク事業の販路開拓

東京都 株式会社ＷｉｎＷｉｎ 1011101079649 介護福祉事業者への認知拡大に向けた展示会及び自社セミナーの開催

東京都 株式会社パタウェジャパン 7011601022004 ハーバルアイピロー、ネックピローの低価格ハーバル商品の開発、販売。

東京都 ＢＡＲ　ｒｐｍ － アフターコロナを生き抜く「音楽体験型」バー空間の新設

東京都 ニュータイププロジェクト － 人と企業とビジネスをつなぐマーケティングに強い動画制作を実現

東京都 トットート合同会社 1010003027955 新商品サプリメント「再肌動」の新規顧客開拓

東京都 株式会社アプラスリング 4012301012108 ＥＣモールでの広告運用と自社ネットショップの構築

東京都 結婚相談所　花ゆい － 「地域で最も親身な結婚相談所」を広く周知することで事業成長

東京都 株式会社洛兆 9130001019258 一軒家ゲストハウスのホームページ作成による販路開拓

東京都 海老澤写真事務所 － ドローンを駆使した動画撮影と動画編集業務の拡大

東京都 株式会社マネーライフプランニング 3011001058635 フェイスブック広告とランディングページの連携で新規顧客を開拓

東京都 株式会社ＫＪＭ 6010001202200 自社ホームページの作成によるブランドの定着、新規顧客開拓

東京都 ＠Ｆｕｔｕｒｅ － 働く人の為の、メンタルヘルス及びキャリアアップ推進事業

東京都 ＮＴＳ丸の内社会保険労務士法人 4010005031655 総合アウトソーシングサービスと人事労務管理システム導入の販促

東京都 株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＰＲＯ 5011701016246 医療検索サイト「メディカル２４」の制作による販路開拓

東京都 雑色カイロプラクティック整体院 － 健康寿命の延伸を目指した本格整体のＰＲ

東京都 Ｓｏａｒ －
ジム・治療院に足を運ばずに受けられるパーソナルトレーニングと鍼灸マッ
サージ治療

東京都 佐藤彩冬美 － フィットネス商品の認知度向上に広告宣伝を活用した販路拡大事業

東京都 ＳｗｅｅｔＡｒｔ － 一度は食べたい超・贅沢な高級ケーキの商品開発と販路拡大

東京都 ＭＩＴＳＵＩＳＰＯＲＴＳＰＥＲＳＯＮＡＬＧＹＭ － ＨＰ・ＥＣサイト・広告バナーの作成、及び展開

東京都 ＦａｉｔＨ．株式会社 6012401036517 新事業専門サイト・コーポレートサイト及びパンフレットの作成

東京都 株式会社ＲＹＵＫＩ 4011101077609 新たな施術法を導入した新サービス提供と動画活用による販促事業

東京都 株式会社ＦａｓｈｉｏｎＬａｂ 2011201020445 ダイレクトメールとインスタグラム広告による販路開拓
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東京都 有限会社ピー・スマイル 3013302013830
「イベントグッズ★スマイル館」（通販事業）スマホ対応版ホームページの開
設。（ｈｔ

東京都 株式会社一宮 4010001197095 海外顧客の満足度を上げ、リピート、口コミ数を増やす取り組み

東京都 有限会社幸信工務店 6010102002482 新たな販促用ＰＲ（ウェブサイトでの広告）

東京都 株式会社林商会 4010101008920 ＬＥＤ価格表示看板の設置、灯油配送チラシ配布による販路拡大

東京都 株式会社ｎｏｗｌｄ 4011001125896 『新商品。１００％天然成分で、肌を再生する赤と青の高機能オイル』

東京都 株式会社グラポート 3010801026157 海外販路の開拓を目的としたＷＥＢページのリニューアル

東京都 カットクラブムーブマン － 【新規客層獲得のための店内改装と視認性向上のための看板設置】

東京都 株式会社金井畳店 4010501002655 オリジナル置き畳ネット販売システムの構築並びに販路拡大事業

東京都 リフレクソロジールームｍａｍａ － コンセプトに合わせた施術ルーム改装による事業再建

東京都 株式会社ウイル 5012402021287 店舗近隣住民への新聞折込ちらし

東京都 株式会社フォトモ 6010901040476 スマホで撮影した写真がリアルタイムで共有できるサービス

東京都 株式会社アライン 4011001062504 オンラインレッスンシステムの「構築」と「顧客開拓」

東京都 合同会社お花茶屋Ｌａｂｏ 3011803003094 「コスプレ宿泊旅館」としての提供による販路開拓

東京都 株式会社ショシナビ 4010501045183 古物事業者向けＷＥＢアプリの販路開拓

東京都 シックスワード株式会社 4010001129214 英語表現の体得に特化した英語学習サービスの新規顧客開拓事業

東京都 ｋＮｏｔＰｅｒｆｅｃｔ株式会社 9010001207948 金継ぎキット・金継ぎプラットフォーム「つぐつぐ」の広報費

東京都 株式会社アイキカク 1011101062836 オウンドメディア公開と動画広告による新講座のプロモーション

東京都 株式会社メディカルスイッチ 3010801026917 見守り機能付き服薬支援ロボットＦＵＫＵ助の拡販と業務効率化

東京都 株式会社ケイネット 2010001114622 総合的な買取／販売ビジネスの強化による受注数の増加

東京都 金谷大輔 － 「服」を変えて、「至福（私服）」の時間を楽しむプロジェクト

東京都 株式会社ｓｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ 9012401033833 事業承継で引き継いだ美容室でのＷｅｂサイトを活用した顧客開拓

東京都 木鶏産業合同会社 3011803003730 良質な育毛剤などを、消費者に直接お届けするＥＣサイトの構築

東京都 シノ商店 － ｙａｈｏｏショッピングでオーバーオール専門店を出店

東京都 Ｄｉｖｉｎｇｈｏｕｓｅ　ＴｒａｕｍＳｃｕｂａ － 障害者向けダイビングツアーによる新規顧客開拓

東京都 株式会社ＩＣブレインズ 4010401053690 ホームページの改装によるクリッカー端末の認知向上

東京都 株式会社Ｔ　ｏｆｆｉｃｅ 6010501041404 新商品の開発・新たなＳＮＳ活用方法による新規顧客、売上、利益の増加

東京都 株式会社ＢｒｉｃｋＷａｌｌ 5011101086708 ブレイクキット及びファッショングッズを取り扱うイーコマースの販売促進

東京都 ココロマッサージ － チラシ作成、ポスティング

東京都 ハイファイブクリエイト － 保守管理サービス・定額制ホームページ制作サービスの顧客獲得

東京都 みらい税理士事務所 － ホームページの活用で相続試算及び相続税申告業務の販路開拓

東京都 株式会社ＧＩＧ 6010001159267 建設業に貢献するホームページ制作会社の販路拡大事業

東京都 株式会社ひかりてらす 7011401020653 ホームページリニューアルによるサービス訴求力と採用強化

東京都 ＴＡＴＡＲＪＡＰＡＮ株式会社 8030001099088 ①自社ホームページを作成②「皎月山荘」をロケ地としてネット広告で宣伝

東京都 骨盤底筋トレーニング【ＹＵＩ】 － 妊娠・産後の女性層をターゲットにＷＥＢ広告を活用した新規顧客開拓

東京都 弁護士　杉田　昌平 － 外国人材を含めた従業員ファーストの破産・事業再生支援事業

東京都 株式会社香味屋 6010501002901 デリバリーの拡充と新規顧客開拓
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東京都 株式会社いろいろ 7011101083570 文化施設での展示及び作品等の動画撮影と配信事業の開拓

東京都 ＣＡＳＳＩ － 社会的距離を保ちつつ結婚式の二次会などで楽しんで頂く為の改装

東京都 ＴＯＫＹＯ肉食バル － ＴＯＫＹＯ肉食バルテイクアウト提供に伴うＨＰ作成の実施

東京都 有限会社イオス 9012402021358 “オフィス活動の生産性を実現する新文書管理制度の普及”

東京都 株式会社ＧＣＮ 7011101083629 日本の働き方改革を活性化させるためのサポートを強化する事業

東京都 西村昌浩税理士事務所 － リモートによる税務顧問・スポット案件の販路拡大戦略

東京都 松木雄一写真事務所 － 業務用カメラの増築（最新機材による　８Ｋ　撮影）、販路開拓

東京都 有限会社ファッションメイト片岡 7010502009829 ＷＥＢサイト更新で「くるみボタン」の認知度向上と新規顧客開拓

東京都 合同会社舞台美術工房ＡｒｔｓＡｎｄＣｒａｆｔｓ 2012303001135 ○新規カルチャースクール無料体験会の実施

東京都 株式会社ＹｏｕｃａｎＲｏｂｏｔｉｃｓＪａｐａｎ 8011701021581 インターネット広告を活用した主力商品の販路開拓

東京都 株式会社フォルムート 7010401124852 企業向け研修「サーバントリーダー育成プログラム」の販路開拓

東京都 コムフィック － 全国を営業エリアにするための新規オンライン・動画セミナー事業

東京都 株式会社Ｈｏｍｉｅ 5010801028085 コミュニティ形成の核となる木工体験施設の新規展開

東京都 ｍｕｍｅａ － シルクスクリーンプリント、手染めによるシーズンレス商品の開発、販路開拓

東京都 ＡＤｖａｎｃｅ － ＥＣサイト開設及び広告による販路の拡大

東京都 ｇｏｏｏｏｎｅ － 「紙」と「ＡＲ」の融合。今昔融合の新しいフォトカード事業

東京都 有限会社日成エンジニアリング 1013102002267 名刺、チラシ裁断機導入による販路開拓

東京都 加藤あゆみ － マーケティングを用いて中小企業顧客を増やすホームページ作成等

東京都 株式会社ＥＸＴＲＥＭＥＶＩＳＯＮ 1011101077644 ブランディングサポートのオンライン化による新規事業展開

東京都 ノウンズ株式会社 2011101089804 アンケートデータを安全に加工して企業間で共有利用できる事業

東京都 株式会社ナノ 3010801026074 太陽光発電所遠隔監視サービスの価値向上・販路拡大

東京都 株式会社塚田水産 9012401019683 店頭扉改装・提灯設置で入店率を上げ売上向上をはかる

東京都 田村恵理子 － 動画を活用した講座制作及びウェブ集客強化による新規顧客の開拓

東京都 市原萌 － 新ワークショップ・商品等の開発・海外からのものづくり発信

東京都 行政書士きたうら総合事務所 － ＷＥＢを活用した「障害福祉事業ヘルプデスク」事業新規顧客開拓

東京都 株式会社名参謀 6010901036846 自社サービスの発信と受注強化ＡＩ時代に対抗できる経理人材育成

東京都 有限会社東蒲機器製作所 6010802010082 ホームページ等の活用による営業力・広報機能の強化プロジェクト

東京都 木乃味 － “いつでも誰でも、家庭用の鍋一つで食べられる本格煮込み”

東京都 小松通り整骨院鍼灸院 － 超音波治療器導入による業務効率化と販路開拓

東京都 有限会社ビーボ 2010402023083 『新しい生活様式に対応する、事務所内ＭＡブースの設置』

東京都 株式会社ＥＡＴ　ＭＥ 8010001206686 キャラクターの認知度を上げ販促する、ウェブサイトの構築

東京都 株式会社Ｈ．Ｓ．Ｆ 8011001118392 住宅リフォーム会社が行う！新電力契約者への無料災害被害調査！

東京都 ｓｈｉｇｅｈａｓｅｇａｗａｄｅｓｉｇｎ － 世界無二“花テーブル”の新ポータルサイトを使った販売改革。

東京都 株式会社自給人 5040001103719 湘南エリアの地域ＷＥＢメディア『ＪＩＭＯＨＡＣＫ湘南』と集客サポート

東京都 ＡＤＤＲｅＣ株式会社 6011301022049 販路開拓及び事業概要周知に伴うホームページのリニューアル

東京都
ドライヘッドスパ＆ビューティーサロンＶＩＮ
ＯＳ

－ 頭皮から体の健康や美容を手掛ける男性向けサロンの運営安定

25 / 67 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２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 ＩＶＴＴ － 自社ＥＣサイトの整備とウェブ広告出稿

東京都 Ｌａｃｈｉｃｔｅｃｈ合同会社 1011303003621 オンライン講座の教材開発・制作および教室の認知拡大

東京都 有限会社竹沢食品 5013302014397 まかや弁当販売強化事業へ転換

東京都 森と踊る株式会社 3010101012213 家具等製作のための機械購入による木工製品製造への業務拡大

東京都 株式会社ＧＡＴＨＥＲ 9011301025800 アスリートの就職支援とスポーツビジネス支援の専門サイトの構築

東京都 チアーアップトーキョー株式会社 9010801028602 アフターコロナの訪日旅行者対応の外国語ＷＥＢサイト構築

東京都 からだの総合整骨院 － 姿勢矯正に特化した地域での特集記事

東京都 株式会社惠の木 5010901025338 冬期限定！メガネの訪問販売で新規顧客獲得！

東京都 株式会社ティーケーティー 9370001044587 自社広報ツールを作成して、販路開拓・採用拡充による事業の拡大

東京都 ウェーブバンク －
ホームページの作成とＳＮＳとを活用した顧客との相互間コミュニケーションの
実施

東京都 株式会社グリーンスター 6010901038033 個別指導オンラインコースの増設と４技能型英語クラスの広告宣伝

東京都 株式会社日本デジタル通信 6010801009027 【テレワーク用仮装デスクトップ事業の販路開拓事業】

東京都 株式会社十文字製作所 8013101004662 チラシによる「ＲＩＴＺ　ＦＥＮＣＩＮＧ　ＡＣＡＤＥＭＹ」の認知拡大

東京都 株式会社ワンズライフ 2020001112427 遺品整理サービスにおける法人ネットワーク強化

東京都 ＲＩＲＥ － 加温施術による効率化で予約受付数の拡大

東京都 光触媒の花専門店ＢＣＦＬＯＷＥＲ － ネットショップの充実・ホームページの充実による販路開拓

東京都 株式会社カラーコード 9011601014379 Ｗｅｂを活用した自社サービスＰＲ強化事業

東京都 株式会社日本エコロジコ 7010001092467 オウンドメディアを活用したホームページの制作で販売開拓の促進

東京都 フェローザ － 「世代継承ジュエリーフォーム診断サービス」事業の販路拡大

東京都 株式会社ＩＴＡ 4011001064459 対象地域の中小企業に対する折込チラシを活用した販路拡大事業

東京都 株式会社オーエルシージャパン 2010401050987 ニューライフが常態化した社会に響くＨＰのリニューアル事業

東京都 Ａｗｅｓｏｍｅ　Ｗｅｅｄｉｎｇ － 葬祭部門を設立することによる新規売上販路の開拓

東京都 武田　道生 － 「命名レター」を新サービスとして事業構築し収益化を図る

東京都 はり・きゅういちる治療院 － 頭部押圧道具の開発・実用化による差別化とリピート率アップ

東京都 株式会社ＦｒｏｎｔＬｉｎｅ 9010101011399 広告を利用した新規顧客獲得とＳＮＳを活用した顧客リスト収集

東京都 株式会社ウーマンパワー・プロジェクト 5010801028275 個人向けキャリアカウンセリングサービス

東京都 株式会社プリンシパル 6011001103826 ビューティーサロンＷＥＢサイト・ＷＥＢショップの展開

東京都 株式会社Ｈｏｔｔｙ 2010101007164 インターネット広告を活用した、新規顧客獲得

東京都 株式会社ｉｔ　ｃｏｍｐａｎｙ 5010001176222 お客様が買い物を楽しめる空間の構築と新規の顧客獲得

東京都 八幡山整体院 － 健康維持・免疫力向上を目的とした革新的な調整を実施する整体院

東京都 ケシキ － デザインコンサルティングの認知度を上げ顧客開拓するウェブサイトの構築

東京都 有限会社石井工務店 4012402000242 ペット愛好家住宅「ＰＡＷｓ　Ｓｔｙｌｅ」の取り扱い。

東京都 松島　高弘 － 企業向け「マインドフルネス達成プログラム」の開発・販路開拓

東京都 株式会社リフェット 8010401089244 通販チャネル拡大による安定的な経営基盤の確立

東京都 株式会社クリエイティブファクトリー 8013103000420 新型コロナ対策としての非対面買取強化による売り上げ向上の実現

東京都 カフェドレジェール － コロナ対策としてテイクアウト業務を拡大する為の改装工事
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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 くま在宅ケアマッサージ院 － 新たなホームページの制作と販路開拓事業

東京都 ヘリテッジ株式会社 4010501045605 自社メディアサイトを利用した販売促進事業

東京都 アームズ株式会社（旧：合同会社月守） 8010703003654 サンプル持ち込み型のコンサルティング及び営業スタイルの確立

東京都 マルチ数学塾 － 毎日英会話＆マルチ数学塾の認知向上と生徒獲得

東京都 オプシス － 小麦粉カラーの販路開拓／安心できる空間づくり。

東京都 暁法律事務所 － ホームページ見直しによる「外資系企業の労働問題」の顧客開拓

東京都 ホリスティックセラピーパチュリ － 更年期以降の女性の健康促進・物販の満足度向上促進事業

東京都 有限会社シリーズ 4012402015034 Ｗｅｂ高度コミュニケーション化による地域活性化

東京都 ヘルスポイント有限会社 9010502019470 ホームページリニューアルによる販売促進

東京都 ＡｎｎｉＢｉｒｔｈＣｏｌｏｒ － ブランディングで差別化「リモート社員研修」の販路開拓

東京都
福島接骨院・みその鍼灸院・薬膳カフェ百
会

－ 移動販売車によるイエナカ消費への販路開拓

東京都 株式会社ＹＳＧプロモーション 4013301030339 ＷＥＢ集客の活用で営業活動が完結する事業

東京都 サイバーウェーブ株式会社 2011101029751 ■顧客管理を最適化する「ＣＲＷ　ＶＡＬＵＥ　ＫＩＴ」販路拡大キャンペーン

東京都 ＶｏｉｃｅｏｆＡｒｔ － 意識の高いビジネスマンのための芸術セミナーのオンライン開催

東京都 株式会社ＣａｒｐｅＤｉｅｍ 6010901042530 一風変わった不動産の魅力を伝える売買マッチングサイト

東京都 いつき司法書士事務所 － 分かり易い事務所案内により信頼感を醸成して受託件数増加を図る

東京都 ＳｈｕＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ － ハイクオリティ生配信撮影サービスの提供開始による新規顧客開拓

東京都 ＭＡＮＡＭＩＳＡＫＵＲＡＩ －
オンリーワン、デザイナーがアトリエから届ける、あなただけのアートテなキス
タイル作

東京都 Ｎ＆Ｎカンパニー － 新規客獲得並びに潜在需要開拓のための広報活動と情報収集の実施

東京都 株式会社ＮＯＭＡＬ 7011101074009 中野区中高生アーティストの発掘支援による顧客の選択肢拡大ＰＪ

東京都 株式会社能のＨａｎａ 1011301018563 稽古の多様性をアピールする為の広報の強化とイベント開催

東京都 ＯｆｆｉｃｅｖＡｉｎ － ｗｅｖサイトの制作・運営業務

東京都 江戸定 － いすと座卓のかさ上げ脚の導入・トイレの洋式化により販路拡大

東京都 株式会社下島愛生堂薬局 5010101001734 地域貢献型かかりつけ薬局周知プロジェクト

東京都 ＨＫドット － イラストやロゴのモーショングラフィックス制作

東京都 ＬＩＦＥＳＣＨＯＯＬ株式会社 4012401022262
ＦＵＭＯ（オールガラス）導入によるテストマーケティングと取引業者向け「試煙
会」

東京都 有限会社シー・オー・シー 8011102017733 スマートフォンで注文するモバイルオーダーとインターネット集客

東京都 ＣＯＦＦＥＡＥＸＬＩＢＲＩＳ － 外的環境変化に応じイートインからテイクアウト転換促進事業

東京都 株式会社産業情報総合研究所 5010701025843 医療機器改良による販売促進及び認知度向上のためのデータ分析

東京都 株式会社セラート 5011001114510 コロナ拡大防止の為のリモート撮影による非対面型の商品撮影代行

東京都 株式会社デルタクリエイティブ 5010001183251 関東エリアにおける映像制作内製化事業の開始

東京都 Ｂａｃｈ指圧治療院 － ＨＰ・スマホ対応リニューアル及び近隣顧客新規開拓事業

東京都 合同会社ＡＶＥＣＶＯＵＳ 5011103004650 選ばれるオリジナルボックスの制作と届くＰＲによる販路開拓

東京都 亀たま － 店舗認知の向上

東京都 株式会社プラスサチ 9010701031193 非対面型の食体験サービスの開発・販売促進事業

東京都 シーホース － ゴールデン街初のブーランジェリー（パン・洋菓子店）バー
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東京都 株式会社ナノ 7010901027530
海外市場開拓のための海外向けＨＰ作成と国内需要開拓のための展示会出
展

東京都 コロナ産業株式会社 9010501004309 新型フォトスポットと商業用サインの新規投入によるカタログ製作

東京都 株式会社ＳＴＡＹＣＡＴＩＯＮ 3011001097609 ワーケーションプランの企画開発・販路開拓

東京都 株式会社信興リフォームセンター 8010101014097 ＷＥＢ広告、チラシのポスティングによる新規販路開拓

東京都 マ・プリエール － ホームページリニューアルに伴い、オンラインショップ事業の拡大

東京都 株式会社コンパス 6012401033373 むさしの痛みの不安ゼロプロジェクト！

東京都 株式会社ドーター・プランニング 8010501042747 ブランド価値向上と生産性向上によるオリジナル商品の売上拡大

東京都 ＣｏｎｔａｎＤｅｓｉｇｎ － 自転車用巻きスカートの制作販売

東京都 ビューティサロンカルマリゾート － エステメニューに関する『ウェブカタログ』の設置

東京都 株式会社Ｐｏｌａｒｉｓ 8011301025017 通学鞄“Ｒａｃｋ　Ｐａｃｋ”新規開拓プロジェクト

東京都 株式会社テクシビライゼーション 4013401006692 新液晶パネル・キーボードの販売促進に向けたＨＰ制作

東京都 Ｒ．Ｂ．Ｇ株式会社 1011801023212 新商品の販路開拓・既存商品の販路拡大のための展示会の活用

東京都 伊藤ＩＰ特許事務所 － モノ作り企業に対する特許情報活用の価値訴求とサービス販路開拓

東京都 大成幸株式会社 4012301011480 シェアサロン形式で稼げるトレーナーを創るストレッチジムの集客

東京都 みやした接骨院 －
体のことで困っている新規患者様獲得のためのホームページとパンフレット
の改良

東京都 モラルテックス株式会社 6010001178473 タオルのウェブメディア構築によるブランド認知拡大プラン

東京都 ＭＶデザイン合同会社 1011303003407 三次元ＣＡＤ導入での設計開発力向上による受注拡大と販路開拓

東京都 有限会社マナベル 7010802013588
体験会の周知・実施、マグキッズの野外施設整備、プログラミング教室の感
染症対策の徹

東京都 ピトン株式会社 6010401145370 オリジナル基礎工法「ｅＬ基礎」の開発・販路開拓

東京都 株式会社狐福工房 9013101007664 オタクのための結婚塾の新規事業開発！

東京都 Ｏ－ｃｕｌｉａｔｅ － 製品の魅力を最大限に伝えるための、広告や紙媒体でのアプローチ

東京都 株式会社地盤審査補償事業 7010001130499 Ｐ１０Ｗ魅力伝達チラシ＆動画コンテンツ作成・新規顧客開拓

東京都 株式会社共進プロセス 4012401011042 固定炉の導入によるシルクスクリーン印刷の生産量の倍増化事業

東京都 三浦防災工業合同会社 9011803002735 新サービス（防災設備検査報告）開始による販路開拓

東京都 株式会社現代書林 7011101006325 ＨＰのリニューアルにより当社ブランド力を向上させ顧客を獲得！

東京都 陽だまりキャンドル － 元保育士だからできる出産祝いキャンドルボード販路開拓システム

東京都 株式会社ＡＫ商事 5030001087830 動画及びＳＮＳマーケティング作成事業の展開

東京都 昜木屋 － Ｗｅｌｃｏｍｅ一見さんへ店頭改革及び来店数ｕｐへのコイン配布

東京都 株式会社ＷＡＴ 4010501041802 体幹安定・転倒防止機能のＷＡＴオリジナルシューズ開発・販路開拓

東京都 株式会社トキワ 7010001094439 自転車まちづくり展示会出展による自転車業界への販路開拓事業

東京都 有限会社マチダ 5010802013474 『東京友禅』愛好家が心ゆくまで“くつろぐ”職人工房空間の創造

東京都 株式会社和道 4220001014527 発注先を失った見込み客に対するアプローチによる売上回復事業

東京都 株式会社東京ダイビングスクールＮＥＯ 3011201014990 シュノーケリングコースのＰＲに向けた自社ＨＰ制作を実施

東京都 しながわ鍼灸院 － ホームページを利用した出張訪問型鍼灸接骨の販路開拓

東京都 株式会社ｎｔｈｉｎｋ 5011001111334 除菌剤の売上拡大のための販売促進ツール開発と広報の実施

東京都 株式会社バックオフィス 8010001081171 ウェブサイトのリニューアル
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東京都 合同会社Ｂｅｓｔｉｅ 3010103001528
キャンピングトレーラーの見えるショールーム化と自社サイト構築の強化及び
ＳＥＯ対策

東京都
株式会社ＳＰＬ　ＦＬＡＩＲ＆ＤＩＮＥＲ　Ｓ－Ｐ
ＡＲＫ

5010101011923 フレアバーティング認知度強化による新規顧客開拓事業

東京都 ヒューリング株式会社 1012401021738 専門店だから出来る個性的なラザニアセット作成・ＥＣ販売

東京都 株式会社Ｆ 6012401018977 アイドル・声優・アニメなどのファンに特化したホームページ制作

東京都 コールムーン － 国内初、サステナブルの取り組みで作られたシルバージュエリー

東京都 ＡＬＩＶＥ　ｋｉｃｈｉｊｏｊｉ － 働く女性向けデザインカラー新規顧客開拓

東京都 株式会社グローアップ 9011101072844 「外国人留学生を対象とした合同企業説明会イベント」の開催

東京都 オンラボ株式会社 2010501038412 顧客満足度の高い、オリジナル樹脂家具製造キット開発事業

東京都 Ｐｏｐ　Ｋｉｄｓ － 「乳児向けシェルハブメソッドレッスン」オンライン化への構築

東京都 株式会社スパイスアップ 1011101059064 ＷＥＢ広告を活用した中古携帯電話端末販売拡大とブランド力向上

東京都 佐藤　宏和 － 「事業再編・倒産防止　法律・経営相談サイト」による経営支援事業

東京都 まごころ弁当　葛飾しあわせ店 － 安否確認サービス付き宅食デリバリー事業の認知度向上事業

東京都 株式会社ユアパートナー 2013201017371 新規顧客獲得に向けた研修動画作成

東京都 ＡＬＡＮＫＡＲ － 天然石販売の新規取引先の販路開拓

東京都 株式会社岡崎写真館 8010701036945 「シルバーフォト」を契機とした街の写真館復興事業

東京都 株式会社ＰｕｒｅＣｕｌｔｕｒｅ 8011301022022 インバウンド低迷期におけるオンライン事業開発・販路開拓

東京都 ＢＯＤＹ　ＤＥＳＩＧＮ田園調布 － オンラインコースとコロナの健康被害を防ぐスクールの立ち上げ

東京都 株式会社ナチュラルアビリティ 6011801034386 特殊配合鉱物を用いた高齢者及びペットの健康補助製品の開発販売

東京都 株式会社ケミトロニクス 3010101001166 ホームページ開設による販路開拓、新規ユーザー獲得

東京都 株式会社ａＲ構造設計事務所 8012301011279 ボールホルダーのネット販売システム構築による売上拡大

東京都 株式会社アルファ企画 9011101001365 出版業界よりＷＥＢデザイン業界に向けての積極的な販路開拓事業

東京都 株式会社ＰｌａｎｅｔＦｉｌｍ 7012401032770 キャラクター導入と制作環境整備によるＹｏｕＴｕｂｅ事業の強化

東京都 株式会社東京理美容商会 8011201019894 ＨＰリニューアルとチラシ配布による顧客満足度向上と販路開拓

東京都 ｋｏｋａｇｅ － 雇用に伴い換気と施術距離を意識したセット面の増設

東京都 株式会社プラスアルファ 5012301002834 リフレクティックスの周知化に向けたｗｅｂ広告の実施

東京都 株式会社タマケン 9011101012619 リノベーションブランドの新規立ち上げに伴うブランディング

東京都 株式会社ルーモ 5011101084075 新事業　ヘアサロン用ＷＥＢ開設

東京都 ＬＡＭＰ　ＣＯＦＦＥＥ － 最高級豆を自家焙煎する八王子唯一のカフェのテイクアウト強化

東京都 ＡＤＡ合同会社 8012303001344 スタジオ内換気力の飛躍的向上で安心して運動を

東京都 カフェバータケウチ － テイクアウト及びスイーツ強化による売上回復と新規顧客の獲得

東京都 株式会社ネオクリエーション 6010902020519 ＥＣサイト販路拡大のための広告宣伝と、販促コンテンツの制作

東京都 つなぐみらいファイナンシャル株式会社 7010401137012 新聞折込チラシ、タウン誌広告による新規顧客開拓

東京都 ガイジンツアー － 英会話コミュニケーションの達人になる！通訳ガイド養成英語塾

東京都 合資会社相馬 9011803000301 感染防止対策を強化しながら、集客回復を図る取り組み

東京都 株式会社ソーシャルビューティフォト 5010001206904 当社サービスの認知度向上とＩＯＴの活用による販路開拓

東京都 株式会社イリス 4013301040395 ＳＮＳを活用したオンラインサロンによる、販路開拓

29 / 67 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２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 有限会社Ｋｏｔｏｓｈｉｒｏｄｏ 5010902020809 Ｗｉｔｈコロナ時代の新しいレストラン事業の構築

東京都 ヒロキインターナショナル株式会社 1012401020888 新規テイクアウト事業による中食需要の開拓

東京都 株式会社つなぐコーポレーション 2012401019558 店舗統合による改修工事並びにリニューアルキャンペーン告知

東京都 株式会社ＩＭＡＫＥ 2030001109653 ＨＰ制作や名刺デザインなどの外注依頼

東京都 合同会社ｉｘｉｏ 2010003024266 オンライン共同フィットネススタジオ“ＦＩＴＳ”のＰＲ広告

東京都 株式会社節句田 9010501025148 コロナ鬱を防ぐ、歌って話す花活布の試作開発

東京都 株式会社ＧｅｏＳｎａｐ 2010801030928 ＧＩＳ・ＵＡＶを活用した高度解析サービスの提供

東京都 株式会社ライフスタイルクリエイト 8012701010657 デジタル化強化によるリフォーム需要の掘り起こしと新規顧客開拓

東京都 株式会社サイエンスインパクト 3180001073041 知財情報ＷＥＢサイト有料コンテンツの展示会出展による販促

東京都 株式会社スズショウ・アンナ 7010501009012 ＨＰリニューアルによる販路拡大と理美容店へ衛生管理強化

東京都 株式会社ａｎｄ．ｄ 8012301011535 ポイントプログラムアプリ（Ｓｈｏｐｉｆｙアプリ）開発事業

東京都 ＫＥＩ株式会社 3010401111185 『オーダーシャツのオンラインギフト開始による販路開拓』

東京都 株式会社コリアフーズ 8011101031974 セルフオーダーシステムの導入による顧客の増大および満足度向上

東京都 ｍｕｋｕｒａｆ － 「ｍｕｋｕｒａｆ　ａｔ　ｈｏｍｅ」店内全商品の新規販路開拓

東京都 株式会社ＡｓｓｉｓｔＢｒａｉｎｓ 8020001094379 目疲れケアと癒しで健康生活！広告・ＳＮＳ・デジタル動画でＰＲ

東京都 アップスマート株式会社 5010001153568 経理ＢＰＯサービスの「ＰｒｏＫＥＩＲＩ－Ｘ」の販路拡大

東京都 ＨＳＫ－ｌａｂ株式会社 3010001163271 ウィズコロナを見据えた売上回復のための販路拡大

東京都 株式会社エーネット 8011801013363 テレワークサポート事業の立ち上げ

東京都 株式会社魔法アプリ 2012401035340 １０代２０代に対する不安症啓発メディアＯｕｒａｉｄ事業

東京都 株式会社吉祥寺総合物流 4012701010231 吉祥寺送迎サポートセンター認知度強化と販路拡大ためのＨＰ作成

東京都 株式会社リフォームデザイン 3012401022750 新しい様式の中で対応する広告方法と提案

東京都 有限会社サービステックジャパン 3012402020828 食品、飲料の効率的な品質管理を行う自動分析装置の販路拡大

東京都 トレーニングサポート研究所 － アスリート支援事業拡充による研修事業へのスパイラルアップ

東京都 なでしこＴＯＫＹＯ株式会社 8030001105440 オンライン診療・服薬指導増加に伴う配送支援事業のＰＲ

東京都 ａｃｕｆｏｏｔ － 「足の悩みに対応するフットケア」認知度向上による販路開拓

東京都 株式会社ＰＬＵＳＯＮＥ 2040001013103 訴求先変更で時短回復し他社差別化と弊社付加価値を同時に生む！

東京都 株式会社グラント 4010401141784 ジムなび内おける広告掲載スペースの新設による新規顧客獲得事業

東京都 株式会社ｍｏｅｇｉ 3012401033970 カメラと地図連動のスマホアプリと新規ＷＥＢサービスによる販路拡大

東京都 株式会社ＦＭＣ 2011101082800 スマホ運用コンサルティングサービスの拡充

東京都 株式会社ｍｉｕｐ 6010401120729 インターネット広告の拡充とシステム・サーバー強化事業

東京都 サファリカレーショップ － 『認知度アップ、および、顧客拡大のための販売促進事業』

東京都 有限会社ヘアーサロンウエザーコック 6012402002427 ホームページリニューアルをして新メニュー、動画配信を届ける

東京都 伊澤会計事務所 － ホームページとブログで攻める顧客からお願いされる契約の仕組化

東京都 富士見町ｆｉｎｅ整骨院 － 免疫向上鍼灸治療のサービス促進に向けた当院ＨＰ制作を実施

東京都 有限会社あおやぎクリーニング 6010102008447 新サービスと技術力アピールのチラシにて新規の顧客獲得を図る

東京都 株式会社ＡｐｐｌｅＢｅａｕｔｙ 6010401133771 トレーニングのＩｏＴ化と成功報酬型ネット広告による販路開拓
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東京都 きょうわ弁当 － お年寄り向け配達サービス開始による売上獲得事業

東京都 株式会社アトリエＭＥＭＥ 2011501023065 自社サイトリニューアル、ＳＮＳ活用による発信力強化・顧客開拓

東京都 株式会社アスタ 5010601055585 優良で安いガスを！「プロパンガスの比較サイト（仮称）」の構築

東京都 ｈａｔｓｕｙｕｍｅ － 心を支えるジュエリーｈａｔｓｕｙｕｍｅのオンライン強化事業

東京都 仁泉鍼灸院 － 突発性難聴、円形脱毛症で悩む方向けのＨＰ作成

東京都 新谷デイビッド － バスケ専門店、私立学校、ジム、個人へのヤードスティック販売

東京都 株式会社トリニティートラスト 7010001198314 利用客獲得のためのホームページ作成による信頼度向上の取り組み

東京都 行政書士ミチ法務事務所 － 外国人入国者関連・総合コンサルタント業務

東京都 株式会社ブルージュール・ジャパン 7020001091245 カメリナ種子を使用した新プロテイン商品開発

東京都 株式会社ＯＭＨ 3010001192295 豪華客船を舞台にした“船上オンライン結婚式”サービスの展開

東京都 株式会社清水工房 8010101001723 インターネット広告とチラシ折込による自費出版物の受注拡大

東京都 株式会社スペースアップ多摩 2010101001885 チラシ配布とサロン予約検索サイトへの掲載による新規顧客獲得

東京都 ＭａｋｅＹｏｕｒＤａｙｓ － ありがとうと大好きを未来へ届ける出張動画撮影サービス

東京都 株式会社原田工務店 6012401001396 情報のわかりやすさ改善のための販促物リニューアル事業

東京都 株式会社メディエイド 5010001091611 自社サービスにおけるデジタルを活用した販路拡大施策

東京都 グランリファイン株式会社 5011301020821 ・ドローンによるコストカットと宣伝強化

東京都 株式会社ＭＡＮＩＳＰＩＮ 2010001209166 受託営業用デモアプリの開発とＶＲストア公開コンテンツの開発

東京都 株式会社ＭＫＩ 9010601048734 テイクアウトでも美味しく食べれる「炭火焼鶏」メニュー開発事業

東京都 株式会社アレース・ファミリーオフィス 4011301015566 相続・終活セミナー開催で当社経営理念を普及させ販路開拓を行う

東京都 ＡＫＬ　あから　カレーなる酒場 － パン工房とコラボしたＡＫＬオリジナルカレーパン開発と販路開拓

東京都 キララＧ２ － 新規顧客獲得の為の既在サイトの一新

東京都 吉口総合法律事務所 － 区報を利用した相続業務の販路開拓

東京都 株式会社ＦｒｏｍＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 6010501044687 面白さ満載のウェブサイトとランディングページで新規顧客を獲得

東京都 株式会社松島清光堂 7010001029312 名刺受注システムの導入による内製化

東京都 愛犬クラブアレナトーレ － 愛犬の介護に対する予防と準備の為のサービス提供

東京都 ここくらふと － ５Ｇ時代の動画ＰＲによる新規顧客開拓　プロジェクト

東京都 有限会社アーリーバード 5012302008715 ブライダル業界の質の高い人材の雇用開拓と清掃事業への新規展開

東京都 ＭＯＲＩＢＡＫＥＲＹ － インターネットを使った商品開発・新規顧客開拓・販売効率向上

東京都
フィールド・マーケティング・ジャパン株式
会社

2011001065483 地元埼玉で障がい者受入れ施設を増やすための販路拡大事業

東京都 有料自習室ＫＯＴＯ － ２４時間営業有料自習室の３密対策と広告宣伝による新規客獲得

東京都 株式会社ホーショー 2013101007943 ＩＴを活用し発信する若さと技術で造り上げる安全輸送事業

東京都 アップシフト合同会社 3010103000959 コンサルティング事業の拡大と新規受注促進のための販路拡大施策

東京都 特定非営利活動法人ハロハロ 9011205001831 オンラインでのＰＲ強化と業務効率化による販売促進

東京都 ＴｈｅＴｅａＣｏｍｐａｎｙ株式会社 3011001112409 炭酸ガス充填による長期保存を実現した茶飲料の製造及び販売促進

東京都 ゆらしインターナショナル株式会社 7010401125818 ゆらし療法の技術・集客の無料サポートで業界の発展に資する！

東京都 ＩＬｓｏｌｅ － エステサロンの新規開拓と新たなマーケット開拓のためのＥＣ事業
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東京都 株式会社グローバル教育出版 7010001082047 ホームページリニューアルとＷｅｂ新コンテンツ頁立上げ

東京都 ＤＥＮ－ＷＯＲＫＳ － 顧客対応へＬＩＮＥを活用し文章作成・返信時間短縮で売上向上

東京都 フレスコ株式会社 6200001008818 ＢｔｏＣ小売通販「グースカ（ＧＯＯＳＣＡ）」のモール展開事業

東京都 ヘアーサロンしのだ － シャンプー台リニューアルによる新メニューの提供、販路開拓

東京都 りらく整体あおば － ホームページの新規作成と看板設置による新規顧客獲得の取り組み

東京都 合同会社アスプレシア 9011703002488 社会復帰を望む専業主婦のためのネイルスクール事業

東京都 十々 － 「野菜ソムリエの作るお好み焼」をホームページの活用で世界に発信！

東京都 株式会社ほそい住宅ＦＰ 2012401020672 ファイナンシャルプランニングで考える空き家の賃貸活用の促進

東京都 ＨＯＵＳＥ　ＢＬＥＮＤ － Ｗｅｂサイト制作・サイト運営支援のサービスサイト開発と販路拡大

東京都 合同会社ｇｉｆｔ 8012303001229 障がい児保護者へ直接ＰＲ！ホームページ開設による依頼増計画

東京都 株式会社ロジック 2011001132473 コールセンターの未来を創る業務改善コンサルティング事業

東京都 ｏａｓｉｓ　ｄｅｓｉｇｎ － 広告制作者向けオンライン動画教材の開発

東京都 ３６０度株式会社 6010401151451 カスタマイズチョコレートのオンライン販売事業

東京都 株式会社Ｐｅａｋ　Ｓｔａｔｅ 8010501039025 ｗｅｂ広告による販路開拓と仕入先開拓のための海外展示会参加

東京都 株式会社ウィンゲート － ＫＩＮＴＯＮＥを使用した登録トレーナーの管理システム

東京都 株式会社ＩＰ－ＲｏＢｏ 9010401137340 結合商標判定機能の開発・販路開拓

東京都 株式会社ＭＩＨＡＲＵ 4011001131829 高齢者向けコンシェルジュ・親孝行代行サービスの新規顧客獲得

東京都 ＲＵＴＴ－ＳＨＯＥＳ － 浅草の靴職人が１足ずつハンドメイドで製靴するカスタムオーダー

東京都 ミナモフーズ・ジャパン株式会社 2021001063404 予約業務アウトソーシング　―宿泊施設の生産性向上の特効薬―

東京都 株式会社リブラ出版 2010001121305 「広告専門誌」の積極営業展開による定期購読獲得販路拡大大事業

東京都 ｃｌｅａｎ　ｎｅｘｔ － ホテル清掃の問題解決法を広く知っていただくＰＲと顧客開拓事業

東京都 合同会社ゼクストワークス 1010003017064 ガーメントプリンタの導入による新規開拓と生産性の向上

東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ８１ 6010001205905 店舗改装、ウエブサイト広告費　販路開拓

東京都 株式会社晴レノ日スタヂオ 4011601019011 『職人圖鑑』関連事業の強化に伴う販路開拓

東京都 株式会社プラス・ワン 4010901021156 新規事業推進に伴うＰＲ用ＷＥＢ及びチラシ制作事業

東京都 合同会社桑原商事サービスパートナーズ 9010403017169 需要が拡大する越境ＥＣ物販事業の新規参入による売上利益増加

東京都 フードコーディネーター　鈴木くみ子 － Ｋｉｔｃｈｅｎ　ｓａｌｏｎ　９３５

東京都 ＭＹＯＢ －
各地でＰＯＰ　ＵＰ　ＳＴＯＲＥ（サスティナブルをテーマとしたＰＲを兼ねた全国
ツア

東京都 こめひろ － 自動機器洗浄器の導入による生産性の向上と売上の増加

東京都 小澤映理子税理士事務所 － 女性の更なる社会進出サポートのための販路開拓

東京都 ＲＹＯＰＯＮ株式会社 7010001207140 製造業を高収益化するノウハウの普及による顧客の新規獲得

東京都 日本工芸株式会社 1011101079095 ＥＣサイト「日本工芸堂」での広告強化／ＨＰ内容刷新

東京都 東京西サトー製品販売株式会社 8012801001127 インターネット広告を活用した、新規ターゲットの囲い込み

東京都 合同会社重太郎工房 5012303000687
魅力ある木製ベンチのラインアップを充実させ広く販売する。木製ベンチのラ
インアップ

東京都 ＳＯＤＡ株式会社 2010101009813 「タスクル」広報活動による認知度アップと地域密着の確立

東京都 ＳＦＯＮＤＯ － 差がつくビジュアルを必要とするプロ向けスタイリングの提供
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東京都 有限会社ブリス 9010002047674 福利厚生の中での写真撮影の広告＆ＳＥＯの対策

東京都 イーアス不動産株式会社 7010001150712 リスティング広告、看板作成

東京都 ゴサール株式会社 2013201018320 業界初！キャンピングカー旅専門フリーペーパー誌発行

東京都 有光税務会計事務所 － 公認会計士のマネーリテラシーを高めるオンライン動画セミナー

東京都 Ｒｅｆ　Ｊａｐａｎ合同会社 5010703003707 水パーマ・電気バリブラシの調査・販路開拓

東京都 Ｌｙｃｏｎ　Ｊａｐａｎ株式会社 6011001116497 新規顧客獲得のための販路開拓と売上拡大

東京都
特定非営利活動法人目と心の健康相談
室

5012305001709 無料相談会と講演会

東京都 アナバトス － オンラインによるパソコン教室等をＰＲし新規顧客を獲得する

東京都 株式会社Ｃａｔｅｋｙｏ 8010401151854 ＣｔｏＣ双方向複数オンライン教育のための販路開拓

東京都 有限会社トータルプラン・アキタ 9010602022440 販路開拓のためのクロスメンテナンス事業の立ち上げ

東京都 ａｉｌｉ合同会社 1012403003585 デモに用いる画像認識ＡＩプログラム試作品開発による販路開拓

東京都 株式会社Ｂ＆Ｗ 9011001122229 ＤＭによるクラウド型電子カルテサービスの営業効率化

東京都 株式会社スマートノート 8011201018046 ブランドと商品の国内外への認知拡大と海外販路開拓事業

東京都 焼鳥ＭＯＺＵ － 換気工事による店内環境の改善

東京都 オフィスＫ － ＨＰ制作及び広告出稿による入居者募集強化

東京都 株式会社神山聴景事務所 6010001205475 「聴景デザイン」の積極的マーケティング活動による売上拡大

東京都 株式会社フェアプレイ 7010901015386 サッカー初心者（保護者）をターゲットとした販路開拓

東京都 株式会社Ｂｏｔｉｆｙ 5010401143846 リモート経理サービス

東京都 オーズテック合同会社 6011503004142 コロナ禍受験対策の見直し需要に備えた新規販路開拓

東京都 株式会社ラディアス 6010501031999 国内販路再開拓事業

東京都 株式会社シエンアート 8011201015027 ペット写真撮影の提供による新規顧客獲得と認知度向上

東京都 株式会社ジーエルシー 9010401122961 （Ａｆｔｅｒコロナ）ＢＯＰＩＳクラウドによる顧客獲得

東京都 コーテック株式会社 8010001119104 リモートコミュニケーションサークルプロジェクトＲＣＣ

東京都 ＧａｚｅｌｌｅＣａｐｉｔａｌ株式会社 1010901043970 製造業・建設・医療等レガシー産業に参入するＩＴベンチャー支援

東京都 株式会社サイ 9011201010860 スタジオ利用者増に向けた設備投資と広報宣伝

東京都 ご縁の窓口 － オンライン婚活対応（面談・お見合い）による顧客範囲の拡充

東京都 株式会社日経通信社 7010001101657 ＷＥＢサイト刷新で既存・新規顧客へのアピールからの受注獲得

東京都 株式会社Ｐｉｏｎｅｅｒｗｏｒｋ 8010501044958 地域のアウトドガイドとの体験＆長期宿泊の旅行商品の直販ＥＣ

東京都 Ｃｏ－Ｇｒｏｗｔｈ株式会社 9010001143111 クラウドサービス『リフレクトル』の販路拡大に向けた取り組み

東京都 株式会社アットチュード 7011101069140 ５Ｇ規格立体音響制作サービス提供による販路開拓

東京都 株式会社イチミ 3011001129857 自社ホームページ立ち上げと販路開拓

東京都 株式会社タイタンコミュニケーションズ 4011501015309 ミラロボ・ミラロボマネージャーのブランド力向上と販路開拓

東京都 柴野行政書士社労士事務所 － 販路拡大のため府中広報及びウェブサイトなどの広告活用事業

東京都 株式会社Ｖコンサル 8010001111886 建設業始め他中小企業向サロン来店＆ＷＥＢ活用コンサルティング

東京都 株式会社ＥＩＧＨＴ　ＷＡＶＥ 8010901030624 ステイホーム時代、外国人需要に対応した業態変革

東京都 ミニケストラ株式会社 5010701033656 ＳＮＳ及び自社メディアを中心としたライブおよび音源配信事業
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東京都 Ｃｈｉｃｏｌａｔｔｅ － 認知度向上と新たな販路開拓から売上増加と福祉作業所での雇用維持。

東京都 めぐみ指圧治療室 － ＷＥＢの拡充により新メニュー販路開拓も含め多言語で展開

東京都 蓬莱屋支店 － 飲食事業の併設と店舗改装や設備の導入

東京都 株式会社Ｅｉｇｈｔ　Ｌａｂ 6010001206424 社内滞在時間を有効に活用し、「楽なカラダ」を手に入れよう

東京都 ｄ．ｉ．ｂ － コロナ太りを吹き飛ばせ！自宅で簡単ダイエット推進ＰＪ

東京都 株式会社ＳＵＲＰＥＸ 7011801036092 新メニュー導入による新規顧客獲得と客単価向上・コロナ対策

東京都 株式会社フィールド・ワン 5010901022509 解体建設事業の認知拡大と新規顧客獲得

東京都 株式会社ＷｏｏｄＢｏｄｙ 2011801034844 施術スタッフ雇用による顧客満足度の向上と客数、客単価の向上の実現

東京都 株式会社日本エンジニアリングサービス 2010001190903 包装資材の新規市場開拓Ｗｅｂマーケティング事業

東京都 株式会社工芸社 3011801007527
ＪＡＰＡＮ　ＣＯＬＯＲ認証取得し印刷技術標準化を推進し環境に優しい印刷に
取組み

東京都 株式会社クラシコ 1011801032741 自社商材の販売増加、リピーター育成の為の自社ショップ開設

東京都 Ｇｒａｎｄｅａｌｂｅｒｏ － 完全非対面で安心して学べる販促支援コンサルティングＰＲ強化

東京都 Ｓａｃｈｉ～祥～ － マンツーマンでのフルート演奏指導をアピーるするＨＰの作成

東京都 ＳｅｎｓｅｏｆＷｏｎｄｅｒ － 『妖怪ピーク』オリジナルレターセット制作・販路開拓ツール制作

東京都 鏡味味千代 － 海外顧客に向けた太神楽曲芸の紹介映像制作

東京都 土田工務店 － リフォーム業強化による顧客獲得のためのホームページを作成

東京都 サンマテリアル株式会社 5011801037373 ・販促物制作、グーグル広告展開、代理店獲得・契約

東京都 株式会社Ａｖａｎｃｉｅｒ　Ｎｏｕｖｅｌｌｅ　Ｖａｇｕｅ 2011801035974 和める蕎麦屋のホームページ作成と広告宣伝による新規顧客開拓

東京都 いずみ社会福祉士事務所 － 成年後見制度に関する支援事業の広告宣伝

東京都 有限会社建築のスマイルサービス 6011802022885 既存理美容室に向けてのダイレクトメール配布

東京都 株式会社ステップ販売 8010501035123 インターネットショップのリニューアルと、ネットショップの広告

東京都 株式会社ＬＩＢＲＡ 1011801034787 Ｓｉｉｒｉ　ＭＹ　ＡＬＬ　ＩＮ　ＯＮＥ　ＧＥＬの販路開拓

東京都 稲田クリーニング － 制服の橋渡しで地域貢献！「おさがり」文化で生まれる笑顔

東京都 株式会社常進パートナーズ 3011801032293 インターネットを通じた非対面型セミナー・動画販売事業の展開

東京都 株式会社シネマチック 6011801023109 「ゲストのスマホ写真をもらっちゃおう」企画

東京都 クリエイド・ラーニング株式会社 5011801034924 電子書籍教材の開発と販促システムの構築

東京都 有限会社アトリエ・エイト 9011802001044 インテリア＆ステーショナリージュエリーの製品開発と販路開拓

東京都 株式会社希リフォーム 4011801029999
自社のホームページを作成し、当社の企業情報、サービス概要の公開と宣伝
する。求人募

東京都 株式会社富士産業 8011801004156 オリジナルブランド「ＦＵＪＩＫＩＮＫＯ」の販路開拓とブランドの宣伝活動を行う

東京都 ＷＯＭＡＮ　ＬＥＡＰ － Ｗｅｂページ・Ｗｅｂ広告などを活用した新サービスの販路開拓策

東京都 株式会社エヴォリューション 6011801018059 Ｗｅｂプロモーション等による新規取引先開拓を通じた地域経済の再建支援

東京都 まんなか － 児童発達サービスをＨＰでＰＲすることによる新規顧客開拓事業

東京都 坂井昌司プロレッスン － ウエブサイト再構築とＳＥＯ対策、専門家によるＩＴコンサルティング

東京都 株式会社ＳＯＦコンサルティング 3011801036658 ＨＰ開設による顧問契約の販路拡大

東京都 ＦＩＴＮＥＳＳＣＬＵＢＧＵＡＲＷＡＹ － 店舗改装による安心安全なフィットネス空間の提供事業

東京都 ＩｃｉＪａｐｏｎ株式会社 1011801029960 外国人向けの書道作品作成サービス新開発「Ｙｏｕの名は。」
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東京都 プメハナ鍼灸整骨院 － 子宝不妊鍼灸・整体

東京都 株式会社眞友 7011801031548 ＳＮＳ広告の活用でオンラインリフォーム相談サービスを周知する事業

東京都 株式会社ヨアン 1011801018798 新規顧客獲得のためのＷｅｂコンテンツマーケティングの実施

東京都
特定非営利活動法人グリーフケア支援協
会

3010005021252 新規販路拡大、新規宗教法人との提携による高齢者の終活支援事業

東京都 雑貨タルト － 自家製パン、スイーツケーキ類のテイクアウトによる販路拡大

東京都 ツーリンクスジャパン株式会社 2011701021686 台湾とフィリピンにて新規チャネルの開発と新規顧客の獲得

東京都 Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｗｏｒｋｓ － 「宮本溶接塾」の発信力強化と顧客獲得経路の拡大

東京都 Ｐｏｌａｒｉｓ － 効果的なＳＮＳ活用による収益拡大新規事業の圧倒的認知と顧客獲得！

東京都 できる子ども育成塾 － ポスティング・ＤＭで集客拡大

東京都 シークレットハンド小岩店 － 改装・新メニュー開発による地域密着型個室サロンへリニューアル。

東京都 行政書士だるま綜合事務所 － 自己のアピールと販路拡大のためのＷＥＢ構築

東京都 株式会社アン・フォンド・ソレイユ 6011701020940 新規製造機器導入による働き方改革と商品開発

東京都 サムライアシスト合同会社 1011703002462 相続・不動産専門コンサルティングとしての認知度向上・販路拡大

東京都 ＢｌａｎｃｍｏｅＢａｌｌｅｔ － ○知名度向上に資するＰＲ活動強化　および　管理業務の効率化

東京都 有限会社川人 8011702003133 通り客足止めと商品保護を目的とした庇設置による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＵＳＤ 4011701010729 電力融通市場の見える化と体験をするためのジオラマ作成

東京都 オフィスＲａｎ － リピーターを増やす接客術・接客コンサルタント養成講座の広報

東京都 株式会社牛龍 6011701022920 セントラルキッチンでのお肉の小売り販売による販路開拓

東京都 株式会社アーキスト 6011701021294 事務所移転に伴う店舗看板・インテリア設置による販売促進

東京都 スタイルココ － ウェブ広告を活用した新規顧客の獲得

東京都 株式会社オートランド東京 2011701011233 インターネット広告を活用したサービスの売上げ拡大

東京都 株式会社コンシード 4011701018516 ミッドシニア向け学び・交流の場「大人学びＬａｂｏ」の開設

東京都 トップワンジャパン － 最新ミシンの導入により、生産性向上

東京都 株式会社ＪＰＡＺ東京 4011701023144 「Ｆｒｉｅｄ　Ｒｅｖ．」販売促進の為の機能強化の産学共同研究

東京都 ヘアサロンうじいえ － 地元の在宅介護者向け　癒しを届ける訪問理容事業

東京都 ヒコシンラボ合同会社 7011703002333 新規販路拡大を目的としたホームページ制作。

東京都 株式会社プラスタスパートナーズ 9011701022777 １０分研修ガイドブックとｗｅｂによる研修デモで金融機関を開拓

東京都 株式会社大八商會 9011701012803 「放置自動車撤去におけるオンリーワン計画」

東京都 合同会社ガイアジャパン 6010003016771 新型コロナウイルス対応の為のＩＴ広告による売上げ増加

東京都 ニッチな飲食店のマーケティング企画室 － 小規模飲食店向けに撮影、制作、コンサルを行う連動事業

東京都 合同会社ＦＩＲＳＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＧＲＯＵＰ 7011703000551 女性起業家経営者向け資金調達支援マッチングサイト運営

東京都 株式会社オーシャンズ 1011701020490 顧客情報の蓄積・整備、チラシ・パンフレットを活用した営業

東京都 株式会社スエスポーツ 4011401013354 『スエスポーツの強みを伝える看板設置で集客・店舗売上アップ』

東京都 エムアンドエス株式会社 8011401021460 「空家管理業務」

東京都
訪問鍼灸マッサージＫＥｉＲＯＷ板橋前野
町ステーション

－ 自宅で受ける訪問鍼灸マッサージとエントレの周知と新規顧客拡大

東京都 株式会社ＮＯＮＳＵＣＨ 3011401020673
グラウラー（ビール用水筒）によるビール量り売りのテイクアウト及びデリバ
リー
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東京都 Ａｎｃｈｅ　Ｖｉｎｏ（アンケヴィーノ） － 飲食の場開設による販路開拓と更なるＳＤＧｓ取り組み強化

東京都 有限会社オフィス後藤 4011402016926 ホームページ作成で売上・集客アップを目指す

東京都 ＩＣＳ行政書士法人 1011405001630 広告と業務の「多言語化」による受任案件増加策

東京都 Ｓｕｎｄａｙ　Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ － 知育、教育用の文字型クライミングホールド及び関連ツールの開発

東京都 株式会社ｃｈｉｂｉｔｏ 4011601021413 自社倉庫の改装による開発・販売の戦略拠点化

東京都 岡本紀子税理士事務所 － クラウドシステムと直接法ＣＦＳの提供による新規顧問契約の獲得

東京都 ＥＣＯアース株式会社 4011501011308 小さなペット専門のセレモニー　キャットＰａＰａ＆ペットＰａＰａ

東京都 株式会社テンペストフーズ 6020001092509 テンペストと発芽食品を活用した新商品の開発および販路開拓

東京都 株式会社Ｎｏｍｅａｒｏｄ 9011601020303 ボッチャ用具販売促進、全国の協会を販売代理店にする計画

東京都 セレナプロパティーズ株式会社 5010901035964 ＨＰ、印刷物を活用した体験型宿泊施設ＰＲによる売上拡大

東京都 有限会社ＨＫ 1011602022454 オーダーメイドの高付加価値施術の開発・販路開拓

東京都 うたや － テイクアウト事業の充実化と営業実態に即した宣伝

東京都 株式会社ＫＹＳフードサービス 9011601018025 ランチ営業およびテイクアウト営業の認知向上による売上拡大事業

東京都 株式会社ウエイク 8011601023926 中高年のためのスマホ・タブレット個別講座

東京都 株式会社ａｋｕｂｉ 8010401092628 ・販路開拓ＰＲキャンペーン

東京都 株式会社ＳＦＩｎｆｏＣａｐ 2011601021885 地元小学生向け夕食の提供と異文化勉強による民泊とカフェの活用

東京都 佐藤一義税理士事務所 － 資金調達・財務コンサルティング事業とホームページの再構築

東京都 伊藤　晋太郎 － コロナウイルスによるリモート化に伴う、事業の体制立て直しコンサルティング

東京都 浅田　崇人 － ＥＣサイトでアパレル商品の販売拡大

東京都 川崎鳥匠合同会社 4010603005630 Ｙａｈｏｏ！ショッピングにおけるＥＣサイトの構築

東京都 Ｏｓｔｅｒｉａ　ｃｈｉｖｏ － 近隣住民への周知とそれによる集客増に対応するためのキッチンの改装

東京都 アーキペラゴアーキテクツスタジオ － ホ－ムペ－ジの整備・名刺の刷新による販促体制の構築

東京都 株式会社トック企画 2040001027094 ＷＥＢからの動画制作の受注サービスを開始して販路開拓

東京都 Ｒｉａｈ － 店舗入り口改装で認知度アップ＆多目的コラボで集客

東京都 株式会社デューズ 4010601037799 レトルト商品の開発と販売

東京都 株式会社ハヤテック 6010601025372 ホームページ制作と会社案内パンフレット更新による営業強化で事業再建

東京都 株式会社スカイクルートラベル 8011401016907 オンライン予約決済完結システムの導入

東京都 株式会社イグシス 8010601049865 「デジタル穀物品種大図鑑【米版】」販売売上向上

東京都 木場公園南整体院 － 認知拡大とメニュー内容の充実で新規顧客の獲得

東京都 有限会社ピコフードサービス 4010602029011 デカフェコーヒーの販路開拓と電動シーラー導入による業務効率化

東京都 株式会社ＦＯＯＤ　ＶＯＩＣＥ 7010601048430 「うちでつくろう　チーズづくりキット」の商品開発と広報活動

東京都 ＨＩＤＥ　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＥＡＮＳ　ＳＴＯＲＥ － 商品陳列棚及びグラインダーのリニューアルによる販売強化

東京都 紳栄建設株式会社 7010601036914 ＩＴ活用による営業活動への業務時間の再配分

東京都 合同会社ＩＴソリューションシステムズ 7010603006857 中小零細企業のセキュリティに対する意識改革

東京都 みんなのパン － 新商品「冷凍パン生地」の認知度向上・販売促進

東京都 株式会社マリス　ｃｒｅａｔｉｖｅ　ｄｅｓｉｇｎ 4010601053508 視覚障害者向け歩行補助装置の信号機検出機能の開発の促進。
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東京都 合同会社Ｍｒ．Ｓｕｇａｒ 7010603008218 拡張移転後の売上アップに繋げる為の広告宣伝活動

東京都 株式会社かわむら食品 2010601056561 ＥＣサイト作成によりいつでもどこでも自慢の惣菜を日本中に！

東京都 Ｌｉｎｅｍｉ － 「やきもの」の新しい魅力をジュエリーにのせて世界へ

東京都 株式会社ファーブル 6010601055510 合同展での販路開拓、ウェブとメディアで知名度向上

東京都 ＫＯＪＩＭＡｆｏｒＢｅａｕｔｙ － ＨＰの更新及びＳＥＯ対策により新規顧客の獲得を目指す

東京都 株式会社Ｙｉｎｎａ 9010501044271 お茶のある人生に「茶引・ＣＨＡＩＮＮ」デリバリーライフスタイルの開始＆開拓

東京都 株式会社トータル・ケア・クリエイト 2010601051728 チラシによる新規顧客開拓

東京都 材木加工業ニチナン株式会社 5010601020993 ホームページやＳＮＳを活用した自社宣伝拡張による販路開拓

東京都 イタル・マエダ・デザイン株式会社 9010601034296 弊社の店舗デザイン業務の紹介と活動内容の告知を目的とした事業

東京都 有限会社佐久間製作所 2010602010971 ホームページを活用した直接受注の推進と契約体制の整備

東京都 ＨＹＰＥＲＡＴＺＳＨＩ’ｓＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨＹ － 「フォトグラファー　ＡＴＺＳＨＩ　ＨＩＲＡＴＺＫＡ」の新規案件受注

東京都 株式会社パワーマグネット 7010502017591 ＦＣ化に向けたスクールの動きと雰囲気が伝わるＰＲ動画の作成

東京都 株式会社ドリーム・キャンバス 1010001078505 介護・福祉施設向けレクリエーション用品通販事業

東京都 株式会社アイエスゲート 8010601030874 医療支援システムｅ－検査ナビの遠隔営業モデルの構築・販路開拓

東京都 指圧鍼灸森の治療院 － 安心できる治療院への展開と積極的集客のための事業計画

東京都 美容室Ｏｌｉｖｅ － 髪質改善メニューの販路開拓・育毛メニューの導入と販路開拓

東京都 株式会社イルマックス 2010601040482 新ユニホーム商品の販売促進に向けたＨＰ制作

東京都 有限会社モルトベ－ネ 6011702015361 新規取引先の開拓及び一般消費者による物作りサポ－ト

東京都 株式会社光産業 2011801030240 ＷＥＢサイト更新による、見積リードタイムの短縮化と販路開拓

東京都 ｋｏｔｏｃｈｉ－ｎｏ － ＥＣサイト販売強化を目指した量産化体制の整備

東京都 共和加工有限会社 7010602010273 刺繍工程内製化による販促力と競争力の強化

東京都 株式会社丸金 1010601028768 ＨＰオウンドメディア化による地方営業効率化と販路開拓

東京都 株式会社Ｈｉｔ 3010601056305 「楽天」開設による鎌倉野菜セット、鮮魚ＢＯＸの販路開拓

東京都 飯田コンサルティングオフィス － 「電気」「熱」に着目した小規模事業者の経営改善支援

東京都 代々木公園伊藤整体整骨院 － ＨＰ．ＳＮＳを使った販路開拓と美容への導入

東京都 合同会社潤一 6011003010616 Ｒ－１ぐらんぷり王者芸人監修！オリジナルキャンプグッズ製作

東京都 株式会社ライトワンネスオフィス 5011001072007 全国対応のオンライン講座の実施することの宣伝

東京都
特許業務法人アイリンク国際特許商標事
務所

8020005012758 「知的財産戦略認知による顧客集客のためのＷｅｂサイト改善事業」

東京都 株式会社アントレサポート 8011001035968 シェアハウスのコンセプトバリューアップで売上増安定収益化事業

東京都 株式会社デルタスタジオ 9010401070599 ホームページ更新・雑誌広告の掲載によるプロモーション強化

東京都 株式会社椎茸祭 7010901041151 椎茸出汁の新商品のプロモーション素材作成

東京都 株式会社Ｃｒｅａｔｉｎｇ　Ｂｒｉｄｇｅ 4011001133098 ホームページによる企業認知とランディングページによる顧客開拓

東京都 株式会社ＡＬＩＣＥ 8011001113245 ＨｅｌｌｏＤｅｌｉの来店率の向上

東京都 プレブリック － オーダーメイドに特化したレザージャケット及び革製品の開発

東京都 合同会社ロケットパンチ 4010703002370 長期滞在ニーズ獲得を目的としたウェブサイトの大規模改修

東京都 株式会社ＲａｎｇｅＡｒｒａｎｇｅ 9011001129281 日本初のソマスティックサロンの顧客満足及びリピート率向上事業
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東京都 株式会社Ｖｉｓｅａ 1010401135517 新たな美容機器の販売促進に向けたＷＥＢ・ＳＮＳ広告を実施

東京都 株式会社Ｙａｋｕｄｏ 3011001129650 スポーツを楽しむ個人と商品・サービス提供者をつなぐアプリ事業

東京都 ＳＨＡＮＲＩ株式会社 8011001129398
病院・クリニック等の医療機関で使用されている電子カルテへの「ＡＩ音声入力
サービス

東京都 有限会社プライスレス 8011202007857 宣伝、周知活動による売上向上とネット通販の利便性を高める

東京都 株式会社ホンモノジャパン 7010401125719 ＥＣサイト構築による新たな販路開拓支援事業

東京都 ビューティジャパン株式会社 4011101076032 ホームページ制作とチラシ配布による顧客満足度向上と販路開拓

東京都 まにわ整骨院 － 体内環境を可視化する超音波診断機導入とダイエットメニュー展開

東京都 株式会社Ｓａｉ 8010401115859 新メニューと新規テイクアウト事業の販売促進施策

東京都 カメラ本舗 －
カメラ買取本舗「老若男女誰でも使いやすいカメラの買取りリサイクルサービ
スによる、

東京都 合同会社オフィスＷＡＴＡ 7011203002965 安全性を重視したプロジェクト型リモートワークの普及促進

東京都 髙井・村山法律事務所 － 法律事務所の法人顧客を増やすためのウェブ・マーケティング構築

東京都 株式会社サイラ 3011201015502 当社取扱商品のインターネット経由での認知度拡大・販路拡大事業

東京都 つけめんラスト・ボス － 『麻婆麺』お試しキャンペーン

東京都 有限会社ヴァニラ・チェアー 6011302011505 ホームページの改良、新商品開発、カタログちらし制作、送付

東京都 株式会社ｅｔｗａｓＮｅｕｅｓ 4011301025920 発達障害児に対するオーダーメイド加工食品の販路開拓

東京都 赤坂整骨院西荻はりマッサージ治療院 － 新たな患者層集客のための、ホームページ、看板、チラシ広告、作成事業

東京都 株式会社サイハテ・パートナーズ 3011301024766 治療家向け求人広告メディア事業

東京都 ＡＤＯＬＵＶＬＥ － 世界を見たデザイナーによる自社ブランドの拡大事業

東京都 和らぎ鍼灸院整骨院 － 周辺地域での認知度と、新メニューの周知を上げる広告戦略。

東京都 合同会社Ｒｅｂｅｌｌｉｏｎ 9011303002608 当店ならではのインパクトのある動画の配信で効果的な宣伝・集客

東京都 有限会社フォーユー 8011302012261 ３密対策　高機能換気設備の設置（環境省推奨）

東京都 株式会社オアシス 2011301001254 ＦＣ脱退して独立展開するための店舗ブランド構築と新事業開発

東京都 株式会社ＤｏｗｎｔｏＥａｒｔｈ 5013101007949 サービスの価値を伝え、転換率を向上させるパンフレット制作事業

東京都 有限会社小張精米店 6011302003741 「米ぬか温熱・冷感パッド」と「米ぬかクッキー」の販路開拓

東京都 有限会社ＭＩＮＦＡＰＬＡＮ 6011302015282 ホームページの変更。現在の活動内容を明確に伝えものとする。

東京都 健康コンサルティングｅＨｅａｌｔｈｙ － 「正常分子栄養学」を用いた個別栄養指導の販路拡大事業

東京都 タイ古式マッサージ　グリセラ － コロナ禍における宣伝と長期的な新規顧客獲得へのシフトチェンジ

東京都 アクアマッサージ院 － 整体業を広めるための販路開拓事業

東京都 装和麗 － 完全オンラインレッスン（着付け、メイク、着物の知識等）

東京都 サンドボックス株式会社 2013301045454 センサー付運動機器と連動したデジタルサイネージ事業の販路開拓

東京都 株式会社カミムネ 2020001125908 人材教育周知プロジェクト～人材発掘・教育・営業の一元化～

東京都 ファミリーイン西向 － 多言語化ＷＥＢサイトの導入による欧米ＰＲ強化と予約促進

東京都 ハイラブル株式会社 2011601021340 話し合い見える化事業拡大ための広報活動による販路開拓

東京都 パブファンタジー金太郎 － 外国人が安心した時間を過ごし交流出来る「場」の提供のＰＲ事業

東京都 株式会社リードシステム 3013301028037
スマートフォン、タブレットを利用した新セキュリティ、遠隔監視操作システム
の販路拡

東京都 株式会社ビナコーポレーション 9013301013363 厨房改装による中食産業進出への土台（効率・衛生面の強化）作り
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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 合同会社ＬＥＰＳＹ 5010403014392 グッドバランス研究所が自粛で弱った体をサポート

東京都 たんぽ整骨院 － 整体・美容業務の院ＰＲ事業

東京都 株式会社サン・アド 7013301015782 信頼性向上を目的とした自社ホームページ・パンフレットの作成

東京都 ＰｒｉｖａｔｅＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＩｎｓｏｌａｎｃｅ － 「メイクレッスン事業からの身体全体の健康と美のプロデュース」

東京都 ＩＮＤＩＢＡｓａｌｏｎＳｈｉｎｅ － 元看護師が高周波機器を使って取組む健康美容サロンの新たな集客

東京都 ＳｔａｒｌｉｇｈｔＧｒｏｕｐ株式会社 3013301040652 グローバル人材を確保したい多国籍企業向け人材紹介事業

東京都 スクウェア・エー株式会社 4013301044900 自社契約欧米ブランド卸・小売販売事業

東京都 株式会社ワイズシー 9013301044433 自社ＨＰのＳＥＯ対策および不動産情報サービスのデータ収集・構築業務

東京都 ゴングウェル・サービス株式会社 4011101058402 翻訳ビジネスに新しい風を！「多言語ＷＥＢサイト制作」による市場開拓

東京都 フラットコレクション － 卸売と三大ＥＣモール・自社ネットショップのマルチチャネル販売

東京都 有限会社リバティートレーディング 5011602022442 「シャングリ・ラ　シリーズ」の重点的ＰＲ実施による販路開拓

東京都 焼鳥酒場鶏のから騒ぎ － テイクアウト販売・販促チラシ作成・新商品開発

東京都 株式会社クリエイティブパル 1011401021590 韓流ライターが取材執筆する「韓国ファン専門の自分史」事業

東京都 花糸撫子 － 健康な子供の未来を守っていくための妊活サポート導入

東京都 杉山経営労務管理事務所 － 【事業名】アフターコロナの顧客対応Ｉ　Ｔ化で小規模同業者を救う！

東京都 株式会社古谷野工務店 7011401002321 顧客候補が持つイメージギャップ解消の為の打合せスペースの整備

東京都 株式会社東果堂 1010901045918 オリジナルフルーツサンドセットの開発・販路開拓

東京都 株式会社ｍｉＣｏ． 7010901026516 建築デザインの認知度・信頼性等の向上による新規顧客の獲得

東京都 ａｒｍｉ － 自社オンライン強化に伴う売上アップと新商品オンライン受注会の構築

東京都 フリーランスカメラマン － 新規クライアント獲得に向けた営業ツールの強化

東京都 株式会社クニナカ 3010901003378 体験型のショールームによる集客と成約率ＵＰへの取り組み

東京都 ＲＩＫＡ　ＴＡＮＡＫＡ － ヘアメイクアップによる肌を健康にする化粧品の試作品開発

東京都 株式会社ＡＣＴａｒｉｓｅ 8010901044310 下請けから元請けへ、店舗内装業の販路開拓強化事業

東京都 セルフ・スタイル株式会社 6120901036240 集客＆ブランド力を強化するホームページとブログの全面改訂

東京都 クリーニングサニー － クリーニング事業の広域集客新規立ち上げアイロンプレス事業

東京都 株式会社Ｍｏｆｆｌｙ 7010401132616 ライブコマースサービスの販路拡大及び営業活動の非対面化

東京都 有限会社ディーエスエスアール 4011002025534 ＥＣ販売管理システムの認知ｗｅｂ広告費用

東京都 ボイシーズアカデミー株式会社 7011001119978 オンラインレッスンでボイストレーニングを実施するための設備の充実。

東京都 株式会社グローバルプロモーション 1011001112906 インターネットを活用した非対面型自社タレント出演

東京都 ユニロボット株式会社 5011301020664 法人向けロボット事業等の販路開拓

東京都 合同会社ユウボク 7011003009376 ノマドワーカーの働き方を改善するポーチブランドＷＥＢ拡充展開

東京都 合同会社ＴｉＳＥｇ 5011003008405 乳幼児向けリトミック、リトミック＆発達支援プログラムの拡販

東京都 合同会社アクララール 7011003006043 効果的なホームページや広告ページの刷新による集客の自動化

東京都 有限会社魚竹 4011002021608 ＳＮＳを利用したテイクアウト・デリバリー宣伝

東京都 合同会社Ｍｉｌｋｙｗａｙｓ 7011003007875 人材紹介サービス『ＭＢＡ　ＪＯＢｓ』のＷＥＢマーケティング強化

東京都 株式会社代々木設備 6011001128055
販路拡大、営業体制の拡充、全国拠点の設置により、販売拡大を図り、業界
シェアを勝ち
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社エイアンドピープル 1011001033953 【プレイン・イングリッシュ翻訳者養成講座のコンテンツ制作】

東京都 株式会社Ｕ．Ｓ 1011001122392 ブランディング会社の自社ブランド構築に向けたメディア立ち上げ

東京都 株式会社ボンサマ 9010401107806 自社製品「Ｅ－ｓｔｕｄｉｏ」をＰＲする為のホームページ制作

東京都 スパイスベベ － 帯のアップサイクルバッグのブランド力向上と消費者接点の確保

東京都 ワン＆ツーサーズ合同会社 1011003007699 「マナサポ　ｆｏｒ　ｓｃｈｏｏｌ」の販路開拓

東京都 フルールドアルル －
既存のホームページの改修とネットショップの拡充による売り上げ向上の実
現

東京都 株式会社ブレイクスルー 5013301031823 業種特化のランディングページの作成による集客強化

東京都 株式会社Ｌ．Ｍ．Ｋ 1010901038888 外国人ＩＴ人材・アスリートのキャリア支援の販路開拓・業務効率化

東京都 Ｐｅｔｉｔ　ｃｏｆｆｒｅｔ － 安心安全な環境対策トリミングサロンのＰＲ強化事業

東京都 ＫＡＲＩＮ － 記憶に残り拡散したくなるビジュアルコンテンツ及びツールの制作

東京都 有限会社カデーナフラメンカ 8011002022949 老舗フラメンコ教室によるコロナ克服のための販路拡大事業

東京都 株式会社ＷＡＶＥＳＴＹＬＥ 2011001072645 ＷＥＢ販売で海外展開にするにあたり商品紹介をするＷＥＢ制作

東京都 株式会社ビジュアル東京 9010401144106 東京を可視化する弊ブランドのＰＲキャンペーンと広告配信

東京都 株式会社ＢｏｏＳＴＡＲ 7011001125869 アーティスト特化型Ｙｏｕｔｕｂｅ映像制作事業

東京都 アキチアーキテクツ一級建築士事務所 － ヒトも鳥も集い、愉しむ屋上空間の提案とＰＲによる販路開拓

東京都 有限会社聡三 4011002021681 美容院のコロナウイルスの対策の為の設備導入

東京都 株式会社Ｐｕｂｌｉｃ　ｄｏｔｓ　＆　Ｃｏｍｐａｎｙ 2011001128100
動画配信に適合したＨＰ・動画サイト等の開設によるオンラインを通じた新規
顧客の獲得

東京都 デルフィーコンサルティング株式会社 6010001147016 ＷＥＢコミュニケーションによる新規リード獲得拡大戦略

東京都 有限会社プラスチャーミング 1010402034131 新ブランド「被災地で作る妊婦さん向けの布マスク」のＥＣ販売

東京都 Ｒｅｌｉｅｆ － ホームページの作成・近隣地域へのポスティング、新聞折込

東京都 株式会社こころたち 9011001121536 東北の商材を活用した都内でのテイクアウト事業所を設立

東京都 ヴォイスレッスンジャス － オンラインレッスンによる販路拡大

東京都
株式会社パートナーズ・ジャパンＹＡＭＡＴ
Ｅ

6011001063104 希少カカオの販路拡大と業務効率改善に向けたＩＴ化の取組

東京都 ＴＵＭＭＹ株式会社 8011001126024 保育園向け　地元野菜を使った食育講座

東京都 株式会社ＲＩＣＣＩ　ＥＶＥＲＹＤＡＹ 3080001020474 アフリカ布製バッグの、国内外での非対面販売体制の構築・強化

東京都 株式会社コア 3011001066761 ・地方就業促進、保育・再エネ業界の販路開拓、ウェブ集客増加

東京都 株式会社ちるどれん 2011001098558 ＴｓｕＮＥファンクラブの販路開拓

東京都 株式会社ＷＡＳＨＩＤＯ 5011001106978 ネットプロモーション強化による日本国内及び海外の新規顧客開拓

東京都 有限会社エアーファーム 5011002036365 小、中型犬用オリジナルブランドの洋服及びグッズの製造販売、卸

東京都 株式会社リノーズ 7011001072376 「ファッションカタログを作成し、コロナ影響の苦境を乗り越える」

東京都 ＯＦＦＩＣＥＨＡＹＡＳＥ株式会社 5011001108933 ホームページ、パンフレット作成による財務コンサル案件獲得

東京都 合同会社ＧＧＧ 1011003011123 ・３密を避けた未来の治療院の在り方

東京都 ＮＩＩＫＥ － ドライヘッドスパ＆増毛サービスの開発による販路開拓

東京都 コーナーオフィス － 自社メディアとしてのホームページ制作と香りのプロダクト開発

東京都 株式会社リアル 1011001130081 就職説明会をＬＩＶＥ配信するイベントの実施

東京都 コグノーメン － コグノーメン取引先拡大計画
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東京都 株式会社ＣＬｉＮ 1011001127573 世田谷区住民向け、清掃代行サービスポスティング事業

東京都 ｎｏｒｉｙｏ － ５Ｇインフラの整備により動画コンテンツの需要増加への対応

東京都 株式会社クロカンブッシュ 9011001052649 オーダーメイドのウェディングドレスの魅力を伝えるカタログ制作

東京都 株式会社スプラウト 8011001056782 調査販路開拓・サーモグラフィー検温サービス開始

東京都 こどもパソコン教室合同会社 8011003007767 新規顧客獲得のための座席増設とチラシ・パンフレット作成

東京都 株式会社アレグレス 7011001093983 アジア諸国へオリジナル商品の輸出／未開拓地方都市への販路拡大

東京都 株式会社ミショナ 5011001133790 ＬＩＮＥで商品売るなら「Ｌｍｅｓｓａｇｅ（エルメ）」

東京都 株式会社オージュ・コンサルティング 3011001094275 家族で楽しめるアフリカンプリントブランドの商品開発・販路開拓

東京都 ＵＮＤＥＲｇＲＯＷＤ株式会社 8011001122262 ・フォレストウェディングの強化・ＰＲの実施

東京都 ＢＥＬＡＹ株式会社 1011001110240 新規自社ブランド商品展開によるＥＣモール差別化と新規顧客獲得

東京都 健康サロン株式会社 2011001097691 個人経営調剤薬局のための集客パッケージ

東京都 株式会社Ｐｒｉｍｉｔｉｖｅ 9011001050339 アーティスト・オリジナル商品のＥＣサイト物販による売上獲得

東京都 株式会社カガヤク 8020002042287 男性も脱毛の時代へ！脱毛機器導入でヘアサロン高付加価値計画！

東京都 合同会社ｉｒｏｉｒｏ 4011003006847
・ＥＣショッピングサイトのリニューアル。・日本語・外国語翻訳したパンフレット
製作

東京都 ペットシッターまっとっと － ノベルティを活用したリピーター顧客の客足回復及び新規集客

東京都 有限会社クワイア 6010502022601 ゲームクリエイターをサポートするためのｗｅｂマーケティング事業

東京都 ＨＩＧＨＥＲＢＡＬＬ － 高解像度映像に対応した、よりリアリティのあるＶＦＸの提供

東京都 ｈ．ＬＡＢ － 除菌しながら肌・心・環境をケアするハンドミストの開発・販売

東京都 東京大家塾合同会社 8011003007313 オンライン講座による新規顧客獲得のためのウェブ広告

東京都 株式会社ＥＣＬＡ（屋号ＣＬｓａｌｏｎ） 6010601044653 新規カット顧客の獲得

東京都 株式会社ＡＬＶＯ 3011001133256 記事制作代行サービスの対法人販路開拓

東京都 ビヒエステ自由が丘 － 正しいよもぎ蒸しの普及のためのセミナーや商品の販売

東京都 株式会社ＢＯＵＫＥＮＷＯＲＫＳ 5011001132215 地方創生に寄与する周遊イベントパッケージ作成・販路開拓事業

東京都 ＡＤ　ＳＥＳＳＩＯＮＳ － コーポレーションサイト作成及び広報活動／業務拡大

東京都 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｌｏｓｅｔ － 集客（知名度向上）及びリピーター増加（顧客管理）事業。

東京都 株式会社西花園 7013201002187 インターネットを活用した自社ＨＰへの集客施策

東京都 栗原企画 － 撮影設備強化による新規媒体獲得

東京都 交建株式会社 8010001070868 自社ホームページ制作による販路開拓

東京都 株式会社アルファベータブックス 3010001163651 新ジャンル出版物の新規顧客開拓と認知度向上のための販売促進

東京都 株式会社ＦＡＮＴＡＳＴＩＣ　ＭＡＮ　ＴＯＫＹＯ 8011001094320 ＨＰ兼自社ＥＣサイトのリニューアル

東京都 小野寺宗貴写真事務所 － 建設不動産業の非対面型ビジネスを支援する映像撮影事業の強化

東京都 株式会社ミープラス 5011001120186 定期ユーザー数と認知拡大に向けた新規獲得施策の強化

東京都 株式会社ケアリード 5010701038746 個別性を図り、短時間、低料金で必要な介護サービスを提供する。

東京都 株式会社プライムカッツ 7010901028124 オンラインスクール用ウェブサイト開設と運営

東京都 株式会社Ｃｏｌｌｅｇｉａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 8010401064866 上場企業に対しての内部統制評価サービスの販路拡大

東京都 株式会社チェスフォージャパン 4011001120939 女性限定チェススクールのための地域紙を活用したＰＲ重点計画
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東京都 アヌエヌエ － 接遇研修の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 アーキュエイト － ＦＡＸＤＭ・メルマガ・ＬＰ集客導入で新規顧客開拓＆売上拡大！

東京都 株式会社ドリームクエスト・インク 3010801022949 『安全な空間づくりをする住宅関連ＳＥＶ製品の販売促進』

東京都 みはら整骨院はりきゅう院 － 患者様が安心して通えるコロナ対策で今こそ選ばれる治療院の実現

東京都 株式会社アットパーシモン 2010801028617
配布用カタログの印刷。外部より製品を仕入れて販売してまいりましたが、今
後自社にて

東京都 株式会社ＺＮ 3010801030794 小学生がいる家庭に「お金の増やし方を学べる体験型講座」を提供

東京都 Ａｌｅｓ　ｂｌｏｏｍ － カウンセリングとリラクゼーションの販売促進事業

東京都 ひびき堂鍼灸院 － ホームページを刷新しチラシを配布する事業

東京都 合同会社ななめうえ 8010803003298 動画撮影への多角化による売り上げ増加と集客方法の改善

東京都 安達　愛美 － 業務効率化。ＥＭＳによる体幹部の筋力向上メニューの販路開拓

東京都 ビズコネクト株式会社 5010801025215 新規顧客獲得のための包括的な会社紹介パンフレットの制作

東京都 焼肉　京城館 － ホームページの開設及び店内換気設備等の改修

東京都 クラウドネット株式会社 3010001151128 自社特許「両面ＩＣカード」用スマートフォンデモアプリ開発

東京都 ＦＵＫＵＦＵＫＵ － 超高齢女性のアパレルブランドの認知・集客のための事業

東京都 温活ストレッチ　しゃかりきヒーロー － シニア世代への販売促進と富裕層世帯への出張温活ストレッチ事業

東京都 株式会社アンズフォト 4020001094457 新規顧客獲得のための積極的な営業計画の実施による販路開拓

東京都 まごころ弁当渋谷本店 － 高齢者の楽しく健康で安心な暮らしの支援を目指す宅配弁当の普及

東京都 ショウジ　タツヤ － マップ型ＳＮＳサービスサイトの開発による販路開拓と地域活性化

東京都 有限会社大塚工芸 2010902020381 オリジナル　アクリル板パーテーションの開発、販路開拓

東京都 高島屋製菓株式会社 5010901007096 季節感のある繊細で玉手箱の様な懐石料理を自宅で！自由が丘で！

東京都 株式会社ファニーホーム 4010901044660 新規来店促進に繋がるリフォーム工事で新規顧客開拓

東京都 株式会社ｅａｒｔｈ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 3020001101197 次世代シアタールーム、ＩｏＴ機器連動システムの開発と販路開拓

東京都 Ｐｅａｃｈ － ふるさと納税に関する情報サイトの運営事業

東京都 からだ美人屋 － 自社開発化粧品のネット販売及び店頭販売

東京都 株式会社Ｃｈａｎ丸 8011101076474 チラシによる店舗認知の向上並びに階段アプローチ整備

東京都 株式会社トラスタブル 4010901029447 経営コンサルティング会社のブランディング強化と販路開拓事業

東京都 株式会社スピンホイスト 6010901039543 企業の伝える力を強力に支援する新サービスのホームページ制作

東京都 バー　ハリーズ － 日本酒と和食の時間・空間を楽しめる訪日客、女性客向けバー開店

東京都 株式会社トライアングル・オー 5010901022715 自社アパレルブランドのデジタル展示会

東京都 株式会社ベアフット・リパブリック 5010901025932 新規顧客開拓を目指したＨＰの改訂とＳＮＳ広告、販促ツール開発

東京都 世田谷鵲瑞会 － 「三軒茶屋の面倒見の良い結婚相談所」の周知・宣伝活動

東京都 株式会社プロミシング 5010901027177 予約機能付きホームページ作成

東京都 株式会社ウェルライフ 1011101081092 ホームページコンテンツ充実による、顧客問い合わせの増加対策

東京都 ＦＩＬＣＯ（フィルコ） － アートを発見、購入できるネット上の場所創出と販路開拓

東京都 天然酵母パン教室Ｌｕｍｉａｓ － パン教室のオンライン化、オンラインショップ推進事業

東京都 セブンイレブン新宿職安通り店 － 対面販売から非対面販売への移行とお届けサービスの拡充
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東京都 まこと法律事務所 － より多くの相談者の悩みの解決のために～補助事業を活用して～

東京都 株式会社ＫＩＴＳＵＮＡＩ 1011101075425 店舗のリニューアルオープン等に向けた認知度向上施策と設備投資

東京都 Ａ’ＦＯ合同会社 9010003022271 コールトラッキング効果測定を活用した費用効率化事業

東京都 ＡｖａｌｏｎＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 8010101012308 就活指導市場に対する認知の拡大

東京都 株式会社ｄｅｃｂｏｃ 3011101089968 インバウンド向け動画制作の販売促進事業

東京都 株式会社ｈ． 8011101083594 自宅で出来るサロンクオリティートリートメント

東京都 株式会社ａｎｉｓｔａｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 6010001186261 全国恋結び計画

東京都 ブレイブ会計事務所 － 創業支援に特化したホームページによる情報発信、集客

東京都 株式会社ＳＥＬＥＣＴ　Ｄ 5010601053201 営業力強化のためのＷＥＢサイトリニューアル

東京都 フラワーショップリラ － ホームページの充実等による集客

東京都 有限会社メディア・エース 8010002006061 「かっこいいスライド」のサンプル作成と販路開拓事業

東京都 株式会社純吟 6010001192433 新メニュー提供に伴う店舖外階段の手すり設置による販売促進

東京都 株式会社フアモサライフ 2010601040961 ＩＸＰＡＳＳスポーツ関連製品の販路開拓事業

東京都 株式会社ＭｙＣＩＰＯ 4010001208513 デジタル対応に取組む企業へ向けた最高知財責任者レンタル事業

東京都 特定非営利活動法人森づくりフォーラム 1010005006180 グリーンボランティア保険の認知向上による事故リスク低減事業

東京都 夕部　明日香 － 髪質改善専門美容室のサービスオンライン化等に伴う事業展開

東京都 株式会社アッズーリ 9010001080040 椅子の張替えの販路開拓に資するための動画による広告拡充

東京都 リングトレーディング株式会社 4010001147868 スモークハウスとそのノウハウの営業力強化

東京都 株式会社エスピーエヌ 6010001088895 動画制作事業の立ち上げとホームページを活用した効果的な販促

東京都 Ｍｅｌｉａ － 新規向けネイルレッスンの販路開拓と既存顧客の再来店促進

東京都 株式会社えにすた 3010001204926 知育サービス及びウェブサイトの認知度向上と顧客獲得機会創出

東京都 マニフィーク － これからの時代を勝ち抜く『心を掴む』美容室づくり

東京都 株式会社てくてくと 9010001198122 ＥＣサイト販路開拓事業

東京都 ゼンドラ株式会社 5010002042646 ４ウインを実現！クリーニング店でのサンプリング倍増作戦

東京都 株式会社アイヴィクト 1021001022278 子育て世代と高齢者の自立した生活を支える設計の販路開拓事業

東京都 ソラノウエクリエイティブワークス － 自主撮影ＰＶで集客できる映像作品を拡散する事業

東京都 市古自動車興業株式会社 7011501000423 民間車検場の販路開拓のための、自社ホームページ開設

東京都 株式会社アクト 9010601038256 削孔支柱ピン工法木塀の民間販路拡大及び円滑な設置作業の確立

東京都 有限会社ＦｉｒｅＷｏｒｋｓ 7011502013440 「動画講座研修」販路拡大及びオンライン講座開発営業

東京都 有限会社八巻畳工業 4011502004731 「作業場の環境整備と外国人向け畳講座に伴うエアコン設置」

東京都
株式会社小木野貴光アトリエ一級建築士
事務所

6011501017625 社会・地域に貢献する医療介護施設の設計、販路開拓

東京都 株式会社三益 1011501004553 飲食スペース「角ウチ　三益の隣」空調設備、エアコンの修理

東京都 合同会社ミリオンバーツビューティー 6011503002815 ストレスを抱える女性にＰＲ！集客用Ｗｅｂサイトから新規客を獲得！

東京都 はり・きゅう・整体ＳＯＮＯＫＡ － 変化は楽しいアナログ治療からデジタル治療へ

東京都 有限会社東京製作所 8011502004059 「ガラス管カッター」販促のための当社ホームページの刷新

東京都 桔梗 － 葬儀社を介さない一般顧客へ向けた販路拡大事業
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東京都 株式会社アッシュ 8011501014257 販促用のチラシの作成、ポスティング、インターネット広告

東京都 株式会社美容経済新聞社 7011401010638 バーチャル展示会プラットフォームの提供による販路開拓

東京都 ナノダックス株式会社 5011501015225 新ショールーム改装で、国内外顧客・販売会社（商社）取引拡大

東京都 株式会社伝家 5010401125844 越境ＥＣ実現を目的としたホームページ多言語対応事業

東京都 岩佐晃佑 － 薬学関連企業や薬科大学に対する販路開拓

東京都 有限会社アップストリーム 3011502015498 新規メンバー開拓へ向けたトレーニングマシン導入計画

東京都 ＭｉｔｕＪｅｗｅｌｒｙ － 売上向上の為の自社サイト制作とＳＮＳでの広告強化

東京都 株式会社ジェミニ 1010101006605 オンラインを利用した「オンラインイベント」のＰＲ事業の開発

東京都 株式会社Ｐｉｚｚａ　Ｗｏｒｋｓ 9011501023983 ＨＰ開設で放送局テレビＣＭのマッチングサービス販路拡大事業

東京都 株式会社トゥエレスバリエンテ 7011501022806 「カタログ、サッカースクール専用ＨＰ作成・新規スクール生獲得」

東京都 株式会社ＳＫｊａｐａｎ 6011501019290
新規顧客獲得のためのホームページ・動画・店舗看板による宣伝活動の展
開

東京都 有限会社仁瓶鉄工 9010702006244 ホームページの作成

東京都 株式会社Ｈａｎｂｉｔ 7010701022335 自社ネット事業の販路拡大と効率化に伴うシステム構築

東京都 株式会社トヨプラ 9010701033561 デジタルマーケティング事業

東京都 太極治療院 － 動画による症状別の対処方、マッサージとトレーニングの講習事業

東京都 株式会社凛 － ネット広告出稿による販路拡大とＰＲ活動による認知拡大

東京都 有限会社ａｔ　ＳＥＳＡＭＥ 3010702013072 全世界に配信できる国際品質クラウンパフォーマンスのデジタル化

東京都 株式会社宿場ＪＡＰＡＮ 1010701024808 宿場ＪＡＰＡＮアフターコロナ販促拡大事業

東京都 合同会社ＭＰｌａｎｎｉｎｇ 3010703002735 オリジナルのピザ生地開発と環境整備による販売促進事業

東京都 銀座ネイル － 集客用ホームページ作成・管理維持、ＳＮＳ集客ツール、販促用チラシ配布

東京都 株式会社画廊松德 3180001112798
コロナに負けるな！！在宅の今だから新聞折込チラシ配布で絵画美術品の
買取強化作戦！

東京都 株式会社ＷＡＣＣＡ　ＪＡＰＡＮ 8010701029701 和紙のニーズ拡大につなげる大人の書道道具・筆ペンの商品開発

東京都 ＲＩＥＬＥ － 展示会出展、自社サイトを作成し販路拡大。

東京都 アイ－コンポロジー株式会社 1010701032323
バイオマス複合プラスチック環境材料（ＣＯ２削減・生分解性プラ）の開発・販
売

東京都 株式会社アドファンス・ラボ 4010801025694 新研修プログラム作成とＹｏｕＴｕｂｅによる集客力・認知度向上

東京都 株式会社イデアール 7010701030627 ホームページ作成、販促用チラシ（新聞折込）での販路開拓

東京都 ＡＴＴＲＡＣＫ株式会社 2010901037658 本社ＨＰ作成・三店舗ＨＰのリニューアル及びリンク・販路開拓

東京都 株式会社ゲネシスコンマース 5010001135104 人物トータル認証システムの開発・販路開拓

東京都 松田印刷株式会社 2010001029325 「使い捨て簡易仕切り板キット」企画・作成・販売事業

東京都 株式会社トリニティーテクノロジーズ 7120001202337 弊社ＷＥＢサイト新規作成による販路開拓の取り組み

東京都 株式会社ゼイカイ 4011101046316 税理士業務に役立つ仕事ツールの情報検索サイト開設

東京都 株式会社マスキンズ 3010001101157 ホームページ・リニューアルによる新規顧客受注比率拡大

東京都 株式会社ヒューエンジニアリングジャパン 5010001111427 外国人エンジニア応募拡大のための自社ホームページの更新

東京都 株式会社ＯＣ 4010601046429 ＰＯＳ　レジシステム及びセルフオーダーの導入

東京都 坪田パール株式会社 4010501008173 手巻きたばこ関連商材の売上拡大のためのＷＥＢコンテンツ製作

東京都 株式会社ボウラインマネジメント 5010001186015 動画を活用したデータ保全サービスのオンライン啓発と販路開拓
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東京都 株式会社ＧＮＨ 6010001108579 コロナに負けない！ムーミンジュエリーの開発・ネット販売

東京都 ふく － 新規顧客開拓とサービスオペレーションの効率化

東京都 有限会社キョウエイプランニング 2010002053654 令和式広告戦略事業

東京都 Ｃｌｏｅ株式会社 2010001200190 新商品の開発ならびに認知度の向上と販路開拓

東京都 株式会社サム・リアルティ 8010001146115 倉庫・工場の売買・賃貸情報発信の専用ホームページ作成事業

東京都 吉原法律事務所 － 法律事務所におけるリーガルサービスの提供分野の拡大及び販路開拓

東京都
朝日みらい財産コンサルティング株式会
社

3010001140436 相続対策ＨＰ・ＤＭ・パンフレット制作による新規顧客開拓事業

東京都 ＣｏｎｎｅｃｔｅｄＩｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 6010001184901 サービスを紹介するウェブサイト改善

東京都 株式会社一心トレーディング 3010001198045 代理店販売に伴う日本酒カタログ（セールスツール）の制作

東京都 株式会社ＪＴＯＫ 5010601046477 ①ＳＥＯ対策強化による販路拡大②新車輛対応商品拡充③新規事業

東京都 キャリアバンク株式会社 2010001202014 ホテル・観光業界出身者を対象とした転職支援サービス

東京都 株式会社アースジェニック 3010001177040 ３Ｄコンテンツサービス事業

東京都
株式会社ストラテジックインテリジェントシ
ステム

2010001096299 固定客育成ノウハウのＥラーニング化、その開発

東京都 株式会社ｙｕｒｉｎｏｋｉｓｔｙｌｅ 6010001206374 会員専用Ｗｅｂサイト構築による口腔ケア商品等の直販事業

東京都 有限会社トラスト 5010002053651 起業家向け「交流会付きＷｅｂセミナー」活用で売上拡大

東京都 ＩＲＥＲＵＤＡＫＥ株式会社 3010001199448 海外進出を見据えた新ブランド設立に伴う広報事業

東京都 Ｈ＆ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ株式会社 6010701026477 オンライン型研修の新規顧客層開拓・販路拡大

東京都 株式会社ＶｉｎｗｅａｖｅＣｏｎｃｌｕｓｉｏｎ 3010001209875 ＥＣサイトによる商品提供及びコンセプト周知ブランディング

東京都 合同会社カウウェラ 2010003023994 オリジナルホームページの作成、及びチラシ作成、近隣への配布

東京都 アグリホールディングス株式会社 8011001101332 飲食業の新チャネル（宅配・テイクアウト）立上とＰＲの支援事業

東京都 株式会社ミーバイオ 7010001199725 新しいコンディショナルノックアウトマウスの販売ＰＲ事業

東京都 有限会社マス美 4020002039667 ［最新痩身機器導入による新メニュー開発と新規顧客獲得］

東京都 Ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎｒｉｔｍｏ － クリーンナップ完全個室型リラクゼーションサロンの運営

東京都 Ｓ＆Ｒ設計事務所 － テレワーク環境を構築し、業務効率を上げ、事業販路拡大を図る。

東京都
株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｌｌｅｒ
ｙ

4010001198283 独自ギャラリーを基点に新進気鋭の現代画アートのビジネス展開

東京都 志村公認会計士事務所 － ＷＥＢをフル活用した新規顧客開拓

東京都 株式会社Ｍ＆Ｆアソシエイツ 1010001102470 オンリーワンサービスの特徴・メリットを伝える新規顧客開拓

東京都 株式会社ＢＡＳＥ　Ｔｏｋｙｏ 4010001196857 デリバリー需要の囲い込みと、デリバリーサービスの認知度向上

東京都 株式会社官公庁マリッジ 9010401130923 オンライン婚活導入と店舗改装で契約率向上で販路開拓

東京都 有限会社こびき 2010002038969 商品価値、衛生面向上及び事業拡大のための真空包装機導入事業

東京都 株式会社ラークジャパン 8011101084584 個室店舗改装・新メニュー導入による感染症対策と客単価向上

東京都 エッセンス － 歯科医院の職員の接遇強化により、新患の獲得とリピート化の強化

東京都 株式会社エンセス 4010401090453 対日事業進出のための問合せ窓口となる英文ウェブサイトの構築

東京都 グッドジョブ・ジャパン合同会社 6010003026952 イタリアＨＯＭＩ見本市へ出展し市場拡大でグローバルブランドへ

東京都 合同会社オウカ 2011103005874 美容機器仲介サービス販売促進に向けたメディアサイト制作

東京都 株式会社サンライズ 7010401107601 ＷＥＢサイト新設による販路開拓の取り組み
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東京都 株式会社ワングローバル 6010901039948 実店舗オープンにおける、オンライン含む販促環境の整備

東京都 ＮＥＸＴ　ｓｗｉｔｃｈ株式会社 9013301035944 ＹｏｕＴｕｂｅ「文具道師範代」による顧客・販路開拓

東京都 株式会社ＱｕｅｓｔＨｕｂ 8010401137770 国内のヘッジファンド向けのリサーチ事業の販路開拓及び拡大

東京都 ＢＯＪ株式会社 7012401025881 欧州最大の旅行博／商談会ＩＴＢ　Ｂｅｒｌｉｎへの参加

東京都 株式会社ライクアス 5290001063054 コロナショック時代に最適化した新しいフォトウェディング事業

東京都 株式会社シュフラン 6011101079297 派遣人材を効果的にアピールする特設サイトの構築

東京都 ＲＹＤ株式会社 8010101013198 社会福祉施設にＶＲ教材を導入する事

東京都 山﨑大志 － クリエイター向けホームページによる法律事務所の顧客開拓促進

東京都 株式会社サンスイホールディングス 3011101088111 トルコ産オリーブ販売拡大の開拓事業

東京都 ユーズドジャパンテック合同会社 7011103009672 エアコンリユース及び施設内除菌施工サービス

東京都 株式会社発明ラボックス 4020001085588 知的財産権　自動学習システム（発ラボ教室）

東京都 みずほ社労士事務所 － 労務コンサル可能なＷＥＢメディア創出による事業収益性の向上

東京都 ＣｕｔＱｕａｒｔｅｔ － 「お客様・従業員にとって安心・安全な店作り」

東京都 合同会社はじめ 8011103006339 自社焙煎コーヒー豆の通信販売拡大とブランディング

東京都 Ｔｕｄｏｒ’ｓ　Ｌｉｆｅ　＆　Ｆｉｔｎｅｓｓ － 法人及び個人を対象にしたオンライン営業の取り組み

東京都 吉村知子 － 小規模事業者向けのオンライン経理教材の制作と販売

東京都 スエニョインターナショナル株式会社 3011101076784 日本初上陸ブラジルスパイスのＨＰ作成

東京都 株式会社みんなのごはん 5011001101186 和ビーガンシェフ監修ＰＢ調味料開発で消費者への直販事業開拓

東京都 株式会社テックキューブ 1011101087610 非対面型環境下でも有効なプロモーション方式の構築と配信

東京都 ＲｅＭ株式会社 2010401148286 保育士の転職希望者新規開拓

東京都 株式会社エスエイチモア 8010401129371 マラソン大会の魅力向上・大会運営に役立つサービスの販路拡大

東京都 株式会社マイプロファイル 7010401086721 「安否確認＆緊急連絡システム」の開発（既稼働システムのアプリ化）

東京都 株式会社五大陸 2010401080753 ホームページの新規作成、配布チラシ、広告宣伝の強化

東京都 株式会社マルウェブ 4011001065300 検索結果に応じた広告を活用した新規ターゲットの囲い込み

東京都 株式会社ＬＬＦＣ 7010401146756 飲食企業に向けたＨＳＪプランの商材化とＨＰ開設による販路拡大

東京都 株式会社ｋｉｄｓｐｌｕｓ 3010401097383 ＨＰ更新、ロゴ作成でｋｉｄｓ　ｐｌｕｓの販売促進

東京都 フルビックアシッド株式会社 3010401068046 フルボ酸入り清涼飲料水のパッケージ開発とＨＰ制作

東京都 株式会社２ｉＤ 5011001100089 フリークリエイター提携による、マネジメント／営業サポート事業

東京都 株式会社演 8010001168885 スタジオ空調設備の完全自動運転化による室内衛生環境向上事業

東京都 株式会社エストパートナー 7010401142623 ホームケア用新感覚頭皮美容液のＰＲ及び販路開拓事業

東京都 株式会社ＣＬＥＡＤ 3010401146826 新規顧客獲得に向けた販路開拓事業

東京都 株式会社ＬＡＢＯＴ 3010401057239 自社商品（「ＢＡＧ－ＩＮ　ＣＨＡＩＲ　機能性椅子」等）の販路開拓

東京都 株式会社ＢＥＳ 9011201019217
ＳＮＳ運用を網羅した人材を育成し、自社でＳＮＳマーケティングができる企業
を創出す

東京都 Ｙｕｋａ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎｓ合同会社 7010403022286 オムニチャネル構築と対面サービスによる販路開拓

東京都 株式会社ＣＨＵ 6011701012789 ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの登録者獲得と再生回数の増強による収益強化

東京都 株式会社Ｒｅｉｎｖｅｎｔ 2010401145102 オンラインアプローチによる新規顧客開拓向け動画メディアの構築
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東京都 Ｖｉｌｉｅｖｅ － 眼精疲労に効果のある眼筋トレーニングマシン導入による販路開拓

東京都 株式会社チームネクステージ 4010401135729 良質で利便性の高いコーチングサポートを拡散するための販路開拓

東京都 株式会社トーモ 2010401084647 オンライン直販サイトの構築による販路の拡大

東京都 ａｌｕｍ － セルフ痩身機械導入・ホームメンテナンス付新メニューの販路開拓

東京都 合同会社Ｐｌａｉｓｉｒ 8010403022789 近隣企業勤務の方や近隣住民への認知度向上のための販路拡大事業

東京都 株式会社ＵＴＳ 7011101077184 国内外へ事業・技術・製品アピール可能なホームページ制作

東京都 有限会社三浦印刷所ものがたり酒店 9010402012377 和酒と乾物のコラボによる販路開拓とフードロスへの貢献

東京都 有限会社フロレゾン花瞬 7011002033906
地域資源を有効活用した「かつしか下町婚」を通じ、観光振興や地域経済を
活性化

東京都 株式会社シースリーフュージョン 8011101083818 販路拡大と継続的なサービス提供に向けたＩＴ活用事業

東京都 インセティック株式会社 2010401131093 「心理コンサルタント養成講座」のオンライン化による販路拡大

東京都 シュクルケア株式会社 4011801036343 ＷＥＢサイト、新集客用チラシの作成による販路拡大と新規顧客開拓！

東京都 ＥＥＦＡ － 新事業“環境・ＳＤＧ’ｓコンサルタント”の周知・新規顧客獲得活動

東京都 ＢＥＲＥＡＧＥＬＡＢ合同会社 2010403022407 商品解説・使い方動画のホームページ制作とネット販売サイト構築

東京都 株式会社ＹＯＮＯＨＩ 8010401145468 アニメーション動画を必用としている方を探す自動集客システムの構築

東京都 弁護士清水将博 － 情報提供に特化したウェブサイトを作成し、依頼を増やす事業

東京都 株式会社ワイン・スタイルズ 6010501028855 ＜シードル飲みのための信頼のおける情報提供と購入サイト作成計画＞

東京都 山本武司 － 国内と海外へ向けた、新規顧客開拓を目的とするＨＰ製作

東京都 株式会社ＭＩＲＡＩＮＯ 1011201019348 「早慶ゼロワンコース」の認知獲得に向けたＷＥＢ広告の実施

東京都 株式会社リットモア 1010401136242 オンライン通信講座事業「ＬｕＬｕｖｅ（ルルヴェ）」のＷＥＢ拡販

東京都 株式会社Ｙ・Ｋスタジオ 5010701019894 ＥＣ事業者向けレンタル撮影スタジオ新規顧客獲得計画

東京都 ＬａＶｉｒｔｕｅ － Ｌａ　Ｖｉｒｔｕｅオリジナルバーム

東京都 株式会社オークノール 1010401136985 人生１００年時代は運用より資産防衛、資産を守りたい人をネット開拓

東京都 株式会社ヘンプフーズジャパン 6010401110093 新規ブランド製品の立ち上げと動画による販路開拓

東京都 ＬＩＭ株式会社 9011201020570 新事業「町工場本舗．ｃｏｍ」の認知度向上のためにＷｅｂ広告を行う

東京都 小さい田んぼ櫻咲 － 店内設備の向上と販路開拓

東京都 ＯＹＯＧＥ六本木店 － ディップして食べる新感覚ソフトクリームの販売

東京都 Ｓｔｅｅｌｓｔｙｌｅ株式会社 7010401130875
新包丁サービスのブランド開発とパッケージ開発、及び加工・発送管理ソフト
ウェアの開

東京都 株式会社ビジュ・コンシェルジュ 9010401089937 スマートフォン対応サイトの整備と直販の販売促進

東京都 株式会社ＡＴＮ１ 2010401133627 『感染対策徹底による顧客及び従業員が安心して過ごせる店舗の創出』

東京都 株式会社ＬＹＵＳ 6010401151749 ＷＥＢ・動画マーケティングによる売上の向上

東京都 株式会社プレイシップ 3010401144879 親子遊びを通して子どもの数学的思考力養うＡＩ積み木の販路開拓

東京都 株式会社シー・ボディ 1010401058998 新規トライアルユーザー向け販促ツールの拡充

東京都 ｈａｐｐｙｓｌｅｅｐ　ｈａｒｉａｙａｋｏ － 睡眠力と免疫力を高めてＱＯＬを上げる鍼灸サロンの販路開拓事業

東京都 ａｌｉｖｉｏ －
ネット媒体の積極活用による新規販路拡大および地域密着型営業による販
路開拓

東京都 長崎ちゃんぽん檜 －
味噌ちゃんぽん、卓袱料理のおばんざい６種以上の開発・販路開拓　新規デ
リバリーサー

東京都 プレスパッド・ジャパン合同会社 8010403022005 エンドユーザーの購買意識を喚起するネットマーケティングとサービス開発
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東京都 株式会社ＹｏｕｒＬｉｎｋ 1010801021192 動物病院への積極的な経営管理サポートをするための販路開拓事業

東京都 株式会社マルベリー 8010401128869 リアルとデジタル融合の情報発信による販路拡大事業

東京都 株式会社個性心理學研究所 7010401042781 講演講座集客用のランディングページの作成

東京都 株式会社プチボヤージュ 9010401115759 地球にもやさしい、はたらく人のための食事用エプロンの製作販売

東京都 ミライズジャパン株式会社 5010401145999 ポスティングへのテクノロジー導入とネット販売の融合事業展開

東京都 株式会社ジュリスティックス 7010001113438 コロナウイルス感染症拡大状況における新卒法科大学院修了生の就職支援

東京都 ホット＆デール － 漢方薬湯を活用した新たな販路開拓

東京都 ａｎｉｋｏ －
ワイン、料理各種の店頭販売、テイクアウト。テイクアウト専門のカフェの開
始。

東京都 株式会社カティサーク 8010001117322 コインランドリーの清潔感とお役立ち情報発信による顧客拡大

東京都 トランスフィード株式会社 2010001186455 非対面によるオンラインコンサルティングサービス及び広告運用

東京都 飯塚税理士・行政書士事務所 －
新しい働き方として創業することを選んだ方をとことん応援キャンペーンの実
施

神奈川県 有限会社栄章コーポレーション 7020002064588 学生とＡＩ・ロボット教育機関のマッチングサービス展開

神奈川県 スタジオＳｏｌａ－ｎａ１２ － コロナに打ち勝つための新たな試みと、ＣＭ動画による周知。

神奈川県 株式会社陽光 4020001070400 図書設備の新設と読書記録システムの導入

神奈川県 有限会社テレジア 6021002062161 テレジア　ひと房のボード

神奈川県 ｈｏｔｅｌ　ａｉａｏｉ － 防音工事

神奈川県 株式会社ＪＴＳ 6010601042327 省エネ型ＳＴノズル式トラップの販路開拓

神奈川県 田野整体院 － 自宅訪問施術サービス開始に伴う、戦略的チラシ配布事業

神奈川県 合同会社ヴァイシュラ 2020003017343 期間限定ショップ展開、展示会出展、ＨＰ強化による事業計画

神奈川県 みて株式会社 3190001021833 日本茶ニーズの高い海外市場への最高級品質抹茶販路開拓事業

神奈川県 ＳＥストレージ － ブランド品販売のためのＨＰ構築と広告運用

神奈川県 安心良品鎌倉本店 － 競合差別化と収益性改善への新商品と広告による新規顧客の開拓事業

神奈川県 マルーン整骨院 － 「歯科医院と共同で行う顎関節症治療」

神奈川県 琳葉盆栽 － オンラインレッスンの開始準備と企業向けの販売強化

神奈川県 ノーエスアーク － 血管は切れない犬用爪切りの金型での試作製造。

神奈川県 株式会社永斗 5021001066528 新型コロナ感染予防による巣ごもり生活に伴う運動不足解消事業

神奈川県 野仲　康裕 － モール型ＥＣサイト楽天市場への出店による販路開拓

神奈川県 ユニス株式会社 5011001056372 国防の最先端である自衛隊員を支える製品の開発と販路開拓

神奈川県 ＣＬＥＶＥＲＹ － お掃除を見える化！認知度向上による売上＆業務効率アップ計画

神奈川県 有限会社ＡＦＣ 5020002103380 業務用光脱毛装置の導入によるアトピー専門整体院の付加価値向上

神奈川県 合同会社三浦ＢＡＳＥ 9021003006040 宿泊・自然体験ツアー予約サイトのリニューアル

神奈川県 アトリエ美乃 － 新メニュー導入とＨＰの導入やチラシによる新規顧客の獲得

神奈川県 ファミリア合同会社 4020003017036 インターネットを通じた接客ツールの開発と販売促進活動

神奈川県 株式会社新生堂 8020001102125 楽天市場店のリニューアル及びヤフーショッピングの新規開店

神奈川県 鈴木一彦税理士事務所 － ＩＴ・クラウドを活用した業務効率化及び事業承継サポート事業

神奈川県
Ｏｆｆｉｃｅ３８（オフィスサヤ）　つちやさやか
行政書士事務所

－ 遺言メモリアル動画
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神奈川県 合同会社わざあり 6021003005920 ホームページとカタログ冊子配布による新商品の認知度アップ

神奈川県 株式会社ＫＥＹＭＥＭＯＲＹ 1021001064295 新ギフトサービスの販売促進に向けたＳＮＳ広告を実施

神奈川県 かいせ － 厚木にまだない新しい食文化・ラム肉を根付かせるための販路開拓

神奈川県 株式会社Ｋｌｏｓｉｒ 1021001050816 新規ドレスの開発・販路開拓

神奈川県 株式会社丸大寝具店 5020001021716 隣接する区へのチラシ配布により商圏拡大と新規顧客の獲得

神奈川県 ＴＯＵＣＨ合同会社 5013303001956 ヒジャブ・ブランド「ＨＩＮＡ」の試作開発及びＥＣサイトの構築

神奈川県 Ｔｒｉａｎｇｌｅ － 次世代サロンコンセプトの認知拡大キャンペーン

神奈川県 ｏｆｆｉｃｅ　ＫＡＮＡＥ － 障害年金オンライン安心プラン

神奈川県 ｃｌｏｖｅｒ － 開業１５周年にともなう販促品の開発及び提供

神奈川県 株式会社昊テック 1011401018505 磁粉探傷試験、超音波探傷試験の購入及び人材育成による販路開拓

神奈川県 美容室アルコバレーノ － 福祉理美容ソフトウェア　『　リビネット　オンライン　』

神奈川県 株式会社米米ニシヤマ 2021001000720 米の量り売り販売とホームページ新設による販路開拓

神奈川県 株式会社ツジマキ 8020002030721
非対面式によるオンライン営業方式の確立と新規事業の販路拡大強化、市
場動向の把握

神奈川県 株式会社グリーンロードエナジー 1020001108095 自社ＨＰのリニューアル

神奈川県 株式会社刹那 3020001120783 配車管理システム導入と看板設置による販路開拓事業

神奈川県 有限会社アキ企画 7021002039852 円滑な事業承継を実現するための補聴器専門店の重点ＰＲ事業

神奈川県 有限会社メガネのオーサカ 9020002085062 ＳＮＳ広告を活用した在宅勤務用メガネ・子供メガネ需要の取り込み

神奈川県 株式会社ザック 8021001017296 タイＥＣサイト向け商品の開発強化による販路開拓事業

神奈川県 株式会社リピープラス 5010001161538 超軽量・高耐久性「リピーシート」の農家・畜産家向け拡販事業

神奈川県 痩身・フェイシャルエステサロンさらら － 看板新調と商品開発による顧客獲得

神奈川県 Ｌｕｍｉｎｏｕｓ　Ｗｉｔｈｉｎ － ＩＴデザイン化により和の情緒的感覚をグローバル化する創造事業

神奈川県 有限会社梅津測量設計事務所 8020002029160 相模原エリアの測量業者ナンバーワンになるための販路開拓強化

神奈川県 ネットショップグラシアス － グラシアス　Ｗｅｂ広告運用によるＥＣ持続化事業

神奈川県 有限会社リバーストン 4020002013234 大判カラースキャニング業務

神奈川県 鎌茶屋 － 「招き猫サブレ」製造に伴う設備増強・販路開拓

神奈川県 株式会社ありがとう上山 3021001059665 英検初心者や英語好きが英検取得させるための英検アプリサービス

神奈川県 ＪＮＣＡインターナショナル合同会社 4021003007456 ネットで簡単、素早く、安い商品を発見するプロジェクト推進事業

神奈川県 ヨコハマリノベーション株式会社 2020001119983 横浜市旭区の地域一番店を目指す、戸建塗装業の販路開拓事業

神奈川県 有限会社ティワイアソシエイツ 8021002045338 板金曲げ加工金型の展示会出展による販路開拓

神奈川県 株式会社ＦＯＲＴ 1021001017435 ドローンによる効率的な設備点検と現場調査代行事業への水平展開

神奈川県 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｓｅｖｅｎ　ｃｏｌｏｒｓ － 心を癒すオンライン絵画教室で継続受講促進と新規受講生獲得事業

神奈川県
スプラッシュ・ヘルスケア・パートナーズ株
式会社

8020001089164 人生１００年時代に向けたパーソナルトレーニング事業

神奈川県 アイランドエステート株式会社 9021001055353 仲介収入倍増を達成するための店舗改装。

神奈川県 株式会社アドログ 8020001133079 新サービス訴求のためのＨＰ・パンフレット作成

神奈川県 合同会社ＴＡＨＡＲＡ 6021003008403 プログラミング教育の普及、導入支援事業

神奈川県 有限会社Ｃｌｉｍｂ 5020002077476 新型コロナウイルス対策ＰＲの為の空調機器リニューアル事業

49 / 67 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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

神奈川県 株式会社リペイント湘南 9021001000755 雨仕舞のＬＰ制作と効果的な運用でＷＥＢ集客強化による販路拡大

神奈川県 スワンズ株式会社 2021001056713 新規入会率を向上させる「ＨＰ改修」と「婚活セミナー」の実施

神奈川県 ｍ．ｆｌａｎｎｅｌ － ノー３蜜１ルーム１名のコーディネーターで子供写真スタジオ事業

神奈川県 ｃｉｅｌｏ＿ｅｙｅｌａｓｈ － まつエクサービスでの売上安定および売上向上を見据えた取り組み

神奈川県 ビストロギオット － テイクアウト事業の長期的持続向上計画

神奈川県 有限会社湘南森モータース 3021002064904 高級・中級の中古バイク展示場の展開により新たな販路開拓

神奈川県 フォトアドバイス株式会社 9020001095293 生産性向上効果が高いＳＮＳ広告の開発・出稿事業

神奈川県 鎌倉もののふ鎌倉智士 － 鎧兜の材料（小札）の工場生産化（開発）

神奈川県 株式会社ディデレクト 4021001035558 子育て家庭のお困りに応える駅前病児保育事業の立ち上げ

神奈川県 ＡＰＩＣＣＲＩＯＵＳ － ホームページと店舗改装を連動させた事業拡大と顧客開拓

神奈川県 青山明生 － ドローイングを活かしたオリジナルアパレルの開発による販路開拓

神奈川県 ＬｅｓＢａｌａｄｉｎｓｄｕＭｉｒｏｉｒ － 美容室顧客をターゲットとする野菜など非対面型代理販売

神奈川県 遠藤　千春 － オンラインによるロースイーツ作りレッスンと健康コーチング事業

神奈川県 有限会社湘南サポート 7020002079693 エアコン・ハウスクリーニングの販路開拓

神奈川県 Ａ　Ｐｒｅｓｔｏ　Ｃａｒｅ － ・ポスティング用のチラシ（リーフレット）の作成　・リーフレットの設置

神奈川県 Ｍｕアージュ － ご成婚だけではなく自己成長を促す当社サービスの普及促進

神奈川県
社会保険労務士法人ポラリス・コンサル
ティング

9020005012625 ホームページのリニューアルによる訴求効果拡大

神奈川県 株式会社筆友会 4020001128181 インターネット広告を活用したオンライン教室のＰＲ

神奈川県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ａｄｒｉａｎａ － テイクアウト強化・ピッツァ導入による客層拡大・新規顧客の開拓

神奈川県 鍼灸整骨サクラノツバサ － 「地域の３０代主婦層を対象とした美容鍼の周知作戦」

神奈川県 合同会社ＢＡＬＯＣＣＯ 2021003008811 リッチに“おうちご飯”を！配達サービスによる新規顧客獲得計画

神奈川県 株式会社オーシャンアカデミー 9360001019565
下記商品の企画販売　・ファミリー・グループ向けインストラクター貸し切りダイ
ビング

神奈川県 ＥＰＩＣＯ － 中小企業応援パッケージ開発と販促による下請け体質からの脱却

神奈川県 株式会社アイコーポレーション 7020001047536 高齢スタッフが活かせる職場としてのビジネスホテル朝食委託サービス

神奈川県 有限会社ロックセキュリティムラマツ 8021002008484 自社ホームページ刷新による新規開拓と生産性の向上

神奈川県 株式会社エバーラスティング 9021001068834 新規顧客の獲得および顧客満足度の向上のための補助事業

神奈川県 株式会社さくら工房 6020001059094 店頭に看板を設置して、あざみ野のランドマークを目指す事業

神奈川県 餃子の太閤 － 餃子を安定供給し、より多くのお客様への美味しい餃子の提供計画

神奈川県 Ａ＆Ｉ　ＬＡＩＮＥ合同会社 1021003005289 料理の「質」を向上させる事による販路開拓事業

神奈川県 ラヴィアンジュール合同会社 5021003008288 未就学児発達障がいの啓蒙と当施設の周知

神奈川県 ｗｉｔｈ　Ｈａｎｄ － ＨＰ、パンフレットでリハビリに悩んでいる人たちを笑顔にする

神奈川県 株式会社塾のナガシマ 1020001112931 就学準備のための親子向け通信教育の開発・販路開拓

神奈川県 株式会社Ａｖｅｎｔｉｎｏ 9020001123731 髪の対策支援プラットフォームの認知度向上と参加事業者の獲得

神奈川県 ハイブリッジ不動産株式会社 8021001005103 認知度・清潔感向上のための看板設置・店舗内リフォーム

神奈川県 癒縁 － 動的ストレッチマシンを認知させて地域の方の健康増進に貢献

神奈川県 低糖質の焼き菓子工房・あんな － 設備導入と工房拡張による製造開発の効率化と販路開拓
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神奈川県 有限会社オザワ 3020002029314 『なくてはならない』補聴器体験イベント開催による販売促進事業

神奈川県 株式会社プゥル・ヴー 9021001029869 特殊加工技術を活かしたクリーニング事業

神奈川県 ＰＲＥＭＩＵＭ　ＲＵＮ　ＣＬＵＢ － タイム計測業務内製化事業

神奈川県 祐整骨院 － 店舗のバリアフリー化及びスポーツ外傷治療器の導入。

神奈川県 オオザト蟹市場 － 「感情を吹き込むパーツ」ＶＲによる広告宣伝と市場開拓

神奈川県 内藤畳店 － 看板のリニューアルと販促品開発による販路開拓

神奈川県 りんでん整骨院 － 地域の健康支援を多面的に告知し、集客システムを構築する事業

神奈川県 株式会社オムテモワン 7020001080413 夏以降の新番組にあわせた新しい商品の開発と宣伝

神奈川県 株式会社アイズプラス 7010702014455 研修・ワークショップ等のｅラーニング化及びＢｔоＣ事業の拡大

神奈川県 ｅｙｅｂｅａｕｔｙｌｉｆｅ　ＲＡＭＡ －
子育てママを虜にする癒やし●の空間と子連れでも安心のキッズルームのあ
るサロンづく

神奈川県 株式会社よろず屋不動産 3021001055276 ホームページのリニューアルによる顧客への安心感、信頼感を高める

神奈川県 株式会社ＭＡＲＵＫＩ 1021001053892 空家・空室対策サービスの販売促進に向けた自社ＨＰ制作を実施

神奈川県 ．ｍａｔｓｕ　ｐｌａｎｎｉｎｇ － 認知度ＵＰ・顧客獲得のための広報活動及び試作品制作

神奈川県 尾河商会 － タイプライターの補修部品開発・販路開拓

神奈川県 ダイショー株式会社 2020001051484 各事業の広告及び営業用のＷＥＢで放映可能な映像制作。

神奈川県 株式会社サンエーエナジー 6021001053384 ドローンによる太陽光保守、メンテナンスサービス

神奈川県 株式会社レノバインク 8020001095006 ホームページ作成による業務内容の説明と認知

神奈川県 整体院優薫 － 新規患者様への貢献と売上安定化への取り組み

神奈川県 フィールドワーク株式会社 9021001063174 農業水利施設の長寿命化関連業務の生産体制強化

神奈川県 エルエフティー株式会社 7010601053579 紫外線・赤外線を遮断し、車検対応の高透明度カーフィルムの提供

神奈川県 ｃｏ．ｓｈｅｒｙｌ　Ｎａｉｌ － ＨＰ充実等による集客力アップ事業

神奈川県 株式会社中藤材木店 8021001037179 ホームページおよびロゴ・看板等の作成による販路開拓

神奈川県 ネクセルインターナショナル株式会社 7020001108395 テレワークに最適なスマホアクセサリーのネット販売の販売促進

神奈川県 株式会社ＴＯＲＩＤＥ 1020001133960 シネマカメラ撮影サービス提供に向けた設備導入・ＰＲ

神奈川県 株式会社小堺建設 2021001069459
自社ホームページとＳＮＳとを活用した顧客との相互間コミュニケーションの実
施

神奈川県 個別指導京進スクール・ワン海老名教室 － 新しい学びで学力を上げる！地域密着塾の認知度向上計画

神奈川県 有限会社ムートン 2020002074377 固定客・リピート客になって頂く事ための店舗改装工事

神奈川県 四季折折 － ホームページ制作による新規顧客開拓および仕入先開拓

神奈川県 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅＦＵＴＡＲＥＮＯ － 共同部屋を個室に改装することによる販路開拓・販路拡大

神奈川県 Ｇｒｅｅｎ　Ｄｅｓｉｇｎ － 科学と園芸の融合による革新的園芸事業の推進

神奈川県 府川　智子 － コロナ終息後のＶ字回復の為の集客戦略

神奈川県 株式会社フェニックス 5020001057454 建築会社のサ高住建設案件への建築助成金活用提案

神奈川県 株式会社アミッケ 9020001095194 サブスクリプション型運用サポートの販促による顧客数の確保

神奈川県 新都市総合管理株式会社 9010001069810 中区で自宅に住みながら売却、不要不動産の有効活用で換金化実現

神奈川県 ｆｒｕｔｏ　ｈａｉｒ － ハーブカラーの認知度向上と新規販路の拡大事業

神奈川県 井出農園 － 新たな高糖度トマトパッケージ開発を中心とした新規顧客開拓
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神奈川県 合同会社小田原かまぼこ発信隊 5021003004411 小田原に来たら必ず寄りたくなる店舗外装装飾

神奈川県 Ｌｅｖｅｒ　Ｆｒａｎｃ － 足のトラブル改善・メディカルフットケアコースの販路開拓と集客

神奈川県 合同会社ＡＮＤｙｏｕ 4021003006466 新規商材開発及び現商材の販路開拓＆ブランド力アップ！

神奈川県 ＣｏｌｏｒＪａｐａｎ株式会社 3020001104233 一般住宅専用ＨＰを活用した新規顧客獲得事業

神奈川県 ＶＩＵＲＡ　ＳＴＹＬＥ － 健康志向の顧客ニーズにあわせた新しい低糖質健康食品の開発販売

神奈川県 誠建産業株式会社 9020001087407 ◎除菌抗菌資材「イオニアミストプロ」導入し、販路先拡大

神奈川県 株式会社ニシダサービス 4020001112862 低価格サービス案内の周知・新規開拓

神奈川県 ブライダルかがやき － お見合いを世界に！安心サポ－ト国際結婚希望の中高年男性の獲得

神奈川県 株式会社マリンキャッスル 5021001063896 自社サイトへの誘導、新規顧客獲得のためのＷＥＢ広告活用事業

神奈川県 株式会社トラスト 5021001067006 ＲｅＳｔａｒｔおくすり相談（個人向け、施設向け）

神奈川県 合同会社ＴＳＵＢＡＫＩ 5021003005046 打倒！コロナ＆老化！！！　Ｓｉｌｖａｎａ　若返り大作戦事業

神奈川県 株式会社オールクリエイト 8020001124549 福祉工事サービスの販売促進に向けた自社メディアサイト制作

神奈川県 オフィス横田 － 安心で低価格な葬儀をより多くのお客様に告知するための販促活動

神奈川県 柏倉陽介 － 国際的な映像素材配信サービスへの映像コンテンツの提出と販売

神奈川県 株式会社ワズモード 1021001005472 美意識高いシニア獲得のための店内設備＆メニュー改善と広告宣伝

神奈川県 ジャパンフィッシングタックル － 国際的有事のリスク回避！国内自社ＥＣサイト構築による販路拡大

神奈川県 株式会社吉澤モータース 3021001033315 来店客の満足度向上のための北欧風待合いスペースの設置

神奈川県 株式会社エフエムさがみ 8021001011464 運行管理システム改良による積極的な文字情報発信と売上アップ

神奈川県 ＧｌｏｕｃｅｓｔｅｒＲｏａｄＳｈｏｅｓＳｈｏｐ － 「オリジナルサンダルとステイホーム向けルームシューズの開発」

神奈川県 穴子ちらし小町 － 和式から洋式トイレの改修による販路開拓

神奈川県 満天豚 － グーグルマイビジネス上のホームページ作成による顧客開拓事業

神奈川県 みつまめデザイン事務所 － 動画広告プロモーションとドローン空撮のデザイン提供

神奈川県 株式会社ウイッツ・リノバ 4011101054368 「長期修繕計画作成サービスの構築と周知」

神奈川県 株式会社リトルモア 7020001104031 オリジナル商品であるシャンプー・トリートメントの販売促進

神奈川県 からだメディカル整骨院 － 看板リニューアルによる認知度ＵＰと新規集患！

神奈川県 ＭＩＵ＆ＭＯＣＯ － サロン立ち上げに伴う新規顧客開拓に向けた広報活動の強化

神奈川県 秋間治療院 － 自力で歩ける高齢者を増やす、訪問マッサージ業の販路開拓事業

神奈川県 指圧Ｃａｍｐ －
ホームページのリニューアル・受付カウンター・外観デザインの変更による新
顧客の開拓

神奈川県 有限会社カヴォダロカ 8021002016792 まつげエクステ及びキャビンエステの増設による販路開拓

神奈川県 株式会社リコリス 5021001057898 鎌倉市内の販売網開拓を強化するため、瑞光殿での葬儀を開始

神奈川県 横田園芸 － 無農薬栽培の食用ばら・野菜畑を観光農園・体験農園への環境整備

神奈川県 株式会社ノーバ 8020001010443 ウェブサイト・リーフレットを活用した新規顧客開拓

神奈川県 株式会社横浜マリンフーズ 8020001048590 「ギフトラボ」拡充による新規顧客開拓

神奈川県 ＣＬＯＶＥＲ － 感染症対策と外部への広報及び非対面での顧客満足度アップ

神奈川県 ｉｎｆｏ．ＲＥＸ株式会社 3021001062859 ＳＮＳ広告の質を高め、効果的な発信による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社クフウシヤ 2021001054849 自律移動ロボットの受託開発サービスに関する販路拡大事業
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神奈川県 ＴＡＮＥＲＯＡＳＴＥＲＹＣＯＦＦＥＥ － 新規顧客、幅広い年齢層拡大に向けた焙煎所確立事業

神奈川県 フロンティア・パック合同会社 7021003009169 新製品のカタログの作成、販売ＨＰ追加と３Ｄデータ作成サービス

神奈川県 リストランテ・ラルーチェ － 料理の「質」を高める調理器具導入による販路開拓事業

神奈川県 サイバーストロム株式会社 7011201011448 商品認知度の向上と設備投資での生産性向上による販路の拡大

神奈川県 株式会社フェザーアイランド 1020001135651 オートバイ再生工場への設備投資と販路拡大の為の広告活動

神奈川県 ジャステック株式会社 8020001039268 ＮＤＸシリーズ製品の漫画制作とＷＥＢ広告による販売促進

神奈川県 三代目佐久良屋 － 次亜塩素酸水生成器導入による、衛生環境の抜本的な見直し。

神奈川県 有限会社大松 1021002056003 摘果ミカン果汁を使用した添加物不使用の干物開発販売

神奈川県 和文化きもの愛衣（めい）の会 － 「着物整理帖」を通じた販路拡大とコンサルティング事業の持続化

神奈川県 有限会社満留賀 6020002100352 年越しそば専用メニューの作成・販路開拓

神奈川県 オーロラモデル － カードゲームとゲームミニチュアの新規開発・販路開拓

神奈川県 こひさまコーヒー － オーブンの増設によるスイーツ＆パンで顧客満足度ＵＰ

神奈川県 株式会社バンブーシュート 5021001043254 店舗改装と設備購入により当店の認知度を高める

神奈川県 株式会社セブンス 2020001105216 ネット広告での集客率ＵＰ＆人と接触しない顧客対応システム

神奈川県 ローソン・スリーエフ小田原東栢山店 － 高価格帯果物と高機能性野菜の取り組みによる他店との差別化事業

神奈川県 株式会社サクラドリーム 9020001104582 自社製品ブランドの開発　自社製品の良さ日本国内・世界に広げる

神奈川県 Ｗａ＆Ｓｔｙｌｅフラワーインテリア － 贈答花の注文効率化に向けたＥＣサイト構築と顧客

神奈川県 日本木質技研株式会社 8021001062821 新３次元サービス構築とホームページ刷新による新規顧客開拓

神奈川県 寿屋酒店 － 売りが一目でわかる看板へのリニューアル

神奈川県 福祉マネジメントラボ － オンライン営業とメルマガ会員拡大による新規顧客獲得

神奈川県 有限会社エンゼル美容室 8021002018401 目で見て訴える宣伝広告及び撮影による思い出づくりのできるお店

神奈川県 ぎゃらりー喫茶なよたけ － 「空調設備」新装の快適空間で「文化イベント」需要の販路拡大

神奈川県 株式会社勢和 1021001057290 下請からの脱却！個人向けコンテナハウスの発信事業

神奈川県 株式会社０４５ 9020001063341 一日一組限定、無人キャンプ場のＰＲ強化事業

神奈川県 ｒｕｉｎｕｎｏ － 新商品開発とＷＥＢ運営の効率化による新規顧客獲得

神奈川県 柳田写真館 － ３密を避ける撮影スペース『風通しの良い屋外の写真スタジオ』事業

神奈川県 みなとみらいコンサルティング株式会社 6020001123619 業種別マネジメントシステムの開発・販売

神奈川県 株式会社ハウスケアｒｅｌｉｅｆ 4020001131318 ビジネスモデルの再構築と直接販売のための販路拡大事業

神奈川県 鉄板居酒屋こざら － 若年層テイクアウト客の取込み＆鉄板焼のイメージ払拭の換気徹底

神奈川県
ハワイアンロミロミサロン＆スクールｎａｍ
ｉ‐ｏｔｏ

－ 女性の為のサロン。認知度向上強化計画！

神奈川県 株式会社ｇｏｄｔｌｉｖ 9012801018921 環境対策万全で安心安全に来院できる接骨院のＰＲ強化事業

神奈川県 有限会社イトウ靴店 4021002010196 足計測技術による女性用コンフォート・ウォーキング靴の販売強化

神奈川県 ファミリア行政書士事務所 － 地元密着の広告事業とＳＮＳを利用した顧客の囲い込み

神奈川県 阿部由菜 － ブランドコンセプトに基づいた広告費用

神奈川県 合同会社ル・メイユ 4020003012722 顧客ターゲット層の比率が高いＥＣモールへの広告出稿

神奈川県 ザ・作兵衛 － 目指せ地域一番の観光農園！自社ホームページ刷新事業
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神奈川県 ＮａｔｕｒａｌＢｅａｎ合同会社 8021003009341 パッケージ戦略による販路拡大・収益ＵＰ！計画

神奈川県 行政書士あきもと事務所 － エンディング支援ツール及びコンテンツ作成による顧客開拓事業

神奈川県 フローラーフラン － 居心地の良い空間作りでイメージアップ！集客・売上げ倍増計画

神奈川県 有限会社丸星食品 7020002099287 ＢｅｔｔｅｒからＢｅｓｔへ計画事業

神奈川県 株式会社アトロ・フィルムズ 9021001018797
ＳＮＳを使い国内外に自社の制作物をアピールすると同時にサイトを使いや
すくする事業

神奈川県 合同会社ｎｉｎｅａｎｄｗｅｓｔ 6020003007919 フットトラブル改善及びフットケアメニューの販路開拓と集客

神奈川県 横山泰夫税理士事務所 － 事業承継を見据えた経営基盤強化事業

神奈川県 株式会社ミナロ 1020001047145 ケミカルウッドとハーバリウム事業のネット宣伝強化の取り組み

神奈川県 ＭＵＲＡＴＡデザイン事務所 － 新規医療系クライアント獲得

神奈川県 株式会社クリエイティヴパワー 9021001017254 ハワイリゾートに特化した空間の演出と女性顧客獲得

神奈川県 欣ずし － 生産本数の増加による顧客ニーズへの対応

神奈川県 Ｏｆｆｉｃｅ和美 － 神奈川県央地区の片付けが苦手な５０代女性向け断捨離サービス拡大

神奈川県 株式会社スタジオいんぐ 3020001093848 愛犬・猫の腸内環境を元気にする独自技術の発酵食品のＰＲ促進

神奈川県 ブロックデバイス合同会社 4021003007679 音響配信授供、サービスのホームページ開設による販路開拓

神奈川県 磯料理かねあ － ニャンコと一緒にご飯はいかが？ペット需要獲得事業

神奈川県 テニスアナライザー － テニス動画分析・編集サービスのネットＰＲと愛好者への営業

神奈川県 株式会社大貫興業 1021001068478 あらゆる機会で自社ＰＲをしブランドの創出と知名度向上による販路開拓

神奈川県 ＭＯＶＥＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 9330001007366 夫のモラハラ改善カウンセリングのＷｅｂ広告による販路拡大

神奈川県 喫茶トエム － 三浦野菜使用メニューをマグネットとした観光客誘引事業

神奈川県 株式会社勇工業 3021001066439 ＢｔｏＣ強化のための認知度＆ブランド力向上

神奈川県 藤沢歯科口腔管理株式会社 6021001061148 予防歯科の重要性と認知度向上のための宣伝活動

神奈川県 株式会社まぐかっぷ 5020001134947 販路を対面営業から非対面営業へ切替えおよびギフト商品開発

神奈川県 そば酒房陽ざ志 － 生産者と消費者をつなぐ！オンライン「食の学校」事業

神奈川県 有限会社時宝堂 6020002097374 新規顧客・新顧客層獲得の為の店舗改装とホームページ作成

神奈川県 ＲＩＣ － コンサル事業ブランディング及び新ビジネス戦略発信事業

神奈川県 かんじクラウド株式会社 5020001124601 新規製作するデジタル教材の販促活動

神奈川県 カフェ・ダイニングバーむぎや － 新たな販促用チラシの作成とポスティング及び、販促品の調達。

神奈川県 合同会社Ｓｕｇａｅｒ 5021003008040 新メニュー（フリーセレクション）の販路開拓

神奈川県 フットケアマミー － 多様な身体ケアのニーズに応える為の設備・ＨＰのリニューアル

神奈川県 株式会社リモクラス 6021001060463 野立て看板の設置による露出強化からの認知度向上と売上の増加

神奈川県 福祉介護タクシー鎌倉アンビ － 医療介護困窮者対象のホームページ・パンフレットによる顧客開拓

神奈川県 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｒｏｓａ　Ｒｉｓａ － ＷＥＢ販促及びオーダーチップ販売・出張ネイルによる販路開拓

神奈川県 多摩獣医科病院 － 動物歯科診療の専門情報提供のための自社メディアＨＰ制作

神奈川県 株式会社スポーツウェザー 6020001043296 表示機から観測データの読取と蓄積を図り予報業務の効率化を図る

神奈川県 ヘアー＆ヘッドスパキートス － 衛生意識の向上に対応した室内環境の整備と顧客開拓

神奈川県 萩原製畳有限会社 6021002023295 危機だからこそ“やるぞ！販路拡大”事業
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神奈川県 ＲｏａｓｔＤｅｓｉｇｎＣｏｆｆｅｅ － 新商品「インフュージョンコーヒーシリーズ」の認知度向上による販路拡大

神奈川県 有限会社昔の味たまご農場 4021002024725 昔の味たまごとごぼう皮茶で自社のファン作りを促進する広報戦略

神奈川県 Ｉ　Ｌｉｋｅ　Ｍｅ合同会社 5020003015922 子ども思考力を育てるプログラミング教室開設

神奈川県 有限会社石橋商事 4021002000486 青果輸送の温度管理を活用した医療医薬品輸送事業への参入

神奈川県 おでんバー信濃屋 － コロナに対応した店内最適化事業とテイクアウトと新メニュー。

神奈川県 株式会社ＮＯＭＵＲＡ 6021001038451 ホームページのリニューアルによるネットでの広告宣伝活動

神奈川県 羅針堂鍼灸整体院 － 専門分野を持つ地域密着型鍼灸整体院の新規患者獲得のための販促

神奈川県 Ｖｉｖａ４ｕ － ネットサイトによる無人予約システムの導入

神奈川県 ｃａｆｆｅｌａｔｔｅ － 出前事業の開始、メニュー写真のリニューアルで新規顧客の獲得

神奈川県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　Ｈｅｒｅ　Ｍａｕ － ホームページ作成及びリスティング広告掲載による販路拡大

神奈川県 株式会社ＦＡＩＴＨ 3020001117284 エリア初！ヘアから指先までワンストップビューティーサービスＰＪ

神奈川県 クイン秦野楽器 － 体験レッスンのＰＲ強化による集客増加事業

神奈川県 多田沙紀 － 個人事業主の創業を支援し、ＷＩＮ－ＷＩＮの関係性を構築する。

神奈川県 オヤマダイニング合同会社 5021003004502 定型新商品の開発と通販サイト強化による売上拡大事業

神奈川県 株式会社三五 5012301005779 住宅支援機能強化による新たな患者層（在宅医療）への販路拡大

神奈川県 株式会社エネぽーと 7021001047187 プロパンガス供給・紹介切替事業

神奈川県 株式会社ダイアログプラス 7020001103504 学習塾向けオンライン英会話サービスの開発とホームページ作成

神奈川県 ＧｒｅｅｎＣｏｏｋｉｎｇ－ＡＢＥ － 「薬膳と健康料理が身につくオンラインレッスン」

神奈川県 ＷｈｉｔｅＡｎｊｅｌｉｃａ － 感染予防とネイル施術環境を整備し広報力アップを目指す

神奈川県 ガーデンカフェ　サンフェイス － 新たな顧客層獲得のためにトイレを明るく清潔なバリアフリー化

神奈川県 オフィス岩松 － 動画を活用した傾聴教育広報サイト立ち上げによる販路開拓

神奈川県 通訳案内士守屋誠 － 地方・農村へのインバウンド個人旅行サービス手配業での事業拡大

神奈川県 治療室そら － ウェブサイトの更新と症状別情報の発信強化で新規患者を獲得

神奈川県 ＹＵＫＩフラメンコスタジオ － 新規顧客獲得の為のチラシ及びＷＥＢの作成とスタジオの設備改装

神奈川県 株式会社デジタルストリーム 3021001013201 ＤＳ　Ａｕｄｉｏブランド構築のための販売促進活動

神奈川県 リボーンドールベビー － リボーンドールによる、ドールセラピーの普及と促進

神奈川県 株式会社ｌｏｇ　ｂｕｉｌｄ 6021001069380 ウェブサイトによるＬｏｇ　Ｓｙｓｔｅｍの宣伝

神奈川県 合同会社ＭＡＳＡＯ 7021003007437 大人の「美」と「癒し」をテーマにした美容コンシェルジュ事業

神奈川県 じぶんｓｍｉｌｅ － テレワークでの部下育成に悩む管理職向け１ｏｎ１オンライン研修

神奈川県 Ｍ’ｓ　Ｂａｒ － ＮＩＧＨＴＧＵＩＤＥ．ＹＯＫＯＨＡＭＡ

神奈川県 シンギー株式会社 7021001038244 販路拡大の為のＷＥＢ及びＷＥＢと連動したカタログの制作

神奈川県 大廣工業株式会社 2020001133398 ＨＰやパンフレット等の広告宣伝の強化による販路拡大

神奈川県 和知電気 － 地域密着型の店舗を持たない電気店のＩＴ利活用と新規販路開拓

神奈川県 ｃｌｅａｒ － 看板およびチラシの設置による新規集客

神奈川県 メイドインハンズ － 健康維持に効果抜群！リフレッシュスムージーの開発

神奈川県 かんざき法律事務所 － 事務所の強みと、専門分野、実績がはっきり伝わるＨＰへの改訂
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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

神奈川県
Ｅｎｔｅｒｔｅｉｍｅｎｔ　Ｃａｆｅ　＆　Ｄｉｎｎｉｎｇ　ＢＩ
ＮＧＯ

－ 衛生面を高め、固定客の顧客満足度を高め売上回復を目指す

神奈川県 ＊ｐａｒｆｕｍ　ｄｏｕｘ＊ － 子供服ブランドの抜本的改革と販路拡大プロジェクト

神奈川県 株式会社山鳳 1021001031709 人工ゼオライトＸＰの新規市場での販路開拓に向けたＰＲ展開事業

神奈川県 有限会社小山溶接工業 5021002020228 技術の見える化による生産性向上と技能継承、そしてＩＴ飛躍へ

神奈川県 Ｈａｎｉｅｌｍｏｏｎ － 起業を応援！「バストケアセラピスト資格取得オンラインセミナー」

神奈川県 有限会社ちがさき丸 2021002011477 経営多角化と多層化のためのアウトドア衣料・雑貨店の開業

神奈川県 百匹目の猿 － 自社フェブサイト作成と新サービス広報活動

神奈川県 ＳｕｐｅｒＯｘＪａｐａｎ合同会社 8010503003697 会議室の導入で販路拡大を目指す

神奈川県 日本ミャンマー支援機構株式会社 4020001095463 ミャンマー進出ワンストップサービスの販路開拓

神奈川県 株式会社ＧＭＩ 5020001135193 四角型の特大ハンバーグの開発と販路開拓及び店舗運営の高効率化

神奈川県 Ｐａｒａｄｉｓｏ － 基本のマッサージに加え、世界各国ＳＰＡメニューの導入と拡販

神奈川県 株式会社ＡＲＴＢＯＸ 5020002077526 免疫向上・健康サポートで差別化を図ったエステサロンの広報戦略

神奈川県 株式会社モッコウヤコーポレーション 3020001052399 ネット販売システムの構築と新たな販促用カタログの作成

神奈川県 カイロプラクティックプレイスＴＡＫＵＭＩ － 出産後の体の悩みを解決するダイエットメニュー開発と広報活動

神奈川県 株式会社おおぬき 6021001011540 エステ集客の為のＨＰのスマホ対応とチラシによる販路開拓事業

神奈川県 株式会社ＧＲＯＷＵＰ 3020001118786 プロの力を借りて確実に！ＳＮＳマーケティングで脱広告媒体依存

神奈川県 ＣＡＮ－ＯＮ － 女性の自立を促進するパーソナル・ライフスタイリスト事業

神奈川県 暦の扉 － がん治療生活の質を向上させる人工皮膚まつげ「レスま」の周知事業

神奈川県 厨 － マリアージュ解説付和洋懐石弁当拡販の為の温度管理機器拡充

神奈川県 ヤマックス株式会社 4021001054673 プリント技術を応用したレースギア事業、アパレル事業への参入

神奈川県 イヌと暮らす － 新サービス「イヌの保育園」で、新規客及び見込客を開拓事業

神奈川県 合同会社ガーデナーシップ 2020003017178 新規顧客様の開拓にむけた集客事業

神奈川県 株式会社えにし 6021001059497 事前相談割引プランの実施と運営

神奈川県 ＡＲＯＵＮＤ　ＩＮＤＩＡ － ウェブ講座の開催と有料広告の活用による顧客増強

神奈川県 古道具Ｒ － ホームページおよび看板のリニューアル、買取専門ＬＰ制作

神奈川県 バニヤンツリーベーカリー 3020001123935 新たなロゴ・イラストを活用したイメージ戦略による売上向上

神奈川県 株式会社Ｈｉｇｈ　ｆｌｙｉｎｇ　ｐｉｅ 4020001124131 ネット広告での団体客の増加と販促品提供を利用した常連客の獲得

神奈川県 株式会社工苑 4020001066217 自社ＨＰの事例紹介の強化と特設サイトの制作による新規顧客獲得

神奈川県 ＮＯ　Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅｓ － ビジネスモデルの確立による新規顧客の開拓とファンづくり

神奈川県 有限会社ラウト 5021002016804 『個々のニーズを満たすダイバーサポートサービス』

神奈川県 有限会社サカエ・グラスサービス 2020002038191 自動車ガラス修理サービスのＨＰ活用による新規顧客開拓

神奈川県 就労支援カレッジ株式会社 1020001133795 横浜市における地域密着型就労支援サービスの利用者獲得事業

神奈川県 ＷＩＬＬ整骨院 － ホームページの活用で整骨院の治療サービスを周知する事業

神奈川県 一友ビルドテック株式会社 9021001015522 ドローンによる住宅診断で安全・効率化と目立ち壁面看板での集客

神奈川県 株式会社スリーハイ 1020001044142 電子回路の天敵、シロキサンガス対策で半導体業界を救う！

神奈川県 アズマフィン － 移動販売車による販路開拓および新商品のプロモーション
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神奈川県 株式会社ＴＥＺＺＯ 8020001060298 大規模展示会「オートサロン２０２１」出展による販路拡大

神奈川県 ｎｅｏｎ　ｌｉｇｈｔ　ｓｔａｒｓ － 魅力を形にする。アーティスティック撮影体験

神奈川県 ダイハツエビナ － 高齢運転をやめさせたい！悩みを抱えるご家族の「無料相談会」

神奈川県 株式会社メディカルラボパートナーズ 6020001114527 医療機器開発の推進事業

神奈川県 株式会社グラップス 2020001083602 主力商品販売促進の為の「デジタルコンテンツＥＸＰＯ」出展

神奈川県 有限会社ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ　ＺＡＮＱ 3020002080176 新商品の試作品とＰＲチラシ、ショッピングカートの作成

神奈川県 ユキヤ株式会社 9020001121371 「そめぷり♪」伝統工芸『東京友禅』をお手軽ウェブショップで！

神奈川県 亜細亜物流株式会社 6021001031506 パンフレットとホームページによる情報発信体制の強化

神奈川県 株式会社空観エンジニアリング 3020001135848 ３Ｄモデルビューワーの販路開拓

神奈川県 株式会社つかさ 9021001024250
「卓上型餃子成型機の導入による新商品の生産力・販売力を向上させる事
業」

神奈川県 内田　博明 － 多販路展開とブランディングを視野に入れた商品開発事業

神奈川県 ひびき動物病院 － 消化器内科の診断治療に柔軟対応するための技術開発と販路開拓

神奈川県 株式会社大和商會 8021001020069 木材加工のショウルーム化での自社ブランド向上及び良質顧客獲得

神奈川県 キャラメル・ココナッツ － 「日本をより良くするヒントを」イギリス専門ライターの現地調査

神奈川県 シリコーンゴム工業株式会社 8020001135174 濾過装置等の導入のよる新商品試作品の開発

神奈川県 ジョブファインダー株式会社 8020001135455 在日外国人向け求人サイトのＷＥＢ広告による販路開拓

神奈川県 有限会社スピードウォール 1020002008278 上級者及びリターンセイラー向け上級スクール

神奈川県 アルケリス株式会社 1020001134942 「アルケリス」のリブランディングによる認知度向上と新規顧客開拓

神奈川県 日本夜景オフィス株式会社 6010001179505 Ｗｅｂメディアのインバウンド対応による収益化と販路拡大

神奈川県 株式会社エンジン 8020001116430 動物病院・ペット業界向けリクルートサポート事業の認知度向上

神奈川県 株式会社Ｏｎ　Ａｎｄ　Ｏｎ 3021001064079 Ｇ検定対策オンラインコンテンツの開発・販路開拓

神奈川県 Ｍｉｅｒ － 南林間知名度、顧客満足度ＮＯ１ネイルサロン事業

神奈川県 株式会社ｔｅｎ－ｆｉｖｅ 6021001060199 自立支援サポート事業者と連携した安心安全な住まいの提供と拡大

神奈川県 渋沢すずらん整体院 － 看板広告、チラシ、ＰＰＣ広告による新規顧客開拓

神奈川県 いわの不動産株式会社 2021001061366 空き家を減らせ！高齢者オーナーへの認知度向上事業

神奈川県 工房ＳＥＲＡ － 安価なプラスチック製振り子式缶オープナーの製品化による販路開拓事業

神奈川県 ＯＳ　ＷＯＲＫＳ合同会社 1020003008070 自社の星製粉所で製粉した米粉商品をＥＣサイトで販売する

神奈川県 株式会社吉みらい企画 9020001134431 ゲストハウスの無人営業化とレンタルスペース事業の開始

神奈川県 株式会社ねもと 1021001043472 品質管理の徹底と仕入力強化で酒愛好家発掘の為の店づくり

神奈川県 有限会社インディゴベル 3021002010197 「不安解消　プランニングによる建物売却」

神奈川県 ＢｏｄｙＭａｋｅＳｔｕｄｉｏＢｅｉｎｇ － スタジオ空間を快適にし、カラダもココロも更に効率よく鍛える！

神奈川県 遊写真事務所 － 保育園・幼稚園行事のＬｉｖｅ動画配信サービス

神奈川県 株式会社ＣａｒｅｅｒＣｒｅａｔｉｏｎ 3020001133050 音声メディアを活かした組織活性化サービス「社内ラジオ」

神奈川県 こまめ － 新規顧客獲得のための宣伝ツール→暖簾と外看板の作成

神奈川県 ビストロルブルジョン － 持ち帰りニーズに対応するためのテイクアウトコーナーの新設

神奈川県 Ｎｉｎｏ　Ｆｅｌｌｏｗｓ　Ｃｌｕｂ － ＨＰとパンフレット等の広告宣伝の強化による販路拡大
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神奈川県 ヴォルト株式会社 5021001053575 ２輪レーシングチームの魅力発信による新規顧客獲得事業

神奈川県 フォレストマネジメント合同会社 8020003016884 森林経営受委託を促進するための効果的な販促と効率的な測量事業

神奈川県 てらのら － ＨＰ改善と新サービス開始による販路開拓

神奈川県 株式会社シティエステート 3020001046731 家賃保証（一括借上）物件に繋げるインターネット集客の挑戦

神奈川県 株式会社Ｒｉｒｉａｎ 1021001069724 まつ毛エクステ部門における４０代～５０代を対象とした販路開拓

神奈川県 栁澤俊貴 － Ｗｅｂサイトを利用した企業法務支援の販路開拓

神奈川県 ＦＤＦコクリコ － 広告媒体のプラン変更による新規顧客の開拓

神奈川県 横浜梅桜堂薬局 － 開業に伴う新規顧客獲得のための集客・店舗認知のための取り組み

神奈川県 ヨサパークＳｏｒａ － フェイスパックサービスの販売促進に向けたＨＰ制作

神奈川県 株式会社スパークル 8020001040993
高齢者向け「パーツｄｅトレーニング　スマイル工作キット」商品イメージ：丸や
四角、

神奈川県 有限会社多摩川珠算学院 1021002022277 老朽化した照明のＬＥＤ化による、教室のイメージアップ事業

神奈川県 橋本勝 － アマゾンでの広告実施とインフルエンサーを活用した新事業の設立

神奈川県 株式会社プルメリアケア 2021001010562 オーダーソールで足から健康に生涯現役ＡＳＩＰＬＵＳ。

神奈川県 コスモバリュー株式会社 9020001083422 業界誌広告とホームページ改修による新規顧客獲得事業

神奈川県 はりきゅうＰＯＫＫＥ － 新規オンライン用ｗｅｂページの作成と遠赤外線治療器の導入

神奈川県
Ｔｈｅ　Ｓｕｎｒｉｓｅ　Ｓｈａｃｋ　Ｊａｐａｎ株式会
社

9021001064684 ＳＥＯ＆ＭＥＯ導入による自社ＥＣサイトと店舗への集客向上事業

神奈川県 休み屋ｃａｆｅサンフラワー － 喫茶店でテレワークも可能！皆が快適に過ごせる癒し空間の拡充

神奈川県 株式会社ベルフィーネ 2021001060582 従来にない洋装仏衣の開発、販路開拓と仏衣縫製用ミシン購入

神奈川県 株式会社ＡＬＬ．ｅ 3021001064095 新規顧客獲得へとつなぐ　地域密着型広報活動プロジェクト

神奈川県 株式会社Ａｔ　Ｆｉｌｍ 4020001119627 新規事業展開による直接取引の拡大

神奈川県 はるかぜ株式会社 8021001068991 神奈川県県央エリア対象候補者への情報発信強化による売上安定化

神奈川県 株式会社皇喜 3020001040767 自社ブランド商品の購入率を高めるラディングページ作成

神奈川県 株式会社マナビバキッズ 9020001135487 『学童×習い事』新しいカタチの学童保育で新規顧客獲得

神奈川県 カピリナデザインリフォーム － 非対面型接客とアクセス数向上を叶える戦略的ＨＰリニューアル

神奈川県 有限会社前島建材 6020002000718
自社ホームページのリニューアルとＳＮＳとを活用した顧客との相互間コミュ
ニケーショ

神奈川県 Ｃｏｒｒｅｃｔ整体院 － 五十肩の患者様の新規集客

神奈川県 株式会社田代吉右衛門本店 5021001032901 コロナに負けるな！練ものを食べて元気に乗り切る計画

神奈川県 株式会社リスニ 1021001035759 強アルカリ電解水エビデンス取得と生産効率化による売上増大計画

神奈川県 たしろ鍼灸接骨院 － 『早期回復・早期復帰でパフォーマンス向上計画』

神奈川県 有限会社アイ・ハッピーバリュー研究所 1020002069907 動画を活用したＷｅｂ広報・広告による販路開拓

神奈川県 有限会社山源商事 6021002053367 訴求力のあるＷＥＢサイトによる新規顧客開拓

山梨県 ガーデンマリッジ － 離婚相談事業の新規事業開発と新規顧客の獲得

山梨県 窪田自動車鈑金塗装工場 － ＬＥＤを活かした短時間で高品質な鈑金塗装技術の確立と販路拡大

山梨県 株式会社村茶季園 8090001015403 希少な甲府盆地産の茶葉の新商品開発とインターネット販売強化

山梨県 シーダ株式会社 2012401008569 映像制作事業の強化で新たな販路を開拓

山梨県 ＰｏｃｏＳｅＲｉｏ － 新しい生活様式に適応すべく、オープンエヤーの有効活用
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山梨県 株式会社Ｖｅｎｔ計画設計室 6090001012856 木の質感と漆喰による内装リフォーム事業推進のための販路開拓

山梨県 平井　淳也 － ２４時間型スポーツジムの設立

山梨県 おかめ麹商事有限会社 9090002000576 手作り甲州味噌・麹のネット通販強化および来客用トイレの改修

山梨県 中央海産株式会社 2090001001383 食品衛生コンサルで「強い」食品事業者への成長を支援する！

山梨県 ＤＯ　ＯＮＥ’Ｓ－Ｂ株式会社 3090001016083 当社、顧客、社員を繋ぐウェブシステムの活用

山梨県 里垣珠算塾 － 新規生徒募集の看板掲示及び生徒安全策として手すりの設置

山梨県 シェリーマリエ － スマートスピーカーを活用した新婚生活の困りごと解決提案

山梨県 司美容院 － 大型焙煎器の購入による生産性向上、受注増への対応

山梨県 株式会社丸福青果市場 5090001002057 地元で長年愛される石焼き芋のインターネット通販による販路拡大

山梨県 Ｃａｆｅｅｒｉ － 日本中に新鮮なお菓子をお届け

山梨県 小澤畳工業所 － 店頭で畳の魅力と効果をＰＲ、昇降式作業台を導入し作業効率ＵＰ

山梨県 株式会社トラストテック 6090003001295 インターネット広告を活用した新規ターゲット顧客の獲得

山梨県 株式会社竹屋　あさかわ 4090001001340 最新のＩｏＴ技術を駆使した販路拡大システム

山梨県 株式会社西山組 6090001009919 イントラネットによる業務効率化とＨＰによる県外の取引先との連絡強化

山梨県 ダイアナキューミー － プライムネイル（新サービス）導入による新規顧客獲得

静岡県 Ｈａｉｒ　Ａｔｅｌｉｅｒ　ｒａｆｕ － ニーズ喚起と情報発信の強化による販路開拓

静岡県 ポノ － 認識されるサロンにするためのＷＥＢ／ＳＥＯと集客＆販促活動

静岡県 株式会社ｒｉｓｅ 5080401020493 業務提携を増大させる販路開拓

静岡県 渡辺建築株式会社 8080101016657 住まいの居心地の良さを伝えるためのＨＰ整備による受注率向上

静岡県 東永匠建株式会社 5080401013357 「髪育美髪のためのサロン」の広報ツール作成による販路開拓

静岡県 株式会社ユア・ハウス 8080001015412 新企画住宅とオンライン見学会のホームページ、チラシ等での広報

静岡県 ＢＲＩＬＬＡＮＴＥ　ＩＬ　ＳＵＺＵＫＩ － 店舗リニューアルによる新規顧客開拓

静岡県 ライフサプリプラス株式会社 7080101019264 新たな療育プログラムと講演会実施による新規利用者の獲得

静岡県 ネイル・ワン － 新型コロナ感染対策をしてネイルサロンの継続＆売り上げアップ

静岡県 リファイン － 若年アスリートとスポーツ愛好家をターゲットに治療室業務の強化

静岡県 モモヤ株式会社 7080001009282 入店したくなる店づくりとドレスセットアップ提案による売上拡大

静岡県 有限会社三田 7080002011345 チラシと検索からＨＰへの誘導によるリフォーム事業売上向上計画

静岡県 有限会社鈴木アグリー 6080402004206 安全性と信用度向上のためのコーポレートサイト作成事業

静岡県 ＤＯＵＸ－ＳＯＬＥＩＬ － 店舗看板のリニューアルによる新規顧客獲得の実現

静岡県 Ｒｅｓｔｙ － ホームページリニューアルによる、ターゲット拡大！一人組織化計画

静岡県 前田電気保安管理事務所 － 電気設備試験装置の導入による販路強化

静岡県 株式会社ハシモト茶業 8080001019594 高齢者女性をターゲットにした蕎麦提供によるお茶販売の販路拡大

静岡県 有限会社横綱 8080102003778 訪日外国人観光客の受入環境整備による事業継続力の強化

静岡県 有限会社地磯 8080002003837 安心・安全に楽しめる食空間を提供し、コロナ後の新規来店客を呼び込む

静岡県 有限会社秋芳堂 5080402003803 工場直売所開設に伴う広告宣伝による販路開拓

静岡県 エムズキュア － 健康寿命を延ばすフットケアの普及と販路拡大
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静岡県 株式会社連尺すみたや 6080401005873 新規顧客獲得のためのＨＰリニューアル

静岡県 浜松まちなかＢＯＸＩＮＧ＆ＦＩＴＮＥＳＳ － 自社の強みのブラッシュアップ・見える化による新規顧客獲得

静岡県 岡田総合企画 － 算数が苦手な中学受験生獲得のための広報活動

静岡県 武長 － ホームページを利用した非対面による不動産販売の強化

静岡県
アパート・マンションリフォームの大家のし
んちゃん

－ ホームページ作成による日々の暮らしにこだわりを持つ顧客の開拓

静岡県 パース工房 5020002035260 販売促進用の自社ホームページの更新および作成

静岡県 ナイトー工業株式会社 8080401003677 住宅向けアイアン製デザイン手すりの販路開拓

静岡県 村兼水産株式会社 3080001015284 一般消費者向けチラシの作成による新規顧客獲得とサービス向上

静岡県 アルモ株式会社 3080401021766 キッズルーム新設で家族みんなご来店、販路開拓事業

静岡県 グリーンメイトホンダ － ヒートプレス機導入による低価格チームウェア販売開始と販路拡大

静岡県 コムフィット合同会社 3080403003589 ワンダーアートＮｏＷａｙの認知・販路開拓

静岡県 株式会社アール・シー 8080401018452 化粧打放しコンクリート施工紹介ＷＥＢサイトの構築

静岡県 株式会社ダイアモンドベリー 4080401022391 メンズ専用フェイシャルサロンの事業化

静岡県 有限会社原田塗装工業所 9080402006653 受注増を目指したＨＰ制作による販路開拓

静岡県 美容整体サロン木の葉 － ＨＰ作成による働くママ層の癒し空間提供による新規顧客獲得

静岡県 Ｃｈａｋａｌｕｔａｙａ株式会社 5080101021016 熱海・西湘エリアの出品代行と地元関連動画の作成・編集・配信

静岡県 株式会社インテンド 9080401023311 超音波観察装置導入によるスポーツ怪我治療の強化・新規顧客獲得

静岡県 アウトオブザブルー － ＩＴを活用した新たなエポキシレジンワークショップの展開

静岡県 デコール － 幹線道路を活用した集客力アップのための看板・懸垂幕設置

静岡県 岩田塗装店 － 商談ルームの設備充実で成約率と知名度アップ

静岡県 Ｍｏｔｏｒ　Ｐａｒａｄｅ（モーターパレード） － スカイラインファン向け丸目４灯カスタムテールランプ製造・販売

静岡県 婚活サロンえん寿 － 「結婚相談所を開設し、結婚までの一貫したフォロー体制を確立」

静岡県 大伸木工株式会社 8080001003103 料理好きを狙い撃ち！広報支援も行うキッチン付き貸スペース事業

静岡県 吉祥工業 － ■ホームページ制作

静岡県 司法書士鴨川広継事務所 － 主に個人向け業務案内のホームページ制作による販路開拓

静岡県 オフリール － 衛生面の改善と積極的な販促活動による安心できるお店作り

静岡県 からだ鍼灸整骨院 － コロナに負けない！コロナ感染下で腰痛に悩む患者へのＰＲ活動

静岡県
株式会社赤池カーコミュニケーツシステ
ムズ

3080101003767 音質改善目的のスピーカー取付キット等の説明動画による販路拡大

静岡県 株式会社御殿谷農園 2080001021028 バーコード入り包装袋、リーフレットの導入による販路拡大

静岡県 有限会社太陽自動車 2080402004663 幹線道路からの集客を狙った店舗作りにおける看板設置

静岡県 株式会社デクシィ 7080401000725 社内コミュニケーションを活性化させるデジタルサイネージの販売

静岡県 株式会社山春建設 3080101003437 体感ハウス・ショールームを活用した見込み客集客システムの構築

静岡県 有限会社松田商会 9080102011615 アウトドア向けシェアリングスペース整備事業

静岡県 株式会社アカリエ 8080101019635 地域に密着した不動産サービス提供のためのポータルサイト構築

静岡県 Ｔｈｅ　Ｏｌｄ　Ｂｕｓ － キャンプ場の整備・アクティビティプランの実施・販路開拓

静岡県 まっちゃんの整理収納配達便 － インターネット集客で女性のこころを掴む
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静岡県 ＡＢＣ　ＫＩＤＳ　ＣＬＵＢ － オンラインレッスン導入による販路拡大の為の、Ｗｅｂサイトリニューアル

静岡県 ネイルデザイン　アッカスタイル － ５０～６０代の女性向け爪を傷めないネイルのＰＲ活動

静岡県 有限会社スルガ環境サービス 5080002003047 「下請けからの脱却と宣伝による新たな顧客ルートの拡大」

静岡県 株式会社フロンティアフードサービス 9080401022676 新商品「すっぽん雑炊の素」開発での新規顧客開拓

静岡県 Ｆａｒｍ　Ｈｏｕｓｅ　コウ － 農業の６次産業化としての農家民宿開業に伴う広告宣伝の実施

静岡県 石橋防災システム － 大型施設の消防点検を可能とする取り組みにより新たな顧客を獲得

静岡県 ケーフーズ浜松株式会社 2080401022930 ウェブサイトの拡充及び立ち上げによる国内のマーケティング強化

静岡県 ＤＥＮリフォーム工房 － 在宅ワークを快適に、仕事がはかどる空間づくりの提案と発信

静岡県 株式会社アロハネットワークジャパン 4080001011299 人と環境に優しい除菌消臭サービス事業による販路拡大

静岡県 有限会社ツール・サノ 8080102017596 自動車先進運転支援システムエーミング装置導入事業

静岡県 有限会社蘭天 5080402010725 テイクアウト・デリバリー実施による医療関係者の販路開拓

静岡県 有限会社デンシ印刷 5080102006395 印刷屋（カラーコーディネーター）による看板業の周知と販路開拓

静岡県 株式会社アニックス 2080101021456 チラシを活用した新店舗の存在やテイクアウトの周知と来店誘導

静岡県 株式会社ブルクアセット 8080401022719 オンラインセミナー等活用による新規顧客の開拓

静岡県 株式会社松永豆腐店 4080001011365 遠方の豆腐好きにも届けたい！豆腐のさらなる高品質化の実現

静岡県 庄島農縁株式会社 3080401023564 広告宣伝強化による直販販路開拓事業

静岡県 株式会社エボリューションアンドクリエイト 2080401000886 新規顧客獲得に向けての既存ネットショップの売上増加施策

静岡県 梅工房おおいし － 梅の栽培加工・販売を自ら一環して行い地域の活性化を目指す事業

静岡県 株式会社高森商店 2080001013157 ＢｔｏＣ市場進出のための販路開拓ツール作成事業

静岡県 有限会社リルーフ 8080102017695 サイネージ看板による長持ちリフォームの認知度向上と顧客獲得

静岡県 Ｂｅ　Ｗｉｔｈ － リラクゼーション専門店舗新規オープンによる新規顧客獲得

静岡県 誠の焼肉　伊豆焼肉ほのり － 昭和の焼き台から令和の焼き台に！美味・高回転焼き肉事業

静岡県 アルカディ － 『新規顧客＆従業員』のための看板設置と外構の建設

静岡県 ジョイント － 顧客開拓を目的とした修理工程の内製化によるアフターメンテナンスの強化

静岡県 株式会社ワイエス 8080001022160 危険な害虫から生活空間を守る害虫ブロックと新商品ゲルの普及

静岡県 彩香茶園有限会社 9080002002136 ＳＮＳ広告を利用したインターネット通信販売の販路開拓

静岡県 株式会社Ｓｕ＆Ｋｕｕ 4080001022577 スウェット・アウター類に特化したホームページの作成による販路開拓。

静岡県 有限会社割烹若ざわ 8080002009603 バイパスからの来店を促す案内看板の設置事業

静岡県 タケウチ製パン － 【男性客も満たされるドイツパン”プレッツェル”の販売促進】

静岡県 スタジオヒコ － こども写真館での「動画撮影事業」の導入とＳＮＳ広告展開

静岡県 ＳＴＵＤＩＯＢＲＥＡＴＨＥＤＡＮＣＥ＆ＹＯＧＡ － スタジオレッスンとお家時間、両方楽しく受け放題システム

静岡県 株式会社ブルーワン 6080001012444 ＨＰ、ＳＮＳ、各媒体による認知度・好感度アップ事業

静岡県 小川商店 － 真空調理器の導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

静岡県 有限会社ジュノー 1080102017693 ディズニーウエディングドレスを用いた顧客サービスの充実

静岡県 Ｄｅａｒ － 新型コロナウィルスに負けないぞ、安心安全スナック経営

静岡県 株式会社セイユウ機工 4080001002496
金属切断用刃物「コールドソー」の再研摩によるリユース市場の創出と販路
開拓・業務効
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静岡県 芙蓉文具株式会社 5080101011792 新システム導入による販路拡大と働き方改革

静岡県 デンタルカフェｂｏｕｎｄａｒｙ － 整体迷子のための広報強化とブランド構築による新規顧客の獲得

静岡県 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ａｄｅｌｅ － 加齢に悩む女性向けエイジングケア新サービス導入事業

静岡県 丸兼水産加工株式会社 7080001009126 自社でのマグロ解体による新規顧客獲得

静岡県 株式会社ありがとう 1080402016858 テイクアウト事業を強化するためのＨＰとチラシ制作

静岡県 ｈａｉｒ＆ａｃｃｅｉｌＰａｖｅ － モバイルサイトの新設により来店予約の円滑化と新規顧客の開拓

静岡県 株式会社じゅんちゃんファーム 7080401023552 スーパーとの取引拡大を目指した動画の制作

静岡県 和楽舎設計工房 － 「医師のための設計事務所」ホームページ全面改良・写真撮影

静岡県 特定非営利活動法人伊豆ｉｎ賀茂６ 3080105005966 ●賀茂地区空き家バンクシステムの紹介サイトの作成

静岡県 山岡医新整体 － 動画を活用したＨＰ開設による販路開拓

静岡県 ルーフアンドベンチ株式会社 7080001012897 ３６０度カメラ活用による、高付加価値ＩＴリノベーションの展開

静岡県 株式会社広宣社 9080101010618 富士山周辺の特産物を扱うＥＣサイトの運営による販路拡大

静岡県 サロン・ド・ルポ － 新たな顧客層の拡大とお客様が特別で安心できる空間づくり

静岡県 株式会社あいす 5080001012445 富裕層をターゲットに高級なオーダー家具の販売促進活動

静岡県 株式会社大地運動具店 1080001000817 【～オリジナルカスタムウェアのネット注文ルートの確立～】

静岡県 みらいステップ社労士事務所 － 開業１０年以内事業者向け労務管理体制整備推進事業

静岡県 有限会社東京屋分店 5080402005403 ディナー及びテイクアウト・デリバリー事業実施による販路開拓

静岡県 株式会社ＹａｍａＳｈｏｗ 4080401020916 店舗改装によるリピーター獲得と客単価向上事業

静岡県 株式会社ＰＡＮＤＯＲＡ 1080101018817 高機能空気清浄機等の導入で安心安全な店舗運営を実現

静岡県 太助合同会社 8080103002135 静岡県沼津市南部海岸地域空き家活用事業

静岡県 株式会社静岡農機情報センター 6080001010836 近隣住民への農機具販売強化による地域密着型経営への転換

静岡県 訪問鍼灸マッサージ桜 － 新型コロナにより売り上げ激減した鍼灸マッサージ業のリスク分散

静岡県 ＳｔａｒＧａｒａｇｅＣｏｎｆｉｄｅｎｃｅ － 笑顔のチラシで修理・販売１０％ＯＦＦ

静岡県 あまた屋 － メニュー数増加による満足度のアップ、新規顧客獲得

静岡県 株式会社ぱれっと 8080101018505 ネイルスクール事業強化のためのホームページの制作事業

静岡県 株式会社吉原中央電業社 8080101009941 Ｖ２Ｈ設置工事の新規参入と販路拡大

静岡県 ＳＫプランニング合同会社 8080103002085 新しい生活様式に沿った、新しい結婚式応援キャンペーンの実施。

静岡県 株式会社Ｂ＆ｂＨｏｍｅ’ｓ 6080001020026 住宅の内装『抗菌・抗ウイルス塗料』の販促／販路開拓

静岡県 遠藤建築 － ソフト導入による業務の効率化および提案力向上の推進

静岡県 ヘアデザインクレッシェリー － 上質リラクゼーションメニュー提供のための新規顧客獲得事業

静岡県 ちゃん影 － お弁当ネット販売・委託販売への新規参入

静岡県 有限会社サンレイ 2080002015846 実店舗（事務所）での販売開始に伴う店内改装

静岡県 コスメティックエステＮａｎａ － 自爪育成ネイルを実践し、新たな顧客の販路開拓拡大

静岡県 有限会社本橋デザインスタジオ 1080002011466 ライブ配信システムの構築・販路拡大

静岡県 株式会社ＮｅｘｔＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 2080001019559 内装工事受注を増やすためのホームページＰＲ戦略

静岡県 ＳＫＩＮＣＡＲＥＳＡＬＯＮＶＯＥＵＸ － 綺麗と健康の両取り！美容高周波温熱機による施術で免疫力アップ
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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 Ａｉｒｉｓ － 動画活用したＨＰ制作による南インド式ヨガの新規顧客の開拓

静岡県 株式会社ＳＯＷＡＫＡ 3080401023110 二号店の雑貨販売とカフェスペース運営による新規顧客獲得

静岡県 ティーアイオートガレージ － レンタル建設車両機械の整備業務取扱による販路開拓

静岡県 ｔｅｔｏｔｅ（テトテ） － オーガニック商品の物販による子育て前の客層の取り込み

静岡県 株式会社キッシュ 2080001021820 看板設置によりデザインにこだわる顧客の新規獲得

静岡県 ライドアウト － ハイブリッドカー専門店化のための広報活動及び設備整備

静岡県 かん吉清水店 － 贈答用鰻商品で通信販売売上増を図るための広告宣伝

静岡県 窪田早紀 － アーユルヴェーダ養成講座開始のための準備

静岡県 株式会社プランニング富士 5080101009614 ホームページの刷新による当社仕事の見える化と販路の拡大

静岡県 株式会社エピネス 9080001020667 コロナに負けないタケノコの新しい販売方法と加工・保存の確立

静岡県 株式会社三和工務店 5080101008640 中古住宅市場をとらえたドローン等を活用した建物診断のＰＲ動画作成

静岡県 株式会社杉初水産 2080101000864 ＨＰ再構築・ＥＣサイトの充実化・ネット広告掲載・販路開拓

静岡県 ＳＨＥＬＬＹ － 離職率低下へ！やる気がアップする若手のコミュニケーション研修

静岡県 株式会社エヌ・ティ・アドバンス 8080001018794 直接取引のクライアント数を増やすためのＤＭ販促の実施

静岡県 Ｍｂｅａｕｔｅ － エムボーテ「新規顧客」獲得ＰＲ作戦

静岡県 メイちゃんの焼き小籠包 － 新商品（丼物）の開発による商品告知用タペストリー等の作成

静岡県 株式会社３ＳｅｒｉｅｓＣｒｅａｔｉｏｎ 5080001023467 機能回復・自立支援を行なうジムおよび介護施設の販路開拓

静岡県 株式会社Ｔ＆Ｎパートナーズ 9080401012826 多文化共生なブリティッシュパブの食事メニュー強化と販路開拓

静岡県 株式会社川上機工 8080401011192 受注倍増のためのＨＰ開設と業務効率化のためのＩＴ活用

静岡県 佐野亮介税理士事務所 － 税理士事務所の多角的ビジネスサポートとなるＷｅｂサイト事業

静岡県 株式会社むさし 8080101014578 伊豆の幸、山と海をダブルで味わう「下田山海漬」を全国へ！

静岡県 有限会社マルサ村松商店 9080402007742 有機栽培在来落花生で作るピーナッツバターの量り売り販売のＰＲ

静岡県 株式会社ＨＯＭＡＲＥＮ 6080401013918 ＱＯＬを高めて健康寿命を促す甦生石を活用した新事業の販路開拓

静岡県 エステサロンＫａｎｏｎ － 婚活サロン「Ｋａｙｏ－ｂｉ」の運営による新規顧客開拓

静岡県 トネリコ － 妊活ニーズに応えるための強化事業、オンラインサロン開設

静岡県 ｎｅｓｔ － 店内改装でスペース拡大、品揃え強化で売上ＵＰ

静岡県 株式会社ＳＥＡＷＯＯＤ 6120001154744 有名デザイナーと提携しての展示会出展

静岡県 株式会社Ｐ・Ｃ・Ｓ 3080001012851 新型コロナウィルス対策を施したエステ店としての販路開拓

静岡県 ｙａｃｍｉｉ － 刺繍家の新たなプロダクト（手芸用品）の開発及びその販売促進

静岡県 ＳＴＲＵＧＧＬＥＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥＳ － 「集客力の高い外装・外観の作り人目を惹き思わず入りたくなる店舗づくり」

静岡県 有限会社ツカサテック 7080402005062 １社依存の下請を脱却するための営業体制強化

静岡県 エム・スポーツ接骨院 － 科学的手法を用いた機材購入によるスポーツ競技トレーニング改革

静岡県 プロ・ストリート － 立地条件等の強みを最大限に活用した販売促進活動の実施

静岡県 株式会社ピューロハート 4080001022131 購入型クラウドファンティング、マーケティング活用事業

静岡県 株式会社ＧＯＬＤＢＬＵＥ 2080001022380 「楽天市場」にアカモク専門会社として出店

静岡県 デザインプロダクションサントラ － 医療機関情報フリーペーパー発刊に向けたＨＰリニューアル
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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 ＤｏｌｌＨｏｕｓｅ － バルーンを使ったギフト販売と新規顧客の取り込み

静岡県 有限会社オノダスポーツ 3080102016545
自社ホームページの開設と、ＳＮＳ運用・ネット販売を強化したデジタルシフト
事業

静岡県 外装浜松株式会社 7080401024146 イメージシートとホームページを制作して当社をＰＲ

静岡県 たべりん － 販売所設置による販路拡大と製造効率改善による事業継続性の向上

静岡県 はぴり － 男性向け紙石鹸の開発及びＰＲ活動

静岡県 株式会社サンプラ 1080401011224 高比重樹脂の理美容用ハサミの開発と事業化

静岡県 メンズ脱毛ジョルジオ － （インスタ）映えするＷｅｂでページビュー・集客３０％ＵＰ作戦

静岡県 リアルフードあくつ － 健康機能に着目したオーガニック静岡煎茶の販売促進

静岡県 和ｃｏｎｔｅ － 美容師が地元静岡の原材料で作った美容と免疫力アップの甘酒

静岡県 スマテリア・ジャパン合同会社 2080403003160 旅するようにお買い物する百貨店催事とウェブショップ企画

静岡県 ワイズオフィス － 非日常空間を演出する新規店舗立上げに伴うＨＰと看板製作

静岡県 株式会社久星商店 4080001015135 ホームページの整備と広告による焼津特産品「生利節」の情報発信

静岡県 株式会社ＷＡＴＳ－ｐｒｏｇｒｅｓｓ 1080101017653 令和の時代を生き抜くためのＨＰ改修＆ＩＴ化

静岡県 柴コーポレーション株式会社 5080401018711 コロナ対応の飲食店に向けた広告パッケージによる販路開拓

静岡県 ＲｅｓｔｏＲｏｄｓ　Ｃｕｓｔｏｍ － クラシックカーのカスタムメタルワークを全国発送

静岡県 しあわせの花が咲く株式会社 1080001021920 店舗外側を改装することで来店客数を上げ、業務効率化を図る

静岡県 エルスリー株式会社 6080101016931 「人々の想いを三島内外で発信するための英会話レッスンのアピール」

静岡県 Ａｎｅｍｏｎｅ － 女性の体の悩みを改善する温活療法の魅力を伝えるＨＰの構築

静岡県 松月 － 顧客を飽きさせない商品展開によるリピーター獲得と事業継続強化

静岡県 有限会社ヒシダイ大石商店 4080002006620 「しらす屋自慢のしらすピザ」

静岡県 株式会社リビングサンアイ 6080401005832 インテリア商品の新たな提案による非対面ビジネスへの展開

静岡県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＡＲｕＥ － 美容室に来店困難の方に向けた、訪問美容サービスの提供

静岡県 松本活法整体院 － ＥＭＳ機器の導入による運動機能向上サービスの提供の実施

静岡県 ８８ － ホームページを利用したスタイリングカラー施術の販路拡大

静岡県 メゾン・ド・パティスリー・ヨシノ － 新形態ケーキ販売による付加価値の創造と経営・労働環境の向上

静岡県 株式会社ＳＵＧＩＷＡ 1080001021945 直接取引（直請け）での外壁塗装受注を増やすためのチラシ戦略

静岡県 田中建築 － 看板制作とホームページ開設による新規顧客獲得

静岡県 有限会社ＭＩＹＡＨＡＲＡ 7080002012640 営業品目の多角化で新規顧客の獲得と既存客からの再受注獲得

静岡県 株式会社ＩＢＵＫＩ 3080101020713 最新治療機器を使用した短時間接触治療による集客戦略

静岡県 合同会社いずいっと 2080103002116 引きこもり高齢者でも行きやすいデイサービスの開業

静岡県 有限会社Ｇｕｋ 5080102005091 ダメージレス施術を得意とするサロンの効果的な販路拡大

静岡県 甘清堂 － サインプレートの設置による購買意欲の向上と期待感の演出

静岡県 お菓子処ヤマモト － 大中寺芋の芋甘納豆と蒸し菓子のコラボ商品の開発・販路開拓

静岡県 株式会社オリンピア 1080001019816 ホームページによるリサーチとブランド戦略による新規顧客獲得

静岡県 株式会社メガネパル 2080001005237 地域高齢世代の手元視力を改善し、生活の質を向上させる活動

静岡県
株式会社オオサワ・ビジネス・コンサル
ティング

3080401013202 ＩｏＴを活用した稼働管理システム開発による新規顧客獲得
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静岡県 倶楽庵 － 業務改善と生産性向上による食材の美味しい時を美味しい時に提供

静岡県 合同会社フジエダオガワホテル 3080003002322 テレワーク応援プラン新設のための清潔な客室整備

静岡県 株式会社浜松クオンタム 5080401021211 ＬＥＤ光源の製品開発と日本、米国、カナダへの販路開拓

静岡県 赤富士珈琲 － 新店オープン！喫茶充実と好立地で珈琲豆販売倍増計画！

静岡県 麺屋一 － 袋井初、元祖「あさり節つけ麺！」のＰＲ

静岡県 株式会社花匠 9080001011690 供養の低予算化を実現する「個別供養塔」購入希望者の囲い込み

静岡県 うみくじら － 一年中遊べる体づくり促進

静岡県 ｃｌｅａｒ － 脱毛サービスのＰＲ、集客力の強化による新規顧客開拓への取組み

静岡県 有限会社江塚自動車商会 8080402021439 『タイヤチェンジャー』導入による多様化するタイヤ交換ニーズへの対応

静岡県 株式会社鶴多建具製作所 9080401003247 「浜松の木・浜松の技」職人技術の継承とＰＲによる販路開拓

静岡県 Ｓｕｎｎｙｈａｎｄ － エステ業界の女性活躍の場を実現するシステム開発と販路開拓

静岡県 ＤＨＩ有限会社 7080402016968 住宅建築事業実施に伴うサービスパンフレットによる販路開拓

静岡県 株式会社フォンターナ 8080401013230 個人客への訴求効果のあるＷＥＢ制作

静岡県 有限会社ＣＨＡＮ藤原 1080102017826 主要道路の交通量を活かした販路拡大事業

静岡県 株式会社森下木工所 8080002005957 店名ロゴ及びサインリニューアルによるブランド整合化と来店促進

静岡県 Ｋ．Ｋスマイル － 保存を考慮した創作料理のテイクアウト事業への参入

静岡県 自立学舎アリウープ －
地域への認知度向上による販路開拓と、教室での長時間学習を実現する空
間創出

静岡県 平野硝子株式会社 2080401004573 ＷＥＢツールと動画を活用する非対面型販路開拓での地域顧客獲得

静岡県 株式会社ｉＱＸｉＡ 5080101019968 子ども向けプログラミング教室の興味・関心度アップ事業

静岡県 有限会社宝来屋 6080102017251 ＩＴ活用による非接触型販売チャネルと情報発信の強化

静岡県 有限会社いとお 9080002000528 「店舗出入口のバリアフリー化推進事業」

静岡県 有限会社大石雛具 9080002001096 ホームページの活用で国産の自社雛具商品の販売先を拡充する

静岡県 さつき鍼灸整骨院 － ホームページ作成による訪問施術の認知度向上と新規顧客開拓

静岡県 ０８３１． － 調理加熱用トマトのブランディング、加工品オリジナル商品開発

静岡県 川口石材工業有限会社 2080102009954 お墓のお困りごと解決・お墓のメンテナンスサービスで収益拡大！

静岡県 Ａｒｏｍａ　ｄｅ　ｋｉｒａｒｉ － アーユルヴェーダをプラスした、独自のメニューとサロン作り

静岡県 株式会社ホクレア・システムズ 4080101007619 実験場の整備及びオリジナル空調部材の開発と実証試験を行う。

静岡県 有限会社岩田建築 4080402000990 工務店が行う、ワンストップ外壁塗装リフォーム事業のＰＲ

静岡県 スタジオカーサ株式会社 6080001019588 店舗外観から施工デザインのイメージ喚起！新規顧客を呼び込む

静岡県 ライト・イア合同会社 9080403002305 企業イメージと製品の紹介のためのプロモーションビデオの制作

静岡県 筋膜調整専門サロン　ソレイユ － 三島店をブラッシュアップした静岡店の立ち上げ

静岡県 株式会社ワイ・エス・エス 8080105005821 ＳＵＰプログラムの新規導入による教育旅行マーケットの拡充

静岡県 株式会社丸源竹内組 9080402007676 工場の労働環境の見える化による新たな屋外遮熱サービスの展開

静岡県 カフェ波詩３４ － カフェ波詩３４における地域活性と食文化向上貢献計画

静岡県 プラ株式会社 1080401019829 ミニハウスで手軽に始める「起業・副業ツール」の開発と販路開拓

静岡県 有限会社ジャム・プランニング 2080402003863 元請業のシェア拡大に向け、ＳＮＳと連携させたＨＰ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２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 Ｍ’ｓサービス － ウエブサイトを活用した宣伝手段の導入。

静岡県 株式会社ＫＡＴＡＹＡＭＡ 4080101017857 新規事業―放課後等デイサービス開業による販路開拓

静岡県 エターナル － 開店２０周年記念イベントでの収益・集客の回復と新規顧客の開拓

静岡県 デジタルフォトショップスマイル － 大判写真プリントによる、高単価商品の販売及び新規顧客開拓

静岡県 しゃるーる － 美容室周知の為の看板設置及びハーブスパ施術スペースの環境整備

静岡県 ＡＫＩ　ＰＡＩＮＴ － 認知度向上と住宅塗装ニーズ掘り起こしのためのＨＰ・チラシ作成

静岡県 ＳＴＵＤＩＯＣＡＬＭ － 事務所のリノベーション【ショールーム＋ショップ機能の追加】

静岡県 進藤氷店 － 昔ながらの製法を守りつつ生産性向上を目指す掛川唯一の氷屋へ

静岡県 株式会社山英 4080401014521 弊社開発商品「乳酸発酵茶末」の雑誌同梱を活用した新規顧客開拓

静岡県 ＭａｎｘｍａｎＧａｒａｇｅ － 女性客や外国人観光客が利用しやすい環境のお店づくりとそのシステム

静岡県 株式会社ホワイト 3080401004234 手洗い場を改修し衛生面での取組を強化し新規顧客を獲得する

静岡県 浜松会計合同会社 3080403003481 会計事務所による非訪問型月次監査・税務経理支援サービスの告知

静岡県 株式会社Ｓｔｅｌｌａ 7080401022422 運動能力評価用光計測装置の開発による販路開拓

静岡県 トーカイネオン株式会社 3080001003504 デジタルサイネージの実物提案による広告効果と空間イメージ効果の発信

静岡県 佐野建物株式会社 8080101008621 カラーユニバーサルデザイン化による来街者の利便性向上

静岡県 フルカワクリエイト株式会社 3080001016712 ＷＥＢを用いた潜在的顧客の獲得及び自社ブランディング

静岡県 富士正酒造合資会社 3080103000787 老舗酒蔵で角打ちを楽しむ！新規顧客獲得のための店舗改装と商品開発

静岡県 ヘアーサロンｍａｒｕｃｏ － 三蜜回避の為の環境整備及び夜間営業拡張による顧客満足度の向上

静岡県 朋接骨院 － 女性の身体の悩みを、最新の術式を組合せて解決する新サービス

静岡県 株式会社アスカ技建 9080001007581 土木工事の受注につながるＨＰのリニューアルでの新規顧客獲得

静岡県 株式会社エスティーホーム 5080001018946
ＩｏＴ機器を付与したスマートホームとキャッシュレス決済支援の為のＨＰリ
ニューアル

静岡県 株式会社キャトルセゾン建築デザイン 2080001019402 新規顧客獲得のための、自立看板と外構ディスプレイ品の設置。

静岡県 焼菓子　松羽屋 － 静岡産素材の焼菓子を広めるため通販で全国販売する取り組み

静岡県 株式会社ＨＳＩ 5080001023343 人的経営資源に依存しない販売促進活動の実施

静岡県 株式会社ＢｏｏＢｏｏｎｅｔ 6080401013554 女性にやさしい除菌消臭車検と車内用携帯除菌セット商品の販売

静岡県
浜松ファイナンシャルプランナーズ事務
所株式会社

1080401011595 非接触型オンラインサービス開始による新規顧客の開拓

静岡県 旅とカレーと音楽の店　ＪＡＮ － 店舗隣接の野外スペースを活用した食事提供場所等の各種改装

静岡県 吉野造園 － ＷＥＢサイトリニューアル及び非対面型商談ツールの導入

静岡県 ＥＡＧＬＥ　ＰＡＳＳ － 男性客も立寄りやすい店舗改装で新規顧客の獲得

静岡県 フローリストりぼん － 個性的な店頭ディスプレイと店舗外観の刷新でブランド力向上

静岡県 有限会社ソーイ 5080102002064 小麦粉製品物性向上する麹発酵製品の健康成分分析とその販路拡大

静岡県 株式会社造居 5080401017944 「ホームページの充実及びインスタグラム等による情報発信」

静岡県 安間製茶 － インターネットを活用した直販の強化と製品のリニューアル・開発

静岡県 シロップ － 直営店オープンによるＨＰ開設と駐車場整備、看板の取り付け工事

静岡県 ＣＯＲＮＵＣＯＰＩＡ － 新たな客層として、観光客を取り込むための取り組み

静岡県 株式会社天峰建設 4080401015908 ホームページの活用で宮大工が創る家をブランド化する事業
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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２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 Ａｎｇｅ － 安心安全の空調設備の導入により誰もが安心できる空間作り

静岡県 ＡＳＯＢＵ株式会社 7080101021798 アウトドアブランド立ち上げによる新規販路開拓事業

静岡県 ＰＩＮＴ　ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ　ＳＯＫＯ － 「小さな子どもも遊べる待合室」の設置による集客力強化事業

静岡県 ｂｏｎｄｓ　ｎｏｓｅ － ４０代をターゲットにした店舗デザイン・商品のＰＲ事業の実施

静岡県 ＥＮＳＹＵ株式会社 5080401023075 にんにく専門店「にんにく本舗」楽天市場で販路拡大！

静岡県 Ｅ－ｗａ鍼灸院ボディケア － 美と健康を追及するための新たな鍼灸施術事業

静岡県 佐藤建設株式会社 2080001014865 自社ホームページの開設による情報発信で民間受注の増加を図る。

静岡県 株式会社はなか 5080401023620 体験イベントを組込んだ売上支援システムの広報強化プロジェクト

静岡県 ガレージプラス株式会社 5080001011331 『リラクプラス』の認知度を高めるための広告施策

静岡県 有限会社キャリア・アップ 1080402002511 組織活性化診断システムの販売促進

静岡県 ＬＵＣＥ － 「新しい生活様式」時代のネットを活用した免疫力向上講座

静岡県 株式会社５１７カンパニー 9080001020411 中古パーツの実店舗展開による販路開拓

静岡県 ソルトスプラッシュ株式会社 3080401022095 Ａｍａｚｏｎ広告とＳＮＳ広告活用による、販路拡大と売上拡大

静岡県 コアラボ － 予防の大切さを働き盛り世代に伝える新たな健康意識変革の普及

静岡県 有限会社麦 8080102020600 ＳＮＳでシェアしてね！宿泊記念フォトスペース作り事業！

静岡県 山本電設株式会社 5080401019370 「電気の専門業者の公共事業への新たな進出」

静岡県 ８１ＷＯＲＫＳ － 移動刺繍サービス及びＨＰ，ＳＮＳを活用した販路拡大策の実行

静岡県 株式会社ケイ・アート 3080401015818 微酸性次亜機能水ジェルタイプの発売・販路開拓

静岡県 株式会社天野工務店 6080001012898 『和モダン　プロジェクト』品質、性能、美観で地域ダントツ

静岡県 有限会社サトウ建装 9080402022295 ＨＰリニューアルによる外壁塗装リフォームの販路開拓

静岡県 株式会社パシオス 9080401021827 持続可能な農業経営に向けた生産管理のＩＴ化

静岡県 エステサロン　フルール － 高機能空気清浄機等の導入でどこよりも安全な店舗運営を実現

静岡県 ＵＴＢゴルフスタジオ － 練習環境改善を通じた顧客満足度向上による顧客の維持と獲得

静岡県 Ｌｕｃａ　Ｗｉｎｅ －
新しい生活様式に対応した、看板と店舗レイアウトの変更による実店舗への
誘導

静岡県 株式会社高年社６０ 1080101003463 ウイルスに負けない職場環境改善サービスの展開による顧客獲得

静岡県 株式会社ＳＯＬ 3080401020842 個人宅をターゲットにした工事業における販路開拓

静岡県 株式会社絢飛 2080101015433 顧客ターゲットの再検討・再構築による販路開拓

静岡県 ふじしげ － 小規模団体向けサービス展開及び貸出事業開始による販路開拓

静岡県 あしのお手入れサロンかのん －
カウンター移設を含む店内改装により、バリアフリー化し、高齢者等の集客を
図る
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