
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 田中行政書士事務所 － 土地の図面作成業務及び土地家屋調査士業務の実施・販路開拓

茨城県 創和会計　久保和之税理士事務所 － Ｄｏｃｕｗｏｒｋｓを活用したプラグインソフトの開発・提供

茨城県 ＬＩＮＫＥＲ － オリジナル封筒及びパッケージ商品開発による販路拡大

茨城県 おかの園 － あおぞらカフェとオリジナルブレンド緑茶による販路拡大事業

茨城県 憧れ花のアトリエ － 男性客向けギフト強化、お花男子教室による販路拡大事業

茨城県 株式会社二川靴店 2050001002212 顧客満足度を高めるサービス提供の仕掛け作り

茨城県 株式会社マルサン商事 4050001004990 新商品（オリジナルグッズ）の販路開拓による売上への貢献

茨城県 株式会社コヤマスポーツ 6050001001020 インソール販売の強化

茨城県 有限会社Ｍ．Ｄ．Ｓ 3050002007713 販路拡大と売上げ大幅ＵＰのために必要不可欠なＨＰ新規製作

茨城県 株式会社リペアメタルジャパン 8050001034274 リサイクル自動車部品のバングラデシュ輸出による販路拡大事業

茨城県 ネイルルームマリアンヌ － ホームページリニューアル看板の設置などによる宣伝広告強化

茨城県 株式会社ハセップワン 6050001006168 悩み解決型ホームページへの改修とカタログ製作で販路開拓

茨城県 スコーンドルフィン － 本場イギリスのスコーンを美味しく素敵に楽しめる商品の提供

茨城県 株式会社きど印刷所 8050001000788 活版印刷機と箔押し機を活用した新商品開発による販路拡大事業

茨城県
株式会社メドウズアロマテラピープロダク
ツ

1050002007806 イギリス生まれの原料で縁の下からもアロマの発展に貢献

茨城県 食酒アキヅ － 女子にうれしい“ちょい飲み”本格イタリアンワインで販路開拓

茨城県 株式会社ＭＵＲＡＴＡ 1050001005959 独自の雨漏り調査から外装リフォーム提案による収益アップ

茨城県 ＯＺＢＡＳＥ － “オンリーワン＆オールフォーユー”カジュアル衣料販路拡大

茨城県 中山製パン有限会社 2050002002426 ギフト販売によるリスク分散とブランド力向上施作

茨城県 有限会社島田商店 6050002001655 顧客・商品情報のデータベース化によるコーディネート提案の強化

茨城県 株式会社ゆめらぼ 9050001034901 ＬＩＮＥ等を利用した東大生指導による新規生徒開拓

茨城県 株式会社こしば 2050001000975 ランディングページを活用した寿陵の提案による販路開拓事業

茨城県 ｄｅｓｉｇｎ　Ｓ － オーダーブライダルペーパーアイテム制作による新販路開拓

茨城県 有限会社メイクス 2050002003143 空きスペースの有効活用及びＩＴを活用した情報発信の強化

茨城県 株式会社エムシーノート 7050001035430 結婚需要の呼び起こしとナシ婚層に対しての情報発信及び販路開拓

茨城県 Ｆｉｒｓｔ　Ｈａｉｒ － 高濃度炭酸スパの導入で施術クオリティーを向上し販路開拓を図る

茨城県 Ｋ　ＣＲＯＮＹ － 発達障害者向けのカリキュラムの開発

茨城県 リューシュブンカムラ － オーダードレス販路拡大のため二つの「見える化」を形にする事業

茨城県 ｃｏｒｒｅｃｔ － くつろぎの空間設置・新商品展開の為の店舗移転で販路開拓を図る

茨城県 Ｗｏｒｌｄ　Ｌｉｎｅ株式会社 9050001038480 事業名：外国人・ラテン好き「ダンス＆ディナーレストラン業態」の開発

茨城県 ワンダフルパートナー － 犬用ペットカメラ導入による、顧客満足度の向上と新規顧客の開拓

茨城県 株式会社福祉用具サービスもんちゃん 7050001040926 体圧測定器の導入による商品提案力アップを切り口とした販路拡大

茨城県 アサクラスポーツ株式会社 2050001010594 購買部事業の店舗改装による売上増進および販路拡大

茨城県 ＭＡＲＩＯＮ株式会社 3050001037075 士業と連携して老朽住宅を資産化するためのリフォーム事業

茨城県 ふぐ・あんこう「喜作」 － 喜作独自の多目的ルームの新設事業

茨城県 シューズサロンタグチ － 最先端の中敷き成形機を活用した新規顧客の開拓に向けた取り組み

茨城県 大栄商事株式会社 4050001018438 洗濯乾燥連続機導入による新規顧客販路拡大・販売促進事業

茨城県 カフェアップス － オープンキッチン増設による業務の活性化と顧客獲得

茨城県 藤栄商事有限会社 1050002024140 新規顧客に向けたディナータイムの来店を促すためのＰＲ活動
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茨城県 青木酒造株式会社 5050001018263 本場ボルドーでのワイン展示会を通じた國酒・日本酒の認知向上

茨城県 有限会社やなぎや 5050002024327 生そば宅配事業による売り上げアップと新規客の獲得、拡大。

茨城県 川松 － 看板商品を用いた新商品・パッケージ開発による贈答品需要の開拓

茨城県 都寿司 － 新規顧客獲得に向けた店舗内装工事による新しい雰囲気づくり

茨城県 有限会社明石屋本店 2050002023686 若者世代に向けた次世代和菓子への挑戦

茨城県 株式会社アンフィニプロダクト 3050001024899 ハチ駆除の需要増加に対応した顧客開拓・エリア拡大事業

茨城県 中央工芸 － 若年層への横断幕文化の浸透を目的とした販路開拓の方策

茨城県 有限会社荒川ジーエル商店 2050002030088 「美食の隠れ里特製紙しゃぶしゃぶ」商品化と料理教室機材導入

茨城県 ＥＸ－ＴＲＵＳＴ株式会社 2050001039601 デザインの力で日立市を明るく照らすリフォームプランの提案

茨城県 株式会社エスアンドエス 8050001033615 宴会事業の強化と収益確保のためのＷｅｂ広報の強化

茨城県 株式会社ヘアペア 8050001038168 まつ毛エクステンション市場参入と顧客確保のための広報

茨城県 イースフォーヘアー － ＰＯＳシステム導入による経営・顧客管理と集客システムの構築

茨城県 菓子工房　理香 － ＰＯＳレジ導入による顧客管理とネット販売システムの構築

茨城県
ノエビア多賀茨城販売会社ビューティー
スタジオエヌズ

－ 化粧品検定の受験者獲得を軸に新たな教室と美容サロンの新設

茨城県 株式会社ＯＳＡ・書房 6050001024467 外商業務拡大及び店舗ＰＲ事業

茨城県 株式会社山平 1050001011973 来ないなら、お届けしましょう。地域密着『高価格弁当宅配事業』

茨城県 株式会社システムデザイン 2050001025089 ｉＰａｄを使ったシニアの介護予防事業「脳若トレーニング」のＰＲ

茨城県 株式会社ｔｏｃｏｗａｋａ 8050001041329 営業３本柱で集客ＵＰ！我が社の事業革新大作戦

茨城県 有限会社関東レジン 4050002016358 地域初！「ドローンによる新調査サービス展開」でガッチリ大作戦

茨城県 株式会社小倉味噌店 6050001011341 みそベビーカステラの開発

茨城県 そば処まるじゅう － そば屋こだわりの惣菜、食料品の地域宅配サービス

茨城県 有限会社たまごや 5050002042262 樽生クラフトビール、生酒試飲スペース（ラウンジバー）を作る。

茨城県 上ホ醤油株式会社 3050001031466 お客様との接点　パンフレット、チラシ、調理カードの作成

茨城県 株式会社イイダモールド 1050001032846 木枠梱包に変わる樹脂梱包材の開発による販路開拓

茨城県 株式会社エムエルエス 1050001033019 オリジナル洗浄機拡販における小型洗浄機の開発事業

茨城県 有限会社湖月庵 4050002042016 『オンリーワン和菓子』による法人イベント・周年市場の開拓

茨城県 有限会社ユモト 4050002045101
慢性痛・冷え性を改善する自費診療ＰＲによる、新規及び若年層顧客増大の
取り組み

茨城県 結城観光ガーデン株式会社 4050001032703 高齢者にやさしい和室に椅子、テーブル席の導入事業

茨城県 有限会社福田自動車工業 2050002044930 設備導入による顧客対応力強化と広告宣伝のＩＴ化による販路開拓

茨城県 有限会社玄國 8050002008368 高齢者対応サービスの高度化およびチラシによる認知度の向上

茨城県 和あらかると － 簡単キモノ商品開発と海外も含めた販売促進

茨城県 有限会社黒澤醤油店 9050002008350 ひたちなか市唯一の醤油蔵の観光スポットを目指した看板の設置

茨城県 花かんざし － ワンコインアレンジメント・仏花のお届けサービスの展開

茨城県 株式会社マネジメントシステム 4050001008422 路線／コミュニティバス用バスロケーションシステムの販路開拓

栃木県 有限会社辰元 9060002032201 団体観光客獲得のための観光会社・旅行代理店向けウェブ戦略

栃木県 株式会社　アミリール 8060001022468 ニッチ・マーケティングで行う販路開拓ツール２種の作成

栃木県 株式会社あん寿 5060001026281 少子高齢化に対応するＩＴを活用した和菓子開発・販路拡大

栃木県 青木ソバ粉株式会社 5060001016183 首都圏向け販路拡大の為のホームページ戦略とブランド戦略

栃木県 すがたかたち － 高級木製ドアハンドル・手すりの販路開拓への取り組み

2 / 55 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 リッチオリオン通り店 － 高齢者の家財買取及び家財処分終活相談アドバイスの周知事業

栃木県 福田土木造園株式会社 6060001003899 太陽光発電施設向け防草対策工事の新規受注拡大と生産性の向上

栃木県 ラマ接骨院 － 県内初、自律神経を測定によりコンディションを見える化する接骨院

栃木県 株式会社デジロウ 1060001023935 イベント来場者分析サービスの自治体へ向けた販路開拓事業

栃木県 ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ会計事務所 － 「事業承継・相続対策等専門税理士」としてのブランド力向上計画

栃木県 ＭＯＤＥＬＳ － 新商材による新規客獲得の向上、及び、客単価向上の実現

栃木県 ４丁目さくらｃａｆｅ － コーヒー豆を店内から見える中庭で焙煎する小屋の設置

栃木県 クーリ・ルージュ － 「ロードの聖地」宇都宮に来訪するサイクリストの集客策

栃木県 キルトメニュー － 新しい商品キットの販売による顧客開拓

栃木県 株式会社ジェネックス 5060001028138 多言語音声の動画コンテンツ制作サービス展開

栃木県 有限会社マルシン靴店 7060002008327 世界で唯一無二のカスタムオーダー革靴のＰＲによる新規顧客獲得

栃木県 株式会社さかもと 1060001001973 トイレの、かつてない新しいコンセプト商品の開発販売

栃木県 陽東紙業有限会社 3060002009411 販路の拡大とともに、顧客のイメージを「包・実現」

栃木県 ＢＡＲフルールドゥリス － 栃木県産食材特化メニューの新開発と、ＩＴ活用による新規客獲得

栃木県 株式会社惣 2060001025146 イベント集客をきっかけとした新規顧客獲得への取り組み

栃木県 株式会社ののじ 4060003001333 販路開拓・拡大のためのホームページ開設とリーフレット作成

栃木県 和風レストラン加茂川 － 飲食店が提案するアマランサスを活用した商品の販路拡大計画

栃木県 ひかりヘアースタジオ － 「ユニセックストータルヘアーサロン」普及・促進プロジェクト

栃木県 第一立花有限会社 1060002036589 地域特性を活かした団体・女性グループ獲得事業

栃木県 有限会社小池経編染工所 8060002036054 第８４回東京インターナショナルギフトショー出展事業

栃木県 株式会社リヨンワールド 3060001020113 広告チラシで販売や買取りのエリア拡大をし売上向上を目指す

栃木県 株式会社マルキョー 9060001019216
ファミリー層をターゲットにした、ワイン、ラムネのブランドイメージ向上プロ
ジェクト。

栃木県 蕎麦切り　稲おか － 夜の新メニュー開発による販路開拓と駐車場の安全対策

栃木県 橋本商店 － 大手系列店の進出対策として個々の地域店が結集した看板設置事業

栃木県 ガチャマンラボ株式会社 8060001025215 海外展開に向けた環境整備事業

栃木県 久保田化粧品店 － 当店自慢の商品と既存サービス、新規サービス周知のための看板設置

栃木県 四季のそば　木曽路 － 増加する観光客獲得に向けた店舗演出及びＰＲ

栃木県 株式会社シンワルブテック 3060001018751 製造業の重大事故を防ぐ「次世代型切削油」の多品種商品開発

栃木県 株式会社晴れ晴れ 6040001024872 珈琲の新メニュー開発と珈琲講座拡充の為の改装及びチラシ配布

栃木県 有限会社福富住宅 3060002037197 出会いに感謝！規格住宅ＴＲＥＴＴＩＯを軸に新規顧客獲得事業

栃木県 有限会社初山染工 6060002037079 和染めの消臭・抗菌等の機能を生かした製品の海外販路拡大

栃木県 手塚商事 － （観光施設＋宿泊施設）×ハラール認証焼菓子販売＝売上向上計画

栃木県 株式会社ミンナのミカタ 6060001028368 障がい者応援企業がＷｅｂサイトで新規取引先拡大！

栃木県 有限会社ふりいふらいと 6060002020836 美容室発信！育毛・発毛　新・プロジェクト事業

栃木県 Ｔ・Ｎ・Ｂファーム株式会社 5060001021506 見て美しく！食べて美味しい！ドライ苺シリーズの販路拡大

栃木県 Ｍｏｔｈｅｒ　Ｔｒｅｅ － 産後ケアをアロマのチカラでリラックスデトックス！

栃木県 株式会社奴充 6060001011051 寿司割烹店の美味しさを「世界に」「晴れの舞台に」お届けします

栃木県 株式会社早乙女クレーン 2060001010957 建設業の安心安全を守る革新的営業活動

栃木県 有限会社アール 2060002021672 県内初！ショッピングモールでお買い物ついでにダイエット！
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栃木県 家庭料理かのん － お客様用トイレの改修による顧客満足度の向上

栃木県 株式会社シリアス 9060001022079 地域資源の「おとん」を使った餃子弁当のデリバリー事業

栃木県 有限会社あからん 7050002018194 創業者等に、新しい販促サービス商品を提供して、販路開拓を図る。

栃木県 株式会社田熊火工 9060001015685 花火のデジタル化で演出の強化を図り、新需要の開拓を図る

栃木県 榊屋株式会社 4060001023156 とちぎの地域資源を活用したオリジナル和菓子の開発による売上の向上

栃木県 有限会社オバタ 8060002031286
高齢者用椅子卓席の導入と介護施設向け新サービスの提供による販路開
拓

栃木県 岩下機工合同会社 5060003002181 静的精度点検に使用する最新測定機器の導入による販路拡大

栃木県 株式会社フルカワ薬品 8060001014465 既存の薬局に鍼灸治療院を併設。その日の疲れはその日のうちに！

栃木県 おやまくま　るーむ － 小山ブランド公認キャラ「おやまくま」の「おやまくま焼」の開発と販売

栃木県 株式会社小山製材木材 4060001014808 ヴィンテージウッドを求めるお客様向け販促用施工写真集の製作

栃木県 スタジオサイファ － 家族の愛を「カタチ」に。マタニティムービーの販売促進策

栃木県 ビューティースタジオＡ－１ － 新メニュー提供に伴いＳＮＳ・看板広告等新規顧客獲得への取り組み

栃木県 株式会社大地のかほり 9060001024736 黒ニンニクの斬新的パッケージの製作

栃木県 株式会社せきぐち 4060001014948 小山ブランド米等を利用した米菓の開発で販路拡大

栃木県 有限会社ザ・ページェント 2060002015682 インバウンドに向けたホームページ等の多言語化による顧客開拓

栃木県 有限会社手白澤温泉ホテル 4060002016349 訪日外交人向け英語対応情報提供サービスの開始事業

栃木県 株式会社ヤギサワ 5060001008544 地域への周知拡大を目的とした各種広告施策による売上向上プラン

栃木県 日光山ＢａｃｋＰａｃｋｅｒｓ　Ｉｎｎ － 日光の古民家改装型ホステルにおける安全・安心の新サービス展開

栃木県 日本文化伝承株式会社 9060001008961 積雪ある立地でもレンタル可能、着物のレンタルネットショップ

栃木県 有限会社かご岩温泉旅館 2060002016029 インバウド獲得と予約転換率拡大に向けたホームページリニュアル事業

栃木県 有限会社おおあみ 8060002016015 入店率アップを狙った休憩スペース設置と店内外のリニューアル

栃木県 四季かなでる宿　森のうた － 『日光のインバウンド・素泊まり客に合ったくつろぎスペースの創出』

栃木県 有限会社やまびこ 2060002015922 多国語対応で集客事業　ＨＰ・商品メニュー・パンフレット刷新

栃木県 丸亀精肉店 － 看板改修で認知度アップ！そして来客と売上もアップ！！

栃木県 クライミングジムアーク － 施設収容人数の増加と受付物販コーナー拡充の店舗改装

栃木県 有限会社おうげん 5060002025217 子どもや高齢者に優しい店舗への改修で顧客＆来店率アップ

栃木県 株式会社志ぶ家 9060001027680 店舗改装と新メニューＰＲで車いす客や企業接待客の集客アップ

栃木県 ｎａｔｕｒｅｚａ／ナトゥレーザ － ブランディングと広告宣伝強化による認知度アップ及び衛生向上

栃木県 有限会社ホテルタマノ 4060002025630 公式サイトリニューアル・スマホサイトを新規作成し販路拡大

栃木県 室井光学 － 販路拡大のためのホームページ制作事業及びＬＥＤ照明導入事業

栃木県 行政書士橋本恭子事務所 － 「終活支援事業」の周知及び、看板設置による新規顧客獲得

栃木県 有限会社村上製畳店 6060002025686 ＨＰ製作・ＰＲで販路拡大そして日本固有の畳文化を守り継承する

栃木県 株式会社エヅリン 8060001012452 家財整理・片付け・不要品回収サービスの周知広報活動

栃木県 有限会社青木自動車整備工場 1060002025055 ＷＥＢ設営＆キッズスペース整備によるファミリー層等の集客ＵＰ

栃木県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｃｏｐａｉｎ － 真空包装機利用による地域に愛されるオンリーワンなフレンチ

栃木県 あずまカメラ店 － 撮影スタジオのリニューアルにより、撮影の豊かな表情を引き出す

栃木県 株式会社フードサヤカ 4060001027875 看板設置によるブランド力強化と試験栽培圃場整備事業

栃木県 有限会社新世界スズキ 3060002025383 弊社を知っていただくための、チラシ折込みとホームページの改修

栃木県 スズキサイクル － 店舗内改装によるスポーツ自転車専門店化で販売力のアップ！
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栃木県 パラエストラ栃木 － 楽しい格闘技ジムをＰＲ、更に看板広告効果で新規顧客獲得

栃木県 トラストデント宇都宮／那須大田原店 － ＷＥＢサイト設置により一般ユーザー受注増＆販路拡大！

栃木県 島田嘉内商店 － 登録有形文化財を活用して行なう飲食業創業のプレオープンイベント

栃木県 アイユーキ有限会社 1060002040442 ダンススクールの認知度向上と新規顧客獲得のためのチラシ配布

栃木県 株式会社ＴＯＭＩＹＯ組 3060001027059 発達障害児の自立を応援する放課後ディサービスの新規開拓事業

栃木県 たしま鍼灸接骨院 － 新たな自費メニュー冷え症治療「からだぽかぽか健康法」の導入

栃木県 合資会社丹波屋 5060003001191 ２カ国語対応パンフレットの作成及び座敷用椅子・テーブルの購入

栃木県 里山エネルギー株式会社 7060001024358 再生可能エネルギーを活用した環境及び防災・減災対策商品販促事業

栃木県 株式会社丸商 7060001007222 個人客向けＷｅｂサイト構築と会計ソフトで経理業務の効率化

栃木県 有限会社アンサー 4060002016984 真岡産米『虹心』ショッピングサイトでの販売による売上向上

栃木県 有限会社パンデスマイル 2060002019279 人気商品の更なる改良とファサード改善による店舗魅力度向上計画

栃木県 フラワーショップ　アンシャンテ － プロジェクションマッピングとライブホームージのＰＲ大作戦！

栃木県 からあげ鳥富 － メニュー拡充と手配りチラシ・ホームページ開設による認知度向上

栃木県 株式会社エグジスト 1060001006907 美容室があなたのもとに！「お出かけ美容室」の展開

栃木県 株式会社ビューアーツ 1060001010009 髪のお悩み解決メニューの新規作成と高齢者向けメニューの展開

栃木県 合同会社ペットフレンド 2060003002275 当店オリジナル「ペットホテル・シッター」の宣伝による販路開拓

栃木県 有限会社ひろと 2060002018958 地域みんなで使う、くるま屋さんのＤ．Ｉ．Ｙスクールの開設

群馬県 ナガイ機材工業株式会社 8070001007880 カタログ及びホームページ作成による自社製品の訴求と販路開拓

群馬県 株式会社ジェイ・エム・エー高崎 3070001007126 法人仲人事業の立ち上げによる販路拡大戦略

群馬県 合同会社日本ボーデン研究所 5070003002420 誰でも、簡便に使用できる土壌養分濃度測定システムの製造と販売

群馬県 株式会社希望 3070001032586 真空包装機で中食売上アップ！いつでも「おふくろの味」を

群馬県 有限会社エース木型 3070002008932 ＩＴを活用した３Ｄ木型の開発による新規顧客開拓

群馬県 北関東通信株式会社 7070001030553 新業態「セルフホワイトニング」のＰＲによる販路開拓事業

群馬県 中川屋 － 福祉施設への出張販売により、売上増加と顧客満足の向上を図る

群馬県 からか整骨院 － 県内初の高濃度炭酸ミストを用いた「炭酸整体」の集客及び地域の波及

群馬県 そば処うちだ －
新店舗オープンでのチラシ配布及び玄そば脱皮機導入で小ロット産地の限
定販売

群馬県 株式会社アニバーサリープレゼント 8070001011180 顧客獲得の為のスマートフォンに対応したホームページの作成

群馬県 ラ・ファミーリア － ワインセラーの購入による宴会需要の確保

群馬県 伊万里庵珈琲 － スペシャルティ珈琲ネット通販・新規顧客開拓ＳＮＳ広告

群馬県 美容室シャイン － ＳＮＳやスマホアプリを利用した集客情報の配信事業の展開

群馬県 株式会社小笠原 5070001006340 店舗コンセプトの訴求によるコミュニティストアとしての価値向上

群馬県 プティ　ポンム － 日本の食材の良さを外国人に知ってもらう「外国人に向けた販路拡大」

群馬県 一食入魂食堂分けかぶら屋ｉＳｕｕ － 安心・安全な高付加価値商品の提供による新規客獲得事業

群馬県 ユアサ園芸 － 店内外環境改善による新規顧客増加するための販路開拓事業

群馬県 株式会社有花園 6070001008666 法人向け「花贈りカタログ」作成と営業形態の構築

群馬県 リラクゼーション・整体　あおぞら施療室 － Ｗｅｂを活用した新規顧客の開拓

群馬県 ＡＶＡＮ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＴＵＤＩＯ － 潜在顧客に対するマスメディア活用による新規顧客獲得事業

群馬県 はるカレー － “真空パック”商品の展開による新規顧客獲得

群馬県 有限会社ウインズプランニングｉｎｃ 9070002008357 オゾン皮膚洗浄装置を活用したペット業界へのラテスパペット参入
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群馬県 八百屋つばくろ － 有機野菜・自然栽培野菜の価値アップ広告

群馬県 まちのくまさん － パロディーケーキの催事販売と通信販売による新規顧客獲得策

群馬県 株式会社フードビート 8070001029768 アグリツーリズムと連携したキッチンスタジオ拠点の整備事業

群馬県 有限会社モギ 4070002012396 オンラインショップのリニューアル

群馬県 株式会社ＭＡＴＣＨ 2070001031044 新教室開校に伴う新規入塾者獲得の為の宣伝強化

群馬県 三村工業株式会社 7070001008517 戸建住宅部門の確立により、売上増加と利益確保の安定化を図る

群馬県 株式会社スターキャリア 8070001010414 ＵＩターン専用サイトの新規導入によるサービス利用者増加

群馬県 株式会社駐車場をさがせ 9070001018547 看板刷新によるＰＲ力向上により利用者増、新規駐車場開発促進策

群馬県 株式会社速水 4070001008098 手芸用正絹縮緬生地の販路拡大　卸売から小売への第一歩

群馬県 株式会社ナリヒラ 2070001007936 ナリヒラスーパーアミノによる一般消費者向けナリヒラ農法の普及

群馬県 リストランテ・パティスリーシムラ － 「高級素材」を使用したケータリングによる新たなファンづくり

群馬県 マタニティ＆ママ整体陽だまり － 妊娠中の身体ケアのＰＲと各地域での産前産後ケアの環境充実

群馬県 Ｄｅｎｔａｌ　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｙ － 日本歯科技工の台湾への輸出

群馬県 株式会社メディア・バンク 1070001008571 不動産・レジャー施設を狙った次世代映像ウェブコンテンツの提供

群馬県 福ベーグル株式会社 4070001030829 多店舗展開に向けた「福ベーグル」のブランディング事業

群馬県 有限会社佐野自動車 2070002010105 新規顧客獲得のための大型リフト導入等事業

群馬県 株式会社プラスエヌ 4070001032429 情報管理と衛生管理を徹底し展開する訪問看護リハビリテーション

群馬県 焼き菓子の店ＳＯ － 手作りグラノーラ等の販路拡大に向けた量産体制の強化

群馬県 有限会社中村染工場 8070002011329 スマートフォン対応のネットショップによる注染手ぬぐいの拡販

群馬県 合同会社高崎バレエスタヂオ 1070003002473 男子生徒をターゲットにした新分野開拓と売上増加

群馬県 今井だるま店 － 製品訴求力アップの為の広告媒体及び展示方法のリニューアル

群馬県 ＡＲＩＧＡＴＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 7070001025883 吹き付けによる塗装工程の内製化のための、塗装ブースの増設事業

群馬県 松岡公認会計士事務所 － ＨＰ拡充及び新業務を導入した事務所の差別化による売上増加

群馬県 ＢＩＳＴＲＯ　ＫＮＯＣＫＳ － 高級ノベルティと顧客管理システムによるブランディング事業

群馬県 株式会社キャリアップ 5070001028987 育児中女性や取引先への託児所開設に伴う広報宣伝事業

群馬県 有限会社ピーオーアイ小池 3070002002002 家事代行サービスにおける各種広告施策からの顧客開拓

群馬県 有限会社ビー・コマース 1070002007390 無線通信式電動アオリ開閉補助装置による販路開拓

群馬県 パパサンドの店Ｈａｔｏｐｏ － 目立つ看板と、日除け雨よけにもなるテント設置で新規顧客の開拓

群馬県 ＳｗｅｅｔｓＳｈｏｐＹＯＳＨＩＤＡ － ふるさと前橋銘菓を目指す「みやまぶっせ」の季節商品開発と展開

群馬県 訪問保育アイルビー － 法人・団体向けの出張託児事業で販路拡大

群馬県 株式会社深沢組 3070001002746 地域高齢者向けバリアフリー住宅の販路拡大

群馬県 株式会社ナッティ 7070001032137 言語聴覚士による言語指導療育を強化した放課後等デイサービス

群馬県 ｍａｒｓｈｍａｌｌｏｗ　ｈｅａｄ　ｐａｒｔｙ － 国内ブランド子供服コーナーと子供が遊べるキッズスペース設置

群馬県 Ｐ’ＮＯＸ　ｂｏｌｔｅ － 美顔専用サロンルームの整備に伴う機械設備の購入

群馬県 有限会社アール・イー・ビー 2070002000130 パソコン用サイトとスマホ用サイトの一体化による新規顧客の獲得

群馬県 有限会社バーバーヒグチ 4070002004212 新規顧客獲得、単価アップ、新メニューのための、機材変更。

群馬県 マチダ塗装工業 － 新規顧客獲得のためのカラーシミュレーションソフトの導入

群馬県 株式会社リスタ 4070001030853 日本初中国資材活用低コストフェンロ型ハウスの施工拡販

群馬県 株式会社ふたば 9070001028042 美容・健康事業への新規顧客獲得のためのＨＰ・アプリ作成事業
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群馬県 有限会社シンク 3070002002522 新規顧客獲得のための「ぐんまリビングフェア２０１７」出展事業

群馬県 有限会社ＫＯＩＫＥ 1070002002012 移転に伴う新工場の周知の為の大型看板の設置

群馬県 ひつじ社会福祉士事務所 － ＤＭ用パンフレットの作成及びホームページのリニューアル事業

群馬県 株式会社さぼてんきっず 4070001031587 放課後等デイサービスの見込み利用者・潜在利用者への広報事業

群馬県 株式会社花助 2070001026291 新規海外顧客獲得ための顧客管理システムの導入とサイト構築

群馬県 株式会社ＩＷＧ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 4070001024459 営業ツールの開発によるコンサート／イベント設営事業の販路開拓

群馬県 有限会社あさくら 5070002022502 「現場女子」向け作業服のネット販売による販路拡大事業

群馬県 株式会社ＨＮＳ 8070001031113 太陽光発電機修理と一般住宅用蓄電池の販売拡大事業

群馬県 有限会社坂口塗装工業 5070002025760 高機能性塗料を活用した工場及び一般住宅塗装の直接受注開拓事業

群馬県 大橋メリヤス － 若者向け商品の販売と企業信頼度向上を目的としたＨＰ刷新事業

群馬県 ｃｏｍ＋ｐｏｓｉｔｉｏｎ － 職人の技で創り上げるオリジナル帽子ブランドの販路開拓事業

群馬県 株式会社上州生わさび本舗 3070001016135 新たな栽培方法を活用した自社栽培生わさびの販路拡大事業

群馬県 合同会社Ａｒｍｏｎｉａ 8070003002731 髪を失った女性のための医療用バンダナの販路開拓事業

群馬県 Ｃａｆｅラルゴ － 子育て世代をターゲットにした習い事教室とカフェの融合事業

群馬県 株式会社ソノダオートサービス 7070001017311 高粗利売上向上のためのホームページ作成・看板作成

群馬県 味一念哲人 － 新規顧客獲得のための店舗内改装事業

群馬県 Ｍ’ｓ　ｐａｌｅｔｔｅ － 法人向け業務の販路拡大の為のホームページリニューアル事業

群馬県 株式会社にしはら 5070001016397 包装紙の付加価値創造とパンフレット作成配布による顧客創造

群馬県 佐藤眼鏡店 － 店舗周知による顧客創造とホームページ開設による強みの見える化

群馬県 星野智昭 － 上毛かるたせんべいの事業拡大によるライティング業務創出

群馬県 Ｓｗｅｅｔｓ　Ｂａｃｃｈｕｓ － 業務用冷凍庫の導入による効率的生産への移行で売上拡大を図る

群馬県 ＰＲＩＲＥＴ － アウトドア用「山ストール」の販売チャネル強化事業

群馬県 村田刺繍所 － 特殊刺繍技術を用いたオリジナルストールの販路開拓事業

群馬県 イタリア料理ＲＯＫＡ － 新規顧客率アップのための看板リニューアル

群馬県 有限会社グローバルスタンダード 1070002022687 介護予防器具の開発及び新規顧客開拓のための広告費

群馬県 アート工房シー・エスエス株式会社 2070001017340 特許構造によるレインボーメーカーの米国販路開拓と直売チャネル構築事業

群馬県 伊田繊維株式会社 3070001015608 動画広告を使った“作務衣”・“甚平”のプロモーション事業

群馬県 株式会社ポテンシャル 2030001087775 高価格の新品・中古スノーボードの販路開拓事業

群馬県 内田経理事務所 － 事務所サービス３本柱の宣伝、顧客開拓、事務所の認知度向上

群馬県 桐生看板 － ＬＥＤ看板に特化した企業イメージ確立による販路開拓

群馬県 合資会社クィーン堂シューズ 4070003001035 新規顧客獲得・商品販売の為の販売促進活動

群馬県 株式会社クレイドＫＣＤ 4070001030993 着物生地を使用した外国人向けパーティドレスの試作品開発事業

群馬県 村田捺染加工有限会社 2070002024922 伝統工芸とのコラボによる新分野でのシルク製品の需要開拓

群馬県 有限会社サンクス 1070002023537 ホームページ・チラシによる新サービス周知及び新規顧客獲得

群馬県 木のおもちゃと手仕事屋かばんねこ － 女性と地域により役立つためのリフォーム・販路開拓事業

群馬県 有限会社プラスツーリズム 8070002025683 コミュニケーションシステムと店頭モニターによる顧客獲得

群馬県 とうふ工房　味　華 － 豆腐商品類のパッケージ刷新と高級スーパー等への新規販路開拓

群馬県 須裁株式会社 2070001016169 需要が高まる１６０ｃｍ幅・衣類用ジャガード織物生地の生産開始

群馬県 桐生ゆかた － 広幅生地専用の裁断台を導入することによる大ロット注文への対応
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群馬県 イヅハラ産業株式会社 2070001016978 特許技術を活用して開発した新製品（小物類）の事業化と販路開拓

群馬県 株式会社ここはな 5070001024342 「入居者サービス」の拡充と新しい「大家サービス」の提供開始

群馬県 株式会社コーセンドー 9070001022136 ＶＲ技術と紙媒体の印刷物の融合による販路開拓事業

群馬県 純手打ちうどんそば丸木屋 － 安全性の高い川魚料理と新鮮なわさびの提供と店舗リフォーム

群馬県 有限会社ディー・ビー・トータルプラン 5011102008462 アマゾンでのキンドル本（電子書籍）の出版をテコにした売上増の達成

群馬県 株式会社アイコ 9070001032795 日本酒の越境ＥＣ販売、及び海外での「日本酒フェア」の開催

群馬県 ＤｅｅＤｅｅ － スマホ対応ＷＥＢ構築と広告による集客強力化事業

群馬県 美容室　ぽけっと － 新規顧客開拓に向けた新規サービス導入による店舗改装

群馬県 株式会社佐藤塗装 8070001024959 顧客管理の徹底でお客様に高い信頼と高品質のサービスを提供

群馬県 ヘアサロンＹＡＭＡＤＡ － 『水素水で美容と健康ゲット！水素水健やか会員による販路開拓』

群馬県 株式会社大日方精密工業 3070001017281 Ｗｅｂで当社の強みを発信！ホームページの多言語化で販路拡大

群馬県 株式会社マウンテンディアー 1070001027019 自社ブランド連携強化の為の店舗名変更に伴う販路開拓と広報事業

群馬県 株式会社オーケーナイン 2070001018875 ホームページ・看板のリニューアルによる、新規顧客の獲得

群馬県 森の木珈琲 － チラシ・パンフレット作製配布、看板設置、雑誌広告によるＰＲ活動

群馬県 市川建設株式会社 5070001018716 市川フェスティバル＆セミナー「相談会・屋台・木工教室の開催」

群馬県 おもひで横丁なつかし屋 － バリアフリー化・デリバリーの強化・お祭りなどの出店

群馬県 ＬＵＮＣＨ　ＭＡＲＫＥＴ株式会社 3070001030045 地域性を活かしたメニューで、県外からの顧客獲得目指すＨＰ作成

群馬県 株式会社坂井養蜂場 2070001023578 若年層向けハニーナッツの開発・販路拡大事業

群馬県 割烹　竹乃花 － 高座椅子導入による高齢者及び新規顧客の獲得

群馬県 株式会社ビーンズハウス 2070001011839 若年層に向けたＨＰやＳＮＳ等を活用した住宅見学会への誘致活動

群馬県 有限会社あさや呉服店 8070002015949 前結び着付け教室の開講による新規顧客の獲得

群馬県 有限会社ソルチ 6070002026469 有機農作物を栽培できる土の販売・販路開拓

群馬県 ＲＡＩ７２株式会社 1070001031318 バイオマスの導入効果を最大化する熱需要予測システムＰＲ事業

群馬県 有限会社あぜがみシール印刷 8070002017160 積極経営の手助けに！「スルーリー？」で問題解決！

埼玉県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ダ・アチラン － ３０分続く余韻。エスプレッソはナポリ流が入門編。

埼玉県 ｙｕｆｒａ － 産前産後ママ応援講座のシリーズ化、および事業告知ＨＰの作成

埼玉県 ＣａｆｅＶｉｎｏ － 一般顧客・観光客の効率的な集客および快適空間の提供

埼玉県
株式会社ビー・エル・アーキテクトデザイ
ン

6030001096401 合同展示会出展によるＮＡＯＴＯＳＡＴＯＨのブランド訴求事業

埼玉県 だるま堂治療院 － ポスティングによる認知度の向上と温熱器による差別化

埼玉県 ＢｕｒｇｅｒＣａｆｅ　ｈｏｎｏｈｏｎｏ － ハード整備によるＳＮＳのクチコミを活用した顧客開拓事業

埼玉県 株式会社ヴィロード 7030001113659 オリジナル帽子の台湾展開と新商品開発による販路拡大

埼玉県 小江戸茶屋 － 「古井戸のある風景」の演出による、新たな顧客開拓事業

埼玉県 Ｄ＆Ｙ － 「語学留学事業」の本格始動に伴う広告・広報活動

埼玉県 悠幸保険 － 安全運転ロードマップＤＶＤ作成・安全運転講習会の事業

埼玉県 エツコフラワー － フラワーデザイン教室・ホームページを核とした新たな顧客層開拓

埼玉県 株式会社シーテージャパン 2030001105917 販売チャンネル拡大による利益率の高い一般顧客の新規開拓

埼玉県 やすはら鍼灸院 － 更年期世代の女性を対象とした鍼灸院の認知度向上と来院数増加

埼玉県 株式会社ｓｏｔｔｏ 5030001059425 電動式オーニング設置により顧客満足度向上、サービス改善へ

埼玉県 杢和（ｋｉｗａ）工房 － 工房内に家具修理室と接客室を増設しＢｔｏＣへと販路を広げる
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埼玉県 かすみ法務事務所 － 中国人向け情報提供・生活支援の中国語サイトによる販路開拓

埼玉県 ウェルネスプロジェクト株式会社 9030001059512 ＨＰの刷新と新規客、再来店増加のためのＤＭ販促

埼玉県 株式会社岡田本店 6030001054441 自社オリジナル商品の置き畳「おひるね畳」を和室の無い方へ販売

埼玉県 ＫＩＹＯＴＳＵＮＥ － 何歳（いくつ）になっても「オシャレ＆清潔」提供事業

埼玉県 スマートハート － シニアカー（福祉車両）出張サポートで高齢者をサポート

埼玉県 株式会社塗装のミドリヤ 2030001076357 埼玉県下で地域一番店の外壁塗装屋となるためのマーケティング

埼玉県 クェスタ株式会社 1010701026077 海外展開の為の英語のホームページの作成・海外ニーズ調査

埼玉県 エステサロンＦＤ － ４０代女性のニーズに応える、脱毛での新規顧客獲得事業

埼玉県 ディボーネクラフト株式会社 1030001106643 新商品開発とイベントや臨時出店時でのＰＲによる販路開拓

埼玉県 ききます？エステ － 美容おうちサロン起業のための新しい支援サービスの提供

埼玉県 株式会社モデルトレインプラス 8030001110622 多言語対応ＥＣサイト構築、オリジナル商品の開発

埼玉県 株式会社コンフォート 1030001082067 予約経路拡大によるメディカルエステ新規顧客獲得の取り組み

埼玉県 あらうや － ホームページの再構築によるＷＥＢ集客の強化

埼玉県 Ｋｅｓｈｉカイロプラクティック － 顎関節施術の周知による来院数およびリピーター増加の取り組み

埼玉県 有限会社大海工芸 4030002101079 木のぬくもりを感じる木製自社製品の開発とＰＲ強化

埼玉県 株式会社ヒロコーポレーション 5030001080554 既存顧客からの利益最大化

埼玉県 ヘアーサロン　ダンディ － 女性客への認知度向上とサービス品質向上による新規顧客の拡大

埼玉県 隆成金属株式会社 1030001081812 銅建材の普及を目指す「銅」を表現したＨＰ作成・ＤＭ送付事業

埼玉県 中華そば葵 － 冷凍らーめんの開発・通信販売事業での販路開拓

埼玉県 ヒューマンアップ － 離職予防研修、コンサルティングサービスについての販促活動

埼玉県 株式会社おもちゃのこまーむ 8030001114284 横切り加工機の導入による高精度積み木の開発と自社製造

埼玉県 ＧＲＥＥＮＭＯＮＧＥＲ － 「犬と庭」を打ち出したエンドユーザーからの受注獲得事業

埼玉県 株式会社クジライ 3030001087592 スプリンクラー設置工事への参入による新規顧客の開拓

埼玉県 大戸工業株式会社 6030001084521
リフォームの新規顧客取込みの為の、チラシ・タウン誌掲載・ホームページ作
成

埼玉県 有限会社タカキュー 9030002113672 インターネット広告による買取の強化及び直接買取からの収益増加

埼玉県 ドッグサロンＣｈａｎｔｉｌｌｅ － 熊谷発　介護ペットサポート事業のための広報活動と店舗改装

埼玉県 株式会社炭道楽 7030001088389 百貨店での対面販売からインターネット直販への販売促進強化

埼玉県 株式会社Ｓｍｉｌｅ＆Ｂｏｄｙ　Ｄｅｓｉｇｎ 2030001113028 食の面から予防医療を実現する「２８Ｃａｆｅ」の集客促進活動

埼玉県 株式会社キョーリク 4030001088524 ・近隣商圏２ｋｍ絞った、新しいカタチのブランドを訴求する折込広告作戦

埼玉県 ｎｏｉｂｌｏｏｍ（ノイブルーム） － １０周年記念に向けた店舗改装による顧客満足度向上と販路開拓

埼玉県 漫画文庫（東大宮店） － 女性高齢者顧客をターゲットにした商品・サービス・施設対応

埼玉県 有限会社キューブ 2030002020917 展示会出展計画（販路拡大・商品拡販・顧客獲得）

埼玉県 有限会社日の出精機製作所 1030002021619 機械加工メーカーで構築するネットワークで既存・新規市場の開拓

埼玉県 株式会社ビップトップ 8030001007125 オリジナルワーク用品シリーズ「ＨＩＴＳ２４」のブランド構築事業

埼玉県 行政書士まつのお法務事務所 － 「介護人材の不足及び高齢者の不安」を解消し、新顧客基盤を確立

埼玉県 有限会社ダンテプロゲット 7030002004213 常温商品チーズケーキラスクの製造能力アップによる外販売上増

埼玉県 チャージアップ － 【生きる力・ラボ】設立・販路開拓

埼玉県 株式会社小澤介護サービス 8030001110366 施設入居のお年寄りの「外出・外泊」が、あたり前の社会に！

埼玉県 リンクサーキット株式会社 4030001011725 ＩｏＴ市場新規参入のための広告宣伝事業
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埼玉県 たましま設計施工社 － 安定受注確保、サービスの認知度向上の実現

埼玉県 下着屋クローブ － 乳がん経験者による、乳がん経験者のための、お店の宣伝事業

埼玉県 ヘアーショップハッチ － 店舗改装につき、商圏拡大と女性用専用個室でお顔そりのＰＲ

埼玉県 アーシャリーナ － オリジナルシャンプー・リンスの配布による販路開拓・販売促進

埼玉県 株式会社ＭＳＰ 7030001115044 出張型自動車簡易点検サービス事業

埼玉県 株式会社荒井建築舎 5030001093432 ライフスタイル提案型建売住宅の販路開拓

埼玉県 株式会社大成精密 8030002008519 ＨＰリニューアルによる高難易度試作と高精度歯車量産の受注拡大

埼玉県 手編みサロンあみ～ちぇ － 手先の不自由な人も使えるユニバーサルかぎ針の認知度向上事業

埼玉県 有限会社常磐スクリーンプロセス 7030002009781 ＣＲＭ（顧客関連マネジメント）を徹底した、顧客創造ＨＰの実現

埼玉県 Ｒｅｌａｘ’Ｃｒｅａｔｉｏｎ　ｐｒｏｊｅｃｔ株式会社 4030001072833 乳幼児の福祉・教育施設を対象とした映像コンテンツの開発

埼玉県 合同会社つくりえ 2030003007005 ホームページのリニューアル・多言語化による海外市場への進出

埼玉県 株式会社百華人形の野村 4030001019693 木目込み人形店の提案する西陣織金襴を使ったインテリア事業

埼玉県
有限会社ＢＵＲＩ理容・美容事務所ヘアメ
イク　Ｂｒｅｅｚｅ

6030002042890 最新の機械導入と外装の変更により、新規顧客とリピーターの獲得

埼玉県 株式会社Ｇｏ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6030001114583 「極からあげ」のテイクアウトの拡充

埼玉県 ＬｉＭｉＣ　ｓｏｕｎｄ　ｃｒｅａｔｅ － ＨＰリニューアルとコンサルタント導入による顧客獲得と販路開拓

埼玉県 有限会社新忠木材 8030002006456 老舗材木店のホームページを活用した業務効率化と集客力強化

埼玉県 株式会社銀虎 8030001017181 和室作りの提案能力向上のための縁無し畳内製化事業

埼玉県 プラナサービス － 小児障がいマッサージの販路開拓に向けた新規ホームページの開設

埼玉県 有限会社ぐっとリフォーム 8030002016604 「専門家が提案するリフォームで子育て世帯や高齢者に快適な生活を」

埼玉県 スロービューティースタイル － 憧れの女性に変身！新事業「なりきりメイク」の立上げとＰＲ強化

埼玉県 有限会社プラナエンジニアリング 5030002071791 小規模システム装置事業化のため販路開拓と製造体制の構築

埼玉県 福田印刷 － 取説データに映像を埋め込み、ユーザーの理解度アップに貢献する

埼玉県 七福整骨院 － ネット集客戦略の再構築による売上増。そして次のステップへ！

埼玉県 有限会社浜寿司 4030002010809 パンフレット・ショップカード・ホームページによる新規顧客開拓

埼玉県 ＢＩＮＧＯ特許事務所 － 特許の価値と取り方を特許初心者に伝える情報提供ツールの制作

埼玉県 クレソン株式会社 2030001115321 訪日外国人を対象とした体験ツアーの実績作りと知名度向上

埼玉県 有限会社青柳時計店 4030002000140 補聴器の新規販路と顧客開拓及び、補聴器普及のための活動

埼玉県 ライフキャリア・シナジーＬａｂ － ソーシャルプラットフォーム「共働き未来大学（仮称）」の開発

埼玉県 株式会社でんでん 3030001101436 他にはない冷凍健康餃子の開発とパッケージ化による販路の拡大

埼玉県 有限会社上総屋 5030002003613 新規顧客開拓のためのホームページ制作とネット販売の構築

埼玉県
Belgian Beer Bar BARBEE’S(ベルジャン
ビアバー バービーズ)

－ 飲食と酒販の相互連携・新メニュー開発等による店舗魅力向上計画

埼玉県 マルカミ藤倉株式会社 1030001010845 デザイン＆ギフトラッピングセンターでお客様の心をガッチリ！

埼玉県
株式会社スプリングス（はんこ広場浦和
店）

8030001017446 チラシ新聞折込による年末商戦の最大化

埼玉県 ジェー・ビィー・エス － ノーマンⅢの販路拡大を実現するための商業ツールの充実化

埼玉県 二八そばと名古屋めし愛知家 － 健康に配慮した家庭で囲む宅配「和食オードブル」の開発

埼玉県 有限会社メーコー精機 9030002013591 ３０～５０歳代をターゲットとしたＨＰ改変による売り上げ向上計画

埼玉県
株式会社ジャパニーズ　インディアン
サービスズ

7030001105185 針差し事故を防止する注射筒（シリンジ）の製造販売

埼玉県 株式会社ウィザード 1030001016669 ロボット・プログラミング教室運営を通してのキャリア教育の実践

埼玉県 Ｂａｇｅｌ　Ｌａｐｉｎ － 廃棄を更なる増収につなげる開発と販路開拓
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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 司法書士法人春日部市民法務事務所 1030005017762 さいたま市内の個人を対象とした後見事件新規受託獲得事業

埼玉県 和菓子司　あたらし － 我が子（饅頭と最中）を愛される子に＆冷凍庫で拓く可能性に挑戦

埼玉県 有限会社井桁屋 9030002019201 さいたま市ＲＰＧ　ローカルディア・クロニクルの英語版作成

埼玉県 シゴトラボ合同会社 2030003003706 販売促進に向けたスマホ・タブレット対応のホームページリニューアル事業

埼玉県 株式会社岬 7030001091624 濃厚！魚介ラーメンの開発と夜営業来店増加に向けた取り組み

埼玉県 すしやの家族 － 外国人及び高齢者が利用しやすい環境整備による販路の拡大

埼玉県 たかだ養蜂 － 新たな蜂蜜の開発による品質の安定化と販路開拓への挑戦

埼玉県 ロイヤルキッズクラブ － 事業転換！パノラマツアー撮影登録サポートビジネスへの挑戦

埼玉県 まんてん － 新規販売先における商品の開発とＩＴを活用した通信販売事業

埼玉県 シンソー － ＩＴを活用したＰＲ強化と内製化の為の設備導入による受注アップ

埼玉県 株式会社丸山工務店 7030001090948 地域内初リフォームショールーム事業のＰＲ浸透のための活動強化

埼玉県 有限会社ウッドルーフ 6030002122750 モバイル対応ＨＰの開設による情報発信強化と業務プロセス改善

埼玉県 Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｎｏ － 安定収益確保につなげるための販売促進事業

埼玉県 アートステージ株式会社 5030001091535 スマホ版併設Ｗｅｂサイトによる新規顧客開拓システムの構築

埼玉県 株式会社ｓｕｍｉ－ｋａ 1030001102808 セルフサービス型コミュニティカフェの展開

埼玉県 株式会社ワン・ユー 2030001091604 ちちぶ光のブランディングと関係性マーケティングによる売上拡大

埼玉県 こいずみ － 秩父市イメージキャラクターを活用した新商品開発と販売促進活動

埼玉県 みそぽてと本舗有限会社 8030002121593 販売チャネルの転換！インストア・マーチャンダイジング戦略

埼玉県 エム・キュービルダー － 高齢者対応エクステリア事業の展開

埼玉県 有限会社向町紙工 7030002118252 地元のハンドメイド作家さんの箱づくりを応援する事業

埼玉県 有限会社ペペタス 5030002117933 初心者向けギターレッスン動画配信事業

埼玉県 山本食品店 － 観光客を主に漬物工程の見学・体験を実施し、新規顧客獲得

埼玉県 株式会社ＡＸＥＬ 4030001107358 タイヤ保管サービス＆顧客管理で売上拡大事業

埼玉県 ゴールド化成有限会社 4030002117752 いままでにない花留めの装飾小物の開発による、自社商品展開事業

埼玉県 味鮮厨房　いっぽ － ・宅配食事事業による販路開拓とお客様ニーズ対応アップへの取組み

埼玉県 有限会社ミヨシ 8030002118227 三世代の家族で楽しめる洋食屋にする事業

埼玉県 有限会社サカタ 1030002117771 手軽にレンタルで補聴器事業

埼玉県 株式会社ＡＫ商事 5030001087830 多彩なイルミネーション実現、スポットライティングシステム事業

埼玉県 割烹　魚豊 － 認知度アップ＆居心地アップ事業～時代を見据えた法事客の獲得～

埼玉県 株式会社はせがわ農園 7030001089247 米粉・大豆粉を使った焼菓子ギフトの販売

埼玉県 リアン音楽事務所 － 小学校向け視覚聴覚に訴えかける楽しい芸術鑑賞会事業

埼玉県 和菓子司　花扇 － ラグビーワールドカップ２０１９に向け量販体制ヘトライ

埼玉県 株式会社ライフスタイル 2030001088625 若者の集まりやすい看板作成とＳＮＳによるＰＲで新規顧客増販

埼玉県 株式会社サンセイ 7030001061577 ホームページリニューアルによるリフォーム事業の販路拡大

埼玉県 こまつや － 店頭告知物の充実による販路開拓事業

埼玉県 ＦＡＭＩＬＹＨＡＩＲＳＡＬＯＮいしばし － リラックス空間で４０歳からの働く女性を応援するヘアケア事業

埼玉県 ＡＬＬ　ＭＹ　ＴＥＡ － 攻めるハーブ屋計画！～お客様に一番近いハーブティー店になる～

埼玉県 アトリエＤＥＭＥＴＡＮ － 新商品開発とそれに伴う商品ＰＲカタログ作成

埼玉県 福島接骨院 － 美容効果と社会的ストレス軽減対策のためのサービス提供
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平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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埼玉県 クリーニングショップみやび － 衣類のリペアとクリーニングとの相乗効果で顧客増加と販路拡大

埼玉県 株式会社本庄プロパン 1030001117203 ＰＲ活動と戸別訪問強化による潜在的需要の掘り起こし戦略

埼玉県 ｃｏｔｔｏｎ － 大きくなったキッチンを活用した新商品のサービス提供による獲得事業

埼玉県 Ｂｌｉｓｓ　Ｎａｉｌ　Ａｄｄｉｃｔ － 爪を健康へと導くケアと、安全性を重視した地域密着型ネイルサロン事業

埼玉県 だいまさ － チャック付スタンドパックの作成＆チラシによる販路拡大

埼玉県
ナチュラル・ボディ・デザイン・スタジオ・
プーナナ

－ メンズエステ実行集客アップ＆おもてなし計画

埼玉県 ヒドリ食堂 － 世界のお酒が楽しめる「夜のヒドリ食堂」の展開

埼玉県 深谷パソコン教室・サポート　まならく － 小学生２０２０年プログラミング必修化に向けた生徒の獲得

埼玉県 床屋ＭＯＲＩＴＡ － 車椅子のお客様も大歓迎！店舗入口をバリアフリー化！

埼玉県 株式会社小暮不動産 6030001086303 地域不動産ポータルサイトの開設

埼玉県 美容室　ラフラフ － 「アルテマ」を使用したデジタルパーマ導入で販路拡大売上げＵＰ

埼玉県 ａｍａｉｒｏ － オリジナルギフト包装で販路開拓！ギフト強化事業！！

埼玉県 横田輪店 － アシスト自転車の乗り換え・新規顧客を獲得するための販促チラシ作成

埼玉県 彩北機器株式会社 2030001092511 メンテナンス終了・稼働不能なビンテージ設備修理と人材獲得事業

埼玉県 有限会社白トンボ 1030002116815 若い世代向けのモバイル対応ホームページ作成での新規獲得事業

埼玉県 株式会社ケントアイ 1030001086282
高校別進学補習ＷＥＢ授業導入と隣接支持地区へ高等部に特化した新規教
室の開校

埼玉県 合資会社浜岡屋商店 2030003004704 真・深谷名物“深谷ねぎ入り餅”の販売による販路拡大

埼玉県 株式会社東和瓦建材 7030001086475 廃瓦チップ・パウダーの事業化に向けた新規販路開拓事業

埼玉県 有限会社デジタルプランニング 3030002032928 シニアが楽しむデジタル～プロ並み映像で生き生きライフ創出

埼玉県 ところの森整骨院 － 新・自費メニューの導入と無料お試しキャンペーンによる集客

埼玉県 株式会社リフレケア 5030001028074 「シルバー世代専用整体コース」で長生き・健康・寝たきり予防！

埼玉県 ＣＬＡＳＳＩＣＳ／クラシックス － 看板・日よけ幕設置、ＳＥＯによる４０～６０代の新規客獲得戦略

埼玉県 あさの鍼灸院 － 美容鍼導入による差別化とブランド力の向上

埼玉県 パティスリーモアオシィ － フードプリンター購入によるオリジナルオーダーケーキで販路拡大

埼玉県 ベビーランド保育室 － 電解水による安心・安全な保育・食材提供と障がい児の受の入れ

埼玉県 きものドクターＹＯＳＨＩＴＯ － 「裄（ゆき）」仕立替えキャンペーンで所沢周辺の新規客獲得

埼玉県 株式会社なかざと 7030001098371 生豆の自家焙煎と、ハンドドリップ珈琲体験教室の開催による集客

埼玉県 カナメカ株式会社 7030001110771 入手困難な海外ブランドのベアリング販売を提案する集客強化事業

埼玉県 ｃａｍｏｎｄｅ － 日本の伝統技法を使ったメイドインジャパンの革製品の販路拡大

埼玉県 株式会社鶴瀬製作所 2030001106386 取引先拡大のためのパンフレットの制作とホームページの開設

埼玉県 日本大千貿易株式会社 2030001024753 自社Ｗｅｂサイト構築による稲わらの調達・供給情報の発信

埼玉県 株式会社Ｓｔａｎｄｕｐ 2030001034422 ＮＯ交換、リサイクル部品推進で鈑金整備の生涯顧客作り

埼玉県 有限会社みやび設計 5030002031374 情報発信の強化と、より精度の高い建物診断を実施し信頼性を向上

埼玉県 株式会社ささき商事 2030001075128 より快適に麻雀を楽しめるオリジナル高級麻雀椅子の販売促進

埼玉県 ティアラ － おしゃれを楽しむシニア層向け女性への送迎サービス・物販の拡販

埼玉県 有限会社おしゃれの部屋 7030002025770 スマートフォン対応と安心安全な店舗作りで認知度向上と顧客開拓

埼玉県 自然派ごはんＴｅｒｕ　ｃａｆｅ － オペレーション改善によるテイクアウト強化による販売促進事業

埼玉県 有限会社茶の市川わらび園 9030002026858 ２０代－５０代の新たな顧客獲得に向けた茶のギフト販売事業

埼玉県 武蔵義塾 － スマートフォン対応と看板改修による認知度向上計画及び拡販計画
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埼玉県 株式会社マスヤ 6030001021210 新規路面店の知名度アップと来店動機付け、顧客育成ツールの導入

埼玉県 粥膳かやと － こだわりのお粥コース膳をベースにした法事メニューの宣伝広告

埼玉県 ハローズ － 低価格高品質カット専門店の魅力発信事業

埼玉県 オフィスタケウチ － 体験型謎解きウォークラリーポータルサイト作成等による販路拡大

埼玉県 ｃｏｍａｒｉ鍼灸院 － 体と心をケアする町の鍼灸院へのリニューアル事業

埼玉県 スポーツショップ　モスト － 野球専門店と認識されやすい看板による新規顧客の獲得

埼玉県 株式会社サイリス 6030001115045 透水性舗装を関東地区に展開に向けた顧客プロモーション強化

埼玉県 バモラジャパン株式会社 2030001090309
スワロフスキーブランドＣａｐａｎａの商品動画の作成・公開による新規顧客獲
得

埼玉県
天然酵母ぱん　ひだまりＣａｆｅ　Ｎｕｋｕ　Ｎ
ｕｋｕ

－ 知名度を上げ実店舗へ来店させるためのブランディング戦略

埼玉県 株式会社　石井ウッド 7030001089305 設備導入による営業拡大のための広報戦略

埼玉県 有限会社武末 1030002119594 飯能河原の借景とウッドデッキ席による付加価値の高い食事の提供

埼玉県 ｍｉｋｉｒｉ　ｌｅａｔｈｅｒ　ｗｏｒｋｓ － 子育て中のママを応援する革かばんの製作・販売

埼玉県 ニワナショナル － 庭専門業者による室内グリーンのケア・サポートサービスの開発

埼玉県 有限会社鳥千 3030002054476 埼玉県の医師の健康を栄養面からサポートする高級弁当事業

埼玉県 有限会社マツエ 8030002054926 高齢者に特化したコンセプトづくりと送迎・出張サービスの開始

埼玉県 有限会社オガワ・ランド・エイジェント 6030002057749 オリジナルブランド猫用品のアジア諸国への販路開拓

埼玉県 株式会社ミヤマビジネス 2030001041716 「創業トータルサポート事業」開始で地域にも貢献！

埼玉県 株式会社イーピーシー 5030001084290 空き時間を活用した貸自習室事業の展開

埼玉県 ＢＬＵＥ　ＭＯＯＮ － ２４時まで営業×完全マンツーマンの便利な美容室の周知徹底

埼玉県 和風料理　田中家 － 本格的な和食を堪能できる掘りごたつのあるお店作り

埼玉県 ＦｏｕｒＤ’ｓ － 上尾市内在宅ワークコミュニティ形成に向けた販路開拓

埼玉県 上尾パン教室プレジール － 糖尿病予防！簡単・美味しい糖質オフのパン・スイーツレッスン

埼玉県 株式会社小野寺建工 1030001044125 新築住宅の受注強化のため、新築住宅に特化した施工実績サイトの構築

埼玉県 合同会社さやま防災 3030003008745 デジタルサイネージ技術を用いた買物・防災システムの販路開拓

埼玉県 ガレージランド － 被牽引車・キャンピングカーに特化したポータルサイト制作・広報

埼玉県 ＡＲＴＹ－ＭＯＭＭＹ － 防衛省官舎での定期清掃の受注および売上安定化への業務改善

埼玉県 株式会社大地コーポレーション 5030001038164 埼玉から空家をなくす！空家の売買・仲介の新規客獲得事業

埼玉県 ＳＴＲＡ株式会社 9010401109513 日本発開発特化型クラウドソーシングサービスのＰＲ

埼玉県 ベストプランナー合同会社 8030003002058 動画・紙媒体の活用とシステム更新によるサンクスターの顧客開拓

埼玉県 株式会社ａｂｉｌｉｇｈｔ 9030001109424 当社の強みを視覚的に訴求し、販促に繋がるホームページの再構築

埼玉県 株式会社富士美容機 4030001116937 新技術サロンの徹底告知と「エステ機器卸」新規事業の販路開拓

埼玉県 株式会社高橋マシンテック 7030001052790 販売サイトの集客・販売力強化

埼玉県 たろう保健整骨院で － ネットとリアルと３本立てで行う、全世代に訴えかける集患活動

埼玉県 福島畳店 － 品質・在庫管理でトレーサビリティの実施　ブランディングによる新規客獲得

埼玉県 ＰＯＬＤＥＲ　ＢＡＧＥＬ － 大通り利用者へ向けた看板設置～店舗促進・新規客獲得事業計画～

埼玉県 有限会社コアプランニング 5030002085949 地域密着型　高齢者・女性向けネットでの新規開業のお手伝い！

埼玉県 カーターテクノロジーズ株式会社 1030001099425 呼吸リハビリ機器の貸出サービスの実施

埼玉県
有限会社ヒューマンアンドコミュニケー
ション

7030002087662 おひとり様時代のおひとり様おせちで新規顧客を引き寄せる大作戦

埼玉県 有限会社相模自動車 5030002086179 アライメントサービス、アルミ溶接技術のアピールによる販路開拓
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埼玉県 シードット株式会社 2030001068577 ＵＳＢメモリーへの情報漏えい防止機能組込プログラム開発事業

埼玉県 麺や雫 － 売上増・新規顧客獲得のための持ち帰り用つけ麺セットの販売

埼玉県 行政書士田中法務事務所 － 少子高齢化時代へ対応した外国人に関する業務特化による販路開拓

埼玉県 株式会社シルクモア研究所 1030001065113 ３０～４０代向け新製品開発による販路拡大

埼玉県 有限会社太助寿し 5030002086971 江戸前寿司屋の季節や行事を感じる新メニューの作成

埼玉県 中華・台湾料理　正香園 － 高齢者と女性に優しいお店づくりで来店頻度向上

埼玉県 株式会社カズマーク 2030001066548 エンドユーザーの顧客化に向けた店舗展開及びホームページ改良

埼玉県 有限会社雅堂 5030002088200 越谷地域生活情報ポータルサイト運営とサポート

埼玉県 株式会社インフォーム 9030001067176 通販商品（鴨ネギピザ等）デリバリ商品の生産による販路開拓

千葉県 株式会社東総コンピューターシステム 3040001061530 タブレットを活用したＩＣＴ×認知症予防高齢者向けの新規事業で販路拡大

千葉県 行政書士あさがお法務事務所 － ５０歳以上の起業家のための設立手数料０円プランのＰＲ事業

千葉県 株式会社ＶＥＲＥＮＡ 9040001097627 「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ」製品の中国における拡販事業

千葉県 株式会社グロープロフィット 2040001004234 Ｗｅｂで簡単に予約できる利便性の高いレンタルスペースの拡販事業

千葉県 株式会社共進補償コンサルタント 3040001001726 新規事業参入による「農業用ドローン販売」のＰＲ事業

千葉県 ｗｏｏｄ凪 － 周辺住民からの受注に向けたＩＴとアナログによる販促展開事業

千葉県 テクノサイエンス株式会社 7040001057062 労働革命！自律神経活動の数値化による疲労評価システムの開発

千葉県 ヘアメイク　アートルージュ － 医療用を中心としたウィッグ（かつら）の販売

千葉県 株式会社シンエイ時計店 1040001011215 既存顧客向けのサービス充実と新規顧客獲得に向けた看板整備

千葉県 ＭｉＳＨＫｅＴ（ミシュケット） － 新たな価値観を提供する雑貨屋の認知と来店客数増加の実現

千葉県 株式会社アヴァンス 2040001009984 介護よろず相談所事業による顧客開拓

千葉県 株式会社まちづくり設計舎 8040001024986 ホームページで千葉県産の木材を取り入れた設計をＰＲし販路開拓

千葉県 システムエンジサービス株式会社 3040001026467 吸着技術・製作ノウハウを活かした国内向け販路拡大

千葉県 Ｍｕｓｉｃ　Ｓａｌｏｎ　Ｈｏｐｐｅ － 「稲毛音楽室」の環境整備と認知度向上で新規・既存顧客獲得事業

千葉県 株式会社エン・デザイン 5040001087202
自社商品ルーサムの開発・販路開拓、成果報酬型広告サービスの開発・販
路開拓

千葉県 Ｒａｐｉ－Ｒａｐｉランドリーサービス － 洗濯代行サービスの売上向上を図る販売促進事業

千葉県 モア・ベター・ジャパン株式会社 7040001098180 高齢者等向けの立上り補助装置の開発・販売による自立促進事業

千葉県 株式会社ＤＥＮＲＩＣＨＥ 3040001081099 日本最大級の高機能デンタルカフェの周知徹底

千葉県
Words and Hearts（ワーズ・アンド・ハー
ツ）株式会社

4040001092657 お客様とつながる「おもてなしビジネスレター」事業

千葉県 さくら堂レディース整体院 － 女性疾患に悩む女性応援事業の強化と新温熱療法の導入

千葉県 株式会社Мａｉｋａ’ｉ 4040001087302 ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）特化型新施設・新サービスの展開

千葉県 わかな鍼灸院 － 女性を元気にする鍼灸治療の宣伝と新メニュー導入で付加価値向上

千葉県 プレジャーリンク株式会社 3040001060656 委託販売の動画紹介と店舗内容を伝える「ブルーム通信」の発行

千葉県 天見　心（サローネ・デル・ソーレ） －
「音楽家が最高の音を奏でる為の出張ヘッドセラピーの施術」で販路を拡大
する事業

千葉県 株式会社ＤＥＦｉ 4040001093944 高耐久ウッドデッキの通信販売の広告宣伝と販路開拓

千葉県 アトリエ・イド － 分かる！出来る！で豊かな地域女性の人材活用

千葉県 山口福祉タクシー － 新規顧客数とリピート率増大の為のＰＲ活動と車両設備改善

千葉県 クリーニングオオタ － スマホ・ネットで簡単予約、新宅配クリーニングサービス

千葉県 株式会社ソフィアエステート 6040001023866 レンタル収納ビジネス開店の顧客獲得のための宣伝活動

千葉県 株式会社Ｖｉｖｉｅｎｎｅ 4040001089645 女性スタッフを活かした女性経営者のための事務代行サービス拡大

14 / 55 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 まちの株式会社 3040001098085 店舗周辺の大型駅への広告掲出で認知度を高め顧客増大を見込む

千葉県 株式会社ＺＵＳＨＩＮ 2040001090183 スラックラインで楽しくバランス感覚・体幹・集中力トレーニング

千葉県 有限会社まきの 5040002025326
文化交流と共に日本食のブランドを海外展開　第２回サンマリノニッポンまつ
りへ参加

千葉県
Warm Heart Coffee（ウォームハートコー
ヒー）

－ 「おみやげグラノーラ」のギフト化と客単価向上で売上４割増！！！

千葉県 千葉わらわーく社会保険労務士事務所 － メンタルヘルスケアが会社、労働者、地域を健康にする国内初事業

千葉県 魚屋十番 － 女性客を中心とした新規顧客獲得事業

千葉県 Ｓｋｙｗａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ．　ＬＬＣ 8040003005679 ヨーロッパ型の音楽教育メソッドによる音楽教室普及と生徒獲得

千葉県 合同会社ピーナッツフィールズ 9040003008805 落花生の本当のうま味を発信！販促ツールを使って売上アップ作戦

千葉県 有限会社田園 5040002067277 離れたお客様及び新規顧客の来店を促す店舗改善事業

千葉県 株式会社フジレイ 1040001050907 法人客依存から個人客獲得に向けた体質改善へのチャレンジ

千葉県 有限会社鈴木理容館 9040002066960 働く女性や高齢者に配慮した、やさしいお店へ“美ニューアル＂

千葉県 地域の学びステーションエスタ － 新規生徒獲得を実現する広報活動および教室環境改善事業

千葉県 マロン美容室 － シニア層に特化し、差別化するための店舗改善ファーストステップ

千葉県 川上接骨院鍼灸院 － カラダフレッシュ！産後の骨盤矯正と０脚矯正に特化した取り組み

千葉県 ２９ＢＡＬ木更津ニクバル － 楽しみたい大人に向けた楽しい肉バルＰＲによる集客カアップ

千葉県 株式会社リオ 7040001088396 液体燻製の作業効率化と販路拡大への内部整備

千葉県 伝統建築上総匠の会株式会社 3040001083608 地域資源と伝統工法を活用した特許技術のＰＲによる販路拡大

千葉県 Ｍｏｇｕ－Ｍｏｇｕ　Ｃａｆｅ － ディナー売上アップを実現する提供時間短縮・販売促進強化事業

千葉県 かもめＩＴ教室 － シニア向けＩＴ機器マンツーマンレッスン体験会による新規顧客獲得

千葉県 ｃｏｎｎｅｃｔ　ｃｏｆｆｅｅ　ｃｏｍｐａｎｙ － 自家焙煎コーヒー豆の強みを活かしたカフェの出店による販路開拓

千葉県 ミネルバ鍼灸整骨院 － 視力低下患者を対象とした特殊医療機器を使用した視力回復事業

千葉県 有限会社三昌 4040002034220 冷凍庫購入・パンフレット作成によるローストビーフ販路拡大事業

千葉県 株式会社ネクストビズ 7040001034219 カウンセリング付きオンラインプログラミング・ＩＴ研修事業

千葉県 まきた治療院 － インターネットを活用した女性向け出張治療院のブランド化

千葉県 株式会社オリーブ・メディカルサポート 3040001076207 歯科医院・患者さんを笑顔に！訪問歯科診療ユニット購入の取組

千葉県 株式会社トリマティス 9040001030892 展示会出展を通じたＬＤドライバ製品と応用システムの販売促進

千葉県 株式会社實埜邑 1040001032161 「地産ブランド商品」認知度ＵＰのための展示会出展と販路開拓

千葉県 有限会社ビオレッタ 1040002036062 店舗改装と増員、販促、接客を充実し、客数と売上を増加する事業

千葉県 株式会社ヤマコウ 9040001027781 産業ガス代理店獲得に向けたホームページ作成による販路開拓

千葉県 有限会社川岸風呂店 7040002033434 業務車両への広告宣伝用ステッカー作成

千葉県 学習塾ファンファーレ － インターネットを利用した高校生向けの新動画サービス事業

千葉県 ＮＡＮＡちゃん家 － 宣伝広告の拡大による新規顧客の獲得および物販事業の充実化

千葉県 有限会社本橋化成工業 3040002036993 高度な切削加工技術で医療分野の受注を増加させる為のＨＰ作成

千葉県 ホープ電子株式会社 3040001027523 ホームページリニューアルによる内視鏡下手術用器具の販路開拓

千葉県 サノシーテック株式会社 1040001037482 高品質かつ低価格を実現するエレベーター巻上機の開発

千葉県 株式会社アンバーアワー 7030001099254 自社サイトスマホ対応化によるサイザル製品のネット販売拡大事業

千葉県 有限会社和菓子所　八矢庵 5040002047997 『矢切ねぎコロッケ』で新たな販路開拓　『待つ』商売からの脱却

千葉県 エンディングメイク － 生前の希望に沿ったエンディングメイク葬の提供

千葉県 株式会社Ｌｉｎｃｒｅｗ 8040001086969 ＳＮＳ運営代行によるコミュニケーションデザイン事業と販売促進
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千葉県 有限会社トノコーポレーション 7011802027363 街とクリエイターの紹介メディア開発、空き家利用提案の広告

千葉県 グリーンアロマスタジオ － よもぎ蒸し機材導入＋敏感肌用化粧品販売　体質改善プログラム

千葉県
Ｇｅｌａｔｅｒｉａ　Ｓｕｍｉ－ｙａ（ジェラテリア・スミ
ヤ）

－ 千葉産農産物使用の無添加「ペット用ジェラート」ブランド化事業

千葉県 トラットリアパーチェ － 松戸の安全で新鮮な野菜を使用した新メニューの料理開発事業

千葉県 株式会社石良 3040001084928 新規取り扱い寺院販売に伴う都内販路開拓

千葉県 株式会社ピンエイト 6040001039945 親子三世代ニーズに合わせたサービス向上によるリピーター客増大

千葉県 ハーベスト司法書士事務所 － 相続トラブルを未然に防ぐ遺言書作成サポートサービスの販路開拓

千葉県 株式会社ワントップ 6040001093983 働く女性の疲労回復に特化した新しい整体サービスの販路拡大

千葉県 ハリマ産業株式会社 1040001035197 畳店への技術支援事業による販路開拓

千葉県 岩島治療院 － 予防健康増進を入口とした潜在的患者の掘り起こし事業

千葉県 酢之宮醸造所 － 古民家改修と顧客カルテ管理ソフト導入によるＣＲＭ強化

千葉県 出島屋 － 観光ツアーの集客強化を目的としたサイン計画（看板新設）

千葉県 合同会社ＭＡＹＡ企画 9040003008128 市内初地酒ＰＲのための販売所及び看板設置による集客力強化事業

千葉県 有限会社安川時計店 5040002081798 「地域初」認定補聴器店取得のための防音室導入と新規顧客開拓

千葉県 有限会社ナルケ薬局 9040002081398 女性の美の意識の高さに注目した美容薬局へのリニューアル

千葉県 有限会社ビギン 1040002082073 ライフスタイルの変化に伴う‘可動’式の座席で‘稼動’率アップ

千葉県 百年健康倶楽部 － 高齢者向け定期的運動教室開催と運動動画配信による新規顧客開拓

千葉県 有限会社あんどん 8040002082884 地の利を活かした近隣官公庁社に対する宅配弁当サービスの実施

千葉県 株式会社小沢工務店 8040001059586 空き家対策と不動産事業部の紹介チラシによる販路拡大

千葉県 エボルブ － 初心者向けレンタル事業と独自の階級表作成による販路開拓事業

千葉県 パティスリーアル． － 機械設備導入による作業効率向上と新商品開発による顧客満足向上

千葉県 合同会社ブラフォード 7040003008154 中国に関する専門的知識の情報共有サイトの作成

千葉県 ＭＩＺＥＩＮ － バングラデシュ革製品工場を活用した日本向革製品の販路開拓

千葉県 ビットジュール合同会社 4040003006953 淡水養殖事業向け環境モニター・自動化システムの北米展開

千葉県 房南不動産有限会社 7040002099780 ホームページのリニューアル・検索結果の順位アップ・集客の増加

千葉県 有限会社エクゾティックプランツ 1040002099233 自社サイトリニューアルによる販売促進事業

千葉県 明光自動車 － 寛げる空間での車の総合コンサルティング活動

千葉県 有限会社市東製作所 7040002077373 ２４時間生産体制の確立による納期短縮・コストダウン事業

千葉県 自家焙煎珈琲ＤＥＣＯ － 高性能小型焙煎機でノンカフェインコーヒー豆のオーダー焙煎販売

千葉県 株式会社アルケアコーポレーション 9040001041543 介護者向け輸入電動車いすレンタルのエリアパートナー開拓

千葉県 ビッセン株式会社 2040001079227 シニア向けレッスンの開講による新たな生徒の獲得

千葉県 タナカビルマネジメント － 「保証付きハチの巣駆除サービス」で夏の危険を迅速に解決

千葉県 カーポート － 個人向けリース集客の拡大に向けたホームページの刷新

千葉県 株式会社アデカ 3040001067354 にごりスパークリングワインの開発・拡充を通じた販路の開拓

千葉県 株式会社オンフット 4040001069374 英語４技能アクティブ・ラーニングコースの設置とその宣伝

千葉県 有限会社ドッグワークス 7040002095994 ペット保険用比較サイトＨＰの新規開設による販路拡大

千葉県 千代田造花株式会社 2040001065994 和紙使用した「ＫＡＲＩＮ（花凜）」の開発と輸出事業

千葉県 Ａｎｔｏｍｏ － オリジナルフォトアルバムの日本市場開拓の為の展示会出展

千葉県 株式会社ワイヤレスデザイン 1040001070269 無線通信機器の開発効率化・販路開拓
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千葉県 株式会社ターゲットＪＩＮ 9040001098328 体力ランキングを自分でリアルタイム確認できる測定システムの販促

千葉県 株式会社モビリカ 2040001087386 免許返納優待キャンペーン企画による販路拡大と安全な社会の推進

千葉県 ＲＯＯＭ　ＡＹＵＤＡ（ルームアユーダ） － インド発祥「アーユルヴェーダ」で沢山の女性を元気に！

千葉県 ユーズ，スピリッツ，カンパニー合資会社 2040003002962 伴走型子育て美容室～ママに寄り添う美容サロン～

千葉県 ＥＣＣジュニア東五所教室 － 動画や写真を利用した成長記録サービス導入による新規顧客開拓

千葉県 ネモトベーカリー － 地産地消、市原の米で作る米粉パンを多くの人に味わってほしい！

千葉県 無国籍料理カチナ － 徹底的な告知による新規顧客獲得大作戦

千葉県 株式会社星野薬局 1040001054544 地元で購入できるブランド化粧品を若い方に販路拡大して売上向上

千葉県 大衆割烹　網元 － 美容と健康に関心の高い女性を対象としたすっぽん料理の販路拡大

千葉県 株式会社新松月 5040001054029 地元特産品を使用した新商品開発のためのシーラー機導入

千葉県 株式会社アイカムコーポレーション 5040001055571 空輸直送の新鮮魚介で、ビジネスマンの目・舌を唸らせるＰＲ販促

千葉県 ホームサークル株式会社 1040001086249 臨海部工場工員のお腹をいっぱいにする焼き肉店の販促展開

千葉県 株式会社プリマ・パスタ 5040001056041 高品質な無添加低糖質麺の顧客開拓

千葉県 太陽リフォーム株式会社 9040001023830 断熱性能を体感できるモデルルームへの改装と告知活動

千葉県 有限会社ＡＬＴＯ　ＰＯＮＴＥ 6040002019541 アクティブなビジネスマンへオーダーシャツの快適感を訴求！

千葉県 株式会社スーパーライフ 6040001083480 “健康未満、不健康以上”の人々へのストレッチトレーニングの提供

千葉県 有限会社久保木畳店 2040002018225 「畳の良さ・美しさを広め、畳離れを食い止める」

千葉県 有限会社でんき館やまぎし 9040002055443 高齢者を対象にした体験会による顧客増と売上アップの実現

千葉県 飯田塾 －
移転によるビル横の掲示板利用、インターネットでの教材プリント販売、リー
ルレット作成

千葉県 行政書士八本和哉事務所 － 外国人在留資格手続きに特化したＨＰ作成による販路拡大事業

千葉県 やきとりと地酒処ききょう － 顧客の声を反映した店舗入口と座席の改修による集客強化事業

千葉県 有限会社協伸 5040002059943 「塗装で省エネ実現」専用塗装プランによる法人顧客向け営業戦略

千葉県 アイテックス株式会社 4040001080109 ドローンを用いた大規模施設修繕工事における積算支援サービス

千葉県 ＷｅｂＣｏｍｅＣｏｍｅ － 唯一無二のアイスクリーム集合サイト『アイコレ』の販路拡大

千葉県 四季の美 － 無料修繕キャンペーンによる伝統工芸品のＰＲ

千葉県 相澤静 － アナウンススクール事業・「話し方」研修事業

千葉県 株式会社レシーブ・ライフ・ワークス 8040001084700 千葉県産の日本酒４０種を楽しめる店舗づくりで支援者獲得へ

千葉県 株式会社ｐｒｅｃｉｏｕｓ　ｃｒｅａｔｉｏｎ 2040001023465 ホームページリニューアル化に伴う店舗との販促連動

千葉県 麺や小鉄 － 八千代で味わう本格派博多スタイルの発信による販路開拓

千葉県 株式会社アクティブ・２１ 3040001000232 香水臭に特化した新消臭剤・エアメッシュクリーンの販路開拓

千葉県 企画室コネコ株式会社 7040001088297 ワントゥーマン・マーケティングによる販路開拓

千葉県 ＨＯＴシステム株式会社 3040001091164 スクール事業部の新設とＨＰの作成、研修事業の販路拡大

千葉県 株式会社ｗａｓｈ－ｐｌｕｓ 1040001081596 コインランドリー事業推進のための広報事業

千葉県 株式会社アップリーチ 1040001097097 ホームページ制作の販路拡大、ＥＣショップ会員顧客数の拡大

千葉県 平尾社会保険労務士事務所 － 訓練施設の増改修による求職者向け支援サービスの強化

千葉県 ボディケアサロンイーナ － 専門エステシャンよる総合美容サービス「ボン　デクリック」

千葉県 合同会社Ｂｏｄｙ　Ｒｅｖｉｖａｌ 9040003007492 事業所向け出張整体のための販路開拓事業

千葉県 鉄板焼　もん － 新規客獲得の為の商圏拡大事業　Ｈ．Ｐとチラシ作成による販路開拓

千葉県 佳子社労士事務所 － メンタルヘルス・ＷＬＢに特化した社労士業のホームページ作成
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千葉県 株式会社スタジオコアー 8040001050272 戸建新築及び戸建・マンション　リフォームモデルプランの新規開発

千葉県 株式会社ベストケア 1040001053372 高齢者やその家族に愛される営業所を目指す！自叙伝型販促ツール

千葉県 株式会社須藤本家 8040001051931 ご当地焼酎の委託製造受注をめざす自社ホームページの開設

千葉県 株式会社つばさ不動産 4040001087013 マンガを駆使し当社サービスを魅力的に伝え、見込み客を獲得する

千葉県 株式会社メディカ 6030001081527 職場の腰痛難民を救う腰痛治療器レンタル事業の販路開拓

千葉県 ビストロ　ミナミンカゼ － 魅力度アップ！ディナー集客のための本格ワインセラーの導入

千葉県 有限会社もみ太郎 9040002054511 顧客の困ったを解消する特注ベッドを提供するビジネスの販路開拓

千葉県 真和産業有限会社 8040002051682 ＨＰを活用して新規顧客を獲得し、糸加工技術を次世代に継承

千葉県 有限会社朋　友 7040002052285 提供価値可視化、会計プロセス整備と工場改装工事による経営改善

千葉県 すうぷや － 食材収納と調理作業改善で効率アップ！ランチ顧客を倍増

千葉県 フレンドール － 業務利用による安定収益確保のための販路開拓事業

千葉県 株式会社スズキ建築設計事務所 5040001065810 「在留外国人の増加に伴う外国語対応サイトの構築」

千葉県 流山ボンベイ － ランチ難民を救うボンベイのケータリングサービスの販路開拓

千葉県 株式会社吟林舎 9040001095358 インターネット上での認知度アップと新規卸売り顧客の獲得

東京都 有限会社オフィースジャンヌ 5010902019818 地元商業施設出店等のチャネル拡大と知名度向上のための新デザイン開発

東京都 株式会社テクノハ 2010701028659 二次利用可能なＬＰの活用によるセミナー集客と患者の掘り起し

東京都 株式会社エムズＮＥＸＴ 1010001176275 心理カウンセリング講座のｅ－ラーニング導入のための販路開拓

東京都 ロックオンキング － 商品の魅力や希少価値を高める魅力的な店づくりで新規顧客を開拓

東京都 カフェ＆ダイニング　ギリギリ － パウダーチーズを使った新メニュー開発・新規顧客獲得

東京都 シェイプウィン株式会社 6011201015037 マスコミ目線のプレスリリース作成支援サービスのＷＥＢ販路開拓事業

東京都 株式会社プライズ 2010701025037 広告用動画撮影

東京都 美容室ＣｈａｌＣｅｄｏｎｙ － ターゲットを絞った付加価値の高いサービス提供、および客単価向上の実現

東京都 Ｏｒｉｇｉｎａｔｅ　Ｆｒｏｍ株式会社 3010901036601 販路開拓を目指しての自社サイトの構築

東京都 ケイフェクト　Ｋ－ＦＦＥＣＴ － 〇アウトドアを楽しみながら防災への備えになる商品の販路開拓

東京都 スマートコミュニケーションズ株式会社 4011001106517 研修担当者向け、新規顧客拡大のための、ホームページ改修等の整備

東京都 株式会社ｌｉｎＫ　ｓｕｐｐｏｒＴｅｒｓ 7010701029000 「移動販売車×ＩＴ」で地域に人を呼び込むサービス

東京都 グレードル株式会社 1010401105230 一般書籍市場の参入と医療・健康分野ウェブコンテンツの蓄積

東京都 ヴォロシティ株式会社 1011001070749 「Ｔｈｅ　ＴＥＡ－ＲＯＯＭ」の販路開拓へ向けた情報発信

東京都 株式会社バイヤーズ・ガイド 8010401096166 ４７都道府県の「食」事業者の個別支援サービスによる顧客開拓

東京都 クラウドネット株式会社 3010001151128 海外におけるスマートフォンアプリの販売拡大及びＰＲ事業

東京都 久保事務所 － 経営労務診断サービスを通じた中堅企業の新卒・中途採用活動支援

東京都 株式会社サンシン 4011601002644 小型液体充填機の新規顧客の獲得と新製品の計量充填機の発表

東京都 株式会社エム・アイ・シー 6013201007708 Ｎｅｔ販売及びホームページの再構築と販促物に依る販売拡大

東京都 株式会社素材図書 1010401083088 企業研修および講演事業の見込み客獲得

東京都 弁護士藤堂武久 － 紙芝居弁護士による紙芝居セミナー：法律知識普及活動セミナー

東京都 株式会社ｔｏａｓｔ　ＦＡＣＴＯＲＹ 4011801029462 海外の珍しいビールが気軽に飲める店舗コンセプトで販路開拓する

東京都 ＮＡＮＡＬＡ － 新商品開発と店舗とネットを融合した新しい販路開拓への取組

東京都 株式会社Ｒｉｔ 1030001098352 海外市場への足がかり提供サービスの販売促進

東京都 お好み焼きキャベツ － 袖看板の設置と店内改装による新規顧客獲得
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東京都 株式会社ＬＩＣ 7010401094006 新たな料金体系の設定と夜間サービス提供による顧客開拓

東京都 Ｌａ　Ｍａｒｎａ － エステティックサロンの新メニュー開発、販路開拓

東京都 ホッチ＆パル株式会社 1011601014642 店舗認知度向上と犬のトレーニングの重要性の啓蒙による集客拡大

東京都 合同会社ＹＫファクトリー 1011003007261 ファンが交流できるオンラインサロンの構築と連動したフェス開催

東京都 株式会社大吉飯店 3011501002596 横断幕設置・チラシ配布・スマホ対応による新規顧客獲得

東京都 合同会社ＴＡＫＥＯ 6010603006354 新商品チャネル開拓に伴う、「同梱リーフレット」作成発送事業

東京都 仲よし株式会社 9011001106223 更なるインバウンド対応及び日本人顧客新規獲得に向けた広告展開

東京都 株式会社粘土サイエンス 1011101016949 ブランドリニューアル認知のためリーフレット作成ＤＭ発送事業

東京都 ビーエルジャパン株式会社 6010701021809 オリジナルラベル地ビール販売サイト構築による販路拡大

東京都 株式会社花田 7010501025496 蒔絵アートの海外販路開拓事業

東京都 株式会社Ｌｉｌｉ 2010001173395 卓球教室への最先端技術導入とカフェ併設で卓球イメージを刷新

東京都 ママズ株式会社 2010601048096 働く女性のためのＷＥＢ活用型放課後等デイサービスの展開

東京都 ストラーダ税理士法人 5010005024773 マイナンバー導入等に伴う副業者の「適正な税務申告」支援事業

東京都 合同会社ハートドライブプロダクション 9010403009959 「レディハート」販促／映像化及び広告

東京都 株式会社トランスコア 6011501013822 細径Ｕゲージ水位計の開発と拡販

東京都 リフルシャッフル － Ｇｏｏｇｌｅ広告による大々的プロモーション

東京都 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＭＯＫＯ 1010801025202 カフェの新規コスメ事業における自社開発化粧品の広報看板の設置

東京都 株式会社オークル 1010001095285 東京下町での外国人観光客向けセルフサービス型旅館の取り組み

東京都 渡紙器製作所 － ダンボール材ペット用棺販路開拓のためのマーケティング体制構築

東京都 Ｈａｉｒ　Ｊｕｎｃｔｉｏｎ　浪花軒 － 創業１３０周年記念キャンペーンに伴う事業計画

東京都 株式会社コニシス研究所 8010801021905 新型真空管Ｎｕ－Ｔｕｂｅを使った民生用オーディオ機器の広報

東京都 東向島珈琲店 －
「下町のレアチーズケーキ」のテイクアウト事業展開に際したパッケージデザ
イン及びPR

東京都 株式会社コンフォートプラス 7010001160397 ＥＣサイト構築による新規顧客の獲得と粗利率の向上

東京都 株式会社ランドマーク 8010701010363 ポピーキャットのライセンシング販路開発用ツール整備事業

東京都 株式会社大学図書出版 7011101049794 保育士不足の問題に貢献するための保育教科書の販路拡大事業

東京都 髙橋　慎一 － 写真撮影業、映像制作業に関する告知を行うホームページの作成

東京都 株式会社産業医グループこころみ 5011001112357 精神科産業医グループによる産業保健サービス等の宣伝・販路開拓

東京都 ｎａｔｕｒａｌ　ｃａｆ＇ｅ　ｇｏｅｎ － 個人事業主へのレンタルスペース利用の販路拡大

東京都 株式会社ＷＡＮＮＡＧＲＯＷ 4010001144493 地方自治体との連携による地方の雇用創出と不動産関連事業の展開

東京都 株式会社ウィズクリエーション 1013301038665 足で広め、ｗｅｂで深める販路開拓

東京都 ノニファミリー株式会社 7010701019389 ＨＰスマートフォン対応及び、ＣＭＳ導入による売上の平準化

東京都 結婚相談所ブライダルパートナーズ － 縁結びの神様「神田明神」と連携した結婚支援事業による販路開拓

東京都 株式会社ｔｏｂｉｒａｃｏ 5010801026551 支援学校、放課後等デイサービスなど専門施設への販路開拓

東京都 合同会社武道ユニオン 7011403001775 動画を組み込んだ電子書籍をつくり、販路拡大をはかる

東京都 有限会社ユニバース 8010002051628 自動車、建設機械、農業機械等の工学教材・模型の拡販

東京都 ＭＥＡＤＯＷ株式会社 9010401098698 品質・デザイン性の高い医療用ユニホームの販売開拓

東京都 三共理研株式会社 5011801001800 「Ｊａｂｂｅｒ　Ｂａｌｌ」「Ｊａｂｂｅｒ　Ｂｏｏ」製品の海外販路開拓

東京都 株式会社ビルトゥ 6011601003013 内装施工マニュアルＤＶＤの製作及び配布による需要の開拓

東京都 株式会社アルカディア・イーエックス 2011301008836 Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｐｌｕｓの営業用サービス紹介動画制作
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東京都 株式会社ウィズプランニング 1011001002933
化粧品のパンフレットアーカイブスの提供による新しいビジネスと顧客層の開
拓

東京都 オーエイチラボ株式会社 8011101064256 ヨガ教室向けヨガ用品の卸販売

東京都 株式会社広仁社 9010701022242 再帰反射表示シール貼付の可能な防災標識用蓄光シートの製作販売

東京都 三和産工株式会社 8010001044590 国内外の地方自治体が欲する蓄光標識の情報一元化による販路拡大

東京都 株式会社アネックス 8010001174768 商材メニューの整備とホームページリニューアルによる新規顧客の開拓

東京都 アース和ーズ株式会社 4010001160524 和風機の一般認知拡大と販路開拓施策事業

東京都 有限会社ジャムティガ 5040002034616 育毛等の特殊機能を持つ帽子や小物の製造と販売

東京都 株式会社ポスワーク 8013301032587 新たなポスティングサービスと品質維持・販路開拓

東京都 玉川食品株式会社 5011501002859 看板の設置・交換および体験型イベント実施による店頭売上増加

東京都 エクスモバイルデータ株式会社 1011202012194 オーストラリアでのＷｉ－Ｆｉレンタルサービスの販路拡大

東京都 瓦．Ｔｏｋｙｏ － 瓦．Ｔｏｋｙｏの集客率・客単価ＵＰ

東京都 株式会社オールウェイズ 2010701021795 アレルギー対応商品の提案による顧客の創造

東京都 株式会社ケンドマネジメント 4011101072155
海外進出を目指す中小企業向けのコンサルティング力強化による販路開拓
事業

東京都 有限会社ピコフードサービス 4010602029011
セミナースペースの新設によるコーヒー関連セミナー事業への参入と既存商
品の販路開拓

東京都 株式会社ノイエ 2011001048975 経営戦略とデザインの啓蒙活動を通じたコンサル事業の販路開拓

東京都 有限会社オフィスホドタ 3010602023064 自社ＨＰ作成による技術力ＰＲ＆ネットショップ構築＆販路拡大

東京都 セレナイト － がん治療者向けＴ字帯（手術後用肌着）の改良と宣伝広告

東京都 株式会社トック企画 2040001027094 近隣飲食店向けに地域密着型窓口印刷サービスを開始して販路開拓

東京都 株式会社ベルアート 8011201002702 新規小ロット顧客獲得による利益率の改善

東京都 ＲＩＰＰＬＥ　～リプル～ － 動画付きキットの新規開発と販売力強化のための販売サイトの新設

東京都 有限会社太陽整備 7011402005463
パンフレット作成による新規事業ＰＲおよび業務効率化による顧客増加に係
る取組み

東京都 レ　ボットゥ　ドゥ　ノリ － 機能性ユニバーサルデザインブーツ事業の販路開拓のプロモーション計画

東京都 合同会社コルデム 9011803002495 母子家庭のワーキングプア化防止ワンストップサービスの提供

東京都 行政書士ファンダー法律事務所 － 新サービス販促強化に向けたＷＥＢランディングページ制作

東京都 株式会社ＬｕｍｉＮａｓ 8010001152641 スカーフ、ストールマーケットの拡大と活性化

東京都 アクアとおん － 「心と体の癒し＋学びを無人島で」旅行部門の販路開拓

東京都 ノースブルー総合法律事務所 － 弁護士による法務サポートを中心とした会員制経営支援システム

東京都 エス・シー・ダブリュー － ネットショップの集客強化計画と販売チャネル拡大事業

東京都 株式会社ＦＯＯＤＬＩＢＲＡＲＹ 7010001164076 テイクアウト事業　デリバリーへ向けてのメニュー開発と販売

東京都 ビジョンスタイルＹＯＵ － 婚活者に「集い・学び・心を養う」出会い創出の新事業・ＰＲ強化

東京都 株式会社ＷＡＷ 7010901038461 外国人向け美容サロン予約検索サイトの多言語化

東京都 株式会社バルドゥッチ 9011001101728 日本製高級デリケートゾーン専用ブランドの開発と販売

東京都 株式会社漢方キッチン 7011402005463 薬膳スクールの魅力を伝えるウェブと動画を活用した新規客獲得

東京都 時代家旬 － 地域密着型デリバリー事業

東京都 株式会社ネイチャーウェーブ 8013301036456 姿勢改善による膝痛改善エクササイズ・予防医療の普及

東京都 白金本気だんご － 新規顧客を開拓する新商品「よもぎ玄米だんご」の販路開拓事業

東京都 有限会社エムズシステム 3010002043035 展示会出展による生活空間を改善するＴＶ用スピーカーの販路開拓

東京都 ラムズ・マークス株式会社 7010901023372 乾燥肌・アトピー肌に悩む方のための保湿商品の売上増加。

東京都 株式会社牛若丸 1010401099241 顧客を新規開拓するための展示会出展、ＨＰによる宣伝強化
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東京都 株式会社ｍｅ研修 7010001168878 「クラウド型医療機器管理台帳システム：ＢＯＳｅｓ」の販売促進

東京都 株式会社ライフウェア 3011001024389 新規事業（在宅向けシステム事業）の販路開拓

東京都 株式会社ウィズ 6011001002887 国内外での商標登録によるブランド価値の確立

東京都 株式会社東邦電探 7011301005102 英語版ホームページの開設による海外販路拡大

東京都 ブライダル・ハッピーフェアリー － 東北地方向けベトナム国際結婚サポート業務

東京都 株式会社ＳＵＮ　ＴＥＣＨ　ＱＣＣ 1011301022458 美容品業界に向けた商品認識システムの販路開拓と業務効率化

東京都 株式会社デザインスタジオアトリス 2010401089670 海外展開により国産ワンピースの安定した通年販売を可能とする

東京都 株式会社ＦＲＥＡ 2010001170517 ウェブサイトへのリーシング家具ページの作成及びＤＭ公告の実行

東京都 株式会社ＤＲＩＮＫ　ＯＦ　ＢＲＡＳＩＬ 7011201016067 ブラジル産サルトンワイン拡販事業

東京都 ＨＯＵＳＥ－ＺＯＯ株式会社 4011001109651 ペット共生シェアハウスを１００室増やすためのマーケティング

東京都 お茶の水鍼灸サロンティア － ＨＰリニューアルによる治療院の認知度を上げる事業

東京都 株式会社奧山 1011501005865 「新規顧客獲得を目的としたオリジナルテキスタイル開発と販路開拓」

東京都 株式会社モデルインク 1011001102007 名称：モデルインク　ショールーム　／　海外展示会での販路開拓

東京都 株式会社ＭＥＭ 6011101061214 デザイン性で勝負！ペットロス軽減グッズで販路開拓

東京都 株式会社オーキャン 9010402021601 高品質な記事を提供する営業戦略とインバウンド向け翻訳事業強化

東京都 梅田運輸株式会社 7011701014669 事業承継を背景とした営業ノウハウ伝承とＷＥＢ活用による事業革新

東京都
株式会社スリーワイズエデュケーション
ズ

3011801029331 「インターネット広告」及び「留学先学校の新規開拓」

東京都 株式会社ｈｉｄｅ　ｋａｓｕｇａ　１８９６ 1010001145395 ソフトカーボン素材による小物製品の開発・販路開拓

東京都 株式会社Ｃｌｕｅｓ（クルーズ） 3010001132292 特許取得済み新製品の開発・販路開拓

東京都 株式会社Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ　Ｊａｐａｎ 2011001111171 広島県各種産品の姉妹都市メキシコでの販路開拓

東京都 河瀬法律事務所 － 業界初ＩｏＴ弁護士による「ＩｏＴ法律支援一括サービス」の広報活動

東京都 ＭＡＴＥＩ － 「挙式でつくる愛鎚の結婚指輪」サービスの周知・販路開拓

東京都 レジーナクローゼット株式会社 3010401090462 画期的なウエディングフォトサービス『レボリューションフォト』

東京都 ビッグトップ株式会社 2011401010832 条件の悪い土地でも可能なコイン洗車場による土地活用の訴求

東京都 Ｂｏｎｆｉｅｌｄ　Ｉｎｔｅｒｉｏｒｓ － ブランディングのためのロゴ制作とこれを生かした販促ツール作成

東京都 株式会社Ｊｏｉｎ　ｆｏｒ　Ｋａｉｇｏ 8010001153045 自社のブランド力向上及び認知度アップによる顧客開拓

東京都 ｉ－ｖｉｓｉｏｎ有限会社 6010902022399 武道・日本伝統芸能専門出張撮影（生き甲斐イキイキ遺影写真）

東京都 株式会社ＴＯＫＩ 6010401112593 Ｗｅｂ集客のためのＷｅｂサイト記事コンテンツ増強

東京都 浜野無線株式会社 8010401024416 創業９２周年　リフォーム事業取組積極化作戦

東京都 Ｚｅｎ株式会社 2010001167752 不動産業を核とする事業承継・相続のワンストップサービス

東京都 株式会社トゥモロー 1011001055840 海外留学情報提供サービスのグローバル展開（海外在住者向け）

東京都 株式会社ＤＥＡＲＬＬ 7010001179891 新規顧客層開拓のための最新アンチエイジング機器の導入

東京都 株式会社ロックフィールド 3010001143257 新規出店する顧客に空調機新設事業をＰＲし販路を拡大する

東京都 増田浩美税理士事務所 － 経営に役立つ会計セミナーの開催とＭＡＳ支援業務の販路開拓

東京都 暮らしＳｔｙｌｅ － ワーキングマザー向けの継続的な整理収納サービスによる売上向上

東京都 ハッピーコンパス株式会社 5010001146638 働く女性の副業収入増加と事業継続を支援する通信講座の提供事業

東京都 株式会社ＳＭＡＲＴ 5010001139451 新規エリアへの参入及び新規治療法による来院治療事業の拡大

東京都 株式会社ベストインセンティブセンター 6010401027057
フレグランスレンタル事業を今後の柱に育てるためのＷｅｂサイトによる販路
線開拓

東京都 株式会社エクスリンク 1010001099039 新サービス「双方向型ＳＭＳサービス」の告知・販売促進
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東京都 株式会社アールエイチケイジャパン 2011001000639 光学製品の海外への販路拡大とＩＴによる業務効率化

東京都 林家　ぼたん － 落語家・演芸サービス提供のための落語家マッチングサイトの制作

東京都 アクティブ・ギア株式会社 6010001138907 飲食店向け提携産地の食材紹介の展開と販路開拓

東京都 ＪＡＹ．ｃｏｍ － タイ人インバウンド集客ツールを紹介・販売するＷＥＢサイト構築

東京都 女性活躍カンパニー株式会社 4011001112894
保育士人材紹介（転職を希望する現役保育士、元保育士、潜在保育士の集
客）

東京都 株式会社オムシュレット 1010001157696 高齢者向け自動排泄処理装置の開発・販路開拓

東京都 株式会社ユー・エイド 2011401006558 新規顧客開拓のための地域密着型絵本専門店の開設

東京都 マリリンマネジメント株式会社 5010001168186 児童発達支援・放課後等デイサービスでの送迎・預かりサービス

東京都 Ｂｉｇ－Ｏｎｅ － 最新式体組成計の購入による新規会員の増加と顧客満足度の向上

東京都 株式会社ＴＲＹ 4011801032177 高齢者と社会を繋ぐ　自宅で行う新しい移動美容室ビジネス

東京都 株式会社ジーソ２６ 2011801022634 プレミアム家事代行サービス　オーダーメイド

東京都 有限会社ヴォルガヴォルガ 7010002050630 新開発した墨染めビジネスカジュアルスーツの海外販路開拓

東京都 株式会社内村精密技術研究所 3010801001291 日本の伝統あるものづくり文化に触れ合う「和」の民泊事業

東京都 カフェオリンパス － 「流動性材料移動用の容器」の市場浸透を図る販売促進事業

東京都 カンティアーモ － プロモーションビデオ等を活用した演奏グループの販路開拓事業

東京都 有限会社さくらこユニバーサル 3010402025590 英語そろばんで右脳活性化！

東京都 インファクター株式会社 7011001071923 自社ＥＣシステム構築による顧客の利便性向上

東京都 株式会社ケアフィット・ネットワーク 4010401099081 認知症予防音楽体操教室の普及促進事業

東京都 有限会社川島紙器工芸 6011402002494 誰でもすぐに作れる「Ｉ　ＬＯＶＥ　Ｔシャツ」ＷＥＢサイト制作

東京都 中目黒りさいくる － 団塊世代の死蔵着物の海外販売のためのネットショップ開設

東京都 エイコム株式会社 5011101060712 顔認識機能と対話型ＡＩを搭載したデジタルサイネージの販路開拓

東京都 アレイ自習室 － 店舗出店に伴う販促活動

東京都 川口産業株式会社 1010001013511 高い安全性を求める方に高機能の自社製品を周知し販路開拓を図る

東京都 行政書士マハナ法務事務所 － ＩＴと海外取引を主軸とした企業間契約支援サービスの展開

東京都 Ｓｐｉｒｉｔ　石塚千喜 － 女性クリエーターが活躍！新事業「くのいちデザイン」ＷＥＢ制作

東京都 フォー・ノーツ株式会社 4010001116591 自社ＷＥＢサイトリニューアル及び新サービスのＷＥＢ広告の実施

東京都 パティスリー　ルポンデザミ － 当店オリジナルアイスクリームの開発・販売による夏場の売上対策

東京都 ポーセラーツ＆マカロンタワー － 贈答品市場における「オリジナルポーセラーツ」の販売事業

東京都 株式会社トークるん 3010401100072
汎用アプリ「スマート動画」を“基本使用料無料で広告収入モデルへ切り替
え”

東京都 オフィスマツナガ行政書士事務所 － 中小企業・小規模事業者向け外国人在留資格取得支援業務の強化

東京都 有限会社豊商事不動産 2010702008684 新たな販促用チラシ等の作成・配布、管理物件看板作成と設置

東京都 ライフシンフォニア － 支援者との共同無料セミナーのためのＨＰ・パンフレット作成

東京都 日本ＤＡＢ株式会社 6010601045453 レースシュガーを商品化することで、飲食分野へ販路開拓する

東京都 株式会社ユイクリエイツ 8010901031077 海外売上比率を上げるために、ニューヨーク－パリの海外展示会に出展

東京都 Ｗａ　Ｒｉｓｉｎｇ株式会社 4011001090587 アレルギー未使用商品・産地表記可能アイスの販路拡大

東京都 株式会社古河 8010601017062 既存顧客への加工事業の浸透と断裁工程の稼働率向上

東京都 株式会社アーツエイハン 5011101034922 中小企業向け顔認識システムと連動する映像展示による販路開拓

東京都 株式会社森木ペーパー 3010601041091 国産原料を使用した伝統的和紙の販路拡大のための海外展示会出展

東京都 有限会社小張精米店 6011302003741 米屋の餅製造文化を絶やさない、製造業分野増強大作戦
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東京都 株式会社桜花 2020001057779 世界２２億人のムスリムが困っている！？お土産需要客を獲得

東京都 株式会社Ｊ・Ｆ・Ｃ 5013301014010 『伝統＆完全ハラールの宅配』キッチンマレーチャン認知向上事業

東京都 株式会社立命 2011801031825 指導メソッド小冊子・教材の作成。ＨＰシステム導入と販売・宣伝

東京都
株式会社グリーンネット・エンジニアリン
グ

4011201015369 セミナー、展示会の開催とＷｅｂの開設で販路拡大

東京都 合同会社Ｊ－ｓプロモーション 4011103005162 店頭セールスプロモーション業務の新規顧客開拓

東京都 株式会社ｃｏｔｒｅｅ 8011001100136 法人向けオンラインメンタルケアサポートサービスの販路拡大

東京都 株式会社ＷＡＣＣＡ　ＪＡＰＡＮ 8010701029701 オリジナル和紙ブランド「ＳＵＵＱすーく」の素材開発と販路拡大

東京都 株式会社シャベル 8010501033399 ｔａｌｋａｉｔｖｅの海外認知度の向上とブランド育成事業

東京都 株式会社オーギュメント 1011001043259 インバウンド需要に対応した外国人向け美容院のサービス開始

東京都 株式会社マイヒーロー 9011001095920 ドイツ発・新スポーツ「ヘディス」の販路開拓

東京都 株式会社サンテックコーポレーション 3010601038798 マルチシベーカーＭＡＸと食材バリエーションの販路拡大

東京都 オーブ・テック株式会社 3011401001153 業界最大の国際・専門展示会出展による販路開拓

東京都 エスエージーバルーンズ株式会社 7010601010828 本年２件の展示会で新商品・サービスを発表し新規客と販路の開拓

東京都 ｍａｕｖｅ － フェイシャルエステを導入した「究極の美容サロン」プロジェクト

東京都 ＣＨＩＫＡＫＯ　ＹＡＪＩＭＡ　（チカコ　ヤジマ） － 展示会（国内）出展による商品ＰＲ及び売上げ増加と販路開拓

東京都 イルチェルキオ － 地域シニア層向け試飲会×料理教室の取り組みによる販路開拓事業

東京都 有限会社光海カンパニー 6011002016192 ヘルスカウンセリングを用いた鬱解決専門サイト構築で新規客獲得

東京都 株式会社ＥＡＲＴＨＲＩＳＥ 9011001099723 ウェブサイトのリニューアルによる売上拡大、地方客の開拓

東京都 ＥＸＤＲＥＡＭ株式会社 5011001097342 オンライン音楽レッスンのＣｔｏＣプラットフォームサービス

東京都 ニジノ絵本屋 － 絵本で日本と海外の架け橋を。英語絵本作成による海外販路開拓

東京都 アクシス － “知る人ぞ知る優良店”を卒業する！自店の魅力発信

東京都 株式会社メンタリスタ 9011001073083 メンタルトレーニングコーチ育成メソッドによる人材育成事業

東京都 フランジパーニ － 抗癌剤治療で脱毛に悩む女性のＱＯＬ向上の為にかつらでサポート

東京都 株式会社３Ａ 1011501010956 ホームページリニューアルとネット広告による新規顧客開拓

東京都 株式会社ユイオキューブ 5010001164276 ライフスタイルを提案する天然石ジュエリーの米国ＥＣサイト展開

東京都 株式会社自分楽 4010001082363 シニア活躍のための企業内教育「６０歳新入社員研修」販路開拓

東京都 ＷｈａｔｚＭｏｎｅｙ株式会社 7020001110772 住宅ローンシュミレーションおよび支援サービス事業の展開

東京都 合同会社ワールドプロデュース 9021003004515 リサイクル着物を中東訪問着アバヤにリメイクしドバイで販路拡大

東京都 株式会社山喜商事 4010501034137 「厳選食材で割烹料亭の味を」板前レシピの会席御膳の宅配拡販

東京都 株式会社カーリス 1011001110884 カーリス施工のガラスコーティング認知拡大・新規顧客の開拓

東京都 Ｂｌｕｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 7010601048380 世界初、自宅で出来る小型血液検査デバイスキットの販路開拓事業

東京都 株式会社キャリアスタイル 5010001169993 共感ランディングページ作成サービス

東京都 Ｏｆｆｉｃｅ　ｗｉｔｈ　ａ　ｓｍｉｌｅ － 信頼できる「出張専門カウンセリング」の販路拡大

東京都 横山税理士・行政書士事務所 － クラウド徹底活用による非常駐型経理代行事業の展開

東京都 株式会社アイストーン 3010001148842 中高年女性向けフェイシャルエステサービスの開発・新顧客開拓

東京都 株式会社キメリカル 2020001107765 お客様の好みでカスタマイズ出来るジュエリーサイト

東京都 有限会社いちご亭 7010602020652
新商品の開発と店舗環境の改善（省エネ対策含む）とホームページのリ
ニューアル

東京都 株式会社ＯＮＥ　ＦＯＲ　ＯＮＥ 9010501037564 遺品整理・生前整理の一括見積りマッチング事業

東京都 渡邉優税理士事務所 － 多彩な専門家の連携による不動産相続サポート事業の展開
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東京都 株式会社コヨーテ 2010401099513 ペルソナ・リクルーティングの販路開拓

東京都 株式会社シーエムシー・リサーチ 9010002037493 化学材料と次世代技術を組み合わせた情報ビジネスのアジア展開

東京都 たまがわ塾 － 「塾で宿題制度」のＰＲ体制構築と周辺地域における認知度ＵＰ

東京都 太田　光成 － 新規顧客獲得のため、クラウド会計専門支援部のＷｅｂサイト作成

東京都 ＦｕｎＬｉｆｅ株式会社 4010401128690 ＡＲシステムを用いたダンストレーニングサービスの開発・事業化

東京都 インフォース株式会社 1010001091961 バナー（インタビュー用バッグボード・看板）拡販のための展示会

東京都 吉田美帆 － デザイン事業の拡充と自然教育関連商品の開発・販路開拓

東京都 北斗パートナーズ株式会社 5010601043581 通所介護事業者向けの事務負担軽減ソフトウェアの販路開拓

東京都 王子かわはし事務所 － 中小企業のためのＩＴよろず支援サービスの告知事業

東京都 栗原工業株式会社 8011801007415 ペットボトルオープナー商品名にゃっぷ

東京都 ＭｅｄｉａＣｒｅａｔｉｖｅＬａｂ合同会社 9012803000638 国産ヒノキの間伐材によるデジタルサイネージサービスの販路開拓事業

東京都 株式会社ＵＮＤＥＲＭＩＮＥ 5011801024628 大手企業をターゲットとしたＯＥＭ生産

東京都 かがりび － 千住と日本文化の魅力を広めるゲストハウスの販路開拓

東京都 株式会社カル・ダモン 1010401088120 和ハーブティー「今古今」展示会出展による販路・顧客開拓

東京都 株式会社１２２ 7010701031716 胸が大きい女性用衣料販売のための販路開拓及び商品開発

東京都 株式会社ＨＳジュエルカンパニー 9010401124462 老人ホームに暮ら方たちへのジュエリー相談会開催

東京都 有限会社井上鞄製作所 6010602008888 新ブランド「Ｗ＆Ｄ」の立上げによるビジネス鞄市場への参入

東京都 株式会社シクソン 2010001019417 無機接着剤「ＴＳボンド４０Ｓ」のＰＲ・営業活動

東京都 株式会社アルキメデス 2010901022429 ＦＰ・住宅産業でのコミュニケーションコーチ育成事業の展開

東京都 株式会社テイケイ 6013301007624 改装計画「門前調剤薬局から地域貢献の出来る薬局へ」

東京都 株式会社ゼック 2011301003787 海外進出による販路拡大事業

東京都 中国語コーチ笠島稚子 － 女性の感性を活かしたコンテンツで「中国語学習事業」の販路開拓

東京都
株式会社クリエイティブ・アセット・カンパ
ニー

7010401116032 土地活用向け情報商品とサービスの販路開拓

東京都 スポチュニティ株式会社 4010001174458 サービス利用ユーザー＆チームを増やすための認知度向上、営業強化

東京都 株式会社ファーフィールド 9010801020575 ブランドリニューアルに伴う新商品の販路拡大施策の実施

東京都 スタジオアッカ一級建築士事務所 － 幼稚園児お母さんに的を絞った顧客開拓と戸建設計案件の獲得

東京都 ココレア株式会社 5011201018998 家主と仲介業者が出会える大家ＣＬＯＵＤ空室対策サービスの提供

東京都 株式会社ＳＥＩＪＹ’Ｚ 2010901028723 子供の体力向上！幼児のためのダンス指導法の策定とＰＲ事業

東京都 遼光花教室 － 華道師範がアートフラワーで創作するフラワー作品の販路開拓

東京都 シェシィク美容室 － 髪肌のトラブル、ハンデある人を笑顔に。癒しの美容室広報事業

東京都 図書館パートナーズ － 「ライブラリー・ファシリテーターＲ認定講座」の販路拡大

東京都 株式会社アルトベッラ 9011101076457 働く女性とシニアのための「住まいの改善支援」で販路開拓

東京都 株式会社ジャパエモ 1010401103507 スマホで閲覧可能な監視カメラで農作物を盗難被害から護る取組み

東京都 株式会社ビビッドガーデン 7010901039162 農作物の産地直送ＥＣサービス「食べチョク」の販路開拓

東京都 ｗｉｎｅ　ｓｈｏｐ　ｐｒｅｌｕｄｅ － ソムリエによる提案型ワインショップのＰＲサイト作成

東京都 株式会社ハートアンドカラー 6011001031705 「色彩を通して人の心を元気にする講座」の受講生を増やす取組み

東京都 ぬくぐるみ工房 － 天然素材１００％のぬいぐるみ「ぬくぐるみ」の試作と販路開拓

東京都 株式会社サムシング・グレート 7010701019100 海外進出のための各種ツール整備、海外展示会出展による販路開拓

東京都 アコード株式会社 9010001128368 セカンドブランド「Ｗ＆Ｇ」の販売促進活動
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東京都 戸田淳二 － プライベートジム開設のための店舗改装と新規顧客開拓事業

東京都 ＭａＭａ菜 － 保温・冷蔵ショーケース整備によるメニュー拡張及び来店促進事業

東京都 ＭａＲｅｅ－Ｌｏｕ － 東中野、ヨガの部屋。のＰＲ事業／新クラス（講師養成コース）の開発

東京都 株式会社ＭＯＴＩＯＮ 7011001073201 インターネット動画広告の営業につなげるホームページの整備

東京都 株式会社ＭＯＤＥＲＡＴＯＲ 7010601038183 リスティング広告掲載による『ＷｅｂＢｏａｒｄ』の販路開拓

東京都 株式会社アイプラスプラス 6010601039315 世界中に感動を！視覚障害者向け歩行補助器具の販路拡大事業

東京都 株式会社想親 6011201019483 介護施設のニーズを踏まえた小冊子作成による受注経路の獲得

東京都 平井巧 － 「気分で選べるブレンド米」新商品の開発・販路開拓

東京都 Ｈｕｂ　＆　Ｂｒｉｄｇｅ株式会社 2011001097485 タイ料理ファンを増やすためのマーケティング強化事業

東京都 鳥正京島店 － オリジナル商品チキンぎょうざのインターネット販売サービス展開

東京都 四つ木音楽教室 － 高齢者・障害者向け出張生演奏会及びコンサートの企画・運営

東京都 株式会社ＧＯ　ＳＬＯＷ 9010901026051 ＳＮＳやネット広告を活用したネット販売強化による商圏拡大

東京都 ナユタ行政書士事務所 － “外国人の雇用と定着～継続就労”をワンストップで支援！

東京都 フロンティアインターナショナル株式会社 7010801026938 Ｔシャツと着物を融合させた「ＴＭＯＮＯ」で新規販路開拓に挑戦

東京都 株式会社ＩｏＴメイカーズ 7010001175305 小中学生向けプログラミング教育事業の運営・販路拡大

東京都 アトリエブルーボトル － アウトドア業界に革新をもたらす「自分だけのバックパック」計画

東京都 株式会社パシフィックビューティー 4011101067080 新商品（化粧水）開発による販路開拓と客単価の向上

東京都 株式会社リアルメディアジャパン 8010001126694 ポスティング比較サイト制作で自社の優位性をアピールし販路開拓

東京都 瀬戸株式会社 5010601049785
○商品・サービスの広報と新規依頼業務の受注を目的としたウェブサイトの
制作

東京都 株式会社さくり 4010001176396 日本橋人形町かつ好「てみやげ」プロジェクト

東京都 株式会社デランジェ 5011301017818 ホームページ刷新による企業魅力度向上と積極営業による販路開拓

東京都 株式会社イー・エフ・オー 1010501019198 Ｓサイズの女性の悩みを解決する新ブランドの立ち上げ

東京都 有限会社中むら 4010002013061 新開発の「木蝋クレヨン」を海外観光客へ体験型・新規販路開拓

東京都 松下智典 － 海外クラフトビールの提供とＦＢ活用による顧客開拓・囲い込み事業

東京都 合同会社述而会 5011603001552 夏期講習及び冬期講習における学習塾の認知度向上

東京都 株式会社シリウス 4030001054113
水を活用して床やカーペットの汚れを除去する次世代掃除機Switle（スイト
ル）の拡販事業

東京都 株式会社ＭＩＳＯ　ＳＯＵＰ 7011401019167 ワンストップ型六次産業化支援サービス「６つく」の販路開拓

東京都 株式会社ｎｉｎｏｙａ 1013301035035 働く女性の成婚率をあげる「新型・結婚情報サービス」で販路開拓

東京都 株式会社イグデス 5011801032696 キッチンスタジオの稼働率向上のためのｗｅｂサイト新規開設

東京都 フルールクレール － 新規顧客拡大のため自社メディア構築と施術ルーム増設、及び、広告出稿

東京都 株式会社西郷亭 3011201006492 ホームページ改定による通販の販路拡大

東京都 有限会社ミラクル 7012402014108 イートインコーナー新設と新商品開発による新規顧客の開拓

東京都 有限会社旭紙工所 8013302000493 野球ノート販売促進計画

東京都 ＧＩＦＴＥＤ　ＡＧＥＮＴ株式会社 6011003005228 ＩＴ特化型　発達障害生徒支援アカデミーの情報発信力強化事業

東京都 メディアフロント・ジャパン株式会社 9011001106181 シミュレータ連動型ＶＲの販路開拓

東京都 ペットサロン　プチテール － 癒されるドックプレイスペースある美容室へ！ワンちゃん憩いの場創造事業

東京都 広尾サラブレッド倶楽部株式会社 9010401067645 一口馬主業界のＬＣＣを目指すためのＷｅｂ販売システムの構築事業

東京都 株式会社ドックウッド 7011801029344 ドイツにおけるオリジナル高付加価値家電の販路開拓事業

東京都 株式会社アイティ・テック 6010501024292 ホームページ開設、パンフレット配布による新検査機の販路拡大
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東京都 協北印刷株式会社 6011501001208 印刷会社が強みを活かし弁護士集客の戦略的パートナーになる施策

東京都 株式会社トキワ 7010001094439 ホームページの全面リニューアルと広告による個人需要の開拓

東京都 武蔵油化株式会社 6010501013923 代理店販売に加え直販体制を築くための営業ツールを整備。

東京都 株式会社ｃｈｉｂｉｔｏ 4011601021413 ①レインカバー販路開拓、②おんぶ型レインポンチョの試作

東京都
カメプランアーキテクツ一級建築士事務
所

－ 開設１０周年！カフェとグットデザイン賞で活性化

東京都 呑屋ｐｉｇ＋練馬ぴぐぷらす － ロティサリーチキンのネット通販対応開始による店舗認知向上事業

東京都 ｍｅｇｍｕｓｅｕｍ － ブランドリサイクル持続化プロジェクト

東京都 株式会社ルドファン 3013201006431 カーテン＆壁紙のフィッティングシミュレーターソフトの導入

東京都 株式会社インプレザリオ 4010401095015 ＷＥＢサイトのリニューアルによる新規顧客の獲得

東京都 株式会社ビーンズ 1010401113349 Ｗｅｂサイト改善と新商品パッケージ開発による離乳食の売上拡大

東京都 合同会社Ｈｏｏｔｔａ 4030003005254 着物地と異素材のコラボによるファッションブランドのＷｅｂ発信

東京都 株式会社ＡＰＰＲＩＺＥ 4011801026212 Ｗｉ－Ｆｉ活用の独自の訴求方法による、防災備蓄品の一般家庭への普及

東京都 有限会社千森　ドレス 2011402005195 製版機導入による個性溢れる自社ハンドメイド商品の開発

東京都 株式会社アクト 4011601000251 ゴルフ部品卸ＥＣ販売サイトの構築・販路開拓

東京都 リビンラージ － ベビーブランド「ＤＲＩＢＢＬＥ」の販路開拓・認知拡大

東京都 株式会社おりある 2011501015491 新型食品サンプル時計の取引先開拓事業

東京都 有限会社芳井 7011502006295 新ホームページとリーフレットを活用した新規顧客開拓

東京都 リキュア － 国家資格取得者向けスクール仕組化と公開講座化事業

東京都 株式会社発明ラボックス 3130001026169 特許・ライセンス流通サイト「チザオク．ｃｏｍ」の構築

東京都 株式会社シュガーフェイス 2010501037777 外国人向け「Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｋｉｍｏｎｏ」の販路開拓事業

東京都 株式会社ワルツ社 8011001105548 原点回帰！「音楽カセットテープ」の販売拡大事業

東京都 Ｇ．Ｉホールディングス株式会社 7011203001760 ｉＰｈｏｎｅ修理店の検索・ポータルサイトの立ち上げによる販路開拓

東京都
株式会社インターナショナルサイエンティ
フィックス

6011501014770 女性の為のストレスケア対策サービス促進事業

東京都 有限会社パディーズ 6010502018450 地域密着雑貨店が衣料品拡充、試着室の設置で顧客ニーズに応える

東京都 株式会社シーオーメディカル 9011001100432 「教授のコメント」を活用したサプリメントの広告展開

東京都 有限会社大野整骨院 4011302015268 ｉＰａｄ導入し、新メニュー２種の問診・治療説明で売り上げ増

東京都 ボディリメイク － 高齢者のＱＯＬ向上！訪問マッサージ事業の拡充と販路開拓事業

東京都 株式会社仲屋商店 7011001016837 渋谷発・東京限定のオリジナル傘の販売・販路開拓

東京都 ｔｗｅｌｖｅｂｏｏｋｓ － アジア諸国への海外展開による販路拡大

東京都 株式会社ＴＲＩＮＵＳ 8010401115347 Interior Lifestyle Tokyo を通じた国内小売店開拓と新商品開発事業

東京都 有限会社リイコ 6010702015495 【Ｒｉｉｋｏｍｏｄｅ】ＷＥＢサイトパイソン、クロコ拡大事業

東京都 株式会社Ｓｔｏｎｅ　Ｍｉｌｌｓ 6010601049248 ＷＥＢサイトと包装の改善による通販商品の改良、販売拡大

東京都 株式会社三啓商事 9011401002427 地域高齢者の笑顔のための美味しい冷凍純生ロールケーキ宅配事業

東京都 有限会社三栄美術印刷 3011702016651 「過去と現在の交差点」となる自分史の制作・販売事業

東京都 株式会社ジャパンメールサービス 9011001050297 日本の『匠』作家・技術者の海外展開をサポートする事業

東京都 ＰＩＮＫ　ＦＬＯＷＥＲ　ＣＡＦＥ － 地元密着お菓子作り、料理体験教室（障がい者、子供、親子対象）

東京都 株式会社ＣＬＳ東京 2011701019706 鉄道工事の安全性を向上させる警報装置の開発

東京都 株式会社ヒューマンリライトケア 9011001071780 ちょこっとサポート（介護保険外サービス）による新たな顧客層の開拓事業

東京都 サケラバ　日本酒セルフ飲み放題 － 日本酒イベントによる集客及び店舗の認知度向上

26 / 55 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 プロジェクトジャパン有限会社 9011002034737 蕎麦レストランを活用した都市連携コーディネート事業の販路拡大

東京都 保谷で親子英語教室 － ネットを使った集客と法人向け接客英会話指導講座事業

東京都 株式会社コミュニティー・ベロ 5010001168145 「自転車タクシーを活用した高齢者支援」

東京都 串衛門 － 外国人観光客獲得に向けた店内換気改善と販売促進事業

東京都 ヨガスタジオＡＳＴＩ － 新プログラムに対する新規顧客開拓の為の宣伝広告

東京都 有限会社ミクロコスモス 5011402008518 新塗装装置（ＳＳＵ）の販路開拓

東京都 キーバ株式会社 3010401105971 女性向けビューティーエナジードリンクのＷｅｂを活用した販路開拓

東京都 ベイクショップターコイズ － ギフトボックスの開発・販路開拓

東京都 ＳＷＥＥＴ　ＭＩＸＢＥＲＲＹ － ＢｔｏＢ・自社サイト構築と寺院専用商品開発・販路拡大

東京都 勘八丸有限会社 2011702002990 和式トイレを洋式トイレに改装する。

東京都 有限会社ブリングアップ 9011102029760 ＩＴおよび販促ツールを活用した法人向けクリーニングの販路開拓

東京都 株式会社最速 7011401018870 資格学習アプリケーションの開発と広告宣伝による受講生の獲得

東京都 株式会社ヒナタデザイン 2013201015747 実物大表示アプリサービスのブランディングＷＥＢサイト改定事業

東京都 株式会社ティー・シー・アイ 9010501025569 ペンダントリフォーム販売促進計画

東京都 ジャパンラボ － 六次産業商品の自社開発を軸にしたサービス販促事業

東京都 株式会社グロービズ 7011301018087 動画を含む自社ホームページを作成し各種講座の広報活動を実施

東京都 ＢＯＵＬＣＯＭ － ＩＴを活用した認知度向上による新規ターゲット顧客の獲得

東京都 有限会社柳橋　小松屋 6010502011645 地域文化伝承・ＰＲと最新技術による伝統食「佃煮」の販路拡大

東京都 株式会社アントレサポート 8011001035968 ＣＴＩシステム導入による業務効率による販路開拓

東京都 株式会社セモア 8010001020947 日本製の高品質なシャンプーの訪日外国人旅行者向け販促活動

東京都 日本ビジュアルサイエンス株式会社 1011101024704 ３Ｄ積層フィギュアの新規開発と販路開拓（１９字）

東京都 名称　レディオブック株式会社 5010401112826 独自保証プランＳＵＰＥＲ５０の加入促進で新規、リピーター獲得

東京都 星野興業株式会社 9010601015296 金物・金型の受注拡大のための営業体制構築事業

東京都 有限会社サンクチュアリ 7040002004699 シニア向けポータルハウス事業

東京都 株式会社すみだ珈琲 4010601040316 世界初！江戸切子のオリジナルカップで飲めるメニューの展開

東京都 株式会社お金の家庭教師 5011701012930 事務代行受託件数の増加戦略と女性が活躍する雇用機会の創出

東京都 株式会社ストレッチサポート 8010601040997 走る楽しみを伝えたい！ワークショップを基盤とした販路開拓

東京都 株式会社フロロ 1011301016113 インターネット広告と動画コンテンツの制作による売上向上計画

東京都 株式会社倉沢工務店 4011801007393 ホームページ改良で知名度さらに売上の向上する販促資料の作成

東京都
有限会社ノザキサービスコーポレーショ
ン

9011302007137 家庭洗濯の代行サービスによる新たな市場開拓。

東京都 ワイルドディープ株式会社 6010601048175 廃棄物処理マッチングサイトのスマホ対応＆ネット広告事業

東京都 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｍａｍａ　ｄｏ － 日本の伝統食を手造り体験していただくことによる顧客の創造

東京都 株式会社染装 4010701005136 ＥＣサイトによる販路拡大と若年層への着物の啓蒙活動

東京都 自然科学研究所合同会社 4011703001635 「紳士のエチケット」シリーズの販路開拓

東京都 株式会社ミルフィーユプラス 8010001159868 お洒落なアニメファッション販売サイトの新規顧客開拓と情報発信

東京都 合同会社Ｂｅｌｌ　Ｒｏｃｋ 4011303002141 ＬＯＶＥキャンドルの販路開拓

東京都 有限会社笠利商会 4011602002536 とっても美味しい中華料理とネパール料理のＰＲと雰囲気づくり

東京都 株式会社インディゴジャパン 3011101076883 インバウンド事業を切り口とした外国人留学生の就業機会の開拓

東京都 トリンテグラ・カンパニー － ギター製作工房立ち上げの販路開拓と業務効率化
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東京都 株式会社まち実践社 7010001150927 年間販売額増額のための店舗環境整備・来店客数増加対策／ネット販売

東京都 株式会社音杏 8010501038984 働く環境整備でスタッフを笑顔に。心からのおもてなしで販売促進

東京都 株式会社ＡＰＯＳＴＲＯＰＨＥ 4011601014904 「江古田エリアの宴会はアポストロフィで」というブランディング

東京都 株式会社ユニバーサル 7013301013217 分析・科学機器展示会出展による新規顧客開拓及び提案型営業導入

東京都 株式会社サナリス 6013201013409 ＶＲ製品の需要増に応える体制づくりと、販路開拓に向けた展示会出展

東京都 株式会社グリーンノノエデュテインメント 1011001110777 ＶＩＰ（有名弁護士・経営者等）向けプレゼン指導コース新設と見込客の獲得

東京都 未来スタイル － 中小工務店等への販路開拓と周知を目的としたＨＰ・チラシ制作

東京都 三田理化メディカル株式会社 6010001162725 日本ペインクリニック学会に向けた自社製品認知度向上の取組み

東京都 株式会社ユニバーサルデベロップメント 8010401069114 ホームページ拡充及び医療介護業態向け教育コンテンツの強化

東京都 Ｋｄｅｓｉｇｎ － 東京ギフト商品開発・外国人向けポップデザインによる販路開拓

東京都 株式会社Ｂｔｉｅｓ 4011101074878 Ｇｏｏｇｌｅ人工知能に対応したＷＥＢサイト案件の開拓

東京都 肴いち川 － 新規顧客層開拓のための手ごろなメニューの宣伝活動

東京都 株式会社Ｓ．Ｔ．Ｋ　ＮＥＴ 4011501017321 東南アジア・南アジア系顧客の集客力アップのための広告の配布

東京都 ＳＡＳ合同会社 2013303002890 オリジナル帆布バック＆グッズの販路拡大による売上増進

東京都 株式会社あとむ 9012401030005 ＨＰのリニューアル・新サービスのＰＲで新規顧客の獲得

東京都 エリーツ株式会社 5011801032085 ＳＯＴテーピングの製造・宣伝・販路開拓事業

東京都 ムーンプライド株式会社 5010401126891 アドバイザリーサービス

東京都 有限会社Ｎｉｃｅ　Ｏｎｅ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 5010702014424
新商品パッケージの開発・スパイス塩・ふりかけソルトなどの新商品開発・
ホームページ/ネットショップの変更

東京都 ＢＬＡＮＣＨＥ池田隼 － プロモーション強化による美髪サプリメントの顧客開拓

東京都 株式会社トレジャーリンク 8010001134251 ホームページ改修及び店舗改装により集客力と稼働率の向上を図る

東京都 リサイクルドラドラハンサム － 季節セール（年８回）の宣伝広告拡大による販路開拓

東京都 株式会社レジリエンス 9010401062761 中小企業向け経営改善クラウドＢＩの紹介ウェブサイト構築

東京都 有限会社東屋 4010602010482 ブランドイメージ向上のための自社工房の整備

東京都 ミールボックス － 成増～下赤塚エリアで“肉バル”　イベントを実施する

東京都 株式会社インフォネクスト 4010401056479 「ご自宅子ども向けプログラミング教室」の展開

東京都 株式会社フルバランス 6011101047403 オウンドメディア構築ソフトＰｏｓｔｉａのＷｅｂ販促強化

東京都 ストップイットジャパン株式会社 1010801026092
「ＳＴＯＰｉｔ」導入前に行ういじめ防止のための授業実施及び収録ＤＶＤ教材配
布

東京都 株式会社トロン 5010401094998 国際交流サービスのＡｎｄｒｏｉｄ市場で展開するアプリの新規開発

東京都 株式会社Ｎｓｋｅｔｃｈ 6030001092532 弊社ニットウエアによる福祉市場への販路開拓

東京都 竹腰音楽事務所 － プロの生演奏リトミック教室のホームページ開設

東京都 株式会社ＳＥＲＥＮＤＥＣ 1011101068817 自社メディアサイト開発（スイーツ専門口コミサイト制作）

東京都 弁護士法人レセラ 9010005005919 企業側向けの労務問題対策支援サービスの周知・集客強化

東京都 株式会社グランドスウェル 8011101078826 レストランとセミナー会場を融合した新業態飲食業の販路拡大事業

東京都 ＡｔｅｌｉｅｒＣｌｏｕｄ合同会社 1011103006700 Ｂｉｔｒｉｘ２４詳細カタログ作成による販路開拓事業

東京都 三恵産業株式会社 6010601012214 高品質な日本製革製品のオンラインショップ強化及びＷＥＢ広告

東京都 株式会社くちけん 9012401024477 外国人向けＨＰ等の開発と自己の技を活かしたスイーツの試作

東京都 株式会社クロスローズプラン 5010501020648 多重織りガーゼ商品のカタログ・パンフレットによる販売促進

東京都 リンパケアサロＬｅｇｅｎｄｓ（レジェンズ） － 盛り世代の疲れ働き癒す！男性向けマッサージの拡販

東京都 原田税理士事務所 － 不動産に関する税務に特化した顧客開拓のためのホームページ作成
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東京都 株式会社Ｎｏｒｔｈｂｒｏｏｋ 5010401128046 Ｄｏｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ新規顧客獲得のための宣伝事業

東京都 穀　雨 － 実店舗開店及びオーダーブライダルリング事業開始による販路拡大

東京都 株式会社ｎｉｃｅ　ｂｒａｖｏ　ｄｅｓｉｇｎ 9011001069313 日本の工場を駆使したオリジナルブランド製品の認知と販路拡大

東京都 株式会社ＤＧ　ＴＡＫＡＮＯ 1122001024048 米国カリフォルニア州での節水用具『ｂｕｂｂｌｅ９０』販売推進

東京都 ファモニィ株式会社 7010001127735
Ｗｅｂページリニューアルと販促強化による「ママトコタイム」認知度向上と集
客強化

東京都 株式会社扶桑 8011801004263 『ノンアイロンお名前シール』開発による新たな収益源の確保

東京都 ＴＨＩＤＡ － 身体メンテンスコースの開発ならびに販路開拓事業

東京都 有限会社柳井畳店 3010802014813 畳の無い家や介護が必要な高齢者を抱える家にも畳の販路拡大

東京都 有限会社クリーニングサービス今福 7010702002575 クリーニング集配に特化したホームページ構築とチラシ販促

東京都
有限会社ＳＨＩＮＯＳ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ　ＣＯ
ＭＰＡＮＹ

6011302015695 アジア最大の楽器展示会「ミュージックチャイナ」への出展

東京都 株式会社ＤＥＸ 8010601049717 日本語ができなくても大丈夫、外国人向けＷＥＢコンサルティング

東京都 ｒａｋａｎｕ株式会社 3010001164708 小型犬の寿命を伸ばす食品添加物０の冷凍ドックフードの製造販売

東京都 ＭＡＴＥＳ － 店舗の認知度向上と海外からのお客差の取り込み

東京都 株式会社三嶋屋 8011201015068 猫好きとバイク好きが集う都市型賃貸物件の販売促進計画

東京都 魚辰 － ＷＥＢ、店舗イベントによるフランス人コミュニティー向け販路開拓

東京都 株式会社オパルス 5011101068037 外国人観光客向け変身体験アクティビティサービス

東京都 アテネ資産顧問株式会社 1011601020830 改正保険業法の対応した新たな保険代理店の営業開拓

東京都 株式会社中野古銭 2011601014096 日本の伝統文化「日本刀」の中国進出事業

東京都 株式会社アサヒクリエイターズ 4010401120078 小ロット着せ替えカイロ・マスクと本体印刷カイロの販路開拓

東京都 株式会社レゾネスト 6010601047862 中小企業向け人工知能等支援事業のための販路開拓

東京都 株式会社彩高堂 6013301025717 撮影技術と４Ｋビデオカメラで実現する舞台の臨場感と業界活性化

東京都 株式会社ＳＡＣＨＩＹＡ 9010001172507 国産大豆１００％安全・美味・健康的なアイスを提供！カフェ事業

東京都 エストパニス － ビタミンたっぷり！りんご酵母の朝食メニューで販路拡大

東京都 Ｍａｋｉ　＆　Ｍｐｈｏ合同会社 7011003006860 海外市場販促準備（ブランド再構築、販促物制作、展示会初出展）

東京都 ｋｉ．ｈａ．ｄａ － 設備を充実し、施術効率を高め、売上を向上させる事業計画

東京都 株式会社ロイヤルジューリー 5011301007760 ３ＤＣＡＤを用いたパターンオーダーリフォーム事業の販路拡大

東京都 Ａｍｕｌｅｔｔｅ － ＨＰ開設による小規模エステ専門コンサルティングの受注拡大

東京都 リマリマヨガスタジオ － 心と体に学びのある本格的ヨガスタジオの販路拡大事業

東京都 テイクアウトナビ株式会社 8010601050708 飲食テイクアウト注文プラットフォーム

東京都 株式会社ディーアール 4010601029788 インターネット委託販売サービスの販路開拓による出品者の獲得

東京都 株式会社高橋工房 5010001004671 伝統の浮世絵木版画「藍摺絵」の復刻による新たな販路開拓

東京都 エクラ株式会社 7011001102629 大人向けブライズメイドドレスの開発、ブランドカの強化

東京都 鍼灸院Ｌｕｃｉｄｕｓ － ＰＰＣ広告・メルマガ配信による新規顧客獲得及び健康増進サポート

東京都 有限会社アトリエ・ツイン 6010702000448 婦人服・用品を含むデザイン・企画新サービスのＰＲツール作成

東京都 株式会社ミラプロ 8010401116700 画期的な中小企業との福利厚生提携と、不動産仲介の新規販路開拓

東京都 Ｉ‐ＤＩＮＩＮＧ株式会社 9010001172614 ホームページ、メニュー表、動画を活用した販路開拓

東京都 株式会社Ｍｅａｌｔｈｙ 4010401115219 低カロリー健康食提案アプリ「Ｍｅａｌｔｈｙ」のアンドロイド版の開発

東京都 株式会社エムプロット 5011001073541 スマートフォンで簡単予約！レンタルサロンの稼働率向上対策

東京都 株式会社ＡＬＡＴＡＭＡ 3010701030928 カメラ女子に特化した商品の販路拡大
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東京都 なでしこＴＯＫＹＯ株式会社 8030001105440 女性スタッフによる、アパレル企業向け検品・配送の一貫サービス

東京都 株式会社キール 3011101078665 ２０代・３０代独身者向けの新商品開発による販路拡大

東京都 株式会社ナガイ 6011801003531 店舗の強みであるスタッフの人間力を生かした顧客の固定化。

東京都 株式会社ＹＥＡＨ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 5010601049166 英語版の教材制作＋海外での説明会を実施。

東京都 株式会社ａｓｈｌｙｎ 3011001111022 オリジナルランジェリーブランドの立ち上げ

東京都 ＳＡＭＡＲ株式会社 9030001096539 「日本企業のパキスタン進出」を総合支援するための販路開拓を行う

東京都 ミスターデンジャー錦糸町店 － 新メニューの開発及び顧客満足度向上のための機械設備の導入

東京都 べーぐり － 地元企業とのコラボによる顧客開拓と日本文化の発信加速

東京都 Ｒａｎｃａ（ランカ） － 地域の子育て世代の母親向け新サービスによる販路開拓

東京都 株式会社Ｔｒｅｅ　ｔｏ　Ｇｒｅｅｎ 9010901032660 全社的なキープロダクトとなるキッズ向け新製品開発と販路開拓

東京都 株式会社ミドリ 4011401014897 半固形胃ろう栄養剤自動注入器「アトミール」の販路開拓事業。

東京都 文京子育て不動産 － 文京子育て不動産「子育てしたいまちづくり」イベント広報事業

東京都 有限会社富士医療器 3011802026848 工業用及び国産聴診器のインターネットによる広告宣伝、販路拡大

東京都 株式会社フラッグシップオーケストラ 1020001105373 中国向けサイト制作による格安動画制作サービス販路開拓

東京都 １９Ｆａｃｔｏｒｙ － 新サービス提供による新規顧客獲得と物販による客単価向上

東京都 株式会社レバレッジラボ－研究所 1010001170880 「パーソナルブランディング」でつなぐ！新しいビジネスマッチング

東京都 株式会社恵比寿創造堂 2011001105982 Ｐｏｎ！Ｔｏｗｎサービスの展開

東京都 ｌｉｖｉｎｇ　ａｒｔ － 安全・納期・価格ニーズに対応した国産デザイン壁紙の販路拡大

東京都 株式会社Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｓａｖｅｕｒ 8013301028998 港区赤坂でライブパフォーマンス付きベーカリー・レストラン事業

東京都 ＰＯＳＴ　ＰＡＲＴＹ　ＤＥＰＲＥＳＳＩＯＮ － 自社製品の開発、海外展示会への出展。

東京都 株式会社アンカー 2010401124626 「中小企業の外部宣伝機能」を訴求するＨＰ開設及び販路開拓

東京都 株式会社ＹＵＩＭＡ　ＮＡＫＡＺＡＴＯ 9011001103773 オートクチュールブランドに向けた経営革新計画の実行

東京都 株式会社ポートフォリオ 8011001114359 副業Ｗｅｂメディアの制作及び運用事業

東京都 水戸守　奏江 － インナーウエアを軸とした新ブランドの開発、販路開拓

東京都 株式会社レオパール 7011001025350 外国人女性向け「きものガウンＪｕｐａｎｅ」の販売事業

東京都 パーフェクトワールド株式会社 2011001064452 映画「ＰｌｅａｓｅＰｌｅａｓｅＰｌｅａｓｅ」上海、香港、グアムでの映画上映事業

東京都 有限会社マザーハウス 3013302015356 ポイントカードを利用した顧客分析による計画的な販促活動の実施

東京都 株式会社Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ 7013301026739 ベンチャー企業向け直接金融まるごと支援事業

東京都 リーガル賃貸保証株式会社 3011101075142 不動産会社向け情報共有・顧客管理システム貸出による販路開拓

東京都 株式会社優才ネットワーク 1010001179906 公立小学校教諭向けオンライン英語力向上ゼミの立ち上げ事業

東京都 モンスーンジャパン合同会社 6011303001991 マラウイでの害虫駆除商品の販売促進と周辺アフリカ各国への販路拡大

東京都 東京フォレスト法務会計事務所 － 業界初！　在留資格申請チェック機能付ホームぺージ営業

東京都 ソフィーエステティック － 宣伝強化による新規顧客の開拓とアンチエイジング知識の訴求

東京都 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＦＩＧＯＮＡ － 『髪の手帳』の開発と利用拡大による理美容事故の防止

東京都 株式会社廣田悟建築設計事務所 8010001135118 ストック活用を促す“建物診断からのリノベーション設計”

東京都 株式会社ナレッジソサエティ 1010001134464 起業家向けシェアオフィス紹介ＷＥＢポータルサイト制作事業

東京都 株式会社コーテッグ 4010001158213 顧客・店舗の双方にとって便利なセルフ注文システムの構築と提供

東京都 玄冶堂株式会社 9010001137559 ハラル商品開発と販売の販路拡大

東京都 Ｈ＆Ｋ合同会社 9013303002694 フィットネス事業の販路拡大
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東京都 株式会社ＳＯＲＡ＆Ｃｏ． 5010401121265
データベースによる分析強化からＳＮＳとオウンドメディアを使った販路拡大
事業

東京都 もみ～たん － 新規ＥＭＳサービス導入による販路開拓とリピーターの増加

東京都 美容鍼灸サロンＳＡＫＵＲＡ － 英語圏の外国人観光客向け美容鍼灸による癒し提供事業

東京都 株式会社Ｕｃａ 3011001054618 「花びらに思いを乗せて伝える“メッセージローズ”」の販促活動

東京都 株式会社オフィス　ブレス　ユー 3190001003567 ＷＥＢサイトのプラットフォーム化による新規顧客獲得

東京都 有限会社ターレス 2011102023935 ペット用マイクロバブル・ウォッシュ・システムの販路開拓による市場の確保

東京都 株式会社アラエ 5010901031757 蛇革のバッグブランドＫＥＮＬＡＮの販路開拓と海外展開

東京都 あまたつ行政書士法務事務所 － 民泊開設支援のホームページ作成による顧客増

東京都 椿公認会計士事務所 － 歯科医院へ会計とＩＴを融合したサービス提供のための販促活動

東京都 Ｆｉｒｓｔ　Ｌａｄｙ － 「セミオーダーワンピース」の認知度向上と新規顧客増大の実現

東京都 株式会社ＭＡＴＩＲＤＥ 1011001100729 顧客満足度１５０％ＵＰと新規客獲得の新メニュー＆　販路開拓

東京都 株式会社アソー 1011401000198 極小レンズ対応偏心測定装置のドイツ他欧米市場への販売の拡大

東京都 ＯＹＣ株式会社 5010001128025 印刷会社向けに名刺注文クラウドシステムをＰＲし販路開拓

東京都 株式会社ＳＧＦ 7010001166898 中国貿易会社対象の共同仕入機能追加（ＢｔｏＢ型）

東京都 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＫＡＺ 9010601036466 プレゼンテーション手法の革新と顧客と接触するための展示会出展

東京都 株式会社グローバ 8011001102165 ＡＩを活用したリフォーム会社紹介サービスの販路開拓の取り組み

東京都 株式会社ルージュ 1013301026819 中国ＥＣサイト出店による販路の拡大

東京都 レイン・バード株式会社 5011601017492 ＰＯＰ作成アプリＰＯＰＫＩＴの販路開拓

東京都 株式会社ＴｗｉｎＳｔａｒｓ 7010501032105 個人利用者向け会員型キュレーションサイトによる販路開拓事業

東京都 合同会社ファブリッジ 5013203001635 台湾向け越境ＥＣサイトのオンライン・オフライン両面からの訴求

東京都 行政書士法人Ｃｌｉｍｂ 5011105007206 多言語対応のホームページ制作による販路開拓

東京都 株式会社中丸花苑 6011501010480 ホームページリニューアルとパンフレット配布による新規顧客開拓

東京都 合同会社鍛冶企画室 1010903003023 若手クラッシック音楽家のためのマネジメント事業

東京都 ＫＥＩ株式会社 3010401111185 オーダーシャツ「販路開拓統計システム＋新生地による販路開拓」

東京都 株式会社笑下村塾 5011101076824 動画を活用した積極的な営業活動による新たな講演先の開拓

東京都 土田コンサルティング事務所 － 「補助金申請代行」受託に向けたＨＰ開設及びＷＥＢ広告展開

東京都 梓不動産株式会社 1010801000428 物件状況共有システム「絆」構築による不動産オーナー支援事業

東京都 株式会社ＷＡＢＩ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 7010801027093 既存事業の顧客開拓、および顧客拡大のための新規事業立上げ

東京都 株式会社サンライズブルバード 7010001102845 輸入車のコンピューターチューニングサービスのＰＲと販路拡大

東京都 月月　ＬａＶａｒｉｅ　ラヴァリエ － オリジナルの日本茶「森のＣｈａｙａ」のインターネット販売

東京都 株式会社セラミックファクトリー東京 4011001054724 高齢者向け義歯技工物による新規顧客獲得・既存顧客満足度の向上

東京都 ケアポット株式会社 3010001166365 仕事と介護の両立支援サービスの新規顧客開拓

東京都 福澤商店株式会社 9011101079311 ベンチャー製造業に特化した製造コンサルティングの新規顧客開拓

東京都 合同会社ポリアンナ 2011003007302 提携する保険外交員の増員に向けた自社説明会の開催と広報資料制作

東京都 行政書士小林秀一事務所 － ウェブページを活用した行政書士業務の販路開拓

東京都 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＳＵＮＮＹ　ＤＡＹ － 店内でのイベント実施で美容室とギャラリー利用の相乗効果を図る

東京都 株式会社アイジー 5011801023992 「整骨院×ダイエット・トレーニング」で集客アップ

東京都 ＨＵＬＬ株式会社 7011101075527 ホームページ改良による新規顧客開拓事業

東京都 株式会社グリーワーク 2011001109141 外部サイトへのリンク掲載と自社コンテンツの拡充よる販路拡大
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東京都 ｋｕｎｉｓｔｙｌｅ株式会社 5010401072467 トレーナー志望者の独立支援に向けたシステムの構築

東京都 株式会社ラディーチ 9010401126797 イタリアプーリア州郷土料理の習得とＳＮＳを活用した集客アップ

東京都 エンブレムジャパン株式会社 5011801030873 外国人観光客と地域が繋がる、わくわくする面白いホステルの創出

東京都 学び舎しゃんてぃ － 発達障害児と発達障害のある不登校児への学習支援事業の販路開拓

東京都 株式会社グランカーブ 7010401116453 世界２大ワイン産地の日本未輸入ワインを発掘し販路拡大事業

東京都 ＡＳＫ － オリジナル漢方茶を使用したスイーツ教室へつなげるネット集客

東京都 合同会社ＡＵＤＩＯＶＩＳＵＡＬ 1011603001820 ステージ映像演出を海外展開するためのプロモーション

東京都 ペキュリア株式会社 1010401108043 デリケートゾーン製品の正しい知識の啓蒙と販促ＰＲ

東京都 株式会社フェロースタイル 3011201015254 ＧＰＳ・ＡＩを活用した集客で美容サロン向けクラウドの契約獲得

東京都 Ｋｙｏｋｏ’ｓ　Ｒｏｏｍ － Ｓｋｙｐｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌｅｓｓｏｎ（スカイプ英会話）

東京都
有限会社ディープブルーコミュニケーショ
ンズ・リミテッド

5011002022811 日本酒の米国向け輸出を促進する動画×試飲会連動企画

東京都 株式会社銀座みらい会計 2010001155897 継続的な契約の増加を目的とした新しいマーケティングツール作成

東京都 株式会社クリエイト・ケア 6011501020059 高齢者のためのカフェ併設型介護事業所による買物代行事業

東京都 株式会社イタダキ 1010001163554 オリジナルジェラート開発・提供による高付加価値化の補完

東京都 株式会社Ｔ＆Ｋグループ 2011401018173 「出産応援とベビーのためのアロマサロン」の販路開拓事業

東京都 株式会社プラスエイト 5011101077525
メンズ眉に関わる美容の普及を目的としたスクール展開のための販路開拓
事業

東京都 株式会社ＬＵＮＯＮ 6011201019335 自社メディアの販促強化による若者向け脱毛専門サロンの売上向上

東京都 スパトレ － オンライン英会話事業の自動予約システムの導入と販促

東京都 有限会社メディア・エース 8010002006061 「手ぶらで行こう！ネットで注文　学会ポスター」発表支援事業

東京都 バンプレコーダー株式会社 2011501019030 「舗装路面状計測スマホアプリ」を主力商品とした販路開拓

東京都 有限会社ＴｅｎＴｅｎＧｒａｐｈｉｃｓ 2011102024933 デザイン力の発信と新顧客に対する販売促進事業

東京都 ホリスティック・マイスター － 料理を作らない、売れる料理教室講師養成講座を売り出すＬＰ広告

東京都 ウィズスカラーズ株式会社 6011001097985 高齢者およびそのご家族向けの相続および不動産コンサルティング

東京都 株式会社ｅｎ 3011101074111 Ｗｅｂマーケティングによる新規販路の開拓及び生徒数増大を図る

東京都 株式会社ピハナコンサルティング 3010401097326 「Ｃｅｒａｎｉｓ」プロジェクト：ぐい呑・豆皿の開発及び販路開拓

東京都 株式会社ＢＡＳＡＮＴＢＩＨＡＲ 2010001171457 ＳＮＳ露出によるオリジナル雑貨のロイヤリティ顧客の獲得事業

東京都 合同会社アズキューブ 4011403000986 新たな顧客開拓のため子育て中の母親に愛される店と商品の強化

東京都 有限会社ヨーメイ・コーポレーション 7011202007858 店舗の多言語対応による外国人観光客をターゲットとした販路拡大

東京都 会計事務所オネスティア － 会計事務所が実施する新しい財務支援サービスの販路開拓

東京都 株式会社Ｏ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 5011001063253 販売代理部門での海外ＳＩＭカード（ＮＺ・中国・ヨーロッパ）の顧客開拓

東京都 株式会社Ｏ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 7011001091764 旅行者向け海外ＳＩＭカードのネットショッピングサイトでの新規顧客開拓

東京都 ガーデニエール砧レジデンス － Ｗｅｂサイト（ＣＭＳ機能及びＳＮＳ連携機能付）の構築

東京都 ＦＰＶ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社 4011001107408 教育用ドローン及びプログラムの開発・販路開拓

東京都 株式会社フューチャーブランド 6011701010743 刺しゅう加工の内製化による納期短縮とワンストップ化の実現

東京都 ハンドメイド・カンパニー株式会社 2011501017810 訪日外国人向け販売促進・冊子型スマートフォン連動カタログ作成

東京都 株式会社Ｌｉｆｅｌｏｎｇ　Ｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎ 1010901037576 考える力を育む、二子玉川インターナショナルスクールの販促事業

東京都 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社 9011001052954 キャリアアップ助成金申請書自動作成サービスの販売促進事業

東京都 Ａｉｌｅｓ　ｄｅ　Ｖｅｎｕｓ株式会社 2010401103836 「ＮＡＯＭＩ」ブランドのオーガニックハーブ食品の販路開拓

東京都 有限会社キノ 3010402034220 夏対応犬服の開発及び販路開拓

32 / 55 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 ＳＨＡＫＥＲ － ＷＥＢサイトの再構築及びコンテンツマーケティングによる集客

東京都 株式会社ＬＥＡＤＥＡ 4011101078904 住宅購入チャートシステムと住宅ブロガー向け紹介システムの開発

東京都 株式会社プロトテック 8010401026585 新型パネルヒーターの開発と展示会向け実演試作機の開発

東京都 株式会社ナイモノ 2010501035327 採用コンサルテーションサービス

東京都 有限会社サン・クリーニング 7011702004826 入れ替わる住民に当社の品質を伝える告知活動

東京都 株式会社江エデュプレイ 3011301020237 学生間評価システムの開発と販路開拓

東京都 有限会社八巻畳工業 4011502004731 近代の顧客ニーズに合わせた縁無し畳の生産性向上と広告展開

東京都 有限会社ハーズヘア 1011702009095 オゾンを用いた新サービス等の開始、販路開拓に向けて

東京都 株式会社ポントコミュニケーションズ 6011801031417 ｅラーニングによる外国語研修サイトの構築

東京都
株式会社ＳＡＦＦＲＡＮ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮ
ＡＬ

8030001082449 日本が誇る中古自動車を、世界中の新興国市場へ展開させる

東京都 ＰＤＸ　ＴＡＰＲＯＯＭ － クラフトビールファンクラブの設立とＰＲ

東京都 株式会社シンク 9010001159719 スポーツの要素を加味し、楽しく学べる防災コンテンツの販路開拓

東京都 Ｅｎｊｏｙ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ － 地域密着型ロコモ・フィットネス事業新規展開のプロモーション

東京都 ヴァロラド株式会社 4011001100180 ドバイから世界へ【日本ものづくりショールーム】による販路開拓

東京都 株式会社フルールアロマ 4010401094628 香り空間演出における拡販と新規事業の販路開拓

東京都 ＭＹ　ＩＮＦＩＮＩＴＹ株式会社 2010401120220 ドリーム・ストーンアートを目玉としてインバウンド市場に挑戦

東京都 株式会社スリーピーシーズ 2010701027818 ＢＡＭ事業の情報発信によるブランド認知度向上・販路拡大

東京都 株式会社中村鋼材 8010701007277 超短納期を実現する切削技術の導入・紹介による医療分野への進出

東京都 株式会社原テクノ 4011001034172 女性積極雇用と人材育成制度の整備・新規工事分野進出で販路開拓

東京都 株式会社ＮＡＣＡＭＵＲＡ 1010601040244 ウェブ・サンプル作成によるＰＲ強化で新規顧客獲得の取り組み

東京都 株式会社山本製作所 8010801026458 対話型ロボットＳＯＴＡ全国へ。介護と保育をつなげて創る笑顔の未来

東京都 株式会社菱Ｏｎｅ　Ｇｒｏｏｖｅ 7200001030688 子供の未来を守り、思いがシンクロするスマートデバイス販促事業

東京都 株式会社ユーティル 7011101073051 「ナビゲーション事業」の推進にかかる広告宣伝活動

東京都 株式会社ＳＩＤＥＬＡＮＤ 5010001144162 飲食店・ライブハウスの集客向上の為の、看板設置及びｗｅｂ制作

東京都 株式会社Ｒａｂｙ 4011301014741 健康メニュー開発とテイクアウトによるお客様の利用頻度向上事業

東京都 有限会社ＪＵＮＣＯＭＰＡＮＹ 3010902026106 設備投資（機械導入）による製品制作幅の拡大と新商品の制作販売

東京都 株式会社エス・ピー・アイ 1011001038663 移動困難者向け、外出サービスの普及、利用促進事業

東京都 ＵＣ　ＥＸＰＲＥＳＳ株式会社 1030001104374 軽貨物運送業の応募者増加法を活かした新規有料職業紹介事業開始

東京都 株式会社福屋 8010001165081 中小企業住宅販売会社対象　販路開拓セミナープロジェクト

東京都 株式会社チャレナジー 8010601046846 台風発電も可能な次世代風力発電機の米国・中東販路開拓事業

東京都 マイプレイス松戸 － シェアハウス情報を集約したポータルサイトの立ち上げ・運営事業

東京都 株式会社Ｔｒａｄｅｒｓ　Ｍａｒｋｅｔ 2010401095421 コンテストで選ばれたレシピの食材をＥＣサイトで提供する事業

東京都 反省屋。 － 外国人観光客取り込みのためのＷＥＢ展開と受け入れ態勢の整備

東京都 株式会社エディシオン・トレヴィル 8011001037436 期間限定ポップアップ・ギャラリー＆ライブラリーによる販路拡大

東京都 株式会社ウィステリア 4011001058238 オリジナル商品の開発による商品ラインナップの拡大と差別化

東京都 株式会社スマイル・ケア 1010901030548 安心と信頼の訪問介護を周知する資料媒体とＨＰの制作

東京都 株式会社クリエーションアカデミー 2013301002777 海外学会への出展による海外販路開拓事業

東京都 株式会社創作工房 3011201011468 独自アニメコンテンツと専属声優によるイベント事業の開催

東京都 株式会社もずや 3011101056217 Ｗｅｂ・動画制作のショールームになるサイト構築で販路拡大
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東京都 株式会社ザ・スリービー 6010401073976 アゼルバイジャンでの和食ＥＸＰＯ事業による販路拡大事業

東京都 株式会社ＣＡＮＡＰＡ 5010901035493 家族不在の時間に面倒をみる老犬のデイサービス事業の展開

東京都 株式会社Ｋ－Ｐｒｏｊｅｃｔ 9010401128463 Ｗｅｂマーケティング手法実施による販路拡大と顧客獲得の増大

東京都 株式会社カネトミ 9050001025834 免税ＰＯＳレジスタ導入による業務効率化、さらなる外国人集客拡大

東京都 ａｙａｎｏ　ｆｕｋｕｍｕｒａ － ＷＥＢサイト機能強化によるブランド発信力とＢｔｏＣ取引の強化

東京都 株式会社Ａ－ＲＥＣ 1010001139694 法人顧客への営業強化と個人顧客の獲得を目指した不動産システム

東京都 株式会社エイアイティ 5011401000797 災害時用浄水装置きゃりーぴゅあぴゅあＲＪｒ．の開発製造と販売

東京都 レストランコバヤシ － 内装工事（導線部分の壁を撤去、料理棚と料理テーブルの新設）

東京都 Ｃａｒｐｅｄｉｅｍ　Ｇｕｙｓ合同会社 5010503004665 バックパッカー向けホームページの開設と防音対策

東京都 株式会社東京経営サポーター 1013401007173 中小企業を支援するハブ組織向け新サービスの開始と広告宣伝

東京都 株式会社東京紙芸社 4011501007710 展示会出展による直接販路・顧客開拓の取り組み

東京都 株式会社日本ハラールサービス 9011101071672 ハラールフードショップの買い物カート設置に関する広告宣伝活動

東京都 株式会社サークライズ 5011001111004 ＩＴの活用，ビラによる，校舎不要の司法書士資格の受験予備校の販売促進

東京都 株式会社イー・ピー・ケイ 6011101001657 「輸入照明器具ショールームの開設による販路拡大事業」

東京都
アカデミー　デュ　プロトコール・サジェス
アンペリアル

－ 世界で通用するマナーを修得する国内、海外研修と準備コース事業

東京都 株式会社アンドサンクス 6010801026699 新規店舗出店（馬込・東玉川）に伴う宅配事業体制の整備

東京都 桃井智世帆 － 世界初「文字フラワー」の認知拡大と作品販売の強化

東京都 株式会社ｎｏｍｅｌ（ノメル） 2010001172653 新規顧客の認知・集客を向上させるためのＷｅｂ販促の実施

東京都 株式会社Ｔｉｅｅｌ 1010001172902 断捨離、遺品整理ニーズを取り込んだ買取事業

東京都 株式会社ＥＢＯＮＹＮＡＩＬＳエンタプライズ 1011501020955 店内レイアウト変更による回転率向上及びＳＮＳ広告によるＰＲ

東京都 ＬＵＸ　ＳＰＡ － 顧客満足度を高める店内改装・ＨＰ制作・オリジナル商品の製作

東京都 株式会社法人営業マーケティング 1011501021012 経営者宛てＤＭサービスの顧客開拓のための専用ホームページ制作

東京都 鹿内綜合事務所 － 電子書籍スクール事業での町おこしと受講生増加を目指す地域戦略

東京都 白鷹ソース株式会社 7010601005729 食材と情報の提供による街の飲食店の唐辛子需要の掘り起こし

東京都 ＢＴＯＫ － 障がい者施設で作られる商品の仕入れ拡大と、新商品開発

東京都 酵素ラボ － 男女別の店内レイアウト改善による浴槽稼働率＆集客力の向上

東京都 株式会社矢島美容室 3011301021929 美容室内エステルーム開設でトータルビューティによる売上拡大

東京都 株式会社ドライブ 1011301021286 自社制作音楽サンプルＣＤを活用した映像制作関係者への営業活動

東京都 コクテイル書房 － 外国人観光客が入りやすく、好印象をＳＮＳで広げてもらう店舗作り事業

東京都 株式会社グレーアンドネイビー 5011001101806 カートリッジ交換型ハブラシブランド「ＢＹＴＡＰＳ」海外展開開始

東京都 株式会社サクラベッツ 3011701011174 ウサギを始めとするエキゾチックペットの診療強化と売上拡大

東京都 有限会社三竹製作所 4011802019132 用途変更・カスタマイズの「粉ブラシ」で販路開拓

東京都 株式会社いきなり面接 2010401126688 販路開拓のためのビジネスパートナー向けサイトの開発

東京都 株式会社ジャパンオールサービス 7010001178844 フェリーへの訪日外国人誘客促進　ＢｔｏＢ販売システム構築

東京都 株式会社ＥＮＧＬＯＢＡＬ 9011001106958 植物性ケイ素濃縮液の自社ブランド製品のネット販売による拡販

東京都 暮らしと家の研究所 － 空き家活用推進の販路開拓に向けた集客事業

東京都 株式会社ｆｕｎ 9010701031490 『山ガール』にターゲットを絞った販路開拓

東京都 株式会社マール社 7010001029634 デザイン素材データのダウンロード販売

東京都 エモーションプラス株式会社 3011801029760 VirtualRearity(仮想現実)技術開発、ソフトウェア開発に関する販売促進
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東京都 ＰｕｐｐｙＢｅａｎｓ（パピービーンズ） － 「地域密着型のわんちゃんのしつけ教室」の認知度向上と新規開拓

東京都 ポップニート株式会社 2011801028813 「自動車用　チャイルドモニター」の広告・販促

東京都 ＶＥＮＴＯ　ＮＵＯＶＯ － 新シューズと膝サポーターの開発、宣伝、販路開拓の活動

東京都 カピパラハーブ － 人と街が活き活きするハーブティー販売促進のための施策

東京都 株式会社夢と情熱 2010701028584 最新機材導入による顧客満足向上と情報発信強化による顧客獲得

東京都 行政書士会社設立エクスプレス － 東京都の新制度を利用した外国人起業家誘致のための広報事業

東京都 株式会社ＮＡＳ 7010701031344 ５８０テクノロジによる機能性マルチビジョン老眼鏡のブランド化

東京都 株式会社アールシープランナーズ 8010401116881 外国人雇用のニーズに応えるオリジナル研修による販路開拓

東京都 ファクトアート株式会社 4011101078656 音楽とデジタル技術を生かしたプログラミングソフトの開発

東京都 ｃｏｔｏｂｏｘ株式会社 7011001109772 顧客層への認知による、ＨＰのアクセス数及び売上高向上の実現

東京都 ＦＩＲＳＴ　ＡＩＲＬＩＮＥＳ － インバウンドやリピート需要を取り込む為の商品開発＆販売促進

東京都 株式会社りょくけん東京 5011401016315 オドロキとトキメキを与える商品ラインナップの拡充

東京都 中央エフエム株式会社 6010001050178
県域ラジオ局向け「Ｌアラート情報自動配信システム」のデモンストレーション
ＷＥＢサイトによる販売促進

東京都 株式会社精華堂霰総本舗 2010601003282 「精華堂霰の小ロットオーダー製造」サービスの開発・販路開拓

東京都 株式会社サンファスニングシステムズ 9010001017810 ＷＥＢ及びインターネットカタログの整備による販路拡大計画

東京都 木村　睦 － インバンド・ギフト市場向けの商品開発・海外展開を含む販路開拓

東京都 パーソナルトレーニングジムｅｖｅｒｇｒｅｅｎ － 働く女性の脱リバウンドのための動画付オウンドメディア構築事業

東京都 株式会社ケイアンドエイチ 7010601044454 駅看板によるエステ店「ナイェジュ」の知名度向上と顧客開拓

東京都 氷室デザイン事務所 － ギフト向けパッケージ開発及び販促冊子作成による売上強化

東京都 八木敦之建築設計事務所 － 作品集と高性能３Ｄｃａｄ導入によるブランディング、販促と提案能力強化

東京都 株式会社ダイジョーブ 8010401124785 ・高度英語教育およびキャリア開発プログラムのオンライン販売開拓

東京都 株式会社電玉 6010401122972 ＩｏＴけん玉「電玉」を世界的玩具に進化させる事業

東京都 合同会社あかり 5010003020923 店舗および新商品「炙り餃子」の認知獲得による販路拡大

東京都 Ｏｒｂｉｔ　Ｐａｒｔｎｅｒ － ＩＴを活用した格安リフォーム見積の一括サイトで販路拡大

東京都 ＲｏｏＦ株式会社 7010501038894 民泊事業を拡大するためのチラシのポスティング・視察

東京都 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗａｒｄｒｏｂｅ － アパレル業界のＩＴ化ファッションテック訴求ホームページ開設

東京都 有限会社和紙工房栞 9013302010855 ターゲット別認知度向上と高付加価値商品の企画開発による販路開拓

東京都 株式会社サンテ東京 4011301020847 保育士と栄養士による子育てママのための託児付エステサロン

東京都 Ｃｌａｓｓｉｃａｌ　Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｊａｐｏｎ － 文化財施設で行うダブル・トリプル成人式撮影サービスの販路拡大

東京都 英会話スクールＰｒｏｇｒｅｓｓ － 看板・広告による認知度向上、及び室内環境拡充による販路開拓

東京都 株式会社トイロ 5011301021621 子供ファッションデザイン教室の通信教育化

東京都 Ｃｏｌｏｒｉｄａｓ － 展示会出展、ウェブサイトリニューアル、ブランド力強化、新商品開発

東京都 ジョージ・アンド・ショーン合同会社 4011003006657 見守りビーコンデバイスのプロダクト用ウェブサイトの制作

東京都 株式会社コート舎 3011301022407 テストマーケティングと販促用イン・ショップ型リアル店舗の出店

東京都 キリィエドナ － 浅草・墨田発！衰退傾向にある着物業界をクラッチバッグで活性化

東京都 株式会社グラッツ 2010001105844 Ｗｅｂ症例登録サービス【ＡＴＵＭＡＲＵ】の販路開拓

東京都 ＳＨＡＮＩ株式会社 3010401111318 高機能フィットネスウエアの新たな市場への販路拡大

東京都 飯田コンサルティングオフィス － 補助金公募前から経営者と共に行動する事業計画作成・実行サポート

東京都 まめ咲髙橋由希子 － カジュアル着物の販路開拓および新規顧客開拓
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東京都 株式会社Ｓｏｃｉａｒｉｓｅ 2011001102914 留学生・高度外国人材スカウティングサイト「Ｗｏｒｌｄｏｔ」ＰＲ事業

東京都 株式会社タッグ 8010001022241 ＶＲ活用による海外にも対応した新形態Ｅコマース市場販路開拓

東京都 株式会社ユピア 7011201019128 ＰｉｔｃｈＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ？　３０秒インタビューセミナー事業

東京都 株式会社平笑 8011001105052 文科省がうたう知識基盤社会で求められる力を会得する教材開発

東京都 トーキョーデザインラボ － デザイン訴求ホームページの開設による営業活動・新規顧客獲得

東京都 やすきち － キッチンカーに水回り設備を増設し清潔さを高め事業拡大

東京都 株式会社ＳＰＲＩＮＧ　ＯＦ　ＦＡＳＨＩＯＮ 9011001113145 ここにしか無い物が買える若者向けショッピングモールサイト構築

東京都 すし藤森 － すし藤森が実現、ワインと寿司のマリアージュ

東京都 株式会社デコレーションカンパニー 4010001163353 Ａｎｄｒｏｉｄアプリのプロモーションと注文システムのリニューアル

東京都 ダブルエスワールド － 和ビンテージブランドのジャパンエキスポ出展及び販促活動

東京都 ベストエフォート株式会社 7030003006019 ひびのこづえブランドの生活雑貨の海外販路開拓

東京都 フードビジネス研究所 － 殺処分間際の引退競走馬を繁殖牝馬に転用するネットオークション

東京都 株式会社エニー・シー 9010501028357 マンション別リフォーム・パッケージ作成と営業支援ソフト活用

東京都 株式会社Ｒｈｅｌｉｘａ 9010901035655 現場完結型ポータブル・ゲノムＤＮＡ　情報解析システムの販売促進

東京都 サンモリッツアーツ － 知育玩具用回転軸ジョイント・軸受パーツの金型製作

東京都 株式会社下島愛生堂薬局 5010101001734 薬剤師の在宅訪問サービス拡販プロジェクト

東京都 株式会社網代園 7010101000189 新店舗周知の為の店舗前暖簾と、看板の設置、ならびにＤＭ発送

東京都 株式会社カワサキフリーダムナナ 5010101000892
ガラスコーティングＣＲ1 の提供とご紹介パンフレット配布・ネット口コミ展開に
よる自店集客販路開拓

東京都 リブト株式会社 6010001138782 医療・福祉用具に特化した「地域連携型」試作支援サービス事業

東京都 株式会社アリアンサ 6010101008209 「和ドレス」を日本と世界に広げる販路開拓事業

東京都 株式会社ミナモト 6010101003820 検索広告対応スマホ版ホームページ開設で新規受注開拓

東京都 合同会社グッドネイバー 9010103000961 古民家ダイニングの認知度向上と口コミ促進を目指す広告活動

東京都 ｍｅｄｌａｂｏｘ合同会社 4010103001072 中小医療機器メーカーの販売を加速するＷＥＢ医療機器展示会事業

東京都 ｏａｓｉｓ　ｄｅｓｉｇｎ － グラフィックデザイナーの売り上げアップ講座

東京都 Ａｓａｈｉ　ｔｅｒｒｅ　ｙｏｇａ － 子育てママなどをターゲットにした新規顧客獲得のための広告宣伝

東京都 ティ・スクエア株式会社 2010101007461 営業アセスメントのＨＰ更新・カタログ作成による販路拡大

東京都 Ｂｕｌｌ’ｓＣｏｆｆｅｅ － 販路拡大のためのホームページ新設、ショップカード作成・配布

東京都 合同会社リルワールド 1010103000829 タベルコトサイト内コンテンツ「日本のグルメまるわかりガイド」作成

東京都 リノベアー － ウェブサイトの更新及び見込客調査・チラシ郵送による販路拡大

東京都
Ｅｌｌｉｅ’ｓ　ＤＥＬＩＣＡＴＥＳＳＥＮ　ＣＡＦＥ＆Ｂ
ＡＲ

－ ホームページ開設　店舗前看板新設　メニューブックリニューアル

東京都 株式会社テクナビ 5010101011312 Ｗｅｂサイト買取・売買仲介事業の新規顧客獲得策

東京都 ＬＩＣＡＦＥ － 座席数改善、店頭店内装飾改善、知名度向上

東京都 ｓｔｕｄｉｏ　：ＯＺＵ： － メタルソー導入による受注促進及び売り上げ向上

東京都 有限会社タカクラメガネ 7010102004172 いごこち環境とサービスの改善で、高齢者の集客と売り上げ拡大

東京都 株式会社黒沢商店 5010101011295 カウンターファーストフード販路拡大事業

東京都 セブンヒルズ株式会社 9010101001994 商品販売での販売先の開拓、資源リサイクル事業での回収先の開拓

東京都 蕎麦と雑穀料理　杜々 － 「高尾の蕎麦のお取り寄せグルメ」の開発とＩＴ活用による拡販

東京都 有限会社柴　野 9010102010540 直接的に相談しにくい肥満・不妊症患者の集客と販路開拓

東京都 ファリーヌ － 腎臓病。低たんぱくパンの販路拡大のためのホームページ制作
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東京都 有限会社ハーベストムーン 6010102005460 シニア向けＥＣサイト構築とＷＥＢ広告による節句人形の販路開拓

東京都 ＳＯＤＡ株式会社 2010101009813 遺品・生前生理・不用品回収特化型シェアリングエコノミーサイト運営

東京都 株式会社ノアコーポレーション 7012401017862 ホームページを利用した新規顧客開拓

東京都 株式会社ユーエス 9010101007174 下請依存からの脱却を目指すネット通販事業の立ち上げ

東京都
有限会社インフォメーションマネージメン
トコンサルティング

9012402022216 スマートメータを活用した高齢者見守りサービスの開発・販路開拓

東京都 有限会社アヅマ写真店 9010102000376 高尾の地域資源を活かしたシニア層の満足度向上による売上拡大

東京都 株式会社塩 8010101008388 海外の顧客開拓強化事業

東京都 ＡｔＫｉＤ － サービスの販売経路開拓とオウンドメディア開発及びシステム構築

東京都 レヴェーユ・モリクボ － 羽毛ふとんの無料診断とホームページ作成による販路開拓

東京都 有限会社ウッドベリーズ 2012402016281 認知度向上に向けた公式サイトリニューアル（利便性・内容充実）

東京都 ハギワラデザインオフィス － ＷＥＢサイトのリニューアルによる海外新規顧客の獲得と売上増加

東京都 株式会社ブライトコンパス 8010001155727 新たな戦略的取組みによる新規ユーザ拡大施策

東京都 三輪アトリエ一級建築士事務所 － ストーリーのある設計過程を「読み物」で示すホームページ作成

東京都 株式会社ｈａｎａｎｅ 5011301022727 インターネットを活用した生花販売サイトの構築及び販促

東京都 株式会社ＭＡＳ 3012401031917 ホームページ作成等による販路開拓、非下請工事の受注機会拡大

東京都
住宅コンサルティングサービスのはうす・
ハウス

－ 見込客囲い込み目的で実施するセミナーの参加者募集広告

東京都 ＡＩＺＡＷＡ　ｓｔｕｄｉｏ － クリーンエネルギーで動くレンタルウェブサーバの開発と販売促進

東京都 ＵＮＲＥＳＳ － コンセプト商品販売の為のマーケティング体制の確立

東京都 ねぎぞうデザイン － 本格的なプロ撮影と動画でネットショップの大理石小物をアピール

東京都 株式会社グッドクリップ 1010001132311 ランチ（コース料理）の開発と、販促品の製作、及び広告宣伝

東京都 池田英語塾 － 池田式読解メソッドを使った「高校受験コース」の集客用ＨＰ作成

東京都 株式会社Ｈｕｊｏｉｎ＇Ｓ 7012401030485 ＤＩＹ賃貸のワンストップサービス参入による認知度向上事業

東京都 アンドバリュー株式会社 5012401024349 新開発サービス、中小企業支援のためのＷｅｂシステムの販路開拓

東京都 ラ・ポー・ドゥース － 敏感肌の方向けエステ商品・サービスの販売促進事業

東京都 ナカムラデザインオフィス － オリジナルブランド・ユニフォーム・カシミヤのネットの販路開拓

東京都 ＲＩＣＨＥＳＳＥ － エクステサービス実施による顧客単価向上と新規顧客の取り込み

東京都 株式会社カヤシマ 7011301001720 女性客とご年配の客層が共に楽しめる昭和感溢れる飲食店へ！！

東京都 ユニバーサル林業株式会社 2013101007282 森林整備技術を活用した都市・里山での特殊伐採サービス事業

東京都 有限会社フラッグスタッフ 4013102006711 ブランド力強化および利便性向上による新規顧客開拓

東京都 フロマージュ・デュ・テロワール － チーズの聖地となるような店舗を作り、青梅のランドマークとする

東京都 株式会社荒沢屋 2013101004148 法事に役立つ知識紹介による販路開拓と新規顧客開拓事業

東京都 知創株式会社 6013101007056 放課後児童クラブの利用者集客を狙ったビジョンの実現

東京都 ル・グラン・ノワール － 新市場開拓の為の新事業、ネット通販新規参入にて個人顧客獲得！

東京都 ＨＩＢＡＣＨＩＹＡ － 余剰駐車スペースを活用した集客施設の設置

東京都 有限会社プラム 1013102006680 新商品及びご当地チョコレートのＯＥＭ受注による売上拡大

東京都 寿々喜家 － イス席対応型小規模宴会場への店舗改装による収益拡大

東京都 株式会社キヨシ・ネットワーク 9013102005956 レーザーでアニロックスロール洗浄する紹介ビデオ・パンフレット制作

東京都 株式会社ユニバース・リサーチ 2010701024600 資格試験講習のｅ－ラーニング化及び販路開拓

東京都 賀川企画合同会社 9013103000634 マンガを使ったリサイクルサービスの周知強化
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東京都 Ｖｉｇｏｒｏｓｓｏ 8012401023736 路面からの存在感と店内での満足感の向上による新規集客の強化

東京都 トック・エンジニアリング株式会社 2012801006528 ホームページ改善・ＨＡＣＣＰ導入支援・ＩＴ活用に依る販売強化策

東京都 ミミー電子株式会社 7012801001598 台湾展示会出展による新商品（廉価版アナログ補聴器）の販路開拓

東京都 合同会社翔学舎 6012803000566 日野校における自立型個別指導に特化した教室への改装・改善

東京都 株式会社ケアラポール 3012801004489 医療施設に適した感染防止清掃環境改善の周知徹底と新規顧客開拓

東京都 チャットイー － デザインの力で差をつける広告による新規開拓及びリピーター獲得

東京都 多摩製作所 － 鉄黒皮材の素材感を生かした新製品開発及び販路開拓

東京都 行政書士法人ＧＯＡＬ立川支店 3010005023067 若手起業家向けに特化した「創業」がテーマのメディア構築

東京都 下司　康子 － イメージアップ動画＋ミニコンサルで男性経営者の印象向上を推進

東京都 ムラカミ電気商会 －
言語聴覚士を招いた高齢者施設と当店における補聴器の無料相談会の実
施

東京都 ブーランジェリーＡＹＡＫＡ － プラスアルファとなる高単価・高収益率商品の開発

東京都 有限会社トムトム 5011302006431 面接に呼びたくなるような就職・オーディション用証明写真撮影

東京都 寿々屋 － 外国人のあつまるお蕎麦屋さん

東京都 株式会社ブレイクスルーラボ 9012401030343 建設業向け研修事業などの認知向上による販路拡大

東京都 フィフティスクエア株式会社 4012401024647
ヘッドホンに装着し蒸れによる不快感を解消するヘッドホンカバーの販売促
進

東京都 有限会社光電鍍工業所 8012302001865 ＬＥＤ式オゾン濃度測定装置の販路開拓

東京都 ゴスペル・カフェ合同会社 2012303000509 看板設置等による告知の充実と店内整備による寛ぎスペースの提供

東京都 株式会社イーエムネットサービス 6021001047403 コンサルティングによる環境関連事務支援業務の販路開拓

東京都 株式会社マユミ 1012301008430 シルバープラン（高齢者対象）等投入によるペットサロン事業拡大

東京都 あおいくまメディカル株式会社 6012301008748 “心臓リハビリテーションに強い訪看”のＰＲ活動で販路開拓

東京都 株式会社カンボジア情報サービス 3012301010814 「カンボジアと日本の架け橋」となるＷＥＢサイトの構築

東京都 和音の木 － 地域初の本格的なミュージカル教室の開講による販路開拓

東京都 グリュン・シューズガーデン － 子供用コンフォートシューズの販路開拓・販売開始

東京都 株式会社森谷クラシックバレエ 7012301006404 中高年の「健康」「生きがい」とアカデミックなバレエ教育の共存

東京都 株式会社ＩＧＮＩＴＩＯＮ　ＰＲＯＪＥＣＴＳ 6012301009440 ブランド構築によるカスタマイズを楽しむ自動車マニアの開拓

東京都 有限会社ユーキ 4012302004987 店舗看板と駐車場誘導サインの設置及びネット販売による販路開拓

東京都 Ｗｅｅｋｅｎｄ　Ｃａｆｅ － 店の外壁改装と突出し看板設置による集客力強化

東京都 みどりヶ丘整骨院 － 『姿勢塾・均整体操教室』による予防・健康維持する整骨院の実現

東京都 ＫＭ工房株式会社 2012301009618 高齢者のための「安心、安全リフォーム」工事の販路拡大

東京都 株式会社いろは寿司 6012301000201 ウェブページの大幅刷新とグローバル化対応で集客カアップ

東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｎｅｗ　Ｃｉｎｅｍａ 6012301010002 企業に向けた短編ＰＲ動画制作サービスの宣伝による販路開拓事業

東京都 Ｂａｄｅｎ　Ｂａｄｅｎ（バーデンバーデン） － 働く男性向け疲労解消独自ヘッドトリートメントの販路開拓事業

東京都 株式会社Ｄｕｃｏ 3012301005590 世界に通用する［Ｒｈｕｓ」ブランドをＷｅｂサイトで発信

東京都 株式会社丸中きもの 3012301002448 和洋式服レンタル衣装のネットレンタル事業の開始

東京都
ＬＡＵＧＨ　ＡＮＤ　ＳＵＲＰＲＩＳＥ（からだ康
房）

－ 足底圧測定機器導入による効果の「見える化」による新規顧客獲得

東京都 うしゃぎさん － たまごスイーツのブランド化とそのためのたまごとのセット販売

東京都 ｔｏｙ－ｓｐｉｃｅ！ － おもちゃの工作キットの販路開拓及びそれに伴う環境整備

東京都 有限会社プラスハート 5012302008302 保存版小冊子「お店の生活便利帳」を配布する販売促進

東京都 ひめ風堂 － オリジナル絵本作成で、新しいベビーマッサージ事業の展開と発展
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東京都 株式会社タウンツアーズ 4012301006803 訪日企業旅行や教育旅行の企画によるインバウンド需要の取り込み

東京都 有限会社アーリーバード 5012302008715 付加価値の高い披露宴に派遣可能な人材確保と派遣先の開拓活動

東京都 有限会社美舟寿し 3012302007677 『バリアフリーによる料亭（寿司割烹）居酒屋化による販路拡大』

東京都 株式会社ｗｅａｗｏｗ 8012401032035 海外のアプリ利用者と写真家獲得、認知度向上

東京都 ビスコテック株式会社 4013401001529 新商品販売に向けた科学機器総合展示会の出展と科学機器総覧掲載

東京都 株式会社ブックローバー 7013401006558 滞留時間の増加による客単価向上のための店舗修繕事業

東京都 プリティグッド工房 － 「３Ｄ切削マシン」導入による試作品開発の簡略化

東京都 株式会社アールエムエス 7010901000306 ＳＥＯによるＳＳＬサーバー証明書のｗｅｂ販売促進

東京都 家事代行専門シンプルデザイン － 地元（多摩市・稲城市等）の共働き夫婦の顧客を獲得する。

東京都 あおきば治療院 － スマートフォン対応のホームページ作成、店舗の看板の内容変更

東京都 有限会社魚隆 7013202000917 外国人に観光客に食べさせたい！朝獲れ魚のメニューで販路開拓

東京都 株式会社０＆９ 5011001102622 エステ専用ルームの新設

東京都 株式会社新和エンジニアリング 4010501006128 「新素材サラダ」の開発と農園直営惣菜販売店の開設

東京都 ロードセーフティー株式会社 6010001155811 ネーミングライツに代わる公共広告「地域安全広告」事業の立ち上げ

東京都 株式会社カメヤコーポレーション 7260001001873 習い事の複数体験実施による主婦層の新たな開拓のための販売促進

神奈川県 ミナトファニチャー －
秋田杉を使った次代に受け継ぐオンリーワン家具をワークショップ等で知って
もらい、秋田県内の家具へのこだわりが高いお客様を発掘する事業

神奈川県 株式会社ビッグフィッシュ 6020001111986 「プールリニューアルに伴う販売促進強化活動による顧客増加計画」

神奈川県 有限会社Ａ＆Ｔコーポレーション 9020002079015
特殊清掃用洗剤と「家賃保証損害保険」の販売拡大による売上の仕組み作
り

神奈川県 リンケージ － ＷＥＢサイト開設で中小企業向けＷＥＢプロデュースの販路開拓

神奈川県 株式会社花実樹 6021001050299 防虫機能付きコンテナガーデンの開発と販路開拓

神奈川県 株式会社テイクヒルズ 2020001049652 おかあさん安心　私も安心　年金手続き同行サービス

神奈川県 リトルフォーチュン株式会社 2020001105934 空き家の再生と母子家庭世帯への低廉な賃貸住宅提供・サポート

神奈川県 マツモト額縁店 － 当社初！オーダーメイド３Ｄ額縁のＨＰによる新規顧客獲得事業

神奈川県 銀座パリス　横浜元町店 － アパレル、ブランド食器、アクセサリー商品販売促進事業

神奈川県 株式会社メイクリーン 5020001058056 ベッド脇に置ける介護用水洗トイレ「水洗まる」の新聞媒体による販売促進

神奈川県 株式会社古林療育技術研究所 6020001113438 自閉症支援グッズの認知度向上

神奈川県 株式会社レイコレクション 9020001029680 オリジナルデザインのハンドメイド結婚指輪開発・販売事業

神奈川県 ネットショップグラシアス － グラシアス　ＥＣスマホ対応によるユーザビリティ向上事業

神奈川県 株式会社言語サービス 7010001132108 海外ＩＴ技術者向けオンライン日本語教育の新規事業の開始

神奈川県 米豆麦造り合同会社 1020003011165 「未病・予防医学をテーマにした健康食品販売サイトの立ち上げ」

神奈川県 センター南接骨院 － 新規雇用により受付延長やネット予約開始等で売上を向上させる

神奈川県 セルチェ株式会社 3020001048942 新規ホームページ作成によるパッケージサービス製品の販売拡大

神奈川県 株式会社地域シャワーコム 8021001037963 地域活動のお悩みを解決するホームページ・カタログの作成

神奈川県 株式会社ミナロ 1020001047145 ケミカルウッド製アニメ和菓子用木型の開発・販売・海外展開

神奈川県 珈琲豆＆癒し処ちろりや － 自社ブランド力を強化し、看板新設、ポスティングによる販路拡大

神奈川県 幸食薬膳料理スクール － 薬膳茶・薬膳ワイン手作りキット・薬膳鍋の素の開発と販路開拓

神奈川県 ｈｅｍｉｓｐｈｅｒｅ　ｓｔｏｒｅ － 珈琲ブレイクタイムを提供し、来店者、利用者を増やす。

神奈川県 株式会社エンジン 8020001116430 動物病院向け経営サポートとオプションサービスの認知度向上

神奈川県 株式会社三浦商会 7020001008091 「ガソリンスタンドでパートナーストレッチ」事業の販路開拓
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神奈川県 モナムール美容室 － 地域限定で高齢者やご不自由な方へ対応する訪問美容事業の強化

神奈川県 けんたくん横浜緑区店 － けんたくん横浜緑区店の商品、当店独自サービスの宣伝と販路開拓

神奈川県 株式会社トライアングル 1020001063084 節水器「アクアクルー」ゼロリスク（！！）の経費削減サービスの販売戦略

神奈川県 株式会社ファナフランス 7021001023741 いきいきシニアの学び旅を応援する観光通訳サービスと旅行相談会

神奈川県 花びぃ工房 － ４０歳以上大人のハンドメイド作家が集う「マルシェ」で販路開拓

神奈川県 有限会社加藤米穀店 4020002016286 真空・少量包装を使用した高品質・高食味米の販売促進事業

神奈川県 スポットライト合同会社 2020003011841 自分史制作代行サービスの販路開拓

神奈川県 アズマフィン － 常設屋台設置とＰＲ強化による販路開拓

神奈川県 株式会社ジー・ナビゲーション 7020001116514 絵巻寿司検定協会会員増加に向けた絵巻き寿司のＰＲ動画制作

神奈川県 株式会社ユニコーン 2020001100621 地域に開かれた介護運営で顧客と働く人材を活かして社会資源に

神奈川県 株式会社ローカルフード 5020001098077 健康寿命を延ばすアクティブシニア向け加工品ＥＣサイト販売事業

神奈川県 株式会社梅林 3020001025504 ＯＥＳ付ＰＯＳレジシステム導入（ＰｏｓＣｕｂｅ）

神奈川県 有限会社みつわ商会 6020002012960 コンテンツマーケティングによるＳＥＯ対策とチラシ配布による新規顧客開拓

神奈川県 武蔵野電設株式会社 8020001021861 「照明」を切り口にした販路開拓の取組み

神奈川県 株式会社ＮＳＣ 9020001060082 新しい学習ツール「モアファン」による幼稚園生増加作戦

神奈川県 株式会社ビニーズ 2020001117673 自分磨きを目指す大人女性の為のエステスクール開設と顧客獲得

神奈川県 株式会社エランビタール 1020001037162 赤錆劣化した給水管の黒錆化による修復効果の見える化で販路拡大

神奈川県 フルールドリス － 造花の新商品開発およびブランディング

神奈川県 株式会社アルク 2020001086415 ＤＩＹで楽しく本格的リフォームができる商品開発と販売

神奈川県 Ｐ＊ハンドメイドアクセサリー － ハンドメイドで生計を立てたい女性たちへの基盤づくりの支援

神奈川県 株式会社イージスコンサルティング 2020001043275 コンテンツマーケティングを活用した介護教材の販売促進活動

神奈川県 パン酵母ミルキ － 生産量拡大のボトルネック解消で、夕方需要に対応して売上拡大

神奈川県 株式会社成田組 3020001018334 快適な生活をあなたへ！水周りリフォーム専用ＨＰによる販売促進

神奈川県 株式会社ｉｌ　Ｂｉａｎｃｏ 2020001052367 将来性の高いギフト市場へオリーブオイルで参入するための商品開発

神奈川県 株式会社クワトロ 7020001056834 遊休不動産の利活用方法の提案で、新たなサービスモデルを展開

神奈川県 Ｓｅｒａｐｈ － 顧客満足の為の新サービスの開発及び広報活動

神奈川県 一級建築士事務所秋山立花 － 職人の技を生かす「和」を感じる新しい家具の商品開発

神奈川県 株式会社ＴＥＺＺＯ 8020001060298 レストア事業への新展開のための店舗改装による販路拡大

神奈川県 Ｃａｎｔｉｋ － 超高齢化社会に向けての老人ホーム等での「介護アロマ」の普及

神奈川県 イノトレーニングサービス － バレエトレーニング、モバイルデバイス普及計画

神奈川県 ＶＲＡＮＡ － 現代風江戸小紋柄オリジナルブランドの試作開発、販売事業

神奈川県 食楽ＢＮＳ株式会社 9020001097637 食教材のおまけ付き子ども向け加工品の開発およびネット販売事業

神奈川県 Ａｐｔ＃２０７ － 店舗の移転・改装とレイアウト変更／リニューアルオープンの宣伝

神奈川県 株式会社ＣＴＮＢ 8020001116851 ＬＥＤを用いた光源用基板の製作

神奈川県 株式会社カラフェ 2020001100555 オリジナルスキンケア化粧品のサロン販売ルート開拓・拡大

神奈川県 土屋　充慶 － 若年層及び海外への販売強化による呉服市場活性化

神奈川県 ネイルレイ － 自社開発商品の実証データ取得と販路拡大及び新規顧客開拓

神奈川県 金沢屋港南店 － 器用さと工夫をＰＲ！ふすま・障子・網戸張り替え店舗の販路開拓

神奈川県 株式会社麻布通信社 4020001092972 外国人観光客を集客したい店舗向け、コンサルティング事業
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神奈川県
サイバーセキュリティソリューションズ株
式会社

3020001117697 販路開拓のためのサイバーセキュリティ無料セミナー

神奈川県 クリーニングあさの － 顧客の業績向上を支援する、クリーニングを超えた価値提供

神奈川県 株式会社ファーストブレイク 2020001106718 フリーカメラマンの発掘・育成によるカメラマン紹介事業拡大

神奈川県 株式会社コーケン 3020001086331 顧客フォローと受注獲得のための新販売管理システム導入

神奈川県 株式会社ファイブ・スター 9020001105738 専門サイト構築による神奈川県内の中小企業者等の販路開拓支援

神奈川県 有限会社マスクリエイターズ 4020002022433 撮影空間の多面創出による販路開拓と看板設置による認知度向上

神奈川県 株式会社イクティズム 6020001117109 Ｔ－Ｍｕｓｉｃ横浜（音楽教室）運営のための宣伝広告

神奈川県 源気商會 － 高級岩塩の国内加工とギフトブランド「ＥＮ　ＭＵＳＵＢＩ」の広告・販売

神奈川県 行政書士　エフ　ｄｅ　オフィス － 「会計記帳やりまっせ！」広告宣伝活動

神奈川県 株式会社ファンクリエイション 1020001117947 動画を活用したサービスの見える化で新規顧客開拓

神奈川県 Ｙ’ｓカスタマーサポート － ドローンスクール事業への集客

神奈川県 ｈａｓａｍｕ － 時間帯別新メニュー開発と空間演出サービス、販促で集客アップ

神奈川県 株式会社よこはまグリーンピース 1020001089807 いずみ野版地産地消モデル！安心安全おいしいテイクアウト事業

神奈川県 三昇堂印刷株式会社 8020001013000 顧客に納得して頂く環境配慮印刷システム活用による販路開拓

神奈川県 徐　秋叶 － 日本からベビー用品を中国浙江省寧波市へ輸出展開、販路開拓。

神奈川県 株式会社ドッグラン・ラボ 6020001095981 ドッグヤードマガジンのＷＥＢメディア展開及びＨＰリニューアル

神奈川県 株式会社安田保険センター 8020001045563 音楽関係者限定の保険販売開始に伴う新ＨＰの作成

神奈川県 株式会社アレナトーレ 9011001068819 マイナースポーツで活躍するトップアスリートのマネジメント支援

神奈川県 株式会社ミソド 4020001118447 即席味噌汁「ご当地みそまる」の試作開発と販売促進

神奈川県 株式会社ココニア 7020001103834 ホームページ作成による新規客獲得と顧客満足の向上

神奈川県 株式会社サンテフレスコ 1020001091003 「こうね１００％馬油の販路開拓の強化」

神奈川県 株式会社クリアネクスト 7020001115359 柔道整復師×プロスポーツトレーナー　本気の身体作りメソッド

神奈川県 ホットブリッジ横浜合同会社 6020003011557 葬儀に特化した受付代行事業の販路開拓

神奈川県 株式会社エムズリビング 8020001018908 商店街の空き店舗を予防する店舗後継者マッチングシステムの開発

神奈川県 株式会社Ｇ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 1020001116305 行政書士に対するホームページ作成及びコンサルティング業務事業

神奈川県 株式会社ｉｓｍ 2020001047128 頭皮ケアにおける顧客内シェア向上の為の商品開発事業

神奈川県 新宮美佐子税理士事務所 － 相続税の課税拡大に伴う申告必要者をターゲットとした販路開拓

神奈川県 ＧｒＡＳＰ株式会社 2020001109241 若年性認知症の人・社員が輝き放つフィールド　トポス　和果

神奈川県 株式会社ビューティープロ 2020001097511 満足度の向上でリピート客と客単価アップと口コミによる新規獲得

神奈川県 エステサロン　ベルソワン － 脱・隠れ家！ベルソワン新店舗開店準備事業

神奈川県 日研株式会社 5021001031119 独自開発水質浄化剤「水の精」の中国販売促進活動

神奈川県 有限会社ピーディーエヌシー 4020002071372 「ネイルサロンスクール」の集客改善事業

神奈川県 有限会社ケイフォトサービス 3020002029768 動画企画・撮影・編集業務の強化とホームページによる広報

神奈川県 株式会社ＪＥＬＬＩＳＨ 3020001087833 「横濱ドレス」ＰＲによる販路拡大とアニバーサリーフォトの提案

神奈川県 ホルドナマーケット － レインコートをパッと着られる「かっぱっぱ」販路開拓事業

神奈川県 Ｒ・Ｉ・Ｓ　３Ｄデザイン － 海外向け３Ｄプリンタユーザ向け３Ｄデータの製作及び販路開拓

神奈川県 株式会社インターローカス 5010801015158 施主とリフォーム会社との双方向リフォーム提案の促進

神奈川県 株式会社利光ファシリティーズ 4020001114099 業種個別の特徴を訴求する空調清掃事業のウェブページ作成

神奈川県 ｅｌｅｍｅｎｔｓ － 「住宅収納スペシャリスト」資格認定講座の法人向け販促事業
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神奈川県 株式会社バンブーム 3020001060600 店舗入り口の外装美観整備による入店促進および売上向上の実現

神奈川県 Ｊａｐａｒａｎ － エコサイクル商品の海外展示会出展によるインバウンド需要開拓

神奈川県 長谷川国際特許事務所 － 全国に長谷川国際特許事務所のファンを作る販路開拓事業

神奈川県 株式会社Ｍ．Ｓ．Ｐ 2010401086932 最先端で痛みのない乳癌検査機器の販売促進事業

神奈川県 株式会社矢田建設 5020001103159 施主支給形リフォームの販売促進

神奈川県 サロンマウラニ － 女性（特に４０歳以上）に自信を持たせて社会に送り出す大作戦

神奈川県 横浜サワディーブリッジ － ２０２０年対策手書き英語ＰＯＰセミナーの専用サイト・チラシ制作

神奈川県 株式会社大橋石材店 6021001040077 お墓のみとり　フランチャイズの展開と普及拡大

神奈川県 有限会社ジュン　ミウラヤ 4021002064952 観光地「横須賀」を水兵気分が体験できるＴシャツで新規顧客増加

神奈川県 ＮＯＯＮ　ＦＬＯＳ － 「花屋さんがやってくる」老人ホームへの販売強化と店舗冬場対策

神奈川県 横須賀貿易株式会社 9021001059981 国内複数モールサイト出店、および海外販路開拓による売上拡大

神奈川県 ａｒｔｃｏｄｅ － 楽天広告掲載と映像投影・名刺製作機器導入による販路拡大事業

神奈川県 株式会社キャッチアップ 9021001042698 変わり種食材を来店動機に！外国人おもてなし体制構築で市場開拓

神奈川県 合同会社九雲 5021003005987 日本の竹を使った国産調理道具の展示会出展による拡販戦略

神奈川県 マルト陶器 － 線香・仏具売場の改装拡充と新規顧客獲得のための看板改装。

神奈川県 有限会社三富屋 2021002067131 新鮮、ボリューム感のある低価格海鮮丼で集客、収益増加

神奈川県 できたて屋 － 神奈川県Ｎｏ，１苺大福を実現するための包囲網作戦

神奈川県 有限会社横須賀松坂屋 8021002067654 加工肉食品の商圏拡大における販売拡大

神奈川県 ラクーマ － 在住米国人・高齢者向けメニュー等作成と他地域への販路開拓。

神奈川県 ぴーずＤＯＧサービス － シニア世代愛犬家に向けた１ＤＡＹサービス周知の為の広告宣伝

神奈川県 株式会社電幸社 2021001040766 Ｗセンサー付ボックス・検出器・ボックスカッタの販路開拓

神奈川県 株式会社ラウト 7020001049953 お役様にくつろぎとリラックスを提供する自家焙煎コーヒーＰＲ事業

神奈川県 株式会社フジコー 9021001041007 外国人おもてなし居酒屋の受け入れ体制構築による新規市場の開拓

神奈川県 すぎい設備株式会社 6021001042643 デコスドライ工法を使った施工受注の販路拡大

神奈川県 有限会社エッチエッチ商会 8021002063158 ドブ板オリジナルスカジャン製作及び集客力強化事業

神奈川県 有限会社シイケン 1021002069285 防音工事推進プロジェクト

神奈川県 Ｃａｆｅ＆Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＢＬＵＥ　ＭＯＯＮ － 頂いて笑顔になる、とろける口どけショコラのギフト化・販路開拓

神奈川県 株式会社スマイルプラス 4020001111303 当社初！水まわりリフォーム工事受注拡大計画

神奈川県 株式会社細胞応用技術研究所 8020001094486 多血小板血漿を用いた再生医療の普及

神奈川県 盆と正月 － 添い乳ママの体勢をラクにする枕『Ｊｏｙ乳』の拡販

神奈川県 株式会社ナガオシステム 5020001093400 視覚効果を使用した自社特許製品と他社製品の比較とアピール。

神奈川県 ククル － 認知度向上のための看板設置と顧客満足度向上のための内装改修

神奈川県 ＡＲＫＥＲＵ（アーケル） － 化粧用具・化粧品の販路開拓とブランド力の強化

神奈川県 ビストロ　ル　ブルジョン － 真空包装機の導入による持ち帰り・贈答需要対応及び生産性の向上

神奈川県 からだ整和堂整骨院 － 美容機器、サプリを使用した体質改善サービス事業

神奈川県 ちいさな伝記株式会社 6020001099909 「ちいさな伝記」の広告宣伝強化による販路拡大と知名度向上

神奈川県 小林クリーニング － 舞台衣装が得意なクリーニング店の業務効率化による収益改善事業

神奈川県 喜八 － 車利用の人々を集客をすることによる売上拡大

神奈川県 エーポートコミュニケーションズ株式会社 7020001107059 訪日外国人と日本の旅の同行者のマッチングサービス
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神奈川県 スマイルファクトリー － ４つのことを実現し、リユースで地域のみんなをスマイルに。

神奈川県 株式会社工苑 4020001066217 デジタル設定油圧用アンプの販路開拓

神奈川県 株式会社ＡＮＤＯＲＯＳ 5020001079317 最新のＩＴサービスを活用したデリバリーサービスによる販路拡大

神奈川県 株式会社ミートエポック 9020001117031 アジア諸国における「熟成シート」販路の開発

神奈川県 株式会社ナチュラルリード川崎支店 6380001023535 オリジナルパッケージ商品等開発・専用売場設置・販促・販路開拓

神奈川県 株式会社ラックス 1021001042747 店舗の個室化によるエステ効果の高い新商品の開発・販促事業

神奈川県 株式会社アイフィニティ 7020001091096 飲食店向けインバウンドワンストップサービス

神奈川県 ｅａｓｙ　ｐａｃｅ － 女性の社会進出トータルサポート！セラピスト開業支援プログラム

神奈川県 株式会社ヒュープロ 5010001171900 高品質とスピードをもって士業向け人材確保新サービスの販路開拓

神奈川県 株式会社ＦＲパートナーズ 6020001096708 売却専門ホームページ製作・勉強会開催ポスティングチラシ製作

神奈川県 ファーボ株式会社 2010901028335 「ロス商品ゼロ」を目指す新モデルパン屋体制とＳＮＳの活用事業

神奈川県 株式会社ＣｕｌｔｕｒｅＣｒｏｓｓＳｑｕａｒｅ 8020001102216 「タイムシェア・レンタル」事業

神奈川県 株式会社ＡＣ＆Ｍ 7020001087078 拡大する中国医療現場向けトレースシステムの拡販事業

神奈川県 株式会社ｅｃｌａｔ 8020001087614 女性活躍社会に貢献する「まつげエクステ用送風機」の販路開拓

神奈川県 株式会社日本システム研究所 2020001069956 肌測定＆分析ソリューション・システムと水分油分センサの販路開拓

神奈川県 合同会社春紫建築設計事務所 9020003012148 「伝統構法の家」新規顧客開拓のための広告宣伝事業

神奈川県 株式会社Ｄｉａｌｏｇｉｃ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3010901027476 「組織づくりコンサルティング」販路開拓事業

神奈川県 株式会社釼持技建 3021001032614 高品質な技術と顧客密着サービスによるリフォーム販路拡大事業

神奈川県 有限会社小林商事 4021002051777 若年層にアピールする「スマホ対応ホームページ」製作事業

神奈川県 アールリフォーム工房 － ショールーム周知による空き家リノベーション希望者の集客

神奈川県 有限会社デザインボックス 1021002054361 プロデュースジャパン「Ｂｏｎｎｅｙブランド」海外展開事業

神奈川県 ＡＧＲＩＷＡＹＳ － 組立式ビニルハウス購入による顧客満足度向上

神奈川県 有限会社岩瀬シート店 5021002051041 厚物綿帆布を使ったオリジナルバックの開発と販路開拓事業

神奈川県 ｐｌｕｍ　ｈｏｓｔｅｌ － 「非日常感」の演出と、ＳＮＳ・ＨＰでの販路開拓

神奈川県 有限会社楽 8021002055163 古書、専門書の充実によるコレクター等のニッチ顧客の獲得

神奈川県 有限会社安田重機 6021002053342 「解体工事プラスアルファの提案による下請け脱却事業」

神奈川県 タカデンライフサービス有限会社 8021002056095 「省エネ給湯器」及び「太陽光発電システム」の積極的な販売促進

神奈川県 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅ　Ａｚｉｔｏ － 店舗改装と新規雇用によるバー／カフェヘの集客増加と売上拡大

神奈川県 有限会社前野工務店 2021002053081 緊急対応工事のＰＲによる販路拡大事業

神奈川県 うちだ治療室 － 療養費の認知度を上げ強みのＰＲで信頼を得た施術で患者様数増加

神奈川県 有限会社成和 2021002058436 新メニュー導入と器見直し等の業務効率化で１００年企業を目指す

神奈川県 湘南健康カイロプラクティック － 専門家がきめ細かく指導する健康パーソナルダイエットの普及

神奈川県 株式会社やまいち 5021001037504 ＣＴＩシステムの導入による販路開拓及びシニア層の雇用促進

神奈川県 アヴァンギャルドマーケット有限会社 8021002056649 【ニコラ・シャール】氏スイーツの開発＆販路開拓

神奈川県 有限会社志和機械工業 3021002058328 新規顧客獲得及び新サービス展開の為のＩＴ戦略

神奈川県 株式会社ライスコア 6021001058508 新商品の開発、ホームページ作成、顧客啓蒙のための小冊子作製

神奈川県 株式会社アースリンク 7021001038376
研究者及び技術開発担当者、商品開発担当者向けのマイクロ（ナノ）バブル
生成器及び研究用発生装置「Nano Earth」の販売促進

神奈川県 ＳＯＳＥＩ　Ｔｅｃｈ株式会社 4020001057728 独居患者のためのコミュニケーションカルテを活用した訪問看護

神奈川県 株式会社ピースクラフト 5021001056603 自社ブランド強化による認知度向上とショールームによる販売拡大
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神奈川県 子どもと扉 － 不登校生を『職育』で応援　未来を意識した自発的生活サポート

神奈川県 Ｌｅａｆ＆Ｅｐｉ（リーフアンドエピ） － 新規顧客獲得のための販促強化とカルテのＩＴ化でサービス力向上

神奈川県 吉田美佳 － 湘南地域発【出張型】レンタル着物事業で着物美人を創出

神奈川県 株式会社湘南　ｉ 8021001005417 体験型サービスを武器にブライダルジュエリーの販路開拓

神奈川県 ファーストネーションズ株式会社 4021001004538 複数の集客コンテンツサイトの構築と展示会出展の広告宣伝事業

神奈川県 株式会社日本医薬品情報研究所 2021001060574 医薬品情報提供の販路拡大と研究データ登録業務効率化

神奈川県 有限会社山崎タイヤ商会 5021002005138 ニュースレターとホームページによるタイヤ交換サービスのＰＲ

神奈川県 アンジェリカ － 高齢者・男性客を取り込む「ラドン温浴」付きサロンで販路拡大

神奈川県 居酒屋和食の店　まるま － お客満足度の向上と昼間の売上率２５％以上の達成

神奈川県 出張着付け　きもの沙羅 － 着付け業界での出張ロケーション撮影事業

神奈川県 みかんぐみ株式会社 6021001006169 サ高住をターゲットとした経営コンサルティング受注増加計画

神奈川県 株式会社アフレアー 4021001035079 レーザー加工システムおよび受託加工事業に関する販促ツール製作

神奈川県 イミュン － カラー専用ページとＷＥＢリニューアルによる新規客の増加

神奈川県 ＷＡＷＡ　ＥＶＥＮＴＳ株式会社 3021001061159 冬の野外映画上映イベント「こたつシネマ」の展開・販路開拓

神奈川県 片瀬山理・美容室 － 《ご高齢者無料送迎サービスの利便性向上》

神奈川県 Ｃｏｒｎｏｌｏｇｙ － ホームページ作成による店舗認知度向上と通信販売方法の革新

神奈川県 湘南撮影オフィス － ヘアサロンと撮影スタジオの一体化による新サービス

神奈川県 株式会社リブロング 3021001004877 建物メンテナンスの新規事業のホームページによる販路開拓

神奈川県 アイ・フレンズ行政書士法務事務所 － 母国在住バングラデシュ人の日本への移住サポート事業

神奈川県 株式会社えいごや 8021001005706 「ＡＯ入試合格」新サービス展開と新規顧客開拓

神奈川県 わかやま屋　ピッツェリアチェッポ － 商品開発販路促進とバリアフリーに伴うスペース改善や店内外改装

神奈川県 株式会社ジェイエデュケーション 4021001052090 “ＪＡＰＡＮＥＸＰＯ”のアセアンでの開催を通じた輸出拡大事業

神奈川県 ドリームタクト － 社内活性化に寄与！ｉｙａｓｈｉの出前事業で新たな販路を開拓

神奈川県 株式会社アイオーフィット 9021001061129 日本仕様に対応！カスタマイズ化したスマートバンドの市場開拓

神奈川県 鎌倉よしみ鍼灸院 － 三位一体「聴く・効く・利く！」のメンタルヘルス事業の展開

神奈川県 株式会社ティーグレース 5021001057923 業務用顧客数１００を目指してブランド地位を確立する事業

神奈川県 南十字堂株式会社 1021001046649 訪問医療マッサージでリハビリ難民を救済するためのプロジェクト

神奈川県 株式会社バイオクロマト 8021001001787 化学合成研究を効率化する「新・多検体同時濃縮装置」の販路開拓

神奈川県 菅原行政書士事務所 － 高齢者・障害者・外国人への認知度向上による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ニュートラルワークス 5021001060794 『訪日外国人向けグルテンフリー情報サイト事業』

神奈川県 行政書士武藤事務所 － 日本の物流を支える貨物事業者の事業適正化構築支援

神奈川県 藍プランニング株式会社 7021001005624 介護リフォームの前の片づけサービス

神奈川県 Ｍｉｐｈａｍ８９ － セミナー、イベント企画を実施する為のＨＰ・ブログ制作・広告宣伝

神奈川県 ＴＲＡＭＯＮＴＡＮＡ － テイスティングワインセットで新たな顧客開拓

神奈川県 経理サービス株式会社 3020001111551 保育園特化型ＩＴ管理会計システム開発等による新規顧客開拓

神奈川県 プラン空間 － 実店舗開業を３年で実現させるための３つの販路拡大計画

神奈川県 古田　朱美 － ハワイ島の旅をテーマにしたサンプル本の制作

神奈川県 有限会社インディゴベル 3021002010197 チラシのポスティングと看板の設置による高齢者の新規顧客獲得事業

神奈川県 女性専用整体院ココロモ － カウンセリング事業のＨＰ周知と防音工事による販路開拓
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神奈川県 とむろ接骨院 － 首肩の不調による頭痛、猫背改善の広告制作事業

神奈川県 株式会社レサルタード 6021001051297 一次下請能力ＰＲを目的としたＨＰリニューアルによる販路開拓

神奈川県 株式会社稲葉屋 6021001051875 リハビリ補助用品「パワーアシストハンド」の販売拡大事業

神奈川県 株式会社事業リノベーション 8021001059405 ランディングページサイトの構築とＷＥＢ広告による販売促進の実施。

神奈川県 ＳｔｕｄｙＰＣ．ＮＥＴ本厚木校 － 認知症予防を目指した応用型「脳若」ソフトの導入による顧客開拓

神奈川県 株式会社コンパス 7021001022223 名刺カッター導入で自社で製品化し、競合に負けない価格で提供

神奈川県 手もみ総本店　厚木愛甲店 － ストレッチコースの新設による新規顧客開拓

神奈川県 株式会社カワサキ 3012301007232 ホームページ開設によるＮＡＰ処理技術の販路拡大

神奈川県 山形屋 － 急速冷凍機の導入による地方配送・夏期配送業務での販路開拓

神奈川県
石臼挽き自家製粉手打ち十割蕎麦の店
楽食

－ 店舗の看板増設による新規顧客開拓

神奈川県 有限会社ヴィジョンズ 3021002036655 レッスンのクラウド型動画配信事業

神奈川県 ポピーたけ鍼灸院 － くじ付きハガキでのＤＭ送付と看板製作による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ステージパス 8021001058563 認知度向上・販売促進

神奈川県 ａｓｐｅｎ　ｇｒｏｖｅ － 小冊子カタログでワークショップ事業の販路開拓とリピーター獲得

神奈川県 パソカフェ － 大人も子供も楽しく満足できる、地域密着型、学びの場を提供する

神奈川県 和田ストアー － 新戦略商品ヘルシー弁当拡販を図る店内レイアウト及び照明の改装

神奈川県 富士オフセット株式会社 3021001022796 小・中学校向け商品「壁新聞割付用紙」の販路拡大

神奈川県 株式会社トーブ 6021001022694 視認性向上のための看板設置と分煙化による女性客獲得事業

神奈川県 高梨茶園 － 日本茶用ティーパック開発と新商品開発による販路拡大

神奈川県 ＮＯＮ － 和紙スピーカーの開発・販路開拓

神奈川県 有限会社ケンフロリスト 4021002014552 配送力向上のための配送車荷台収容スペースの改造事業

神奈川県 山田屋本店 －
日本酒の品質維持及び希少銘柄取扱増加のための冷蔵設備充実・拡充事
業

神奈川県 株式会社銀の鈴社 9021001010837 取材サービス実施による業務効率化及びサンプル試供品製作と配布

神奈川県 株式会社メルカード・ポルトガル 8021001045322 「ＢｔｏＣ」から「ＢｔｏＢ」へ業態拡大に伴うＷＥＢ発注システム導入事業

神奈川県 鎌倉投信株式会社 8021001010747 ホームページでの動画配信による販路開拓実施

神奈川県 株式会社茶ノ木 4021001009306 ホームページのマルチデバイス対応とリスティング広告による販路開拓

神奈川県 株式会社千花 3020001110306 「挽きたて・打ちたて・茹でたて」の「挽きたて」を実践するための石臼導入

神奈川県 八重寿し － 純和風の店舗改装による外国人観光客集客事業

神奈川県 有限会社彩遊館 4021002016276 店舗入り口の改装・改修工事による顧客獲得事業

神奈川県 合資会社帝国堂時計店 2021003000966 展示ディスプレイ刷新による販路開拓事業

神奈川県 カキザワ商事株式会社 1021001008938 ホームページの多言語化・カフェタイム業態参入による販路開拓事業

神奈川県 Ｄｏｌｃｅ　ｆａｒ　ｎｉｅｎｔｅ － 生産性向上のためのガスレンジ導入及び店舗入口の改修事業

神奈川県 株式会社ｍ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 3021001010966 ウェブサイトリニューアルに伴う新規顧客開拓の実施

神奈川県 有限会社松埜 7021002015647 １００年創業祭の実施と記念菓子の開発事業

神奈川県 Ｍａｈａｎａ　ｂｙ　ｈａｉｒ － ハワイアンテイストを全面に出した看板設置・店舗改装による販路開拓事業

神奈川県 株式会社カンバセーションズ 1021001061086 Ｗｅｂサイトを活用した地域間交流メディアの発信力強化

神奈川県 株式会社Ｒｅｂｌｉｓｓ 2021001010991 プレゼン支援サービス認知度アップのためのリーフレット作成

神奈川県 カレークラブキュイエール － 電飾看板設置及び照明の改修工事・ネット販売システム構築事業

神奈川県 株式会社スポーツライフパートナー 3021001053313 スポーツで地域活性化！！スポーツ産業を担える人材育成事業
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神奈川県 有限会社魚丹商店 3021002014058 惣菜・お弁当のチラシポスティング実施による販路開拓事業

神奈川県 旬菜旬魚　さくら － 来店客の快適性向上を目的とする店内リニューアルの実施

神奈川県 パティスリークグラパン － 新規顧客開拓のためのホームページ開設事業

神奈川県 ＡＮＤＴ　ＫＡＭＫＵＲＡ － 緑溢れる空間の中でのカフェスペースを活用した販路開拓の実施

神奈川県 形徳 － 販路拡大のための小型３Ｄプリンター導入とチラシ作成

神奈川県 カフェ鎌倉美学 － 外看板製作とショップカード制作による新規顧客獲得

神奈川県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｙｎｃｒｏｌｌ － 個人向けリノベーション物件の設計及び小規模工事の多角的営業

神奈川県 燕ＣＡＦＥ － 店内改装・チラシによる広告宣伝による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ＤＡＩＦＵＪＩＷＡＲＡ 6021001054977 自社商品のラインナップ拡充による販路拡大事業

神奈川県 ギャラリー雅株式会社 8021001047896 インバウンド需要獲得の為の売り場リニューアル事業

神奈川県 合同会社ＡＳＴＲＡＸ　ＳＴＵＤＩＯ 9021003004837 オリジナル絵本の販路拡大及び広報・営業活動／ブランド力の強化

神奈川県 株式会社ＩＧＬＯＯＯ 8021001058010 ドイツ語圏向け訪日インバウンドマーケティング支援事業

神奈川県 居酒屋いもんこ － 居酒屋の雰囲気を出す店舗改装（床面の張替え）による販路開拓

神奈川県 ＧＲＥＥＮＳＷＡＲＤ － テラス席増設及びスマートーバーベキュープランによる集客力強化

神奈川県 高野朋也 6021001060612 障がい者に鎌倉をアクティブに満喫頂くバリアフリー観光事業

神奈川県 合同会社ＳＡＮＴＩ 7021003006406 鎌倉での販路開拓及びＨＰ・ＥＣサイトの構築

神奈川県 デトックスサロンｏｎｅ － 脳波計を使った施術レポート送付によるリピート率増加事業

神奈川県 株式会社ウィメンズ漢方 6021001060752 薬店の開業、ホームページ制作、インターネットによる漢方薬の販売

神奈川県 鎌倉ライフプランニングオフィス － シングルマザー支援者向け家計相談スキルアップ講座の販路開拓

神奈川県 ＰＥＰＥ＆ＫＥＩＫＩ － ＥＣサイト開設による当店オリジナル商品の販路拡大・販売促進事業

神奈川県 鎌倉ロゼクール － 天然精油（アロマ）を自由に使用できる「アロマバー」の会員事業

神奈川県 ｇｉｇｉ － 販売スペース拡張によるセレクトショップ部門の収益拡大事業

神奈川県 ベッカライ　ジーベン － パンの生産能力向上のための冷凍冷蔵庫導入事業

神奈川県 株式会社ブルークインス 9021001045651
ショールームオープンに伴うWeb ショップ立ち上げとカタログ、SNS 等を利用
した広告宣伝活動

神奈川県 合同会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｊｏｙ 9021003005728 『カジェヘロ』から『かかん』へのリニューアル工事

神奈川県 鎌倉山納豆株式会社 7021001057780 高品質な納豆製品を求める海外及び国内市場の積極的な販路開拓

神奈川県 食房ｍｉｕｒａ － 真空包装機の導入による持ち帰り用の新たな商品の開発と販売促進

神奈川県 有限会社大畑鮮魚 8021002071367 顧客目線に立った鮮魚・加工食品の新たな提供方法による販路拡大

神奈川県 三富染物店 － 外国人観光客をターゲットとした大漁旗販売拡大事業

神奈川県 有限会社花岡新聞店 8021002071689 新規顧客獲得のための周辺住民及び観光客への宣伝告知

神奈川県 さかな料理まつばら － 高齢者をターゲットとした地域商材を活用した弁当惣菜配達事業

神奈川県 株式会社ねもと 1021001043472 多様化する高齢者の嗜好に対応した少量米穀配達事業

神奈川県 有限会社左菊 9021002071515 湘南地域をターゲットとした伝統技法を活用する左官工法の周知

神奈川県 石上商店 － 悪条件立地の店舗売上よりネット売上増加を図るＨＰリニューアル

神奈川県 かさい整骨院 － 下肢の運動でロコモティブシンドロームとメタボ予防への取組み

神奈川県 株式会社プラットホーム 7021001055941 ひきこもり者の社会進出を助け、その家族を救済する教育事業

神奈川県 株式会社デジタルストリーム 3021001013201 ＤＳ　Ａｕｄｉｏブランド構築の為の海外展開（販路開拓）活動

神奈川県 有限会社相模経済新聞社 8021002024829 「相模経済新聞」のスマートフォン対応サイトによるデジタル化

神奈川県 株式会社たすケア 1021001055360 「看護師・理学療法士による介護・医療の相談所」開設
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神奈川県 写真スタジオナカジマフォート － 顧客牽引の起点となるウエディング重点の宣伝による集客

神奈川県 Ｄｏ　Ｍａｒｒｉａｇｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ － 結婚相談所のイメージ向上で新規会員を獲得する広報活動戦略

神奈川県 わしょクック株式会社 7021001058283 集客・予約管理システムの構築による外国人向け料理教室販路拡大

神奈川県 有限会社大久保工芸 9012302001096 ホームページリニューアルによる営業力強化事業

神奈川県 株式会社ココロポートトレーディング 9021001059908 新商品販売に伴う販路開拓に向けた展示会の出展

神奈川県 ｎｅｗｏｒｄｅｒｆｒｅａｋ株式会社 7021001053813 接待用お弁当とお惣菜の生産力向上における外販事業の販路拡大

神奈川県 株式会社トリフォリオ 8021001017370 トリフォリオブランド確立のためのホームページ改良

神奈川県 株式会社ア・ラビット・サイエンス 7021001031141 ハロゲン・硫黄分析装置の導入による分析事業の高度化

神奈川県 株式会社つるや呉服店 3021001013622 訪日外国人観光客を取込む「即納刺しゅう商品」開発事業

神奈川県 増田屋 － 取扱乾物食品を理容した地域コミュニティーの場となる飲食事業

神奈川県 株式会社ユニコ 8021001016562 介護・睡眠障害でも有効利用可能なアシスト３Ｄベッドの開発販売

神奈川県 株式会社金物センターきまた 6021001011730 ペット事業の周辺地域へサービスの拡充・認知集客力強化

神奈川県 スマイル整体院 － トータルビューティー専門整体のＷＥＢ構築と販売促進ＰＲ

神奈川県 株式会社デージーエスメディカル 6010101010296 内視鏡画像取得装置ＤＩＣＯＭｉｚｅｒＮＥＯの販路開拓

神奈川県 株式会社サージェントフーズ 1021001053174 ヘルシー志向メニューで女性・シニア層を獲得！焼肉屋の販路開拓

神奈川県 株式会社Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｒｅｄｏ 3021001049179 障害者受入に伴う店舗リフォームとＨＰの改修による販路開拓

神奈川県 ＯＮＥ　ＴＷＯ　ＤＯＮ － 営業時間、座席数を改善した新店舗における売上拡大戦略

神奈川県 株式会社Ｚｏｎｅ 1021001017352 顧客データのデータベース化による効率化と独自イベントの開催

神奈川県 ＯＭＯＨＥＮＡ － 工業製品とハンドメイド品の融合

神奈川県 有限会社中島商会 2021002022895 看板リニューアルと交流スペース新設による自転車ファンの創出

神奈川県 Ｅｒｉｎｏｒ － ペット毛糸の機械導入による量産化と製品化・ＨＰ構築による普及

神奈川県 Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｋｉｃｋｂｏｘｉｎｇ　Ｒｅｆｒｅ’Ｋ － ６０歳から始める！足腰鍛えて元気な毎日、ワン・ツー・キック！

神奈川県 株式会社サンスマイル 3021001059946 新校舎の夏期キャンペーン販促活動

神奈川県 有限会社田浦 3021002049203 新規の軟式野球グラブでブランド品揃え拡張戦略

神奈川県 株式会社巌流 2021001055368 事業の認知度拡大および情報提供の充実による売上拡大

神奈川県 建都工藝株式会社 5021001030822 押入れの有効活用リフォーム事例を提案するウェブサイト制作

神奈川県 有限会社西鶴間　増田屋 1021002041946 座敷をお客様にも従業員にも優しいバリアフリーに改装

神奈川県 オートリンクホールディング合同会社 5021003003751 ガイアナ共和国における販路拡大とサービス体制の強化

神奈川県 賛美 － 自社ＨＰにおける動画を活用した商品紹介による販売促進策

神奈川県 鳥一番 － 多彩な広告と女性向け新メニューで女性のハートをゲット！

神奈川県 海月亭 － ＩＴ活用：燻製に関するウェブサイト新規構築および店内改装事業

神奈川県 株式会社まつもと 4021001025930 ＨＰ活用による空き家・相続対策のためのよろず相談所化の取組

神奈川県 株式会社ケイ・システム 6021001057609 環境展示会による「企業の体重計システム」販路開拓事業

神奈川県 じんべいデザインオフィス － 未来の教育！ロボットプログラミング教室導入による販売促進事業

神奈川県 メイクラフト株式会社 1021001056136 クラフト（地ビール）会社向け、ワンウェイビール樽販売促進事業

神奈川県 大和ラジオ放送株式会社 4021001026037 「若年者層を狙ったスマホ端末向け配信開始とＦＭやまとＰＲ大作戦」

神奈川県 株式会社中喜 8021001025679 フットサルコートの稼働率向上を狙った販売促進事業

神奈川県 株式会社グレイン 9021001027864 ミトコンドリア活性化、妊活サプリメント製品の販促事業計画

神奈川県 株式会社トラストホーム 1021001030529 販路拡大チラシ制作・配布による販路開拓事業
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神奈川県 有限会社ダイコウ 4021002045242 地域で気軽にリフォームを相談できる事業者としての取組

神奈川県 ＷＯＲＫＥＲ　ＡＮＴ株式会社 3021001045038 自社ブランドの確立と複合サービスによる新規顧客拡大　事業

神奈川県 テイクカレッジ － 国産竹を衣食住で活用した循環型生活の提案とワークショップ事業

神奈川県 エビナホーム株式会社 5021001059696 元請け業の専念及び地域密着による集客強化

神奈川県 ＫＥＮ　ＭＵＳＩＣ　ＳＣＨＯＯＬ － 「楽しんで弾く」を更に深める教室ミニライブで生徒増加の実現

神奈川県 ＦＵＫＵＲＯＤＡ工舎 － 地元の御用聞きができる工務店になるための宣伝活動

神奈川県 Ｈｉｒｏｏ’ｓ　Ｃｈａｌｋａｒｔ － 顧客満足度の向上による新規顧客の獲得と制作受注向上の実現

神奈川県 ＧＳ　ＡＵＴＯ － 買取強化のための社内体制強化および販売促進事業

神奈川県 みやび社労士・行政書士事務所 － 【融資に強い中小企業育成プロジェクト】による売上増加

山梨県 株式会社煎豆屋 8090001000215 コーヒー豆専門店の実店舗とウエブを連動した販路拡大事業

山梨県 ｎａｔｉｖｅ　ｓｕｒｆ － ＳＵＰスクールを柱とした地域活性化プロモーション事業

山梨県 有限会社星野書店 4090002002833 気軽に来店できる地域のコミュニケーション拠点を目指す

山梨県 株式会社峰岸商会 3090001002125 農業分野への挑戦、認知度向上のための販促用サンプル制作・配布

山梨県 株式会社サカイ 7090001000868 小型除雪機導入で豪雪時のライフライン（医、食、住）の確保

山梨県 ｅｃｌａｓ（エクラス） － 双子姉妹が美と健康と癒しを提供し、山梨県の女性を元気にする

山梨県 株式会社ピースプランニング 1090001007290 オリジナルアクセサリーの多言語ブランドサイト制作と営業活用

山梨県 みそ工房の郷 － 家庭の味を再現するオーダーメイド味噌の販路拡大

山梨県 堀田畳製作所 － 商圏の変化に対応した新しい広報活動による新規顧客開拓

山梨県 株式会社甲斐絹座 2090001010855 国産絹製品の対消費者向けＷＥＢサイト構築による販路開拓

山梨県 株式会社そらのした 3090001012479 顧客データベース構築による再販者＆紹介者割引導入での販路拡大

山梨県 株式会社卓示書店 9090001010980 コミュニティーと本との出会いの場づくりによる店舗販売強化事業

山梨県 株式会社やみつき 5090001014135 全国でも珍しい鶏焼肉の魅力発信を通じた新規顧客開拓事業

山梨県 ＶＩＳＴＡ株式会社 5090001010340 電子部品および自動車製造産業向け真空計測器の海外販路開拓事業

山梨県 食事処いこい － 子連れでも安心して外食できる店になるための店舗改装

山梨県 ｍｉｒｒｏｒ － ＩＴの活用による情報発信及びＰＯＳレジ導入による顧客管理事業

山梨県 有限会社テンジン 1090002012273 高額織物製品の購入前体験による顧客満足度の向上と売上アップ

山梨県 おそうじ本舗　富士吉田店 － フロアー洗浄の品質向上と効率改善による新規顧客開拓事業

山梨県 焼肉バル　秀 － 富士山観光で女性に焼肉を食べてもらうための販路開拓事業

山梨県 有限会社ひばり鉄工 8090002012440 ３Ｄパースソフトによるモデル製作とホームページによる販路開拓

山梨県 株式会社栄光学院 6090001010777 新規「習い事付き学童保育事業」に係る設備拡充及び広告宣伝

山梨県 停車場ゲストハウス － 温かい宿と富士五湖を満喫頂くためのサービス強化事業

山梨県 株式会社柏電通 5090001010621 無人航空機（ＵＡＶ）による近未来サービス事業と新規の販路開拓

静岡県 株式会社ＲＩＣＣ　ＥＶＥＲＹＤＡＹ 3080001020474 アフリカ布を使用してハンドメイドしたバッグの海外販路開拓事業

静岡県 株式会社Ｂｏｎｄｓ 7080001021097 リピーター集客が必要な店舗に向けた店舗型アプリのシステム改善

静岡県 株式会社大須賀製作所 5080001000805 出力装置付測定顕微鏡導入と広報による高精密ねじの受注体制の構築

静岡県 株式会社第一クリエイティブ 3080001003041 製紙研究所のニーズに応える、サンプルシートマシンの販売体制の再構築

静岡県 モモヤ株式会社 7080001009282 高齢者が入店しやすいコミュニケーションスペースのある洋服店

静岡県 お宿・お食事処　蓬来荘 － 着地型観光ニーズに対応した宿泊プランの改善

静岡県 株式会社うおたけ 1080001010436 働く女性が憧れる「女性寿司職人の江戸前の仕事」による共感集客

48 / 55 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

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 有限会社十和田 6080002004267 家庭で当店の美味しい味が楽しめるテイクアウトの販売促進

静岡県 株式会社冒険倶楽部 5080001004698 アクティブな中高年に対するダイビング体験価値の訴求による販路開拓

静岡県 大伸木工株式会社 8080001003103 生活と密着した、祈りを五感で感じられる厨子の製造販売モデルの構築

静岡県 株式会社ラフィーネサガワ 7080001005653 ブライダル強化のためのＨＰ、ＳＮＳの充実と通販売上向上のための広告

静岡県 株式会社新海畳店 5080001001951 若者に受け入れられるスタイリッシュな畳文化の発信による営業体制

静岡県 ｃｉｌｌｓｂｉｊｏｕ（シルビジュ） － おまち女子のＳＮＳを活用！美写真が撮れるまつエクサロンを作る

静岡県 勇夢路 － 居酒屋土産「桜えびシュウマイ」のパッケージ化による販路拡大

静岡県 株式会社あんどぷらす 6080001018318 スマホで簡単商品登録サイトの販促と販売参入障壁改善

静岡県 ヨツメグサ － 独自メソッドの認知促進を図るＷｅｂや看板等刷新、集客面の強化

静岡県 天使の花仕事 － 子ども達の健全な心身の発達を目指す小中学校への花育講座の普及

静岡県 株式会社立米 4080001011638 フィンランド産特殊カラーウッドを活用する建材の製作と販路開拓

静岡県 カルロスイベンツ＆ウェディング － シニア向け新サービス「大切なひとを送るお別れ会」の立ち上げ・顧客獲得

静岡県 ピュアライフサポート合同会社 4080003001323 感染症対策を普及させる為の除菌水生成希釈器の開発と販路開拓

静岡県 株式会社リブレット 5080101016924 ＭＯＤ　ＰＣ、水冷ＰＣを身近にする国産パーツと加工サービスの提供

静岡県 株式会社長田金型製作所 2080001000915 開発期間が短期化する食品包装容器に最適な金型価値の発信

静岡県 静岡よみかえる工房 － 思い出の着物や帯を使うオーダーメイドリメイクバッグの製作と販路開拓

静岡県 冨厚里製茶株式会社 1080001004537 浅蒸し藁科茶の良さの情報発信と静岡市内無料配達による販路拡大

静岡県 ｓｅａｓｏｎ　ｏｆ　ｆｌｏｗｅｒ － ハートを奪う！メモリアルフラワーギフトの企画制作と全国展開

静岡県 和気ハウスサポート株式会社 8080001020932 オリジナル手摺・片引戸等、介護リフォーム工事の開発・販路開拓

静岡県 ＨＡＩＲＳＨＯＰ　ＨＡＹＡＳＨＩ － 「かつら」・「つけ毛」事業の開始により新たな市場の顧客獲得

静岡県 そば処　福乃家 － 三保半島のファミリー世帯から選ばれる店づくりと集客活動

静岡県 ファシル株式会社 1080001004520
非常時に備え学校やオフィスで携帯する「防災安心セット　水・食料７年」の
販路開拓

静岡県 株式会社プラントシステム 7080001009076 次世代エプロン式コンベアの販路開拓

静岡県 パティスリーＶＥＲＴＣＬＡＩＲ － イートインスペースの改良・充実による顧客満足の質向上への取組

静岡県 花や － 当店オリジナル出産祝い用「生花のおむつケーキ」の販路開拓

静岡県 株式会社ｅｍｒｉｋｉ 9080001019049 静岡の若者の出会いを手助けする参加型フリーマガジンの発行・販路開拓

静岡県 株式会社エピネス 9080001020667 障がい者のアート作品のレンタル事業による障がい者の自立支援

静岡県 アリュール － 時間的制約がある起業希望女性向け小規模サロン創業支援事業

静岡県 株式会社美温堂 8080001020073 習い事ついでにトータルケアができる新感覚美容室プランの提案

静岡県 宮原商店 －
全国の小学生の交通安全・防犯・防災を実現する「横断バッグ」シリーズの販
路開拓

静岡県 合同会社Ｐｌｕｓ　Ｃ 3080003001910 クラウドサービス活用によるバックオフィスサポートの販路拡大

静岡県 有限会社ブロス 5080002005134
ネット通販事業者向け小ロットレザー製品ＯＥＭ提案と大型商談会での新規
取引先獲得

静岡県 スコラリス英語スクール －
教育ツール機能を利用した学習障害児に適した効果的な英語学習環境の提
供

静岡県 株式会社ヒッピーズ 9080101010865 ３０～４０歳代向けメディア活用等拡散型広告プロモーション展開

静岡県 静岡三基株式会社 5080001008377 リノベーション事業周知のためのチラシ配布等広報事業

静岡県 株式会社マルカ 3080001004923 ブラジルサンパウロ向け日本茶商材の販路拡大事業

静岡県 株式会社エビスヤ洋品店 7080001007699 子育て家庭の支援を目的とした学校制服リサイクル事業の構築

静岡県 前島企画 － 市場に出回っていない「孵化場の卵」のネット販売基盤整備事業

静岡県 株式会社鈴和商店 5080001002322 暮らしを楽しむ女性へ！！１日の生活シーンに合うお茶の販路開拓
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静岡県 ｍｅｎ’ｓ　ｈａｉｒ　ＯＮＥ － スタッフの待遇改善と予約システム導入で労働力向上＆売上げＵＰ！

静岡県
スワンインターナショナルウォーキングス
クール

－ 美健康を求めるアラフィフ女性向けカリキュラムと空間の提供

静岡県 合同会社ナナロック 5080003001792 インターネットを活用した販路拡大と取引先農園の紹介サイト制作

静岡県 ｆｅ☆そろばんクラブ － 忙しい親子向け通学負担軽減のための預かり支援と在宅学習支援

静岡県 株式会社アビリティフィールズ 9080001017705 静岡県産を中心とした野菜ジャーキーの開発と販路開拓

静岡県 株式会社根麻ねお 8080001012104 麻をテーマに黒俣の魅力発信！「山カフェ」地域活性化事業

静岡県 本山製茶株式会社 4080001005284 都内の５０代セレブ女性を狙ったワイングラスで飲むお茶の販路開拓

静岡県 株式会社ジーコンコーポレーション 5080001021058 連携企業開拓時の資料を制作し、効率的で統一された営業活動を実施

静岡県 木の工房　ｉｗａｋａｇｕ － こだわりを持つ人に対する販路拡大のための家具ショールーム新設

静岡県 ｓｉｍｐｌｅｓ － 地域顧客の酒量に応じた、顧客満足度を最大化するワイン提供体制の構築

静岡県 有限会社環プロダクツ 2080002006242 情報交換可能でかつ製品の効果的なＰＲを行うホームページの開設

静岡県 成茶加納株式会社 2080001002481 緑茶の新製法を活かした新商品の開発と販売システムの確立

静岡県 株式会社三坂屋 6080001005076 和菓子離れを防ぐ、新しい和菓子の美味しさを提供する店舗への変身

静岡県 清香旅館 － アクティブシニア層の増加する登山需要への癒しの宿泊プラン開発

静岡県 株式会社Ａｐｏｌｌｏｎ 5080001002586 静岡発！オリジナル刺繍枠のフランスヘの販路開拓

静岡県 株式会社白形傅四郎商店 5080001002181 静岡県産茶の実１００％調理用オイル搾油後の残渣活用に向けた研究

静岡県 住まいるクリーナー・静岡 － 広報活動強化による新サービス提供で地域住環境改善提案実施

静岡県 カウンセリングルーム　ｍｉｋａ －
恋愛依存状態にある女性に心の改善を呼びかけるホームページ開設等ＰＲ
事業

静岡県 Ｓａｋｅ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　Ｊａｐａｎ株式会社 1080001020996 訪日外国人向け酒蔵ツーリズムのプラットホーム作り及びその営業活動

静岡県 有限会社アスカモデル 5080002012015 プラモデルパーツの少ロット・他品種の製造と実演による販売促進

静岡県 たいよう整骨院 － 自社ホームページの構築とチラシ折込みによる新たな顧客層の獲得

静岡県 訪問フットケアＫａｎｏｎ － ドイツ式フットケアの店舗展開による若年顧客層獲得

静岡県 株式会社丸井商事 6080001009127 自社商品の医療機器新規参入を目指した販路開拓

静岡県 ピーナッツカンパニー － 女性起業家向けビジネスツールパッケージサービス企画と販路開拓

静岡県 有限会社スターワールド 5080002003278 障害者アートの展示会及びレンタルによる障害者施設の利用者拡大

静岡県 株式会社フロムＳ 1080001010361 静岡産有機抹茶を練り込む石鹸の開発と海外販売の拡大

静岡県 するが夢苺株式会社 5080001020076 高齢者・障害者、外国人観光客向けのバリアフリートイレの設置

静岡県 有限会社富士屋 4080002011050 シニア層旅行客（アクティブ・シニア）に向けた販売促進事業

静岡県 株式会社Ｔ＆Ｎパートナーズ 9080401012826 高齢化社会に対応したエスプレッソマシン導入に伴う販路拡大事業

静岡県 ＲＩＶＥＲ － ミドル世代に若返りヘアケアの提案と高齢者に優しい出入り口

静岡県 有限会社ちゃんこ蔵前 7080402005038 高齢化社会に対応した店内改装・バリアフリー化による販路拡大事業

静岡県 株式会社弁いち 6080401004792 新規顧客獲得とお得意様への情報提供のためのｗｅｂサイト再構築

静岡県 有限会社田中商店 3080402004910 自社オリジナル新商品認知度向上による観光客層新規顧客の獲得

静岡県 生餃子工房　いえやす － お土産・贈答向け「いえやす餃子」展開に向けた販促の強化

静岡県 株式会社豆乃木 6080401018413 ＪＡＮコード対応パッケージへの改良に伴う大型店向け販路拡大事業

静岡県 ゴルフスクール・ティーケイ － 首都圏での乗り物用ネックピローの販路開拓

静岡県 株式会社加茂江屋 5080401001287 祭り文化と家紋を合せたオリジナル根付のサンプル製作と販売促進

静岡県 株式会社大塚 1080401018649 休眠客に向けたサービスの強化とサービスの可視化

静岡県 株式会社トキワシステム 6080401003563 筋交いタイプの制震構造部材「α ダンパーＺ」の販路開拓
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静岡県 有限会社Ｇ－ＳＴＥＰ 4080402014198 健康的な未来に貢献するオリジナルサポーターの販路開拓

静岡県 株式会社日進商事 9080401019714 多素材・多形状・小ロット・低価格が実現可能な梱包材の販路開拓

静岡県 ＤＯＧ　ＣＡＳＴＬＥ － 安全に犬のトレーニングができる施設整備による、新規顧客の獲得

静岡県 株式会社プログメイト 2080401020793 子供向け新規プログラミングコースの教材開発・改良・広告宣伝

静岡県 東留本店 － コストコ出店をふまえた新規客獲得とリピート客増加に向けた対策

静岡県 スローハンド有限会社 3080402013795 大工さんが地元材で造る「家具・インテリア」の展示・販売スペース新設

静岡県 株式会社システム・ジェーピー 5080401006518 舌・歯の損傷を防止する口腔開口器「バイトガード」の販路開拓

静岡県 有限会社高林貴金属 2080402004795 ホームページのリニューアルとスマホ対応による成約率のアップ

静岡県 株式会社白木屋 2080401002420 腸内フローラ美腸整サプリメントの首都圏への販路拡大

静岡県 株式会社マルハナ 9080401005202 ＨＰでの取付動画による女性のお客様満足度の向上及び販路の拡大

静岡県 株式会社ケイズインテリア 2080402002709 【浜松で一番のリフォーム会社】を目指し、一般顧客の売上ＵＰ

静岡県 松野建材株式会社 7080401004998 イベントの拡充とＳＮＳ活用によるリフォーム受注の強化

静岡県 柴コーポレーション株式会社 5080401018711 個人・サークル向け小口需要掘り起こしキャンペーンでの認知度ＵＰ作戦

静岡県 インテリア研究事務所 － 地元密着のリフォーム事業者への転換を目指した広告戦略の実施

静岡県 株式会社ＢｏｏＢｏｏｎｅｔ 6080401013554 女性ドライバー向け車内快適空間商品とメンテナンスパックの販売

静岡県 日本農産株式会社 5080401003820 アメリカ市場参入のための新商品パッケージ開発・海外展示会出展

静岡県 ル　メナージュ － 遺品整理・生前整理サポートの普及と脱臭サービスによる販路開拓

静岡県 髪工房２４℃ － 浜松市郊外初の男性専門脱毛サロン開始による販路開拓

静岡県 有限会社けんしょう堂 3080402013738 自社葬儀式場を最大限に活用すべく、地域の皆様への販路開拓

静岡県 アルモ株式会社 3080401021766 エアコンメンテナンスサービスの強化による販路開拓

静岡県 株式会社ワタボシ 3080401005793 顧客に寄り添った枕除菌サービス導入と商圏拡大による販路拡大

静岡県 有限会社グリーンフィールド浜松 7080402013783 野菜ブランドの構築と直売所等の販売促進

静岡県 オフィスグローボネット － マーケットインされた自社商品開発と販売ノウハウの構築

静岡県 株式会社ジェイテック 8080401013627 生花を生きたままアレンジした「創作花」の製作販売事業化。

静岡県 有限会社伊東商店 1080402000812 ＨＰ改良及びネット販売と多言語対応による販路拡大

静岡県 アイサン工業株式会社 1080401000061 展示会出展による新製品の発表および従来製品の販路開拓

静岡県 有限会社ハートフルオート 5080402014346 「電動コンプレッサー対応再生機」導入による顧客開拓

静岡県 株式会社ホバリング 6080401020749 ＶＲパノラマ撮影による動画埋め込み可能な不動産紹介サービス

静岡県 有限会社メイ・グロー 5080402014032 汚れを分解し、木目を美しく蘇らせる洗浄施工の販売促進

静岡県 有限会社石牧建築 7080402014740 スマートフォン対応ＨＰ作成、新社屋紹介プロモーションムービー作成

静岡県 有限会社村木建築工房 8080402013832 家づくり読本の制作による販路拡大

静岡県 株式会社ＩＳＫ 2080101014253 「ご利用ガイドＷｅｂページの作成と施設環境の改善による販路拡大」

静岡県 丸大株式会社 9080401005136 妊婦の悩みを解消する竹微粉末パウダーの販路開拓

静岡県 泰匠建築株式会社 9080401011423 地域密着型のモノづくり教室による独自の集客獲得と販路拡大。

静岡県 緑守扇　鯉部路 － 胸ポケットに収まる新たな扇子『ポケ扇』の新規販路開拓事業

静岡県 有限会社山智農園 2080402016626 無農薬・有機栽培の天竜区春野町産「あま茶」「クロモジ茶」等の販路開拓

静岡県 太陽堂株式会社 4080401019462 認知度、信頼度ＵＰによる顧客数、売上ＵＰ計画

静岡県 有限会社ケーアイ 4080402002673 スマートフォン向けの学校行事写真閲覧および販売システムの開発

静岡県 株式会社田中造園 1080401021850 竹害の課題解決につながる竹チップ雑草対策サービスの販路拡大
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静岡県 ＳＨＯ　ＡＭＭＡ　ＧＲＡＰＨＩＣ　ＤＥＳＩＧＮ － 浜松市天竜区の蜂蜜を使用した商品開発・ＩＴ販路開拓

静岡県 株式会社出版のススメ研究会 6080401018009 提携業者の開拓による回想法自分史整理サービスの拡大

静岡県 有限会社フラワーセンター若草 5080402007127 地域良品ショップ「遠州宝島」通販・外販部門の立上げによる販路拡大

静岡県 株式会社はまおん 4080401004340 「文具専門情報発信による新規顧客の開拓」

静岡県 大城　美加 － ニーズの高まる子供の「食育」分野への対応力増強事業

静岡県 株式会社スカイプランニング 8080401010715 省エネに貢献する天窓省エネシミュレーションサービスの販路開拓

静岡県 株式会社カネキ 4080401011378 地元の食品製造物を自社包装し、大手量販店での催事販売の実現。

静岡県 株式会社ＥＥＣＯ 6080401021788 パッケージデザインとサンプル品による「ティーラテ」の販売拡大

静岡県 美容室シープ － 整膚リラクゼーションメニュー導入による新規集客と生産性ＵＰ

静岡県 茶ッ葉屋 － 立ち上がる香り　あなただけの自家焙煎茶サービスの販路開拓

静岡県 ｎａｃｏｈｏｕｓｅ． － 地域資源を活用した、魅力的な商品開発拠点の整備と販路開拓

静岡県 ｉｎｎｅｒ　ｂｅａｕｔｙ － 腸内環境改善知識を活かして行う「発酵食調味料」の量り売り店ＰＲ事業

静岡県 パイフォトニクス株式会社 6080401011384 安全用ホロライトの専用品開発と展示会出展による販路開拓

静岡県 ブラウニーサンドイッチ － 小売販売による新規顧客層の開拓に伴う店舗改装

静岡県 株式会社ｆａｎ　ｍａｔｅｒｉａｌ 5080401021517 天竜焼杉と木製サッシの新規顧客獲得事業

静岡県 株式会社マイクロフィックス 6080401011863 渦電流式探傷器の知名度向上、販路拡大

静岡県 イズミ技研株式会社 9080401000459 難削材のサンプル加工と医療・航空機分野への販売促進

静岡県 鶏林食品株式会社 2080101000534 県西部への「ブタ肉のたれ」拡販を目的としたマネキン試食販売の実施

静岡県 有限会社ストーンクラフトツール 9080102012357 クリーニング・補修・汚れ防止を同時に。石材洗浄サービスの提供

静岡県 株式会社しらかべ衣料百貨店 7080101000835 若者・観光客向け着物レンタルサービスの販路拡大

静岡県 フォアフロント － オリンピックを見据えた看板設置事業新規販路開拓

静岡県 横尾塗装株式会社 1080101017901 下請けからの脱却を目指した個人住宅への直販営業の確立

静岡県 株式会社茶通亭 9080101001113 茶を味わう新ブランド展開による日本茶の新しい愉しみ方の提案

静岡県 株式会社エス・ティー・ケー製作所 8080101006427 金属加工技術を活用した現物再生事業

静岡県 株式会社中物産 7080101001354 ネット上における多店舗運営ソフトの導入と多店舗サイトの構築

静岡県 ｏｔｒｏ － 地域に根付いた店舗拡張工事による集客事業

静岡県 ホルモンさくら － 女性のお客様向けの明るく来店しやすい外装工事による集客力強化

静岡県 株式会社コロナ 2080101005582 ドローンを活用した空中撮影による販路開拓事業

静岡県 有限会社大建工匠 7080102012598 宿泊体験型「自宅アウトドア」モデルハウス展示会への集客・販売

静岡県 ｃａｆｅ　ａｋｋｏ －
アスリート向け長期保存が可能なテイクアウト商品の販売促進と作業効率の
向上

静岡県 手作り工房Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ － ギフト商品強化、工房ＰＲで集客力アップ事業

静岡県 ＬＩＶＥ　Ｓｔｙｌｅｓ － 女性起業支援者向け新講座開催とリピート施策による売上増の実現

静岡県 株式会社どどえん 2080101019475 快適な店内環境の創出と入りやすさの訴求による集客アップ事業

静岡県 カフェ＆スペースほとり － コーヒーをツールとした世代間交流促進による販売力強化事業

静岡県 合同会社ＳＡＺＡＲＥ 6080103001485 縦収納ポケットを使った文具入れの開発と販路開拓

静岡県 どうぐ　はしばみ － 顧客へのアピール強化のためのＨＰリニューアル計画

静岡県 南箱根シェルト － トマトのプロモーション強化による販路開拓事業

静岡県 ウェルエル株式会社 7080101019272 地元産フルーツを使った「飲むゼリー」の販売促進

静岡県 麒麟 － ヘルシー肉まんで集客拡大！ネット通販を活用したファン促進事業

52 / 55 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

静岡県 株式会社モスファーム 2080101015697 ホームページ充実等による苔愛好家や造園業者への販路開拓事業

静岡県 株式会社富士山キッズアカデミー 5080101016560 放課後等デイサービスの新規利用者確保事業

静岡県 有限会社ＯｕｔｅｒＮｅｔｗｏｒｋ 6080102017697 「富士スタジオ」の開設に伴う看板設置と外壁リフォーム

静岡県 株式会社平成福祉会 5080101016560 就労継続支援事業所の周知と利用者確保事業

静岡県 朝霧ハム株式会社 1080101011235 おつまみ惣菜缶詰による常温贈答品開発とＳＮＳによる販路開拓

静岡県 有限会社笠井畜産 6080102016583 真空包装機で鮮度保持とＳＮＳ販売促進で高付加価値商品売上倍増

静岡県 株式会社スタンド・オフ 6080101017302 新規デイサービス施設の利用者確保へ向けた地域への周知活動

静岡県 富士高砂酒造株式会社 8080101012111 海外展示会への出展による進出国の多様化と販路拡大事業

静岡県 アイグリーン － ツリークライミング技術体験による接点営業の強化

静岡県 日高輪業 － 障がい者用車椅子トレーニングマシンの販路開拓事業

静岡県 庭真 － 子供向け木登りスクールによる特殊剪定事業の継続的顧客開拓

静岡県 有限会社川島時計店 6080102013713 新規顧客開拓のためのアクセサリー制作講座

静岡県 ソウタ　カンボジア　シルク － カンボジアシルク雑貨店の大規模展示会出展による販路開拓事業

静岡県 株式会社富士庭苑 9080101010312 若年ファミリー層を対象とした園芸イベントによる継続的顧客開拓

静岡県 プチ・ラパン － 新企画イベントを盛上げる施設整備等と春夏秋開催による販路開拓

静岡県 有限会社ナチュラルスウィートカンパニー 2080102015829 新商品わんちゃんの手作りおせち等の生産体制の確立と販路開拓

静岡県 シュリンプス － 人気エビソースの新メニュー表作成と広告等による販路開拓事業

静岡県 株式会社ＣＯＮＳＯＮＡＮＣＥ 6080101015561 親子で学ぶ力を育む音楽教室開講ＰＲの為のＷＥＢ活用と販促

静岡県 クローバー － 洋菓子専門店が作る焼き菓子を充実させ売上増を目指す

静岡県 株式会社山大園 8080101009900 インバウンドと次世代につきささる日本茶プロモーション事業

静岡県 勝亦丸山建築計画事務所 － 紙管の移動式家具のリース・販売とリノベーション物件の顧客開拓

静岡県 有限会社清水屋食品 7080102014116 富士スイーツがんも（ゆで落花生入り）のＰＲ・販売形態の確立

静岡県 有限会社大木生花店 6080102013531 社名入り花瓶やチラシで知名度向上とホームページによる販路開拓

静岡県 天ふじ － 近隣ホテル利用者向け地域密着型新メニューを活用した売上拡大

静岡県 有限会社ガーデンヴィラ白浜 4080102021940 「オフシーズン・平日の稼働率の向上対策」

静岡県 ピュア産業看護事務所 － ＤＭとＩＴ活用で認知度アップ、お試し体験から新規顧客獲得へ

静岡県 理容ジャンディ － 新規・既存顧客向けＤＭによるプロ用顔剃りセットの販売拡大

静岡県 有限会社小池酒店 3080402019553 地域密着店の思いを伝える「ギフト・酒専門店」としてのＰＲ強化

静岡県 有限会社アサナガ 8080402021389 トロピカル建築のコンセプトを導入したスモールハウスの開発販売

静岡県 ｅｎｔｒｅｐｏｔ【アントルポ】 － 弱者対応のためのバリアフリー設備の導入とＷＥＢの開設。

静岡県 松下製茶場 － 市場に流通しない幻のお茶「碾茶」（てんちゃ）の販路開拓

静岡県 株式会社マリンステージ 5080101013780 ナイトロックスの認知度向上のためのダイビングフェアへの出展

静岡県 金目鯛の宿こころね － 自社サイトリニューアルによる新規顧客開拓

静岡県 有限会社ふかべ 6080102020313 女性外国人観光客が瞬時に感動を発信できる全館フリーＷｉ－Ｆｉ化計画

静岡県 有限会社まるさ食品 3080102020497 「伊豆納豆」ブランド名＆テンペ認知度向上計画

静岡県 かりゆし工房 － 廃棄木材を有効利用したＤＩＹ素材取扱いサービス「素材屋」の展開

静岡県 株式会社メイルコーポレーション 3080101018435 『オールインワンスキンケア市場』に伊豆らしさで切り込む

静岡県 株式会社イシモク 4080101012585 鹿・猪の駆除に活躍する多機能なワナの販売促進

静岡県 英（はなぶさ） － 地魚を使った創作寿司店の認知性向上のためのプロモーション計画
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静岡県 有限会社常盤木羊羹店 2080102018427 テレビＣＭを活用したブランド戦略で贈答品・手土産需要を新規開拓

静岡県 有限会社利久庵 7080102019024 蕎麦前文化を楽しんでもらう為の店づくりと発信事業

静岡県 医療事務研究会 － 医療事務事業者が取り組む歯科医院の経営コンサルティング

静岡県 ワイエス塗装 － 害虫から建物を守り、地域の美観を維持する害虫ブロックの普及

静岡県 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ － 新顧客層（４０代後半～５０代後半）開拓の為の新商品開発とＰＲ活動

静岡県 有限会社トータルカーサービス 8080002013803 最新機器導入による新規顧客獲得及びリピート率改善事業

静岡県 有限会社かわでん 5080002013533 プラットホーム型店舗戦略に基づく人が集まる場の演出・設営

静岡県 有限会社シー・フィールド 8080002014413 お客様の人生設計サポートに特化したＨＰリニューアルと販路開拓

静岡県 ｂａｋｅｒｙ　ｌａｂｏ・きりんの森 － 島田市のお茶とＢ級農産物を使った新商品の開発

静岡県 田村農園 － ブルーベリー観光農園の販売促進

静岡県 株式会社ハナビランド 2080001018924 多様化する利用シーンの提案を行うＨＰによる新規顧客開拓

静岡県 有限会社焼津切身 6080002016709 地元客への漬魚及び規格外魚の小売り開始による新規顧客開拓

静岡県 岩崎蒟蒻店 － 蒟蒻の新商品開発とホームページ制作等による販路開拓事業

静岡県 株式会社安田 9080401019326 高湿冷蔵庫導入による地魚と旬の野菜を使った新メニューの提供

静岡県 有限会社ハナムラコーポレーション 1080402017609 券売機待ち時間短縮の為に通信システム付き券売機の導入増設

静岡県 有限会社西洋菓子　卯屋 6080402017959 四季折々の地元食材から作ったドライフルーツを活用した商品開発

静岡県 さんさい工房一級建築士事務所 － リノベーション市場獲得に向けたＷｅｂＰＲの実施

静岡県 オフィスサエコ － 外国人に向けた新商品「富士の酒」の通信販売・販路開拓

静岡県 イーアカデミー株式会社 2080001016985 英語４技能講座に関する販促チラシ配布および広告サインの掲示

静岡県 キャタピラーイングリッシュスクール － グローバル化対応教室設置を通じた地域活性化事業周知活動

静岡県 ワイン＆リカーズＳＯＮＥ － 来店客をターゲットとし在店環境の向上を狙いとした空調整備活動

静岡県 Ｇｌａｄ　Ｈａｉｒ － お子様・家族といっしょに気軽に来店できる美容室のリニューアル

静岡県 株式会社ホームショップいけや 7080001016709 伝わるホームページで新規顧客開拓

静岡県 ベビマ・食育・サロン『ＭＥＲＧＥ』 － 企業福利厚生向けベビーマッサージ＆食育講座販路開拓事業

静岡県 株式会社松永家具 8080001016815 ファミリー層向けＷＥＢ活用を通じた販路開拓及び家具業界活性化

静岡県 株式会社日翔工業 3080001014600 専門店バイヤー・国際展示会出展・販路開拓

静岡県 株式会社育暮家ハイホームス 6080001016684 ５０歳からのシニアライフをサポートするリフォーム事業

静岡県 ニューヨークアカデミー － ２０２０年度以降の新入試対応講座をホームページで小中学生に宣伝

静岡県 株式会社ニュートリションサービス 8080001019974 「健康づくりのための情報カフェ」の認知度アップと料理教室の運営改善

静岡県 清水屋スポーツ株式会社 4080001016447 ＷＥＢによるサッカー上達のノウハウおよび商品販売事業

静岡県 立ち拠り酒場　榮～さかえ～ － 大看板設置でイメージをリ・ブランディング！売上＆客数を増やす。

静岡県 紅家 － 新商品の周知及び定番商品増強による販売促進事業

静岡県 みどり庵 － こだわり蕎麦を食べて心身共に健やかに　自家製麺開発と販売促進

静岡県 ムラマサオートモーティブ － 暖かく調理が出来るコンパクトなロケットオーブンの販売促進

静岡県 プチフール － 記念日を彩るケーキ宅配サービスの新規取り組みと販売促進

静岡県 プラネットクライミング株式会社 9080401019276 世界共通ウォールの導入と活用による顧客満足度向上事業

静岡県 ニッテク産業有限会社 1080402021718 鉄粉を使った安心安全な健康器具の商品開発と販売拡大

静岡県 株式会社てらだ工房 1080401019622 農家食堂「陣屋」における１００％自家製そば・米粉麺の普及拡大

静岡県 車屋ＰＯＧＧＹ － 自動車業界専用システムを導入し徹底した顧客管理による売り上げ増加
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静岡県 テラダ電器 － テラダ電器はここデス！看板更新による認知で地域貢献も担う

静岡県 株式会社内田建設 2080401017121 ドローンで撮影した工事写真・調査写真を利用した販路開拓事業

静岡県 ＢＬＡＺＥ － ＨＰ刷新と新サービス「ドライブレコーダー選び」展示ブース整備
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