
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５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 水戸宿泊交流場 － 新規客に向けたＰＲと満足度の強化、入退室の無人化による効率化

茨城県 株式会社ＭＫエレクトロニクス 1050001000563 新製品開発・技術情報の製品カタログ製作による営業ツールの整備

茨城県 トキワ自工 － ランフラットタイヤ交換で、カーディーラー下請整備の開拓

茨城県 ｐｏｕｌ美容室 － 癒しのヘッドスパ、育毛メニューで心も頭皮もすっきり！

茨城県 ヘアーデザイン　Ｓｉｍｐｌｅ － 髪と頭皮のケア！足すのではなく、良さを引き出す魔法のバブル

茨城県 株式会社ＫＵＮＯ 9050001000845 不便を便利に！ホームページリニューアルで新たな営業展開

茨城県 株式会社ピーハピィ 3050002006343 結婚式からはじまるａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ事業

茨城県 まるデザイン － スタートアップに集客するための宣伝・広告とホームページ改善

茨城県 スピニングトップ株式会社 6050001042171 児童館向け組み立て式金属製精密独楽の開発、および販路開拓。

茨城県 株式会社アース空調部材 8050001011208 空調部材の新規取引先をネット周知で売上増！

茨城県
株式会社ジャパンテーブルエンタープライ
ズ

1050001035147 「蓮の庭」デリバリー受付専門サイト

茨城県 指圧・鍼　河野治療院 － 店舗移設に伴う立て看板設置、ポスティングによる拡販事業

茨城県 株式会社ＣＯＡＳＯＮ 8050001043515 ＶＲ・映像撮影部門の新規立ち上げによる事業拡張

茨城県 有限会社阿久津商店 3050002023685 新サービス事業開始のための店内改装と新たなＷＥＢサイトの構築

茨城県 鉄板焼　縁 － 店舗の認知度向上（看板とホームページ等）による新規顧客の獲得

茨城県 有限会社ワイ美容室 8050002024365 訪問美容サービス実施に向けた機材等購入、および広告宣伝費

茨城県 居酒屋竜飛 － 若い方と女性のお客様獲得に向けた清潔感のある店舗改装

茨城県 有限会社日立鋼建 5050002031249 地域のよろずやに　顔の見えるＨＰを通じ　認知度アップから新規顧客獲得へ

茨城県 ＴＫコントラクト － 販路拡大のためリノベーションに特化したＨＰ作成とＳＮＳ運用

茨城県 合同会社アースウィンド環境企画 4050003002984 片付けを伴う家庭向けサービス拡充のためのＰＲ

茨城県 香丸資料館 － 事業承継を見据えたギャラリー改装と自家焙煎珈琲の販路開拓事業

茨城県 高安桐工芸 － 冠婚葬祭やギフト業界など、新業界への販路開拓

茨城県 株式会社ＬｏｏｋＲｏｃｋ 8050001044785 施設環境を改善し受け入れ人数増員による販路開拓事業

茨城県 有限会社谷島ホーム機器 5050002042551 バーチャル展示会開催によるリフォーム顧客の販路開拓事業

茨城県 スモールスタジオ － ウェブサイト制作に伴う撮影業務受注、ＰＶ動画制作業務の販路拡大

茨城県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　Ｌａｕｌｅ’ａ － 美容と医療でトラブル肌の改善と新規顧客の獲得。

栃木県 株式会社ＲＳ－ｈｉｇｈ 4060001024212 外看板・タペストリー設置で、外を通る方々へ中身の見える化事業

栃木県 丸京燃料株式会社 2060001004208 防犯・監視カメラを設置し、安心安全な駐車場環境を整え売上ＵＰ

栃木県 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＴＨＲＥＥ　ＰＩＥＣＥ９３ － ３密対策に伴うテラス席の設置

栃木県 アトリエ森野 － 大谷石を使った土産品とその制作場所などの整備をし開発販路開拓

栃木県 有限会社ＭＥＥＴカンパニー 6060002010894 悩む髪の救世主　毛髪診断ができる美容室の挑戦

栃木県 カワカミ薬品 － 地域に密着した健康サポートに伴う新規顧客開拓及び店舗入口改修

栃木県 ぼでぃめんてなんすＳｍｉｌｅ － 新規顧客獲得のための、Ｗｅｂサイトとチラシ・リーフレット等の作成

栃木県 リ・シェルＡｋｉ － 感染対策対応型　エストレダイエットプログラム

栃木県 笑福リフレクソロジ－ － 安心安全なサロンの新設と足育等の新サービスによる集客増加

栃木県 有限会社マイケル 9060002000439 ヘッドスパ新事業実施における広報強化、顧客獲得・売上向上策
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栃木県 大章液化ガス株式会社 8060001002585 洗濯乾燥一体型機を導入で、新たなコインランドリー需要を開拓

栃木県
ＢＲＯＷＮ　ＳＵＧＡＲ　ＥＳＰＲＥＳＳＯ　ＣＯ
ＦＦＥＥ

－ 非対面型テイクアウト専門コーヒー店舗への改装で集客アップ

栃木県 ＺＩＧ － 栃木県内初！癒しのオンライン・プラネタリウムで新規顧客の獲得

栃木県 株式会社ＪＡＩＤＥ 3060001031614 担々麺の種類を増やす・料理提供時間の短縮・客単価向上の実現

栃木県 株式会社ヨシタカ 8060001029991 ホームページと機器導入による新事業展開で売上拡大

栃木県 株式会社ワカヤマファーム 1060001029081 立て看板設置とパンフレット制作による観光客の集客活性化

栃木県 すがたかたち － コロナ禍での欧米向け新商品の開発と宣伝用ＷＥＢサイトの新設

栃木県 有限会社半田木工 7060002037078 下請けからの脱却。ＨＰと看板による「オーダー家具」広報計画

栃木県 株式会社ＹＯＵ 5060001019913 看板設置によるサービスの明文化と新規顧客の獲得

栃木県 株式会社トラスト・ジャパン 5060001019987 バリアフリー化による安心感の向上＋新規顧客獲得

栃木県 プライベートサロンＬｉｍａ － 認知度向上に向けた情報発信と店内整備による販路開拓

栃木県 株式会社建築・浦山 1060001026104 チラシポスティングやＳＮＳ広告による認知度向上と販路拡大

栃木県 立佞武多 － 居酒屋立佞武多ＷＥＢサイトの構築計画

栃木県 タヤマ自動車 － タイヤラックの設置と自動車診断機導入による売上向上

栃木県 有限会社ポニー 6060002037310 フランス料理店の魅力向上による顧客満足度向上計画

栃木県 うさを － 非日常を演出した店舗リニューアルによる販路開拓計画

栃木県 Ｈ＋ｈ．　Ｌｉｅｎ　ｄｕｒ － 店内改装による顧客満足度向上とＳＮＳを活用した新規顧客獲得

栃木県 株式会社河利自動車 5060001018502 最新機能の設備の導入による整備力向上により高所得者顧客を獲得

栃木県 天婦羅まつむら － 環境整備に伴う新規顧客獲得に向けて～健康に配慮した店舗づくり

栃木県 有限会社ノグチ染芸 9060002037019 快適環境の構築と宣伝強化による売上確保事業

栃木県 和処　司 － 店舗改装とサブスクリプション導入による弁当販売の強化

栃木県 第一立花有限会社 1060002036589 来店しやすい環境整備による売上の回復

栃木県 株式会社明照産業 2060001029915 新分野展開“医療分野向け製品”の製造開始

栃木県 和み処　高橋 － ＥＣサイト構築でコロナ禍でもご家庭で「和み処　高橋」の味を

栃木県 有限会社コア 1060002020064 新メニュー開発による新規客の獲得と単価アップ

栃木県 平野接骨院 － エコー画像診断装置導入による診断精度と顧客満足度の向上

栃木県 株式会社さつき 7060001010481 野立看板の改修、高齢者用ソファーの導入による顧客獲得

栃木県 安兵衛 － 「腹上一番」当店でしか味わえない極上マグロを全ての世代に！

栃木県 幸の湯 － 懐かしの銭湯文化を、地域と一緒に守り継ぐ取り組み

栃木県 株式会社サロン・ド・サセ 7060001014854 時計・結婚リングに絞ったオンライン通販サイトの構築

栃木県 Ｅｎｊｏｕｅｅｌ － ｗｅｂページでの予約システム導入と看板の設置で、売上拡大を目指す

栃木県 有限会社誠和葬祭 9060002028711 社会環境の変化に屈しない強い誠和グループを目指す！

栃木県 株式会社志ぶ家 9060001027680 新シリーズ志ぶ家の「しあわせおやき」を全国へＰＲ拡大

栃木県 株式会社ＥＶＥＲＥＳＴ 3060001028965 ホームページ・パンフレットによる事業内容の周知

栃木県 株式会社和氣精肉店 8060001029488 看板と駐輪スペースの設置により利用しやすいお店づくり

栃木県 株式会社星野測量 7060001012932 ホームページを活用したドローン測量による民間工事受注の強化
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栃木県 株式会社四季 7060001013690 インターネットで検索するユーザーの疑問に的確に応えるＨＰ

栃木県 ラーメンたんぽぽ（喜田製麺所） － こだわり餃子のネット販売と高齢者向け店舗への改修

栃木県 山賊ラーメンさくら － 当店の認知度アップを通して、新規顧客獲得と売上増加を図る！

栃木県 Ｂｕａｔｉｐ　Ｔｈａｉ　Ｍａｓｓａｇｅ － 知名度向上とコロナに負けない新メニューによる顧客満足度向上

栃木県 有限会社落合消防商会 5060002038788 ホームページを使用した周辺地域への開発及び販路拡大

栃木県 めん一番 － チャーハンの品質向上、洗浄機導入による回転率向上

栃木県 リラクゼーションみがる － 感染症対策を更に強化し、客単価向上及びリピート率をアップさせる。

栃木県 アドアートアンドクラフトアトリエ － 「アート×ファッション」がテーマのハンドメイドブランド事業

栃木県 株式会社アイ・デマンドシステム 7060001010052 大規模農家向け大型農地地図の販売による販路開拓事業

栃木県 ｈａｉｒ　Ｋａｎａｌｏａ － マイクロバブル発生装置の導入による新規顧客獲得と客単価アップ

栃木県 ａｕｒｉｅｌ（アウリエル） － 循環器導入による癒やし＋育毛メニューの販売促進事業

群馬県 徳井正樹建築研究室 － コロナ禍で住環境に意識変化を受けた顧客獲得への広報の刷新

群馬県 トラットリア・バンビーナ － 家でも再現できるメニュー開発と量産化・ＰＲ強化事業

群馬県 ｍａｎａ　ａｌｏｈａ － 「群馬のハワイにいらっしゃい！」新型機械導入による販路開拓

群馬県 ＢＲＡＶＥ　ＦＩＧＨＴ　ＣＬＵＢ － 女性会員獲得のためのチラシ配布とＨＰ再構築

群馬県 有限会社創作料理和進 1070002015518 飲食店今後に向けた新たなテイクアウト戦略で選ばれるＨＰ作成

群馬県 株式会社オートボディ佐藤 1070001010668 ＩＴツールと連動した看板設置による新規顧客層の開拓

群馬県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＢＡＣＩ － ネット販売とテイクアウトによる販路開拓、売上確保

群馬県 リッキー農園 － 新規顧客獲得のためのホームページ制作とブランディング

群馬県 株式会社ＨＩＧＵＴＳＵ 1070001036052 高機能インナー試着貸し出しサービスによる販路開拓

群馬県 Ａｒｋグループ － 新機材導入により、新たなレンタル事業による売上確保と新たな販路拡大

群馬県 有限会社ほていや物産 9070002011971 自社ネットショップ構築による販売商品の差別化

群馬県 株式会社マーケティングリエート 5070001036957 ウェブマーケティング技術を活かしたＥＣサイトの構築と商品開発

群馬県 株式会社Ｋｉｎｇ　Ｆｒｍ 9070001037786 会社設立にともなうイメージ戦略と販売チャンネルの拡充

群馬県 Ｃｌｉｐｐｅｒｓ　ｈａｉｒ － 店舗のわかりづらさを克服し当店のテイストをＰＲする看板作成

群馬県 エスファシル － オンライン英語や探究学習の宣伝強化による新規塾生獲得

群馬県 スタジオピーライフ － オンラインシステム導入による新規顧客獲得

群馬県 バズ　ヘアー　プロデュース － 脱毛器の導入によるヒゲ脱毛・アスリート脱毛のメニュー化

群馬県 相原写真事務所 － 写真撮影依頼の新規顧客を増やすためのホームページ作成

群馬県
株式会社ＨＯＬＬＹＷＯＯＤ　ＳＴＡＲ　ＯＦＦ
ＩＣＩＡＬ

6070001037566 スタジオ改装により、インスタブランドから一流ブランドへ

群馬県 ダイニングサルーテ － 地域密着型ポスティング等による新規顧客獲得事業

群馬県 ティーケーデザイン株式会社 8010901040986 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ有料広告を使った当社オリジナルアパレルブランドのＰＲ事業

群馬県 株式会社Ａ・Ｚ 5070001005474 ＷＥＢサイトやＳＮＳを活用した営業および認知度向上

群馬県 ＦｌａｂＲ株式会社 9070001037027 動画で発信！海外市場をターゲットにした販路開拓

群馬県 株式会社ＥＮｇｒｏｗ 6070001034209 デジタル×アナログによる新規事業のＰＲ作戦

群馬県 株式会社ＯＵＶＲＩＲ・ＫＣＯＭ 6070001035396 集客・売上アップのためのホームページ新設事業

3 / 42 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５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 株式会社サンポー 9070001001437 ＨＰを再構築し幅広い年代を取り込み、顧客増加を目指す

群馬県 プチハーモニー － ホームページ制作と情報発信による新規顧客の獲得

群馬県 エースボウリングテック株式会社 2070001004537 来客が少ない時間帯に行う健康ボウリング教室による新規顧客の獲得

群馬県 合同会社ドーナツ 3070003004014 ＳＤＧｓを体現するまちづくりプラットフォームの構築事業

群馬県 丸藤フルーツ株式会社 9070001005834 「くだもの屋さんのフルーツサンド」の販売体制構築とＰＲ

群馬県 株式会社バケーション 1070001026441 プレスリリース広告配信及びオリジナルショップ袋製作

群馬県 合同会社ＢＩＯＮＥＥＲ 5070003003294 幅広い顧客層獲得のためのファサード整備事業

群馬県 手打ちのお蕎麦屋Ｒｅｉｗａ － そば屋の認知度向上・メニュー充実による来店誘導策の実施

群馬県 ＢＬＥＳＳ　中山建設 － 新規顧客獲得のためのＨＰ、チラシ等の作成事業

群馬県
Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｐａ　ｄｅｕｘ（ブーランジェ
リーパドゥ）

－ 健康志向美味しく安心して食べられる低糖質パンの製造と冷凍販売

群馬県 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｌｅ　ｃｉｅｌ － 新サービス導入による新規顧客の開拓と既存客の単価アップ

群馬県 合同会社きの 9070003003456 空き家再生による田舎暮らしの提案で群馬県への移住を促進する

群馬県 有限会社群馬会館食堂 3070002001730 新しい社会に求められる、新しいスタイルの店となるために

群馬県 有限会社美容室すみれ 1070002024510 髪のダメージを回復させるナチュラルヘナカラーの顧客開拓事業

群馬県 桐生電子開発合同会社 8070003002426 弊社開発技術の知財権の早期取得とその活用による販路拡大

群馬県 Ｎｏｊｉ － 石窯で焼くオーガニックな自家製発酵種パンの新規顧客開拓

群馬県 有限会社金光モータース 9070002023100
タイヤチェンジャー等の導入による、扁平タイヤ・大口径タイヤ交換サービス
の実施

群馬県 シザース － 新看板とバーバースタイルの提案で新しいタイプの理容店を目指す

群馬県 有限会社宮本製作所 9070002024899 ＨＰ制作による受注獲得により、コロナ禍での事業継続を行う。

群馬県 てもみや花 － 看板設置とＨＰ制作によるリラクゼーション「てもみや花」のＰＲ事業

群馬県 株式会社Ｓｈｉｎｅ　ｓｔａｔｉｏｎ 7070001017402 Ｗｅｂサイト（ＥＣサイト付き）の新規制作と電飾看板設置事業

群馬県 おそうじビプロ － 「おそうじのプロ」を訴求した広告宣伝活動による新規顧客の開拓

群馬県 株式会社新浜せんべい 9070001025650 ブランド力強化及び非対面による商品周知事業

群馬県 番頭寿し － 「寿司屋の美味しいマグロ」の宣伝による持ち帰り商品の販売拡大

群馬県 御菓子司　あら木 － 「こだわりの餡」と「季節感ある和菓子」の宣伝による顧客開拓

群馬県 金釜広沢 － お客様満足度向上のための使いやすい洋式トイレへの改修

群馬県 ＯＫＩＹＡ　ゲストハウス － 新規客獲得と店舗誘導強化のための看板設置事業

群馬県 五味八珍 － ランチタイム営業の強化のための店舗改装

群馬県 株式会社エルブ 9070001017004 新規顧客獲得につなげる看板デザイン変更

群馬県 グランシェフ － 新規顧客獲得と店舗ＰＲのための看板リニューアル

群馬県 ラリーストリーム株式会社 8070001033349 事業者向け汎用位置情報サービスの試作開発

群馬県 美容室プリマドンナ － 看板の移設で見やすく、入りやすくバリアフリーな駐車場整備

群馬県 株式会社Ｄ．Ｓ．Ｃ 7070001022179 販路開拓及び業務アピール強化のためのＨＰリニューアル

群馬県 株式会社新明工産 6070001022650 空き家問題の解決を目指した新事業「解体業」のＰＲと知名度向上

群馬県 リトルディヴィソリア － 商品販売拡充と看板および店内改装による入店しやすい店舗づくり

群馬県 株式会社ハナムラ 5070001034770 ホームページ作成による情報発信
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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

群馬県 こころの木臨床心理相談室 － 検査器具導入の広告による、クライアントの獲得とサービスの充実

群馬県 ふくだ － 安心安全性を高め顧客に優しい店舗づくりと魅力的外装で情報発信

群馬県 ＬＡ　ＢＯＴＴＥＧＡ　Ｔ － ＰＢ商品の開発とインターネット販売、店舗のブランディング

群馬県 オステリアティーポゼロゼロ － 自家製加工肉と廃棄蜜芋を使用した菓子の卸・小売、その販売促進

群馬県 ＭＡＲＩＳ　ＳＴＥＬＬＡ － まつ毛エクステを取り入れ新たな挑戦と売上アップを目指します

群馬県 株式会社栗原モータース 6070001019192 整備費用に着目した広告宣伝活動による新車の拡販

群馬県 星野ルーフ － ホームページ制作やチラシ作成による販路拡大

群馬県 有限会社賓館 8070002030626 アフターコロナに向けて給排水設備の移設工事による売上増大

群馬県 スタジオＣＵＯＲＥ － 美姿勢ボディメイクプログラムの事業拡大とフランチャイズ化

群馬県 株式会社津金沢 8070001012096 ホームページ開設で情報発信力を強化し異業種からの新規顧客開拓

群馬県 イワイゴルフ － インターネット環境と案内看板改良で新規客獲得と休眠客掘り起し

群馬県 ＯＲＢＩＴ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 育毛診断士がいるお店ＰＲと育毛事業の充実

群馬県 株式会社豊田工務店 3070001012514 事業継承から新たな情報化社会に準用する体制づくり

群馬県 ｅ－Ｒｅｂｏｒｎ群馬 － イモビライザー対応で販路開拓

群馬県 株式会社黒沢工務店 1070001012391 ホームページリニューアルによってターゲットを絞った販路開拓

群馬県 美松ライフサポート株式会社 5070001012834 エントランス誘導サイン設置による認知度向上とイメージアップ

群馬県 有限会社栗原建設 9070002017358 ホームページ開設とリーフレット配布による地域密着型ＰＲ事業

群馬県 株式会社糀屋 2070001006863 糀製造における切返工程の機械化による生産性と品質の向上事業

埼玉県 有限会社十一屋肉店 8030002073744 ＨＰリニューアルによる中元・歳暮・食べ歩き商品の情報発信強化！

埼玉県 武蔵野ファインガラス株式会社 1030001055691 販路開拓、自社認知度向上の為のＷｅｂ展示会への出展

埼玉県 占いセラピー館みのり － お店を知って！来て！快適空間で悩みスッキリ！提供事業

埼玉県 株式会社志庵 1030001133191 冷凍自販機導入で２４時間非対面での購入が可能に！

埼玉県 Ｒｉｎｏｋｋｅ －
ＥＣを通じた障害者の就労支援に向けた販路開拓および集客力向上に係る
事業

埼玉県 有限会社東洋堂 6030002074323 ホームページリニューアルによる新規顧客の取り込み

埼玉県 株式会社コバ・ルーフ 5030001108289 新規制作ホームページとＳＮＳによる販路開拓

埼玉県 株式会社Ｇ．Ｐ．Ｆｉｅｌｄ 7030001133104 居心地のいい空間演出とサービスによる顧客満足度向上と販路開拓

埼玉県 縁側ちゃぶ台お着物や － 『自社イベントの開催及びギグワーカーの応援により活性化を目指す』

埼玉県 合同会社ヒマチカ 4030003017241 コワーキングスペースの開業

埼玉県 Ｒｅｉｍｅｉ　Ｔｒａｄｉｎｇ － クラウドファンディングでエシカル消費推進プロジェクトの実施

埼玉県 株式会社ＢＬＡＺＥ 4030001139921 カーコーティングＨＰ及びＬＰを作成しＳＮＳ広告による販売促進

埼玉県 ヘアーエステサロン萬屋 － 「魔法のバブル」～高付加価値メニューで驚愕の感動を～

埼玉県 株式会社Ｄｏ＆Ｔｈｉｎｋ 5030001134211 ＷＥＢによる青果の需給動向発信とＩＴ利活用による管理業務改革

埼玉県 株式会社アイテム 9030001073496 コロナでも安心、いつまでもキレイを約束する美容室が地域を元気にする！

埼玉県 株式会社ビーティーユー 8030001120704 ニーズの多様化に対してＩＴを絡めたモツ料理店の経営戦略

埼玉県 野口接骨院 － ホームページ作成とＧｏｏｇｌｅマイビジネス活用（ＭＥＯ対策）による販路開拓

埼玉県 南埼玉法律事務所 － 企業向けパンフレットの作成および配布
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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 さくまガラス加工 － 工作機械買い換えによる生産性の向上、収益率アップを目指す。

埼玉県 株式会社メッシュ 7030001135249 ホームページ及びカタログ・ＤＭを作成し新規取引先の開拓。

埼玉県 ＪＡＳＰＡＬＩＮＫ合同会社 6030003014476 キッチンカーによる商品の販路開拓及び事業安定

埼玉県 株式会社塗美壱 7030001138895 企業力発信強化及び高機能機器導入による顧客獲得の促進

埼玉県 株式会社エムズプランニング 8030001109012 ホームページの開設による集客と販路開拓

埼玉県 有限会社エアー 9030002110356 手あれ防止シャンプーの開発とそれを宣伝するＷＥＢサイト制作

埼玉県 株式会社東京ペーパー 6030001076188 Ｇｏｏｇｌｅ広告と製品ラインナップ拡大で受注数と客単価を増大

埼玉県 合同会社アジキングコーポレーション 8030003009251 動画を用いたホームページによる商品認知と売上向上

埼玉県 ウェルネス・ダイアログ研究所 － 講演・研修・セミナー事業のオンライン化

埼玉県 （ａｌｐｈａｂｅｔ）　Ｃ　ｇａｍ － 男性向け美容脱毛メニューを導入した客単価向上と販売促進の実施

埼玉県 株式会社ＴＷＯ　ＰＥＡＣＥ 3030001080358 新たに分析・宣伝ツールを導入し、課題である宣伝の強化を行う

埼玉県 有限会社エスパス・ミュウ 4030002100923 ３ヶ国語対応の現代美術中心の新規ウェブサイト構築で顧客獲得

埼玉県 株式会社蘭 7030001106497 デリバリー・テイクアウト事業開始による新規顧客獲得戦略

埼玉県 フリートライフ － ＥＣ販売ツール導入による多店舗展開による売上拡大計画

埼玉県 理療整体院ゆとり － コロナ感染対策と当院の強みの発信強化で人々の健康づくりに貢献

埼玉県 株式会社桃花 7030001089049 ホームページのスマホ対応化とイメージアップ・ＰＣ補修サポート

埼玉県 有限会社櫻木製作所 4030002113322 当社の創意工夫による加工技術・開発力のＰＲによる販売力強化

埼玉県 株式会社オーケーデザイン 1030001126294 新規顧客獲得のための、店舗の移転と自社商品のアピール

埼玉県 株式会社ツイスト 9030001093338 食品および通販・オークション向けの撮影スタジオ事業

埼玉県 原靖税理士・行政書士事務所 － 老舗喫茶店のお客様に気軽に安心して訪問してもらえる事務所づくり

埼玉県 熊谷塩ホルモンななりん屋 － 店舗コンセプト変更とウッドデッキ設置による集客力強化

埼玉県 おたからやマルエツ三橋店 － ・ホームページやポスティングの活用による販路の拡大

埼玉県 サロン　ｄｅ　エステ　ＫＹ － 「美」を通して、地域社会と密接し、サロンの存在価値を上げる

埼玉県 こぐまの家 － ＨＰや動画を活用した、生活困窮者と支援団体を繋ぐ仕組みの確立

埼玉県 行政書士・社会保険労務士高柳事務所 － ＨＰリニューアルによる“魅力アップ”で、新規顧客を獲得！

埼玉県 エステサロン　Ｖｏｉｌｅｅ　ヴォアレ － 顧客開拓のためにメニューの強化と設備の充実及びＩＴ関連導入

埼玉県 蔦 － 複合事業の強みを活かした広告宣伝と設備強化による新規顧客獲得

埼玉県 やまどん － お弁当の販売促進とドライブトルーで販路開拓

埼玉県 株式会社光本 6030001017778 広報力の強化による新規取引の拡大

埼玉県 ｃｌｅｏ株式会社 6030001139399 オゾン発生器気空気洗浄機の販路開拓のためのＷＥＢサイト作成

埼玉県 宮原補聴器 － 防音室を備えた補聴器専門店による専門性の向上と販路開拓

埼玉県 デザイン工房まある － 演奏会動画の制作とオンライン発信による音楽家支援事業

埼玉県 合同会社ＧＴ 7030003011324 リフォーム職人を育成し、第二産業道路沿いの住環境を豊かにする。

埼玉県 株式会社ａｔｍｉｃ 9030001132649 「オリジナルの新商品ＰＲで新規顧客獲得と売上拡大！」

埼玉県 株式会社エアスペースＭＭＣ 3013301023483 キャンプ用品等の洗濯とライブ配信事業で新販路開拓

埼玉県 中華たつのこ － もっと顧客にやさしい町中華店へ　バリアフリー化でリピート率ｕｐ
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埼玉県 株式会社渋井建材 1030001004236 上水道工事建材取扱開始による新規顧客の開拓と売上　向上

埼玉県 Ｌｕｍｉｅｒｅ（ルミエール） － 集客と単価アップのための付加価値メニュー導入と、そのＰＲ計画

埼玉県 支援室トーラス － 効果的なうつ病の治療法「認知行動療法」を広めて届ける事業

埼玉県 行政書士高橋いさお事務所 － 業務特化型ウェブサイト構築による運送事業者への支援強化と受任拡大

埼玉県 岩科蓮花事務所 － 販路拡大・新規顧客獲得のための個展開催

埼玉県 ＨＡＲｉ － シルク製品によるメンズ市場の販路獲得

埼玉県 髙林社会保険労務士事務所 － ＨＰ活用によるリモート人事評価制度と人事労務コンサルティング

埼玉県 Ｔ．Ｔ彩たま株式会社 9030001010284 プロ卓球チームとファン、スポンサーの絆をＳＮＳとオンラインで強化

埼玉県 有限会社ＤＡＷＳ 3030002019181 美容業務（髪質改善）を炭酸ナノバブル作成機ＵＦＢで販路開拓

埼玉県 株式会社アクシア・コンサルティング 8030001013775 広告　を活用した　手話＋多言語　通訳サービスの　新規顧客開拓

埼玉県 Ｈｉｒｏ　Ｍａｎａ － ＷＥＢ発信力・ブランド力強化による販路拡大と非対面事業の発展

埼玉県 Ｌｉｍｕ‘ａ － 店舗ホームページ作成による新規顧客の獲得と商品、サービスのＰＲ

埼玉県 浦和南浦和のヒロコ音楽教室 － 英語ピアノ、英語リトミック周知の為の新規顧客の獲得

埼玉県 渋谷税理士事務所 － Ｗｅｂサイトによる相続業務の販路拡大

埼玉県 株式会社小暮測量設計 8030001002712 情報を発信し、信頼、集客、売上アップの為ホームページ作成

埼玉県 ポットベリー － 生産性向上とさらなる高品質化に向けた開発環境の構築計画

埼玉県 ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社 3030001139567 お客様の要望をかなえる、自社ＨＰ開設等による販路開拓事業

埼玉県 ケイプラス株式会社 5030001017639 ＲａｂｂｉｔＲｏｏｍ製品紹介用動画コンテンツ作成事業

埼玉県 ベルジャンビアバー　バービーズ － 店内飲食に代わる新たな酒類販売体制の確立

埼玉県 ウップス － 新商品の開発とオリジナル刺繍サービスの提供による売上拡大

埼玉県 ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ　りらくま － 入りやすい店づくりと新たなサービスの導入によるお客様の開拓

埼玉県 猫八モータース － ライダーに愛されるバイク店の新サービス導入による販路開拓事業

埼玉県 フクノカミ － ベビーカステラカフェの併設による売上拡大事業

埼玉県 焼き肉＆ホルモンあっとほ～む － 新規顧客の獲得および認知度向上のための販売促進の強化

埼玉県 旅館　比与志 － 建具や木工による高付加価値化

埼玉県 エム・キュービルダー － ブロック塀診断及び老朽化ブロック塀取替事業の展開

埼玉県 有限会社ポップ企画 3030002118173 オリジナルグッズ開発ツール充実プラン（序章）

埼玉県 Ｌｅ　ｌｉｅｎ － 健康美推進事業～短時間痩身メニューの提供～

埼玉県 株式会社Ｆｒｅｅ　Ｗｏｒｋｓ　Ｐｈｏｅｎｉｘ 2030001115767 中小運輸事業者へのトータルコンサルティングパッケージ事業

埼玉県 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｆｕｊｉｙａｍａ － シニア社会における顧客満足度アップの店づくり

埼玉県 株式会社ｉｋｕｋｏ 1030001125998 リンパデトックスサロン「美から健康」のコンセプト確立

埼玉県 株式会社とつか 9030001086812 こだわりの炭火焼煎餅を全国に発信するためのＥＣ販売強化計画

埼玉県 有限会社斉藤化粧品店 3030002080654 資生堂ブランド等へのブランドチェンジ及び生涯顧客の育成

埼玉県 クリエイターズボーテ株式会社 2030001133521 アーユルヴェーダの美容スクールと施術強化のための体制強化

埼玉県 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｅｓｔ　Ｂｌｉｓｓ － 【完全プライベート空間での最新ネイル施術方法認知度向上事業】

埼玉県 鈴木　とも子 － ＴＯＥＩＣオンラインプライベートレッスン　学習システムの構築

7 / 42 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５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 株式会社キノシタ 8012701001276 ＩＴ活用したカタログ刷新による詳細仕様で新規営業方法確立

埼玉県 有限会社デジタルプランニング 3030002032928 日本の輝く未来を担う子供たちのための複合型ＩＣＴ教育の提供

埼玉県 ワイズオフィス合同会社 8030003015902 楽しくハンドメイドレザーが出来る工房のスペース拡大

埼玉県 野老社中株式会社 7030001115085 キッチン付きキャンペーンカーによる機動的な販路開拓

埼玉県 吉光堂はり灸院 － 安心で快適な昇降ベッドの導入とＳＥＯによる新規患者獲得戦略

埼玉県 シン設計室 － 相談しやすく、安心できる町医者のような建築設計事務所へ

埼玉県 株式会社ワンズ・ワン 4030001028216 「ＩＴ人材育成」を目的とした研修・コンサルサービスの販路開拓

埼玉県 所沢ヒアリング － 耳鼻咽喉科との連携開拓とＨＰ、ＳＮＳ活用による客数の増加

埼玉県 株式会社アドバンスド・クリーン・サービス 1030001130313 追い焚き配管除菌クリーニングで売上１００万円叩き出す！

埼玉県 パーソナルトレーニングラボ所沢 － ウェイトトレーニングマシン導入とＷｅｂ動画による顧客獲得

埼玉県 有限会社サンテック 8030002031917 狭山茶の販路開拓のためのホームページ改良

埼玉県 ラン・ド・ミュー株式会社 1030001024861 地元さといもを使ったレトルト商品の開発とＨＰ制作

埼玉県 株式会社笠井 1030001020935 内装メンテナンス力の強化による収益向上と販路拡大機会の増加

埼玉県 カットの館ＪＵＮ － 顧客お一人お一人を大切にする１席を用意し安心安全及び販路開拓

埼玉県 ヘアーメイクブルーム － 既存顧客の満足度と新規顧客獲得を目指す新サービスの提供・拡販

埼玉県 有限会社クチュールカワムラ 6030002027545 若い世代への認知を高めるＥＣサイトの活用と安心安全な買物場の提供

埼玉県 有限会社フタバ 7030002119903 ネット通販・店売り共通の商品管理システムの導入

埼玉県 美容室ＰＥＡＣＥ － コロナ禍でも安心して来店できる美容室の実現

埼玉県 ナカヤ － 店舗コンセプトの明確化による新規顧客（シニア）の拡大

埼玉県 やまね酒造株式会社 8030001134142 自然保護体感事業を拡大するための設備導入による収益アップ

埼玉県 有限会社半田工務店 4030002119732 「木工工作教室」事業を開始し、新たな販路開拓を目指す

埼玉県 ナチュラル本舗 － 販路・認知拡大と顧客満足度向上によるモリンガ事業の確立

埼玉県 Ｇ．Ｎテック － ホームページ開設とＰＲ動画による人材育成の新規・継続顧客獲得

埼玉県 ＤＨＩＧＵ － 新規開業時における店舖内装品質向上による集客率、売上向上計画

埼玉県 有限会社パティスリーアンジェ 3030002084077 高級クッキーの新開発による販路開拓とクッキー成形工程の機械化

埼玉県 チコチコ － 誰でも質の良い音楽を楽しみ音で繋がるコミュニティーを創造する

埼玉県 エステティック・プレス － 個人サロンを応援するＷＥＢメディアの構築

埼玉県 株式会社モナミ 5030001041738 既存顧客へのリピート率の向上と新規顧客の獲得

埼玉県 株式会社カーレッジ建工 5030001119138 事業拡大のためのリフォーム事業のＬＰ制作・広告運用

埼玉県 株式会社マインド 9030001041701 ＷＥＢからの顧客店頭誘致に繋がるＨＰリニューアル

埼玉県 トータルケアサロンｓａｃｈｉ － 水素ハーブ浴機器導入による新メニューの追加と新規顧客の獲得

埼玉県 坂労務コンサルティング － ネット集客により零細事業主向け限定プランで新規獲得！

埼玉県 ｃｏｆｆｅｅ　ｓａｌｏｎ＆ｎａｉｌ　ＴＩＣＯ － 顧客満足度の向上によるリピーター客増大及び客単価向上の実現

埼玉県 株式会社Ｓｏｌｅｏ 3030001072487 教育業界初、ＬＩＮＥを使った販路開拓の取組み

埼玉県 有限会社田口酒店 5030002033981 ＥＣサイト構築とクラウドファンディング型応援購入マーケティング

埼玉県 麺屋　時茂 5030001099811 新規事業開拓に伴う設備（冷蔵庫・冷凍後・茹麺機）の追加導入
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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５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 ｅｉｇｈｔ　ｓｕｎｓ － プロテクションおよびラッピングフィルム施工事業

埼玉県 有限会社五楽堂 5030002044153 看板のリニューアルによる集客効果の向上計画事業

埼玉県 有限会社プラスト 2030002045658
自社不動産売却専門サイト「ＡＩ不動産査定サイト」の、不動産売却のコンテン
ツの新設とネット広告・SNS 整備による、売却希望顧客の獲得。

埼玉県 タマ美容室 － 今までできなかった当店の魅力発信と店舗販売の促進で販路拡大

埼玉県 株式会社ゼロ・ワン・ソフトウェア 4030001043776 ドローンを活用した竣工記念撮影及び３６０度動画撮影事業

埼玉県 ココナッツ・Ｋ － 新規顧客開拓と情報発信力強化のためのホームページリニューアル

埼玉県 有限会社ちぐさ 5030002068813 新規顧客開拓強化の為のチラシやホームページのリニューアル事業

埼玉県 株式会社佐倉製作所 4030001064038 会津塗り業社「佐倉製作所」のブランド価値をＷｅｂサイトで高める

埼玉県 株式会社ＡＣＴＩＯＮ　ＳＰＯＲＴＳ 9030001079254 シニア向けロードバイク安全乗り方教室開催による顧客層の拡大

埼玉県 ＤｉＭＰｌＥ － 髪質改善トリートメントを新たに宣伝し顧客単価アップ計画

埼玉県 有限会社グリーンアンドカントリー 9030002089475 シニア層に特化したエイジングケアサロンへの挑戦

埼玉県 株式会社エヌケー 8030001068662 自社ホームページによる「デジタル終活」サービスの新規顧客開拓

埼玉県 コイズミ工房 － オンラインを活用した、地域に根差す新しいスタイルの陶芸工房

千葉県 いな村 － テイクアウト需要の取り込みと業務効率化事業

千葉県 Ａｓｈ’ｄ　Ｃａｆｅ － 独自の販路開拓と顧客ニーズ対応に向けたキッチンカーの改造

千葉県 大水商店 － 時代に乗り遅れるな！ＳＮＳを最大限利用して販路開拓

千葉県 株式会社渡辺冷凍機 7040001062509 ＰＲ動画とＷＥＢサイトを活用し、拡大する冷機更新需要に対応

千葉県 株式会社ＳＤメンテナンス 2040001103036 オンラインセミナーとウェブ商談の活性化による販路開拓

千葉県 合同会社たいよう 8040003011883 オンラインを活用した「利用者増加」と「優秀な人材確保」の取組

千葉県 ＮＯＶＡＮＴＩＱＵＡ － 当工房の製品・サービスの価値を広めるための広報活動

千葉県 株式会社志向伝 2040001113407 「子供たちの未来を運ぶスクールバス事業」

千葉県 ｖｉｓｉ－ｖｉｎ － テーマ別ワインキットのネット販売の立ち上げ

千葉県 株式会社アウル 6040001056750
独自商品の開発及びブランディング確立を伴う非対面型小売・ＥＣ（イーコ
マース）事業

千葉県 ハレアイナ － おいしいカヌレを広めるために！居抜き物件の改装で創業への挑戦

千葉県 石川マッサージ － 『黄土よもぎ蒸し』等の導入

千葉県 ＫＡＩ算数数学教室 － 中学受験講座のグローバル展開に伴う出版・広報事業

千葉県 株式会社センキヤ 8040001012512 ＬＰ広告戦略ならびにＨＰ更新による販路拡大事業

千葉県 Ｑｕａｌｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ － ウェブサイトの新規構築による顧客増加・販路開拓計画

千葉県 パーソナルジム　ｔｒｉｇｇｅｒ － ホームページ開設で顧客増加・客層拡大開拓

千葉県 株式会社きなり整骨院 3040001013762 専門特化サイト制作を通して、潜在顧客層の獲得と商圏拡大！

千葉県
Ｂａｒｅ　ｓｏｕｌ　～ｎａｉｌ＆ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｅａｕｔｙ
～

－ お客様本来のお爪を健康的に美しく、心がよろこぶネイルを届ける

千葉県 美容室ｇｏｏ－ｋａｎ － 訪問美容による事業拡大、及びに、訪問美容の認知活動

千葉県 株式会社ふくふく 9040001080194 地元高齢者を元気に！「ふれあい型リハビリ」ＰＲで笑顔の利用者増

千葉県 株式会社ビュート 9040001102460 ライブコマースによる、クルーズ旅行の市場拡大

千葉県 コネクティングワーク － セールスライティングの個別指導サービスの販路開拓

千葉県 合同会社ＳＡＫＵＹＡ 9040003012740 ３Ｄパース活用やインターネット集客による商圏拡大
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

千葉県 サニープレイスレオ － 新メニューに伴う美容室改装による高収益美容師育成事業

千葉県 おそうじひとしずく － ＨＰ改修およびチラシ作成による顧客獲得と販路拡大の取組み

千葉県 合同会社エール 7040003006950 ＷＥＢプロモーションの強化による新規顧客開拓事業

千葉県 Ｙコミュニティ － 若年層の新規顧客開拓と収益構造強化に向けた販路開拓・販売促進

千葉県 園生ピアノ教室 － 教室の内装工事とＨＰ製作による認知度向上と新規顧客開拓

千葉県 合同会社ＡＩＲＩＳ 2040003017077 オンラインを通じた外国人交流プラットフォームの提供

千葉県 社会保険労務士法人みんなの社労士 5040005021215 コロナ禍での新社労士サービス「オンライン労務相談サービス」

千葉県 パシュ － ホームページ刷新によるネット受注展開・単価向上・新規顧客開拓

千葉県 株式会社ステップワン 4040001024098 ＨＰリニューアルにより商圏を拡大・新規顧客の獲得

千葉県 青木　和恵 － 少人数制によるヨガ及びコアバランスストレッチの新たな販路拡大

千葉県 江戸活 － 船橋の地魚の漁獲を産地直送する取り組みによる販路開拓

千葉県 株式会社インスティンクト 8040001089633 海炎亭バウチャーＰＲ強化のための自社ＨＰ制作を実施

千葉県 ボンテ － ウィルス感染防止プランニング

千葉県 杉本理惠行政書士事務所 － 新規顧客獲得のためのホームページの再構築とＰＲツールの活用

千葉県 合同会社オークウェイ 4040003000964 テイクアウトの需要喚起動画を流すモニター設置の施工

千葉県 郡司賢一 － ３Ｄプリンター導入による商品価値向上と製作向上による販路開拓

千葉県 菊川夏未 － 障がいのある子どものピアノレッスン受け入れ強化の為の取り組み

千葉県 株式会社スマイルインフィニティー 3040001110403 幼児に英語、在日外国人に日本語を教えるオンライン教室の販路開拓

千葉県 笹口技術士事務所 － 営業力強化のための情報発信方法の再構築

千葉県 はり温灸治療院カラダノミカタ － ホームページを活用した予防医療啓蒙活動と来院数の増大

千葉県 Ｍｅｎ’ｓ脱毛サロンＤｕｇｏｎｇ － 目指せ！千葉県オンリーワン！男性専門脱毛サロンの新規開拓事業

千葉県 白樺法律事務所 － 在住外国人コミュニティの法的ニーズの開拓および顧客獲得

千葉県 株式会社尚真 6040001106860 ホームページリニューアルとパンフレット作成による対外発信強化

千葉県 株式会社水戸塗装 6040002036818 塗装業の見積工程を動画コンテンツ化しＨＰ・ユーチューブで配信

千葉県 Ｓｕｎｓｔｏｒｅ － サンストアを活用した地域クリエイター活性化による販路開拓

千葉県 株式会社といろ 3040001112671 新商品（段ボール企画品）の開発および商品原価の低減

千葉県 ｗｏｎｄｅｒｅｒｓ － 新規オンラインサービス「シセイカルテ」導入による販路開拓

千葉県 アトピヨ合同会社 1040003017276 アトピー性皮膚炎患者向けアプリに関する販路開拓

千葉県 株式会社ＧｒｏｗｔｈＡｇｅｎｔ 1040001113671 ブルーライトに特化したナイトパックの顧客獲得プロモーション

千葉県 なないろビューティ － 松戸に元気・綺麗・癒しを届ける「美容×介護」の出張サービス

千葉県 株式会社桜井電気商会 8040001037492 新規分野進出のためのＷＥＢマーケティング構築

千葉県 アスリライト整骨院 － ホームページ制作による新規顧客獲得と販路の拡大

千葉県 行政書士　ライトアップ事務所 － 新事業ドローンの飛行申請代行にＳＮＳを使い販路開拓を行う

千葉県 ちと － コロナに負けるな！【ヒト】と【ヒト】が繋がる場所造り

千葉県 合同会社Ｑｕｅｓｅｒａ 5040003016092 【モール型通販サイト新規出店及びネット広告による新規集客】

千葉県 ハリマ産業株式会社 1040001035197 目本初「英語」でふすまを紹介するＷＥＢサイトで世界へ販路拡大
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

千葉県 パレットピアノ教室 － ピアノ、英語リトミック、脳活、プリ英語ピアノクラスの販路開拓

千葉県 スリーピース － 利益確保できるテイクアウト・通販商品への開発支援事業

千葉県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｃｏｐａｌ － 「ホームページと店舗改装で創る、お客様の心を掴むスタジオ」

千葉県 高橋酒店 － 新規事業と看板で創り出す、新しい髙橋酒店

千葉県 桶松 － 作業時間を削減して、佐原の「かつ丼」を皆様へ。

千葉県 パティスリーアル － 地域初菓子販売専用自動販売機導入による非対面販売方式の導入

千葉県 ヘアーサロンシン － ヘアーサロンＳｈｉｎ

千葉県 ＳＡＮＴＥＲＩＡ － 広告によるネット販売の売上拡大と商品追加、改善における販路拡大

千葉県 株式会社Ｂｅｌｌｗｏｏｄ　Ｈｉｌｌｓ 5040001116002 自社ホームページの制作による集客力の強化と館山の魅力の発信

千葉県 Ｅｉｒ　ｂｙ　ＳａｌｏｎＬｅｎａ － 妊娠サポート事業とホームケアの充実によるブランディング強化

千葉県 株式会社リコラージュ 8040001070386 ＨＰの新規開設及びショッピングサイトへの誘導強化

千葉県 河西　祐介 － 社会課題解決型事業の起業メソッド開発とＷＥＢサイトによる情報発信

千葉県 松ヶ丘鍼灸院 － ＨＰの改編によるＳＮＳ時代に合わせた患者さんへの健康提案

千葉県 株式会社豊四季不動産 6040001118352 効果的な広告宣伝のための不動産業務支援システム導入と環境整備

千葉県 Ｒｅｍｏｔｅ　ｉｓｌａｎｄ － 弁当箱型炊飯器の企画・販売及び販路開拓

千葉県 カラダ会議室 － 電気美容鍼の導入と広告展開によるサービス拡大と売上増加

千葉県 Ｐｒｏｄｕｃｅｄ　ｂｙ　ＥＤＥＮ － 生産性・ブランド力向上につながるトータルビューティサロン構築

千葉県 株式会社ＳＥＴＴＥ 7040001078876 ホームページのリニューアルによる自社情報開示の正確化。

千葉県 襖絵師島田由子 － 配信用スタジオの整備およびネット商談事業の開始

千葉県 合同会社Ｓｔｕｄｉｏ１９８８ 9040003016790 映像事業における配信スタジオの改装

千葉県 株式会社山崎帝国堂 6010001059293 ＳＮＳを活用した、毒掃丸のリピーターづくりのための販売促進

千葉県 千葉工房 － 千葉工房の作品展示会の開催及びホームページの作成

千葉県 ハネルカ － ペット関連市場の成長を見据えた展示会出展と店舗改革

千葉県 Ｖｅｒｄｕｒｅ鍼灸サロン － 「不妊治療ならお任せ！ＨＰリニューアルと看板設置による来院促進施策」

千葉県 押し花工房　和 － コロナ禍の人を癒す押し花写真たてのＷＥＢ集客による販路開拓

千葉県 ＨＡＲＥＬＵ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ － ヘッドスパサービス導入による＂地域を癒す＂ヘアサロンへの昇華

千葉県 スリーリバーズ合同会社 3040003015922 奥養老の魅力発信による利用者獲得、地域活性化のためのＰＲ活動

千葉県 株式会社イーストドレージ 8040001109762 レンタカー事業の立ち上げに伴うＷＥＢサイト制作事業

千葉県 有限会社星井自動車 8040002075070 次世代調色システム導入で生産性と企業イメージ向上！

千葉県 有限会社サイン 3040002073310 テント看板開発事業

千葉県 ライフデザイン事務所 － ホームページの新規作成による新規顧客獲得と売上拡大

千葉県 ＪＥＮＺ合同会社 5040003009039 オフラインからオンラインへ！英語ＷＥＢ授業の確立！

千葉県 有限会社冨松畳店 1040002074450 老舗畳店が高級畳をさらに強化すべく地道な販路開拓を目指す事業

千葉県 藤田　政恒 － ビッグデータを利用した市場調査に基づいた新規需要の開拓

千葉県 お好み焼おさ村 － テイクアウト導入と新商品開発で１件当たりの単価向上。

千葉県 ハリケーン － ハワイアンかき氷（ハワイシェーブアイス）販売及び商品の無料宅配

11 / 42 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５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

千葉県 株式会社ロックパス 1040001096074 オンライン面談での多角的進路指導の確立による新規生徒獲得

千葉県 有限会社公津の杜第一薬局 5040002058482 ３０代～４０代の女性のニーズを満たすウェブマーケティング

千葉県 合同会社サンドナイス 8040003016676 独自開発した砂場清掃篩機・農地でのＰＲ動画を作成、販路開拓

千葉県 グリーンタイム － Ｗｉｔｈコロナ、ａｆｔｅｒコロナを見据えた顧客満足向上事業

千葉県 合同会社大和 8040003013368 ＨＰリニューアル・看板設置による強みを活かした販路拡大事業

千葉県 マツイスポーツ － 企業向けのサービス強化・宣伝・営業規模拡大、刺繍注文の多様化

千葉県 有限会社麺場やちよ 9040002029851 テイクアウト商品開発と紙・ＳＮＳ宣伝による新規顧客の獲得

千葉県 正木ピアノ教室 － 告知媒体を作成し新設クラスの宣伝による新規生徒獲得事業

千葉県 ガジェットポッド － レストア（中古品の価値アップ）による売上向上、商品単価増。

千葉県 ＲＯＡＤ　ＭＭＡ　ＧＹＭ － 衛生的で安全に運動できる環境づくりによる販路開拓。

千葉県 株式会社大福堂 2040001104570 「大福ＳＡＩＹＯ」ＯＥＭ提供による販路拡大

千葉県 西敏商店 － 無添加佃煮の販路開拓・ＰＲ活動

千葉県 株式会社オール 2040001034124 フランチャイズ本部「加盟店専用ホームページ」販売新規開拓事業

千葉県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＳＴＹＬＥ － 移動式ネイルサロンで新規開拓＆シェアサロン事業

千葉県 Ｗｏｒｌｄｐｒｏｍｏｔｉｏｎｓ － 認知拡大と新規顧客獲得のための販売導線設計

千葉県 北嶋愛季 － 新たな顧客と生徒獲得のためのオンラインＰＲ

千葉県 合同会社メモリアル企画 4040003011128 当社新規事業「葬儀サービス」の販路開拓

千葉県 サボワール有限会社 3040002069928 売上増加を目指すホームページ制作

千葉県 ＯＮ　ＳＣＥＮＥ － アウトドア施設における水洗トイレの設置

千葉県 Ｖａｍｏｓ － 販売促進を強化しケータリング事業の販路を開拓する

千葉県 大同クリーニング株式会社 8040001072754 特殊クリーニング対応の集配達事業とチラシ配布による顧客増加

千葉県 Ｌａ　Ｐｅｔｉｔｅ　Ｖｉｇｎｅ － ワインショップ実店舖オープンにおける販売促進

千葉県 大山接骨院・鍼灸院 － ＢＯＯＳＴＥＲパワーで心とカラダをフルメンテ●元気をあなたへ

千葉県 ＧｒａｎｄｅＲｏｓｓ１Ｊａｐａｎ株式会社 5040001100583 新たな広報の取り組みでブランドイメージの認知拡大を図る

千葉県 ＥｎＬｉＣｏ株式会社 3040001109115 環境を考慮したノックダウン型木造独立階段の販路開拓

千葉県 Ａｍｉｌｏｍｉ　Ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙ － リピーターの確保を目指し経営安定のための仕組みづくり

千葉県 株式会社ヴェリテ 3040001084267 一人治療家の経営支援に特化したオンラインスクール事業

千葉県 あさば整骨院 － オーダーメイドインソール作成・販売

千葉県 株式会社ギークルジャパン 6040001031786 サウナ傘専用サイトの構築・システム販売のサイト追加更新

東京都 株式会社精華堂霰総本舗 2010601003282 新カテゴリ商品「チョコレート米菓」の開発及び販路開拓

東京都 腰痛治療院　恩 － 治療院での感染防止対策の実施とオンライン予約サービスの導入

東京都 あっと＠ボディ － オンラインを強化した新商品・新サービスでＯＮＬＹ　ＯＮＥの整体を目指す

東京都 株式会社Ｓ－ｓｐｏｒｔｓ　ｃｌｕｂ 7011601023225 コロナ対応型ダイエットジムのチラシ改正＆認知度アップ

東京都 Ｈａｉｒ　Ｒｏｏｍ　Ｅｎｖｙ － トリートメントのＰＲ・ネット販売で美髪の女性を増やす！

東京都 アークガレージ － 自動車の内装・外装・エンジン回りのクリーン新商品化の準備

東京都 株式会社サンテックコーポレーション 3010601038798 マルチベーカーシリーズとディスペンサーの販路拡大
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東京都 株式会社フラップ 6010901031979 オンラインでの売上向上を目指すホームページ整備事業

東京都 伊郷恒良 － 顧客を大学生から主婦に広げるためのインスタグラム広告の出稿

東京都 株式会社スピードワークス 9011001134694 新規ホームページ制作で今後は積極的にＰＲし売上ＵＰを目指す

東京都 仁田大介デザイン事務所 － スマホ対応した質の高いホームページ作成による販路拡大

東京都 株式会社ハピネスヴィレッジ 9011001066541 人と環境に優しい自社ブランドＢＯＴＡＮＩＣＯＡＴの宣伝・販売

東京都 キッズモブ株式会社 9010801030871 子ども向けダンス教室新規出店による子育て世代ニーズへの対応

東京都 ダイビングショップＨｉｒｏｋｉｎｇ － 年齢層別の顧客獲得に向けたＳＮＳ活用による日対面型集客

東京都 株式会社Ｂ・Ｍアップ 8013301036480 株式会社Ｂ・Ｍアップ　商品開発及び広告・通販

東京都 合同会社ｏｆｆｉｃｅ　ｍｏｔｏ 8011103010381 当社サービスサイト・ＥＣの制作と、オリジナル商品の開発

東京都 株式会社シェアスマイル 5011001113272 サロンブランディングと店内環境改善で顧客満足度を高め集客向上

東京都 ＣｈａｎＭａｎ － レーザーカッター導入による業務効率化と新商品開発事業

東京都 ＩＳＢマーケティング株式会社 4011001098721 ＢｔｏＢインバウンド市場開拓

東京都 株式会社フェリーチェ 4011601024878 「配達エリア販路拡大とスタッフルーム改装・厨房導線の改善」

東京都 社会保険労務士大越事務所 － ＨＰ作成、ＤＭ作成・発送、バナー広告等による販路開拓

東京都 株式会社笙設計室 4011101081899 ＨＰ×ＳＮＳ×パンフレットで集客アップを狙う！

東京都
佐藤正明税理士・社会保険労務士事務
所

－ 高齢化に伴う相続コンサル業務に特化したチャネルの開拓

東京都 とっておき株式会社 8011101079279 広告用に公開できるサンプル的な映像作品制作による新規顧客開拓

東京都 株式会社メディクオーレ 5011101079595 新たなＩＴを導入し【美と健康】を提供できるサロンをＰＲ

東京都 ＤＥＪＩＭＡ行政書士事務所 － 入管業務特化型新規ＬＰの作成による事務所ブランディングと新規顧客開拓

東京都 Ｂａｒ　Ｐｒｅｍｉｅｒ － トイレと棚を改修による快適・好感度を上げ若年・女性層を拡大

東京都 行政書士事務所はなみらい － 契約の知識、制度活用に関する動画配信サービスリリース

東京都 株式会社Ｊ＆Ｋａｎｉｍａｌｓ 6011001069290 海外市場での更なる飛躍のためのオリジナルプリント機器の導入

東京都 普段使いの和食器通販｜タナモト － 日常使いができる和食器のインターネット通信販売

東京都 ｃｏｃｏｔｒｉｍ． － 顧客の自宅駐車場にて専用車内で犬のシャンプーとお手入れをする

東京都 ダイナブレイン株式会社 8010001209895 カスタマイズ可能な脳波実験システムの受注開発と新規顧客の開拓

東京都 Ｄｉｏ　Ｌａ　Ｍａｎｏ － オンラインショップ開設によるサロンオリジナル商品の販売強化

東京都 旗本　由紀子 － ＹｏｕｔｕｂｅによるＰＲと精油・茶のオリジナルティ向上

東京都 髪質改善ヘアエステサロンＲＵＡＮＡ青山 － お客様のお悩みを解決！髪質改善ヘアエステによる販路開拓事業

東京都 ＥＳＴＨＥＲ － 自然の一瞬を形にした造形美ジュエリーをＰＲするため展示会出展

東京都 カノア都市建築マネジメント株式会社 1010401144451 ・ホームページ（ＨＰ）制作にて、自社のＰＲと新規顧客獲得

東京都 株式会社Ｈａｐｐｙ　Ｓｗｅｅｔｓ　Ｊａｐａｎ 9010901042577 親＆子供が自宅でお菓子作りを楽しめるオンラインサロンの開設

東京都 司法書士アレスコ事務所 － 相続・遺言作成に特化した新規開拓に伴う新たな販促ツールの拡充

東京都 アウグストデザイン株式会社 7010901034683 ロゴとＨＰ作成による認知度向上と販路拡大

東京都 株式会社オールウェイズ 2010701021795 オリジナルカタログを制作し自社スタッフによるデリバリーの拡大

東京都 ヘアアンドメイクニュアー － 新規客獲得のためＷＥＢサイトと店舗をリニュアールし集客を強化

東京都 ＷＡＮＬＯＫ合同会社 9011303001725 自社商品の使用方法及び生産過程を紹介した動画制作とＷＥＢ広告
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東京都 ａｍＢｉｖａＬｅｎｃｅ（アンビバレンス） － 店舗フロアの改装、キッズスペース設置でファミリー層の集客拡大

東京都 株式会社六月書房ｎｅｏ 7010001207132 墓地を探しているユーザーに優良霊園の情報をＷｅｂ広告で発信する。

東京都 株式会社ネオ・キャスト 1010801025433 ホームペーシ改修による営業販路開拓とオンライン対応の拡充

東京都 オカザキ・ＵＤ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 2010701038451 ユニバーサルデザインの企画・提案での販促と営業面の強化。

東京都 株式会社フューチャート 9010001041802 ホームページのリニュアルによる販路開拓

東京都 株式会社浅草フードファクトリー 2010501027489 コンロ・オーブン増設で新メニュー開発、新規顧客獲得と販路拡大

東京都 ＡＡＩＳ株式会社 2010401152718 新時代の学習支援システムの更なる進化のプラットフォーム確率

東京都 げんたね整体院 － 全国の整体師に向けた座位での整体施術セミナー開催の情報発信

東京都 ｆａｍ － 地元観光客向けテイクアウト販売と業務効率化による生産性向上

東京都 新小岩けん整骨院 － 背骨ゆがみ改善施術力の強化とオンライン健康相談サービスの展開

東京都 合同会社エープラスエイ 8010403016378 新製品ぬいぐるみロボット：ゴロニャンの市場開拓および販売促進

東京都 株式会社クラウドナイン 3013201012363 ネットを通じた「配信事業」における新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＰＲＥＣＩＡ 7010401105910 パーソナルエステの普及で女性が美しく輝ける社会へ

東京都 炭やきおちあい － 大山鶏モモデリバリー事業への進出

東京都 ハレク － 首から上のトータルケアサロンとなり新たな販路開拓を目指す事業

東京都 株式会社ＢＩＧ　ＳＭＩＬＥ 1011801038227 お弁当を通して笑顔と幸せを　キッチンカーＢＩＧ　ＳＭＩＬＥ

東京都 株式会社ＫＥＹ　Ｂｅａｕｔｙ 3013301046113 メニューの宣伝とネット販売をするための新規ホームページ制作

東京都 ジェームスブランニング合同会社 1010003033631 ＡＲ技術による芸術鑑賞で事業の拡大

東京都 株式会社ココロドル 5011401019796 販路拡大のため、ホームページの改善とＳＮＳ広告の活用で新規獲得

東京都 マフィンとスコーン　どようび － 通信販売、予約システム、広報のための新規ウェブサイト構築

東京都 株式会社カルチャーステーション 2010901002942 店舗とＥＣサイトのシステム連携により顧客満足度の向上を図る。

東京都 言語研究開発合同会社 2010003032095 語学アプリの販売促進

東京都 株式会社日本ｔｅｒａｔｅｃｈ 3010001201262 自社開発ナノカーボン発熱体を使用した最新温風機の認知拡大

東京都 株式会社Ｌａｓｃａ 6011001124186
①ＩＴ企業のシステムエンジニアに向けた製品バージョンアップ②インターネッ
ト広告を活用した製品の販売促進

東京都 Ａ．Ｂ．Ｓ．整骨院 － エアコン新設およびオンライン運動指導による売上増加

東京都 松﨑直美 － 麻（亜麻）製のベッドリネンの販路開拓

東京都 株式会社千十里伊万里ちゃんぽん 2010701029277 和の食材を使用したメニュー拡大による顧客・販路拡大事業

東京都 株式会社Ｋｅｉｒｅｃｋ 2011201011064 健康維持を目的としたステッキ需要を促進するｗｅｂショップ展開

東京都 下町たまご食堂　一卵亭 － 新規客開拓のための広報アピール活動

東京都 ジャパンフィルター株式会社 8011801008776 自社技術を活かした製品開発・製作・販売による新規市場への挑戦

東京都 株式会社シルク・ハット 1011101067091 ちいさな美容メーカーのあなたにあった究極のオンリーワン商材の提案

東京都 バー＆チョコレートカカオテール － ｅコマースａｔＣＡＣＡＯＴＡＩＬ

東京都 株式会社オファ 3010001216228 サービス品質向上・宣伝活動・営業活動外注による新規顧客獲得

東京都 みんなの薬局株式会社 3010901047788 オンライン処方箋薬局推進のためのＷＥＢ作成とコンピュータ刷新

東京都 株式会社ミラーロイド 9010401134569 美容室にミラーロイドを普及し、美容業界のＩＴ化を推進！

東京都 合同会社ユースアンドマインド 6010003033528 小学校低学年向け非認知能力を伸ばすアフタースクールの集客事業
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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５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社小川建設 1011801018641 寺社仏閣向け小規模修繕及び改修工事ホームページリニューアル

東京都 ａｉｋｉｙａ － エアリアル・ヨガと駐車場導入により顧客を増加させる取り組み

東京都 藤野　泰子 － ＰＨＯＴＯ’Ｓ　ＣＩＮＥＭＡ　写真をドキュメンタリー動画に

東京都 Ｍａｙｕｇｒａｐｈｙ　Ｔｏｋｙｏ － モダンカリグラフィーの魅力をオンラインスクールで全国に届ける

東京都 ｇｌｅａｍｓ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ － 当店の売りを打ち出したＥＣ・ＬＰ制作からの新規集客アップ

東京都 はな壱 － ＨＰのリニューアル、及びポンダルの認知度向上と販路開拓

東京都 株式会社善通ホールディングス 6040001111051 ＥＣを通じた国内外での販路開拓および集客力向上に係る事業

東京都 株式会社カナウ 6011601024736 インターネットならびにリアルプロモーション強化による販路開拓事業

東京都 株式会社ＡＳＨＣＡＲＥ 1010701040648
地域包括ケアシステムを推進し安心した暮らしをサポートする訪問看護サー
ビス

東京都 中華酒菜たなか － ネット通販とデリバリー、テイクアウトによる販路開拓事業

東京都 中山貴子社会保険労務士事務所 － コロナ禍における働き方改革推進のためのコンサル営業の販促活動

東京都 株式会社飛鳥建設 8011801032280 光触媒による空間除菌「ＶＤＢ清空間」周知宣伝のためのＨＰ作成

東京都 みらい絵 － 販促物の制作およびＷｅｂ広告による新規顧客獲得

東京都 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ － 「腸セラピー」の効果を伝えるＨＰ作成による新規顧客の開拓

東京都 ベルスタート株式会社 3010701036891 品川区唯一の相続案件・士業向けサイト構築による新規顧客開拓

東京都 株式会社カラープロジェクトＭ 1011501023974 女性のライフステージに沿ったカラー診断、骨格診断の販路開拓

東京都 ｍｉｃｏｂａｓｅ － キレイと思い出を両立し家族の絆を取り戻すフォトブックサービス

東京都 有限会社アクツオブフェイス 5013202000266 刺繍入り雑貨小物の開発および販路開拓

東京都 株式会社ＢＳＡＣ 4010001140591 キャッシュレス・ペーパーレスのＥＣサイト構築による同業他社との差別化

東京都 ＲｅａｃｈＵ － Ｃｅｌｅｍｏｍ（セレマム）

東京都 Ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｏｌｇｅｍ － 男性顧客を主軸とした単価向上施策の為の設備導入

東京都 株式会社ＴＣＬ 3010801019838 新規顧客獲得・販路拡大を目的としたＨＰ製作

東京都 明彰 － 自社のＨＰによる営業方法の拡大及び、営業コンテンツの充実

東京都 ｂｏｃｃａ － ハンドメイド商品の開発による新規顧客開拓

東京都 株式会社ＮＥＸＴ 5011101076527 看板メニューのカレーを用いた新商品開発による通販の強化

東京都 株式会社みこまサービス 9020001112222 法人向けオンラインセミナーの実施と提供件数の拡大

東京都 合同会社ＫＧＹＫ 7011003009649 ５０代以上の大人女性向けの新サービス提供による新規顧客の開拓

東京都 株式会社トラベルハーモニー 9011101023780 ＨＰ内の国内旅行商品ページの新設およびＤＭ等による情報発信

東京都 株式会社クリエイティブ 1010001155808 「建築の総合コンサルタント」であることの周知と情報発信

東京都 寿し徳 － リニューアル効果を活用してのハレの日需要の取込み

東京都 有限会社Ｔ・Ｍ・Ｉ 7011502016047 新店舗ホームページ作成による新規顧客集客と売上拡大

東京都 株式会社ビッグキャッスル 3010401071603 オンライン子供向けアート教育『ゆびトレ』

東京都 Ｔｈｙｍｅ － ネパール手編みニット製品の試作とブランド化による販路開拓

東京都 株式会社ＦＯ．Ｐ 4011001072627 各種メディアを活用した自社ブランド肌着『ＨｏｔＦａｂ』の販売促進

東京都 株式会社ＳＥＶＥＮＩＮＤＥＸ 2010001100399 スマホ・タブレットユーザーも取り込め！文字入力代行サービスの販路開拓

東京都 ゼンドラ株式会社 5010002042646 介護福祉施設向け情報誌の発行
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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５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 行政書士湯原玲奈法務事務所 － 事実婚【ふたり婚】／熟年結婚【大人婚】の情報信・販路開拓

東京都 でこぼこマーケット － デジタルマーケティング強化によるでこぼこマーケットの販路拡大

東京都 ｎａｇｉｓａ（ナギサ） － 東京発のウィメンズブランドのビジュアル強化と全国受注会開催

東京都 東田事務所 － ＢＣＰ対策としての防災用商品の代理店としての販売。

東京都 株式会社ドゥリサーチ研究所 5010401019575 ＩＴを活用した国内および海外の顧客開拓事業

東京都 ｅｍｐａｔｉ株式会社 5011001139532 おうち時間の充実化を提案するサービスプランの導入

東京都 ｍａａｒ － 妊活サポートに特化した事前オンライン相談による新規顧客開拓

東京都 コノアス合同会社 2010003034752 児童発達支援の開業に伴う来園促進事業

東京都 サツキ － プロモーション動画とネット広告による新規ファン獲得

東京都 株式会社サンドボックス 7011101040555 足洗い設備の設置工事による効率化と潜在顧客の開拓

東京都 ハナハウス － ＨＰ改修による販売促進と唯一無二性を訴求するリブランディング

東京都 インクドッグプリント － オリジナル性の高い商品を求める顧客へのサービス向上と販売促進

東京都 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｄｉｓｔｒｉｃｔ 5011001053857 一番よく使う指先を労わってほしい……。ネイルケアを宣伝！

東京都 齊藤商店 － ホームページの作成を行い、顧客層の拡大と売上げ増加を目指す

東京都 ワンダーワークス株式会社 9030001123615 ＥＹＥＷＥＡＲ　ＣＡＢＩＮの開発、ブランディング、販路開拓

東京都 株式会社池田計器製作所 9011401000488 ホームページを活用した商品ＰＲ活動ならびに営業活動の強化

東京都 ＡＭＡＬＡ － 東京コレクションに出展し業界にアピールする事業。

東京都 曳舟手打ち蕎麦ながやま － 「曳舟手打ち蕎麦ながやま」が行うアピール事業による集客力向上

東京都 有限会社峡西商事 6011102003677 ケータリング事業の販路拡大に向けた、ウェブ契約システム構築

東京都 Ｌｅｎｉｔｉｆ（レニティフ） － マイクロバブルによるクオリティー・スピードの向上計画

東京都 ＲＤＣＦＩＴＮＥＳＳ株式会社 1010901044671 ●本格的パーソナルトレーニング事業強化に関するＨＰ等刷新

東京都 朴　常綜 － ＨＲにおける失敗談共有コミュニティ「しくじり人事」

東京都 ＵｘＱ株式会社 1011001136252 ジェンダーレスコスメ開発・ＥＣサイト販売事業

東京都 ＨＡＩＲ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＥＩＧＨＴＹ － 髪をいたわり、美と健康に貢献する新メニュー導入とＰＲ事業

東京都 株式会社武蔵ホームサービス 9011401022458 特殊清掃サービス事業から消臭・抗菌・除菌剤の製造メーカーへ

東京都 株式会社大光通信会社 3010001021982 レスポンシブデザイン（ＨＰ）更新後に販促活動による販路開拓

東京都 Ｓｅｅｄ－ｒｉｎｇ株式会社 8011001133714 コンサルビジネスをはじめたい教室の先生を集める導線つくり

東京都 ＯＴＲＥＡＴ　ＪＡＰＡＮ － 非対面型サービスの新事業展開

東京都 株式会社アイシンク 1010501034759 オンラインサロンＰＲ事業～人×集い＝新たな可能性の創出～

東京都 サニーペットクリニック － 動物病院のオンライン事前問診サイト制作

東京都 渡辺征治写真事務所 － 新規取引先の獲得に向けたＷＥＢサイトの構築事業

東京都 婚活サロンアウールマリッジ － 婚活オンラインシステムによる新規顧客開拓

東京都 株式会社ＪＡＭＰＳ 5120901037883 儲かる農業参入モデルの新規見込み客獲得に向けた展示会出展

東京都 株式会社ＥＦＧ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1011101091257 コンサルタント事業開始の為のＨＰ作成とＧｏｏｇｌｅ広告出稿

東京都 田部井手帳株式会社 1010001004799 オリジナル手帳の作成とネット環境を構築してホームページでＰＲ

東京都 株式会社プロジェクトＹＭ 4011801038513 ネット広告及び予約メディア掲載による新規顧客の獲得
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 合同会社ｕｒｕｃｏ 5010003032357 日本玩具リデザインプロジェクト「第一弾：ねこけん」の販路拡大

東京都 ＬＯＴＵＳ　ＨＡＩＲ － 魔法の縮毛矯正で癖毛の悩み解消！インスタ広告で新規顧客獲得

東京都 株式会社マイルドポケット 1010901011250 犬のお預かりスペースの拡大と新製品陳列のためのレイアウトの改良

東京都 Ｔｏｕｓ　Ｌｅｓ　Ｊｏｕｒｓ株式会社 3010801031198 ４０代から５０代の働き盛り世代に向けた健康改革

東京都 Ｄｉｔａ　ＡＩＲ　Ｎａｉｌ － 指先ストレスさようなら。フィルイン技術で蒲田女性を元気に。

東京都 ｎｔｌ株式会社 1011001120685 Ｗｅｂ広告宣伝を利用した販路拡大と新規顧客獲得

東京都 ＣＯＦＦＥＥ　ＪＵＬＩＥ － コロナ禍のおうちコーヒー豆需要を取込むための焙煎機導入事業

東京都 株式会社三原堂 4013301011958 既存のホームページ・オンラインショップの時代に即した改修

東京都 Ｔｅｒｒａｃｅ － 自己理解サービス『Ｔｅｒｒａｃｅ』のＨＰ制作

東京都 東京販促株式会社 4030001015701 試食販売からビデオマネキンへ新サービスＰＲの為のＨＰ再構築

東京都 さこだ整骨院 － オンライン整体治療セルフトレーニングによる売上増加

東京都 東京ＴｏｙＣａｆｅ － コレクターのコレクション映像化サービス「Ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ」事業

東京都 合同会社ネクストステージ 9011103009076 ＳＮＳを活用した新規顧客獲得事業

東京都 ＥＣＣジュニア・ＢＳ目黒１丁目教室 － ＥＣＣジュニア・ＢＳ目黒１丁目教室の新規顧客の獲得と併行受講の促進

東京都 よろず屋あんがと － 新規顧客開拓のための広告費

東京都 ヨネツボ行政書士法人 3010005012004 ネット集客システムの構築とパンフレット、チラシ活用による販路開拓

東京都 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｄａｉｓｙ － コロナ禍の結婚式関連事業から脱却した、美容エステへの挑戦！

東京都 有限会社Ｊ．Ｓａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 9010602032043 ビジネスモデル変革　～多くの企業、多くの個人消費者に向けて～

東京都 株式会社ハッピーマウンテン 1011101077818
独自ホームページ作成によるブランディングとネット予約システムによるコスト
削減

東京都 ｈａｎａペットクリニック － 専門的な動物歯科診療開始及びそれによる新規患者様獲得

東京都 株式会社アイルビーザワン 2011001106056 新しいオンライン英語発音矯正レッスンサービスの開発と販路拡大

東京都 弁護士赤木竜太郎 － 否認事件集客用ホームページ開設事業

東京都 ＲＯＳＥ　ＣＯＬＯＲ合同会社 8010803003736 自分好みのオリジナル食器が作れるハンドクラフトアートの開発・販路開拓

東京都 オンカ合同会社 2010903006438 みんなが楽しめる新作パンとカフェメニューの開発と販路開拓

東京都 株式会社アル・シェア 3040001076413 プロの声優が教える「声のコンサル」宣伝事業

東京都 株式会社ベストウィッシュ 6011101064803 はんこ購入の来店客に合鍵作成のクロスセルで売上アップ

東京都 椎平理恵 － マスクで低迷するメイク事情！メイク講師で活躍する女性を全国に

東京都
株式会社フォーラインコミュニケーション
ズ

1010501045616 ホームページおよびカタログ作成による企業認知度向上

東京都 チエコトバ － 幼児向けモンテッソーリ教育事業の新規開発

東京都 ウィサルレベント － キッチンカー製作、販売するためのＷＥＢサイトの構築

東京都 有限会社なかや 6010002023356 ＨＰの活用による着付け教室と着物お手入れ相談の周知と集客

東京都 Ｃｒｅｄｏ税理士法人 7011005006958 Ｗｅｂサイトリニューアルによる新規顧客への販路拡大

東京都 アトリエミナミ － ブランディング及びｗｅｂデザイン事業開始のＰＲ（ｗｅｂサイト新装）

東京都 株式会社Ｋ＆Ｋトラスト 5011001047248 ＷＥＢ販促用ランディングページ制作サービスの広告宣伝

東京都 有限会社芝崎合金鋳造所 6010602011974 ＥＣ導入・商品開発・イベント参加による自社ブランドの確立

東京都 株式会社アクセル 2010701014205 テレワーク環境でもリアルタイムに顧客対応可能なシステムの導入
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東京都 さくらレーベル法律事務所 － 事務所宣伝効果が高く、相談者に寄り添いやすいウェブサイトの作成

東京都 クリアパルス株式会社 8010801003341 海外の新規顧客獲得に向けた英語版ホームページの作成

東京都 コキン － 販路開拓およびウエディングアクセサリーの開発

東京都 株式会社イソガイ 1010601047842 ブランディングによる受注体制の強化と新規顧客開拓、イメージアップ事業

東京都 ＭＡＫＡＭＩ － 新たな技術導入による商品価値の向上とジビエレザー商品の普及

東京都 株式会社ＩＮＪＵＳ 6010401103725 ケンカツの顧客獲得のためのＤＭマーケティング施策

東京都 茅場町鍼灸院ｉＺｏｏｎ － ＷＥＢサイト・リニューアルで利用者増

東京都 健午法律事務所 － 取扱分野拡大とランディングページによる新規顧客の獲得

東京都 株式会社コスモプロデュース 2011101093483 ＬＰ制作と自動物件提案システム導入による販路開拓と業務効率化

東京都 有限会社ダイヤモンド電気 8011102025439 ＷＥＢ強化による国内外への販路開拓と多様な衛生洗浄ニーズへの貢献

東京都 Ｓｔａｒｔ　Ａｎｙｔｉｍｅ － 英語の発音力向上の為の動画配信サービスの提供による販売促進

東京都 Ｖｅｇｇｉｅ合同会社 7011403002963 農業ＳＮＳ『Ｖｅｇｇｉｅベジー』で地域を元気にするプロジェクト

東京都 株式会社ソーゾーエデュケーション 6011001132296 自社サイトによる販促と新たな講義の制作による事業の拡大

東京都 有限会社ナナ 4011002022408 予約販売でフードロスなし！和菓子の製造販売事業

東京都 虎ノ門ビルサービス株式会社 4010401116019 コロナ禍のエアコン除菌・抗菌ニーズに対応した販路開拓の取組み

東京都 Ｃ．ｂｅａｕｔｙ株式会社 9011001122278 ヒト幹細胞培養液配合美容液ＰＲによる顧客獲得事業

東京都 株式会社ｅｖｅｒｙ 5013301047150 訴求力のある自社ＨＰ開設等による販路開拓事業

東京都 ＳｗｅｅｔＭａｒｊｏｒａｍ － 教室のオンラインレッスン化と商品販売による売り上げ拡大事業

東京都 ＣＨＩＥ　ＢＯＤＹ　ＡＲＴＳ － 共同で新ブランドを立ち上げ、ピラティスウェアを製造・販売する

東京都 株式会社パークヴィレッジ 9011101027625 ホームページによる「地域密着型会社」のブランディング化

東京都 ヘアａｎｄフェイスサロンａｚｕｌ － 移転オープンによる新規顧客の獲得、アンチエイジングサービスの提供事業

東京都 株式会社ＡＲＧＯＮ　ＣＵＲＲＹ 9011101081894 新たな市場への販路拡大と生産性向上計画

東京都 韓国エンタメナビゲート － ミドル女性を元気に！会員制韓流サロンをＳＮＳで周知し販路拡大

東京都 株式会社タクシーアド 7010401099789 拡販・新規顧客獲得に向けたＨＰリニューアル

東京都 サラウンド株式会社 2010401109230 冷凍冷蔵庫設備導入による食品等へのフルフィルメントサービス拡充

東京都 徳田製作所 － 廃材を使った家具の新商品開発とその販路の開拓

東京都 株式会社小沢ミート 7010001001576 小売業開始に必要な設備投資及び販促物制作／ラッピング材の強化

東京都 株式会社シッククローバー 5011201012778 通販初心者もわかりやすいＨＰデザインと広告による販路開拓

東京都 かつらい会計事務所 － 売上倍増計画書プロジェクト．

東京都 メタリアル － ３ＤＣＡＤスキルを活かした独自の真鍮加工製品による売上向上

東京都 ひょうたん堂 － ショップカードと陳列棚による売り上げと販路拡大事業

東京都 ＫＥｉＲＯＷ江戸川篠崎ステーション － 訪問医療マッサージ

東京都 ｂａｏｌａｎ － ゲノム型ピアス等の日本産オリジナルジュエリーのネット販売

東京都 ＳＯＬＩＴ株式会社 8011001135941 障害者向けファッションのＥＣサイトでの衣服販売業

東京都 結婚相談所Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ｒｉｎｇ．ＴＲ － 積極的な広告活動による新規会員の獲得（ＨＰ改修、郵便局広告）

東京都 株式会社リロ・クック 2010401157130 ファインダイニング人材紹介スキームとＷＥＢ、動画等広告宣伝
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５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 ほしのや － 髪の悩みは理髪店で解消！　オンリー１理髪店の広報強化の取り組み

東京都 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　ＣＯＮＡＩＬ － キッズメニュー・スペースの導入に伴う店内環境改善及び宣伝計画

東京都 鳥海工業株式会社 9011801010582 ＰＣＢ処理期限の到来をテコとしたＬＥＤランプの拡販事業

東京都 有限会社八重洲升本 4010002025981 再開発地域でも埋もれない！看板設置による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＡＳＳＥＴ　ＡＲＫ 5011001135564 ブルーマップ購入と自社ＨＰ作成による不動産所有者への営業

東京都 Ｌｉｌｌｙ － 新規ホームページ等制作による少人数挙式スタイル提案と顧客拡大

東京都 山越総合法律事務所 － ホームページ改修による新規受注導線の獲得

東京都 エスケーティ・プライズ株式会社 8011101070246 業態転換！自社ＥＣ構築及び国内初のエシカルブランド製品の物販

東京都 株式会社３ｒｄ　ｉ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3011001138998 漫画家、クリエイター向けの会計税務オンラインサロンの運営

東京都 株式会社ＮＥＸＴＧＯ 4010001202367 ＥＣサイトのセキュリティ強化と決済オプション機能強化

東京都 株式会社トラストオンライン 7013301032423 ホームページリニューアル、マイページシステムの導入。

東京都 東都ｒｅｃｏｒｄｓ＆ｂｏｏｋｓ － ブランド力アップと顧客拡大を図るための広告展開施策

東京都 ＩＭＰＲＥＳＳＩＯＮ　ＷＥＤＤＩＮＧ － アニバーサリーイベントのプロデュースによる集客拡大と販売促進

東京都 東中野１４ － コスプレイヤー・ドールオーナー向けの個室撮影ブースの設置

東京都 望月　秀幸 － 邦楽教室の新規開講・現教室の拡大に向けての販路開拓

東京都 ＡＳカンパニー － ３０－５０代の身の回り品（特に靴、鞄）リペアニーズの掘り起こし

東京都 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｆｉｎｅ　高円寺店 － ＳＮＳ・ＨＰの刷新による地域最大の発信力と売上向上の両立へ

東京都 アンコレ株式会社 8010001201241 １万人のファンへ動画付きホビー専門フリマサイトのＳＮＳ広告

東京都 まごころ弁当江東大島店 － 顧客拡充を目的としたウェブインフラの構築・循環型事業への発展

東京都 ＴＯＲＩＮＯＳＵ － ホームページの新規作成による集客の強化

東京都 ラブアリス － 自社ＨＰのリニューアルと、看板作成による新規お客様の獲得

東京都 ルネ・プランニング － エンターテイメントフリー集団の強みを活かしたＥＣビジネス

東京都 図工舎 － 図工舎の作品をホームページリニュアルで楽しく効率よく紹介

東京都 合同会社五穀豊穣 5010403009137 家庭で学ぶ和食オンライン料理教室

東京都 株式会社神アート 3011001009852 商品を３６０°回転させて確認できるＷｅｂシステムの開発

東京都 日本シーディーアール株式会社 3010001134207 外貨両替機のフランチャイズオーナーを募集する事業

東京都 株式会社エル・マジェスタ 9010401121708 お客様が中心で演奏するＰＶ制作サービス

東京都 ぽん太 － 【オンライン＆オフライン】トレーニング・ダイエット事業拡販

東京都 ｇｏ　ｔｏ子どもデザイン室 － ｅコマースと実販売の両立

東京都 株式会社トワ・スール 6011101028989 オンライン料理教室、通販事業ＨＰ作成

東京都 ジリリタ株式会社 3011501023295 東京都北区赤羽・桐ヶ丘製の自社玩具ブランディング作戦

東京都 いたばし印刷株式会社 8011401021849 新設備導入による新事業展開とサービス向上による販路の拡大

東京都 生野　貴昭 － 街並みの記憶で街おこしをサポートする『マチカドあの日』

東京都 株式会社ツバメヤ眼鏡店 5011301004460 藍染眼鏡の販売サイト構築／出張検眼予約サイト構築・チラシ作成

東京都 株式会社やまなか 1011101045907 地域事情に詳しい地元葬儀社の強みを生かしたチラシ作成と配布

東京都 有限会社北條 9011102027896 ホームページ刷新による地域発隠れた逸品の魅力を発信する事業
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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５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 安部大吾 － 雰囲気抜群なイタリアンのＩＴとアナログを活用した新規顧客獲得

東京都 株式会社日興エボナイト製造所 4011501008139 グローバルＥＣサイトの構築によるカラーエボナイト材の販路拡大

東京都 グロワグロワ － 店頭レイアウト改装と酒類販売の単価アップ戦略

東京都 ミエーレ － ＳＮＳ映えするイタリア料理のデリバリー＆テイクアウト

東京都 有限会社平田商事 4010402010939 新サービス宣伝用のメディアサイト制作で、新患の獲得を目指す！

東京都 株式会社ＫＩＲＥＩ 1011001120264 ヘアカラー・トリートメントメニューの価値向上による生産性向上

東京都 ＫａｉＲ　ｎａｉｌ　ｊｏｉｅ － 表参道地域における時短・品質・安全志向の高い客層を新規開拓

東京都 株式会社トライ・テック 2010801013965 自社ホームページの作成やポスティングなどによる広告推進

東京都 ｎａｒｉ眠 － 【新感覚ヘッドマッサージ】不眠やストレスに悩む方の顧客開拓

東京都 株式会社ライトスタッフ 3013201006209 コロナ禍におけるストレスケア対策サプリのネット通販の強化

東京都 国際ディスプレイ工業株式会社 7010001002500 高品質で動いて面白いサンプル作成による新規販路開拓

東京都 キューピッド － プロダイバー向けのライセンス取得ＬＰ制作・ＷＥＢ広告運用

東京都 株式会社ＰＲ　ＮＥＴ 8010001216999 ＰＲプラットフォーム構築によるコンテンツマーケティング

東京都 合同会社ファルマプラン勝野 3010603005128 在宅介護・医療相談窓口の設置等環境整備による顧客拡大

東京都 有限会社向島石井 9010602015287 市場（オークション）の活性化と顧客獲得への対応

東京都 ＨＡＲｅＬｉｆｅ － Ｗｅｂサイト構築による美容＆病気予防ファスティングプログラム

東京都 松本浄 － 独自の専門性を生かした講座の集客力を改善し、収益化

東京都 株式会社Ｄａｒｍａｌ　Ｂｅａｕｔｙ 9011101092586 ＷＥＢからの発信強化でお客様に真の美しさを提供する！

東京都 株式会社ＩｎｉｔｉａｌＳｔａｔｅ 8010001209680 動画およびＳＮＳでの発信によるブランディング

東京都 株式会社ミシマ社 8013201012697 ホームページのスマートフォン対応による書籍のＷｅｂ発信力強化

東京都 株式会社Ａ－ｍａｉｎ 9010501047266 販路拡大のためのＳＮＳの運用強化とＷＥＢ広告の活用

東京都 合同会社毛根改善 6010003034360 毛根改善を広める広告及び設備導入費用

東京都 株式会社ｇｒａｍ 7010001197836 ＨＰリニューアルによる集客強化×新規顧客増で売上倍増

東京都 炭火焼鳥　鳥金 － ポスティングとホームページによる、新店舗の地域への周知

東京都 高松 － 母子世帯のニーズザインを両立した快適な賃貸「白梅」の提供

東京都 Ｄｅｎｅｂ株式会社 6010401149017 日本人の個人旅行者に向けた企画旅行の情報発信

東京都 ＡＵＴＴＡＡ（アウッタ） － ブランドの魅力を伝える為のＨＰ・ＳＮＳ画像コンテンツの作成

東京都 メイクアップアーティスト大平直毅 － 情報発信、拡散の為のＷＥＢでのビデオマーケティング

東京都 ブルーベル合同会社 9010603008827 忙しいママに届け！子育て支援事業

東京都 株式会社トラベリオ 1010001197552 インバウンド事業でスペイン語圏マーケットを取り込む

東京都 株式会社パイロスミス 1010902024730 鮮度抜群の魚貝によるテイクアウト・デリバリー用商品の開発事業

東京都 遠藤　貴史 － インターネット広告を活用した新規顧客獲得事業

東京都 有限会社あさひ介護センター 5011802029650 多胎児支援事業の展開

東京都 税理士法人ＭＡａｂｌｅ 6010005033261 新規顧客獲得チャネルとしてのＷｅｂサイト構築・運用

東京都 株式会社トライズム 7010801025329 ミャンマーの最新状況を発信することにより新規顧客の獲得

東京都 調髪処犬飼 － 地域の認知度を高めるための販路開拓
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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５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 有限会社モトショップ功和 3010902015298 ●作業用リフトの購入（油圧式電動バイクリフト）

東京都 有限会社秀優 9011602023890 高齢者専門人材サービスの実施により事業及び収益の拡大を図る

東京都 ＧＲａｉＬ　Ｊａｐａｎ株式会社 5010601049538 製造エリアの拡張による生産能力強化と余剰スペースの活用

東京都
オーケー・クリエイティブ・アンド・コンサル
事務所

－ 日本過疎地域・デザイン支援計画（販路開拓計画）

東京都 象山薬局 － 地域の方の健康を守る新たなサービス展開

東京都 株式会社ｋｉｓｓｙ 7010001153541 コロナ終息に向けて従業員育成！練習モデル募集用アプリ制作

東京都 ｃｏｂｏ － 国産小麦と自家製酵母にこだわったパン屋「ｃｏｂｏ」オープン

東京都 株式会社データシード 9011801037485 既存のサービス強化による経営の安定化と外部委託による時間捻出

東京都 株式会社ジェイシーブリッジ 5013301026674 自社化粧品・どくだみオールインワンジェルの販路開拓・販売促進

東京都 株式会社ＭＵＵＳＰＯ 3011801037152 ＨＰ制作・ロゴ制作・物販事業の拡大（楽曲・ウエアーなど）

東京都 株式会社ｆｏｔｏ 7011001112314 動画撮影配信スタジオのランディングページ制作と広告宣伝

東京都 Ｇｅｏｍｅｔｒｉｃ　Ｐａｔｔｅｒｎ － 「日本の職人技術＋世界屈指の素材」をテーマにした商品を開発

東京都 株式会社スカイパワー 9010501042192 オンライン修理受付開始と出張・郵送修理開始に伴うサイト構築

東京都 株式会社目黒世田谷不動産 8010901029385 「仲介手数最大料無料」サイトのスマートフォン対応と売却対応

東京都 Ｊｕｎｉｏｒ　Ａｃａｄｅｍｉａ － オリジナルメソッド普及のためのＰＲ活動・アプリ開発

東京都 株式会社ＳＨＩＮＧＯＫＵＺＵＮＯ 7011001116414 自社ブランドのオリジナルジュエリーの製作

東京都 株式会社伊藤伊 1010001085732 ＨＰリニューアルによる販路拡大とウイズコロナ時代への対応

東京都 ＳｘＤ． － 可変式ボルダリング壁の導入による顧客拡大

東京都 スタジオタカ － 革新的なハイエンド和食器の開発と実現するための環境づくり

東京都 合同会社ＩＡＬ 7010003032314 ＩＴを活用した健康食品「ハナシリカ」販売事業の確立

東京都 株式会社アウトソーシングＣＦＯ 3010701038830 Ｗｅｂメディア制作を通じた新たな販路開拓手段の構築

東京都 ＨＡｆｔ － 新デジパー機器導入販路拡大、時短とじぶん時間への提案開拓

東京都 株式会社ひなぎく 5010001159169 テーブルコーディネート商品販売のための店舗改装とＥＣ制作の実施

東京都 有限会社サンドラ 3011802028175 広告宣伝に注力しブランド知名度向上による新規客の開拓

東京都 こまつメンタルケアサポート － カウンセリングサービスのネット広告を使った販路拡大

東京都 今西・山本法律事務所 －
建設業の法律問題（特に債権回収分野）に特化したホームページの作成等に
よる販路拡大

東京都 株式会社吉岡建築工房 1030001030257 自社のホームページを作成し、より良い住環境づくりを広める

東京都 株式会社ライフタイムゴルフ 3011001138008 スマホメッセージサービスを活用した会員獲得

東京都 株式会社グロウズ 8010001129697 自社サービス「Ｕｎｉｆｙゲームズ（ユニフィゲームズ）」新規利用者獲得

東京都 ＡＤＤ１株式会社 8011101086572
建設業界に特化した採用版ライザップ！採用コンサルティングサービスの拡
大！

東京都 Ｒ＿ＳＴＹＬＥ － 自社ＨＰとＳＮＳの活用による新規顧客獲得

東京都 ＪＯＫＥＲ’Ｓ株式会社 3011001135491 オーディションサイトにオークション機能を付随したサービス制作

東京都 富田　明日香 － ネット通販新規参入による売上拡大と新規顧客の獲得

東京都 株式会社ブランシュネージュ 5011001098670
カーヴィウェディングドレス（３Ｌサイズ以上の花嫁が魅力的な曲線美になる
ウェ
ディングドレスの販売）

東京都 合同会社美創り 8010603006187 新規顧客開拓とリピート比率アップの施策

東京都 株式会社Ｆｏｒ　ｙｏｕ 2011801037962 物流ニーズに応える、自社ＨＰ開設等による販路開拓事業
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東京都 株式会社ピノシロ 3010001202491 こだわりの食材を安全安心に全国に届ける販売事業

東京都 株式会社シェイク 7010801015858 販路拡大のためのホームページリニューアル

東京都 株式会社モトーサン 6011801038701 日本カルチャー文化で日本の魅力を発信！消費行動への推進事業

東京都 株式会社袖縁 4010001207837 要配慮者向けのスマホ教室の開催と事業者向けの販促活動

東京都 株式会社三葉製作所 3010001090598 当社ホームページ及びブランドページの大幅な刷新

東京都 株式会社エクソダス・プロジェクト 1010001137120 働く女性を応援する独立支援事業

東京都 株式会社励明指圧センター 1013301023337 直営店の店舗展開事業

東京都 栄木司法事務所 － ホームページを活用した「地元密着の相続手続き」の販路開拓

東京都 株式会社海洋総合研究所 2010001117542 気象・海象関連商品のホームページによる情報発信

東京都 株式会社Ａｍｉｌｌｙ 5011001138823 ペット専門のメモリアルダイヤモンドの拡販・新規開拓事業

東京都 炭火家おだづもっこ － 看板作成及び、通路を明るくし新規顧客が入り易い場所を提供する。

東京都 渡部美智子 － ＨＰ・広告活用で母親・教員支援オンラインサロンを周知する事業

東京都 焼とりダービー －
お店独自の調味料を商品化、ＥＣ販売（インターネット販売）による販路および
事業の拡大

東京都 ＦＵＭＩＹＡ　ＨＩＲＡＮＯ　ＢＥＳＰＯＫＥ － ＦＵＭＩＹＡ　ＨＩＲＡＮＯ　ＢＥＳＰＯＫＥ

東京都 株式会社ポンドアップ 8011101084114 課金型広告を用いて商品を売り込むための新規顧客開拓事業

東京都 株式会社くりーふ 2011601018766 ブランドのリニューアルに伴うＨＰシステムの変更

東京都 エテ － デザイン業務拡大の為のＷＥＢ等広告ツールの構築による販路拡大

東京都 月花麗人社 － 「おうちで日舞」通信講座事業

東京都 株式会社山栄電工 7010601020075 ホームページ改修及びＭＥＯ対策によるＢｔｏＣ案件獲得計画

東京都 株式会社カナグ 3013301043507 オンラインイベントのパッケージ化とＬＰ作成による非対面集客

東京都 Ｓｅｌｅｃｔ　ｓｈｏｐ　Ｒｉｒｉｃ － 『ＳＮＳ広告によるターゲットへのピンポイントアプローチ』

東京都 株式会社ラ・ルーナ 3010001100927 拡販に向けた自社ＨＰの新規製作事業

東京都 ｓｔｕｄｉｏ　ＫＡＲＵＬＡ － 高品質な小規模ＬＩＶＥ配信サポート事業への参入で販路拡大

東京都 ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎＳｅｌｅｎｅ － ハイフの導入で肌の内側までのトータルとしてのサービスを可能とする。

東京都 株式会社ＧＨＥＴＴＯ．１３３７ 1011601025061 オンラインでの集客、認知度向上に向けたホームページ制作

東京都 株式会社Ｃａｍｏｓｓｏｎｓ 3010001200826 日本の伝統発酵食品の海外展開に向けた展示会への参加

東京都 株式会社太陽企画 2010601039962 美容メニューの提供に伴う院内改装及び広告サイトへの掲載

東京都 Ｌｅｇａｍｅ　レガーメ － 術力で安心、安全な商材を使ってのカラー定額制

東京都 ＺＥＰＨＹＲＯＳ合同会社 4010603007453 不動産デベロッパー向け、販売ツールとしてのマンション眺望写真

東京都 有限会社寛 6011002023973 ホームページ作成と持続可能な更新体制

東京都 Ｅｌｒｅｔａ － 自社ホームページ再構築と物販販売サイトの作成

東京都 学習館 － ホームページリメイクによる生産性向上にてサービス向上を図る

東京都 株式会社Ｌｅ　Ｂｒａｖｅ 9011001135206 新規顧客獲得とライフタイムバリュー向上のための販売促進事業

東京都 株式会社ＴＲＡＩＮＥＥＳ 6010001203099 ＬＰとネット広告によるジムの新規顧客層開拓＆店舗稼働率向上

東京都 村木計建築計画事務所 － ニューノーマルを見据えた製品開発、ホームページリニューアル

東京都 ＳＡＬＯＮ　ｄｅ　ＭＡＲＢＥＮＹ － インターネット通販事業の強化とイメージアップ
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東京都 行政書士青木もとはる事務所 － ＷＥＢマーケティングによる「入札で売上向上プラン」の販路拡大

東京都 ラッキーパンダ － ミニＦＭの開局を柱とした販促と、それに伴う潜在ニーズ実現化事業

東京都 株式会社野村産興 8010701016600 新規オフィスのモデルルーム化に伴う、店頭及びＨＰでの集客施策

東京都 美術　Ａｃａｄｅｍｙ＆Ｓｃｈｏｏｌ － 通学スクールを活かした「オンラインスクール」の構築

東京都 パティスリーカフェひばり － 店頭大看板の設置及びテラス席増設による販路拡大

東京都 有限会社中央理化学研究所 6011202003841 髪を傷めずくせやうねりを整えるオンリーワン商品の販売を開始

東京都 窪田貴子 － 多年草バタフライピーを原材料とした商品化プロジェクト

東京都 株式会社ＳＥＬＡＣＴＵＡ 4010401117561 動画制作サービス開始による売り上げ拡大

東京都 中井沙織 － 独自ネットショップ新規開設による売上拡大と新規顧客の獲得

東京都 スタートラベル － バーチャルな旅行体験（旅行をテイクアウト）

東京都 ＧＲＡＣＥ　ＭＡＹＡ － 新メニュー開発及び導入による新規顧客の獲得

東京都 合同会社ＶＩＬＤＥ 2010903004680 新規客の心を掴む！高級感を演出する店内改装で販路促進の強化

東京都 株式会社プリマヴェーラ 5012301008229 子育て環境をより良く！働く保護者の皆さまを２４時間応援！

東京都 プライベートサロンＹＯＩ － エステサロンクオリティ化粧品をＥＣサイトで販路開拓

東京都 株式会社ｅｌｅｎａ 2010401159218
ミドルエイジ女性の不安や悩みを専門家とのマッチングにより、取り除く新し
いビジネス

東京都 ＡＦＲＩＣＬ － ＡＦＲＩＣＬベビー・マタニティラインの企画・販売

東京都 株式会社Ｒａｄ　ＰＲＯＪＥＣＴ 8010401132193 最先端技術を用いた美容・健康機器の美容医療業界への販路開拓

東京都 星野真央 － グローバル展開で、新時代に柔軟に対応する

東京都 あきざくら － ＨＰ及びＷＥＢマーケティングによる販路開拓と経営基盤構築

東京都 オリンピア鍼灸整骨院 － 不妊治療のメディアサイトを制作し、さらなる認知拡大を目指す

東京都 株式会社ディープ 4010401052180 不動産会社向けＲＰＡツールの開発。

東京都 ラメールデザンジュ － 「天使の手紡ぎマスク」のネット販売促進事業

東京都 株式会社レーエ 3010401031788 ノベルティの製造と配布による印刷物の仕様提案力の周知と深耕

東京都 新高堂書店 8013202003142 桜開花前に中目黒駅他に【「目黒川さくら飴」のポスター】を掲示

東京都 生田流地歌箏曲糺葉會 － 生徒の拡充確保のための稽古場のリフォームと環境の改善

東京都 株式会社シナプス 7011701021681 日本産業ＩＴ化に貢献する問題解決型ＩＴソリューション

東京都 ＨＱ合同会社 1011103010504 感染対策のＩｏＴ活用による換気システムの開発と空間装置の構築

東京都 株式会社勇城工業 6011801034048 ホームページによる宣伝営業活動

東京都 合同会社小杉プロダクション 3010503003636 オンライン学習の制作

東京都 株式会社ｌｕＸｅｍｉ 4011001138849 新商品と自社の認知・広告のためのコーポレートサイト製作事業

東京都 プラチナソリューション株式会社 7011801038080 小規模事業者向け「活用できるＷｅｂサイト制作」の販路開拓

東京都 株式会社前林商 2040001064798 ラーメンＷａｌｋｅｒ東京版への掲載

東京都 ウィズトーン株式会社 1011401018273 五感を満たし整える「ＬＩＦＥ　ＤＥＳＩＧＮ茶」の拡販

東京都 株式会社ジーエイチスリールーマニア 3011001011321
告知キャンペーンによる販路開拓、既存顧客のティーアップ及び集客力アッ
プ

東京都 有限会社栽花建築設計事務所 9011102026766 路面店型のデザイン・設計事務所への転換で新たな顧客の獲得

東京都 株式会社あすまる 3010001122558 魅力的な製品紹介とオンライン研修のための社内スタジオの整備

23 / 42 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５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社ＭＩＲＡＩｚ 4010001200552 回数券発行及び予約窓口追加による集客施策

東京都 株式会社ガーデン 3010001096678 第９２回東京インターナショナルギフトショー出展計画

東京都 ＥＬ． － ウェブサイトの構築と、ＳＮＳ広告による売上の拡大

東京都 株式会社ロスターベル 7010401155658 新商品乾燥ドッグフードの開発と既存商品の拡充、プロモーション

東京都 株式会社アイムイン 4011101094934 自社サイトのコンテンツ拡充による販路開拓強化事業

東京都 株式会社Ｒｏｓｅｌｉｎｅ 8010001170528 経路商品を宣伝！ネットショップの販売促進事業

東京都 ＬＳ行政書士事務所 － 外国人ビザ申請及び企業経営支援サービスの広告宣伝・顧客開拓

東京都 株式会社日本文理学院 1011001054660 動画制作による広告で生徒の獲得数増加

東京都 三調株式会社 2010001190614 漫画プロモーションを導入しオンライン販売に繋げる

東京都 谷中よし川 － 外国人、高齢者、親子づれ増加の為の、トイレ修繕

東京都 エイコム株式会社 5011101060712 ＡＩ画像解析機能付デジタルサイネージシステムの販路開拓

東京都 株式会社ホームボディ 5010801031626 世界基準ＤＩＹ商品のニッポンのＤＩＹ市場での販路開拓事業

東京都 Ｈｉｔｏｓｈｉ　Ｔａｎｇｅ　Ｓｔｕｄｉｏ － コロナ禍に配慮した撮影ワークフローの構築

東京都 梅香亭 － 冷凍配送サービスによる新規顧客の開拓

東京都 株式会社ＶｉｅｗＢＥ 4010001217480 美容師と顧客を繋ぐアプリ開発による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ヴァルス 3011001100388
「クラース」シューズの認知度向上のための販促ＰＲとホームページのバー
ジョンアップ

東京都 株式会社木村硝子店 3010001002090 直営店の顧客サービス向上を目的とした店舗の改装

東京都 株式会社つなまも 6010001205681 アプリケーションソフト「つなまも」の販路開拓のための広告宣伝

東京都 西田聡子 － ＲＰＡシステム導入による効率化とスタートアップ企業支援の拡充

東京都 新橋カイロプラクティック整体院 － 来院困難患者または企業に向けて訪問出張カイロプラクティック

東京都 オフィスＪ．Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ － 研修のオンライン化および脱・会話型実習による販路開拓

東京都 リーガルキューブ － 新規国内需要掘起し及び販路拡大による収益・事業領域の拡大

東京都 表参道国際社会保険労務士法人 3010405019664 多言語対応の就業規則及び雇用契約書向け集客用ウェブサイト制作

東京都 齊木　豊 － 新規カメラ導入による独自性および集客力の強化、単価の上昇

東京都 ＧＭＴ移転価格コンサルティング株式会社 9010001151527 自作のホームページをプロの手で改善し新規顧客開拓を行う

東京都 宇宙ワーママ － 民間宇宙事業を広めるための販促ツール作成および海外進出

東京都 株式会社ロビネス 2011401022613 スマホ教室「Ｑスマ」でスマホ初心者も上級者に！

東京都 サーフレックス株式会社 6010401157762 顧客ロイヤリティ向上と地域活性化に寄与する集客サイトの開発

東京都
社会保険労務士法人ＤＣコンサルティン
グ

6010005026232 働き方改革に特化した人事デジタルコンテンツの販路開拓

東京都 ウェブ書籍出版イデア － 新規インターネット広告の出稿

東京都
家事代行トレーニングルーム　ヒカリライ
フ

－ 家事代行サービスのＥラーニング＆Ｗｅｂを用いた販売促進事業

東京都 株式会社ＡＬＬ　ＬＩＮＫＡＧＥ 3011201016673 国内利用顧客獲得を目的にした「選挙ＤＸ」（仮名）の宣伝と販売

東京都 小川畳店 － 独自のモダン乱敷き畳の販売促進による売上向上事業

東京都 整体院　月燈 － 子宝整体が教える妊活（体質改善×食事法）子授けプロジェクト

東京都 合同会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＳＲＣ 5010403022115 オンライン研修プログラムおよびＥ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ教材の提供

東京都 トリガーフィットネス － 自社ジムでのＬＧＢＴ特化型パーソナルトレーニングサービス強化
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 シェアモル株式会社 3010601056148 チャット機能追加及びメルマガ広告強化

東京都 株式会社ｃＡｐｓ 9010701026994 ＨＰの作成で、自社ブランドを全国へアプローチする事業

東京都 鈴木塗装 － オンライン営業の認知拡大のためのメディアサイト制作

東京都 すぎな行政書士事務所 － ドローンに関するリーガルサービスの提供と補助金の申請サポート

東京都 株式会社Ｓｕｍａｐｌａ 7011001137492 人と環境にやさしく便利な住まい探し

東京都 株式会社アクアレンタリウム 4011801038488 新規顧客獲得のためのホームページリニューアル

東京都 有限会社長谷川ミート 4010802011462 卸業者のイチ押しのブランド豚を日本に展開するＥＣサイト事業

東京都 鈴木かづ美 － 愛するペットと一緒に永遠に！ペットロスジュエリー用ＨＰ作成

東京都 ｅ２税理士事務所 － 多言語ホームページ・オンライン広告・ＤＭによる販路開拓

東京都 株式会社Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｗｏｒｋｓ 9010001171129 「高精細・多ジャンルのフィギュア」のオンライン拡販事業

東京都 株式会社秘蜜開発 3011001137570 ＥＣ機能付きメディアサイト開発によるブランディングと売上拡大

東京都 オザワ工芸 － ３ＤＣＡＤによるジュエリー制作の作業効率の向上と、新規の顧客獲得

東京都 有限会社クー・ド・ヴァン 1011002027203 美容商品企画製作販売や店舗紹介までの動画配信広告宣伝事業

東京都 株式会社よきとも 1011001138793 『フルカスタマイズの人財・組織開発プログラム』の販路拡大

東京都 株式会社ツインエコ 6011701018324 ＣＳ放送でテレビ通販にチャレンジ

東京都 Ｆｕｍｉｋｕ － 国内や中国の展示会への新規出展やＷｅｂ広告強化による販路開拓

東京都 株式会社エディトルーム・カノン 9011001003899 営業力のあるホームページの作成と海外向け販促ビデオの継続配信

東京都 エデンシステムズ株式会社 5011101094421 ３か国語対応の訴求によるＩＴ教室の広告宣伝。

東京都 有限会社石川べつ甲製作所 5010602008699 江戸鼈甲屋デジタルコンテンツ再構築による顧客開拓事業

東京都 株式会社ＲＡＩＳＥ　ＷＯＲＬＤ 4010401147179 コーヒー蜂蜜・焙煎コーヒー豆の輸入販売事業における販路拡大

東京都 インフォストラテジー特許事務所 － 知財関連のネットワーク等を活用した中小企業の経営支援事業

東京都 株式会社すみだ珈琲 4010601040316 エシカル消費に向けた、商品の製品化及びパッケージの改善事業

東京都 株式会社Ｃｅｎｔｕｒｙ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1011101094037 病院の業務プロセス改善、内科医個人の資産形成コンサル

東京都 株式会社ｅｕ－ｃｏｕｎｔｒｙ 6013301020420 新規取引先開拓のための展示会出展事業

東京都
Ｌｉｔｔｌｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ合同会
社

9011003012576 これまでにない機能を搭載した離床センサー開発事業

東京都 合同会社Ｂｉｇ　Ｍｏｍ 9010903003734 お客様のお悩みにそったコーディネートご提供コンサルタント事業

東京都 株式会社吉和の森 4010401149126 金融系自社メディアによる利益率向上と新規販路の開拓

東京都 株式会社Ｆｏｒｔｈ　Ｃｏｎｎｅｃｔ 7013301046027 国内蔵元と連携して海外消費者と育てる日本酒オリジナルブランド

東京都 株式会社イナフアンドコー 4010901041583 新規顧客の拡充およびデリバリー、通販、テイクアウトの販売強化

東京都 株式会社ツカサ測量設計 7010901007532 ドローン測量の拡大による販路開拓

東京都 株式会社ＹＵＭＯＶＥ 6011001134020 職人によるハンドメイド自社オリジナル皮革商品ＰＲプロジェクト

東京都 Ｓｐｌａｓｈ　ｆｉｌｍ － 業務用動画撮影専用カメラの導入とＨＰ開設による販路開拓

東京都 原整体骨ラボ － 背骨矯正とトレーニングで叶う女性向け健康美メニューの販路開拓

東京都 株式会社桑原商店 3010701002893 感染防止対策の評価を通した販路拡大への取り組み

東京都 スタジオ１０１ － 北欧スタイルのオリジナル商品の開発とＰＲ

東京都 株式会社Ｋｎｏｔ 3013201018154 海外向けニットカバンのＰＲに向けたＳＮＳ広告の制作実施
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社ベクティス 7011001112826 マッチングサイトの受注増加のためのＬＰ制作＆顧客獲得の強化

東京都 有限会社碓井 8011602001278 店舗リニュアルとＳＮＳの活用で若い世代型ブティックに変革

東京都 株式会社ミィ 5012801017183 集客に悩む中小企業経営者へ認知度アップを図るＷＥＢサイト改善

東京都 ウサギ合同会社 9010003021199 ＷＥＢサイトを活用した美容室のブランディング化と販路拡大

東京都 ＫＵアンドアソシエイツ株式会社 1010001118731 サイト内新項目の構築による戦略的販売価格改定策

東京都 株式会社エリアトラベル 5010001113142 現地情報ポータルサイトの構築・情報発信による販路開拓拡大

東京都
ヘイズ・グローバル・クラウド・インスティ
チュート株式会社

4011101076098 自社サイト開発と広告戦略による受注モデルの変革と事業拡大

東京都 株式会社社会起業家パートナーズ 8010001156865 対人接触機会のない新規事業（Ｓｍａｒｔ勤怠管理）の広告宣伝

東京都 株式会社Ｙ・Ｓ・Ａ 6010401157110 チラシ、看板を使って認知度を高め新規顧客の獲得を行う

東京都 ネイチャーライフ株式会社 9040001010060 育成商品のＷｅｂ・専門紙による商品認知・ブランド力向上活動

東京都 魚と酒　はなたれ　新橋 － 川原みのりのｙｏｕｔｕｂｅチャンネルで広告し集客する

東京都 サウンドブリックス － 音響効果で配信映像をより豊かに

東京都 タイムテクノロジージャパン株式会社 8013301043477 インターネット広告による自社ＥＣショップの売上拡大施策

東京都 モフヘアサロン － 新たな販促用　ＰＲ　の活用による新規客獲得と紹介キャンペーン事業

東京都 株式会社フューチャーケミカル 4011801028167 新型コロナウイルスの収束に向けた抗ウイルス剤の販路拡大事業

東京都 株式会社健学社 9010001015525 ＱＲコード入りチラシ配布による新規販路開拓事業

東京都 株式会社クレエバトー 7010801031335 高度なＷｅｂサイト運営を実現するためのＣＭＳの開発

東京都 株式会社エム・ジェイ・テイ 5010401032818 ＨＰ再構築によるトラック輸出業務の拡大

東京都 有限会社ディーエスエス 1010502017507 リスティング広告に頼らず集客可能なＷｅｂサイトへ改変・再構築

東京都 ＨＹＭＹ株式会社 4010401145810 中小企業向けのオンライン経営サポート事業

東京都 エルゴシーティング株式会社 8011101031157 医学×人間工学×ＩＴを用いた販促ツール開発で売上拡大

東京都 竹田茉莉デザイン事務所 － 起業・副業を目指す女性のためのコンサルティング事業

東京都 合同会社佐藤商店 2011803004143 当店人気のベーグルをテイクアウト販売！新規客の獲得強化事業

東京都 株式会社ｓｔｕ 2010401130830 Ｇｏｏｇｌｅ広告をイテレーションにより最適化販路開拓

東京都 エルダーデザイン － 製品のデザイン性向上と機能向上、一般顧客への周知を目的とした事業

東京都 株式会社光と風と水 2011401023033 新規顧客獲得のための自社販売サイト作成の取り組み

東京都 リマールエステート株式会社 4010001180266 不動産業者が多数来場する商談展示会への出展による新規顧客獲得

東京都 株式会社シノエクラ 4010402022216 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ運用ツールを使用し新商品認知獲得を目指す

東京都 サラーサ企画 － チュニジアの魅力を伝える新商品を加え販路拡大を図る

東京都 プログレ総合法律事務所 － ポータルサイト掲載による債権回収案件・顧問先の販路開拓事業

東京都 ハレノヒ整骨院 － 再現性の高い新メニュー追加による販路開拓とリピート率向上

東京都 株式会社ＥＡＧＬＥ　ＢＡＳＥ 5010701040306 パーソナルジムの新規出店とメニュー充実・広告による事業拡大

東京都 株式会社ＫＡＫＵ－ＴＡＮＯ 1013301047237 格闘技を通じて運動習慣を提案し、健康な体を手に入れてもらう

東京都 ＭＩＳＳＡＯ株式会社 3010001158932 オンライン施策を通じて日本国外市場での新規顧客開拓

東京都 有限会社ロゴス・アイ・イー・エス 4010402014139 音楽練習スタジオ・テレワークスタジオのレンタル事業

東京都 Ｈｏｓａｎｎａ　Ａｃａｄｅｍｙ株式会社 8011101078339 留学生応募及びブランド力強化に向けた販路開拓施策リニューアル
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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５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社戦略参謀研究所 6010001118272 「キラーコンテンツ」導入を主とするサイト改修で販路拡大を図る

東京都 ピガップ － 女性インフルエンサーと共同開発の豚革小物

東京都 石黒秀明税理士事務所 － 富裕層向け税務調査対応サービスの動画による販売促進事業

東京都 リック株式会社 6010501027601 自社包括ブランドの企画と販売促進

東京都 株式会社宇土 4010001037788 受験志望校の明確化とサービス力向上を図り売上に繋げる販促活動

東京都 株式会社ＴｈｅＦｌｏｗ 6010901046746 ランディングページの制作及び会員制ホームページの構築

東京都 ユニバーサルラウンジ株式会社 6010801025973 独自開発製品をクラウドファンディングでテストマーケティング

東京都
東京ボディセラピストサロン雑司が谷施
術所

－ 産後ママがより安全に通える託児付きサロン化改装による販路開拓

東京都 株式会社ソルインターナショナル 8010001105574 簡単　４　ステップでできちゃう本格パエリアセットの通販販売開始

東京都 ｅｚｉｓｏｎ株式会社 4010601058060 各種ＳＮＳでのＰＲ動画発信による自社ブランディング

東京都 株式会社ＧＴ－ｗｏｒｋｓ 5011001139375 ホームページのバージョンアップを行い、顧客層の拡大と売上増加を目指す

東京都 ｎａｉｌ＿Ｓｅｅｓａｗ － ネイルサロンの設備・メニュー拡充と認知度向上による顧客獲得

東京都 外山興業株式会社 4010601017710 新規看板設置工事により地域Ｎｏ１ｎｏ販売拠点を目指す

東京都 コロンビアホテル＆リゾーツ株式会社 8011001120415 ＢｎＡ　ＳＴＵＤＩＯ　Ａｋｉｈａｂａｒａ１Ｆリニューアル事業

東京都 株式会社ＬＴＶマーケティング 9010601052661 デジタル化応援隊を活用した支援事業のサブスク化

東京都 株式会社Ｒｕｂａｈ　４ 7011001113543 当社新商品「新・お試しセット」のＰＲ

東京都 ＳＣＵＬＰＴＯＲ株式会社 3012701015289 ニッチな国内アパレルブランドによるオンラインセレクトショップ

東京都 藤田商事株式会社 8011101044786 ウェブマーケティング戦略の強化および通信販売経路の拡大事業

東京都 ｍａｍｍａ － 新オンライン子育て支援起業の販路開拓と顧客獲得育成施策

東京都 株式会社プリントハウス 3011401010716 ＳＮＳ販路開拓で、脱下請け脱却を行う印刷業の新プロジェクト

東京都 株式会社ＳＥＡコーポレーション 9011001073546 ＥＣサイト構築によるブランドと商品のＰＲ及びネット販売強化

東京都 有限会社バルーンブラッサム 7010702015271 個人消費者へ向けてオンラインでの商品販売の販路開拓・拡大

東京都 Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ　ＳＱｕａｒｅ － アロマやハーブのオリジナル商品の開発および販路拡大

東京都 吉川亜呂麻 － アメリカに向け、正しい英文の商品カタログ（広告）発信計画

東京都 大衆食堂ゆしまホール － 徹底的な攻めの広告宣伝によるテイクアウト売上促進事業

東京都 壮晃ミュージック － 音楽スクールのオンライン生徒募集事業

東京都 長塩産業株式会社 1011801010648 環境対応製品導入と見積り自動化によるギフト用ハンガー販売強化

東京都 株式会社Ｋｕｂｅｒｕ 5010801024464 インターネット広告と折り込みチラシによる集客強化への取り組み

東京都 ｉｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 5010001214972 営業活動の非対面化の為の専門雑誌広告とＷＥＢ広告

東京都 ＡＲＴＣ貿易合同会社 5011203003164 天然素材配合泥パック洗顔料の販売で化粧品業界に進出する

東京都 株式会社八ベえ 8010601034561 トイレの改装によって清潔感を向上して集客アップを図る

東京都 合同会社アムリタラボラトリー 8010003034061 バスト・デコルテに特化したオリジナルボディジェルの販売促進

東京都 株式会社エス・ピー・三晃 2010401004704 抗酸化農作物販売で人々の健康増進＆農家の収入増加と喜び支援

東京都 株式会社モビメントコスモ 7030001096953 イメージ戦略に基づくパンフレット発送による既存顧客活性化事業

東京都 ＡＱＴ一級建築士事務所 － 新規開拓のプロモーション及び海外拠点づくり強化事業

東京都 ｉｎｇｓ株式会社 7010401123136 リフォーム工事を担う職人とお施主様をつなぐマッチングサービス
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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５回受付締切分）
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 ポジドライヴ株式会社 9130002019331 キャンピング用マット「マインスペース」のプロモーションビデオ制作

東京都 テトネット合同会社 6010003034443 鍼灸師マッチングアプリ開発によるサービス品質の向上と事業拡大

東京都 マイロ － ランディングページの新規開設による集客導線の確立

東京都 有限会社ピン・アソシエイツ 9010402034859 ＨＰリニューアルで画期的な販路拡大及び新事業の情報発信

東京都 株式会社ＲＩＣＣＩ　ＥＶＥＲＹＤＡＹ 3080001020474
ＳＮＳマーケの活用及びウェブサイトの効果的な運用を通じて顧客体験の改
善を行う

東京都 株式会社ＮＡＯＲＵテクノロジー 9010701040194 「日本初マッサージをしない整体院」の販促を強化し売上拡大

東京都 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ 7050001043895 オンラインセミナーによる優良顧客の獲得と生産性向上

東京都 ダブルアールウェットスーツ － 動画コンテンツの充実で、コロナ禍でも安定した売上を確保する

東京都 株式会社イグレック 3010701033690 商談会出展での認知度向上、新規顧客獲得および既存顧客フォロー

東京都 株式会社エクセリーベ 3011101060350 マインドフルネスを取り入れた予防型メンタルケアサービスの販促

東京都 株式会社ｍａｔｈ　ｃｈａｎｎｅｌ 9011001131675 算数・数学コンテンツ拡販と新規開発のための取り組み

東京都 プティ・ボヌール － ＥＣサイト刷新、インスタ広告・チラシ作成で、販路拡大目指す

東京都 ユニエス株式会社 3011001105668 「まつ毛サロン」店舗出店に伴う新規客集客促進と生産効率アップ

東京都 合同会社ＮＥＯＳ　Ｔｒａｄｉｎｇ 4011603002931 展示会出展での新たなＢ２Ｂ販路開拓＆ＨＰ改修による業務効率化

東京都 エバーコネクト株式会社 2040001084714 デジタル食事券発行アプリ販路開拓（ウェブ開発・ＳＮＳ広告）

東京都 アシェル株式会社 2010901036610 北海道の食品メーカー向け、新商品の開発及び販促支援サービス

東京都 株式会社いろもの 7011001110565 理想のパートナーを教えてくれるＡＩ婚活サービスの販促事業

東京都 Ｂｅａｕｔｙ＆　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｈｅｍｏａ治療院 － マスクに負けない「美肌・たるみ改善メニュー」の販売促進事業

東京都 俺の城蒲田店 － 有機野菜を使った健康志向女子向けお食事メニューの開発提供事業

東京都 株式会社メインフレーマーズ 8011001135801 メインフレームニッチ市場での販路拡大のためのホームページ構築

東京都 株式会社レイシールド 6011101093389
放射線遮蔽素材：ウルトラコスモシールドのＯＮＬＩＮＥ展示会出展計画（ＨＰ作
成、パンフレット作成を含む）

東京都 一心エステート株式会社 4011001138213 多様化するライフスタイルを豊かに！不動産バリューアップの推進

東京都 ゼノンクリエイツ株式会社 7011301020943 ライブ配信による日本語教育事業の展開と販路開拓

東京都 株式会社リアライズ総合研究所 1011601021449 経営改善コンサルティング事業

東京都 株式会社ＳＵＮＮＹ 5011101079455 オンライン相談体制構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ｏ．ｇ 7011001135942 日本の文化・伝統を継承する人々を救え！動画制作サービス事業

東京都 弁護士　片岡　邦弘 － 外注によるウェブ集客の強化

東京都 株式会社ラリマー 5010601051989 Ｂ　ｔｏ　Ｂを確立し、収益の拡大を図る

東京都 株式会社ＬＭ＆Ｃ 3011101046894 オンラインコンサルの認知度拡大と販売のためのＷｅｂ活用事業

東京都 合同会社アトリエアルファ 7010003029954 ●Ｗｉｔｈコロナ　！「オンライン環境強化」と「顧客に対する付加価値向上」●

東京都 ＭＩＬＡＩＥ合同会社 4011203003314 オンライン面談のＰＲによりコロナ禍に対応した転職サポートの実現

東京都 スカイ－アリ合同会社 8010003020020 外国人採用企業向け研修プログラムと付帯サービスの提供

東京都 ＨＡＲＡＴＡ　ＤＥＳＩＧＮ　Ｌａｂ． － ＨＰ刷新で、中小企業の商品力アップを支援する独自サービス訴求

東京都 株式会社リアルバインド 3010901036394 ＬＩＮＥ分析アプリ「ＩｓＴａｌｋ」のＳＮＳプロモーション事業

東京都 合同会社ステムキュア 7010703004439 ＷＥＣＨＡＴミニプログラムを活用した幹細胞化粧品の情報発信とファンづくり

東京都 コロメール　ジャパン株式会社 2010601023000 ＥＣ物販サイト作成及び会社ウェブサイトリニューアル
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東京都 アトリエ法律事務所 － 販路開拓・生産性向上のための自社　Ｗｅｂ　ページの制作事業

東京都 株式会社９１３ 7011001137963 商業施設の催事出店による販路拡大と商品認知度拡大

東京都 株式会社Ａｎｄ　Ｎａｔｕｒｅ 3010001163718 東京学生エスコート事業の認知度向上と利用者拡大

東京都 株式会社日本人事総研 8010001062147 ホームページの一新による第二創業期におけるブランディング事業

東京都 ＭＩＺＡＮＩ株式会社 4011501022668 和紙１００％で作られたアイテム商材の開発および製品化

東京都 ネクストアール株式会社 3010401149275 バーチャルショップの展開を可能にするアプリケーション開発

東京都 和食ｄｉｎｉｎｇ笑酒 － 来店促進・ＥＣサイトＰＶ数アップ事業

東京都 株式会社Ｒｈｙｔｈｍ　Ｐｌａｃｅ 9011201017947 テイクアウト開始の為ＭＥＯ対策万全の分析・宣伝ツールの導入

東京都 中嶋行政書士社労士事務所 － 当事務所の認知度向上のための看板設置及びポスター等の作成

東京都 池田　宏 － 写真表現の可能性の拡大と等身大撮影サービスの新規展開

東京都 有限会社豊岡製作所 5010602015927
自社ホームページ、及び展示会用パンフレットの充実化による販売促進、及
び商談回数の増加

東京都 株式会社空葉堂 6011101091392 自社製品アナログゲーム「雅々」を活かした売上増加施策の実施

東京都 合同会社このゆびとまれ 1010403020320 レンタルスペースサービスの開始に伴う店舗改装と広告の実施

東京都 有限会社藤平卓デザイン事務所 4011302016514 宝石デザイン・宝飾品リフォーム業を営む自社ホームページの刷新

東京都 株式会社レイゼクス 5013301033984 ＨＰ改修とＷＥＢ広告の実施で新事業「ゲーム事業」の集客力を強化する

東京都 株式会社ＩＢＵＱＬＯ 5013301038042 テイクアウト・デリバリーの強化の為の顧客分析、宣伝を行う。

東京都 ダイアモンドムーン － 新サービス認知拡大のためのメディアサイト制作で売上確保！

東京都 株式会社マイクリエイト 9010001169032 女性起業家・経営者向けオンラインスクールに伴う新規事業展開

東京都 細見工業株式会社 8011801004412 園芸資材と聖火トーチ専用ケースの開発及びＥＣによる販路開拓

東京都 株式会社ＲＥＩＷＡＳＴＡＲ 8010501044090 ミドル世代や外国人にも響く日英語両対応ホームページ作成

東京都 合同会社遊花楽 8010003030416 販路拡大のためのＰＲ動画とＬＰ作成によるＷｅｂ戦略強化

東京都 株式会社ベクターデザイン 8011001055859 新事業販路開拓に伴う自社サイト製品ページ追加と紹介動画作成

東京都 株式会社Ｃｈｏｔｔ 8011001138325 フリーランスＷＥＢエンジニアのスキルアップ支援への会員獲得

東京都 株式会社ＳＰＡＣＥ　ＷＡＬＫＥＲ 2010401135813 ＶＲを活用した宇宙飛行機事業の広報活動

東京都 株式会社ナカシマプランニング 3010001195703 製造業工場企業と塗装業者をつなぐポータルサイトの制作

東京都 株式会社Ａｒｏｕｎｄ　ｔｈｅ　ｗａｙ 6010801026897 バえるメニューでバズらせる！ＳＮＳによるＷＥＢマーケティング

東京都 カタリテ株式会社 6011101094602 カタリテ

東京都
焼きたて食パン専門店「一本堂」墨田東
あずま店

－ 店舗の視認性向上と定期的な広告宣伝による新規顧客開拓

東京都 ロネテテ － テイクアウトと店内飲食、業務効率化のシナジー効果

東京都 テクニワークフットケアサロンテクニカ － オーダーインソールのＰＲを行い、美容フットケアの認知度アップ

東京都 八王子プログラミングキッズ － 自己肯定感と好奇心で未来を創るオンライン講座による販路拡大

東京都 有限会社大進製作所 9010102004047 加工技術ＰＲ用ホームページ製作による新規取引先の開拓

東京都 ＯＫＯ　Ａｒｔｓ － オンライン音楽教室の集客ができる情報発信型ホームページ作成

東京都 有限会社ユウキ製作所 6180301021671 自社製品販売ＥＣサイト対応ホームページ改良・ロゴ入り看板製作

東京都 有限会社あこ天然酵母 2010102011421 新開発酵母の専門雑誌ＰＲとカタログ及びチラシ製作

東京都 株式会社黒沢商店 5010101011295 駐車場の増設による売り上げアップ大作戦
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東京都 株式会社ウイングメディカルシステムズ 8010101014576 民間の検査センターにおけるコロナ検査の推進

東京都 Ｈａｉｒ　ａｒｂｏｌ － 袖看板設置、ディスプレイ充実で新規客獲得、売り上げＵＰ

東京都 佐山慶太 － 動画販売に向けた体制強化による販路拡大

東京都 陵南整骨院 － ＰＰＣ広告を利用したリピートしてくれる新規顧客の獲得

東京都 Ｒｅｂｉｒｔｈ － 印刷機導入に伴う印刷業務請負と、新規アパレル事業者の支援事業

東京都 中島　美保子 －
特殊技能を生かしたオンラインコンテンツの配信とオリジナル商品の販路開
拓との取組

東京都 株式会社ＭｏＡ　ｓｅｃｏｎｄ 8010101013909 ＥＣ機能付きメディアサイト開発による露出度向上と売上拡大

東京都 エスアンドエイチビューティデザイン － 顧客ニーズの高いシミケアマシン導入による顧客数及び売上の増加

東京都 有限会社リカーズひろせ 9010102007529 ３０代のターゲットに合わせた店舗ディスプレイで集客を狙う

東京都 有限会社茶房武蔵野文庫 5012402016865 外販強化による新規顧客獲得のためのチラシ投入及び食洗器導入

東京都 Ｏｒｉｅｎｔａｌ　Ｍａｒｉａｇｅ － ＷＥＢマーケティングを駆使して新規会員獲得を図る

東京都 株式会社ヒャクミリデザイン 4012401014706 ｗｅｂサイトの改修による販売開拓と動画編集機材の拡充

東京都 Ｉｄｅａｌ　Ｃｕｒｒｙ　Ｉｎａｂａ －
モダンクラシックカレーの認知度向上の為のレトルト開発及びホームページ制
作で新規顧客開拓

東京都 株式会社ジル・インターナショナル 4012401022989 「ル・コーゲイ」カルチャーサロン開設計画とディプロマ制度の確立

東京都 ｐｃｓ．ｄｅｓｉｇｎ － パッケージデザインのアウトソーシングビジネスの開発

東京都 ジュエリー沙雅 － 時代の変化を見据え、対面販売から、ネット販売に主軸を変える。

東京都 ＢｕｔａＢａｃｏ － 新規顧客の拡充およびテイクアウトメニューの販売強化

東京都 株式会社ジェイアンドエム 2012401021951 新商品の投入とＨＰ構築による近隣住民及び遠方顧客への販路開拓

東京都 バンブーサラ － 医療施設特化型フラワー装飾サービスのＰＲ

東京都 株式会社ソニック防災 7012401020494 防災グッズのセレクトショップ＆ギャラリーの開始とＰＲ

東京都 ＡＭＰ株式会社 7011601013977 ＨＰやＤＭを活用し常設／海外案件の認知拡大と受注拡大

東京都 有限会社レオ 7012402018109 オンライン授業の国内・海外展開

東京都 株式会社マイハート 7012401036177 社交ダンス・エクササイズで生き生きと健康的な生活をサポート

東京都 株式会社セカンドギア 3012401033574 新店舗の認知度向上のための広報活動強化による店頭販売の拡大

東京都 ハッピータイムヒーリングビューティー － ホームページ及びネット広告を活用した若年層の新規顧客獲得

東京都 写真旅 － ウェブサイト刷新と動画導入による自社ブランディングの強化

東京都 ちゃんちき堂 － 非接触型常設市（自販機コーナー）立ち上げ

東京都 パティスリーテロワール － トレー式冷凍庫増設による製造の生産性向上と新商品開発

東京都 Ｋ．Ｃｒｉｍｐ　ｈｏｌｄ － ＣＮＣルーター導入による製品製作時間の短縮及び新製品開発

東京都 ナップ株式会社 1013101003893 【企業パンフレット刷新による新規顧客の開拓】

東京都 株式会社彩の榊 5030001090561 販促用公式ウェブサイトの制作

東京都 株式会社グリット 7013101006453 新規受注獲得のための採用・教育の自動化による生産性の向上

東京都 合同会社Ｄｅａｒ　Ｍｏｔｈｅｒ 4012803002473 産後のママに贈る子育て応援絵本販売促進事業

東京都 株式会社Ｊサポート 2012801010380 大学受験指導顧客獲得増進のためのウェブサイトのリニューアル

東京都 株式会社ごちそう 1030001113557 若年顧客獲得に向けた販路開拓とエモーショナルで安全な店づくり

東京都 株式会社エクセラ 6012801003785 天然ナノアパタイトの製品化と新ＨＰによる販路開拓・認知度向上
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東京都 おいしいごはん屋さん笹 － 顧客への認知度向上と販売強化のための情報発信力強化事業

東京都 Ｎａｉｌｓ　ａｌｌｙ － ネイルケアと増毛で顧客満足向上＆ＨＰと顧客カルテで対応力強化

東京都 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｓｅｌａｈ音楽教室 － 楽譜プログラムのカナ楽譜対応と専用ＨＰによる集客活動

東京都
ＬＥＡＤＩＮＧ　ＥＤＧＥ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ株
式会社

9011001069809 電気自動車、医療・通信機器の熱対策冷却部品販売・イメージ向上

東京都 株式会社ワタル 9012801020695 日中越境ＥＣ事業と連携するパーソナルメディア事業

東京都 株式会社アルファウエル 2012401015557 『簡単おうちフィットネス』ビジネス構築による事業再構築戦略

東京都 株式会社大理石モザイク・上 5012401002338 新たに始めるモザイク壁画修復事業の為のＨＰ改修

東京都 ジェントワーフ － カーライフトータルサポートの拡充及び重整備用リフトの導入設置

東京都 シンシアエステート － 不動産ポータルサイトで検索上位を獲得するための環境整備事業

東京都 好日堂 － テイクアウトメニューおよび店舗リニューアルで販路・売上拡張

東京都 株式会社Ｔｒｕｔｈ　Ａｓｃｅｎｓｉｏｎ 9012301011591 商品の付加価値を上げて再販する買取事業の新規展開

東京都 美容室リリー － 訪問美容、バリアフリー化による新規顧客開拓事業

東京都 株式会社Ｋ－２オフィス 5012301008385 「和楽器」オンライン型演奏プロモーション事業

東京都 未来想学株式会社 5012301012511 中華圏海外ＳＮＳ活用による販路開拓

東京都 アロマプレイス　コカリ － フットケアで高齢者のいきいき生活をサポートする地域型サロンへ

東京都 パティスリーフォルミダーブル － ホームページでの販売強化と厨房設備導入による省力化事業

東京都 アロマケアサンシエスタ － 介護予防～アロマとフットケアの相互付加価値向上による販路拡大

東京都 ａｔｅｌｉｅｒ　ｍｉｎｏｒｉ － 海外に洋服を販売するためのネットショップ制作と生産体制の構築

東京都 ココロコ － 非対面型ビジネスモデルへの転換による販路拡大

東京都 有限会社ｆｏｃａ 1020002077661 ホームページ制作と低価格での映像制作に対応する機材の導入

東京都 株式会社和工務店 5012301000615 ＨＰに良質な商品と技術力を伝えられる機能を追加。

東京都 株式会社ｓｕｒｕｒｕ 4012301012512 新規顧客獲得に向けたＷＥＢサイトのスマホ対応・デザイン改善

東京都 オルトグラフ － インターネット広告、販促品活用によるクリスマス商品の拡販

東京都 株式会社足幸 5012301009581 ゴルフに特化したランディングページ作成、運用による個人顧客の獲得

東京都 合同会社ニュービギニングス 3012303000929 ホームステージングとＶＲの利用による不動産賃貸付けの販路拡大

東京都 株式会社フォーボイス 9012301011559 理想のアーティストになりきってＭＶをつくろう！

東京都 株式会社ＳｏｌｖＩＴ 5013401006659 労働集約脱却のための新サービス販促のサイト制作

東京都 合同会社ＳＬＩＳＴ 1012403004121 中高年者専門トレーニングスタジオの開設に伴う販路開拓

東京都 鍼灸整体院ＷＡＴＯ － 健康と美を両方手に入れるためのカスタマージャーニーの構築

東京都 株式会社ｂｅｌｌｎｏｔｅ 9010401148180 Ｗｅｂサイトによるサービス認知向上

東京都 行政書士枡形山法務事務所 － 非対面で対応する遺言作成サポート、相続発生後手続きサポート

神奈川県 株式会社ファイリングサポート 3021001060904 マイクロフィルム電子化サービス事業のための　ＷＥＢ　サイト構築

神奈川県 Ｈａｉｒ　ｉｎ　ＣＯＺｉＮＥＳＳ － 理美容のニュースタンダードの確立

神奈川県 癒しの杜マッサージ院 － 新たな集客スタイルを取入れたターゲット層の拡大

神奈川県 クリーンパワーズ － 遺品整理、生前整理、空き家の家財片付けの客層を獲得する

神奈川県 株式会社河野商店 3020001136251 隣接エリアへの販路拡大
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神奈川県 株式会社ウィザードオン 8020001128426 新商品の開発とＷｅｂを活用した情報発信による新規受注の獲得

神奈川県 きものサロン貴 － 伝統工芸士を招聘しての店外催事開催とＰＣによる顧客管理の充実

神奈川県 自転車工房ベルクレッタ － 自社ブランドのオーダーメイドのツーリング車を開発し、販路を開拓する。

神奈川県 Ｓｕｎ＆Ｍｏｏｎ株式会社 7020001110434 食パン専門店が販路拡大・新規顧客獲得のためスイーツ事業に挑戦

神奈川県 永易　量行 － 動画撮影業務参入のための新規機材導入

神奈川県 ナツメリゾート合同会社 7020003018782 文字・音声・高画質動画ＳＮＳ連携による新しい集客システムの構築

神奈川県 合同会社ＣＲＡＦＴ 4020003017176 学校・幼稚園をターゲットとした緑地管理ビジネスへの挑戦

神奈川県 株式会社まるみハウス 1020001096209 「家族の夢づくりをお手伝い！お家のお悩み相談会」

神奈川県 株式会社ＪＡＣＣＯ 5020001055697 ホームページリニューアルによる発信力、集客力アップ

神奈川県 モ・クシュラ株式会社 5020001099034 海外を含めた幅広い販路開拓

神奈川県 ひろコンサルティングオフィス － 精神障害年金裁定手続代理業務を受託するためのコンサルティング

神奈川県 株式会社ＡＩロボティクス 8020001130530 新サービスを展開するためのホームページ拡充と広告宣伝強化

神奈川県 株式会社ＰｌａｙＤｏｔ 1020001141212 究極ＥＣ侍－ＥＣサイト制作＆運用支援サービス

神奈川県 洋光台バルＡｍｕ － トイレ入口の段差排除とトイレ渋滞解消のための２室化

神奈川県 脇田　亮 － 舞台照明を活用したスタジオパフォーマンス計画

神奈川県 おおたに家電株式会社 9020001126172 街の電気屋さんをショーウィンドウでアピール

神奈川県 創作和ビストロＳｈｉｎ － コロナ禍に対応した客席への改装

神奈川県 鶏笑中田店 － リピート促進の為のチラシポスティングを行う。

神奈川県 ｓｍｉｌｌｉｎｇｓａｌｏｎ～笑～ － 副鼻腔炎専門サロンとしての事業再構築

神奈川県 Ｋ’ｓＢＡＲ － トイレ及び洗面所のリフォーム

神奈川県 ＯＷＳワーカーズ株式会社 2020001137317 競合他社との差別化に向けた蛇口のガラスコーティング事業の展開

神奈川県 るりからセンター南はり灸マッサージ院長 － 頭ほぐしメニューの追加や新規ネット予約開始で売上を向上させる

神奈川県 株式会社ファルネックス 1010801024724 非ラメラ液晶技術による体内投与医薬品の販路開拓

神奈川県 わかば犬猫病院　横浜西口駅前 － ホームページリニューアルによるサービス周知と新規顧客獲得

神奈川県 ＧＯＯＤ － 高値買取を実現するための買取から販売まで行うＷＥＢサイト構築

神奈川県 合同会社ジェイハン 3020003017532 看板改修と店内改装等及び物販通販による新規顧客の開拓

神奈川県 合同会社八洲汽船 6020003019773 曳船業から作業兼用警戒船事業への参入による売上向上

神奈川県 ワイン家ソリッシュ － 酒類販売業免許取得による販売場の設置計画

神奈川県 ひだまり － 店舗２階改装による座席数増による販売強化

神奈川県 Ｂｅｙｏｎｄ　ｔｈｅ　ｆｕｔｕｒｅ － 女性の起業を支援！Ｗｅｂコンサルティング宣伝用ＬＰの新規制作

神奈川県 社会保険労務士法人ジンザイ 4020005014493 労務管理に特化したホームページの作成による新規顧客獲得

神奈川県 喰工房はぎまる － 快適・安心・安全なトイレでファーストクラスのおもてなし

神奈川県 糸除毛専門店ＩＴＯＣＯ － 独立したい女性を支える！糸除毛技術継承スクールの認知拡大

神奈川県 平田　恵子 － 価格と品質に見合ったホームページで新規顧客を獲得

神奈川県 合同会社佐藤笑顔瑜伽道場 7020003016464 ホームページ改正及び広告宣伝強化による新規顧客の獲得

神奈川県 和創作いろは － 入りやすい和食店へと改装して初回来店につなげる事業
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神奈川県 有限会社関内宣広社 4020002062479 展示会出展による新サインの販路開拓

神奈川県 アマンダリーナ合同会社 1020003014770 フードロス削減を実践する新事業展開

神奈川県 合同会社Ｏｔｒｏ 7020003019186 新規顧客獲得拡大

神奈川県 ガイアコーポレーション有限会社 9240002032521 自社サイトのスマホ対応による販路開拓

神奈川県 有限会社秋元石材店 6020002011112 ホームページ再構築とブランディング強化から売上増加を目指す

神奈川県 ベーカリーイノベーション株式会社 4020001130179 ＨＰを新規制作し事業内容の理解を深め販路拡大を目指す事業

神奈川県 株式会社新日屋 1010002044885 小学校卒業式向け袴体験イベント「袴なんでも無料相談会」のＰＲ

神奈川県 ｐｅｉｃｈａｎ － 刺繍ミシン導入による新商品の開発及び生産・販路開拓

神奈川県 シチュー＆カリー横濱ＫＡＮ － 店内改装による一人・グループ顧客の獲得

神奈川県 森農園 － 新規ショッピングサイトの開設によるイチゴの直接販売の強化

神奈川県 有限会社サイトウプリント 8020002042650 脱印刷業！本店も移転してブランディングサイトへ一新！

神奈川県 株式会社アクティブ・ロック 6020001050276 弊社独自の「カギ穴のメンテナンス」キャンペーン

神奈川県 ラパンコーヒー＆ベーカリー － テイクアウト客の待機スペース確保とドリンク販促による売上向上

神奈川県 合資会社森兄弟商会 2020003002493 ＨＰの作成とＤＭの発送によりＥＣサイトの認知度・売上の増加

神奈川県 ＳＩアドバイザー株式会社 1040001112707 ホームページ開設による新規顧客開拓と新たなニーズへの対応

神奈川県 株式会社美ｊｉｎ 3020001134024 女性らしさに磨きをかける「ミラクルバストプレミアム」を宣伝

神奈川県 横浜着物着付け専門店ＨＡＲＵ － オリジナル動画教材とリモートスクールのＷＥＢ展開の告知開始

神奈川県 いろどり農園 － 人参の栽培体制強化による新たな販路開拓

神奈川県 ウィルシー株式会社 9020001127617 不動産探しコンサルティングによる売上増＋顧客グリップ力強化

神奈川県 Ｇｒｉｎ　ｇｕｖｎｏｒ株式会社 9021001044521 ＨＰ再構築によるＵＶ・光触媒コーティングの周知と新規顧客開拓

神奈川県 １２３合同会社 6020003005096 ルームスタイリングの販路拡大ための、『壁紙塗装』の機器導入

神奈川県 有限会社オールラウンド 1020002071375 積極的な広告宣伝でＨＰのアクセス数増加及び新規顧客獲得事業

神奈川県 株式会社ＳＹアリメントス 2020001121626 「アサイ―」通販事業強化のための　販売チャネルの拡大・広告活動

神奈川県 依田構造設計 － 建築構造設計を通した国土強靭化・脱炭素社会の実現

神奈川県 株式会社ＫＩＱ 5020001138114 集客及び客単価増大の為のサイト改変とインターネット広告の実施

神奈川県 ＩＣＨ・ＧＯ能見台店 － デジタルパーマ導入による、新規若年層顧客の獲得

神奈川県 ヘアーアンドカフェ　マット － Ｈａｉｒ＆Ｃａｆｅ　Ｍ．Ａ．Ｔ

神奈川県 青葉リサーチ － 一般個人にむけたホームページ作成による自社受注獲得の強化

神奈川県 みどりの宇宙株式会社 2020001127879 ①化粧品の通販コンサルティング　②アートのオンライン直販

神奈川県 福八経営デザイン株式会社 2020001127565 中小企業と当社の出会いの場を提供するホームページの刷新

神奈川県 株式会社パラダイス 3020001041369 電動カート販売新規購入層の開拓

神奈川県 星の音 － 顧客獲得機会の消滅を乗り越える対面カウンセリング事業の再生

神奈川県 株式会社ジェイネクスト 5020001128627 現場で使えるＤＸツール「Ｗａｔｔａ」の販路開拓

神奈川県 アトリエラナンキュラス － 唯一無二いわき伝統工芸遠野和紙×特許技術ブラッサムアート融合

神奈川県 株式会社ＪＵＣ 7020001137519 抗ウイルス作用を持つダイヤモンドコーティングの施工事業

神奈川県 株式会社石野製作所 8020001019427 シェアオフィス利用者用駐車場新設工事
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神奈川県 Ｆａｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｒｅｃｏｒｄｓ － 所属アーティストの湘南地域でのプロモーション活動

神奈川県 クールフライヤー株式会社 3020001106881 クールフライヤー拡販のための自社イベント開催、カタログ作成

神奈川県 株式会社ｍｙｃｏｌｏｒ 1020001139347 宣伝広告による、新店舗・既存店舗の認知度向上計画

神奈川県 ＦＳ企画 － ＥＣ販売ツール導入による多店舗展開による売り上げ拡大計画

神奈川県 株式会社クロノス 5020001103373 ペットの健康維持を目的とした新商品の販路開拓

神奈川県 岩田社会保険労務士事務所 － ウェビナーによる非対面営業と電子申請システムによる業務効率化

神奈川県 ビーシューズ －
「作家とお客様のつながりの場」創出とＥＣ事業の拡充を目的とした実店舗の
構築／運営

神奈川県 株式会社鈴木造園土木 5020001098192 自社のホームページを使った情報提供を行うための情報基地作り

神奈川県 合同会社まぁはす 4020003008761 教員や放課後児童者向けの新規セミナー事業「ゆかいな子育て塾」

神奈川県 株式会社ＳＤアート 1020001092926 ＳＮＳと動画を用いた広告手法によるターゲットの拡充と販路拡大

神奈川県 野口デザイン事務所 － サステナブルな新ブランド開発とＥＣサイト構築による販路開拓

神奈川県 スマイルハウス － 交通事故治療専門をＰＲ！ＨＰ制作による集客強化事業

神奈川県 株式会社ＧＡＮＺＯ 1020001138613 ＳＮＳを使った自社ブランド及びオンラインストアの認知度アップ

神奈川県 株式会社Ｇｏｌｄ　ｈｅａｒｔ 4020001137579 横浜クラフトコーラを神奈川の代表的お土産商材にする販売戦略

神奈川県 株式会社ソロメイカーズブレーン 4020001134948 ウェブサイト構築によるアフターコロナ時代の伴走型支援強化事業

神奈川県 有限会社アックス 2021002062545 第二創業として介護タクシー事業に参入

神奈川県 ハルフェイシャル － 最新フェイシャル機器導入と広報によるエステと化粧品の売上増加

神奈川県 ＤＥＬＥ株式会社 2020001139833 個人向けデータ消去アプリ開発とＷｅｂサイト立ち上げ。

神奈川県 株式会社バンブーグラス 1021001044479 コロナ禍でも求められるイベントを常に発信できるＷＥＢサイトの改修

神奈川県 インターナショナルプランニング株式会社 2021001039957 コワーキングスペース事業への業態転換による不稼働資産の有効活用

神奈川県 株式会社斎藤工務店 9021001040363 ＳＮＳを連携させたＨＰ改修・戦略的な情報発信と広告宣伝

神奈川県 株式会社ＮＥＣＴ　Ｄｅｓｉｇｎ 2021001061218 日本の有名ブランドになる！非対面でのプレゼンテーション事業！

神奈川県 キャネット － 内外美容をＰＲ！身体の内側から綺麗になりたい女性を応援！

神奈川県 社会保険労務士事務所リズム － ＩＴ利活用と資金調達を含む統合的社労士サービスのＰＲ強化

神奈川県 株式会社ホクト 8012401011831 木育製品の製造販売によりコロナ渦の生活に安全とやすらぎを。

神奈川県 ＡＲＫＥＲＵ株式会社 4020001121855 ＥＣ事業への新規参入と使い捨て用品の開発・販売

神奈川県 有限会社フォルトゥーナ 8020002100235 バイオプログラミングの地域での認知度向上、新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ＯＮＮＥＡ 3020001138256 ニセコワークショップ・ワーケーション事業

神奈川県 ふぉとカフェｓｕｍｉｋａ － 地域の写真館ふぉとカフェ住みかで創る新たなフォトイメージング

神奈川県 ぬいもの屋個々 － 『ＣＨＡＮＧＥ　振り向かせる＃帯Ｂａｇ』新規販路開拓

神奈川県 株式会社音美衣杜 3020001103251 弊社ウエブサイトの多言語化の第一弾、英語版ＨＰによる販路拡大

神奈川県 バーグ有限会社 6020002100922 自社独自サイトの強化による小売販売強化とＢ　ｔｏ　Ｂビジネスの拡大

神奈川県 株式会社ヴェローナ 7020001101383 自社サイト構築・販促物制作による、売上と利益の拡大

神奈川県 イシキＳｍｏｏｔｈｙ － 顧客の恒久・安定的な流入口と法人需要の構築

神奈川県 有限会社富升　美好屋 9020002084378 バリアフリーを意識したお店づくりによる顧客満足度向上

神奈川県 きげんのいいひと － 働く女性のためのアパレルブランドの認知拡大および新商品開発
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神奈川県 株式会社らふら 6020001085124 自社ＷＥＢサイトの新設による新規顧客の獲得

神奈川県 なんぺいの木 － 地域内外のお客様利用増を図るホームページリニューアル

神奈川県 有限会社磯屋商店 2020002095596 ＷＥＢサイトのリニューアル

神奈川県 Ｊフィロソフィー合同会社 4020003011658 キャッシュフローコーチ●事業のアピールで販路拡大

神奈川県 株式会社ミューズホールディングス 8020001090312 営業・販売のサービス付き倉庫業

神奈川県 合同会社ダイショウ 4020003012887 優良水道修理で長期的なライフラインの安定に貢献！

神奈川県 甲野商店 － 事業拡大に伴い、新しい事務所に移行と宣伝。

神奈川県 株式会社フィッシャリーズラボ 2020001132870 新規顧客獲得のための産地とのタイアップによる新メニューの開発

神奈川県 アリス接骨院 － 旧ホームページから新ホームページへのリニューアル

神奈川県 ＳＯＲＡ － 動画アルバム「きらり」発売とＳＯＲＡ事業の販路拡大

神奈川県 ＧＥＭＢＡコンサルティング － “企業間情報共有クラウドツール”の開発

神奈川県 株式会社南陽 5020001066760 ホームページ大幅リニューアルによる販路拡大

神奈川県 バルーンメッセンジャー株式会社 7020001130606 ホームページリニューアルとネットショップ機能による販路拡大

神奈川県 株式会社アンプラット 6020001140028 解析プラットフォームの持続的広報活動基盤の形成

神奈川県 株式会社五十番 1020001084304 ブランド力を訴求するサイトの新設とＥＣサイトの刷新事業

神奈川県 明治堂株式会社 2020001071623 海外市場向け日本の化粧品の開発

神奈川県 有限会社堀口ハウス 5020002099041 飲食店の新規開業・リスタートを支援する店舗コンサルの販路開拓

神奈川県
Ｏｆｆｉｃｅうりずん社会保険労務士行政書士
事務所

－ 創業者支援に特化したＷｅｂサイト構築による販路開拓

神奈川県 株式会社ＡＣＷ－ＤＥＥＰ 4020001100041 オフィシャルホームページの刷新および紹介映像の制作

神奈川県 メディサイエンス・エスポア株式会社 3020001076530 米国での事業展開実施：共同開発先の探索とネット販売の実現

神奈川県 株式会社進晃 8020001098933 止水工事における設備業者・現場監督を狙い撃ちした販路拡大戦略

神奈川県 タウンパートナー － 地域の個人商店および中小企業に対する英語翻訳サービスの提供

神奈川県 合同会社ＮＡＧＩＳＡ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ 1020003018152 ブランディングによる差別化と動画・ＷＥＢサイトによる販路開拓

神奈川県 ハマーホーム株式会社 1021001047911 企業ＰＲ・新規顧客開拓のためのＨＰ作成とチラシの製作、配布

神奈川県 有限会社影島塗装 6021002051404 省エネや抗菌効果の高い塗装工法と訪問販売の対応策を地域に発信

神奈川県 株式会社サティスプランニング 3021001035385 ＨＰで特許技術の髪質改善メニューをＰＲし販路開拓を行う

神奈川県 湘南ステンレス工業株式会社 9021001032732 ＰＲカタログ製作

神奈川県 株式会社ファッション 4021001038313 ホームページを活用した新規顧客の獲得

神奈川県 ＴＡＮＯＴＥＣＨ株式会社 6021001065000 広告を活用した情報発信とオンラインデモによる営業活動の推進

神奈川県 株式会社ＰＲＩＤＩＳＴ 8021001048556 運転継続及び復帰システム「運転基礎トレーニング」の広報活動

神奈川県 峰尾株式会社 6021001037420 非接触型トイレへの改装による感染症対策と新規客のリピート化

神奈川県 有限会社竹まん 4021002058673 ポストコロナへ顧客の囲い込みを狙った戦略的な広報

神奈川県 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ 1021001004796 新規販路開拓の強化及びＢｔｏＣ市場への進出（業務効率化含む）

神奈川県 ことりのおうち　ふれあいインコカフェ － 地域の潜在顧客掘り起こしプロジェクト

神奈川県 湘南防災株式会社 4021001064937 ホームページ新規作成と営業活動強化で新規顧客開拓

神奈川県 株式会社ラポール 6021001051719 看板変更と設置により事業内容の周知と新たな集客を行う

35 / 42 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５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 検体測定室Ｗｅｌｌｎｅｓｓ　Ｍａｒｔ － 指先採血による生活習慣病予防および販路拡大

神奈川県 有限会社イーエクス・プロ 7010902001187 商品ＰＲ動画を使用し新たなインターネット販売事業の立ち上げ。

神奈川県
日本総合科学研究所株式会社（美容室
オーセン）

7021001070701 地域情報紙とウェブ広告の融合で、地域でのＰＲ強化と販路開拓

神奈川県 花梟 － 顧客ニーズの対応と新市場の開拓

神奈川県
株式会社ＢＥＳＴ　ＰＬＡＮＴ　ＣＯＮＳＵＬＴ
ＡＮＴＳ

3021001004778 新規事業創出による日本市場への事業転換と販路開拓

神奈川県 行政書士法人佐藤事務所 1021005009288 コロナ渦での非対面・非接触による事業活動の推進

神奈川県 合同会社ハングアウト 9021003010026 ホームページの再構築とリピーター＆新規顧客の獲得月５０名

神奈川県 コムフィット株式会社 5021001070711 ＳＣＭ効率化ＨＰの構築および拡販ツールの作成

神奈川県 天野玲美 － オンラインレッスン環境整備並びにプレ・ミュージックコース新設

神奈川県 木賃屋 － マリンスポーツを楽しむ趣味人のための屋外設備拡充

神奈川県 株式会社ティー・イソブチカンパニー 5021001001435 ランディングページとメルマガの配信による購買意欲の創出

神奈川県 有限会社ティーディーエス 2021002003391 ＶＲ技術を活用した映像コンテンツで新たな販路開拓事業

神奈川県 株式会社久保田工務店 4021001006749 「ホームページを改良して受注ツールの柱とする」

神奈川県 宮代ナプキン工業所 － 新規顧客獲得の為の自社宣伝活動

神奈川県 Ｍｅｗひとみ － ＨＰリニューアルによる地域事業への販路拡大

神奈川県 茅花舎 － 売上につなげる攻めるホームページへと、リニューアル

神奈川県 アイランドバピー － 楽天市場への出店による売り上げ補填計画

神奈川県 ｎｏｌｙ　ｈａｉｒ － ヘッドスパサービス導入のためのシャンプー機材の導入

神奈川県 アイラッシュ・ネイルサロンＲｉｃｈ － ボリュームラッシュの宣伝方法をＩＴ化。新規顧客獲得事業

神奈川県 あめ八くも － オンラインレッスン開始に伴う設備導入とＰＲの為の広報活動

神奈川県 有限会社マルコ住総 7021002033236 『和モダン調リフォーム』への自社ブランディング

神奈川県 合同会社森春樹事務所 6021003009368 「オンラインで見込み客集客から、商談、契約まで可能な」企業研修の営業

神奈川県 有限会社ザ・バーバー　ヴォーグ 1021002037960 お顔そりで女性も来店できる理容サロンの新たな挑戦！

神奈川県 Ｂｌａｃｋ　Ｔｒｅｅ － 当店オリジナルヘアケア商品開発・販売による新規サービス展開

神奈川県 有限会社石庄丹沢そば茶屋本舗 1021002037473
コロナ禍を利用した、新たなお客様の獲得および更なる魅力ある店舗に向け
た設備導入

神奈川県 ＳＪＯ　ＣＯＦＦＥＥ － 高度な保管環境。スペシャルティコーヒーによる新たな販路開拓事業。

神奈川県 レ　ファーブル　ボンジュール － テラス席の増設及び店頭のサイン改修による販路開拓事業

神奈川県 株式会社Ｂｕｒｏｓｓｏ 2021001054270 ホームページにマルチデバイス化及びネット販売事業

神奈川県 ビストロ　ラ　ペクニコヴァ － 冷凍粉砕調理器（パコジェット）導入よる販路開拓事業

神奈川県 Ｐａｒｌｏｒ　Ｒｏｏｍ － ウェブ販売、テイクアウト、店内飮食での販路開拓

神奈川県 株式会社入船酒店 4021001008852 リーチインショーケース導入による販路開拓事業

神奈川県 株式会社クローネ 3021001039502 ライブ配信機能強化のためのスタジオ化工事

神奈川県 有限会社星月写真企画 7021002016265 ギャラリー会場以外での写真開催モデルの構築

神奈川県 Ｏｐｅｎ　Ｕｐ合同会社 2011003010198 ホームページ開設による信用力向上とサービス利用販促物制作配布

神奈川県 株式会社ホシノ 5021001019106 コンベクションオーブン導入による店内飲食テイクアウトの両立

神奈川県 有限会社ヒラカワデザインスタジオ 3021002056463 事業伸長と拡大のためのウェブサイトリニューアル
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神奈川県 Ｄｏｌｃｅ　ｆａｒ　ｎｉｅｎｔｅ － 集客力向上のためのホームページリニューアル事業

神奈川県 ＳＡＴＴＶＩＫＩＲＡＮ － コロナ禍に対応したイベント展示のオンライン化による売上向上

神奈川県 株式会社蝉丸工房 6021001051660 窯を購入して作品制作の品質向上と効率化による販路開拓事業

神奈川県 内田由紀司法書士事務所 － 個人の方からの依頼を受けるためのＨＰの作成による販路開拓事業

神奈川県 有限会社グリッド 6021002016514 ブランディングと認知度向上を目的としたサイン新設と店舗改装。

神奈川県 株式会社Ｈｅｓｔｉａ　ｃｏｍｐａｎｙ 6021001018908 冷凍粉砕調理器（パコジェット）導入のよる販路開拓事業

神奈川県 株式会社将星 3021001048940 中小企業のブランド化に係るオウンドメディアの制作、配信

神奈川県 有限会社うさぎや印刷 6021002014071 印象に残るポスター作りで販売拡大

神奈川県 有限会社花里企画 4021002016524 「リーチインショーケース設置による販路開拓」

神奈川県 株式会社ユウジニアス 4021001010437 ポスティングチラシによる新規顧客の受注促進・広告認知率を高める事業

神奈川県 株式会社体験入社 7021001068745 採用コンサルティングサービスによる販路・売上拡大

神奈川県 シーホー － 「ＳＥＥＨＯＯＴ」サイトによる魅力発信強化による受注拡大

神奈川県 イハリウム － 三浦市初の現代アートギャラリー＋α＋カフェ＝新業態の創業

神奈川県 株式会社元気もりもり山森農園 6021001044516 新鮮野菜の非接触販売方式でコロナ禍を乗り切る！

神奈川県
ボディコンディショニングルームｍｉｘ　Ｓｕ
ｐｐｏｒｔ

－ 地域との差別化を図り、お客様のニーズに合ったＰＲ活動を行う

神奈川県 株式会社Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｒｅｄｏ 3021001049179 新サービス導入による、美容室の客単価向上とリピート促進事業

神奈川県 林木材立木伐採 － ホームページとチラシを制作して個人の地主の新規客を開拓

神奈川県 株式会社新中央ツーリスト相模原 3021001047380 ホームページと情報紙広告で個人参加のシニア旅行の新規開拓

神奈川県 株式会社遠山 2021001011412 コロナ太り解消！　健康・ダイエットに　ローフード料理教室

神奈川県 三立工業株式会社 3010401114997 ３Ｄ測定機による大物精密測定サービスの販売促進

神奈川県 アップライト － クラウドファンディングでの販売から、一般販売へ

神奈川県 エネマネ支援サービス － ホームページ制作とＤＭ・チラシポスティングによる新規顧客開拓

神奈川県 株式会社ＭｏＭｏビューティ 8021001070089 ネイル専門店からトータルビューティへの転換

神奈川県 レンタルスペースＭＩＲＯＫＵ － 設備の導入・店舗改装による稼働率の向上と新規顧客の獲得

神奈川県 望月美創 － お庭を公園のような遊び場に我が家の快適自由空間

神奈川県 有限会社スタジオカズ 5021002041331 ボイストレーニング事業開設のための事務所改装

神奈川県 ビクトリー陸上スクール － 陸上競技スクール拡充及びそのＰＲ事業

神奈川県 有限会社榎田工務店 5021002044680 脱炭素社会・ウィズコロナに向けたＺＥＨ以上の高性能住宅をＰＲ

神奈川県 ＳｅｅＳａｗＢｏｏｋｓ － 起業女子を応援するプラットフォームの運営

山梨県 株式会社フカサワ宝石 1090001001855 外装リニューアルによる新規顧客の獲得事業

山梨県 秋山紙販売株式会社 9090001000057 会社の看板設置、ロゴマーク作成による自社のＰＲとブランド化

山梨県 山陽エンジニアリング株式会社 3090001000962 建設業者が行う農業事業の高付加価値化の取り組みによる販路拡大

山梨県 熊坂技術士事務所 － 『県内起業家を創出し支援するコワーキングスペースのリスタート』

山梨県 株式会社レジュール 4090001004434 国内海外向け　ＥＣ　サイト販売によるアニバーサリー体験企画運営

山梨県 株式会社ムーブシェアジャパン 1090001016119 海上コンテナドレージ業務のＤＸ化事業

山梨県 ＦＵＪＩＳＡＮＤ － 店舗改装による抹茶フルーツサンドスタートアップ事業
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山梨県 合同会社まちづくり 7090003001187 管理栄養士が考案した健康志向和定食を地元客にＰＲし販路開拓

山梨県 不二の家 － ホームページの開設による販路開拓とロゴマーク作成

山梨県 美容室３６９ － 髪に悩みのある女性に向けた専門性の高い高単価美容室

山梨県 超超エリート株式会社 6090001015314 飲食店舗の新しい複合スタイルの運営を確立させる事業

山梨県 なだや株式会社 4090001009912 地元食材使用の新商品の開発と商品の撮影

山梨県 ｎｕｕ － 新しい顧客層の開拓のための第１歩「店舗のバリアフリー化」

山梨県 マウントフジフォース株式会社 8090001016475 富士山山小屋オリジナルグッズのネット販売による販路開拓

静岡県 合同会社ＷＩＮ．ＷＩＮ 1080003001945 高品質洗浄と光触媒で人々を幸せにするクリーニング・抗菌事業

静岡県 筋膜調整専門サロン　ソレイユ静岡市店 － 新コースの認知向上と広告範囲拡大による安定した集客の達成

静岡県 Ａ－Ｚ　Ｈａｉｒ － メディアサイトでの宣伝を通して、新サービスの認知・顧客獲得

静岡県 株式会社丸吉木材 9080001005040 ＨＰの新規作成による販路拡大と「静岡県産材」の利用推進

静岡県 株式会社事務機器センター 7080001002072 ホームページを活用した販路開拓及び顧客サービスの充実

静岡県 ｂｏｕｃｈｅｒ － 冷凍真空食材のテイクアウト販売

静岡県 然林房 － ネット販売強化による新規顧客の獲得

静岡県 遠藤写真事務所 － プロカメラマンによる撮影をもっと身近に！ＨＰ更新で認知度向上

静岡県 オフィスＮｅｔＰａｒｋ － 家族層向け屋外総合音楽イベントの周知普及を目的とした広告強化

静岡県 株式会社Ｋ－ＳＫＹ 4080001020713 新規顧客獲得のためのアプローチ

静岡県 Ａｌａｉｎ　Ｄｅｃｏ － ホームページ作成及び物販サイト作成による集客増

静岡県 エビスヤクリーニング － “お直し・リメイク”新事業立ち上げによる売上増と販路開拓の取り組み

静岡県 プリントバリュー株式会社 4080001017511 ウェアプリント事業の完全内製化をはかることで売上強化する取り組み

静岡県 富士屋 － 新たな顧客層開拓のための店舗運営と情報発信力の強化

静岡県 彫金師　史郎 － ホームページ制作による新顧客開拓とピジネスパートナー販路開拓

静岡県 株式会社楼蘭土 7080001023936 地域に根差した、安心安全な児童の居場所づくりとＰＲで利用者増

静岡県 合同会社山本プランニング 3080003002529 コロナ禍で宴会激減。居酒屋店主の挑戦！本格手打ちうどん専門店の開店

静岡県 株式会社ＫＡＫＥＲＵ 8080001023803 トレーニングや健康志向の高い方に向けての熟成肉の提供

静岡県 株式会社杉山写真材料店 9080001002260 フィルム写真の郵送現像サービスによる販路開拓

静岡県 Ｃｏｕｔｕｒｉｅ’ｒｅ（クチュリエール） － ５０代以降の爪トラブルに寄り添うネイルサービスの提供

静岡県 有限会社海生水産 8080002013167 最高の冷凍マグロを一般の方へ！ショップリニューアル

静岡県 アドストア － ワンチケットの販路開拓と新規顧客獲得を目的とした販促活動

静岡県 有限会社日本スエーデン 8080002004513 新しいレザープロダクトの非対面販売の強化・販路拡大

静岡県 大和工業株式会社 5080001019746 会社ホームページ新規作成による自社技術・事業の周知拡大

静岡県 時計堂 － 創業５０周年記念に向けた新たな販路開拓

静岡県 まゆみ電気 － 下請け脱却と女性層取り込みのためのホームページ作成

静岡県 五感鷹匠髪の病院 － コロナ禍での疲れを癒すプライベート空間でのセルフエステの企画

静岡県 株式会社鈴政石材 7080001002312 お墓移動サービスによる新規顧客開拓

静岡県 有限会社日新木型工業 4080002004483 自社ホームページ製作を軸にした新規分野開拓による販路拡大事業
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静岡県 広東料理棗 － しずまえ用宗餃子の販路開拓

静岡県 Ｈｉｒｏｎｄｅｌｌｅ － 商圏拡大のための新規顧客の獲得

静岡県 グリーン・シャワー株式会社 1080001001294 上下水道管の長寿命化に寄与する窒素を活用した不断凍結工法の開発

静岡県 ミルクホール － ジンジャー餃子販売所「お持ち帰り専門店」

静岡県 家庭教師ＳＭＡＲＴ － チラシ・ＳＮＳを利用した知名度アップと新規顧客獲得への取り組み

静岡県 有限会社ヤマナシコマース 1080002013363 ここでしか出会えない逸品を！ポップアップの特別感で認知度向上

静岡県 黄いろい自転車 － 最高の音響を貸し切れる！１人からでも大満足なカラオケを提供

静岡県 株式会社ダイオー 5080001003023 手ぶらでＯＫ！富士山を見ながら街中バーベキューサービスの展開

静岡県 株式会社いきいき倶楽部 5080001020068 脳血管疾患リハビリを周知し、患者様の未来に寄り添う販路開拓

静岡県 丸和カーサービス － 最新リフト導入による安心安全な修理と新規顧客開拓

静岡県 ＡＬＤＥＲ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 地域密着。愛され美容院

静岡県 チムグスイ － ギフト商品の開発およびスマホ対応に特化したＥＣサイトの構築

静岡県 株式会社ワタボシ 3080401005793 不眠・いびき改善の横向き寝オリジナルベッドの開発・認知度向上

静岡県 心美 － チラシ配布とメニュー看板作成による脱毛事業の顧客開拓

静岡県 Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｍｅｄｉａ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ － 非対面ビジネスの実現とインターネット広告を活用した販路拡大

静岡県 Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｉｚ　Ｆｏｒｅｓｔ － 海外事業展開アドバイス事業の販路開拓

静岡県 大塚　人詩江 － 教室事業のＰＲ強化による新規顧客開拓

静岡県 株式会社シーマー 6080401002177 パンフレット・ホームページ再構築による営業活動と新規顧客開拓

静岡県 甘酒専門店麹家 － 新商品開発に伴うデザイン制作とＥＣサイト出品による販路開拓

静岡県 ＮＩＳＨＩＫＡＷＡＥＮ － 地元浜松産新茶による『お茶のある暮らし』の提案と販路開拓

静岡県 株式会社青島グレース日本 7080401019749 自社ＥＣサイト構築による新規顧客の獲得・認知度向上で売上ＵＰ

静岡県 ディーズデザイン株式会社 4080401023588 ＨＰ・３Ｄ・ＶＲを活用した認知度向上、新規顧客獲得

静岡県 百華 － 百華「テイクアウト事業充実策」

静岡県 Ｓ．Ｌｅａｐｓ株式会社 6080401024519 Ｏ２Ｏの相乗効果で顧客利便性ＵＰ・知名度ＵＰ・売上ＵＰ

静岡県 有限会社千都 4080402013662 持帰り商品の充実とホームページ導入による集客力向上と販路拡大

静岡県 まつい会計事務所 － 円満相続実現のための相続専門ホームページ制作による受注増

静岡県 合資会社丸喜屋商店 7080403000260 ＳＮＳと融合したホームページ制作

静岡県 一弘施設株式会社 4080401018522 通所介護施設の認知向上に向けた情報発信力強化

静岡県 小さなサロンＳＯＲＡ － 少人数制のヨガ事業実施のための設備投資による新規顧客の開拓

静岡県 有限会社浜松不動産学院 2080402006189 オンライン授業で全国へ生徒募集

静岡県 トータルビューティ・アップスタイル － アップスタイル「ヘアメイク＆着付、着物レンタル」ＰＲ作戦

静岡県 ＢＥＬＬＥ　ＥＱＵＩＰＥ － ホームページ作成およびネットショッピングの開始

静岡県 株式会社Ｏｒｇａｎｉｃ　ｗｏｏｄ 6080401013777 木製コンテナハウスの体験型展示と新カタログによる顧客開拓

静岡県 有限会社風間自動車鈑金塗装 4080402013588 コンピューター調色機の導入によるキャンピングカー製作事業

静岡県 株式会社陽だまりファーム 8080401023618 海外店舗定着に向けた外国語対応ＨＰ制作と商品ラベル開発
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静岡県 宮崎電気保安管理事務所 － 電気設備の試験装置自社保有化よる収益改善化と新規顧客の獲得

静岡県 有限会社太悦鉄工 8080402004625 コロナ禍を克服する新商品「キャンプ用フレペグ」の販路開拓

静岡県 Ｓｃｅｎｅ － 新たな珈琲焙煎機導入によるテイクアウト客増加の実現

静岡県 ＳＴＵＤＩＯ　ＡＹＡＫＯ － １人１人に寄り添った新たなオンライン併用メニューの事業化

静岡県 株式会社フィーリンク 8080401024979 ３Ｄスキャナー、３Ｄプリンターを使ったＶＲの追コンテンツの開発

静岡県 ベトナム料理 － 日本人に愛され両国の懸け橋になるベトナム料理店の店づくり

静岡県 Ｓｕｒｆｅｒｓ　ｄｉｎｉｎｇ＆ｂａｒ － 当店一押し「水餃子」でスポーツイベント出店による外部顧客獲得

静岡県 大黒屋浜松入野店 － 『浜松市街地での広報強化による販路開拓』

静岡県 ゆるり － エイジングケアサービス強化による新規顧客の獲得

静岡県 ガレージアイランド － ウェブサイトリニューアル及びセキュリティ強化で販路拡大と雇用創出

静岡県 はまっと整骨院 － トレーニング機器導入による新規顧客獲得

静岡県 ＡＣＥ個別指導塾　三島校 － 集客拡大を実現する教室移転と教育改革に沿った教材強化

静岡県 株式会社タケモト 3080401003062 ファン顧客開拓のためのタケモトブランドの確立

静岡県 株式会社須山製茶 3080405006672 ＥＣサイト構築による販路拡大とブランディングによる商品力強化

静岡県 株式会社トレスト 7080401020921 アットホーム依存からの脱却！自社ＨＰ作成で非対面型営業の強化

静岡県 有限会社宝翔 7080402007249 オンライン上で受注・見積・採用を行えるホームページ作成・改良

静岡県 内山社会保険労務士事務所 － 制度改正やＩＴ化推進を目指したコロナ禍に於いての販路開拓

静岡県 もとカフェ － 『超機動的簡単移動式コーヒーワゴン』で新鮮コーヒーをお届け

静岡県 有限会社コスモ 7080402002935 スマホからの閲覧を意識したＨＰリニューアルによる若年層獲得

静岡県 Ｓ－ｎａｉｌ － 新店舗開設に伴うＨＰ・チラシを活用した新規顧客の開拓

静岡県 株式会社山一木研 5080401006427 ピアノ補助ペダルＭ６０のレンタルサービスに関する販路開拓事業

静岡県 スポルタ － 産後ダイエット事業の周知と新規顧客の獲得で客層の若返りを図る

静岡県 株式会社天志 1200001031460 未来の子供達の為に安心・安全な農産物を提供するＥＣサイト構築

静岡県 楽農の集い　まっすぐ － 浜松エシャレットの認知度向上による地産地消促進と新規顧客獲得

静岡県 有限会社ナカオ 7080102002624 新メニュー“髪の復元と心身のリラックス”による新規顧客の獲得

静岡県 Ａｒｏｍａ　Ｔｏｎｅ － オンライン配信サポートサービスの効果的な販路拡大事業

静岡県 株式会社栄電システム 5080101000250 中小企業と弊社の出会いの場を提供するＷＥＢサイトの製作事業

静岡県 坂東製粉株式会社 3080101001556 新商品開発に向けた貯蔵庫導入

静岡県 株式会社啓電工業所 8080101000529 Ｗｅｂブランディング構築による新たな販路開拓

静岡県 株式会社Ａｂ 8080101007994 空調機清掃洗浄業務の販路拡大

静岡県 すずき看板 － ドローンを活用した点検業務の拡充で付加価値を高める！

静岡県 ＹＳプランニング － 【現代ニーズに合った葬儀を行わない「直葬」の受け入れ事業】

静岡県 合同会社鮨物語わたなべ 3080103001868 北海道の味をテイクアウトで

静岡県 トリミングサロンｃｈｕｃｈｕ － 「ペットの皮膚に優しく、負担も軽減できるトリミング事業」

静岡県 沼津トリミングスクール － 最新式ドライヤーで飼い主も愛犬も快適なトリミング

静岡県 有限会社宮田動物病院 1080102003504 高齢者も安心・安全のエントランス部バリアフリー化
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静岡県 ＮＡＩＬ＆ＢＥＡＵＴＹＳＡＬＯＮ　ＣＯＣＯ － 爪の悩みやトラブルを解消できる育成メニューを地元客にＰＲ

静岡県 有限会社ダイエー物産 2080102010747 富士山の見える土地を県外の顧客に販売するための買取力強化計面

静岡県 小林農園 － 段ボールとパンフレット制作による直販強化とブランド化

静岡県 株式会社ナガショウ 8080101018661 展示会出展及び施工動画作成による現代漆喰「ゾノエース」の販促

静岡県 株式会社サイトプラス 7080101019256 ようこそ伊豆半島へ！熱海から始まる「御朱印」物語

静岡県 いろはにほけん株式会社 7080101017111 情報社会に対応するオフィシャルＷｅｂサイトによる顧客獲得事業

静岡県 株式会社ステラ 7080101007797 ホームページ・フリーペーパーで「永代供養付き墓所」を訴求する

静岡県 バイプレイヤーズ株式会社 9080101021722 鍼灸師向け動画配信サービスの周知・集客に向けたＤＭ販促事業

静岡県 ｂｏｏｓｔ　ｍａｇｉｃ合同会社 2010803003171 旧型スポーツカーのカスタマイズ商品を開発して販売拡大を目指す

静岡県 たいよう接骨院 － リアルタイムで身体の内部を観察、即座に診断

静岡県 有限会社ひだまりカンパニー 9080002011954 静岡在住の新規顧客開拓を目的とした販促活動

静岡県 有限会社佐藤工業 2080102016728 配管事業・サービス紹介等のＷＥＢ化による販路拡大の効率化

静岡県 Ｃｕｌｔｕｒｅ－Ｓｈｏｃｋ － 健康をトータルで提供するビジネスモデルに転換

静岡県 プラスサンク株式会社 9080101022514 リユース事業、『気持ちの整理』で販路拡大

静岡県 インディー － フリーペーパーを活用した恋活、婚活、結婚相談事業の周知

静岡県 Ｌ’Ｅｑｕａｔｉｏｎ（レクアシォン） － フランス料理店が提供する特別な焼き菓子のネット販売事業

静岡県 リッパー株式会社 9080101022019 新型キックボードの製品を改良し、その販売径路を拡大する事業

静岡県 オリヴィン － 免疫力を上げ、自然治癒能力を高める光セラピーコースの実施

静岡県 Ｒｅｌｉｅｆ　Ｆｉｌｍ － ガラスフィルムの技術を活用したフォトフレームの開発・販売

静岡県 タナカ株式会社 7080101020742 遠方顧客の運送ニーズの取込に向けた販売促進活動の実施

静岡県 有限会社ジムナスティック・フジ・オクダ 4080102014119 ホームページ作成によるブランド力の向上と新規顧客の開拓

静岡県 ベーカリーカフェ　シェノン － 新規テラス席の設置による利用客及び客単価の増加

静岡県 株式会社フジケンプラス 3080101010631 新たな販路開拓のためのホームページリニューアル

静岡県 オフィスさいか － テイクアウト事業を強化し、客単価５００円アップを目指す

静岡県 合同会社支良洲工業 9080103002084 冷設機事業のブランディングによる地域シェア獲得

静岡県 株式会社伊藤電気 8080101021517 販路拡大のためのホームページ開設とパンフレットの制作

静岡県 荻野製茶 －
女性客が安心して使用できる衛生面と利用スペースの向上を施したトイレの
設置。

静岡県 ヘアー＆ネイル　チチカカ － 炭酸クレンジングでおこなう失客防止・新規獲得

静岡県 株式会社Ｂｒａｉｎｓ 6040001056627 オリジナル製品ＴＡＰＰＭの「歯の色」と「歯の形状」を改良する

静岡県 つつみ屋 － 冷凍餃子販路拡大（食事を便利で助け、家庭や大切な人に笑顔を！）

静岡県 セイワコウムテン － 人や地球にやさしい商品等の常設販売による集客力の向上

静岡県 株式会社前島製材所 1080101009675 空家活用によるリノベーション住宅販売事業の創出と販路開拓

静岡県 ＡｍｉｒａｉＺ － ドローン・赤外線カメラによる建物診断説明動画作成

静岡県 アロマヒーリングサロン　Ｒａｙ － 看板設置による新規顧客獲得と高齢者にも優しい駐車場整備

静岡県 株式会社牧田技研 3080401024059 小型テーパー研磨機の新型機開発による生産性向上

静岡県 和菓子司扇月 － 需要に応えるための生産性向上を目的とした機材導入事業
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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５回受付締切分）
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静岡県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｃｒｅｅｒ － 貸スタジオ兼倉庫の改修とスタジオ周知ホームページ構築事業

静岡県 有限会社サトウ建装 9080402022295 外壁塗装リフォームの新たなるＷｅｂ戦略による販路開拓

静岡県 Ｂｌｉｓｓｆｕｌ　Ｔｉｍｅ － 店舗での販路開拓、ＥＣサイトの構築、顧客とリピーターの獲得

静岡県 美容室ｆａｃｅ － 足が不自由な方でも安心して来店できるスロープと手すりの設置

静岡県 株式会社東明 8080101012937 安心安全で美味しい発酵ぬか漬を皆様の食卓へ

静岡県 株式会社駒子 3080101021406 整腸・美腸の推進と恵まれない子どもたちに駒子米を届けるために

静岡県 株式会社峰 2080101022108 マスコットのブランディングの為の広告宣伝とメディアへの拡散

静岡県 ファミリアクリエーション合同会社 5080103002154 自社ブランドのブランディングとＳＥＯ強化の為の広告宣伝

静岡県 株式会社ａｎｙｉｔ 9080101019709 ミストがある暮らしの普及と購入経験者へのリピート購入促進

静岡県 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ　ａｍｉ － 健康意識の高い親子向けスーパーフードふりかけ・ギフト開発

静岡県 株式会社そのだ農園 7080001019414 次世代へ向けた商品開発に伴う自社ＨＰの刷新と新規顧客の獲得

静岡県 株式会社楽しいインテリア 2080001020137 「コンビニリフォーム」サービスの提供

静岡県 株式会社なごみ 9080001016038 アフターコロナに地域も店も復活するための工事ブランドを発信

静岡県 マルデン － 店頭での見やすい陳列棚設置で一般消費者獲得による販路開拓

静岡県 有限会社協栄企画印刷 1080402017311 印刷屋の長所を活かした動画制作サービスの提供

静岡県 有限会社岡田製パン 1080402017237 地元の活性化！日坂宿を盛り上げるための看板とベンチ設置

静岡県 有限会社テイク 5080402017530 映像制作部門の強化による売上げ向上計画

静岡県 Ｌａｌａｌａ♪ＰＬａＮＥＴ　ｐｌｕｓ － 県内のあちらこちらに新鮮な無添加食材・有機野菜をお届け！

静岡県 池谷商店 － 魅力的なＥＣサイトの構築により、既存客の囲い込みと、新規顧客獲得

静岡県 株式会社Ｄ－ｚｏｎｅ 1080001019163 高性能塗装ブース導入によるラバーディップ塗装事業の強化

静岡県 山口プランニング － トレーラーハウス販売宣伝用の大型看板の設置による新規顧客獲得

静岡県 有限会社寿づよし 8080002017671 高齢者に優しい座敷の利活用による売上拡大

静岡県 リライズカンパニー株式会社 1080001023677 プロトタイプを利用したオリジナルパッケージ制作支援

静岡県 株式会社日翔工業 3080001014600 短納期対応体制構築による売上向上事業

静岡県 Ｈａｎａｌｅｉ身体メンテナンス － アクティブレストビジネス提案による美と健康増進の普及拡大

静岡県 株式会社モア・リビング 1080401017519 新型コロナ対策家具「三角テーブルＳスクリーン付き」の販路開拓

静岡県 ヤマドア株式会社 1080401024688 顧客満足度向上製品・ＯＥＭ製品の展開とブランド認知向上

静岡県 八伊勢 － 日本家屋の「新しい『和ノカタチ』」ＰＲ強化への取組み

静岡県 木村美容院 － あなたの髪の悩みを解決！ＨＡＩＲ＊ＯＰＥ看板による広報強化で顧客拡大

静岡県
社会保険労務士法人Ｓｕｎｎｙ　Ｊｏｂ　Ｄｅｓ
ｉｇｎ

3080405006821 非対面（オンライン）での顧問先獲得に特化したＨＰ　のリニューアル
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