
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜追加公募分＞
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

茨城県 Ｌｕｐｉｎｕｓ － バレエ留学希望親子のキャリア教育支援事業規模拡大

茨城県 畑のＧＯＣＨＩＳＯ － 当店ＰＲ本の販促等を行い、店のブランディング化と収益増を図る

茨城県 コーヒー・ア・ゴー！ゴー！ － 顧客の困ったに向き合う悩み解決ホームページへの改修で販路開拓

茨城県 ニカイノアゴラ － 糖質制限メニューでジョガーを応援！スポーツ後居酒屋で販路開拓

茨城県 吉久保酒造株式会社 6050001002381 主婦でも飲める！米由来の低アルコール飲料の商品開発

茨城県 有限会社茨城ベルトサービス 3050002000263 ＨＰリニューアルによるＷＥＢ検索からの販路拡大

茨城県 ｂｏｄｙ　ｃａｒｅ　ｒｏｏｍ　Ｋ － 地域初空中ピラティスの開始とＰＲ強化による販路拡大事業

茨城県 優和整体院 － 美容カイロエステによる健康的な美のＰＲと顧客管理で販路開拓

茨城県 有限会社渡辺鉄鋼建設 4050002003521 ＩＴ活用と地域防犯を兼ねた照明看板による新規事業の広告宣伝

茨城県 隠れ家サロン～心～くくる － 頭のトータルリラクゼーション店である「あたまサロン」の開店

茨城県 株式会社カワシマ食品 6050001038302 健康志向「水戸納豆キムチ」の開発及び消費者向け販路構築事業

茨城県 らすく工房　美・Ｓｅｋｉｙａｍａ － 本店の広告塔！！斬新なＰＲ型店舗の設置による販売拠点の拡大

茨城県 有限会社中台 1050002012021 １日１，３００食販売！幻の飯村牛・伝説のカレーを全国に届けたい

茨城県 有限会社松庄花壇 2050002012301 ショッピングサイト開設による販路拡大とＯ２Ｏ施策

茨城県 株式会社朝一番 8050001008872 有機マーク表示と栄養成分による納豆の海外需要開拓・輸出拡大

茨城県 有限会社美よし乃菓子店 1050002024289 新規顧客獲得に向けたハード系パン製造のためのスチーム窯の導入

茨城県 菊池測量登記事務所 － ３次元ＣＡＤシステム導入による販路開拓と付加価値向上

茨城県 株式会社いえつなぎ 2050001035996 建築家が考える高付加価値住宅、モデルホームの広報・宣伝事業

茨城県 株式会社共進舎 8050001035339 英語コンテンツの充実による生徒増とマニュアル活用による運営体制強化

茨城県 Ｍ’ｓ　ＧＡＲＡＧＥ － タイヤチェンジャー新設とタイヤ保管サービス開始による顧客拡大

茨城県 合資会社工芸物産 9050003000868 初心者向け工房の整備と広告宣伝による木工体験工房の構築

茨城県 株式会社イシイ畳リフォーム 6050001012348 見学できる畳工場と住宅ショールームを併設した新店舗のＰＲ

茨城県 吉野農園 － 猛暑、厳寒期のトマト生産に耐える二重膜ビニールハウスの新設

茨城県 株式会社杉山製作所 5050001032867 「強み」の見える化による新規顧客開拓

茨城県 常陸設備工業株式会社 1050001007030 住宅見守りサービスの展開による、顧客関係性の強化事業

茨城県 有限会社石井畳工業 5050002009600 動画等を活用した広告宣伝による新たな畳需要の開拓

茨城県 アイリス株式会社 6050001007620 顧客専用のホームページ（マイページ）の構築による販路開拓

茨城県 株式会社シカフジ 1050001015264 中高年向け新規リフォームプランの開発及び宣伝発信事業

茨城県 主水カフェ － 買い物に困っている高齢者向け配達営業の販路開拓

栃木県 かな半旅館 － 創業２４０年の歴史資産と「江戸料理」を訴求した集客力向上事業

栃木県 美容室ヒガノ － 特別の癒し空間で「綺麗」を提供し、新規顧客の獲得を狙う！

栃木県 有限会社フードサービスひがの 2060002032579 地元果物屋のプロが作る、生ジュースが売りのカフェサービス

栃木県 ミートショップ渡辺 － 新メニューの宣伝広告及び販路開拓の為のホームページ開設

栃木県 有限会社南団地店フタバ 1060002008869 高齢者向けの商品サービスを推進する販促活動と集客増を図る事業

栃木県 株式会社ＳＥＮＳＥ　ＳＨＡＲＥ 5060001028071 最新Ｗｅｂ広告技術を活用したＩＴ技術者向け育成教材の販路拡大

栃木県 合同会社ライフサイズモビリティ 5060003000581 男向けこだわり電動アシスト自転車の露出認知戦略で販売拡大

栃木県 ならでわ株式会社 5060001026273 自社アプリケーションの販路開拓事業

栃木県 株式会社青木商会 5060001006960 ウェブサイト構築による新規顧客（個人・法人）獲得の強化

栃木県 Ｒａｐｈａｅｌ設計 － 家の中冬の死亡率全国Ｎｏ．１の栃木県を脱却するための健康住宅
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栃木県 株式会社スカイフィッシュ 2060001006245 超高品質合成音声ソフト拡販のための動的Ｗｅｂページ構築

栃木県 みえ接骨院 － 高齢者や幼児に優しい接骨院実現のための昇降式施術台導入計画

栃木県 美重子きもの着付教室 － 着付け教室の認知度向上で新規顧客獲得と着付け依頼者増加を実現

栃木県 有限会社カキヌマ薬局 9060002035757 健康カウンセリングにおける血圧血流測定器設置事業

栃木県 有限会社和泉屋 7060002035461 試飲会イベント実施のための店舗改修で新規顧客獲得を図る

栃木県 本町レストラン大吉 － 慶弔祭事等の宴会による売上向上事業

栃木県 シーラン株式会社 9060001018721 販路拡大用『吊り下げディスプレイ什器を使ったプロモーション』

栃木県 株式会社ｉＳＣ 4060001028717 チラシ作成、ＨＰのリニューアルによる新規顧客の集客向上

栃木県 株式会社ケアデザイン・ジャパン 4060001026357 デザイン技術向上により単価ＵＰと新規顧客開拓による売上向上策

栃木県 Ｆｏｒｔｕｎａ － 観光客向け食べ歩きメニューの開発及び提供

栃木県 おこんにゃく茶屋 － 鹿沼こんにゃく＋生チョコレート＝爽健美女増進計画

栃木県 有限会社都屋工務店 7060002021635 「百年後も資産価値のある家作り」が伝わる、パンフレットの作成

栃木県 Ｂａ”ｃｋｅｒｅｉ　ｄｉｅ　ＳｔｒａＢｅ － 県内唯一！ライ麦１００％パンで健康づくりをサポート！

栃木県 新晃圧送 － 小規模施工大歓迎！千里の道も一歩より大作戦！

栃木県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｂａｒ　Ｒｏｃｋｓ － オヤＭＡＰ　飲食店活性化プロジェクト

栃木県 チャイニーズレストランＳａｋｕｒａｉ － 本格広東「やきもの」を店内で提供するオンリーワン中華店の実現

栃木県 農業法人ネオハル小山株式会社 4060001027314 小山市内初「野菜の王様」ケールの新製品による業績アップ

栃木県 株式会社Ｖｉ　Ｐａｓｓ 5060001024442 中学部・高等部に「新映像授業システム」の導入による販路開拓

栃木県 有限会社立堀タタミ内装 7600002028820 安全安心な純国産の畳で、日本の伝統文化を宣伝します

栃木県 有限会社割烹たる池 7060002028168 テイクアウト強化による機会損失解消と中食参入による収益増加。

栃木県 日光ゲストハウス巣み家 － 外国人観光客へ和室（畳）文化の発信及び緊急ホットラインの設置

栃木県 株式会社三本松茶屋 5060001008602 奥日光エコツーリズムの情報発信と新たな体験型ツーリズムの造成

栃木県 有限会社福田印刷 8060002015297 見せるメニュー看板作製によるアピールで販路拡大！

栃木県 理容　はねいし － オシャレ髪型提案と店舗バリアフリー化による販路開拓と流出阻止

栃木県 カメラの山口 － ドローンによる空撮で新たな需要掘起しと当店へ誘導する看板工事

栃木県 とちぎｅ－ｎｅｔ － 当社商品「ＡＤ」シリーズの新商品開発・販路開拓

栃木県 有限会社サンマルコ 5060002025357 チラシ折込先の拡大＝商圏拡大による新規固定客獲得事業

栃木県 有限会社オイル小僧 4060002026579 県内唯一のトライク販売展示場でＰＲし、新規顧客の獲得

栃木県 株式会社エヌワン 5060001022859 ニーズが高まっている「営業代行業」の認知と自社ＰＲ活動

栃木県 鳥よし － 新たなウリとなる新商品をお客様に伝えるメニュー表の刷新と看板の設置

栃木県 カイロプラクティックオプ － 新事業『美容カイロ』導入による顧客増並びに売上増加事業

栃木県 ｓｅｔ　ｆｒｅｅ　緑華 － ソウルセラピーなど地域密着型メニュー開始に伴う店舗改装

栃木県 有限会社共和直線工業所 6060002025265 ホームページの活用で自社製品（野獣捕獲機等々）を新市場に売込む。

栃木県 竹工房素竹庵 － アジア市場を中心とした海外展開を行う為の伝統工芸ビジネスモデル

栃木県 株式会社金上 1060001020288 地元条例に対応し得意先飲食店との共存共栄を図る呑み歩き大作戦

栃木県 あらいや － 老舗が行う高齢者、女性に優しい和室用テーブル、イス導入事業

栃木県 神谷カフェ － キッチンカー移動販売を通した　商品・サービスの促進事業

栃木県 有限会社陶栄堂 3060002039276 新規顧客の獲得と経理業務の効率化

栃木県 ペットサロン　アンジェリーナ － 訪問トリミングサービスの強化による顧客満足度アップ大作戦！
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栃木県 もおか健康院 － 各種媒体でのＰＲによる美容カイロエステの認知度・信頼度アップ

栃木県 有限会社ニューヤマトヤ 3060002017728 お客様目線の快適さを求める、店舗環境改善活用の実施

栃木県 池田設備工業株式会社 3060001009255 池田設備工業新事業！～水道屋が作る配管インテリア！～

栃木県 有限会社文徳 2060002017605 「揚げもち」の売上拡大を狙う、店舗改装及び新販売チャネル開拓

栃木県 株式会社ＭＩＸＩＭ 5060001027858 金型監視装置の導入と営業強化による新規顧客開拓

群馬県 上原インテリア － 畳雑貨製品部門を確立し、畳製品・畳雑貨の新商品開発で他店との差別化

群馬県 陶豆屋 － 地域資源を活用した賑わい創出と消費拡大への取り組み

群馬県 株式会社ポップ 7070001012642 パイロット店改修による活性化～製麺機導入意欲の向上へ

群馬県 エフォール行政書士事務所 － デジタルとアナログで売上分母ＵＰ・継続的な利益実現計画

群馬県 自家製麺　くろ松 － 店舗内外広告看板・照明設置工事による集客力向上事業

群馬県 有限会社魚仲 4070002008865 多言語ホームページの構築により外国人の販路開拓に取り組む

群馬県 有限会社清水電器 5070002010333 《アナログとデジタル、双方からの集客大作戦》

群馬県 株式会社ナガイ 9070001009075 輸入車整備および車販売専用ホームページ構築による販路開拓

群馬県 有限会社武井木工 7070002010827 コミュニティラジオ局のＣＭ活用による一般顧客への認知度向上

群馬県 有限会社セマコーポレーション 7070002010629 Ｗｅｂによる宣伝広告を行い仲介業者との連携強化と新規顧客の獲得

群馬県 有限会社藤青 6670002011138 デモ機の無償レンタルによる売り上げアップと新規顧客開拓

群馬県 ＬＥ　ＣＲＥＤＯ － 非定型メニューを消費者に伝えるホームページのリニューアル

群馬県 株式会社かあちゃんのまごころ 7070001032062 母のまごころで食生活改善

群馬県 株式会社金澤屋商店 7070001006545 オーダーメイドベッドシステムの販路拡大と新しい形態の卸先との連携構築

群馬県 大門屋物産株式会社 4070001007587 「だるま絵付け体験」の強化による伝統工芸の普及と観光誘客

群馬県 有限会社アクト 7070002014489 ブランディング戦略の導入による顧客満足及び企業価値の向上

群馬県 オーツェイド株式会社 6070001031775 セラミックを用いたリケーブル仕様の高品位ハイレゾイヤホンの開発

群馬県 株式会社スカワ 3070001009080 ３０代、４０代をターゲットにした住宅健康診断事業

群馬県 株式会社泰山 4070001007562 甲州印傳に高崎だるま柄を模したオリジナル商品の開発と販売

群馬県 有限会社萩原電子システム 3070002011523 低価格、高機能な製品／部品自動検査装置の販路開拓で売上げ倍増

群馬県 合資会社水村園 5070003000639 水筒用ティーバッグ水出し商品の開発による新規需要の拡大策

群馬県 株式会社糀屋 2070001006863 ネット販売の強化による新規需要の拡大とリピート購入の促進

群馬県 タカサキリラクゼーションカシス － 課題克服の為のＨＰ活用とタイ古式マッサージ普及による売上向上

群馬県 エピテみやび － 「エピテーゼ（人口ボディ）の周知と当事者への社会進出支援」

群馬県 関東ケミカ株式会社 9070001006469 ホームページ、配送用整理・陳列棚の新設。絵本イラスト店内展示。

群馬県 株式会社キャニーエクイップ 2070001031829 旧車愛好者を救うＨＰ再構築とＳＥＯによる新規顧客獲得事業

群馬県 庵珠 － 「ジンギスカン」の新メニュー導入による家族連れの顧客開拓

群馬県 合同会社エフブリッジ 9070003002425 「映像制作・俳優養成スクール開設前ワークショップ運営事業」

群馬県 星野寝具店 － 【寝具の衛生サービス「除菌・消臭サービス」の導入】

群馬県 ジーンケアサロンカノン前橋 － 経営者を元気にする根源ケアの提供

群馬県 株式会社ｆｒａｍｅ　ａｒｔ 6070001032393 地域活性化を目指す小さなお店のためのＰＲ動画広告制作事業

群馬県 ＭＳＤ商事株式会社 7070001004730 ピザ市場拡大等による新規顧客獲得及び経営安定化による雇用創出

群馬県 三共ネクスト株式会社 7070001001380 高齢者をターゲットにした「ほっとなライフお届けサービス」事業

群馬県 丸中株式会社 8070001016601 繊維産地“桐生”の加工技術を結集したインテリアの市場開拓事業
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群馬県 清水開発株式会社 7070001016115 自社ブランド建売住宅のＰＲによる大規模分譲地の販売促進事業

群馬県 有限会社横塚モータース 6070002025090 アウディ専用オリジナル・カスタムパーツの企画・製作・販売事業

群馬県 桐生電子開発合同会社 8070003002426 農業用「光アグリセンサー」のビジネスパートナー獲得と販路開拓

群馬県 伊東屋珈琲合同会社 7070003001247 イベント用組立式カウンターと新商品モックで効果的訴求を図る

群馬県 みのり美容室 － 高齢者向けトータル美容施術の販路拡大事業

群馬県 カラダデザイン － 新サービス・セルフ美容コースの開始とそのＰＲ

群馬県 株式会社石川不動産 1070001022151 若い世代の顧客獲得のための店舗改装事業

群馬県 有限会社ユナ厨房 2070002034252
業務周知のためのヤフオク内ホームページ作成及び自社ホームページのリ
ニューアル

群馬県 株式会社ツイップス 1070001031722 水槽を利用した活魚メニューの開発・販売促進計画

群馬県 クスリのシゲタ － 漢方薬のこだわり問診と試飲による漢方薬販売強化による売り上げアップ

群馬県 訪問保育ルームＨＡＰＰＹ　ＳＭＩＬＥ － 新規顧客開拓に向けた「知育ツールを使った託児サービス」の展開

群馬県 ＧｏｏｄＦｉｅｌｄ株式会社 1070001032712 『認知度を高め、売上を増大させるためのホームページ作成事業』

群馬県 有限会社山とスキーの店石井 9070002019949 若返りプロジェクト・クライミングシューズ販売強化事業

群馬県 有限会社ｇｌｅａｍ 2070002032909 古着の買い取り全国展開による販売強化事業

群馬県 株式会社ネクスト 4070001019954 “防炎暖簾”新規販路開拓のための展示会出展　事業

群馬県 モータースポーツショップ　ターゲット － 自動車整備作業場拡張に伴う屋根設置工事

群馬県 有限会社利根無線商事 3070002034978 営業形態リニューアルに伴う新規顧客開拓事業及び顧客満足事業

群馬県 せいわ工業 － 富岡製糸場の世界遺産施設周辺美化を中心とした販路開拓事業

群馬県 キリブチ製麺 － スマートフォン対応と外国語表記ウェブサイト制作による販路拡大

群馬県 株式会社松建 2070001033024 脱下請けに向けた独自での集客強化事業

埼玉県 有限会社ダイアナプログレス 6030002094998 ダンスパーティー事業による女性シニアの活性化と新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社Ｃａｒｐｅｄｉｅｍ 3030001102335 イベント対応型・移動式ボルダリングウォールの開発

埼玉県 ＭＡＣＣＨＩＮＡ　ＳＥＴＴＥ － コーティング事業拡張のためのコーティング専用ルームの設置

埼玉県 川越鍼灸堂ａｎａ治療院 － リンパ浮腫患者向け圧迫用品購入促進事業

埼玉県 ＴＯＰ　ＳＥＣＲＥＴ　ＣＡＦＥ － 「たまご料理専門店」としての認知獲得と情報発信力の強化

埼玉県 株式会社カオリ 6030001074282 「ドレスの病院化」による新規顧客獲得・リピーター化事業

埼玉県 アルマン株式会社 3030001073659 パジャマのメーカー直販（卸値価格）の店舗販売の促進

埼玉県 有限会社ジーティーサーキット 6030002024360 小さな会社であることを強みに。広告チラシ発送で新規顧客獲得

埼玉県
中小企業活性化センター（店舗ＲｅｎｔａｌＢ
ｏｘ福）

－ 後継者候補が推進する猫グッズ，売上アップのための販売促進

埼玉県 柴﨑内装 － 空き家再生リフォーム事業

埼玉県 アトリエ　ド・オール － 「ジュエリーの承継」を切り口としたジュエリーリフォーム獲得事業

埼玉県 株式会社アジック 3030001110817 技術英語研修による中小企業のグローバル事業支援。

埼玉県 ヘアモード　ポラール － バリアフリーを活かした美容室の販売促進

埼玉県 うどん・そば味彩 － 味自慢のうどん・そば店による惣菜販売事業

埼玉県 大寿司 － トイレ改装による多世代ファミリーの来店増を通じた円滑な事業承継

埼玉県 有限会社人形の秀隆 4030002010437 自社ブランドの販路開拓と販売業務の効率化

埼玉県 株式会社鈴木人形 6030001019642 伝統を現代に伝える鈴木人形ブランドの宣伝事業

埼玉県 遠藤工務店 － 「家具転倒防止顧客を増やし、リフォーム顧客へとつなげる事業」

埼玉県 ヘアースタジオセブン － 新メニュー導入で顧客満足度と客単価の向上を目指した事業
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埼玉県 株式会社井上基工 5030001019924 ＩＴを活用した工事現場の作業効率向上のカメラシステムの構築

埼玉県 松井鐵筋工業株式会社 3030001007922 知的資産経営報告書等を使った情報発信による販路開拓

埼玉県 Ｒｅｐｏｓ － ヘッドスパで働く女性のストレス解消と活力づくりに貢献します！

埼玉県 株式会社エイアンドジェイ 8030001018634 高品質で利便性の高いランドリー事業を周知する為のチラシ配布

埼玉県 ＲａｗＢｌｉｓｓ － 新商品ロービーントゥバーを販売し、顧客拡大、客単価向上の実現

埼玉県 有限会社原山米穀店 7030002010847 チラシとＷＥＢによるおいしいお米と宅配サービスの地域浸透戦略

埼玉県 かおりのへや － 子育て中の働く女性のための整体サロンの整備・販売促進事業

埼玉県 北京亭 － コンセプトのある新メニュー表作成と居心地のいい空間の演出

埼玉県 近藤中小企業診断士事務所 － 魅力的なホームページ開設による新規顧客獲得と販路拡大事業

埼玉県 有限会社横内酒店 3030002014298 料飲店、Ｗｅｂ販売等、清酒販売機会増加に伴う冷蔵設備導入事業

埼玉県 Ｎｕｌｌ　Ｊａｐａｎ株式会社 6030001117784 ＥＣサイト集客力アップのためのリスティング広告事業

埼玉県 あい会計事務所 － 多様な相続税対策サービスの拡充事業

埼玉県 株式会社Ａ・Ｓ・Ｔ 9010401098649 『安心・安全！太陽光発電システム保守・点検サービス』

埼玉県 雨宮奈月 － 英語教室生徒獲得の為の宣伝広告事業

埼玉県 株式会社ミサコランド 5030001008142 オリジナル商品のブランド化とＩＴを活用した販売促進策の構築

埼玉県 株式会社ＴＥＡＭＯ 5030001116408 ＴＥＡＭＯ（ティーモ）サービスの売り込み

埼玉県 株式会社氷川ブリュワリー 6030001100897 醸造所及びパブの認識・認知度向上による客数及び客単価アップ

埼玉県 あべ介護タクシー － ブランディングおよび福祉車両増設による利用者の拡大

埼玉県 ＪＩＲＯＫＥＮ株式会社 1030001118341 地域内初ティンバーフレーム住宅普及に向けたプロモーション戦略

埼玉県 季節の酵母パン　苺じるし － 地域内外新規顧客獲得のための販売促進強化

埼玉県 鈴木燃料株式会社 7030001090790 営業スタイルの転換とＩＴ・看板を活用したＰＲ強化

埼玉県 有限会社あづまや 8030002122542 お客様の悩みを解決する着物保管預かりサービスの導入

埼玉県 株式会社中村 8030001090889 ちちぶまゆを核とした地域外販路の拡大と地元観光客への販売強化

埼玉県 株式会社Ｍビギン 6030001106861 看板の設置・ホームページの更新による、お客様への訴求力向上

埼玉県 後藤足袋有限会社 1030002117763 足袋の製造小売業　～あなただけの足袋、１時間で作りませんか～

埼玉県 有限会社斉藤化粧品店 3030002080654 オリジナルポイントカードによる客数、客単価、売上アップ実現

埼玉県 関東メンテックス株式会社 6030001061396 「マモリエ」空き家維持管理及び住宅のハウスメンテナンス事業

埼玉県 ＮＩＮＯＫＵＲＡ　（にのくら） － 地場産野菜を使った手作り弁当や総菜の販売による売上向上計画

埼玉県 コーヒーベル － 店内外バリアフリーとランチラリーによる顧客満足度の向上と販促

埼玉県 有限会社川島 9030001083850 買物弱者を意識した店舗改装等と配達強化による付加価値の向上

埼玉県 株式会社鈴木商店 3030001021056 ホームページ導入による新規顧客開拓およびセレクト商品販売事業

埼玉県 有限会社クチュールカワムラ 6030002027545 日常に寄り添う蕨双子織商品のブランド化による売上拡大事業

埼玉県 ＦＩＸＵＳ株式会社 5030001083202 ホームページの改修によるペット家具ブランドの認知度向上と拡販

埼玉県 足立屋酒店 － 日本酒や麹の魅力を発信するためのミニ講座開講、ＰＲ事業

埼玉県 有限会社上田衣料 1030002025685 子育て世代、高齢者が利用しやすい優しい店づくり、販路開拓事業

埼玉県 株式会社メディカルプランニング 1030001092157 様々な機械に対応する「脂肪吸引管の開発」

埼玉県 造型工房キトラ － 怪獣模型通販事業開始の為のＨＰ開設と品質向上機材の充実

埼玉県 有限会社寿司長 3030002054121
お座敷の活用法リニューアルで地域の高齢者や女性達に優しい食事環境づ
くり

埼玉県 有限会社国際商事 7030002005153 海外輸出事業拡大による多国語完全対応ＨＰ作成及携帯サイト制作
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埼玉県 株式会社やまこＢ．Ｌ．Ｄ 5030001043156 動画を活用した賃貸住宅バーチャル内見によるプロモーション活動

埼玉県 ツクモ工学株式会社 4030001026491 自社製品ナノ計測器の国内外販路拡大・サポートサイト構築

埼玉県 名倉堂　新栄はりきゅう整骨院 － ハワイアンマッサージと鍼灸で女性をもっと元気にプロジェクト

埼玉県 株式会社ＡＺＵＬＥ 2030001040890 「サロン育毛」で、毛髪と人と周りを元気にするプロジェクト

埼玉県 株式会社ケオラケオラ 8030001104979 キッズ・インテリア商品の開発、国内外での販路開拓

埼玉県 有限会社吉田 2030002046210 お客様との直接取引へのシフトチェンジ　～下請け中心からの脱却～

埼玉県 有限会社ワンダフル 7030002069603 高品質・高付加価値なクリーニングの情報発信による販路拡大事業

埼玉県 オーシャンドライブ株式会社 1030001120009 海外ブランド香り商品の輸入卸販売及びＯＥＭ受注・開発

埼玉県 株式会社ＭＩＬＬ 8030001096829 丈夫な体づくりのための治療院併設スポーツジムの開設

埼玉県 株式会社ＫＭコーポレーション 9030001111058 超軽量・大容量バッテリー機能付ＬＥＤランタンの販路・市場開拓

埼玉県 アズサポートシステム有限会社 7030002017339 論理的思考や英語などを有機的に学習できるロボット制作教室事業

千葉県 Ｋ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ － 個人向けならびに法人向けサービスの販路拡大事業

千葉県 アジアン居酒屋えもや － 「地域オンリーワン」の店舗認知度向上に向けた告知施策の実施

千葉県 ヘアーサロン　アドバンス － 店舗改装を通じた、理容室のスタイルチェンジによる集客拡大

千葉県 学習塾みなと － 個別指導コースの新規開講とその広報活動

千葉県 株式会社ツバメ日吉 5040001004999 ネクタイリフォーム事業による販路開拓

千葉県 有限会社ヤハタ電機商会 2040002011873 『電器店の取扱説明書』の作成

千葉県 有限会社野澤クリーニング店 3040002014355 看板・ホームページによる域内・域外への店舗認知度の向上

千葉県 株式会社メイシージェーン 8040001088486 お米のもみ殻でつくったキッチン・テーブルウェアの販路開拓

千葉県 倖生工業株式会社 6040001011672 倖生炭グリラーの海外販路拡大

千葉県 有限会社クマザワサッシ 4040002003530 地域に愛される窓のリフォーム屋さんとしての販路拡大

千葉県 レストラン　マイヨジョーヌ － ファミリー層獲得のための３世代が満足できる新メニュー開発事業

千葉県 Ｌｉｆｅ－ｇｉｖｉｎｇ株式会社 3040001015346 ラクラク動ける筋膜リリース

千葉県 合同会社バックアップ 8040003007873 地方創生のための情報配信アプリパッケージ開発事業

千葉県 合同会社アクシビィー 2040003007383 Ｇｏｏｇｌｅの広告を活用した集客と取扱台数の拡大

千葉県 ＣＴＣ行政書士法人 9040005003705 子供のいない夫婦・遺言書を作ろうプロジェクトのＷＥＢ作成

千葉県 株式会社エンゼル薬局 2040001052357 既存事業の転換と地域資源を活かした高齢者向け商品の開発

千葉県 有限会社佛壇の松本 9040002067653 地域に愛される１００年企業が２００年企業を目指す販路開拓事業

千葉県 有限会社ハマダヤ食器 9040002067488 新規顧客の来店を促すフラワーソープを活用した販路拡大事業

千葉県 かずさファーネス株式会社 8040001093899 大企業に負けない自社の技術力をＰＲする為の営業体制の構築

千葉県 森山工房 － オーダーメイドへの想いを形にする販促ツールの作成と顧客拡大

千葉県 有限会社和楽 4040002071734 積極的な店舗訴求強化による潜在需要掘り起こし事業

千葉県 ＪＢＫ　Ｆａｒｍ． － モノ×コト（経験）のセット販売で地域住人が足繁く通う農園作り

千葉県 日向花 － 揺らぎ世代の女性向け“笑小顔”メニューの周知による売上拡大

千葉県 ｉｎｓｉｄｅｏｕｔ － サーフィンレベル向上に密着した新形態サーフショップの展開

千葉県 Ｖｉａｇｅ － 「低価格競争に左右されない提案型オンリーワンサービスの展開」

千葉県 安藤　美保子 － 編集・ライター業の宣伝となるハワイの情報ウェブサイト運営

千葉県 株式会社エム・ケイ 3040001034263 下請け脱却の為の広報、認知度ＵＰする販路開拓事業

千葉県 有限会社宇田川鈑金工業 6040002032750 納得・安心・快適。鈑金塗装工場初「技のショールーム」で集客増
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千葉県 ＢｅＦｕｎ － 子ども向けプログラミング教室開講準備、幼稚園等での販路開拓

千葉県 鍼灸マッサージここから － 高級有料老人ホームの新規獲得のための訪問新サービスの魅力発信

千葉県 株式会社ＺＥＮＴ 6040001083464 唐揚げの新メニュー開発と店舗改装で販路及び売り上げの拡大

千葉県 株式会社マングース 2040001032251 独自製品を新規顧客に向け訴求するＷｅｂサイトリニューアル事業

千葉県 有限会社うえだ綜合調理センター 7040002032709 パンフレット・ＨＰのＷ更新とチラシ大量投入で販路開拓

千葉県 Ｙａｊｉｋｋｏ　ＫＩＴＣＨＥＮ － 新店舗運営開始に伴う認知度向上とリピート客の獲得

千葉県 有限会社孝和クリーニング 3040002033941 認知度を上げるしみ抜き術の衣類修復＆店舗改修プロジェクト

千葉県 株式会社工匠 1040001087981 体感＝伝統建築（加工場見学）×自然素材空間で販売促進

千葉県 Ｂａｌｌｅｔ　Ｐｉｑｕｅ － バレエ教師による「大人女子割れ腹筋ボディトレーニング」の開講

千葉県 日本環境開発株式会社 9040001076192 子どもや家財を守る一般家庭向け防犯リフォーム工事の販路開拓

千葉県 株式会社コンドウ家電 4040001035434 インターネット等活用による工事サービス事業のブランディング

千葉県 Ｙｏｕｒ　Ｃｏｆｆｅｅ － スペシャルティコーヒーの体験型販売方法の構築と実施

千葉県 有限会社ブリッジ 5040002050002 店舗改装による初心者顧客獲得と中級以上の既存顧客囲い込み強化

千葉県 合資会社岩立本店 3040003003613 キャッチーな看板で御神水使用のわらび餅を新看板商品に

千葉県 カネヨ水産株式会社 8040001059124 事務所内直販所設置による市場直送商品販売と新規顧客開拓事業

千葉県 合同会社介護タクシーあいりす 6040003009161 介護タクシーセットアッププロジェクト～安心安楽な介護の為に～

千葉県 株式会社ヨシモク 7040001059513 施工体験コーナー設置とお子様スペース設置による販売促進事業

千葉県 株式会社蒲鉾の八木橋 7040001072490 ＨＰを活用した、高付加価値、特産品を使用した地域振興練り製品の販売

千葉県 有限会社宮崎商店 6040002097678 地域資源を活用した新商品開発とネット販売戦略による販路拡大

千葉県 上野商店株式会社 8040001074775 ホームページのリニューアル・検索閲覧の順位アップ・集客の増加

千葉県 有限会社スギハラ 9040002063413 『ドローンでの撮影業務周知と業務全般広告のホームページ開設事業』

千葉県 有限会社西村製作所 6040002077639 新規介護市場参入のためのＥＣサイト立ち上げ及び社内ＩＴ化の推進

千葉県 吉田接骨院柔道場 － 安全第一な町道場を作り「けがをしない、させない」の実現

千葉県 有限会社ひばり堂柏店 3040002091287 既存顧客との関係性を深め、さらに地域顧客の新規開拓

千葉県 株式会社ドリームズ 9040001071012 段階的導入可能な監視システムで地域の安心・安全向上支援計画！

千葉県 有限会社かわの電器 7040002089402 チラシの配布・スタンド看板設置による新規顧客拡大・販路開拓

千葉県 松丸米店 － オリジナルポイントカード作成による顧客管理システムの導入事業

千葉県 合資会社宍倉呉服店 4040003002911 多様化するニーズに応えるオリジナル商品開発の為のミシン導入

千葉県 株式会社岡本薬局 2040001053685 自動錠剤分包機導入による一包化調剤の効率化

千葉県 株式会社オンフェイス 9040001055378 ターゲットエリアでの新規顧客開拓事業（認知度アップ事業）

千葉県 有限会社ＫＭアドバンス 1040002076653 ＩＴ導入による短納期の施工体制と物流システムの構築

千葉県 株式会社Ｓｕｐｒｉ 8040001087232 光触媒クロス等を使用した店内クリーンネス化による販路開拓

千葉県 株式会社善介 8040001076961 グランピング客室のトイレ・シャワー個別設置と浄化槽の設置

千葉県 株式会社ＰＡＭ 1040001086851 画期的な縮毛矯正商材の販売広告と理美容サロンの新規顧客開拓

千葉県 有限会社大久保園 4040002018132 若年層の顧客獲得のための、店作り

千葉県 － 弁当拡販のための「ランチ懇親会」向けの広告の作成

千葉県 オムニ・インターナショナル － 業務システム導入による新規顧客獲得拡大、新規校開設

千葉県 ＭＡＲＵＳＵベーグル（まるすベーグル） － 子育て世代の来店促進策及び同世代女性が働きやすい職場づくり

千葉県 有限会社いずみ 2010702012703 放課後等デイサービスの運営・拡充ならびに利用者拡大
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千葉県 経営改善研究所 － ＩＴを活用した経営改善コンサルティングサービス構築と販路拡大

千葉県 セイデザイン株式会社 5010001132415 ふるさと納税品、「まるっとデザインＩＴツール」ＰＲ，宣伝

千葉県 スフィンクス株式会社 2040001033885 障がい児の学習支援サービスにおける映像モニターシステムの活用

千葉県 旭川ラーメンふくべ － ふくべ特製『塩ラーメン』の開発・販路開拓

千葉県 Ｏｃｔ　Ｐｅａｋｓ － 大規模展示会出展による当店認知度向上及び販路の開拓

千葉県 有限会社亀山温泉ホテル 1040002069905 天然温泉１００％配合の温泉石鹸の開発販売

千葉県 Ｃａｌｍｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 訪問美容知名度アップのため新規サイト構築・改修とチラシ作成

千葉県 株式会社ロボインク． 4040001085693 新型上位機種ドローンの導入による高難易度の空撮事業への参入

千葉県 チャイルドスターズ － ママ向け講座開催による認知度アップと安定的な販路開拓

千葉県 らぁめん　和 － みんな元気に！！「食事」から働く人を応援する！！

千葉県 株式会社Ｓ．Ｋホーム 8040001041874 「Ａｄｄ－ｏｎ（アドオン）サービス事業」によるブランディングの確立

千葉県 株式会社グランベリーツー 7040001040778 顧客が望む丁寧で安いプロの「手洗い洗車」で新規顧客を獲得する

千葉県 株式会社中野サービス 2040001039107 広告媒体統一化とイベント実施による新規リフォーム受注拡大

千葉県 株式会社南柏リビング 4040001081742 情報発信力強化および更新作業の簡便化を図るシステム開発

東京都 合同会社カルチャーＢＯＸ 2011403001499 健康増進としてタブレットを活用した高齢者向け講座で販路拡大

東京都 株式会社金井畳店 4010501002655 「薄くて柔らかい」オリジナル『ヘリ無し』置き畳の販売強化事業

東京都 エムレボ・ジャパン株式会社 3010001136913 ボール状のタービン翼の開発・販路開拓

東京都 プラネットワーク株式会社 7020001075660 ＨＰ改良とＰＢＸ導入による売上・利益拡大と新規事業立上げ

東京都 河上指圧治療院 － 運動器具、指圧器具の独自開発および製造、販売

東京都 榑松貴税理士事務所 － 未来会計支援事業、国際展開支援事業の開発・販路開拓

東京都 株式会社心力舎 9010401034645 海外からの旅行者向け有田焼新デザイン開発・販路開拓

東京都 株式会社アンドロッジ 1010001133078 猫との生活に彩りを加えるインテリア家具の開発・販売の取組み

東京都 株式会社フジキン光来 4011201009718 製品のデザイン化による価値観の高揚とプライベートブランド構築

東京都 アイバランス治療院 － 女性鍼灸師の出張施術による産後のママ層の新規顧客開拓

東京都 行政書士やまと総合法務事務所 － シニアライフワーク支援事業及び起業家育成支援事業

東京都 株式会社ブルーロータス 8010001144119 自動車のアフターパーツの国内外販路拡大

東京都 株式会社フォルッツァ 2010001028178 「どらいなっとう」新規海外販路拡大及び国内認知・売上拡大施策

東京都 とっておき株式会社 8011101079279
「映像を使った自費出版事業」の、ホームページ開設による一般顧客への販
路開拓

東京都 松田機械 － 広告の強化による集客のアップ

東京都 ユーリンク株式会社 7010001118057 ＷＥＢマーケティング事業を絡めたＩＴワンストップサービス事業

東京都 善光建設株式会社 6013201003145 「暮らすごとに幸せを感じる住まい作り」が伝わる、パンフレットの作成

東京都 二松電気株式会社 9010801009461 低音域　楽器用シールドの開発

東京都 株式会社Ｄｅｎｔａｌｕｘｅ 5010401129192 女性歯科医が考案したオーラルケアブランドの企画販売事業

東京都 株式会社せんだ兄弟社 7010001181872 Ｗｅｂサイトを活用した展開事業の認知向上による売上拡大

東京都 株式会社エクセルシア 8010901015823 人口肛門、ペット用向け製品の開発・販路開拓

東京都 花屋小梅 － フラワーショップのブランディングと広告宣伝効果

東京都 リフ株式会社 6011101075296 中小企業の働き方改革を実現する人工知能パッケージの販路開拓

東京都 四谷コモンズ法律事務所 － Ｗｅｂコンテンツ削除申請／情報開示申請依頼の販路開拓

東京都 青山カラテスクール － ミドル・シニア女性のための「空手教室」新規会員顧客開拓
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東京都 株式会社アウラ 5011701009761 カスタマーニーズに対応した自社ＨＰの表示変更に伴うシステム変更

東京都 株式会社オープネス 3010001159716 ホームページによる子供向けプログラミング教室の新規顧客獲得

東京都 株式会社カネコ 8010001001872 印刷通販サイトリニューアルと新事業参入による顧客開拓

東京都
株式会社ナミキ・メディカルインストゥルメ
ンツ

7011702008686 医療機関の課題解決型手術器具の開発と上市・販売促進

東京都 株式会社Ｖｉｃｏｖｉｃｏ 2011001064865 クリエイターと企業をつなぐプラットフォームで新規取引先開拓

東京都 株式会社隅田屋商店 9010601012673 訪日外国人のお土産需要に対応した新商品の開発事業

東京都 ｗｉｎ　ｇｌｏｒｙ － 炭酸泉を用いた究極の新リラクゼーションサービスでの販路開拓

東京都 株式会社フットトレーナーズ 5010001108340 スポーツインソールの海外（中国・北米）販路開拓

東京都 株式会社ＦＴＣ 1011001113598 中古着物を活用したファッションブランドの商品開発と販路開拓

東京都 株式会社マイクロベース 9021003004218 フランチャイジー向け商圏分析ツールの提供

東京都 株式会社グリット 5011101080272 障害者に特化した総合補償保険サービスの販売

東京都 西川茶寮 － 販促ツール見直し・英語版対応による若者層・外人向け販促事業

東京都 株式会社フォアフロントサービス 7011301016999 ＣＤＮ構築で動画サーバー増強、安定配信確立で販路拡大

東京都 株式会社リーディング不動産 6011001070793 日本の生産力を支える外国人の住みやすい環境の提供と空き家対策

東京都 株式会社アール・ワン 7010401115026 ホームページによる新規顧客獲得事業

東京都 有限会社バイオフューチャー 4012702013373 ＢｔｏＣ向け　“臭いお悩み解決商品”　の新規販路開拓

東京都 ココカラ合同会社 7010003024385 次世代農業ＥＸＰＯ展示会による販路拡大、新商品宣伝

東京都 株式会社ＩＣＨＩＧＯ 5010901030957 インバウンド×アジア現地のブランドファン育成モデル開発

東京都 ランコントレ・トント － 顧客ニーズに合わせたメニュー開発とオーブン料理の提供時間の改善

東京都 有限会社若葉園 5011502011941 新「若葉園」ブランドの開発と活用

東京都 株式会社Ｏｐｅｎｉｎｇ　Ｌｉｎｅ 9010001182919 小規模製造業向けのクラウド版製品情報管理システムの基盤開発

東京都 椎名トモミ写真事務所 － 女性カメラマン養成講座の販促ツールの作成

東京都 株式会社セキグチプラネット 7011601003623 国内外のエンドユーザーに向けた販路開拓と地域の畳店としての店作り

東京都 有限会社ＢＭＴ 2011702015472 定期メンテナンスで乗り心地抜群なバイクガレージ設置事業

東京都 ゆきふじ － 身体の内側からキレイにするラーメンで女性客獲得

東京都 株式会社尾張屋商店 4010001013046 トイレの洋式化・整備を行うことによる新規顧客増加

東京都 有限会社浦田商会 4010902002147 焼栗・生栗（むき栗）の実演小売販売の拡大を狙う

東京都 株式会社フレックススタイル 5011701016452 大人向けホームページ作成・地域子供向けチラシ印刷・配布

東京都 株式会社アジアンベース 7010503004036 中華系外国人向け飲食店を口コミで探せるサービスの開発

東京都 山口玉美税理士事務所 － 日本企業の海外展開を支援する税理士サービスと個別相談の実施

東京都 有限会社ノービス 9013202004882 防災啓蒙動画の制作と広告展開

東京都 株式会社フエルナンドス 1011701006878 設備改装により顧客満足度を上げ、客単価向上の実現。

東京都 株式会社ハセッパー技研 2010001026917 新商品宣伝用パンフレット作成による認知度向上・販路開拓

東京都 株式会社ソリストジャパン 5011301018031 女性顧客の集客に係る店内改装、広告、新メニュー開発

東京都 倉重電動工具株式会社 2011801007387 宮大工・名工の技を支える逸品が見つかる　大工道具．ｃｏｍ

東京都 ひだまり － カフェと囲碁「ひだまり」新規オープンに伴う、店舗周知活動

東京都 有限会社ＰＡＤＭＡ　ＴＲＡＤＩＮＧ 3011402018337 新規顧客獲得のために外国人観光客受入れ体制の整備とＰＲ事業

東京都 株式会社リキニット 8011701008331 高い生産性で行う販路開拓補助事業

東京都 株式会社オプティマ 7011401011751 展示会出展による当社製品の認知度向上と新たな販路開拓
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東京都 合同会社パラゴン 6010003018479 ストレスチェック法制化対応支援事業

東京都 株式会社オーシャンズ 9010401086471 停電を感知し自動点灯するＬＥＤ照明「停電安心くん」の販売促進

東京都 ブリュー株式会社 5011001100213 「弊社の特徴をイラストで紹介する動画を開発」し、販路開拓を行う

東京都 ライフデリ江戸川店 － チラシのポスティング活用による江戸川区内の宅配弁当需要の創出

東京都 株式会社ハレガケ 1011603001358 市場拡大中の「リアル謎解き」ポータルサイトの構築及び運営

東京都 株式会社レフォルメ 4010001116501 日本初上陸、伊ブライダルジュリーの地方小売店への販路構築計画

東京都 美容室タカ － 店舗の訴求力とヘナの認知度の向上に向けた販路開拓ツールの整備

東京都 ＡＮＴＳ整体治療院 － 周辺地域高齢者への出張サービス強化による新規顧客開拓事業

東京都 株式会社アニメテトラ 1010501039493 幼児向け鉄道関連グッズの開発のための製造体制の構築

東京都 久保司法書士事務所 － 包括的なシニア世代向けサービスの情報提供事業

東京都 株式会社ラ・ポルタ 3210002012110 当社商品の認知度・信頼度向上のために展示会を活用した営業強化

東京都 Ｋａｏｒｉ　Ｍｉｌｌｉｎｅｒｙ － ブランド知名度向上のための施策とＥＣを含む販路開拓・拡大事業

東京都 昇染本舗株式会社 5011001060052 独自の昇華染色プリントを用いた製品のＢｔｏＣの販路開拓

東京都 五葉レーベン株式会社 2010001177917 ２０２０年教育改革対応型　『ロジカルキッズ』コースの新設

東京都 バイオアソシエイツ株式会社 2011301013142 バイオ企業向けマーケティング支援サービスの販路開拓

東京都 株式会社アドコモンズ 7010601027500 顧客の収益に直結する情報提供によるリピート客の獲得事業

東京都 株式会社リノシス 7011301022048 飲食店向けの自動発注システム開発と、営業資料制作

東京都 十全治療院 － 毛細血管顕微鏡導入による、高度な健康トータルサービスの提供

東京都 ＡＳ．ＣＲＡＦＴ － 潜在ニーズへのアピールを強化するｗｅｂサイト制作と活用

東京都 烏山けやき整骨院 － 妊娠から出産を東洋医学でサポート『不妊鍼灸・マタニティケア』

東京都 ｔａｎＱ株式会社 2011001103103
●通信教育事業の告知、広報活動
●３事業に共通して用いられるコンテンツのクオリティ改善

東京都 アスツール株式会社 6011601020801 「調べる」を楽しくする　次世代ウェブブラウザの販促及び改良

東京都 Ｂｏａｒｄｉｎｇ － ＥＣモバイル化による、国内・海外の弊社ブランド浸透強化

東京都 有限会社赤坂ビューティー・サロン・中山 5010402000864 ３０年後の新たな街に向けて！地域横断型のバル＆逸品事業

東京都 株式会社にしやま動物病院 6011101067715 地域ねこ対策強化による新規顧客開拓の為の生体情報モニター導入

東京都 有限会社アイポーラ 3010002006883 法人顧客を増やすための、新規マーケティング強化事業

東京都 株式会社オーエム 3011801006504 プラスチックの職人手加工技術承継ホームページの製作

東京都 ミカタ株式会社 2011601020276 保育士の職場評価口コミサイトの利用顧客開拓

東京都 株式会社遺言執行社 7011101078026 「未来への想い」と「助けを必要とする人々」を結ぶかけはし事業

東京都 合同会社オフィス・ゼロ 7010003024798 プログラミング教育システム「プログラぶっく」の事業化

東京都 モンプレジア株式会社 7010001180008 ムレスナティー市場の新規顧客開拓・拡大のための販促品開発事業

東京都 株式会社ＦＢＷ 7430001041712 ママさんの独立開業を支援する輸入ビジネスセミナーの販路開拓

東京都 株式会社ストライブ 5011201009873 日本製ブライダルインナー専用ページ開設による販路拡大

東京都 有限会社むさしや菓子店 8011502005916 地元販路拡大と共に著名なネットショップで全国販売する成長戦略

東京都 株式会社アドクルーズ 6010001035848 「第三者継承」を活用したスポーツ分野における新規事業拡販策

東京都 ＧＲａｉＬ　Ｊａｐａｎ株式会社 5010601049538 墨田和スイーツを製造・販売するための新店舗の販売促進活動

東京都 株式会社現代ぷろだくしょん 2011101061192 映画製作新企画の検討、配給の為の販路開拓

東京都 ながはる株式会社 5011101012936 英語版　和紙総合カタログ・ランプシェードカタログ作成

東京都 ファッションリンク株式会社 5010801016841 炭インナーのサンプル制作及び展示会出展・ＳＮＳによる販路開拓
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東京都 株式会社ＭＤＣイノベーション 2011001053975 訪問歯科診療サポート事業の強化による販路開拓

東京都 Ｍ・Ａカマクラバレエスタジオ － 障害児児童のためのバレエセラピー教室、販路開拓・広報事業

東京都 マザーズナーサリー － 育児に悩む母親と女性看護師離職防止の為のコーチング講座

東京都 ヴィオレッタ － 集客力向上とリピーター獲得のためのＰＲと店舗部分改装

東京都 株式会社トランスコード 2013201015490 リアル着せ替えごっこ。レンタルドレスの販路拡大

東京都 合家株式会社 2010001140981 沖縄の郷土食材ヤギ肉を使用した新商品の開発と販路開拓

東京都 エイアイビューライフ株式会社 8010001182713 コミュニケーション型見守りロボットの開発・販路開拓

東京都 有限会社万来舎 2010002038291 メンズファッション書籍関連事業に係る自社サイト制作

東京都 ニュージュエリーアソシエイツ － 販売会の集客、認知度向上のためのパンフレット・サイト制作

東京都 株式会社アソシエイツ３６ 2011001114488 牛テールちゃんぽん麺の商品改良と新商品開発による販売拡大

東京都 アウタートップ株式会社 7021001047088 「ＳＨＡＫＥＳ　ＧＲＩＰ」の新製品開発、販路開拓事業

東京都 茶房松緒 － 近隣神社参拝者をターゲットとした開運土産シリーズの開発・販売

東京都 株式会社日本留学サポート 4010001169623 台湾、短期アニメ遊学生と長期留学生の募集と、販路新規開拓

東京都 有限会社プットイットオン 1013202005533 母親へ安心安全な作り手が見える子供服ブランドを開発し販路開拓

東京都 オーイソ株式会社 8013301025649 滑り難い素材を使った世の中に役立てる製品の開発で販路開拓

東京都
株式会社スパニッシュコミュニケーション
ズ

1010701018801 スペイン・メキシコ留学の疑問を解決するランディングページ作成

東京都 浜焼きバル　トレジオン － 首都圏の飲食店における東北地域の「食」の魅力発信と販路開拓

東京都 株式会社坂田印刷 4011201006574 美容室向け新サービス展開による新規顧客開拓とリピート顧客増加

東京都 ｅＦｏｎ（エフォン） － 美容師としての経験を活かし、美容室設計の販路拡大をしたい

東京都 Ｔｈｅ　Ｔｅａ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 3011001112409 贈答用ボトルドティーの個人向け販売による販路拡大

東京都 Ｐ．ＰＡＮＥＬ合同会社 8010003019979 プラパネルを農業事業者に広めるための新聞広告による販路開拓

東京都 スマカテ －
リーズナブルな価格で個人契約の家庭教師を紹介するサイトの企画、開発、
運営を行う。

東京都 ＲＨトラスト株式会社 2010901037484 チラシとイベント集客をきっかけとした新規顧客獲得の取り組み

東京都 株式会社メガステップ 3010701015581 業界初！職人会社が作った建設業など現場管理ソフトの販路開拓

東京都 スリジェ － ＷＥＢリニューアルによる新規集客＆通販実装による顧客売上増加

東京都 株式会社松浦製作所 2010701009213 ＷＥＢ・チラシによる集客と販売、知名度アップによる販路開拓

東京都 ソワールスタジオ株式会社 5010001132427 ブランド価値及び認知度向上の為の広告、ブランドブック制作

東京都 レストランシラツユ － 新規顧客がリピーターになる「何度でも行きたくなる洋食店」計画

東京都 あかつき治療院 － 近隣エリアへの情報発信による出張治療及び院内施術販売促進事業

東京都 合資会社升本酒店 6011103001481 牛込中央通り商店街祭りとＷＥＢプロモーションを活用した販路開拓

東京都 株式会社リトルプラネット 6010001177665 ３６０゜　ＶＲ動画（空撮）サービスの提供および販路開拓

東京都 ＮＯＲ － 販売促進活動と商品開発の実施による、ランチの開始

東京都 熊造園 － 竪穴式住居製造など独創性ＰＲ用ＷＥＢサイト構築による販路開拓

東京都 フォトスタジオトッテ － レンタルスタジオの顧客開拓及び撮影事業の販路開拓

東京都 株式会社ＧＯＡ企画 4013301036773 “野菜や果物を使ったメニュー開発と販路開拓とコミュニティー作り”

東京都 ｃｏｌｏｒ　ｆｏｏｄ － 新規飲食開業セミナー開催宣伝拡大のためのホームページ作成

東京都 あるかんしぇる行政書士事務所 － 「出張封印」利用推進のための何処でもナンバーセンターＰＲ事業

東京都 Ｖ．Ａ．Ｊｕｉｃｅ株式会社 1010601043362 インスタグラムのインフルエンサーを活用した販売促進

東京都 株式会社ナチュラルスピリット 5011001106326 新しいインセンス（お香）開発とネットショップによる販路拡大
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東京都 株式会社ｓｃｅｎｔｎａｔｉｏｎｓ 6011001072344 インターネットを通じた海外バイヤーへのブランド認知営業活動

東京都 ベルカント － 「花」ギフトの彩りで社内を元気づけ離職率ゼロを支援する取組み

東京都 株式会社テレパワー 5013301022839 医療分野向け小型Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュールの海外販路開拓

東京都 株式会社ＭＩＮＥＲＡＬ 7013301035566 Ｗｅｂを活用した次時代キャスティング事業による販路拡大

東京都 ラヴィエベール麻布 － 加速度トレーニングマシンの出張訪問体験による新規販路開拓

東京都 株式会社イニシエ 4010401129565 寺院と終活者の架け橋に。共同供養墓による寺院活性化サービス

東京都 株式会社コスモテクノロジー 3011301014585 ＨＬＧシステムの海外展開のための展示会出展

東京都 コインスペース株式会社 3010401122505 集え、未来の担い手。若手起業家創出Ｎｏ１サービスの販売促進

東京都 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｌｅ　Ｖｅｎｔ － オーダーファーストシューズ・上履きの試作品開発・販路開拓

東京都 ヨガ・コーチング　ＳＯＬ － 初級・中級ヨガ指導者向け「安全なヨガ指導」オンライン教材開発

東京都 キップス株式会社 8010601010042 ＨＰ開設によるハンドメイド作家等小規模事業者からの受注拡大

東京都 株式会社医療情報研究所 3011101029148 ドローン導入による空撮と産業用途の販路開拓

東京都 ふかさわ行政書士事務所 － ＨＰの内容拡充および多言語化によるアラビア語圏外国人顧客開拓

東京都 曽利社会保険労務士事務所 － 選挙用うぐいす嬢音声制作クラウドサービスの構築と周知活動

東京都 ワークシフト・ソリューションズ株式会社 7010401107873 海外ビジネス拡大を目指す企業へ、海外人材活用の提案活動

東京都 株式会社リングオフ 2010801025606 オリジナル“離婚届”買取事業を周知するＬＰの開設および運用

東京都 小口恵子 － 女性の多様な働き方を支援する「オンライン通信教育」で販路拡大

東京都 夕企画 － エディトリアル・グラフィックデザイナーの認知と販路開拓用Ｗｅｂ制作

東京都 株式会社ＮＯＭＡＤ 6013201017748 記念品・ノベルティの販路拡大のための商品調達及びカタログ刷新

東京都 株式会社医療福祉研究所 9011501005569 専門的な学会展示への参加による販路開拓

東京都 月島ほけん整骨院 － バリアフリー化・視認性強化による障がい者・高齢者患者の獲得

東京都 合同会社ＮＰＣ 9010803001680 ＩＴを活用した多様な働き方の導入と業務効率向上

東京都 有限会社北村製作所 8010802004207 超薄板の板金加工パンフレット・ホームページによる顧客開拓

東京都 アジャイル株式会社 1010001137087 クラウド型連絡網「つながるメール」を一般顧客へ販路開拓

東京都 合同会社Ｉｎｄｕｅｒｉｓ 3010403015293 ファッションの魅力を伝えるＥＣ・ＨＰ改新とカタログ訴求

東京都 株式会社パティスリー・コハル 4011701017311 お菓子で街をＰＲする「ふなぼり金魚ロール・金魚マドレーヌ」の販売強化

東京都 櫟の樹 － 認知度向上施策による近隣顧客獲得と客単価向上のための業務改善

東京都 株式会社カブ・デザイン 4011501014500 製造パートナーと連携開発する「共感型商品」で販路を開拓する。

東京都 株式会社Ｃａｐｙｂａｒａ 2011001095943 アニメーションによるママの募集と管理データベース作成

東京都 一信堂印刷株式会社 1010601008745 【３色ふせん】事務の「トリアージ・タッグ」の開発・販路開拓

東京都 熊木産業株式会社 7011101005632 ＳＮＳを活用した栗の潜在需要の喚起による　ＢｔｏＣ　の販路開拓

東京都 ゴールドウェア株式会社 1150003001310 高品質・低価格のアプリ制作サービス

東京都 グラアティア株式会社 8010401128183 画像によるフィルタリング・エンジン・システム開発とサービス広告

東京都 株式会社凛花 8011001100598 メイドインジャパンのハラール化粧品でムスリムに美を提供

東京都 レゼル・ド・マクルール － 色彩心理によるメンタルケアと企業研修の販路開拓に向けた取組み

東京都 ＢＡＲ　ロカロ － 軍鶏の卵を使った新メニューの充実化をＰＲ！新規来客で売上拡大

東京都 矢野　智恵子 － 訪日外国人観光客向けの日本の伝統文化体験の提供など

東京都 青樹舍硝子工房 － 東京都内唯一の『ワンストップ総合ガラス教室』構築事業

東京都 Ｐｏｌａｒｉｓ　Ｉｎｆｏｔｅｃｈ株式会社 5010601048176 「ほめる」から生産性向上へ、企業向け表彰状出カウェブサービス
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東京都 ネットストリーム株式会社 5011101049615 中小企業向け『セキュリティ対策交流サイト』の構築・運営

東京都 アムズ企画株式会社 5010001118629 独自開発の抗菌性水溶液を活用した新建材の知名度向上と販路開拓

東京都 有限会社ピジョン 8390002015479 世界初「体幹力リフレクソロジー」体験型コースによる販路拡大

東京都 プリアボディ － 産後アロマトリートメントと出張施術サービスの導入・販路開拓

東京都 株式会社家づくりネットワーク 6010901000950 ＯＢ客、見込客、自社、３ＷＩＮの顧客獲得事業

東京都 ぶどうのおんぷ － 選べるおはなし『ドキドキワクワクキラキラ親子ふれあい人形劇』

東京都 行政書士ブラン法務事務所 －
外国語対応ができる行政書士による入管（ＶＩＳＡ）申請業務の顧客獲得
※外国語：インドネシア語、マレー語、英語

東京都 アロマティックルポ株式会社 7011001059118 オリジナルのセルフケア商品の開発と通販による販路開拓事業

東京都 株式会社Ｋｏｈｋｉ　Ｔｏｋｙｏ 4010401100633 高齢者の新規契約獲得のための宣伝及び販促品提供

東京都 株式会社ローカルランドスケープ 8010901037842 沖縄食材を使用したチョコレート販売プロモーション

東京都 合同会社やなぎや 3010803001174 顧客の世代交代を図るための店内改修および新商品の販売促進

東京都 株式会社追客力 4011101073293 チャット形式・プッシュ通知型の営業管理サービスの展開

東京都 事業承継センター株式会社 2013301031520 事業承継士１，０００名構想による地方での事業承継の推進と顧客開拓

東京都
株式会社Ｍ＆Ｌサポーターズアソシエイ
ション

4010401122124 豊かな体験が出来る保育施設のブランディングＷＥＢサイト構築

東京都 株式会社トゥインズカンパニー 2010401019041 高知産「本物のおいしい物」自社ＥＣサイトの開設及び宣伝活動

東京都 株式会社ミューオン 6011001065760
業務効率化を実現する新サービス（ビジネスチャット）拡販のためのプロモー
ション施策

東京都 イメージビジョン株式会社 2010901026909 写真作品作りセミナー事業を立ち上げＢｔｏＣ市場に進出する

東京都 株式会社Ｇｉｆｔｅｄ 4011801029719 育休ママ向け起業セミナー付子供連れ薬膳ベジランチのファン拡大

東京都 自然食カフェ　すぴか － 自然食メニューの追加およびテイクアウトと通販による販路開拓

東京都 ＬＩＦＥ　ＭＯＭＥＮＴ株式会社 7010701030263 パンの専門店Ｔｏｗａｉｅ、こだわる人が選ぶ食パンに！

東京都 株式会社アリア 6011601012534 新商品開発による売上増加計画とＨＰリニューアル

東京都 株式会社トーモ 2010401084647 自社ＥＣサイトの構築とＷＥＢ広告出稿及び、管理システムの構築

東京都 株式会社アトリエミヨシ 3010701020499 機能性に優れたお洒落な医療用衣服のデザイン、パターン及び販売

東京都 鹿谷公認会計士事務所 － 新規顧客層をターゲットとした新サービスＷｅｂ戦略の実行

東京都 株式会社エフシピー 4011101062692 保険代理業で、団体補償保険制度の開発・改良促進と販売開拓

東京都 レビスタ・ジャパン株式会社 5010401115944 米国発紅茶のブランド認知度向上と日本仕様のパッケージデザイン変更

東京都 レンタルサロンスペースミラ － 美容業界のフリーランスとお客様を繋げる機会と空間の提供

東京都 株式会社おむらい 6010601033920 ウェブサイトのリニューアルとリスティング広告による販路開拓

東京都 ドレッシングデザイン － 女性起業家向けのトータルサポートサービス構築

東京都 株式会社東京ボタンハウス 9020001080411 ハンドメイド作家向けの服飾資材販売システムの構築・普及

東京都 ソースバージャック － 売上拡大に向けたインバウンド対応と顧客参加型もんじゃアート

東京都 株式会社武蔵 5011001022936 「次世代リーダー育成プログラム（動画での地域分散）」拡販

東京都 株式会社いすくら 1010701033560 新メニューと掘りごたつのリフォームで顧客拡大とサービス向上

東京都 株式会社Ｃｏ－Ｓｔｅｐ 7011001101201 販路開拓に向けて相乗効果を生み出す事業所の改装

東京都 株式会社ポルトレ 5011001106383 お教室のオンライン講座の動画製作販売サービス『テーチャーズ』

東京都 株式会社Ｆａｓｔ　Ｆｏｒｗａｒｄ 3011001115618 就職希望者の共感を得る転職情報発信サイトの構築事業

東京都 Ｈｏｒｉｚｏｎ　Ｂｌｕｅ － 日本文化を取り入れたインディアンジュエリーの販路拡大事業

東京都 株式会社フードスタッフ 7010001163144 酒蔵の海外進出を支援するアゼルバイジャン地酒ＥＸＰＯ事業

東京都 株式会社Ａ－１ＰＲＯＪＥＣＴ 1010001172869 「夢じゃない！マイホーム」を実現するＵｎｉＣｕｔｅ住宅事業

13 / 21 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
＜追加公募分＞
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 巴空調株式会社 7010001005602 民泊口コミサイトの構築による訪日外国人の満足度向上

東京都 石川商店 － 新規顧客開拓と売上向上のための展示販売店舗新設事業

東京都 Ｃｉａｏ　ｓｏａｐ － 新技術の習得・新商品の開発とネット・紙媒体を活用した販路拡大

東京都 株式会社セレブランツ 5010901020421 健康志向に応える薬膳メニューの開発と販売促進の実施

東京都 梅香亭 － 新和菓子開発　ＩＴによる販路開拓と海外展開　新規顧客獲得

東京都 株式会社リベラシオン 7011001110012 相反する『美と健康』が体感できる９㎝ヒールパンプスの展示会出展

東京都 イデアジャパン株式会社 2020001111412 離反・シニアゴルファー向けの用品の開発、及び販売促進・販路開拓

東京都 バンドーテクニカルサービス有限会社 9012402007720 販路開拓のためのドローンと赤外線カメラによる非破壊検査事業

東京都 アンディープランニング － 当社が厳選した国産チーズの一般（個人）顧客向け販路開拓事業

東京都 株式会社ｉｎｉｅ　ｊａｐａｎ 1010401131342 ３世代使える絨毯で経済的に大量消費を削減し、販路開拓を行う

東京都 株式会社セカンドガレージ 5010901027962 Ｆａｓｔ　ｆｏｒ　ＥＣ拡販事業

東京都 有限会社大黒屋 4010902009043 ・店舗改装、商品ラインナップ見直し、ＥＣサイトの強化

東京都 株式会社輝（尾下塾） 4013301028003 ミット打ち段位制度の確立と新規会員獲得に向けた動画プロモーション

東京都 株式会社ヒロユキコマツ 1010001124399 デザートブランド「カシモリ」展開による新規顧客開拓

東京都 ノースワン株式会社 8011601021574 重篤患者受け入れの基幹病院となるためのＩＣＵユニットの導入

東京都 株式会社Ｍｏｇｕｒａ 4010001177601 中核事業、及び成長事業のプロモーション・販路開拓

東京都 株式会社メゾンブルトンヌ 8011001057228 コンサルタント事業の販路開拓とウェブショップ開設

東京都 Ｓｔｅｅｌｓｔｙｌｅ株式会社 7010401130875 ブランド和包丁の梱包用パッケージの試作に伴う開発・製造費

東京都 株式会社ツー・スリー 8011101071987 ホームページの開発と雑誌連動型広告の実現による販売促進

東京都 佐渡の酒と肴　だっちゃ － 本物を届けたい！より美味しく・行きたくなるお店づくり大作戦

東京都 有限会社日本マーケティングシステム 9010002026950 仏壇店向け新サービス宣伝ＰＲのための販促ツール制作事業

東京都 ビストロ　ソレイユ － 顧客層を広げるための洋食店内外装改修

東京都 株式会社ＭＧＴ 6011001048963 自社ホームページ刷新による販路開拓・顧客獲得

東京都 株式会社リノーズ 7011001072376 一人で着られる洋服様着物　ｏｎｅ，ｔｗｏ　ＫＩＭＯＮＯの販路開拓

東京都 ＳｕｇａｒＯａｋ　Ｊａｐａｎ － 育児と仕事で兼用可能なマタニティ商品の輸入卸業

東京都 ホリスメディカル株式会社 4010101009258 既存のホームページをスマートフォン対応のホームページにし販路の開拓

東京都 株式会社勝田ナセン 8010101000849 ネット通販を組み入れたホームページ刷新による販路開拓

東京都 株式会社ホットアルバム炭酸泉タブレット 8010101010138 重炭酸イオン入浴剤ホットタブの国内及び世界への普及事業

東京都 株式会社シェアードブルワリー 8010101012431 地域で愛されるためのご挨拶！認知してもらうファーストステップ

東京都 株式会社ナラハラオートテクニカル 5010101002856 アルミブレッドボードの販路開拓を目的とした展示会出展

東京都 合同会社ＲａｂｂｉｔＪａｐａｎ 3010103001123 タイ・バンコクにおける現地プロモーション展開による新規顧客の獲得

東京都 有限会社伸栄プラスチック 4010102003169 ホームページ開設・加工技術のブランディングによる新規販路開拓

東京都 株式会社あなみず 6010101000231 市制百周年記念畳縁周知チラシ作成とＨＰ改定による新規顧客開拓

東京都 ボン・ムー － チラシ作成／配布とオーブン増設によるケーキレッスンの顧客開拓

東京都 株式会社奥田染工場 2010101000730 八王子『つくるのいえ』発・繊維連携商品の販売とＰＲ

東京都 株式会社塚田水産 9012401019683 冷蔵ケースの活用で陳列効果を最大限に発揮して売上向上をはかる。

東京都 ＴＯＫＹＯ　ＤＲＥＳＳ － 新規販路開拓を目的としたポップアップショップと商品開発

東京都 株式会社ジル・インターナショナル 4012401022989 ＬＥ　ＫＯＯＧＥＩ事業：海外へ向けた新商品の販路開拓

東京都 Ｄｅａｒ・Ｃｈｉｌｄｒｅｎ株式会社 5011101068185 ・メディア連動型イベント開催による販路拡大
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東京都 株式会社トライブ 6011301021744 中古車買取、販売の新規顧客開拓のための認知度向上

東京都 ＦｏｌｉｕｍＦｌｏｒｉｓ　ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ － フローティングシュガーブランド力向上による販路拡大

東京都 武蔵野花凛 － ウェブサイトの構築により新規顧客の開拓と利益率向上を図る

東京都 株式会社タマプリント 1013101003753 ＩＴ活用による販路開拓と業務改善

東京都 株式会社カシワ 5013101003543 受注力強化を目指した事務所の広告塔化およびホームページの作成

東京都 東京ニホス株式会社 2013101004263 ＢｔｏＢ販路開拓のための「展示会」への出展

東京都 遼有堂 － ショールームとホームページ開設で知名度アップと家具の販路拡大

東京都 合同会社パスメイト 4012803000709 「わかる！できる！」ＥＣ事業者向けマーケティングスクールＰＲ

東京都 株式会社せかいの元気 3011001109719 収益拡大の為の「販売代理店→ファブレス卸」の転換プロジェクト

東京都 株式会社ソーシャルノードラボ 4012301009715 キッチン付スペースのレンタルで町田の学生・ママの交流に貢献

東京都 ガレージ　ダブル － 看板設置による新規客の誘導、店舗・事業内容の認知度向上

東京都 ＫＥＩ－ＣＲＡＦＴ － スタイリッシュ・ボールホルダーの海外向けｗｅｂ販売体制構築

東京都 民間学童保育ドリーム・キッズ － 多様な広告宣伝活動による学童保育新規会員の獲得

東京都 株式会社ハングオーバー 6012301010786 飲食店初★プロジェクションマッピング導入で新規顧客を掴む！

東京都 ＢＥＬＬＵＰ － 新レッスン開発で顧客の受講回数増加　レイアウト変更で座席増

東京都 トロススペイングリルバル町田店 － 外国語に対応したＨＰ制作等による販路開拓

東京都 株式会社ブリクセン 3012401029894 ディープラーニングを活用したカメラシステムの開発と販路開拓

東京都 株式会社リピーボード 5010001161538 業界初！融雪機能付「ヒートボード」の販路開拓事業

東京都 オフィスＫ － 京都大学エリアにおける国際交流型シェアハウスの開発

神奈川県 リシュクール株式会社 4020001091124 当店で大人気ドレッシングの通信販売事業における販路開拓

神奈川県 株式会社横浜ベイサイドネット 8020002073407 オーディオパネル『アーティパネル』の製作と販路開拓事業

神奈川県 グローバルネットワーク有限会社 4020002056547 海洋観光事業での熟年層を対象とした販売促進策

神奈川県 ガラパゴスタディー有限会社 4011002036440 受講者の相互支援が特徴の新たな通信教育講座の販路開拓

神奈川県 株式会社ボクノワタシノ 8020001111836 オンラインショップ開設とコト消費でお客様を増やす事業

神奈川県 株式会社日本名刺印刷 9020001060495 印刷商品説明事例集のｗｅｂサイト作成と販路開拓用ＰＲ動画作成

神奈川県 株式会社エム・ケー企画 5020001011089 柿渋を使用したアレルギーにもやさしいタオル等の販路開拓

神奈川県 株式会社ワンスレッド 9020001087316 Ｐａｐａｋｏｓｏ（パパコソ）パパバッグ販路開拓

神奈川県 Ｃｅｙｌｏｎ　Ｆａｍｉｌｙ株式会社 3020001079021 問題解決型ＨＰの作成・社内共有ネットワーク構築・販路開拓

神奈川県 有限会社小野理容所 7020002000130 新サービス開発による販路拡大、新規ＨＰ作成による集客

神奈川県 株式会社フォワード・グッド 5021001054821 業種を絞った女性向けインキュベーションシェアスペース事業

神奈川県 低糖質の焼き菓子工房・あんな － 低糖質保存食の開発・販路開拓

神奈川県 坂本捺染株式会社 7020001009965 天然インディゴの捺染技術を活かした衣料品のオーダーメイド事業

神奈川県 株式会社中山 1020001023971 ＨＰで自社商品の販路開拓と魅力的な店舗作りから商店街活性化へ

神奈川県 株式会社ナノカム 1020001092257 安心安全な消臭剤・スプレーの商品開発

神奈川県 株式会社ロータスアジア 2020001051971 建設業界の採用支援サイト「グッジョブ」の制作による販路開拓

神奈川県
着替えのいらない温熱療法サ―ビス　ゆ
るり

－ 未病改善事業を展示会に出展することによる新規顧客開拓事業

神奈川県 アプリュス（旅するコンフィチュール） － 冷凍冷蔵庫及びスチームコンベクション導入による生産販売拡大事業

神奈川県 株式会社ＬＥＡＲＮＩＮＧｂｙＤＯＩＮＧ 8020001112974 不登校の子どものための「訪問型ものづくり教室」の試行・販路開拓

神奈川県 株式会社アリとキリギリス 7020002017991 商圏内主要ターゲットの変化に対応した営業集客方針の転換
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神奈川県 株式会社小川優機製作所 7020001035540 人材不足を解決！サービスお助けロボットの開発と販路開拓

神奈川県 株式会社新医療総合研究所 4020001041252 フーパーフードアドバイス購入システムの開発と実施

神奈川県 合同会社ＬａＶｉｔａＦｅｌｉｃｅ 7020003007620 複合型業態を活用した地域のコミュニティカフェ化の推進

神奈川県 有限会社パルファン 8020002044572 商品開発による小売り強化と積極的な安全・安心表示で、売上拡大

神奈川県 サティア・ヨガ － アーユルヴェーダスクール新規立ち上げに伴う広告宣伝事業

神奈川県 アロマ看護ケア株式会社 1020001109449 一般企業へ向けたサービスＰＲを目的とした販路開拓

神奈川県 行政書士さい事務所 － 外国人雇用・労働者不足対策のＰＲで新規顧客開拓

神奈川県 ねこの手メイドサービス － 「人の恵みと温かさを提供する」家事代行サービスの販路開拓

神奈川県 株式会社ランドマスター・ジャパン 8020001083613 アイドル動画とネットニュース等による新たなターゲットの開拓

神奈川県 真空企業株式会社 3020001020439 業務プロセスの効率化を進めるためのＩＴ利活用

神奈川県 トキグループ － エンジョイティーライフ　日本を笑顔に！　養生中国茶の販売・指導

神奈川県 イチバンライフ株式会社 1020001048589 美容・健康長寿製品のヨーロッパ市場の販路開拓

神奈川県 有限会社小倉製作所 4010902003500 難加工樹脂素材の切削加工技術を生かした販路拡大

神奈川県 株式会社プロテクスインターナショナル 9020001087794 レーザ加工装飾／記念品の個人市場開拓事業

神奈川県 有限会社金子四郎商店 9020002041973 横濱から全国へ！氷屋としてのブランドカ向上と販路拡大

神奈川県 株式会社ツジマキ 8020002030721 展示会用販促ツールの作成による新規事業等の販路拡大

神奈川県 ＯＳＳパソコンスクール － 小学生のプログラミング教室とデータ入力新規顧客獲得の販路拡大

神奈川県 株式会社企業参謀 9020001118178 エリア・時間・費用の垣根を超えた小規模事業者支援サービス

神奈川県 ディオーサ － 顧客獲得に向けたホームページ構築とターゲット指定広告の実施

神奈川県 山田　舞 － ・妊婦・育児中の母親の為の育児相談付き保育園併設アロマサロン

神奈川県 有限会社モリ・ワールド 2021002067346
手作業の機械化で生産効率を高め、「よこすか海軍カレーパン」の拡販を実
現します

神奈川県 株式会社Ｓｅｎｓｏｒ＆Ｎｅｔｗｏｒｋ 2021001061119 インターフェースボード販促用試作品『接近お知らせくん』の開発

神奈川県 Ａｎｎａ　Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｊａｐａｎ合同会社 8021003005308 「ビューティーワールドジャパン大阪」展示会出展による販路開拓

神奈川県 株式会社Ｙ＆Ｋコミュニティーズ 2021001057406 親子参加イベントによるスポーツの普及と底辺の拡大を図る事業

神奈川県 ０５０株式会社 7021001042790 主力ＩＴサービスの新規顧客獲得のための宣伝・販促施策

神奈川県 株式会社はしもと茶舗 5021001040929 主婦の味方！商店街の飽きない揚げ物、すぐ揚げ・密封サービス！

神奈川県 ｉ－Ｓｔｙｌｅ － 自衛隊員とスポーツ愛好家に対する当院サービスの周知

神奈川県 太陽機器販売株式会社 5020001069656 ＩＴ（ＨＰ）を活用した攻めの営業戦略による新規顧客開拓事業

神奈川県 合同会社テスタグランデ 4020003011947 「販促活動による認知強化策」と「ＩＴを活用した来店数増加策」

神奈川県 キュリオステーション高津店 － タブレットを活用したＩＣＴで認知症予防　高齢者向けの新規事業

神奈川県 クリサン商事有限会社 2020002083007 写真スタジオ機能の充実で、大切な『思い出づくり』をお手伝い

神奈川県 株式会社ニコ・ドライブ 9020001109549 ハンドコントロールの販路拡大のための広告宣伝事業

神奈川県 ＤＲＥＡＭ　ＭＡＴＣＨ － 訪日外国人のための情報提供ポータルサイト『Ａｒｉｇａｔｏ』の展開

神奈川県 有限会社青木萬吉商店 9020002095516 「温度管理で作り出す自社オリジナルの熟成日本酒」による販路開拓事業

神奈川県 株式会社コンビニエント． 3020001094152 サイン等のリニューアルとデジタルサイネージで教室イメージ刷新

神奈川県 河野行政書士事務所 － 外国人雇用のための資格判別と在留申請のための支援システム構築

神奈川県 ＫＹＯ － 男性も女性も理容室で元気になろう！美と健康プロジェクト

神奈川県 株式会社鈴屋 6020001109535 「タッチ・ザ・マッピー」の認知度アップおよび収益増

神奈川県 ババリゾートバル － 外部看板の改修によるサービス告示の強化・誘客力の向上
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神奈川県 有限会社松橋製作所 6020002099206 上腕・肩が不自由な方向けシャワーフックの販路開拓

神奈川県 ルート動物病院 － 高齢化する人とペットが、笑顔で骨太な生活を送る獣医療

神奈川県 有限会社すし勘 4020002083731 ホームページリニューアルによる老舗寿司店の積極攻勢策

神奈川県 有限会社粧ハウス・Ｋ＆Ｋ 6020002083812 何歳になっても輝く女性をサポート！一生通い続けられるお店作り

神奈川県 有限会社青山シートカバー製作所 1020002085739 オリジナル帆布バッグの販売事業強化と新商品開発

神奈川県 株式会社ディデレクト 4021001035558 小児科などの子供向け施設に近接した子供用品売り場の展開

神奈川県 有限会社ＡＢＳＳ 3021002054384 【多言語商品紹介サイト新規制作による販路拡大】

神奈川県 こめこめこ － 米粉に特化した製パン・製菓の製造販売へ事業展開して売上拡大

神奈川県 ｅライフ株式会社 9021001035974 顧客に最適なエネルギーの提案による下請け脱却事業

神奈川県 ランチ＆ドリンク　ぱんのみみ － 客単価とリピート率向上のためのメニュー表作成事業

神奈川県 有限会社野澤作蔵商店 4021002052742 ショールーム設置でお客様の満足度が高い商談に！

神奈川県 有限会社足柄地ビール 2021002055152 新製品を製造販売して既存製品との相乗効果で売上向上を図る

神奈川県 あきさわ園 － ３世代で築く！未利用農産物の将来の看板商品育成販促事業

神奈川県 有限会社澤地石材店 6021002051940 天然石を使ったデザインキッチン・浴室の販路開拓

神奈川県 株式会社湘南マリーナ 1021001036699 「高齢者・障害者・外国人向けの店舗バリアフリー化と販路拡大」

神奈川県 香蘭産業株式会社 6021001036471 新開発の小型燻燃器をチラシ作成や広告掲載等の取組みで販路拡大

神奈川県 ＫＥＮ塗装 － 塗装シミュレーションシステムによる新たな塗装需要の販路拡大

神奈川県 株式会社モスギャング 8021001037971 燻製マイスターが丹精込めて作る「燻製商品」の販路拡大に向けて

神奈川県 株式会社エニー 5021001000288 子供専用シューインサートＰＲのためのＨＰ制作等による販路開拓

神奈川県 ＺＩＲＩＫＩ － 介護状態を防ぐ！地域高齢者への革新的歩行方法の普及策

神奈川県 合資会社脇田商店 5021003000220 ＩＴ活用によるインバウンドを含めた多言語メニュー集客

神奈川県 リアルティマート株式会社 4021001062098 不動産定期レポート発行とその顧客獲得の為の告知、相談会の開催

神奈川県 株式会社アクアベックス 2021001002650 湘南地域への焼きたてパン提供体制を強化！

神奈川県 有限会社丸寿菓子店 4021002004710 ＳＣ出店に伴う賞味期限長期化と地場産品発売計画

神奈川県 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ｗａｃｈｏｌａｂ　ｖｉｌｌａｇｅ － 犬の里親イベント及びウェブサイト構築、看板設置の広告宣伝事業

神奈川県 エアカジ湘南 － 高齢者の困ったを解決！茅ヶ崎密着型お助けサービスのＰＲ

神奈川県 有限会社オフィス結アジア 9021002009135 「指伝話」製品シリーズの販路・知名度の拡大

神奈川県 ファイナルワークス － 独創的なオリジナルブライダルジュエリーの開発・販路開拓

神奈川県 ルーツベースボールアカデミー － 店舗改装等により顧客満足度と売上の双方の増加を目指す

神奈川県 ＧＡＲＡｅｎｔｒａ株式会社 1021001051260 自社オリジナルパッケージの物販による売上強化

神奈川県 株式会社大竹農園 7021001052088 大竹農園に行こう！コミュニケーションでつながる信頼と売り上げ

神奈川県 リスタイル株式会社 9021001060386
湘南地域で「中古物件をリスタイル」を選択する人口を増やすための広告宣
伝

神奈川県 長寿庵 － 見込み客の入店促進及び、新規客獲得、販路開拓

神奈川県 有限会社むかむら商事 6021002033377 店頭サンプルケースの新設によるＰＲ活動と新規顧客の獲得

神奈川県 株式会社ＬＡＦＮＥ 6021001024501 オーダーシューズのネットショップ構築による小売強化と販路拡大

神奈川県 有限会社かまか商店 9021002037706 看板のリニューアルと駐車場誘導表示の設置による新規顧客の獲得

神奈川県 合同会社コマチーナ 7021003004871 移転による新店舗スペース内の改装及び看板設置

神奈川県 アロハカイロ＆フットパラダイス － リスティング広告とチラシ作成・配布による新規顧客獲得

神奈川県 ワークスタジオ瑠花 － マルチデバイス対応のホームページ作成による販路開拓
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神奈川県 株式会社Ｌａｔｔｅｒｉａ　ＢｅＢｅ 8021001060833 熟成チーズの製造販売による販路開拓事業

神奈川県 株式会社入船酒店 4021001008852 ソムリエの資格を活かした、店内レイアウトに変更による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ＣＯＣＯ－ＨＯＵＳＥ 6021001043947 ＨＰリニューアルでＳＥＯ順位と物件検索効率アップ

神奈川県 有限会社鎌倉彫山水堂 3021002014693 漢字をモチーフとした鎌倉彫の新商品の開発と販路開拓

神奈川県 株式会社高崎屋本店 4021001009289 店舗ブランド再構築実施に伴う店舗改装による販路開拓事業

神奈川県 ダリアシアン － ＩＴを活用したターゲットとのチャネル増加による新規顧客獲得事業

神奈川県 後藤税理士事務所 － 相続税申告専門ホームページの作成による販路拡大

神奈川県 瑠璃色の庭 － オリジナルブレンドアロマオイルの開発と新規顧客開拓の実施

神奈川県 有限会社サクセスオート湘南 5021002014675 子育て応援レンタカー「ママドラ」の告知・宣伝

神奈川県 Ｊｕｍｐ　Ｓｔａｒｔ株式会社 5010401076955 新しい地ビール開発及び販売促進活動を通じた地域活性の取り組み

神奈川県 ブライオンズ株式会社 3020001080482 「湘南フォトスタジオ事業」（レンタルスタジオ事業の新規事業部門設立）

神奈川県 有限会社ネオディレクション 7021002070989 夏に向けての氷菓商品等の開発・販路開拓の実施

神奈川県 小柳　志保（こやなぎ税理士事務所） － 超高齢化社会におけるシニア・女性に優しい相続税申告・手続き支援の提供

神奈川県 株式会社Ｉｎ　Ｄｅｔａｉｌ 6021001057971 神奈川県の空き家オーナーを救え！お部屋の高付加価値化事業！

神奈川県 河田農園 － 農家の挑戦！観光客向け三浦青首大根お土産プロジェクト！

神奈川県 株式会社西松 2021001043471 東南アジアに向けた自社ブランド商品の販路拡大と知名度の向上

神奈川県 有限会社じこう 7021002072119 ハレの日の需要を開拓！ハレの日メニュー開発による販路拡大

神奈川県 上溝番田駅南接骨院 － 脚腰の痛み専門家が教える腰痛セルフケアの認知拡大で販路を開拓

神奈川県 有限会社Ｍ＆Ｍ 8021002027906 ホームページ作成によるリサイクル品回収から販売の認知拡大事業

神奈川県 相模防犯ナビ － 防犯サービスの情報発信力強化による認知度向上と市内顧客の獲得

神奈川県 あい整骨院 － 辛い症状で悩む人の『からだをやさしく整える』

神奈川県 有限会社中丸商店 3021002041903 本物志向のアメリカンカルチャー商品の販売促進

神奈川県 株式会社ハタケスタジオ 8021001035686 アスリートサポート部門、強化のための販売促進事業

神奈川県
エステティックサロン＆スクールシルフィ
アピーカーブー

－ エステセラピスト・サロンオーナー養成スクール

神奈川県 株式会社自然美 7021001059744 毛根検査を活用した販路開拓と常連顧客化

神奈川県 とり右ゑ門 － ハッピーアワーセット、コース料理による新規客の開拓

神奈川県 タイヤフェスタ株式会社 3020001112244 多数の宣伝チャンネルを使った当社事業の販路開拓・市場浸透戦略

神奈川県 株式会社キタムラ 8021001000541 海外ユーザー＆ペット向け、横置き型位牌の新規開発で販路開拓

神奈川県 株式会社渋谷ホーム 5021001025351 集客、認知度増大、店内の適正な書類保存に向けた小規模改造事業

神奈川県 有限会社オヤマ 3021002044781 当店の魅力を発信！ネームバリュー再強化による集客力アップ作戦

神奈川県 緒方塗装 － 一戸建て向け外壁塗装パッケージプランの開発と新規顧客拡大事業

山梨県 秋山紙販売株式会社 9090001000057 山梨県初の特殊紙サンプル展示場を設置し、こだわりの顧客の集客

山梨県 株式会社東洋アート 4090001005300 新技術ＰＲ等のためのホームページ制作

山梨県 小澤畳工業所 － 工業用ミシン導入よる畳へリグッズ開発と折込チラシでの販路開拓

山梨県 株式会社創証 7090001013135 自社生産野菜のコンテンツ開発と生産野菜の販路拡大

山梨県 有限会社コイケ 7090002001056 約１００通りの組合せが選べるジュエリーネットショップの展開

山梨県 株式会社ファイブスター 5090001004623 福祉車輌への改造サービスの市場開拓と販路拡大の実現

山梨県 中央海産株式会社 2090001001383 日本初タイヤ保管サービス「タイヤパーク」の販路拡大

山梨県 株式会社ナックス 7090001010363 地域企業と連携した木質ペレットストーブの販売開拓
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山梨県 株式会社アイ・ディー 1090001009535 バイオマスエネルギーを使用するペレットストーブ、薪ストーブの販売促進

山梨県 井出醸造店　井出與五右衞門 － 酒蔵の中での臨場感のある酒造りの映像設備設置による販売強化

山梨県 株式会社河野工業 6090001015025 ステンレス加工対応溶接機導入による工事請負増強事業

山梨県 地酒のモトヘイ － 地酒を楽めるための情報発信による日本酒販売強化事業

山梨県 武藤株式会社 5090001010522 米国企業への新規販路開拓及び、既存取引先の取引持続化。

静岡県 Ｒｅｇａｌｏ － ファミリー顧客獲得に向けた施術環境の改善と情報発信

静岡県 株式会社鈴政石材 7080001002312 当社独自の墓石加工技術等を活かした墓石維持管理サービスの進出

静岡県 よいとこ梅ヶ島 － 梅ヶ島地区の活性に向けた「二番茶を活用するチャイ」の開発と販路開拓

静岡県 株式会社ｄｏｔ．デザイン 6080001020356 「踊りたくなる服」を選べて作れる体験型アンテナショップの開発

静岡県 うめやランドリー － 新規固定客の開拓のための高品質・高付加価値クリーニングの提案

静岡県 Ｈｅａｌｔｈｙ　Ｌｉｆｅ　Ｃｅｎｔｒａｌ － 小児・妊産婦の新患獲得のためＨＰによる「見える化」で販路拡大

静岡県 カットハウスアクール － ロングヘアー・高齢者・子どものお客様確保の為のスタイリングチェアの交換

静岡県 Ｌｅｏｎｉ － 本格ビュッフェによる新規顧客の取り込みと仕入ルートの構築

静岡県 創房荻須 － 茶道を身近に感じる移動式茶室を活用した販路開拓と海外展開

静岡県 株式会社グレイスカンパニー 5080001011991 主婦に喜ばれる風呂釜・配管洗浄サービスの展開

静岡県 株式会社ｋｕｒａｍｏｋｕ 7080001020974 この世にたった一つの木製雑貨を訴求するＷＥＢサイト活用法の確立

静岡県 株式会社大功建設 7080001010463 スマートフォン対応のホームページへのリニューアル

静岡県 株式会社カナサシテクノサービス 3080001010079 建設関連業界で活用されるＤＢ活用による新規開発品等の販売促進

静岡県 オーエスプランテック － 全国の認定こども園へ遊具の企画・提案力をＰＲするカタログ作成

静岡県 翻訳事務所エストランス － 地元中小企業向け通訳事業による新規顧客開拓

静岡県 株式会社竹屋旅館 3080001008619 地方観光地におけるインバウンド向けＩＴ観光ガイドサービス

静岡県 株式会社カミナリヤ 2080001001095 新規卸取引先の開拓に有効な「はとむぎジンジャーティー」の販路開拓

静岡県 ＩｎＳｐｉｒｅ株式会社 5080001021454 雑貨小売店向け商品紹介のためのホームページの開設と自社店舗の開店

静岡県 ＭＡＫＥ　ＵＰ　ＬＡＮＩ － 安心で質の高い「まつげパーマ」メニュー新規導入による販路開拓

静岡県 有限会社トクナガコーヒー 6080002010769 イベント用コーヒー器具貸出サービスによる当店自家焙煎珈琲の販売促進

静岡県 からだ鍼灸整骨院 － 増加する１０代のスポーツ負傷患者の治療獲得に向けた販売促進活動

静岡県 有限会社木藝舎 5080002005877 足久保エリア活性化に向けた山間地を楽しんで頂くメニュー改善

静岡県 株式会社ハートワークスデザインオフィス 5080001009730 子供用木製家具の販売を通した新規顧客の獲得

静岡県 ＲＥＢＯＲＮ － 新メニュー託児付きリンパリボーンケア導入による新規顧客開拓

静岡県 ｂｌｅｓｓｉｎｇ － 「健康経営」取組み企業向けトータルスマイル事業による販路開拓

静岡県 有限会社藤原木工 5080002005068 「ホームパーティーで自慢できる家具を提供するＨＰのリニューアル」

静岡県 有限会社油山苑 1080002006219 本格的模型制作体験ができる「モケジョ（模型女子）」プランの提供

静岡県 有限会社三浦商店 6080002005661 「お子様のいる家庭に向けて安心・安全で新鮮なお米を提供する」

静岡県 有限会社村松建材 6080002007237 一般左官職人へ作業環境を考慮した新素材提案のための講習会実施

静岡県 有限会社堀田製作 8080002012490 販路開拓と人材確保を目的に、作業現場風景等を情報発信

静岡県 有限会社マーチ 5080002005324 歩行困難者に対する出張でのインソール（足底板）作成で販路拡大

静岡県 クライン － イラスト入りデザインスタンプのネット販売

静岡県 株式会社武漢 7080001009043 贈答向け３Ｄフィギュアの認知度向上による新規顧客獲得

静岡県 有限会社テック・セイワ 5080402016425 パルパル側エントランスからの入店者数の増大
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静岡県 クリーニング河西 － 抜染技術をいかした祭り用品製作・販売事業による販路開拓

静岡県 プロダクトリング株式会社 7080401020434 消費力の高い母親達による地場産品での商品開発と販路開拓

静岡県 レッスン教室ゆるボク － レッスン教室ゆるボクの知名度向上による新規顧客獲得

静岡県
株式会社オオサワ・ビジネス・コンサル
ティング

3080401013202
ｅ－ｓｃｏｒｅｃａｒｄ　のドリルダウン・ダッシュボード機能追加とその販促ＨＰの作
成

静岡県 有限会社大橋建工 6080402001707 インターネットを活用した「工場営繕」販路開拓事業

静岡県 株式会社松田屋 9080401004996 浜名湖佃煮、菓子でのブランド構築と直販機能の拡充

静岡県 有限会社豊岡クラフト 9080402005556 静岡県産ヒノキの根元材を用いたデザイン性に優れた小型家具開発

静岡県 有限会社魚魚一 8080402010235 日本で唯一無二。「うなぎの刺身」の全国展開による販路拡大

静岡県 株式会社カネタケ竹内建築 9080401012347 和風建築を基盤に「新・バリスタイル住宅」の拡充による販路拡大

静岡県 有限会社家具の松家 8080402001960 当社オリジナルブランド家具「アントレ」の販路拡大事業

静岡県 ＪＯＮＤＡ － 車椅子向けバリアフリー整備とチラシによる認知度向上

静岡県 旬菜　一寸法師 － 乳児から高齢者まで大人数で集まれる店づくりと認知度向上

静岡県 ＤＯＢＲＥ － イベントとホームページを連携したＰＲ集客

静岡県 株式会社竹杉商事 2080401003014 インバウンド増加に対応したリーフレット作成による新規顧客獲得

静岡県 有限会社岩崎工務店 2080402000984
誘致型店舗への改装に係る機械設備投資と展示会出展による集客力の向
上

静岡県 チムグスイ － 地域を活かした新商品開発と新サービス開始に伴っての販路開拓

静岡県 有限会社美笠 5080402007944 魅力ある個室の情報発信と割烹カラオケスナックの新規顧客獲得

静岡県 有限会社オフィスＭＯＭＯ 6080402013925 ペット向けリラクゼーションサービスの展開と販路開拓

静岡県 ライドバイカーズファクトリー － バイク乗り向け人気ブランド用品取扱による売上拡大・新規客獲得

静岡県 アイ衣裳スタジオ － 顧客管理システムの構築と既来店客へＤＭ送付での販路開拓

静岡県 有限会社岩田建築 4080402000990 住宅相談窓口の認知度向上と高齢者向けチラシ配布による新規顧客開拓

静岡県 １００％ＫＲＡＦＴＤＩＮＩＮＧ　ＨｉｇｈＭｅａｌ － バーガーテイクアウトで新規顧客獲得＆エリア活性化

静岡県 株式会社山平材木店 2080401005613 エンドユーザー向けのＤＩＹ支援事業の新設による新規顧客開拓

静岡県 ワンスタイル － マイクロバブルバスの導入とＨＰリニューアルによる販路開拓事業

静岡県 有限会社登喜和 4080102011074 若者に割烹料理を！動画配信を活用した新規顧客開拓事業

静岡県 有限会社川井米店 2080102012917 五ツ星お米マイスター厳選、真空食べ比べ米お返しギフトの開発・販売

静岡県 ＩＢＵＫＩ接骨院 － スポーツ障害治療、産後矯正を強調した広報活動による集客戦略

静岡県 稲葉建装 － 店舗情報館の来店による複合リフォームの販路開拓

静岡県 株式会社アイ・ケイ 6080101011965 酸化検査装置のホームページを活用した配管加工業者への販路開拓

静岡県 株式会社Ｓ＆Ａ 5080101015918 保育園開園に伴いＨＰとチラシ作成による周辺地域への周知

静岡県 株式会社ローカルブランディング 1080101019187 実店舗展開並びに実演販売強化による販売チャネル拡大事業

静岡県 株式会社笠井電化センター 1080101016738 パソコン修理販売サービス新規顧客販路開拓事業

静岡県 株式会社富士山ワイナリー 5080101012213 知名度向上にむけたプロモーション活動及びイベントの開催

静岡県 食事処おおつき － 外国人観光客に向けた和食の魅力発信とインバウンド対策

静岡県 株式会社前島製材所 1080101009675 貸しＤＩＹスペースを活用した、最終消費者への商材の直接販売

静岡県 津田製紐株式会社 2080101009055 スニーカー用ワックスコードと手芸用コードの商品開発と販路開拓

静岡県 株式会社心 6080101019546 民間救急に対する認知度の向上と販路開拓

静岡県 株式会社色八屋 6080101010488 ホームページを活用したデザイン力発信による新規顧客獲得

静岡県 ペンションノスタルジア － 季節の地物魚介メニューで閑散期の売上向上、ウェブで集客アップ
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静岡県 一品香 － 動画発信と通信販売強化による全国進出

静岡県 井口製菓有限会社 9080402019408 地元名産の海老芋を活用した新商品の開発

静岡県 有限会社レキップ・ド・ニコ 1080402021098 「ふじのくにプレミアムギフト・キッシュ」の開発・販売

静岡県 株式会社オーバ 3080001012967 ゲーミング理論を取り入れたイベントで高齢者の脳機能を活性化！

静岡県 株式会社テーラートミヤ 3080001014492 修理体制の整備と広告訴求による「トミヤ」ブランド戦略の展開

静岡県 ごはんｃａｆｅ　美・菜・健　かりん － 美・菜・健のコンセプトに基づいた看板のリニューアル

静岡県 有限会社コバヤシ建築 1080002013594 高級木造住宅リフォーム、木造住宅リノベーションの販路開拓

静岡県 豆屋　桜井商店 － 次世代の煙草である加熱式煙草を中心とした販売のＰＲ事業

静岡県 カネオト石橋商店 － 新商品とチラシのデザイン及びＨＰ＆ショップカートの再構築

静岡県
掛川観光開発株式会社掛川ビジネスホ
テル駅南イン

9080401014285 朝食の充実化と静岡コーナー新設に伴う一部改装による販路開拓

静岡県 魚角 － 真空調理機導入による新メニューの開発と業務効率化

静岡県 有限会社河原崎住建 7080402017280 国産木材を使ったリフォーム・耐震工事等の為の広報ツールの作成

静岡県 ヤマキ鍼灸整骨院 － 超音波画像装置による正確性と診断スピード向上・実費治療の導入

静岡県 株式会社ＨＹＳ 9080001019552 「しずおか介護求人ネット」のリニューアル及びプロモーション

静岡県 コナぱん － 売上が減少する夏場の売上げ確保のための新商品開発と販売促進

静岡県 ｉ＆ｆａｒｍ － 「静岡温泉トマト」ブランディングのための安定供給及び販路開拓

静岡県 株式会社萬惣 1080001017613 新たな日本酒客を取り込むための情報発信によるソーシャルメディア活動

静岡県 杉井酒造 － 創業１７０年以上の伝統技術を生かした夏酒の新商品開発

静岡県 株式会社ヤマタケ建設 3080001016877 ヤマタケパッシブデザインの家　販路開拓

静岡県 ＣＡＸＥＬ株式会社 8080001019660 新ターゲット層向けにパッケージを一新し販路拡大に繋げる事業

静岡県 寺田石材工業株式会社 2080401017245 片手で簡単に扉の開閉・ロックができる香炉ボックスの普及拡大

静岡県 西村農園 － ラッピングカー導入等徹底したＰＲによる販売開拓事業
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