
平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

茨城県 株式会社ハウジングアイ 1050001045922 新商品ダブル断熱ハーズネオ発表とそれに伴うホームページ刷新

茨城県 アーストラベル水戸株式会社 8050001005589 「あすたび」　明日に生きる旅　ＨＰリニューアル

茨城県 ヘアーサロン　Ｂ．Ｏ．Ｏ － 高機能椅子導入による働き方改革の提案と福祉理容の拡充について

茨城県 Ｔａｒａ　シンギングカイロ － 顧客が自分で行うセルフシンギングカイロの提供

茨城県 森永牛乳配給株式会社 8050001002677 海外販路開拓のための展示会出展

茨城県 グローバルキッズアカデミー － 新教室オープンと子供のやる気を引き出すオリジナルアイテム製作

茨城県
株式会社エムシー・くりえーとカルチャー
スタジオ　Ｍｕｇｕｅｔ　ミュゲ

8050001035652 周辺事業所に勤務する人への「ランチタイムトレーニング」の提供

茨城県 メツゲライ・タモン株式会社 8050001038614 料理のプロも通う手作りソーセージと燻製教室

茨城県 株式会社備前堀ＬＡＢ 3050001045136 シフォンケーキ専門店「オジーズ」のネット販売システムの構築

茨城県 有限会社メイクス 2050002003143 店舗移転に伴う看板及び販促物のリニューアル事業

茨城県 憧れ　花のアトリエ － 花魅せ家具・花器と定期花メンテナンスサービスによる販路開拓

茨城県 Ｗｉｎｅ　Ｏ’ｃｌｏｃｋ － 人が集まるイベントスペースの活用とランチ営業での地域活性化

茨城県 みのたけ － 顧客特性に応じたテーブル席導入と店舗改装による販路開拓

茨城県 株式会社モンテ 3050001008836 「介護ベッド販売業　リタリー」

茨城県 株式会社ＤＡＹＮＩＧＨＴ 7050001042781 新規顧客開拓と自社ロゴで「街を彩る」大作戦

茨城県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＭＥＧＵＭＩ － 年配層にうけるメニュー・高級感の演出と取扱商品のネット販売

茨城県 畠山農園 － 『食べる人に「福のおすそ分け」をする梅の実商品の開発・販売』

茨城県 有限会社カトレア 4050002000873 オリジナルフラワーアレンジ販売とキャッシュレス決済の取り組み

茨城県 茨城プロダクション － プロダクション＋制作＋広告代理とネットＴＶ局の融合モデル開発

茨城県 上水戸接骨院 － 予防型トレーニング器具導入による新メニュー開発と広告展開

茨城県 株式会社ナチュール 3050001003135 筋膜に着目した新しい美容サービスの展開と広告宣伝事業

茨城県 株式会社拓住建 8050001005250 新築住宅における新規ブランド立ち上げと広告宣伝事業

茨城県 ＹＯＣＩＣＯＴＡＮ　手づくり工房 － 焼きたてアップルパイをもっと届けたい！生産向上とキッチンカー

茨城県 株式会社コヤマスポーツ 6050001001020 オリジナルインソールで足のお悩み解決！即日製作サービスの提供

茨城県 株式会社ルートシックス 6050001042188 福祉車両のレンタルサービスによる新規販路開拓事業

茨城県 株式会社ピーハピィ 3050002006343 出会いから結婚に関わる全てをワンストップで対応できる結婚相談所の開設

茨城県 株式会社テクニティ 3050001034188 看板作成・現行ホームページリニューアル・新ホームページ作成

茨城県 有限会社プロダクツ一生 1050002008903 メモリアルムービーによる法要・生前葬プランの提供

茨城県 株式会社納豆 5050003004278 納豆ご飯専門店の公式サイト構築とプッシュキャンペーンの展開

茨城県 中山製パン有限会社 2050002002426 朝食モーニングサービスを開始し水戸のビジネスマンを元気に！

茨城県 株式会社Ａ’ｓカンパニー 1050001045641 ネットオークションと連動した販路拡大事業

茨城県 福祉用具サービスもんちゃん 7050001040926 ３Ｄプリンタを駆使した福祉用具の修理事業の展開による販路開拓

茨城県 トーヨーレンタカー株式会社 8050001019977 地域密着ネットワークとＩＴを活用した新車リース販売の販路開拓

茨城県 ＧＩ株式会社 9050001045048 立て・壁付看板のリニューアルにより治療メニューの訴求・明示

茨城県 ＭＹＫ株式会社 1050001039131 店舗壁面看板設置により安心して入店しやすいお店の環境作り

茨城県 有限会社中台 1050002012021 レトルトカレーのバリエーション強化とオーダー弁当の開発
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茨城県 有限会社オーム 9050002011172 即日対応トイレの困った解決ホームページ作成事業

茨城県 株式会社太陽自動車 9050001009399 快適な車内空間の創造による自社ブランド向上・新規顧客の獲得

茨城県 株式会社エフ・エガサキ 1050001010406 無垢家具ゾーン設置による店舗魅力向上とＨＰでの発信力強化事業

茨城県 Ａｌｆａ運転代行 － 外付け表示板付電子料金メーター設置による顧客データの電子化

茨城県 大栄商事株式会社 4050001018438 「羽毛布団洗いコース」導入による新規顧客販路拡大・販売促進事業

茨城県 Ｂａｌ　Ｄｕｎｋ － 新規顧客獲得への業務用エアコン設置工事及び手すり設置工事

茨城県 株式会社山本工業サービス 3050001042785 新規事業「人工芝施工」受注増に向けての周知・宣伝活動

茨城県 古河加圧トレーニング － 高級感を演出する店内改装と積極的な販促活動による顧客の開拓

茨城県 松陰塾　古河下山校 － 新規顧客獲得に向けた看板設置と販売促進の強化

茨城県 かねふじ － 店舗リニューアルと積極的な販促活動等による団体需要の開拓

茨城県 株式会社小松園 8050001019300 うなぎ資源保護活動の一助となるためのうなぎギフトの販路開拓

茨城県 青木酒造株式会社 5050001018263 清酒輸送工程の改善による品質向上と全国の小売店への販路開拓

茨城県 株式会社Ｍｕｓｕｂｉ 2050001044948 訪日外国人に向けたプライベートガイドツアーの販促活動

茨城県 Ｏｃｈａ－Ｎｏｖａ － 低温冷蔵ショーケースの導入と積極的な販促活動による売上アップ

茨城県 株式会社大島清吉商店 8050001019317 地域への広報強化による新規顧客開拓

茨城県 宮田紙店 － Ｐｏｒｃｅｌａｒｔｓ（ポーセラーツ）の販売強化に向けた取組み

茨城県 東洋技研工業株式会社 6050001023428 ペットボトル用水素水発生装置の開発

茨城県 晴れる屋 －
海外向けｗｅｂサイトＤｉＧＪＡＰＡＮへの広告掲載による新規顧客獲得と地域活
性化

茨城県 さくら葬祭 －
大切な人の想いを繋ぐおもてなしサービスによる新しい葬儀運営方式のご提
案

茨城県 旭理容所 － 店舗の内装外装を綺麗にして団塊Ｊｒその子供達に来店してもらう

茨城県 ねこりん － 地域に親しまれる店のための内外装改善とチラシによる広報

茨城県 喜久屋酒店 － カフェ併設とチラシ作成による売上向上と地域コミュニティ創設

茨城県 ＥＶＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2050001045657 Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅ４．０を実現するソフトウェア開発、販路開拓

茨城県 株式会社ジオフーズ 9050001038282 訪日外国人向け多言語料理教室の改装

茨城県 アルファテクノシステム株式会社 8050001044918 プログラミング・ロボット教室開校のための教材確保と販路開拓

茨城県 株式会社安島商事 7050001022908 お酒の情報通販サイト「特選銘酒館」

茨城県 株式会社シーエスイマイ 4050001038898 デジタルフィッティングＲＥＴＵＬ導入による収益アップと効率化

茨城県 有限会社クリフ 7050002030496 ペット事業への新規参入とそれに伴う販路拡大と商店街の活性化

茨城県 日立瓦斯商会 － ＩＴ活用による業務効率化及びチラシ配布で新規顧客獲得

茨城県 ｙｏｋｉ － ウェブショップ開設と広告宣伝による販路拡大

茨城県 ヘアーサロンアイ － 高齢者と女性に優しく心地よく安心・安全な理容椅子の導入

茨城県 菊池測量登記事務所 － 付加価値の高い位置情報サービスの周知による顧客拡大・販路開拓

茨城県 株式会社大安 2050001036441 エコサービス導入に伴う広告宣伝による売上向上

茨城県 株式会社ダイムラ 1050001024587 きくらげ菌床栽培設備の拡充と新規販路開拓

茨城県 細井寝具店 － シャッター改装による新規顧客獲得と認知度向上

茨城県 Ｔａｄａｉｍａ　Ｃｏｆｆｅｅ －
自家製ドリップバッグコーヒーの事業者向け・祭事用オリジナルデザインの販
路開拓と業務効率化
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茨城県 鈴木理容所 － 新規顧客を増やすために、明るく清潔感のある店舗に改装する。

茨城県 ｓａｋｕ－ｈａｎａ＊ － Ｗｅｂを使った生産工程の見える化による販路開拓事業

茨城県 株式会社アンフィニプロダクト 3050001024899 一般個人向け害虫獣駆除業務の下請けからの脱却

茨城県 ヘアーサロン　ＡＫＩＲＡ － ６０代以上の女性客と新規男性客獲得への設備導入

茨城県 有限会社寿し長 9050002015396 シニア層に選ばれる新メニューの開発と地酒の提供＆店内刷新

茨城県 ＢＡＲＢＥＲＳ＋１ － 町並み・環境に配慮した高級ＢＡＲＢＥＲへの一歩

茨城県 石岡酒造株式会社 6050001011416 女性を中心来場者とする「酒聴イベント」の開催

茨城県 有限会社魚安 5050002014749 高齢者に優しい店舗づくりと原点回帰したメニュー刷新

茨城県 有限会社大石家 1050002014884 新規顧客の気持ちを握りたい！

茨城県 高栖石材工業有限会社 6050002015473 ホームページを活用した供養に関するトータルサポートの周知

茨城県 相川畳店 － おやじの想いを伝えるホームページとチラシ作成による顧客開拓

茨城県 カーペインターズ － 新事業アグリブランディングサービスを周知する看板設置事業

茨城県 株式会社石塚工務店 2050001032969 自然素材を使用した注文住宅の販売拡大の為のＷＥＢサイト構築

茨城県 二葉じかん － 犬同伴のお客様に向けたサードプレイスカフェの展開

茨城県 ＫＡＥＲＩＺＡＫＩ　豊年満咲 － 新コース商品「ワンしゃぶ」で家族連れの来店増加

茨城県 株式会社フジヨシ 5050002042452 「キャリアサポート」事業を付加し商圏を拡大する。

茨城県 すし大 － 店内改装による外国人定住者をターゲットとした販路開拓

茨城県 家計まるごと相談室 － ハンドメイド作家数を拡大するための総合的販路開拓計画

茨城県 ＭａＮａ．ｌｉｎｋ．ｆａｓｈｉｏｎｓｈｏｐ － 子育てママ向け親子リンクファッション事業の強化による販路拡大

茨城県 株式会社三友企画 2050001031442 乳幼児連れにも優しい気軽に保険相談できる保険ショップ開設事業

茨城県 株式会社イイダモールド 1050001032846 ニーズに対応した当社オリジナル樹脂梱包装置の新たな展開

茨城県 いのせそば店 － 洋風いす席の個室化と大広間利用のハイブリッド客室計画

茨城県 サロンドみづき － 美意識高い女性が利用するお店でアピール営業と顧客回転の時短

茨城県 Ｎａｉｌ＆Ｆｏｏｔ　Ｈｕｉｔ － 最大のおもてなし実現のための空間演出と若年層顧客の獲得

茨城県 合同会社３１５ 6050003004665 体のケアから美（心）のケアもできるトータルビューティーサロン

茨城県 有限会社常楊葬祭 5050002042139 低価格と柔軟な対応でゆっくりと故人を偲ぶ小規模葬儀事業

茨城県 ＨＡＩＲ’ＺＡＣＫ － 地域初！理容室＋美容室＋カフェで新たな女性の獲得を目指す

茨城県 栄進堂印刷株式会社 1050001031360 名刺印刷　受注拡大及び継続受注　促進事業

茨城県 株式会社エムアンドエー運輸 7050001032394 新規顧客獲得の為のイメージアップつくり

茨城県 Ｈａｉｒ　ａｎｄ　Ｍａｋｅ　Ｍ’ｓ － 地域初！地元密着型の高齢者個人宅メインの訪問美容の実施

茨城県 祝樽本舗　富田屋 － 菰樽の新たな価値を提供するインターネット販売事業

茨城県 美容室フェイス － 店外バリアフリー化を進め客単価の高い高齢者の集客を増加させる！

茨城県 有限会社大嶋屋 9050002043224 つい立ち寄りたくなる総菜が豊富な変わりダネ精肉店への進化

茨城県 ｅｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎ　ｆｅｌｉｃｅｔｏ － 顧客ニーズに応える新メニュー提供による販路開拓

茨城県 両国寿司 － 新商品「肉寿司」開発による宴会客の獲得！

茨城県 便利屋　純平 － 高性能草刈り機の導入による公園管理業務の業務拡大
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茨城県 吉野農園 － 来店機会損失解消のための駐車場等の整備と皇室献上品の宣伝強化

茨城県 有限会社ファミーユ 7050002044942 テラス席の増設による新規顧客開拓事業

茨城県 有限会社増山電設 2050002044988 動画マーケティングを活用した省エネや電力自由化事業の販路拡大

茨城県 有限会社イクイ建築 7050002044372 伝統建築を未来へ　木材と大工　対話する空間へ

茨城県 有限会社勝田モ－タ－ス 1050002008259 高齢者ニーズの変化に対応した「カーステーション」への業態転換

茨城県 有限会社マキプランニング 3050002009775 国内外への周知度アップのための和文・英文のホームページ作成

茨城県 Ｍａｒｉｓのアトリエ － ギャラリー付きオープンステージＣａｆｅの運営

茨城県 斉藤サロン － 健康機器「カリスマ」拡販のための試用機会増加事業

茨城県 株式会社小沼源七商店 5050001006656 スマートフォンアプリを使った注文の簡素化による新規受注の獲得

茨城県 株式会社アニバーサリーフォーユー 9050001038233 密かに増える神前結婚式に着物での参列を普及する事業

茨城県 やきとり来恩 － 夜の「焼き鳥専門店」と昼の「ラーメン専門店」のリバーシブル運営

茨城県 行政書士未来総合法務事務所 － 日本国内で創業したい外国人経営者をサポートするＷＥＢサイトの構築

茨城県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｒｉｏ　Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｃｈｏｏｌ － 「ＭＣ・リポーター付き動画」による商品・サービス広告支援事業

茨城県 リズ　ヘアデザイン － 近年増加している都会派住民を開拓するための最先端な店作り

茨城県 カーアドバイザーＳＢＳ － スマホ時代の顧客ファースト。アフター５・パーツ持込　大歓迎。

茨城県 株式会社大河技研 8050001037285 幼児プログラミングツールを活用した高齢者向け脳トレ講習の提供

茨城県 ミューチュアルサポート － 外国企業向け日本進出サポートサービスの中国販路開拓事業

茨城県 Ｍｕ－ｔｅ － ファスティング＆腸マッサージサービスの開始及び販路開拓

茨城県 株式会社ツアーサービス 2050001007723 旅行会社とオーダーメイド旅行マッチングサイト「旅まかせ」

茨城県 ＣＯＭＭＯＮ　ＳＰＡＣＥ － 設備導入によるメニューの充実と地域での認知度向上

茨城県 ＧＲＡＣＥ　ＶＩＬＬＡ － ホームページとランディングページ作成による自力集客の取組み

茨城県 印度屋らんがる － 印度伝統文化を体験できる「インド・バザール型ショップ」の開店

茨城県 五来畳店 － 「畳を贈る」文化を創出することによる畳需要の掘り起こし

茨城県 Ｓｕｉｔｅ３０１ － ３６０゜髪型を撮影し電子カルテ化による差別化戦略

茨城県 株式会社ＦＥＬＬＯＷＳ 4050001024873 訪日外国人観光客向けの「忍者カフェ」の事業展開

栃木県 ホリエ電設工業株式会社 4060001017414 ホームページリニューアルによる新規顧客拡大事業

栃木県 ＦＰサポートバンク － 相談スペースの確保で、相談者が気兼ねなく相談できる環境整備

栃木県 有限会社辰元 9060002032201 シルバー世代の団体観光客向けのバリアフリー対策

栃木県 株式会社フロンティア・トレード・サービス 9060001028431 信頼ある日本産食材をＰＲし新規の海外取引先の獲得を目指す

栃木県 有限会社飯塚造園 1060002031615 多忙な共働き世帯向けの庭づくり提案による新規顧客開拓

栃木県 栃洋企画合同会社 6060003002965 『クライアントの販促パートナーになれる』ホームページ制作

栃木県 合同会社エピスリー 1060003002994 ホームページ開設によるブランド知名度向上と購入誘引事業

栃木県 かな半旅館 － 栃木県への観光客に向けた“コト”体験提供拡充と販促

栃木県 山田家 － 太平山の魅力をスマホＷＥＢを活用して伝え新規顧客を開拓

栃木県 合同会社ボウルズ 8060003002237 当店自慢の香りを商品化し販路拡大を図る

栃木県 有限会社やまもと 1060002009280 新たな顧客層開拓を目的とした店舗内改装、看板設置等の宣伝事業
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栃木県
ＭｏｏＭ　ムーム　ガパオ×パエリア　バ
ル

－ 店舗の内外装を充実させ店舗所在認知度向上による顧客獲得事業

栃木県 有限会社金田木工所 6060002002867 木製セミオーダーキッチン作業台商品開発及び販路拡大

栃木県 サロンドアモール － 経営革新計画推進のための新メニューと新顧客開拓の宣伝広告事業

栃木県 株式会社新三 3060001007432 家族の特別な日用お惣菜セット（オードブル）の開発・販路開拓

栃木県 リッチ宇都宮本店 － 終活事業推進する看板設置及び出張終活相談アドバイスの周知事業

栃木県 株式会社アグクル 4060001030581 無添加！生きてるふりかけ「おとも」で子どもに健康を届けたい。

栃木県 有限会社ライト 1060002002987 カービジネス業務効率化クラウドソフトＬＩＮＸ販路開拓計画

栃木県 株式会社ＮＨＴＵ 5060003002495 高性能ドローンによる農薬散布と販路開拓

栃木県 マツパン － 生産量アップ及び新商品開発を目的とした機器導入と売上拡大化

栃木県 株式会社齋藤鑑識証明研究所 7060001007263 鑑識技術を使った事実証明サービスの販路拡大

栃木県 すがたかたち － 高級木製ドアハンドル・手すりをＳＮＳ・住宅専門誌で広告宣伝！

栃木県 株式会社アラテック 8060002000992 「工業用ホースのお悩みを解決！」新規Ｗｅｂサイトによる認知拡大

栃木県 有限会社羽屋ふとん店 6060002007346 顧客好みの寝具提案サービス実施のＰＲによる潜在顧客の獲得。

栃木県 有限会社麺達 2060002008975 「ゆめや」手包み餃子の認知度向上と業務効率化で、売上ＵＰ！

栃木県 株式会社了寛 5060001008288 大規模客を取り込むための五感で楽しめる食の空間の提案

栃木県 株式会社Ｗｏｒｋ　Ｎｏｔ　Ｗｏｒｋ 7060003001611 自社ブランド「Ｃｕｐｐｉｎｇ　Ｒｏｏｍ」の商品開発と顧客開拓事業

栃木県 株式会社ＯＨＥＤＯ 4060001026126 ポータブルリフト導入による顧客サービスの向上

栃木県 株式会社エージーエム 2120001160861 消費者向けグッツ事業の認知度向上策を実施し新規売上を創造する

栃木県 株式会社ＣｒｏｗＬａｂ 9060001030098 「カラス追い払い音声貸出サービス」の販路開拓

栃木県 カットインＫ２金澤理髪館 － 新規事業、着付け教室及びマッサージ機による販路開拓策

栃木県 横川食販株式会社 6060001004633 ホームページを活用した全国への自社ブランド米の販売

栃木県 株式会社栃木リキュール 5060001030481 県産農産品を使用したリキュールギフト商品の新開発と販路開拓

栃木県 株式会社菓子工房桜 8060001028481 機械導入による生産性の向上、取引拡大と新規取引先開拓

栃木県 駒場梨園 － ３代目が作る「幻の梨八達」「大谷石蔵熟成にっこり」の販路開拓

栃木県 ニコナチュール － ３世代が利用できる新脱毛サービスの開発と新市場開拓

栃木県 株式会社ワカヤマファーム 1060001029081 竹林を活用したイルミネーションによる新たな観光イベントの提供

栃木県 株式会社アグリファン 6060001029580 ＨＰ開設で、顧客及び農家の新規開拓と従業員の確保と志気向上

栃木県 ｔｏｎｔｏｎ拍子 － 宇都宮で味わうとちぎの魅力

栃木県 株式会社蘭のすずひろ 9060001030957 リブランディングと店舗改装による高品質胡蝶蘭の新規顧客開拓

栃木県 チーズ専門店・ラヴェドン － マルシェに出向いて出張販売！

栃木県 有限会社髙野畳店 5060002005763 神社仏閣用パンフレットと既存客向け販促チラシ

栃木県 株式会社唐金カンパニー 9060001030065 子連れママ世代への野菜せんべいの広報活動のための販促冊子作成

栃木県 タケおじさんの畑 － トマトを使った加工品（ソース、ピューレ、ジャム）の開発、販売

栃木県 ＴＳＵＭＩＫＩ － キッチンカーで学生をターゲットにした新感覚クレープ＆揚げピザの提供

栃木県 有限会社来陽軒 1060002037728 シニア層並びに若年層に向けた店舗リニューアル計画

栃木県 有限会社稲垣材木店 5060002035488 “省エネ住宅”認知度向上による販路拡大
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栃木県 足利かつ一 － トイレと駐車場のリニューアルで新規顧客獲得と来店増加を実現

栃木県 コスメテック＆エステＭＯＭＯ － 若年層（２０代）の新規顧客を獲得するための広報宣伝

栃木県 有限会社青木食品 9060002035170 改元を機に先代からの事業イメージを刷新し新規顧客を開拓する

栃木県 長島繊維株式会社 5060001018972 新製品「足利型染てぬぐい」の販促強化による新規顧客の開拓

栃木県 島清株式会社 7060001018723 外国人観光客向け“体験型土産品”販売促進事業

栃木県 株式会社エコツー技術研究所 9060001023688 「和しゃつ」でクールジャパンなおもてなし

栃木県 ＳｈｉｎＹ　ＦｌｏｗｅＲ － 男性客も含めた顧客満足度向上計画

栃木県 石塚工業株式会社 8060001018301
ベルトコンベア導入による、不良率の削減に伴う製品出荷の歩留まり率の向
上

栃木県 有限会社草雲羊羮本舗 1060002036564 観光客に向けた販売力向上＆おもてなし事業

栃木県 株式会社朋友印刷 3060001019832 働き方改革の改善をする作業効率向上の機械設備

栃木県 マーラーズパーラー － 愛煙家と嫌煙者が共にくつろげるカフェとビーガンメニューの発信

栃木県 有限会社いけもり 7060002035412 畳と襖の入替による店内リニューアル整備客席改装事業

栃木県 有限会社やながわ 3060002036975 落ち着いた空間の演出と新規事業のアピール

栃木県 有限会社山田石材店 2060002037652 看板・お墓のディスプレイ展示・パンフレット配布でお店の認知度アップ

栃木県 有限会社三朋 4060002036306 ホームページの立ち上げによる取り扱い製品の普及、販売促進

栃木県 ニュー文楽 － 老舗日本料理店のトイレ改修で顧客満足度・リピート・口コミ率アップ！

栃木県 みのりプラン合同会社 8060003003094 ホームページ作成と事務所看板設置で販路拡大アップ

栃木県 レイスマッサージ治療院　足利 － 訪問医療マッサージの広告掲載による周知および売上向上計画

栃木県 ガチャマンラボ株式会社 8060001025215 織物小売店舗の整備及びＰＲ事業

栃木県 一番鳥 － 可動式間仕切りを導入しての個室設置で女性客の獲得と客単価の向上

栃木県 御菓子司　赤石屋 － 伝統の技煉切り菓子とヌーベル和菓子の製造効率化と販路拡大

栃木県 もとざわ農園 － 有機農法で作った「干し芋」を広くＰＲし、発信！

栃木県 ｈａｉｒ＊ｒｏｏｍ＊ｔａｎｍｏ － 新サービス・ケアドライの導入と看板設置で販路拡大

栃木県 株式会社ティーズ・クリエイト 4060001029376 野球人口増加を目指したマシン販売計画

栃木県 株式会社八豊 1060001029866 地域に根差し笑顔で集まれる店作り

栃木県 関東観光コンサルタント株式会社 2060001018463 期待を超える「感動と体験」魅力のバスツアー計画

栃木県 株式会社ユー建築工房 3060001019337 魅力的な空間体験を提供する改装工事事業

栃木県 株式会社ＨＥＬＬＯ 1060001031442 ＨＰと通販サイトの新設で新規顧客獲得と売上増加を実現

栃木県 ナチュラルビューティサロン　ボンヌ － いつまでも美しく！～新たな顧客層獲得を目指して～

栃木県 ハウススタジオ株式会社 1060001024743
物件検索しやすいスマートフォンホームページを作成し、新規客発掘数を拡
大する

栃木県 有限会社ノグチ染芸 9060002037019 外国人観光客も含めた顧客拡大事業

栃木県 珈琲豆家　ひなの － カフェスペースの新設とトイレリフォームによる売上アップ事業

栃木県 有限会社三枝モータース 1060002037447 作業効率向上と環境対策を目指して

栃木県 有限会社福富住宅 3060002037197 『資料請求』の次段階へのステップアップを目指した広告活動

栃木県 株式会社新明工産 6070001022650
新事業！空家・空き店舗の活用。放置された建物の価値向上と活用のＰＲ事
業。

栃木県 株式会社シンワルブテック 3060001018751 新サービス「製造環境改善」コンサルティングを訴求するＷｅｂ販促
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栃木県 ＳｐｅａｒＭｉｎｔ － 地域市場においての拠点作りと、それに伴う営業開拓事業

栃木県 スイング・ベル － 「来店客倍増、店舗の顔と中身リニューアル作戦」

栃木県 有限会社初山染工 6060002037079 パリデザイン学校との日仏産学連携

栃木県 ｎｏｋｅ － テラス席の整備と店内設備の増強によるお客様満足度アップ

栃木県 有限会社和泉専 2060002035458 本社の衛生面強化と新店舗移転に伴う冷凍設備の入替で売上強化

栃木県 Ｃａｒ　ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　Ｐｏｌａｒ － 出張サービスによる新規顧客獲得及び顧客満足度向上

栃木県
ポーラザビューティアシコタウンあしかが
店

－ スタッフの技術向上及び作業効率の向上による売上増加計画

栃木県 やきとり歩盃 － 安心とくつろぎの空間づくりと接客サービスの向上事業

栃木県 酒菜屋　月とうさぎ － 居心地良い空間を求めた店舗内改装計画について

栃木県 伊藤商店　足利店 － お客様の環境整備による満足度向上並びに戦略的広報事業

栃木県 青竹手打ちラーメン　いなみ － ワンランク上の質を求めての機械設備の導入・新たな販路開拓

栃木県 炙りや　福朗 － イベント出店によりファミリー層を店舗へ導く

栃木県
トレーニングスタジオ　Ｆ．Ｅ．Ｓ　ＡＳＨＩＫ
ＡＧＡ

－ ジム検索サイト掲載による新規ユーザー獲得への取り組み

栃木県 株式会社田部井造園 1060001030510 地元に根付いた造園業となるために知名度アップ！地元客をゲット！！

栃木県 宮本自動車 － 最新設備の導入、設備の新調によって生産効率アップ！新規客の獲得！！

栃木県 有限会社タクマ工業 9060002036664 ブルーオーシャン市場のユーザをいち早く囲い込み、売り上げ拡大

栃木県 有限会社マルトツ 8060002037424 大学研究室による性能証明試験結果をＨＰに公表し、新規取引開拓

栃木県 株式会社土用亭 2060001026598 うなぎ成分たっぷりジェラートで付加価値向上！

栃木県 株式会社ＪＯＴＡ 4060001011045 国内初！ディーゼル車用尿素水ＡｄＢｌｕｅの完全内製化で業界を１歩リード！

栃木県 有限会社紀州屋 2060002019972 世界遺産の街から「和菓子Ｃａｆｆｅ」で伝統の味を発信！

栃木県 ガレージエスワン －
大型車両・低床車両・高重量の車両整備への販路拡大と作業効率アップで売
上アップ計画

栃木県 イマジンオフィス合同会社 6060003001851 屋内型レンタル収納庫の認知度アップによる利用・収益率の改善

栃木県 スキップ － ＳＮＳ映えする看板の設置。建物全体を広告塔に。

栃木県 株式会社フク 6060001022800 看板更新による新規顧客の開拓

栃木県 Ｈ・Ｆ・Ｃルナン － 痒い所に手が届く「出張理容サービス」による潜在需要掘り起こし

栃木県 株式会社トライブ 2060001031557 業界初！ポスティング＋集客コンサルタントでサービスの付加価値向上

栃木県 株式会社Ｓｅｅｄｅｒｓ 3060001013793 サイトリニューアルによる新規顧客獲得と売上拡大

栃木県 美容室ハピネス － 癒しのテーマパークづくりに向けて‥

栃木県 荒川木材工業有限会社 1060002019461 ホームページ制作とＳＥＯ対策による木材パネル加工品の販路拡大

栃木県 有限会社伊勢茂商店 2060002019535 ホームページ開設による集客アップ　オーダー枕販売強化事業

栃木県 有限会社新やしま 7060002004870 ＰＣＢ廃棄物専門運搬でいち早く市場を開拓

栃木県 創作酒房もんも － イチゴのチーズケーキの商品開発及び販路開拓

栃木県 美容室ｒｏｙａｌ　ｆｌｕｓｈ － 男性向け脱毛サービスの新メニュー追加で販路拡大を実施

栃木県 Ｊｗｏｒｋｓ － 手作業溶接ならＪ．Ｗｏｒｋｓ、様々な業種・分野に販路拡大を目指す。

栃木県 ｊｕｎｋ．デザイン計画 － 販路拡大のための「デザイン教室の開講」とＷＥＢ充実

栃木県 たふく － 隠家としての店舗機能充実で客単価向上を目指す
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

栃木県 沖縄雑貨の店てぃらてぃら＆てぃらＣａｆｅ － インスタ映えの外観作りで新規客の来店誘致とリピート率向上

栃木県 扇子　ＴＨＥ　ＣＨＩＮＯＩＳ － スムースな来店誘導のための外看板設置による販路開拓

栃木県 有限会社大地 5060002028847 粉末化機械導入に伴う新たな販路開拓

栃木県 大衆料理ひょうたん － 新メニューブックと宴会メニューの作成と冷蔵庫の新規導入

栃木県 浜焼太郎小山駅東口店 － 地域密着型をいかした新商品の開発と宣伝事業

栃木県 株式会社スズテック 9060001015966 エアコンクリーニングの新提案で販路拡大

栃木県 ファームリンク株式会社 3060001026572 インターネット広告によるＥＣ販路拡大戦略

栃木県 Ｒｉｏ　Ａｒｅｎａ株式会社 9060001026914 いちご王国とちぎからスカイベリーを使用した羊羹の販路開拓

栃木県 株式会社すまいる 1060001030262 事業内容の周知徹底と工事内容の可視化による新規顧客の獲得

栃木県 ｈｉｔｏｈｉ － テイクアウト用菓子の販売による新規顧客の獲得と売上改善

栃木県 有限会社シマ建築設計 4060002028559 新規顧客獲得と労働生産性の向上に繋がる販路開拓に関する取組み

栃木県 ダイヤモンドベース株式会社 4060001030540 大型モニター新設の店舗改装でダイニングの弱点克服と販路拡大

栃木県 株式会社ポーラーズ研究所 6060001014756 地元バイオマスを利用したペレット燃料製造事業

栃木県 荒巻表具店 － 表具を広く周知し、付加価値の高い仕事へのシフトを図る

栃木県 Ｃａｆｅ　Ｑ － 「持ち帰れるメニュー表」と多言語メニューによる利用促進策

栃木県 スマイル・ファルマリー株式会社 5060001030580 当社の認知度を高め販路開拓に関する取組み

栃木県 種市塗石商会 － 【行列のできない石材／墓石クリーニング専門店からの脱却！】

栃木県 犬と遊べるペンション　ありの塔 － インターネット環境改善によるインバウンド・顧客の増加

栃木県 日光会惠夢見工房株式会社 9060001028027 ソフトクリームとエスプーマを使ったかき氷の開発・販路開拓

栃木県 四季かなでる宿　森のうた － 観光客の不便を解消！便利サービス提供型カフェで売り上げアップ

栃木県 みはしや － トイレの心配がない　入りやすい店づくりによる顧客拡大

栃木県 株式会社渡邊佐平商店 2060001008555 外国人需要をとらえるための海外展開と国内販売力強化

栃木県 株式会社ヤギサワ 5060001008544 不燃木材の生産安定化と品質向上による売上増加プラン

栃木県 ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ　ＢＲＯＮＸ － 幹線道路からの集客を狙った看板の設置による集客力強化事業

栃木県 有限会社雪印牛乳栃木大原販売所 3060002016259 商品ＰＲホームページの作成と管理システム導入

栃木県 ゆき美容室 － 高齢者向け「フェイシャル」によるアンチエージングサービス

栃木県 有限会社田村材木店 7060002015083 デザイン性に優れスマホに対応し拡張性の高いホームページ作成

栃木県 有限会社並木工務店 4060002016398 新基準住宅の宣伝広告及び販路拡大のホームページ製作

栃木県 有限会社大津屋 6060002014739 異なる客層への情報発信を目的としたタブレット対応ＨＰ作成事業

栃木県 有限会社大滝 2060002016318 ヤシオマス加工品の販路開拓における情報発信ツールの整備

栃木県 ヘアサロンココ － マンツーマンサロン　ブランディング化のための看板設置事業

栃木県 有限会社高徳自動車整備工場 3060002016135 高齢化に伴う安全対策及び新規顧客需要拡大計画

栃木県 有限会社福田工業 2060002015294 生産管理システムの強化により工程の見える化実現で生産性向上

栃木県 株式会社志ぶ家 9060001027680 真空包装機等の導入とＰＲで与一和牛おやきを大田原新名物に！

栃木県 有限会社貝塚工務店 9060002025254 当社初制作のパンフレット配布と焼却炉で新築＆リフォーム受注増

栃木県 有限会社前田工務店 6060002025661 ３Ｄに対応した設計業務環境の充実と事務所兼モデルルームの開設
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

栃木県 快生堂薬局 － 接客スペースの改修で説明力アップ、来客数アップ＆売上アップ

栃木県 那須フローラ株式会社 1060001025808 下肢筋力測定器導入で「あしの健康教室」参加者増＝新規顧客獲得

栃木県 株式会社オオワダ 1060001013713 上位ランク見込み客への訴求力を高める販売促進力強化事業

栃木県 室井光学 － 販路開拓に向けた自社独自の設計による工具製作事業

栃木県 株式会社エヅリン 8060001012452 回収した家財の販売ルートの確立と広報活動

栃木県 有限会社金堀設備工業 5060002025241 ＩＴを活用した自社のＰＲと宣伝、広報活動事業

栃木県 有限会社川上商店 3060002025219 システム導入で作業効率アップと新たな販促ツールで販路拡大

栃木県 カットサロンフレンド － 「お店のイメージチェンジ」と「快適空間」への改装で集客アップ

栃木県 株式会社スリーアール 6060001023831 新しい美容機器によるフランチャイズ契約獲得のための展示会出展

栃木県 大野畳店 － デザイン性の高いＨＰ作成と展示会出展で商圏拡大＆新規顧客獲得

栃木県 有限会社華楽 2060002026746 店舗外観改修実施で店舗イメージの統一性を図り新規顧客獲得

栃木県 伊藤造園 － 造園におけるドローン活用術

栃木県 おやまだ桃農園 － ＳＮＳ映えする看板・桃シャンプーのぼり旗作成で更なる集客増

栃木県 免疫美容サロン　アロハ － 新サービス展開と「トータル美容サロン」を確立し売上アップ

栃木県 有限会社髙橋運送 4060002027585 ＨＰ開設と会社案内のチラシで強みをＰＲし、新規顧客獲得

栃木県 トータルリペア田辺商事 － 周知と新出張サービスで会社員需要の掘り起こし

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

栃木県 フカサワ自工有限会社 2060002025616 防犯対策でがっちりガードし、大型看板で視認性アップ

栃木県 株式会社四季 7060001013690 展示場集客のためのＨＰ・パンフレットの作成

栃木県 株式会社小川工務店 6060001012768 ３６５日働く営業マンの活用で売上げＵＰ

栃木県 Ｅｓｔｈｅｌ － ＨＰ開設と店舗改装によりイメージアップで顧客獲得

栃木県 わくわくラーメン － 出前を増やし効率ＵＰさせるための食洗機導入と看板リニューアル事業

栃木県 餃子専門店　あらしの餃子 － 営業時間の延長と、その周知による認知度・売上の向上

栃木県 株式会社和氣精肉店 8060001029488 「佐久山コロッケ」「佐久山メンチ」の情報発信とブランディング

栃木県 株式会社ＢＥＡＴＯ 9060001013689 外部照明、電光掲示板設置による入りやすいお店作りで集客アップ

栃木県 北海道料理積丹 － 顧客のニーズに対応した宴会場リニューアルによる新顧客獲得

栃木県 島田嘉内商店 － 新サービスを取り入れて行う店頭活性化大作戦

栃木県 寿司和食　勘助 － 新鮮な食材の提供とお客様満足度の向上で売上アップを目指す

栃木県 肉のマルコウ － 店舗の改修による売上向上計画

栃木県 株式会社金上 1060001020288 第二創業を目指した新商品開発

栃木県 ＳＥＴＴ　Ｆ． － 自社ホームページ一式リニューアルと情報化への対応

栃木県 株式会社ラボックス 2060001030963 コンクリートの品質検査を通じた、各種検査管理ネットワークの構築事業

栃木県 佐野やつや － 店舗内外設備整備・充実による集客力・リピート率向上

栃木県 しのはら工房 － イートインコーナー（喫茶店）設置による顧客の利便性向上

栃木県 Ｇｅｍｉｎｙ － 出会いから結婚式まで寄り添う「トータルウェディングサポート」

栃木県 とん久 － 店内改装による新規顧客の囲い込みとリピーター増加
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

栃木県 合資会社丹波屋 5060003001191 洋式トイレ改修工事

栃木県 株式会社エクリュ・アート 1060001021022 花教室等の拡充による「癒しの場」の提供とプロモーション

栃木県 オーガニックサロン　レフェルン － 効果的な『アンチエイジングエステ』（スキンケア）サービスの提供

栃木県 Ｍｉｉｒｏ － ヒト肝細胞培養液の導入により、顧客満足の向上を図る

栃木県 紬 － お土産用「冷凍黒から揚げ」の商品開発・販売

栃木県 株式会社ｈａｎａｍａｒｕ 4060001021259 ２０２０内容表示で安心・安全なニッポンのお・も・て・な・し

栃木県 日総建株式会社 6060001020564 新規顧客獲得と労働生産性の向上による販路開拓に関する取組み

栃木県 オフィストラスト － ゆるきゃらＧ“さのまる”考案者による地域発新グッズの開発販売

栃木県 トラストホーム － “ホームセキュリティー”に強い建築リフォーム会社のサイト構築

栃木県 株式会社エクシード 3010901039620 プラスチック粉砕事業

栃木県 ノンキーラグショップ － 繋がる！ヒト・モノ・ミセ。古着をもっと身近に感じる店舗作り

栃木県 ＨＡＰ安佐 － これからの補聴器購入のためのプラットフォームづくり。

栃木県 第一酒造株式会社 5060001020458 サブスクリプション方式を取り入れて新規顧客獲得と安定収益

栃木県 株式会社ビューアーツ 1060001010009 真岡市のいちごを使ったオリジナルシャンプーの製作

栃木県 お好み焼きＡＲＩＧＡＴＯ － テーブル席増席によるサービスのスピード化と集客力の向上

栃木県 有限会社小堀畳店 2060002017225 縫着式薄型畳の広告宣伝による認知度向上及び新規取引開拓！

栃木県 和楽 － 高品質なサービスをリーズナブルな価格で集客力アップ！

栃木県 高橋レーシングサービス － ヘッドライトリペアサービスの知名度向上・販路開拓

栃木県 ホテイヤトーヨー住器株式会社 1060001009447 工程・工事管理アプリの導入による生産性の改善と売上の拡大

栃木県 株式会社早乙女建築設計事務所 2060001009966 今こそアナログ広告！認知＆受注のダブルアップ計画

栃木県 自家焙煎　真岡珈琲　ソワカフェ － 特許製法季節商品『寒ざらしコーヒー』の通年生産および販売

栃木県 Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ　Ｎａｉｌ　Ｄｅｓｉｇｎ － 全身ビューティー！ネイルサロン店の新販路開拓

栃木県 株式会社ＭＩＸＩＭ 5060001027858 最新型ゲートカット機の導入による超小型成型部品の生産工程自動化

群馬県 株式会社アートこうげつ 5070001035257 商標登録商品の開発・販路開拓・販促物製作

群馬県 株式会社スリーエス 7070001032483 ホームページの刷新による新規顧客層の開拓

群馬県 株式会社高崎テクノ 5070001029804 「自分で選びたい派」向け不動産物件提案システムによる販路開拓

群馬県 Ｍ．Ｅ．プロダクション － 新ホームページの開設による顧客増強事業

群馬県 丁子堂　房右衛門 － ＷＥＢサイトとショップカードで新規客獲得・固定客化を図る

群馬県 着物クリーニングまるやま － スマートフォン対応のホームページ作成による着物文化の普及拡大

群馬県 チャレンジャー音響株式会社 9070001007715 高崎市の再開発に合わせて展開する広告による新規顧客の獲得

群馬県 陶豆屋 － 回転率向上と機会損失減少による集客・売上増大への取り組み

群馬県 株式会社ＧＲＡＩＺ 8070001033225 新規顧客を取り込む店舗営業力強化と長期ブランディング戦略

群馬県 株式会社エスパスコーポレーション 5070001010771 新聞折込チラシによる新規会員の募集

群馬県 小林造園土木 － ワークショップ開催における自社アピールと新規顧客の拡大

群馬県 洋食香味亭 － 軽減税率導入に伴いフライ料理のテイクアウトの販売促進

群馬県 株式会社大陸不動産 6070001007602 インターネット広告を利用した新たな販路開拓・拡大
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群馬県 高崎さと鍼灸院 － 本鍼灸院への来院を促すＰＲ諸活動の実施

群馬県 株式会社シミズプレス 2070001009734 チタン合金の高精度スウェージング加工技術の開発と販路拡大

群馬県 アクアセブンスシーズ － 新たなイベントスタイルの提案と機会損失減少による売上増加

群馬県 株式会社優輝 4070002015473 電動ミニカーの販売・普及促進

群馬県 福ベーグル株式会社 4070001030829 販路拡大のための焼成冷凍ベーグルの通信販売システムの構築

群馬県 有限会社美須麻流ソーイング 8070002012236 『世界で唯一』オリジナルペット用品製造販売事業

群馬県 株式会社安中動物病院 2070001032678 ペット向け専門医療（癌・腫瘍診療・再生医療等）のＰＲ事業

群馬県 株式会社ベルテック 7070001007320 最適な外装リフォームご希望のお客様　新規販路開拓

群馬県 ＣＣＡ株式会社 8070001010521 オリジナルカタログ等の作成による売上増強事業

群馬県 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　Ｍａｈａｌｏ － 事業ＰＲと業務効率化による顧客数・売上大幅増加計画

群馬県 スカイ予備校 － 店舗の認知度向上と販路拡大のための各種宣伝活動

群馬県 有限会社大栄龍 5070002014490 お一人様需要に対応した店舗改装による稼働率と売上高の向上策

群馬県 株式会社ＭＩＹＡＢＩ 5070001035406 店舗改装によるイメージ刷新で女性顧客の取り込みを目指す

群馬県 株式会社小谷野電気 3070001006937 顧客情報管理システムの活用による提案型営業の強化

群馬県 文科創生研究所 － 「駅では買えない駅弁」の予約販売と宅配サービスのＰＲによる販路開拓

群馬県 株式会社光影 4070001006845 ホームページ構築により元受け比率向上と新規開拓・売上増加

群馬県 株式会社高木製作所 7070001007618 ＴＩＧ溶接を導入し「変幻自在な対応力」の進化

群馬県 ほしかわ工務店株式会社 9070001025502 ホームページとパンフレットの連動による顧客の選別化

群馬県 有限会社住生商事 1070002010535 ホームページ開設による住宅確保要配慮者への対応強化と自社ＰＲ

群馬県 エピテみやび株式会社 7070001035288 共生社会の実現にむけたトランスジェンダー向け販路拡大事業

群馬県 ｍｏｒｒｉｓ株式会社 7070001029868 地域密着型のチラシ販促による新規顧客開拓事業

群馬県 アローテック株式会社 5070001035265 創業企業の情報発信力強化による新規需要の受注拡大

群馬県 株式会社ウイングユー 9070001031938 ホームページの開設とＳＮＳの連動による新規事業の販路開拓

群馬県 関東興業株式会社 6070001009771 サイト構築および会社案内パンフレット作成による販路拡大

群馬県 株式会社ＲＫ 8070001035221 短時間、高効果のスキンケア法（肌リジェ）としての美顔はりの認知度向上

群馬県 にのせん － 女性顧客獲得に伴う外観・内装工事と周知活動

群馬県 ミライ株式会社 8070001035205 住宅向け蓄電池の周知・販路開拓事業

群馬県 ＳＴＥＰ　ＨＯＵＳＥ － ファミリー層獲得のための新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社糀屋 2070001006863 総合カタログを刷新し、新規顧客開拓と販売点数の向上を図る

群馬県 株式会社ＨＡＰＰＹ　ＰＲＯＪＥＣＴ 2070001030847 人手不足対応と客単価向上に向けたセルフオーダーシステムの導入

群馬県 日本コミュニティホテルズ株式会社 9070001011295 多言語対応の自社ホームページのリニューアルによる販売力強化

群馬県 株式会社興栄 3070001006846 インターネット上での販路拡大に向けたホームページリニューアル

群馬県 オーツェイド株式会社 6070001031775 ３Ｄプリンター／３Ｄスキャナーを用いたハイレゾイヤホンの開発

群馬県 株式会社ファミリーハンズ 8070001027508 ホームページ作成による販路開拓事業

群馬県 株式会社マスタープランニング 1070001032126 サービス利用者の向上及び新規販路拡大のための取り組み

群馬県 アプラウスミュージック － ホームページリニューアルによる情報発信事業
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群馬県 スマイル企画　雨ザラシ工房 － ランドセルキットをよりわかり易く作ってもらう為の動画作成

群馬県 ｎａｔｕｒａｌｃｏｏ合同会社 1070003003315 店舗移転に伴う視認性向上と情報発信による新規需要の開拓

群馬県 Ｉｔａｌｉａｎ　Ｂａｒ　Ｌａ　Ｆａｍｉｇｌｉａ － ホームページを活用したイメージ改善・新規顧客開拓事業

群馬県 きたづめタイヤサービス － 看板設置による機会損失の解消および販路拡大

群馬県 ＲＳ－Ｋ － ・新しい技術に対応し、新規顧客を開拓するための取組

群馬県 ｄｅｅｐ　ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ － 最新の顧客管理システムを用いた売上拡大事業

群馬県 株式会社三美堂 1070001007061 ＜和食器の良さを活かした新たなだるま製品と包装デザインの開発＞

群馬県 Ｈａｉｒ　Ｃｌｏｖｅｒ － ヘッドスパメニューとデジタルパーマの強化による新規需要の拡大

群馬県 建築舎四季株式会社 8070001006841 空き家管理事業及び賃貸物件管理の新規開拓

群馬県 株式会社ピーエス工販 5070001011266 新たなニーズを掘り起こす！ＨＰ作成による販路開拓事業

群馬県 株式会社レスト 2070001008802 新商品の開発と販売による売上げ増加

群馬県 ＳＬＯＷ　ＴＩＭＥ － 店舗入口階段手すり設置及び分煙室設置事業

群馬県 寄せ植え屋 － ギャザリング（根付きのフラワーアレンジメント）の新規顧客の開拓

群馬県 タタミイシカワ有限会社 7070002009571 機器導入による作業効率の向上、及びチラシ配布による新規開拓

群馬県 ヘアーズオンケッズ － 出張サービス・車いす着付け・コスメ新商品事業の販路開拓計画

群馬県 プティ・ポンム － 健康志向の方に向けた新商品開発と販路開拓

群馬県 たかさき中央整骨院 － 屋外看板・照明設置工事及びチラシの配布による集客力向上事業

群馬県 花 － メニュー看板と提灯の取り付けによる新規顧客の拡大策

群馬県 Ａｂｏ　ｈａｉｒ － 休眠美容師と高齢者を美容で繋ぐ「ときめきプラン」支援制度の実現

群馬県 株式会社三光ファーム 3070001026869 リピート顧客の獲得に向けた催事販売とＷＥＢサイトの連携

群馬県 ビーグル不動産株式会社 6070001024515 情報発信頻度向上と地元密着度向上との相乗効果を狙った販売促進

群馬県 株式会社Ｔ－ＰＬＵＳ 1070001029477 ＲＰＡツールの見込み顧客・潜在顧客への広報事業

群馬県 パリッシュ株式会社 4070001032189 ＷＥＢ　見積発注システムで繋ぐ販路開拓事業

群馬県 ｇｅｍ　ｈａｉｒ（ジェムヘアー） － “潜在顧客獲得”の為の宣伝等の強化事業

群馬県 株式会社宮石青果店 6070001029266 伝統を守りつつＳＮＳやネット販売で革新を図る八百屋の事業

群馬県 ＲＯＳＳＯ合同会社 7070003003136 クライアント求人と福利厚生支援をＰＲするホームページ作成

群馬県 整骨院ハナミズキ － 移転効果最大化！新規顧客獲得・休眠患者掘り起こしのためのＰＲ

群馬県 旬鮮魚菜くじら － 新顧客層取込の為のメニュー高級化と日本酒ＰＲによる利益率向上

群馬県 株式会社自主管理経営 3070001030160 セミナー集客と持続的な顧客接点を増やすホームページの再構築

群馬県 吉田製麺 － 品質の高度化とジャパスタリアのブランド化による販路拡大

群馬県 株式会社アリュージュ 2070001034781 新規事業　観光施設ロックハート城においてのプリンセス体験撮影業務

群馬県 有限会社仲沢酒店 1070002011310 新顧客層獲得に伴う販路開拓

群馬県 ＲＡＩＳＥ株式会社 8070001034611 代理店活動をサポートする動画と連動したチラシによる販売促進

群馬県 株式会社しみづ農園 2070001007218 お客様自ら製作体験できるネイチャーアクアリウムプロモーション

群馬県 ＮＥＸＥＥＤ株式会社 7070001035692 展示会出展によるｅラーニングエステ教育事業の新規顧客の獲得

群馬県 株式会社駐車場をさがせ 9070001018547 駐車場所有者に向けた管理引継のＰＲによる駐車場開発促進策
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群馬県 ＤＥＬＩＥＮＴＺ株式会社 3070001034285 「キッチンカー」を用いたケータリング事業による域外顧客の開拓

群馬県 株式会社ヒューマンハンズ 4070001034029 『赤城牛』と『自然派ワイン』がつなぐ未来

群馬県 株式会社愛幸 7070001028003 東京２３区環境アレルギー対策寝具クリーニングの販路開拓

群馬県 有限会社イズミ設計 7070002008730 事業アピールと経済・教育の活性化

群馬県 合同会社ＡＮＣＨＯＲ 8070003003069 ホームページリニューアルによる発信事業・新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社えびすこ本場所 5070002012494 デブの聖地のＰＲと相撲ファン等取り込みのための情報発信事業

群馬県 株式会社上野商店 4070001006250 業務システムと顧客管理ソフト活用による営業業務の強化・効率化

群馬県 株式会社協進サクセス 8070001006619 ホームページ作成による販路開拓事業

群馬県 イダ自動車工業 － 自動車販売店向けに特化した『整備済み中古自動車』販売事業

群馬県 株式会社奥泉自動車 1070001032902 販促物を活用した誘客、販路拡大への取り組み

群馬県 レストランカフェＣＡＲＯ － インバウンド等の観光需要の獲得に向けたホームページの再構築

群馬県 株式会社セイワ食品 2070001007374 病院・老人ホーム・介護施設に備蓄食（おかゆ）の案内

群馬県 有限会社川島メガネ 7070002009423 補聴器調整器の導入と４０代後半～５０代へのアピールで売上ＵＰ

群馬県 ｆｉｔｃｕｒｅ － トレーニングガレージ　～運動スペースの拡大～

群馬県 有限会社モア 1070002015864 利便性向上のためのＷＥＢサイトリニューアル

群馬県 ＢＲＩＯＣＨＥ － 赤色ＬＥＤ機により、薄毛予防・改善で販路開拓

群馬県 風の都 － もう取り逃さない！客席稼働率の向上による顧客囲い込み大作戦

群馬県 ｗｉｎｅ　ｄｉｎｉｎｇ　Ｌｕａｎａ′ － 手の届く「高品質なワインとイタリアン」情報発信事業

群馬県 株式会社ポラリス 8070001009761 保険取次業務、新たなサービスの取組と変化

群馬県 エフズスタイル合同会社 9070003001930 顧客ニーズマッチング型高機能住宅工務店へのブランディング計画

群馬県 株式会社有花園 6070001008666 外国人向けホームページの作成と通販体制の構築

群馬県 株式会社スカワ 3070001009080 「一人暮らし高齢者見守りサービス」付きＬＰガス販売で販路拡大

群馬県 株式会社ＣＯＬＯＲＳ．建築芸人舎 5070001026272 新事務所移転の効果最大化！情報発信力強化による新規顧客開拓

群馬県 株式会社コルシー 5070001034309 潜在顧客層へのサービス認知向上と信頼獲得のためのＷＥＢサイト改修

群馬県 有限会社ココア 4070002007405 「ＳＮＳとデジタル」情報発信改善で新規顧客獲得と販路拡大

群馬県 株式会社Ｍ．Ｙ　Ｆｏｒｅｓｔ 1070001030831 店舗周り３箇所の看板変更及びＳＮＳ地域限定拡販システムの導入

群馬県 ｈａｉｒｍａｋｅ　ｅｒｉｎｏ － “超快適贅沢空間ＶＩＰルーム”の実現による顧客層拡大大作戦！

群馬県 さいとう接骨院・鍼灸院 － Ｇｏｏｇｌｅオンライン広告によるデジタルマーケティング

群馬県 おおさわ接骨院 － 無痛「ＮＡ療法」周知ホームページ作成と内装の改装

群馬県 かつどん　なかや － かつむすびの知名度向上及び市場の創出

群馬県 合同会社フォレストらぼ 6070003003095 ネイチャーガイド事業立上げに伴うホームページ・名刺データ制作

群馬県 株式会社イクミ 1070001000248 職人の技で仕上げる「アウトレットの一枚板」を魅せる売り場へ

群馬県 株式会社ＣｅＲｉｃｈｅ 4070001033583 「　新サービス「相続×不動産」による顧客開拓のためのＨＰ作成事業　」

群馬県 風の子守唄本舗長井屋 － 販路開拓、前橋市推奨銘菓［風の子守唄］に、県のぐんまちゃんを加える。

群馬県 株式会社朝日ぐんま 1070001000149 ウェブサイトを利用した新メディアの開発と販路開拓

群馬県 学習塾クローバーガーデン － 地域への認知度向上と生徒数増加のためのチラシ作成配布事業
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群馬県 株式会社ゼロ 8070001005884 ホームページの開設と看板の刷新によるレンタカー販路の開拓

群馬県 鉄板大将 － 毎日立ち寄りたくなる「大衆天ぷら店」の新規開業計画

群馬県 株式会社クボタ 5070001034853 「新たな販促ツールの提供による販路開拓」

群馬県 あそびの森保育園 － 保育園が行う家事代行業のブランド構築と販促強化による売上拡大

群馬県 株式会社宝島技術 8070001035163 牡蠣養殖サプリメント「宝島Ｂｏｘ」の新規顧客の開拓

群馬県 歯科技工ＡＳＩＳＴ － インプラントソフトウェアによるジルコニア技工物開発・販売

群馬県 ＡＲＫ　ＴＥＣＨ株式会社 4070001004766 ３Ｄプリンターを利用した新規事業の開拓

群馬県 Ｂａｒｏｎ － 新規顧客獲得のための新商品開発事業

群馬県 有限会社アクアポット 1070002007606
スノーパウダーマシンの新たな販売方法の構築と関連商品販売のためのブ
ランド化事業

群馬県 株式会社Ｃ＆Ｔ 5070001028962 外国人が滞在中に安心できる通訳支援ツールの開発

群馬県 株式会社オリエントエージェンシー 1070001005932 新規事業成功のためのＨＰ、看板、のぼり、チラシ等の作成事業

群馬県 ごはん処壱番家 － 待ちの経営から、攻めの経営に向けた移動販売車の導入

群馬県 ＴＯ　ＢＥ　ＫＯＦＦＥＥ － 妊産婦や女性向け健康・アレルギー市場への販路開拓

群馬県 Ｍｏｎ　Ｃｏｎａｍｏｎ － 新商品販売に向けた販売体制づくり

群馬県 日新産業株式会社 7070001002478 ＨＰの更新・閲覧周知により一般消費者に販路を拡大する事業

群馬県 馬場建築 － 自社サイトリニューアルによるブランディングと販路開拓

群馬県 株式会社Ｄｉｏｓａ 9070001032779 全てのニーズに応える指の先から足の先まで奇麗になるサロン作り

群馬県 株式会社早川工業 3070001005947 自社ホームページ（ＷＥＢサイト）作成　パンフレット作成

群馬県 じぶんカンパニー株式会社 8070001033415 子供向け運動教室開講による、子供教育市場の開拓

群馬県 株式会社セリオス 6070001030406 高齢者の健康寿命の延伸を目的としたヘルスケア事業の販路拡大

群馬県 蕎麦　山海酒屋　山人 － キッチンカーによるテイクアウト販売での新たな顧客層の開拓

群馬県 株式会社深沢組 3070001002746 自然エネルギーを最大限利活用したパッシブＺＥＨの販路開拓

群馬県 ＦＬＡＴ　Ｔａｂｌｅ － オリジナルコーヒー販売強化のための商品棚設置とセミナー開催

群馬県 がってん野菜合同会社 6070003000456 高精度・高馬力のネギ管理機の導入による長軟白ネギの生産販売

群馬県 株式会社卓和 5070001034283 入浴困難高齢者のための送迎入浴サービスの販路拡大事業

群馬県 合同会社きしょう自動車 6070003000464 新規開拓のためのホームページリニューアル

群馬県 株式会社ＫＩＮＧ　ＨＥＡＲＴ 4070001011317 既存贈答品店舗一部を、新規顧客獲得のため飲食店舗とする改装工事

群馬県 食匠　なる花 － 移動販売車の内装工事

群馬県 株式会社松永総合企画 7070001030157 集客に特化したホームページのリニューアルおよび構造化

群馬県 有限会社中村組 1070002003976 自社の存在、技術力の発信を目的とした自社ｗｅｂサイト制作

群馬県 有限会社中川漬物 6070002007881 常温販売と生産量増加による新規販路開拓の為の調理機械導入事業

群馬県 有限会社シナリーアクエリアス 7070002007360
ヘアケア製品販売強化のための「ヘッドスパ」「ヘナトリートメント」体験の強化
事業

群馬県 株式会社アエルズ 2070001028684 要介護の祖父母が孫の結婚式に参加するための外出支援事業

群馬県 マチダ建創 － 看板整備と広告宣伝によるイメージアップで販路拡大

群馬県 株式会社Ｉｓａａｃ 9070001030659 自社開発ジェットミルの販路開拓事業

群馬県 有限会社桐新 7070002024190 伸縮性生地に対する刺繍技術の確立による介護用制服市場の開拓
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群馬県 Ｂｏｎ　Ａｍｉ合同会社 3070003002018 産前産後ママをターゲットとした心身ケアエクササイズの販路開拓

群馬県 有限会社リビングオオハシ 4070002022924 初期投資不用の空き家リフォームモデル「ゼロ工事」の販路開拓

群馬県 ｋｏｕｆｕｅｎ － 群馬県産ブランドシルクを活用した商品によるミセス層の顧客開拓

群馬県 有限会社ＤＹＣ 3070002025614 物産展に特化した口コミ情報システムの導入による広告収入の拡大

群馬県 村田刺繍所 － 県産シルクを用いた刺繍製アクセサリーのオリジナルブランド展開

群馬県 Ｄｏｌｃｅ　ｈａｉｒ － キッズ施設等充実のヘアサロンで新たな顧客満足獲得

群馬県 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｃａｍｐ 9070001030915 持続可能な社会づくりに貢献できるスリランカ雑貨の販売拡大事業

群馬県 イヅハラ産業株式会社 2070001016978 「高機能デザイン性マスク（立体型）」の新製品開発と販路開拓

群馬県 ＯＨ！　ＨＡＰＰＹＷＥＤＤＩＮＧ － 桐生の伝統工芸の粋を凝らした婚礼用白無垢の開発と販路開拓

群馬県 株式会社鈴木製作所 6070001016173 精密鋳造技術を生かした食品製造設備部品の市場開拓

群馬県 株式会社プリントフジ 4070001021282 印刷技術を活用したフォトアイテムの販売によるギフト市場の開拓

群馬県 更科 － 料理提供時間の短縮化による出張ビジネスマン需要の取り込み

群馬県 株式会社与の助 8070001016741 ギャラリーと連動させたカフェ事業及びリメイク家具販売事業

群馬県 株式会社トーエイ 6070001016297 企業・自治体向けトレーラーハウスの販路開拓事業

群馬県 株式会社彦部科学 6070001016470 オリジナルランプシェードブランド「彦」の直売チャネルの確立

群馬県 ＭＩＮＯＲＩ － 美容室店舗の和イメージへの改装と写真スタジオの新設

群馬県 株式会社ことぶき 6070001015976 自社栽培キノコ商材の店舗販売とウェブ販売の強化事業

群馬県 株式会社シルクウェーブ産業 9070001015189 低温プラズマによるチタンコーティング技術を活用した衣類・布団製品の販促

群馬県 有限会社金光モータース 9070002023100 ネットで購入した自動車部品の取付・交換サービスの販促強化

群馬県 有限会社トラストインターナショナル 3070002031851 帆布の裁断縫製技術を活かしたＯＥＭ生産の新規顧客獲得事業

群馬県 ｔｒｉｆｌｅ － 屋外撮影能力強化による商工団体等からの撮影受託獲得

群馬県 有限会社アライ・サンズ 6070002022526 有機ＪＡＳ認定薔薇を活用したコスメ等新商品の販路開拓事業

群馬県 株式会社王様クレイヨン商会 1070001015691 独自デザインを活用した商品開発による新規顧客開拓

群馬県 有限会社横塚モータース 6070002025090 「中古カスタム車の買取り・販売事業」の開始と各種事業のＰＲ強化

群馬県 くーる＆ほっと － 商品パッケージの作成による群馬県産繊維製品の販売拡大

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ギフト市場開拓事業

群馬県 野澤鉄工所 － 加工サイズの大型化による精密検査治具の受注拡大

群馬県 炭火　源喜 － 女性をターゲットとしたヘルシー肉丼専門店の顧客拡大事業

群馬県 エスファイブ株式会社 8070001026088 新製品のＰＲと問い合わせ数を増やすためのホームページ製作

群馬県 株式会社ロブストス 7010801022103 ３Ｄプリンタ導入による農林業機器用カスタマイズ対応事業の強化

群馬県 株式会社ワイズ 1070001022597 営業車・トラック用展示スペースの照明設置事業

群馬県 有限会社芳朱堂印房 4070002024656 自社製造とデザイン力アピールによる販路開拓

群馬県 株式会社前原石油 3070001016572 展示場の開設による建設重機の販売及び修理事業の顧客拡大

群馬県 桐生電子開発合同会社 8070003002426 販路拡大に供する「体内糖バランス計」のデモ装置の開発

群馬県 有限会社宮本製作所 9070002024899 魅せる工場化によるＯＡ機器向け順送プレス金型の営業強化

群馬県 鐵馬＆鐵姫食堂 － 入店しやすい店づくりのための外観塗装とＰＲのための広告作成
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群馬県 金井レース加工 － 安全性が高い特許認定染色技術活用製品の周知・販路開拓事業

群馬県 ぱれっと － 卓上紙折機の導入による販路拡大のための新サービス提供

群馬県 株式会社あめつち舎 6070001034588 玄米クッキー“こめぞうくん”の販促強化

群馬県 有限会社オフィスモリヤ 5070002023013 新業態である「揚げ物専門店」の出店事業

群馬県 ＴＳＵＲＵＭＡＵ －
民泊事業の予約管理システムの外注、プロモーション等おこなうための自社
メディアＨＰ製作

群馬県 丸中株式会社 8070001016601 空間芸術による桐生クッションの市場の開拓事業

群馬県 ＮＯＡＨ － 刺繍グッズ等の営業強化を目的とした業務案内パンフレットの作成

群馬県 株式会社エルファースト 4070001030614 ｗｅｂサイト、チラシの制作による新規顧客の獲得

群馬県 株式会社テキスタイル昌 6070001015605 自社シルク製品の販路拡大のためのｗｅｂサイト等の製作

群馬県 ヘアークラブキャップス － 高齢者・障害者のスロープ、バリアフリー、シャンプー設備改善

群馬県 有限会社山藤商会 7070002023589 新事業展開エアコンクリーニングによる販路開拓

群馬県 靴修理　Ｒａｙ － 防犯性能の高い鍵の内製化による合鍵スペア受注の拡大事業

群馬県 有限会社もん吉 1070002025715 外食の楽しさと専門店の魅力を伝えるＨＰ作成による顧客層の拡大

群馬県 株式会社エルブ 9070001017004 新規顧客開拓の為の送付パンフレット作成と発送　・　ＨＰ用バナー作成

群馬県 ランコントレ － デリバリーサービス事業の広報と企業を中心とした顧客開拓事業

群馬県 株式会社碧緯 1070001015774 化粧品の小ロット生産を可能にする生産体制構築による販売促進

群馬県 くわばら理容所 － コミュニティラウンジの開設による新規顧客開拓事業

群馬県 小向建設株式会社 6070001015992 地域の空き家対策を兼ねた中古住宅リノベーション事業の販路拡大

群馬県 須裁株式会社 2070001016169 服飾雑貨類の販売と工房体験を行う工場直売ファクトリーショップの開設

群馬県 株式会社Ｍ＆Ｃ 5070001032799 ホームページによる研磨の周知と販路拡大

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

群馬県 株式会社ｓｐｕｔｎｉｋ 9070001024818 移動販売で上州メガドッグと上州ブランドのファン獲得と販路拡大

群馬県 内山　慎太郎 － 女性に来院しやすい接骨院をアピールできるホームページ作成

群馬県 － オーダーメイドキッチンとクッキング暖炉で認知度向上

群馬県 株式会社サンエー技研 4070001022702 顧客目線でのホームページ改革と、その継続による新規顧客獲得

群馬県 新井工業株式会社 6010701000655 自社の得意分野の業界にターゲットを絞った、ＰＲ活動の取組み

群馬県 有限会社バージョンアップ 7070002031988 ダンスコース新設による売上アップを目指す教室内改装事業

群馬県 株式会社コーセンドー 9070001022136 海外への日本アニメのフィギュア販売のためのＷＥＢ構築事業

群馬県 有限会社角鈴 2070002033205 顧客満足度の向上によるリピーター客増大、及び売上げ増の実現

群馬県 松原の片桐製菓 － 新規顧客獲得のための看板設置事業

群馬県 有限会社クラフト 7070002033324 足幅の細い女児のための靴開発（１４ｃｍ・１５ｃｍ・１６ｃｍ）

群馬県 Ｐｌｕｍ　Ｇａｒｄｅｎ（プラムガーデン） － 付加価値型トータルビューティーサロンへの進化と駐車場安全対策

群馬県
Ｉｔ’ｓｃｏｎｎｅｃｔｅｄｓｐｅａｃｅ　ＨＡＣＨＩ　ＣＡＦ
Ｅ

－ 顧客満足度の向上によるリピーター客増大と新規顧客の獲得の実現

群馬県 有限会社田部井石材 6070002033597 お墓のメンテナンスで収益拡大事業

群馬県 有限会社山崎新聞店 6070002034042 新規顧客獲得のための新たな広報活動による集客強化

群馬県 株式会社プリンセス宝石 8070001022260 顧客滞在時間延長の為の新型空調設備導入
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群馬県 有限会社ヴィンセンス 5070002033103 移動式無影灯の販路開拓のためのホームページ制作

群馬県 株式会社ＴＲ 6070001034101 こだわり自家製麺による極上らーめん作り事業

群馬県 ラーメン厨房ぽれぽれ － 駐車場アスファルト化・バリアフリー化による店舗魅力アップ

群馬県 西山社会保険労務士事務所 － 運送業者と介護事業者に向けた販路拡大事業

群馬県 株式会社ＰＯＷＥＲ－ＫＩＤＳ 3070001015293 創業１００年老舗企業の「ｅ－バイク」

群馬県 たなか不動産鑑定士事務所 － 対象顧客ごとのチラシ作成と地域ネットワーク活用によるＰＲ強化

群馬県 合同会社Ｌ．Ａ．Ｆ 4070003002644 飲食店経営コンサルティング並びにＷＥＢコンサルティング事業

群馬県 有限会社松本建設 5070002019779 看板設置による自社アピールと商談スペースの改修による売上増加

群馬県 インターメディアサービス － 紙折り機購入によるオンデマンド印刷受注拡大への取り組み

群馬県 株式会社岡田設備工業 1070001029436 ホームページ作成による「町の水道屋さん」ＰＲ並びに受注拡大事業

群馬県 金喜屋 － 認知症予防のための補聴器の正しい使い方の普及と販路拡大事業

群馬県 有限会社大村フードサービス 3070002018601 自店の特徴を活かした快適空間づくりとＰＲ強化事業

群馬県 中島商店 － ネットで！リアルで！　ハッピー！！販促＆売上アップ事業

群馬県 株式会社Ｇ．ｌｏｖｅｒ 7070001030594 新規顧客・リピーター獲得のための顧客ニーズ対応した空間づくり

群馬県 並木一真税理士事務所 － 事業承継案件獲得のための、ダイレクトメールの送付

群馬県 ヘアカラーエテルノ － 女性の悩みを解決する地域密着のカラーサロンのＰＲ活動

群馬県 株式会社膳 6070001026503 設計士と造るデザイナーズハウスＰＲ事業

群馬県 有限会社みやた農園 3070002019863 利益率向上　直接販売拡大のための看板設置事業と生産性向上

群馬県 株式会社ＢＥ　ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ 5070001032584 看板設置とＨＰ作成よる販路開拓

群馬県 パティスリー　ル・カドゥー － 自家製地産地消ジェラートのカップ入ギフト向け商品の開発・販売

群馬県 竹林酒菜　座忘 － 伊勢崎の美味しさ堪能するコース料理による団体客の取り込み

群馬県 株式会社ＯＮＥ　ＡＢＩＬＩＴＹ 3070001031357 ホームページを作成し直販・ネット通販でＢｔｏＣの販路開拓事業

群馬県 株式会社三ラージ 7070001014886 新サービス「不動産相続の相談窓口」の販路開拓事業

群馬県 行政書士三石事務所 － 地方都市への外国会社進出可能性調査、外国人起業家支援体制整備

群馬県 ＫＯＵＢＡ － 蔵元とのつながりを生かしたイベントの充実とバックヤードの整備

群馬県 合同会社上州家守舎 3070003002653 『シンボルかつ利用者増加への訴求に繋がる看板の設置』

群馬県 ヘアサロン　ＹＡＭＡＤＡ － 送迎付き認知症予防ヘッドスパの販路拡大事業

群馬県 パティスリーエル － 新一万円札をモチーフにしたインバウンド向け土産の販路拡大事業

群馬県 赤石屋 － 冷凍和菓子のデリバリーによる高齢者見守りと販路開拓事業

群馬県 Ｇｏｏｄ　Ｆｉｅｌｄ株式会社 1070001032712 『新店舗拡大における看板作成事業』

群馬県 綿貫理容室 － 高齢者向けヘルスケアのための送迎ヘッドスパ販路拡大事業

群馬県 金子住器株式会社 8070001019001 新聞折込チラシ活用による新規顧客獲得の実現で事業拡大を目指す

群馬県 ｅｎｔｏ株式会社 9070001035088 ホームページ・パンフレット作成による新規顧客獲得

群馬県 有限会社糸井商会 3070002028088 ＨＰによる新規受注の増加と空調服と結束機で業務効率化

群馬県 有限会社中川自動車販売 6070002030280 ＷＥＢ開設で新サービスＰＲし新規顧客獲得・売上向上を目指す

群馬県 Ｄｏｎ’ｔ　Ｂｅ　Ｓｈｙ！Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐｌａｃｅ － 周辺地域での幼児・小中学生をターゲットとした生徒獲得事業
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群馬県 有限会社オジーズ 7070002028547 商品吊り下げ展示フックを開発・製造して取扱い商品を２倍に！

群馬県 株式会社清水総商 7070001020793 自動販売機販売管理システムの刷新

群馬県 ＲＥＧＡＬＯ　ＦＥＬＩＣＥ　Ｃｕｃｉｎａ　Ｉｔａｌｉａｎａ － こだわりの自家製ジェラート開発で売り上げ１，５倍計画

群馬県 ビステッカＢＵＮ － 顧客要求に整合したサービス多様性のための改装

群馬県 株式会社クラインズ 9070001026153 現場の環境改善を目的とした「新・集塵脱臭機」の販路開拓

群馬県 行政書士事務所　Ｏｆｆｉｃｅ　えさき － インターネット、リーフレット及びセミナーを活用した集客事業

群馬県 ボルケーノママ － 生産販売拡大に向けた企業デリバリーの開拓とイベント出店の強化

群馬県 炭火だいにんぐ燈 － 人手不足を解消する為のテーブルトップオーダーシステムの導入

群馬県 有限会社ルフラン 4070002031553 「自動彫刻機」導入により「売上向上と事業継続」を目指す

群馬県 モータースポーツショップターゲット － スキャンツールの導入で自動車整備の高度化を図る

群馬県 ＬＩＺＥＲ　Ｌａｂ － イヤホン構成部品販売の為のＨＰ作成、並びにパッケージの製作

群馬県 花カフェシフォン － 看板設置による移転地ＰＲおよび新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社丸福 4070001035324 リレーアタック対策キーケース新商品開発に関連する事業

群馬県 有限会社麺之介 1070002032851 ホームページ作成で認知度の向上、冷凍餃子通販による売上増

群馬県 株式会社ブロードヒューマンネットワーク 9070001021484 ランディングページ制作により販路拡大と売上増加

群馬県 ＤＥＬＩＧＨＴ － インバウンド向け和柄アンダーウェア土産プロモーション映像制作

群馬県 有限会社清宮シール 3070002032577 自社製品「フェイスシール」をトレンド化する。

群馬県 株式会社システムスタイル 9040001078461 カタログ郵送による体操マットの販路開拓

群馬県 ステーキ牛吉 － 系列店からの独立にあたっての加工場の導入と屋号変更の宣伝活動

群馬県 ＧＲＯＷＴＨ株式会社 8070001035436 当社の認知度を上げ、障害児支援の必要な人にサービスを届ける

群馬県 ヘアーガーデン　マカリィ － 消費増税商機に更なる顧客満足度を高めるメニューへリニューアル

群馬県 美容室　ＰＩＴＨ　ＨＡＩＲ － お客様要望の為の「マツエク」「デジタルパーマ」事業

群馬県 Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　Ａｇｌａｅａ － エステサロンで行うＥＭＳを使用した膝痛改善サービスの販路開拓

群馬県 中濱裕美 － 認知症予防・改善のための講座開催等による販路開拓

群馬県 有限会社シエン 9070002029436 店舗の認知度向上と、手巻きタバコ・加熱式タバコの普及を行う

群馬県 株式会社イーグルジャパン 3070001035366 自動車鈑金塗装で未来ある若者たちに夢と希望を与える技術の増進

群馬県 Ｎａｉｌ－スプリング － ＥＭＳを利活用した健康寿命延伸のためのフットケアの販路拡大

群馬県 Ｌａ　ｍｉｇｎｏｎｎｅ　ラ　ミニョンヌ － 納得いくまで♪わがまま女子たちの隠れ家ＳＨＯＰ

群馬県 株式会社グリーンワークス 9070001025056 チラシ・折込広告による高齢者がいる戸建て世帯向けの販路開拓

群馬県 健康長寿プロジェクトｉｎぬまた － ぬまたの新特産品“栄養丸ごと椎茸パウダー”開発プロジェクト

群馬県 株式会社姫本 6070001023054 ＳＮＳ対応ホームページ開設による情報発信と視覚的ＰＲ戦略

群馬県 株式会社Ｖｏｇａ 1070001035112 ポスシステム・新サービス導入で新規顧客獲得事業

群馬県 和ダイニング柚庵 － 宴会時の椅子・テーブル設置による新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社荒木屋本店 6070001022816 老舗和菓子店の和菓子普及への挑戦

群馬県 あっちゃんりんご園 － 体験・参加型サービス向上の為の環境整備・労力軽減

群馬県 Ｌｉ’Ｌｉ’ｉＬｉｍａ（リリィリマ） － 中高齢女性へのロミロミフットケア健康サポート販路拡大事業
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群馬県 光工芸有限会社 2070002035085 「メゾン・エ・オブジェ・パリ」出展の為の展示物製作事業

群馬県 豆煎やＣｏｆｆｅｅ　ｒｏａｓｔｅｒｓ － 地域密着　自家焙煎コーヒー豆　製造効率・売り上げ拡大事業

群馬県 有限会社山本農場 1070002016689 エコ包装に対応したパッケージのデザイン作成

群馬県 有限会社見田村製作所 1070002016623 営業活動に伴う、看板設置による新規取引先獲得事業

群馬県 有限会社らい灯 5070002016743 和風居酒屋らしく快適な時間を過ごす為の掘りごたつ式リフォーム

群馬県 ナイン整骨院 － 車からでも分かりやすくスムーズな案内を目指して

群馬県 キリブチ製麺 － 新商品紹介パンフレット作成による取引先拡大と新たな購買層開拓

群馬県 居酒屋らいでん － 快適で清潔なおもてなしのトイレ空間創出による集客力向上事業

群馬県 桑の恵ま～ゆ － 甦る食文化、魅力ある粉文化の再現

群馬県 株式会社三富製作所 3070001011945 次世代自動車産業に対応した廃油切粉管理設備でメーカー信頼獲得

群馬県 株式会社中山自動車整備工場 7070001011867 ＨＰの作成・看板を設置し、ネットも道行く人も取り巻く販促事業

群馬県 Ｆｉｎｅキックボクシングスタジオ － キックボクシングを取り入れた健康拠点の情報発信事業

群馬県 株式会社太洋社塗装 3070001011813 自社をもっと身近に感じていただき、新規顧客獲得を目指す事業

群馬県 リフォーム　モリハウス － 資材置場の拡充によるロスの削減と増税前駆込需要を取込む広告

群馬県 有限会社和泉測量 4070002025935 ＩＣＴ土工に活用できる「次世代写真測量用ドローン」の利活用

群馬県 ヘアーサロンたかつ － 美容に関する能力を持つ後継者妻を活かした女性専用タイムの導入

群馬県 あい整骨院 － 新サービス「ＺｅｎＳｈｉａｔｓｕ」普及のための広告宣伝事業

群馬県 うなぎ炭火焼肉宮川 － 翻訳機能付きホームページ及びメニュー、看板による誘客促進

群馬県 ヘアーサロンチャーム － あじさい公園観光客が休憩する茶屋『茶亜夢（チャーム）』の開設

群馬県 大倉畳店 － 天然改良畳表を用いた和室空気浄化リノベーションによる販路開拓

群馬県 ＬｅａＨＡＷＡＩＩ（レアハワイ） － 新規客獲得のためのフリーペーパー掲載及びイベント出展

群馬県 有限会社馬場塗装工場 9070002017663 「塗装」がもたらす新たな前進

群馬県 薔薇繪亭 － 喫茶店こだわりのテイクアウト商品で販路開拓！

群馬県 空我 － 花粉症アレルギーの予防と症状寛解の取り組み法普及事業

群馬県 希望食品株式会社 5070001027205 長期保存が可能なユニバーサル・デザイン食品の普及促進事業

群馬県 株式会社コスゲ 7070001012824 自社ブランド商品「畳心」のラインアップ充実

群馬県 株式会社ユーデンシステム 3070001012596 ホームページを作成し、新規顧客獲得、人員確保を計る。

埼玉県 割烹　ひさご － 店舗改装による顧客満足度の向上および新規顧客の獲得

埼玉県 株式会社Ｓｕｎｎｙｑｕｅ 4030001127678 大人向けレッスンの拡充と顧客満足度向上！「毎日快晴」支援事業

埼玉県 株式会社オムス 1380001024109 プライベート重視の防音個室で「食楽＆食育」探訪！

埼玉県 有限会社桃太郎食品 8030002079576 香港・ベトナムでの展示商談会への参加及び広告媒体の制作

埼玉県 ｃｏｄｉｅｎｃｅ － 強みを活かした「理系人材育成コンサルタント事業」の開発・展開

埼玉県 小江戸亭 － テイクアウト導入と店内環境整備による顧客満足度の向上

埼玉県 Ｈｉｎａｎｏ － 「私の魅力・私らしさを活かす」セルフプロデュース事業の展開

埼玉県 ＢｕｒｇｅｒＣａｆｅ　ｈｏｎｏｈｏｎｏ － 古民家を利用したワクワクと落ち着きを演出したリノベーション

埼玉県 ＣＳカンパニー － プリペイド方式の新エステ機材の導入により『手軽に美を提供』
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埼玉県 有限会社美ナチュラル 8030002079122 自社サイトとＳＮＳ活用でファン作りから始める新規顧客開拓

埼玉県 パートナーズ司法書士法人 5030005019301 遺言作成及び相続発生時の遺言内容実現サービスの提供

埼玉県 有限会社ケンテックシステムズ 6030002076435 当社開発登高器の海外展開のための英語版販促資料の制作

埼玉県 株式会社マルケイ 2030001058181 来店者もネット利用者も満足するショッピングサイト制作

埼玉県 ｔｗｅｌｖｅ － 売上アップを促進する陳列・収納ラックの導入

埼玉県 株式會社アモル 8030001117948 経営の軸として「サンドイッチの宅配」事業を展開

埼玉県 合同会社ＭＲＣ 4030003013554 地域の飲食店やホテルと連携したコインランドリーの広告宣伝事業

埼玉県 株式会社ケノンソフト 8030001126197 自律飛行による空中撮影とホームページによる販路開拓

埼玉県 株式会社ＮＩＫＯ 7030001128021 訪問看護サービス事業の広報強化と資質向上による顧客開拓事業

埼玉県 株式会社真南風 7030001055604 他店では絶対味わえないバナナジュース販売による新規顧客開拓

埼玉県 ＮＯＨＡＧＩ＆Ｃｏｍｐａｎｙ － オンラインショップによるリトアニア産高級「生」はちみつ販売

埼玉県 有限会社新羅ガーデン 3030002077774 創業２０年　Ａ５ランク黒毛和牛焼肉店の看板リニューアル工事

埼玉県 Ｍｅｔｔｉ，ｕｎａ　ｓｅｒａ　ａ　ｃｅｎａ － 店舗イメージアップとくつろぎの空間創りの為の設備導入

埼玉県 株式会社ちゃぶだい 6030001127866 築１００年の佇まいを魅力的に改修し、更に快適な宿を提供する！

埼玉県 株式会社ブライトサロン 1030001097940 サロンの集客に向けた取組とサービス拡充のための自動ベッド導入

埼玉県 カサノバエンタープライズ株式会社 2030001105215 空間３Ｄスキャンサービス「ＰａｎｏＷｅａｖｅ：パノウィーブ」の開拓ツールの製作

埼玉県 細村久枝社会保険労務士事務所 － 働き方改革の展開による営業拡大と社会貢献

埼玉県 ＧＩＶ株式会社 2030001106171 新サービスの開発とリスティング広告による新規顧客開拓

埼玉県 合同会社ＦＰオフィスｆｅｌｉｘ 7030003002942 暮らしに生花を！枯れないフラワーアレンジメントのネット販売

埼玉県 株式会社シンコウ 9030001059999 店内環境整備および顧客満足度向上による売上拡大

埼玉県 無苦庵 － 新コース１日５分で大変化！自己調整法コースの販売ツールの作成

埼玉県 有限会社壽庵 1030002073296 外国語も表示できるスマートフォン対応のＨＰへのリニューアル

埼玉県 株式会社三方社 7030001124235 富裕層に向けた一泊二日の川越体験ツアー開発および販路開拓

埼玉県 株式会社Ｖｉｔａ 9030001129942 ○新規顧客開拓のためのマーケティング

埼玉県 山取大希税理士事務所 － 新たな財務コンサルティングサービス提供による顧問料収入の拡大

埼玉県 ハッピーママガーデン薬膳 － 自社動画チャンネルとＩＴを活用した広報戦略

埼玉県 地酒と旨い肴べんがら － ショーケース導入による、食の安全性の向上とメニューの多様化

埼玉県 有限会社アプリ 8030002077935 業務の効率化を目的とした賃貸管理システムの導入

埼玉県 うどん　土麦 － 店内環境整備による入店率向上及び売り上げ増加

埼玉県 Ｃａｆｅ　ｌｇ － 街の中での小さな森づくり事業

埼玉県 コンディショニングジム　ブルーフィット － 運動利用スペース拡大等による顧客満足度向上と顧客層拡大

埼玉県 新田工業株式会社 8030001056196 高性能プリンター新設による生産性・顧客満足度向上と新顧客獲得

埼玉県 小さなゲストハウス＆カフェ　ここ和 － ゲストと街が出会う場所。街に浸透するゲストハウス。

埼玉県 ｔｏｔａｌ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　Ｋａｎｏｎ － 施術時の冷え対策と他サロンとの差別化を図るメニューの策定

埼玉県 ＩＰＬＣ株式会社 8012701011556 天然ハーブの力で優しく包み込む爽快スッキリｅｙｅマスクの販路拡大

埼玉県
株式会社バイオラボトットインターナショ
ナル

9030001123929 米国市場向け商品開発のための中国技術調査及び米国販路開拓
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埼玉県 有限会社サポート企画 2030002111947 シニアサロン「支え愛サロン」と出張理容「サポートカット」展開

埼玉県 いつでも先生応援団 － 教員を支える新規事業の販路開拓

埼玉県 プラネット株式会社 1013301030408 店舗リノベーション受注増加計画

埼玉県 株式会社ルミナス 8030001100029 かわいいスタイルの提供と問題行動を改善させる施術方法の発信

埼玉県 株式会社セキグチ 3030001079508 タイヤお預かり戦略で新規顧客獲得と生涯顧客価値の追求

埼玉県 花塚洋裁店 － 訪問型オーダーメイド洋服製作サービスの展開

埼玉県 株式会社ｓｏｋｏ 6030001014313 生徒管理・授業のＩＴ化による販路拡大

埼玉県 株式会社ナカダ商会 3030001081868 登山愛好家などに専用シューケア用品を販売するＥＣサイトの展開

埼玉県 くまがい社会保険労務士事務所 － 医療機関等の悩み解決！セミナーによる新規顧客開拓事業

埼玉県 有限会社ミサオネットワーク 3030002112317 世界初！ＩＯＴソーラーチャージャーコントローラーの販売拡大

埼玉県 合同会社Ｓｔａｒｔ　Ｌｉｎｅ 6030003011275 ＡＩを利用した痛みの箇所の特定検査器具の導入

埼玉県 マストミ電子株式会社 6030001077228 複雑な手加工が必要な太径のワイヤーハーネス加工の実現

埼玉県 ビリーブカラーオフィス － ＨＰ更新・ＳＥＯ対策及びＷＥＢ媒体を利用した販路開拓

埼玉県 ｔｏｇｏ － 「高クオリティな映像」を「低価格」で実現する映像制作サービス

埼玉県 稲毛田明税理士事務所 － 事業承継コンサルティング業のクライアント開拓・宣伝

埼玉県 Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｎｏｏｄｌｅｓ　８８ － 埼玉スタジアム２００２帰りの方たちにＰＲして集客する

埼玉県 シャンティデイズ株式会社 7030001131248
親子向けオンラインサロン「ＯＹＡＫＯ　ＣＨＡＮＮＥＬ」の開設案内及び販路拡
大

埼玉県 有限会社タツミ 6030002112479 “Ｔａｔｓｕｍｉ”オリジナルブランド商品の開発販売

埼玉県 イートライ株式会社 9030001124150 飲食業界専門、障がい者雇用アドバイザー

埼玉県 水沢商店 － ＰＲの強化及び顧客満足度の向上による「小さくて強い店」の実現

埼玉県 株式会社ドッグヴィジョン 8030001100482 パピーパーティイベントと犬の出張トレーナーサービスで新規顧客獲得

埼玉県 株式会社こまむぐ 8030001114284 多言語型越境ＥＣサイトの構築と運用による海外販路の開拓

埼玉県 Ａｒｔｅｓｉａ　ｂｙ　ａｎｙｈｏｗ － 動画で新商品・サービスを告知し、接客を効率化

埼玉県 川口レンタリース合同会社 8030003013212 シェアリングビジネス展開のための広告及びコンサルに関する事業

埼玉県 エニーシステム株式会社 6030001102423 新製品ＭｕｌｔｉＫＩＳ－Ｐｕｌｓｅｈｅａｒｔの販路開拓・販促

埼玉県 ＬＵＣＫＹ　ＬＩＧＨＴＺ　Ｘ合同会社 9030003010324 魚介類小売販売店併設開業と集客について

埼玉県 かしや － 個人のお客様の認知度を上げるための自社サイト作成

埼玉県 ライフ＆ネクスト株式会社 4030001119188 防災備蓄品・防犯用品・交通安全啓発品・消防用機材の販路開拓

埼玉県 美癒エステサロン － 簡易スタジオ導入による写真のクオリティ及び信用力の強化。

埼玉県 墨花舎 － 広報ツールの作成による企業向け　「企業理念筆耕サービス」　の展開

埼玉県 株式会社Ｋ－ｓｔｅｐ 9030001123350 施工単価アップに向けたツールの作成による高単価取引先の開拓

埼玉県 Ｎａｎａｆｕｌｌ株式会社 8030001122378 「子育てと仕事の両立を応援する『安心・おまかせ』認可外保育事業の展開」

埼玉県 株式会社アドバンスコーポレーション 1030001081127 ダイレクトメール・地域情報紙掲載による来店促進事業

埼玉県 株式会社番匠 2030001124314 内装デザインとオーダー家具の新たな「デザイン可視化サービス」

埼玉県 えだ － チラシ作成による貸切宴会のＰＲと看板改良による通行人へのＰＲ

埼玉県 かみかわ接骨院 － 最先端施術とセルフ健康講座をお知らせするチラシ発送と看板設置
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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 スマイルてえぶる － 藤沼国際大学（コミュニティの場）の受講生の集客

埼玉県 株式会社アクアペット 5030001082261 アクアペット川口店

埼玉県 個別指導のｎｏｒｅ － ２０２０年教育改革の重要課題対応新サービスとＨＰ作成での周知

埼玉県 クレイズボルダリングジム － 二号店での女性顧客取り込みに伴う設備整備と販路開拓

埼玉県 株式会社ＢＯＳＳＣＯＭＪＡＰＡＮ 3011801018086 町中に眠る伐採ゴミを資源に！伐採ゴミを薪にするための更なる生産性向上

埼玉県 ｍｏｎｂｅｂｅ　育児教室 － ＨＰ作成による新規顧客の獲得と幼児教育を広める為の仕組みの確立

埼玉県 小西　隆博 － 高画質１億画素カメラによる家族の「思い出」写真撮影事業

埼玉県 ドッグサロン　Ｃｈａｎｔｉｌｌｅ － 認知度向上のための看板設置及びチラシの配布

埼玉県 株式会社箱田製作所 1030001085136 新規ホームページ作成による自社開発商品等の販売力強化

埼玉県 株式会社鈴木呉服店 9030001084898 顧客データの検索、早期閲覧、取引履歴の管理

埼玉県 ａｉｒｙ　ｆａｉｒｙ － アトリエ　ａｎｄ（＆）新設における事業

埼玉県 ハク建築設計事務所 － “断熱リフォーム事業”のウェブによるＰＲ

埼玉県 株式会社ケイエスサービス 5030001015213 高齢者に負担のない施術環境づくりと、生涯自足歩行のサポート

埼玉県 和菓子処　かんだ和彩 － 和のかき氷の商品開発による新規顧客の開拓

埼玉県 小島製菓 － 注文販売の促進とおいしさ維持のための設備更改

埼玉県 株式会社アップルホーム 6030001113370 空き家対策プロジェクト　空き家ハンター

埼玉県 梅澤剣道具株式会社 2030001088261 竹屋流剣道具師からの剣道文化・魅力向上のための発信事業

埼玉県 株式会社さくら 2030001109224 内装業務・定期清掃、広告チラシで客数・売上・利益ＵＰ！

埼玉県 折原製作所 － 新規ＨＰの作成で当社の技術力を広め、新規の顧客を獲得する。

埼玉県 株式会社うぇぶ屋（よりみち屋） 7030001088785 看板の設置で情報発信・うどん打ち体験事業の拡大

埼玉県 有限会社ＷＩＬＤ　ＣＡＴ 4030002115467 ホームページ・ウェブショップ改修による顧客の囲い込み

埼玉県 花音 － アトリエ移転に伴う事業周知とオープニングイベント集客施策

埼玉県 有限会社利忠 8030002114457 高齢者や女性など顧客ごとの好みに合わせた新弁当の開発

埼玉県 ペルレ － ストレス社会を必死に生きている女性たちの癒しの場作り

埼玉県 Ｅｒｃｏｌｅ － 高級路線を強めるためのブランド戦略

埼玉県 株式会社ＧＣｐｒｏｊｅｃｔ 9030001131394 最新鋭機材のある室内ゴルフ場とカフェの併設による地域活性化

埼玉県 亀崎総合特許商標事務所 － ホームページ集客、リーフレットの活用

埼玉県 イーリスペットクリニック － ペットの救命率を上げるために必要なＩＣＵ（酸素治療器）装置の導入

埼玉県 シオン理容室 － デジタルパーマ機の購入と店内リフォームで新メニューの売り出し

埼玉県 株式会社デラ・クルーズ 8030001011250 展示会出展によるグローバル化サポート事業の販路開拓

埼玉県 有限会社横内酒店 3030002014298 顧客管理システム、試飲スペース拡充による提案商品拡充事業

埼玉県 植野正子税理士事務所 －
高額所得者の外国人向けの確定申告サービス、ホームページにて新規顧客
増の実現

埼玉県 市川久行政書士事務所 － 行政書士業務の販路拡大と業務の効率化

埼玉県 株式会社ＮＳＴ 3030001113472 販売チャネルを動物病院に限定したペットの栄養療法食促進事業

埼玉県 有限会社ヤマダ 5030002013868 地域のシンボル「さくら草」を用いた地場名品の開発と販路拡大

埼玉県 株式会社こばやし農園 7030001121067 「見沼野菜」のネーミングで新規顧客の獲得と売上増の実現
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埼玉県 茶　岡野園 － 現代版「埼玉名産品」狭山茶のギフト開発と集客ＵＰ強化

埼玉県 株式会社Ｗｉ 7030001116934 顧客のニーズに寄り添った施術を提供するための広告事業

埼玉県 コンティニュープラス － データサイエンス講座（通称：Ｒ［アール］道場）の集客増加

埼玉県 ギネマム株式会社 9030001110530 レディケアの製品、パッケージデザイン改良と国内展示会出展

埼玉県 株式会社アクアデザイン 8030001000278 周波数技術の訴求力向上による販路拡大

埼玉県 じおん　島田　明美（しまだ　あきよ） － 採用や離職にお悩みの企業のための人材育成事業

埼玉県 株式会社ＯＮＺＯ 6020001127074 ヘッドフォン月額定額レンタルサービスＰＲ事業

埼玉県 株式会社マークリーン 7030001100038 現役プロスノーボーダーが創るウェアの国内外展示会の開催

埼玉県 エステティックサロン　Ｓｔｅｌｌａ － 悩みを解決！輝く女性のイキイキとした生活を応援します！

埼玉県 旨安 －
ネットショップの成長スピードの加速のためのプロによるＷＥＢ広告運用の拡
大

埼玉県 株式会社一色 6030001012424 コラーゲンのホルモン商品で新しい女性層への販路開拓事業

埼玉県 マデリーフ＆カニールス － 南アフリカハンディクラフト販路拡大

埼玉県 Ｃａｋｋｏ － 結婚する子へ親が送るメモリアルブックの作成・販売

埼玉県 株式会社ボイスクリエーションシュクル 3030001098020 オンライン講座の受講生専用サイトの試作とＰＲページの制作

埼玉県 株式会社レ・スリジェ 3030001097501 リピート客獲得のための新メニュー開発と料理提供時間の短縮

埼玉県 前島社会保険労務士事務所 － ＰＲ動画活用によるＨＰから新規顧客開拓

埼玉県 元気移人研究所 － 地方創生支援事業に係るウェブサイト制作による新規販路開拓

埼玉県 株式会社井上基工 5030001019924 工事売上直接受注及び新規採用のためのホームページ制作

埼玉県 ピュアスター株式会社 2030001117978 新規事業　ランドセル型ボディバックの開発・販売による販路開拓

埼玉県 パパクッチーナ － 冷製パスタの販路開拓

埼玉県 エミュ － 解析受注拡大のため熱流体解析ソフト購入と解析体制構築

埼玉県 エイチティトレーディング － 電話を使うよりも簡単なネット通販サービス＆企業向けＩＯＴ革命

埼玉県 株式会社タッチアップ 9030001118144 特許取得商品を使った市場開拓

埼玉県 渡辺税務会計・ＫＷＡＴ － 会計ソフトの無償提供による顧問契約の締結。

埼玉県 ＣｉｔｙＦＭ　さいたま株式会社 6030001011517 地域放送局の特色を生かした広報活動とアナウンス効率改善

埼玉県 株式会社クラウンクラウン 2030001034166 おうちのこうじドットコム提携業者の募集、部材の販路開拓

埼玉県 有限会社コンフォート 6030002019600 賃貸マンションリフォームによる入居希望者増加と顧客満足度向上

埼玉県 株式会社ライフデザインクリエイト 1030001017007 認知症予防タブレット講座　シニア向けの新規事業で販路拡大

埼玉県 株式会社大和 5010401082854 蒸気サイレンサー（水蒸気対応型産業用消音器）の製品開発

埼玉県 ディライトホーム株式会社 4030001019850 ホームページ一新事業

埼玉県 合同会社ＢＢＢアンドカンパニー 9030003011999 Ｗｅｂサービスである「ｅｒｉｚｏ」の拡販のための新規開拓事業

埼玉県 杉山　春香 － 口腔機能から考える乳幼児の健康指導サービスの新規顧客の獲得

埼玉県 有限会社星名建設 8030002018864 埼玉エリア認知度向上ホームページ広告を活用した販路拡大事業

埼玉県 株式会社グローバルジャパン 5030001008142 自社企画オリジナル商品の知名度アップとＩＴ活用による販売促進

埼玉県 テラメディア株式会社 3030001111955 講師養成講座「ライブ講師実践会」の拡充による経営の安定化

埼玉県 三方堂 － さいたま市における出張買取を行う新規顧客の開拓
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埼玉県 おがわ行政書士事務所 － おひとりさま高齢者に特化した遺言書・終活講座

埼玉県 株式会社リンクス・ホリ 1030001033672 キャラクターの創出と和菓子の新商品開発による新ブランドの浸透

埼玉県 ｎｕａｇｅ － ５周年記念新メニューによる客数と客単価増加計画

埼玉県 未来企画 － 早く楽しく英語に慣れ親しむ！多読スペース開設による販路開拓

埼玉県 嵯峨　京雀 － 京料理店らしさを表現した新規顧客獲得のための店舗ＰＲ

埼玉県 大上　洋治郎 － 空き家再生による新形態の住居サービスの開発と販路拡大

埼玉県 合同会社コトブク 2030003011510 一歩踏み込んだ電力コスト低減と再生可能エネルギー導入支援事業

埼玉県 ＡＬＬＥＹ　ＣＯＦＦＥＥ － 事業のホームヘージ作成と珈琲豆のＥＣ販路開拓

埼玉県 らくまるシステム － 業務効率化システム受注拡大のためのホームページ制作等

埼玉県 ウチヤマ建設株式会社 8030001000996 住宅・ビルリニューアル事業のＰＲ・販路開拓

埼玉県 アキ鍼灸院 － 整骨院業務開始のための院ＰＲ事業

埼玉県 リンクサーキット株式会社 4030001011725 先端医療ＩＯＴ機器開発市場への販路開拓事業

埼玉県 有限会社ゲートサイド 2030002004531 自社Ｗｅｂサイト強化によるブランド力向上・新機器顧客獲得

埼玉県 株式会社ＴＥＡＭＯ 5030001116408 「＃オトナになってもサッカーしようぜ」　プロモーション事業

埼玉県 有限会社えすいーえ 5030002001278 アダプティブダイバーコースを新設し新規顧客開拓による販路拡大

埼玉県 番匠行政書士事務所 － 遺言相続業務の顧客拡大と中小企業経営支援業務の新規顧客獲得

埼玉県 ただのやまもと － ウェブサイトを活用しファンを育て３年後に売上５００万円を実現

埼玉県 株式会社銀虎 8030001017181 新製品「盆彩畳」の訪日外国人を主とした販路拡大事業

埼玉県 結 － 既存客復帰と新規客開拓を目指す、「結」のリニューアル発信事業

埼玉県 株式会社Ｙ－ＷＡＶＥ 8030001023386 Ｇｏｏｇｌｅリスティング広告出稿ならびにランディングページの制作

埼玉県 合同会社フィノン 6030003009674 バンブーストロー単品、バンブーストローケースセットの販路開拓

埼玉県 一級建築士事務所おりおん舎 － 「おりおんの建築学校」のモニター開校と広告宣伝の充実

埼玉県 株式会社イノベーター 4013301039173 ①一般貨物業許可による直接受注とレジャーサポート事業

埼玉県 株式会社ＳＡＬ 2030001130436 クロスフィット大宮のホームページ制作とそれに伴う広告運用費

埼玉県 Ｒａｗ　Ｂｌｉｓｓ － 特許出願中新商品、夏に溶けないローチョコレートの販路開拓計画

埼玉県 株式会社Ｂｅｓｔ　Ａｎｓｗｅｒ 8030001039721 ホームページで正規代理店の安心感を提供し新規顧客獲得を目指す

埼玉県 経絡リンパトリートメントサロンぴゅありー － 隠れ家エステサロンの認知度向上と新規顧客の開拓

埼玉県 バウハウス株式会社 1030001118102 新サービス売り出し大作戦と販路拡大のための事務所移転

埼玉県 スロービューティースタイル － レッスン動画コンテンツの作成と顧客・営業管理体制の強化

埼玉県 株式会社アイピーオー 4030001009653 ソフトスチーム加工野菜の販促活動とホームページの刷新

埼玉県 株式会社三春工務店 2030001018227 住まいの様々な問題を解決する相談ルームの告知と販路開拓

埼玉県 合同会社べステンダンク 4030003012408 ファンがアーティストに直接支援できるサービスｕｎｉｔｉｖｅ

埼玉県 株式会社イイリイ 8030001015532 「こだわり信託．ｃｏｍ（仮）」あなたのこだわりを誰かに託すＳＮＳ

埼玉県 株式会社エフーイーシー 2030001001315 地盤改良の新工法導入による事業革新・新規顧客獲得

埼玉県 ＡＮＩＹＡ － カバー付きハンカチホルダーの開発・販路開拓／手拭具の販路開拓

埼玉県
株式会社スプリングス（はんこ広場浦和
店）

8030001017446 名刺販売強化による新規顧客獲得と固定化での長期的売上向上
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埼玉県 株式会社ｄｅ－ｓｉｇｎ 4030001014744 オリジナルシャンプー・トリートメントの市場展開と販売促進

埼玉県 エステサロン凛 － スクールの販路拡大で、凛と業界のエステティシャン不足解消へ！

埼玉県 ＲＯＵＮＧＥ － 小規模事業所向けメンタルヘルス・ウェルネス事業

埼玉県 さくらの町整骨院 － 元気・健康・笑顔の酸素カプセルＰＲ

埼玉県 株式会社大久保不動産 9030002000400 「空家管理」及び「売買仲介」による地域活性化事業

埼玉県 有限会社町田米穀店 7030002012843 「分づき米」による健康促進の啓蒙による売上増加と新規顧客獲得

埼玉県 有限会社大美 5030002003118 看板設置・チラシ配布によるホール併設の音楽教室の認知度アップ

埼玉県 株式会社アイディール 7030001016226 通信販売販の路拡大及び海外販路開拓

埼玉県 株式会社武蔵浦和会館 2030001008236 暮らしに寄り添う、葬儀社はるかの　『御用聞き』

埼玉県 株式会社ＨＰ　エイチピ 2030001011132 新商品リアルエアーＷｉｇの医療Ｗｉｇとしての販路拡大補助事業

埼玉県 有限会社千茶古 9030002121485 「秩父銘仙」による店内装飾とフリースペースを活用した集客策

埼玉県 菓子工房橋本 － 商品デザインの革新による新商品開発と新規顧客開拓の強化

埼玉県 まんてん － 顧客ニーズに応えるおからを活用した商品の開発と販路拡大

埼玉県 株式会社中村 8030001090889 海外市場の開拓のための販路開拓と生産プロセス革新

埼玉県 有限会社タイヘイ建宅 1030002122648
訪問マッサージのエリア拡大に向けた販売促進とサービスの生産性向上事
業

埼玉県 和心伝酔　ＤＡ’ｄＡ － 串刺作業の効率化とインターネット販売による売上拡大

埼玉県 プラスアキ － ギフトショップの確立とインテリアコーディネートで差別化を図る。

埼玉県 有限会社島田醤油店 6030002122346 小容量ニーズへの対応力強化と商品・売場の充実

埼玉県 アートステージ株式会社 5030001091535 コンセプトに基づいた新たなサービスの提供

埼玉県 ｍａｌｍｅ．ｄｅｓｉｇｎ － 新商品開発と顧客ニーズへの対応力強化による売上拡大事業

埼玉県 ちちぶエフエム株式会社 7030001126743 地域密着型コミュニティ放送局「ちちぶエフエム」の放送周知

埼玉県 ＡＫホーム株式会社 5030001100634 相続前後の不動産相談から新規顧客獲得を目指す

埼玉県 和銅バーベキューセンター － 遊休資産活用による新規需要の獲得＆地域課題の解消

埼玉県 有限会社サイシン広告 8030002121395 隣近所の繋がりを強くするため自治会に特化した回覧板の販売事業

埼玉県 Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｎｏ － 新事業展開等に伴う販売促進強化とＩＴ活用による業務効率化

埼玉県 旅館　比与志 － 秩父地域にない人工温泉の導入と情報発信強化による売上拡大

埼玉県 富田製畳所 － “４代目”の新たな顧客づくり

埼玉県 有限会社パソコンハウスイソダ 4030002121671 小学生を対象としたプログラミング教室開設による販路開拓事業

埼玉県 株式会社丸山工務店 7030001090948 住まいのトータルコーディネーターとして確立するための販売促進

埼玉県 花Ｒｅｎ － 祭壇用カタログによる取引の拡大と花教室の強化による売上拡大

埼玉県 わかば綜合不動産事務所 － 不動産総合プランニング事業の販路開拓に伴う看板設置事業

埼玉県 有限会社エーエスティ 2030002065953 新店舗の売上拡大に向けた販売促進強化

埼玉県 株式会社Ｔｗｏ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｔｒｅｅｓ 9030001121528
ジェラートのセット販売による販路拡大事業　ジェラートのセット販売による来
店増加に向けた取り組み

埼玉県 きすけ食堂 － ２５００万人のお客様へのお弁当の売り方改革

埼玉県 秩父やまなみチーズ工房 － 地域資源を活用した新商品開発と地域外に向けた販売促進強化

埼玉県 焼肉ホルモン一番館 － 観光客をターゲットとした販売促進戦略の展開
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埼玉県 株式会社ＦＰ資産設計事務所 6030001106936 相続・空き家・リフォーム・移住相談のワンストップ相談の展開

埼玉県 たい焼　ねぎし － 顧客ニーズに対応した生産販売拡大と新規顧客獲得に向けた取組み

埼玉県 株式会社ムジン 7030001091624 家族連れや観光客の来店促進に向けたプロモーション戦略の展開

埼玉県 児玉塗装 － １００％下請けから脱却！インターネットを活用したＰＲ強化

埼玉県 こいずみ － 地域外に向けたＰＲ強化と量産化による受注の獲得

埼玉県 中華料理　泰山北斗 － 平日の需要変動の解消と宴会需要を取り込むための販路開拓事業

埼玉県 甲子 － 店頭看板の設置による店舗のＰＲ強化と防犯に貢献する。

埼玉県 新井ぶどう園 － 当店の高品質な果実を使ったピューレの生産拡大及び販路開拓事業

埼玉県 有限会社飯野商店 5030002121175 リフォーム事業拡大のための販路開拓とお客様に便利な店づくり

埼玉県 株式会社ニチエイ 2030001091843 グルテンフリー食品の生産設備増強による売上拡大事業

埼玉県 メンズヘアーサロン髪水 － お客様ニーズに対応したリラクゼーションサービスの提供

埼玉県 株式会社ワン・ユー 2030001091604 人材不足・人件費高騰で悩む飲食店をクラウドで解決する新事業

埼玉県 株式会社エレガントデザイン 4030001088219 自動車後部座席のおもてなし空間演出事業

埼玉県 食彩屋やしろ － ヘルシーな和食を身近に感じてもらい、カクテルも愉しめる事業

埼玉県 株式会社ワークス 6030001126430 新事業展開並びに展示点数を増やすための増改築事業

埼玉県 新島苑 － 高齢者層取り込み計画～高齢者が通う地元の焼肉屋をめざす～

埼玉県 そば処　多け屋 － 高齢者が来たくなる店を目指す事業展開

埼玉県 有限会社早﨑ルーフ工業 7030002118954 店舗集客力ＵＰ事業～店先少額リノベーション＆集客プロデュース～

埼玉県 ＣＡＬＩＣＯＨＡＩＲ　ＷＯＲＫＳ － リラックス空間事業～妊婦、子育て世代の女性に癒しの場を提供～

埼玉県 有限会社ティータック 9030002117987 アロマキャンドル事業～アロマキャンドルの教室と販売に取組む～

埼玉県 株式会社ＡＸＥＬ 4030001107358 自動車センサー補正事業　～車輌センサーの焦点ズレを直す～

埼玉県 株式会社Ｔ＆Ｍ 2030001130650 採用サイトを作成し人材確保＆売上作りの新たな部門（美容）の立ち上げ

埼玉県 三共印刷株式会社 2030001088600 新たなホームページ作成による営業方法の改革

埼玉県 後藤足袋有限会社 1030002117763 ストレッチ足袋の開発　～靴下のように簡単に履ける足袋の開発～

埼玉県 有限会社瀬山農具製作所 6030002117908 レンタル農機具をスマホでググって顧客拡大事業

埼玉県 松坂屋建材株式会社 4030001087096
情報ツールからの新規顧客の掘り起こしと一目で引き込まれる事業ＰＲチラ
シの作成

埼玉県 オオノガス株式会社 7030001088950 ＳＤＧｓに基づく誰もが安心して住み続けられるエネルギー供給！！

埼玉県 ほっかほか弁当いなか屋 － 大口注文の受注強化及び新規来店客数の増加による売上アップ

埼玉県 ＦＡＭＩＬＹ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　いしばし － 美容室に通う男性のお顔そりとスキンケアコースによる販路開拓

埼玉県 餃子の店　久 － 贈答用と買い溜め需要に応じた冷凍餃子の販路開拓と生産性向上

埼玉県 サイベイ・キッチンまごころ家 － 最寄りで働く女性と高齢者向けの６００円宅配弁当による販路拡大

埼玉県 魚串鮮魚ご飯　みぶろ － 夜の女子会プランの強化による売上高アップ

埼玉県 二葉 － ＳＮＳとホームページで情報発信と出張・ネット販売で販路拡大

埼玉県 有限会社シーピーエス 2030002081703 創業者を増やす×地域コミュニティ＝１Ｄａｙカフェの開設

埼玉県 栗田冷熱有限会社 6030002080585 作業安全とオペレーションの効率を図るためのサポート機械の導入

埼玉県 福島接骨院 － 女性が利用しやすいユニバーサルデザイン化への店舗改装
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埼玉県 関根桐材店 － 老舗桐屋と畳縁メーカーとのコラボによる桐サンダルの販路開拓

埼玉県 ライブネット株式会社 6030001126133 新たな自動車販売店向け広告市場の販路推進

埼玉県 株式会社ランタ 8070001033019 動画マニュアルを一貫制作し時短と満足度ＵＰによる販路拡大戦略

埼玉県 ＦＰ　Ｆｏｒｔｕｎｅ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ － ファイナンシャル・プランナーによる住宅資産活用セミナーの実施

埼玉県 ＶＥＲＩＴＥ’　ＢＥＡＵＴＥ － 拡張移転に伴うサービス拡充と販売促進活動

埼玉県 深谷観光バス株式会社 7030001086558 スクールバス運行開始を契機とした知名度向上と路線バス事業への参入

埼玉県 株式会社サンライズノート 8220001022484 自動カラー印字分包機を用いて、在宅、介護施設患者を獲得する。

埼玉県 合同会社Ｐｉｎｅ　ｔｒｅｅ 3030003011939 放課後デイサービスが学校へいけない児童への支援

埼玉県
ナチュラル・ボディ・デザイン・スタジオ・
プーナナ

－ スタジオ・プーナナ「令和」リニューアルプロジェクト

埼玉県 はっぴーオークション － 遺品整理・片付け依頼受注増による売り上げアップ

埼玉県 合資会社浜岡屋商店 2030003004704 深谷駅見たら買いたくなる新土産　栄一好みの駅舎最中の製造販売

埼玉県 有限会社松葉屋製菓 8030002117245 インバウンド対応に向けた商品リニューアルと販売促進活動

埼玉県 山一造園株式会社 4030001089101 海外向けホームページ作成等による海外向け受注体制の構築

埼玉県 脱毛サロン　ｍｉｎｋｏ － 超貴重な日本蜜蜂の蜜蝋を使った化粧品販路開拓のＰＲ

埼玉県 Ｒｏｏｔ．ｓ － 美容室におけるセルフホワイトニングを使った新たな販路の開拓

埼玉県 クリーニングショップ　あさくら － 大切な思い出商品リペア事業による販路開拓

埼玉県 シーイーエス － 正確にわかりやすい「３ＤＣＡＤ図」による情報提供及び販路拡大

埼玉県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｇｙｍ　１ｓｔ － 自宅でマンツーマン！本格加圧トレーニング！

埼玉県 東京ホイル株式会社 5030001025369 ホームページを利用して、熱転写箔の新規顧客を開拓する。

埼玉県 今整堂気功整体院 － 要介護や要支援にならないための根本施術・心整体気功で未病対策

埼玉県 マリートレーディング － 『新商品開発及び宣伝広告活動強化による販路開拓』

埼玉県 合同会社ＯＮＥＳＴＥ 4030003012795 大型展示イベント出展で自社ＰＲから販売促進計画

埼玉県 株式会社八潮 2030001030355 コンシエルジュの居る接骨院に、健康寿命を延ばす機能を持たせる

埼玉県 株式会社ヤナ・コーポレーション 2030001028052 看板設置等の情報発信を強化し、売上増加と賑わいの創出を狙う

埼玉県 ワンだ風呂 － 『ペットのお風呂屋さん』ならではの健康トリミングサービス

埼玉県 つなかわ税理士・社労士事務所 － 「社員に伝えたい！！社長のメッセージブックづくり」事業

埼玉県 有限会社増田園 9030002031197 歴史が伝わる新ブランドロゴ看板と、新商品試飲スペースの設置

埼玉県 株式会社アイナロハ 8030001063382 子どもウケ・ＳＮＳ映えメニュー提供で売上強化

埼玉県 合同会社所沢ミートセンター 6030003012521 所沢牛普及商品のパッケージ開発と販売支援・決済システムの構築

埼玉県 有限会社セキ畳店 1030002029918 遠くの親戚より近くの畳屋による終活サービスの提供

埼玉県 カナメカ株式会社 7030001110771 新規顧客へのアプローチ改善による顧客定着率の強化事業

埼玉県 有限会社デジタルプランニング 3030002032928 家族で楽しむロボットプログラミング～ロボホンと遊ぼう～

埼玉県 株式会社ユー企画印刷 2030001025248 新ｗｅｂサイトを活用した営業強化

埼玉県 トリミングサロンＳｋｉｐｐｙ － 『猫のトリミングで新規客獲得とネット予約で顧客負担の軽減』

埼玉県 株式会社多田塗装 1030001096315 自社開発工具の新規販売ルート開拓と自社ブランド力の向上

埼玉県 有限会社河野製作所 3030002028868 １００分の５ｍｍの微細加工が施された金型製品の販路開拓
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埼玉県 株式会社Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 2013101007159 高齢者の方もリラックスして通える・家族で通う来院が増えるお店づくり強化

埼玉県 株式会社ユウキ 4030001029684 法人向け床清掃サービスの販路拡大のための新型洗浄機導入事業

埼玉県 ＣＨＯＰＰＥＲＳ － ピクニックテラスでお子様連れやペット同伴での食事環境を提供！

埼玉県 スターダスト株式会社 2012401035134 小さな梱包屋が安全安心対策を強化してＰＲ！販路拡大を実現

埼玉県 合同会社ＲＰＧ 8030003011918 地域密着型スモールモールの外観整備と多角的広報

埼玉県 ソラローブ － 事業承継後継者向けサービス開発ならびに販路拡大事業

埼玉県 合同会社ユニットワン 4030003012564 木造技術を活かしたデザインパッケージの確立と広報・展示会出展

埼玉県 四国屋 － 店内環境の改善とキャッシュレス決済による生産性向上・拡販事業

埼玉県 リグルジャパン － リグルジャパンの認知度向上による社会貢献ブランド事業の拡販

埼玉県 やぶ砂 － イベント出店による新メニューの開発・提供で販路拡大

埼玉県 西尾設備株式会社 8030001106554
独自工法による低騒音夜間工事ＰＲに向けたｗｅｂページ開設による販路拡
大

埼玉県 進栄精機有限会社 7030002025952 職場環境の整備と効率化の追求による受注拡大事業

埼玉県 吉本キャビネット株式会社 3030001021254 自作スピーカーの強みを追求し他社との差別化を図る仕組みづくり

埼玉県 マンマチャオ － 「店舗リノベ＋最強チラシ＋ＩＴ広告」による顧客の固定化強化策

埼玉県 株式会社ささき商事 2030001075128 麻雀教室の運営による啓蒙活動と最高峰家庭用全自動麻雀卓の宣伝

埼玉県 有限会社八百市商店 2030002026393 八百屋さんの底力を発揮した提案力向上事業

埼玉県 顧鍼灸指圧マッサージ治療院 － 鍼灸指圧治療が未経験の方でも、利用しやすい治療院への変革事業

埼玉県 株式会社フレル 5030001126415 地域資源を活用した新商品開発とブランド力向上事業

埼玉県 ワイピーエス － 住宅と家族をつなぐ写真サービス事業による販路拡大

埼玉県 日本ＩＳＯ診断協会 － ＩＳＯの考え方を基にした経営力強化ためのツール開発と販路開拓

埼玉県 有限会社サロン・ド・ジュン 2030002025949 「若さが輝く　トータルビューティーパッケージ」の推新による売上げ拡大

埼玉県 株式会社ニィニ 3030001021155 自社ブランドのコンセプト作りによる認知度向上を目指す拡販事業

埼玉県 蕨双子織夢工房 － 地域資源を活用した双子織掛け軸認知度向上のための展示会開催

埼玉県 株式会社メディアプライムスタイル 1030001104416 ＷＥＢＳＵＫＥ（ウエブスケ）－あなたのｗｅｂページ守ります－

埼玉県 プラシャルルー － 異業種参加イベントやネット販売による発信力強化と集客力アップ

埼玉県 － 商圏拡大・販売力強化によるステップアップ事業

埼玉県 合同会社２５ＦＡＲＭ 7030003007669 豆富どーなつを活用した創業応援事業

埼玉県 渡辺技術士事務所 － ホームページ導入による技術士の認知度向上・新規顧客開拓事業

埼玉県 合同会社ラ・シタデール 9030003001182 謎解きＬＩＮＥｂｏｔの汎用化によるＢｔｏＢ販売計画

埼玉県 株式会社ＢＳＰ 1030001090482 サッカースクール事業の販路開拓

埼玉県 株式会社プログレＳメディカル 9030001110241 脂肪培養の作業効率を劇的に上げるジョイントカッターの開発

埼玉県 インタナショナルゼネラルフーズ株式会社 9030001090491 中高年のお悩み解決！男性専用インターネット通販

埼玉県 ＪＯＹ － 心に寄り添うネイルケア・関連サービス展開による新規顧客の開拓

埼玉県 スポーツショップ　モスト － 明るい店内でいつまでも自分の足で歩くを応援！足のイベント開催

埼玉県 朋音キックボクシングジム － 日常生活にキックボクシングを！地域住民への認知・払拭活動事業

埼玉県 ファミリアリゾート － オートキャンプ場の併設による新たな販路開拓の取り組み
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埼玉県 有限会社丸星クリーニング 1030002119850 ネット宅配クリーニングでは出来ない地元地域の顧客難民救済事業

埼玉県 有限会社濱 2030002119742 ＨＰリニューアルとＰＶ作成による、売上ＵＰとプランディング

埼玉県 有限会社綵珠 1030002120552 商品パッケージ刷新によるブランド確立と安全安心商品の販路拡大

埼玉県 有限会社竹むら 9030002119587 実店舗・ネット販売の相乗効果による献上飯能蕎麦の販売促進事業

埼玉県 はんのう駅前通り接骨院 － 自社独自のオリジナルブランド「からだ専科」の製品開発

埼玉県 ファセテラピータマキ － ＨＰ刷新で実現する「頑張る自分に、ちいさなご褒美」事業の提供

埼玉県 アスウェル鍼灸接骨院 － ホームページ作成及びＭＥＯ対策での販路開拓

埼玉県 有限会社フォレストカンパニー 6030002120894 自社で提供するサービスを周知徹底することにより顧客獲得する

埼玉県 プラスコーヒー・タカノ － 防腐剤・食品添加物不使用の手作りジャムの開発・販路開拓

埼玉県 大木製菓有限会社 7030002053326 観光地川越のニーズの変化に伴う新商品の開発と店舗改装

埼玉県 有限会社京屋商店 2030002053561 一世紀続く京屋商店の市内一般住宅に対する耐震改修提案事業

埼玉県 ＢＬＵＥ　ＭＯＯＮ － スタイリストに働き方改革を提案する新たなサービスの周知拡大

埼玉県 きゃりあす － ストレスの多い職場を元気にする「レジリエンス」普及セミナー事業

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

埼玉県 パティスリーアルブリエ － 新商品展開による自社ＨＰの新規制作による販売促進

埼玉県 Ｓｎｏｗｄｒｏｐ － シルバー層を若返らせるカラーワーク受講数拡大に向けた広告活動

埼玉県 Ｃｏ－Ｃｈａｔ － 当方の資格取得スクールたる側面の周知拡大

埼玉県 田中花園 － 現代の消費ニーズに合わせた、鉢花生産の見直し

埼玉県 有限会社オガワ・ランド・エイジェント 6030002057749 着けているのを忘れるような猫専用のオリジナル安全首輪の開発

埼玉県 社会保険労務士・行政書士　今井事務所 － スーパー・銀行客に焦点をあて、トマト侍キャラを使った集客活動

埼玉県 ヒロゴルフアカデミー － ゴルフ及び野球練習器具のサイトリニューアルによる販路拡大

埼玉県 株式会社インテリア安達 6030001128088 地域での認知度向上活動

埼玉県 林接骨院 － 自由診療の内容と効果の周知により新規の患者様を集客する。

埼玉県 Ｐｏｏｃｈｅｓ　（プーチーズ） － 屋外イベント参入による直販、及びその場での商品名入れサービス

埼玉県 合同会社こち 5030003012638 フリーペーパー・ウェブ媒体を活用した新規利用者の獲得

埼玉県 ｔａｋｅ　ｍｅ　ｇａｒｄｅｎ － 自社ホームページ作成による認知拡大と新規顧客獲得

埼玉県 アクセプト株式会社 1030001028136 新製品「マンドレル」の市場リリースの為の展示会出展

埼玉県 株式会社ＣＲエンターテイメント 9030001108541 ネイルサロン内、トイレ改装工事。

埼玉県 華中国語会話教室 － 自社ホームページリニューアルによる新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社真和グループ 1012801009317 チラシの作成とポスティング再開

埼玉県 ＯＯＮＯ　ＦＡＲＭ － ブランディング戦略に向けた、ＯＯＮＯＦＡＲＭピクルス製造

埼玉県 株式会社セント 4030001063436
自社通販サイトを構築・ＰＲをし、おせち料理をはじめとする商品の販売、リ
ピーター増大、客単価向上の実現

埼玉県 居酒屋味人 － 担担麺専門店へのリニューアルオープンによる新規顧客層獲得

埼玉県 ＥｐｉＬ － ３０代～５０代女性の顧客獲得、店販比率アップの実現

埼玉県 有限会社コウワ産業 7030002044077 オリジナル商品を紹介するホームページ開設による販路開拓

埼玉県 株式会社奏草舎 7030001119111 強みのさらなる強化と広告活用による顧客の獲得
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埼玉県 銀座パリス草加店 － 店舗認知力とイメージの向上および商圏の拡大による新規顧客獲得

埼玉県 株式会社シオンズ 2030001035040 ミャンマー女性と日本人男性の国際結婚に特化した「ｈａｐｐｙ　Ｌｉｆｅ」

埼玉県 株式会社ｐｕｒａａＮａ 6030001109914
競合商品の差別化と収益性改善の新商品広告宣伝活動による新規顧客の
開拓事業

埼玉県 株式会社ビークル 2030001038712 多面的なＷＥＢ戦略による展示会への誘導および契約数の増加

埼玉県 未来創造オフィス　ＴＨＥ　ＣＯＭＰＡＳＳ － 法人向け予防医学・栄養学コンサルティングサービス販路開拓

埼玉県 ＤＡＵＣＨＯ　ＷＩＬＤ　ＫＩＴＣＨＥＮ － 顧客開拓の為のサービス掲載パンフレット制作とパッケージの改良

埼玉県 ジョイエデザイン － 海外と国内の異文化を「デザイン」で融合させるビジネス展開

埼玉県 ＵＮＤＥＲＳ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＡＧ － 新規顧客開拓のため、自身の営業と宣伝を見直し強化を図る

埼玉県 有限会社寿楽 7030002068547 「新規照明付看板の設置による宣伝効果と売上の拡大」

埼玉県 株式会社横川製作所 1030001051575 ホームページリニューアルによる売り上げ増と人材の確保

埼玉県 ｆｏｇ － ヘッドスパにより頭皮環境を整え白髪の抑制や薄毛抜け毛の改善

埼玉県 蕎麦匠　ほりた － テイクアウト・お土産品・男性向け夜メニューの開発で売上拡大

埼玉県 株式会社ネクストドア 3030001116467 新サービス向けアプリの開発と販促動画の活用による販路拡大事業

埼玉県
Ｍｉｋｉ　Ｃａｒｒｙ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｏｆｆｉｃｅ（竹内美
紀ＣＦ事務所）

－ 小規模事業者の経営改善及び新規事業の支援による販路開拓の取組

埼玉県 Ｋａｉｔｏ　ギターレッスンサロン － クオリティオブライフ向上の為のギターレッスンサロン事業

埼玉県 リラクゼーション・ホームサロンナオナ － 新たな販路開拓を目的とした地域コミュニティサイトの創設

埼玉県 株式会社ノブレス 8030001053466 新規顧客開拓のためのチラシ作成とポスティングによる配布

埼玉県 ビースリー春日部 － キッズ専用ウォールの増設で子供も大人も安心して楽しめ売上拡大

埼玉県 有限会社太田屋米菓 8030002068034 煎餅製造業から小売業へ！売り場の改装と周年イベントで販路拡大

埼玉県 有限会社明工 1030002069427 自社の技術を活かし時代のニーズに応える工場整備で受注拡大事業

埼玉県 有限会社かかや 5030002068128 料理教室の生徒数増加と店舗イメージアップを目的とした看板設置

埼玉県 バハティー － 髪の悩みをＩＴで見える化、パーソナルトレーニングで顧客囲い込み

埼玉県 靴工房　彩（さい） － 高品質の靴が生まれる「工房」を展示場に改装し直販で売上拡大

埼玉県 有限会社ユニテク 9030002069519 汚泥処理や水質向上等に悩む企業に伝われ　専門誌へ広告掲載事業

埼玉県 株式会社ＬＩＦＥクリエイト 8030001098610
新規利用者・ケアスタッフ獲得に向けたアナログ・デジタル双方での認知度向
上策

埼玉県 ＨＯＴ　ＢＯＲＮ＋　ＥＡＳＴ － 訪問サービス開始に伴うホームページの全面的リニューアル

埼玉県 福島畳店 － 新たなニーズへの薄畳の開発と販売促進

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 新商品「越谷産農産物を使ったスイーツ」の販売促進計画

埼玉県 株式会社米山メジャメント 8030001103378 当社の強みを訴求し新規顧客を獲得するホームページの開設

埼玉県 Ｐ［ｅａｉ］ｒ　Ｂｌｏｏｍ　Ｓｏ － ネイルを通して得られる喜びや幸せをたくさんの方に広める活動

埼玉県 株式会社スイッチ 1030001124975 アクリルキーホルダー割付自動化プログラム開発による価格競争力強化

埼玉県 モノライフ合同会社 7030003009748 楽天市場の新規出店とＡｍａｚｏｎ依存からの脱却

埼玉県 有限会社枝久保商店 8030002085228 ＨＰ改良によるスマホ経由客の離脱防止と新商品用ＨＰの立ち上げ

埼玉県 五十嵐　直美 － 施主の想いを実現する設計事務所のＨＰ開設及びブランディング

埼玉県 ヘアーサロンＲＩＳＥ － 「女性専用個室」の整備による新規女性客の開拓

埼玉県 株式会社ナチュラルハウス 9030001100036 売上倍増を目指す店舗改修工事
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埼玉県 エンブレイス・オリーブ － 一般消費者へのネット販売とオリーブプロジェクトによる開拓事業

埼玉県 株式会社リトル 2030001124660 介護予防運動の広報と新規利用者の開拓

埼玉県 シードット株式会社 2030001068577 インバウンド需要を見越したノベルティ製作による販路開拓事業

埼玉県 小樽らーめん豆の木株式会社 4030001068402 「小樽らーめん」のブランディングに資するＨＰ刷新及び販路開拓

埼玉県 － 店舗設備を活用した小中学生向けの職業体験イベント

埼玉県 だるまリハビリセンター － 広告・雑誌・ＳＮＳを用いた集客と勉強会開催による販路の拡大。

埼玉県 ヘアーサロン　ビーアンドビー － 理容業でのプリントネイル事業導入による販路開拓と顧客層の拡大

埼玉県 株式会社ジェスコ 8030001064091 ホームページの改修及び製品カタログの同デザイン化

埼玉県 コラボ － 新商品簡単装着ウォールプレートを発売し売上向上実現

埼玉県 株式会社ＫＣＴ 9030001067795 新規開拓及び既存客との契約持続と注文拡大事業

埼玉県 株式会社ライフタイムサポート 2030001104299 自社の強みが伝わる新ホームページをリスティング広告で広める

埼玉県 株式会社エターナルボンド 9030001129810 代理店との作業同線の整理確保、顧客情報のシステム化

埼玉県 株式会社サトイ設計工務 3030001114099 特殊物件施工業者として認知度向上のためのホームページ作成

千葉県 有限会社アートベンディング 6040002085162 Ｗｅｂ活用の情報発信による攻めの営業と下請け体質からの脱却

千葉県 有限会社銚子海洋研究所 8040002085755 「世界一ちっちゃな水族館」の知名度向上ならびに販路開拓事業

千葉県 有限会社ＡＫクォーツ 6040002086301 当社の技術力をＰＲする為の、プロモーション戦略の展開

千葉県 株式会社石井丸 2040001091165 銚子港発～みなとのＭａｒｃｈｅ～個店競争力の向上を目指して

千葉県 青柳畳店 － 縁無し畳用折り曲げ機の導入による新たなブランディング戦略

千葉県 ココトレーディング － ココトレーディング

千葉県 ＮａｍｅｌｅｓｓＭｉｎｄ － 見る、触れる、試すの機会増加による顧客関係性の向上と販路開拓

千葉県 鈴木理容室 － 男女共にエステを理容室で提供するための販売促進・販路開拓

千葉県 テクノネクスト株式会社 7040001057062 無線鼓膜温・発汗計ＢＬ１００のケース改良、クラウド化による販路拡大

千葉県 Ａｉｍｙ － ホームページと販促品の充実による顧客拡大

千葉県 Ｓｕｄｏ－Ｂａｇｓ（スドウバッグス） － ①帆布製バッグパック、②カスタムトートの開発、販路拡大

千葉県 合同会社テックウィング 6040003007025 チラシ、ポスターでのプログラミング教育必要性の訴求と新規開拓

千葉県 株式会社ＧＬＯＢＡＬ 7040001013858 防音性の高いトイレに改修して女性のリピート率を上げる事業

千葉県 株式会社セミナル 3040002006410 カタログ製作用版下作成（販路開拓）

千葉県 株式会社ハンズ 2040001012402
「　目に見えない力と癒しの効果でみんなを笑顔に　」ＨＰリニューアルで信頼
窓口と

千葉県 株式会社海底熟成研究所 4040001107506 海底熟成ワイン生産量増加のための設備拡大プロジェクト

千葉県 有限会社森川商店 3040002011749 看板・店舗外装刷新によるワイン専門店及びワインバー集客事業

千葉県 ｓａｔｏ－ｃａ － ＳＮＳ時代に対応したブランド再構築と攻めの営業戦略

千葉県 木花咲耶姫 － ホームページを使った販売促進と作業場の整備

千葉県 株式会社ライダースＣＲＡＦＴ 2040001108266 今までにないオートバイショップを目指して、「コト作り」の最先端を行く

千葉県 有限会社ライダースクラブ 8040002012379 ３０年以上の実績で培ったお客様と共に「ＰＡＳＳＩＯＮ」を共有

千葉県 エステサロン　エクラ － 大きい女性専門ダイエットサロン事業拡大に伴うオンライン集客の強化

千葉県 株式会社バジル 6040001006169 デッドスペースとなった倉庫を改修して客席に変える改修工事事業
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千葉県 アヤエス － 自社ＨＰ、ＳＮＳ、チラシ作成による新規顧客開拓およびサービス品質の向上

千葉県 株式会社フューチャードリーム 7040001106430 緊急用直結式飲料貯水装置『水蔵』の販路開拓・展示会出展

千葉県 近藤履業株式会社 8040001002430 はこショップとカフェ

千葉県 そられＮＡＮＡＤＡＩＭＥＫＯＵＪＩＹＡ － 店内で野菜が作れる水耕栽培設備のショーケース導入、販路開拓

千葉県 平塚恵美　社労士事務所 － 販路開拓に向けたホームページ作成

千葉県 ストレス解放ジムＭｏＭｏ － 新サービスの展開における経営基盤強化事業

千葉県 アドヴァンテクニカ株式会社 1040001076076 次世代住宅ポイント活用で新規顧客開拓と地域との信頼関係の構築

千葉県 株式会社みゆき電器 5040001089933 地域高齢化のために補聴器販路開拓・拡大

千葉県 鍛鉄工房ＺＥＳＴ － 商品販売兼商談スペースを新設し、鍛鉄製品の販路拡大に繋げます

千葉県 株式会社プロシードジャパン 3040001013985 業界誌の広告掲載によるゲーム教材「スマイルゲーム」の認知度向上

千葉県 株式会社ビュート 9040001102460 クルーズ旅行の魅力発信と弊社サービスの周知徹底

千葉県 Ｌｉｆｅ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｆｉｔｎｅｓｓ － 新トレーニングプログラムのための装置購入とＨＰ開設

千葉県 心と身体の健康案内Ｈｅａｒｔ　Ｓｍｉｌｅ － チラシ及びホームページを活用した新規サロンの販路開拓

千葉県 株式会社ＢｌｕｅＯｃｅａｎ 4040001098472 アスリート集客メディア事業

千葉県 ＰＲＥＭＡＤＡＮＡ － エステと骨盤矯正の相乗効果でより魅力あるトータルサロンへ進化

千葉県 ヘアーサロンモリカワ － 車椅子来店者への満足度向上の為の水洗シャンプーサービスの提供

千葉県 みつけたパン・だ － 「ぬくもりコミュニティ」によるキャラクターパンの販売促進事業

千葉県 アイリス治療院 － 見込み患者様の心を鷲掴みする集客を目的とした販売促進

千葉県 スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社 8040001080831 分析機器市場・海外市場への進出と、国内企業への情報発信

千葉県 株式会社エメローゼン 7040001042452 顧客ドクターと連携した化粧品のＥＣサイト構築事業

千葉県 アンティコジェノベーゼ － ウェブ活用による、作業効率、サービス、居心地の良さの向上

千葉県 有限会社三和クリーニング 8040002005093 売上改善のための知名度向上施策

千葉県 美容室　ことは － シニア層に入店しやすいお店作り、和風テイストでアピール

千葉県 株式会社心カンパニー 7040001080312 宮野木発！総合建築と不動産の企業つくり

千葉県 有限会社新生住光 1040002005356 自社の認知度向上による見込み顧客の増大と新築棟数増加の実現

千葉県 株式会社ツバメ日吉 5040001004999 Ｗｅｂ　を活用した一般消費者向けオーダーメイドネクタイの販売

千葉県 Ｔｉｍｅ － 移転後の認知度強化にむけた広報および店舗改装による魅力強化

千葉県 ＳｈａｐｅｒｓＪａｐａｎ株式会社 3010501041687 日本の和牛を世界へ届ける！和牛サプライチェーンの確立

千葉県 セカンドビユーティ － 仲良し妊活！夫婦で温活！まぐわいよもぎ蒸しリラックスベッド

千葉県 Ａｍｉｅ国際行政書士事務所 － ビザ申請に関する英語メインのＨＰ作成による販路開拓

千葉県 有限会社虎屋 6040002008461 若手職人＆クリエイターの感性を活かした新商品開発事業

千葉県 株式会社雅 4040001087112 提供価値に見合う価格であることを訴え外壁塗装の直販販路を開拓

千葉県 有限会社綜合電設 5040002006458 介護電気工事の企業向け福利厚生メニュー化

千葉県 合同会社ハッピーライフデザイン 9040003012518 ホームページ改善と新構成チラシのポスティングによる販路拡大

千葉県 ＹＯＧＡ　ＳＴＵＤＩＯ　３０１ － 新たな顧客発掘と当スタジオ訴求による売上向上の実現

千葉県 のざお経営支援事務所 － 創業融資支援のＷｅｂサイト製作とＩＴツールの提案で販路開拓！
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千葉県 株式会社イノビオット 1040001107062 Ｗｅｂサービス「みらいい」の開発・宣伝・販路開拓

千葉県 地域編集サービス － 「千葉住宅ニュース・美浜版」、「フロンティア住宅ニュース」の発行

千葉県 藤井優貴公認会計士・税理士事務所 － 特化したメニューで差別化、円滑な事業承継を進める周知事業

千葉県 有限会社ショッピング剣持 3040002041028 適量化を核とする商品政策で近隣顧客の来店頻度向上を目指す事業

千葉県 未来ラボ株式会社 6040001099188 自社製品のサンプル供給力最大化とＷＥＢ販売ルートの確立事業

千葉県 リーガルワン司法書士事務所 － 相続手続専用ホームページ作成による販路拡大事業

千葉県 株式会社Ｉｎｓｔｉｌｌ 6040001093208 新製品の販促及びパッケージ制作・海外展開に向けたカタログ制作

千葉県 ｏｃｈｏｂｏ美容室 － 安心安全快適な設備導入により回転率、客単価を上げ売上を伸ばす

千葉県 Ｍｉｏ　ｐｒｅｆｅｒｉｔｏ － 町興しイタリアンバーベキュー事業と店舗装飾による集客アップ

千葉県 Ｆｉｖｅ　Ｂｅａｕｔｙ － 新規顧客獲得に向けた広報・販路拡大戦略

千葉県 墨丸 － ネットマーケティング強化と生産性・品質向上

千葉県 株式会社寿々家コーポレーション 9040001078593 施工品質・顧客満足度の向上を実現するための販路開拓

千葉県 アトリエ５　Ｊｉｒｏ － 工房・カフェ移設に伴う商品開発、販路拡張、２０周年イベント

千葉県 ちはる農園 － リピータ客を増やし、一年中来園してもらえる農園づくり

千葉県 家系ラーメン　王道いしい － お客様ニーズに応え差別化。チェーン店にも負けないメニュー提供

千葉県 株式会社ダイヤサービス 4040001004190 日本初のインバウンド対応可能なドローンフィールドの運営

千葉県 ｙｓオート千葉 － ホームページからの新規顧客獲得

千葉県 ホロ株式会社 4040001107423 デジタルサイネージソリューション事業・職人技術の支援事業

千葉県 ＬｉｔｔｌｅＢｒｅａｄｓＴｏＧｏ －
「大きなテント式看板の設置による新しい客層へのアプローチからの販路拡
大」

千葉県 エコ　アドバンス株式会社 1120101045294 水から電気をつくる「水素ガス発生装置」ＰＲ事業

千葉県 株式会社ワイヤレスデザイン 1040001070269 ＩｏＴ組込みソフトウェア　学習ツール『ｍｏｒｙ』の開発・販路開拓

千葉県 株式会社ワールドビジネスサプライ 6010401102859

千葉県 オフィスジパング － 直接受注用ホームページの増設・活用による販路の拡大

千葉県 サンビジュウ － デジタル技術を利用したオーダーメイドジュエリーの販路開拓

千葉県 サンエイ航空サービス有限会社 2040002018415 ホームページ・パンフレットを活用し内から外へ！新規顧客獲得！

千葉県 ａｒａｙｚ －
早期経営安定化に向けたブランディングによる店舗イメージ改善及び新規顧
客獲得

千葉県 サンアイルス － 学童教室等への出張授業（子供向けプログラミング）のアプローチ

千葉県 千葉エナジー株式会社 9013301041736 新電力への切り替えによる地域貢献

千葉県 日本ビジネスマナー教育株式会社 6040001107504 人手不足解消の為の外国人労働者向け各種試験や商材の販路拡大

千葉県 株式会社スプリング 5040001087838 ３Ｄ・立体刺繍技術によるネット販売の強化、海外顧客の獲得

千葉県 Ｂａｂ　ｅｌ　Ｋｈａｉｒ － こだわりのあるライフスタイルへ上質なモロッコ雑貨の販路開拓

千葉県 有限会社グレンビィー　粉と水 9040002060600 大人気カマンベールチーズもんじゃの広告実施および入店率向上

千葉県 総合広告代理業Ｋ．Ｉ．Ｄ － ホームページリニューアルによる販売促進と地域活性化

千葉県 株式会社ダイナミックス 7040001024120 新設の結婚相談所部門宣伝・集客用のＬＰ作成とネット広告

千葉県 株式会社ＡＲＴ　ＤＩＶＥ 6040001010666 新たなＪＡＰＡＮスタイルを世界へ！ＭＡＮＡＫＡの販路拡大事業

千葉県 Ｈａｗａｉｉａｎ　ｓｐａ　Ｍｏａｎｉ － 「産後の骨盤ケア」をする女性施術家の育成で販路拡大
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千葉県 まちの株式会社 3040001098085 台湾・香港に特化したキャンピングカーレンタルサービス販路拡大

千葉県
株式会社ＢＬＡＣＫ　ＭＵＳＩＣ　ＥＮＴＥＲＴＡ
ＩＮＭＥＮＴ

9040001108268 日本初上陸となる「Ｃｈｉｃａｇｏ　Ｓｔｅｐｐｉｎ’」の認知拡大広告事業

千葉県 たきふどう鍼灸院・整骨院・整体院 － 「レッドコード」を活用した自費診療メニューによる顧客拡大

千葉県 株式会社ｃｌａｓｔａ 5040001092854 新商品販売の為のホームページ作成

千葉県 有限会社昌永工機 8040002041007 製造業の生産性向上に貢献するコンサルティング事業の展開

千葉県 プレジャーリンク株式会社 3040001060656 「遺品整理セミナー（新規事業）開催による販路開拓」

千葉県 個別指導塾ベスト － 個別指導・自習形式塾のハイブリッド型の展開による新規生徒獲得

千葉県 坪井どうぶつ病院 － 動物にやさしい東洋医学療法の認知度向上による来客・売上増

千葉県 株式会社飯塚海苔店 7040001016670 ばら干し海苔調味料の販路開拓及びＥＣサイト機能の強化

千葉県 かねはち水産株式会社 8040001017065 「ボイル本美之主貝」の製造　～１次加工による高付加価値～

千葉県 株式会社ＹＵ－ｓｈｉｎ 3040001102763 看板とチラシによる販路拡大

千葉県 素敵屋Ａｌｏｏｋ － ホームページリニューアルによる新規顧客拡大

千葉県 キープレフト　ヘアー － リラックス空間を提供する理髪店の店舗空間改善と集客・販路開拓事業

千葉県 Ｃｏｆｆｅｅ＆Ｃａｎｚｕｍｅ　Ｂａｒ　ＹｕＢｅｌ － 自家焙煎コーヒーの「ターゲット販売促進計画」

千葉県 うさぎ八 － ＨＰ、看板及びシステムの改善する事で見込み新規顧客を集客

千葉県 株式会社リオ 7040001088396 新製品開発に伴うデザインと知見の拡大および燻煙工程の改善

千葉県 有限会社鈴市商店 9040002066977 高齢者の健康をサポートする新しい落花生商品の開発

千葉県 ＬＯＴＵＳ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 2040001096511 潜在的なニーズに対応した、アパレルの新市場開拓事業

千葉県 パスタ食堂源七 － 常連・新規客を大切にした来店率を高めるためのお店づくりと周知

千葉県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＯＧＡＴＡ － ディナー客数アップを実現するためのお店の環境づくりと周知

千葉県 株式会社ＤＩＮＩＮＧ　ＷＯＲＫＳ 8040001102800 業務効率改善と再編メニューの販売促進による経営力強化

千葉県 Ｏｆｆｉｃｅ：Ｆ － 競合差別化と収益性改善への新商品開発と新規顧客の開拓事業

千葉県 髙木製菓 － 「たぬきのゆきお君と仲間たち」のＰＲ強化による売上倍増計画！

千葉県 有限会社モトヨシフォトスタジオ 3040002067923 ハウススタジオ風セットの構築と店舗ＰＲによる販路拡大

千葉県 有限会社ベアーズ 1040002068972 地域特産物を活用した『クラフトリキュール』の量産体制の確立

千葉県 株式会社ペッパーズパントリー 6040001052543 集客力向上のための看板更新と電飾による店舗建物デコレーション

千葉県 となりのいえ － 地域農作物を活用した「無添加野菜ピクルス」の製造・販売事業

千葉県 日向花 － 「たるまない未来の顔を手に入れる」オンライン木更津美人塾

千葉県 日本ウイック株式会社 3010401022242 車を元気にする新製品パッケージによる販売促進事業

千葉県 ラディアスリー株式会社 8040001093412 自社開発アナログゲームの意匠変更による販路拡大と海外展開事業

千葉県 有限会社コートヤード 7040002059396 ホームページ（ＨＰ）の全面改編による販路開拓の展開

千葉県 有限会社室谷トーヨー住器 3040002036944
ホームページをリニューアルして地域の方に情報を発信し、潜在客を発掘す
る

千葉県 ｃｈｉｃ－ａｒｏｍａ － ストレスケアのためのアロマ香水ビデオレッスン集客強化

千葉県
アトム市川船橋弁護士事務所弁護士法
人

9040005019577 介護現場での虐待など被害者に対しての法的なサポート

千葉県 パティスリー　ボンヌ・ヴィサージュ － プラズマクラスター搭載ＬＥＤショーケースでの生菓子販売増加事業

千葉県 ホープ電子株式会社 3040001027523 日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会附設展示会出展での販路開拓

34 / 118 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 ボディインプルーブ － 動画を中心とした広告によるジムの事業紹介と新規顧客獲得事業

千葉県 有限会社加藤海苔店 6040002033336 行徳海苔「のり香るチョコ！」の新商品開発と販売

千葉県 Ｃｏｍｍｏｎｃｏｌｏｒｓ － グローバル視点で豊かなセカンドキャリアを手にする動画セミナー

千葉県 株式会社ノア・スタイル 9040001050164 千葉県で「地域一番のリフォーム業者」になるための販路開拓

千葉県 銀座パリス　京成八幡駅前店 － 『近隣地域の個人事業主様との協同による合同チラシ広告』

千葉県 株式会社イーネクスト 8040001101513 ドローンでＰＲ事業＆自社サービスのネット通販事業

千葉県 株式会社ＳＰプロジェクト 2040001096486 鍼灸治療とマッサージの融合による新たな癒しの価値創造

千葉県 有限会社大谷自動車鈑金塗装工場 4040002033081 高性能溶接機の設備投資による生産性の向上及び新技術の習得

千葉県 株式会社ライフサポート・ワン 2040001028877 「ＣＭでの認知度」を活かしたリアル店舗の認知度向上事業

千葉県 ｃｏｎｎｅｃｔ　ｃｏｆｆｅｅ　ｃｏｍｐａｎｙ － 高性能ミルの導入によるブランド力の向上と販路開拓

千葉県 Ｓｗｅｅｔ　Ｄｒｅａｍｓ　Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ － ニューボーンフォトの紙媒体における周知と、技術向上

千葉県 浅見音楽企画 － 子供を対象とした浅見由加子供ドラム教室の展開

千葉県
バクティヨーガセンター　ＨＡＲＥ　ＨＡＲＥ
（ハレーハレー）

－ 新規顧客への販路拡大により、ヨガの普及と地域活性化への貢献

千葉県 黒豚屋ぶん福ちゃがま － テラス席を最大限に活用し目的来店を促すことによる販路拡大

千葉県 ベトニャットジャパン株式会社 4040001033512 温かさ抜群の素材に抗菌処理をした、キャメル靴下の再開発と販売

千葉県 株式会社イシヅカ 6040001032875 ＪＪジャコウズの収益事業化と地場産業のＰＲによる小売の拡大

千葉県 優弥道場＆Ｆｉｇｈｔｉｎｇ　Ｃｌｉｎｉｃ － 「心・美・体」楽しくフィットネス！新規会員向け販促活動の展開

千葉県 整体院吉香 － インターネット広告等による認知度向上の対策

千葉県 有限会社トノコーポレーション 7011802027363 クリエイターが集まる街のランドマーク「せんぱく工舎」のＰＲ、街のマップ作成

千葉県 株式会社ドリームアシスト 6040001097423 メディアを使った「ＦＰコンサルタントが必要な潜在顧客」の獲得

千葉県 ソレイユ － ブランディング向上とＷＥＢを活用した新規顧客獲得への取り組み

千葉県 鵜殿　亘 － 千葉県松戸産レモンの販路拡大計画

千葉県 からだバランス整体院 － 「整体×ファスティング」による新サービス＆商品で新規顧客獲得

千葉県 婚　ｎｅｘｔｉｏｎ － 明るい高齢化社会を実現する中高年向け結婚紹介所の顧客開拓

千葉県 有限会社ミヤシタ商会 4040002049053 中古車両を活用したレンタルバイク事業への参入による販路開拓

千葉県 松戸ビール － クラフトビールの体験醸造を通し小売、卸売の販路開拓

千葉県 行政書士法人サークレスト 4040005019656 行政書士の認知度向上！医療関係者向け行政手続代行販路拡大活動

千葉県 株式会社平原工務店 4040001036663 自社ブランドの開発にともなう受注量拡大の対応強化事業

千葉県 株式会社ＩＮＧＥＮ 3040001088598 農家向け肥料・農薬の効率化ＩＴサービスの販路開拓事業

千葉県 合同会社タクミハウス 5040003001986 大手不動産情報サイトとの連携を狙ったホームページの改修

千葉県 合同会社ＣＲＡＳＳＵＬＡ 4040003009915 雑貨店・セレクトショップ・ライフスタイルショップとの取引拡大

千葉県 株式会社創ダイニング 2040001040543 広告宣伝と、掘りごたつの高さ調整、イベント出店に伴う販路拡大

千葉県 有限会社インフォアール 2040002054484
オープンソースを使った情報セキュリテイーシステムの販売促進用ホーム
ページ等制作

千葉県 バンラック － 事業譲渡で新規開店したタイ料理店の認知度・集客力向上対策事業

千葉県 株式会社Ｌｉｎｃｒｅｗ 8040001086969 ＩＴアウトソーシングサービスにおける紹介用ホームページ制作

千葉県 株式会社Ｌｏｔｕｓ 5040001101012 ブランド力ＵＰのためのホームページ作成
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千葉県 株式会社オルフェウス 3040001093945 動物占い（個性診断ソフト）活用で賃貸顧客女性増加計画

千葉県 株式会社ｇｒｏｗ 6040001108329 ホームページ作成・デジタルサイネージによる地域周知活動

千葉県 ハリマ産業株式会社 1040001035197 今までにない『柄』から探すふすま紙検索サイトによる販路開拓

千葉県 セキ・コーポレーション － 子どもたちと共働き世代、保育士応援の感染症対策事業

千葉県 有限会社杉浦ホームサービス 4040002046562 高齢の顧客に安心・安全な国産畳の特性を発信するための販促事業

千葉県 株式会社東西吉祥 1040001094953 「キッズ向け製品」の立上げ及び中国への展開に関する事業

千葉県 ローズクォーツ － 体を健康にするダイエット支援事業のネット広告強化と設備投資

千葉県 有限会社ますよし 4040002048716 ホームページのリニューアル

千葉県 株式会社玉澤商会 9040003003665 キャパオーバーと非観光シーズンに対応し、売上を上げる

千葉県 合資会社羽生惣吾商店 1040003003680 米農家の手取りアップ大作戦！　ＰＲ事業の強化

千葉県 お食事処木の下 － 店内改装・個室増設及び装置導入による新規顧客獲得と作業効率化

千葉県 カーザアルベラータ － 重伝建地区の町並みを活かしたウエディング事業の新規立ち上げ

千葉県 えがお整骨院 － １００年人生で健康寿命に必要な持続的な下半身強化と根本治療

千葉県 全邦テクノ株式会社 9040001103401 眼に見えない残留洗剤・残留農薬の洗浄装置試作品改良と公的試験

千葉県
早稲田育英ゼミナール　茂原市役所前教
室

－ 学習塾の教室を活用した会員制の学童塾運営による未来顧客の獲得

千葉県 有限会社サンペイ 7040002081094 ＥＣ事業の多角化による販路開拓および業務効率化

千葉県 齋藤　麻由美 － 音声ポップのチラシとホームページで認知拡大する

千葉県 バーテックス － アフターケアと新商品開発によるシニア・キッズ層への販路開拓

千葉県 株式会社オートサービス向後 2040001059955 小型福祉車両への改造と試乗会・展示会による販路開拓

千葉県 シニアと親子のお片付け窓口 － 高齢者の不安を手放し、子供の生きる力を育む整理収納の提案

千葉県 みどり整骨院 － 整骨院で施術するフェイシャルエステサービス事業

千葉県 京料理　味しん － 和の空間とおもてなしの心で取り組み、売上向上を目指す

千葉県 ゆみこよが － 『心と体を整える』手ぶらで始められる超本格ヨガＰＲ作戦

千葉県 株式会社Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｋ－ｉｎｇ 4040001084019 ホームページ制作し展示会ビジネスを広く告知し売上拡大を目指す。

千葉県 有限会社ＣＬＡ 4040002098678 簡体中国語ＨＰ・パンフ作成＋アクセス数向上施策による販路開拓

千葉県 運動ビレッジＭＩＹＡＫＯ － 店舗移転と女性・子供向け個別運動指導プログラム開発

千葉県 有限会社秋山酒造店 1040002099134 大型定温倉庫導入による品質管理向上と梱包業務効率化

千葉県 大和印刷有限会社 7040002099905 ドローンを組み合わせたコンテンツ制作事業拡大のための広報戦略

千葉県 株式会社アットマーク 2040001086867 高収益な映像制作案件獲得のための映像品質の向上及び事業の広告

千葉県 館山コンクリート株式会社 1040001073825
個人ユーザー向けエクステリア製品の周知による認知度向上と新たな販路開
拓

千葉県 栗田鑿岩機株式会社 8010601017491 ホームページへのアクセス顧客の見込み客化・受注促進

千葉県 株式会社シュアショット 2040001085514 ブランド力向上とチューニング業務拡大による収益向上

千葉県 フルヤ牛乳東金販売店 － 顧客管理システムを導入して業務効率化・客単価アップする事業

千葉県 有限会社市東製作所 7040002077373 ＨＡＣＣＰに準拠する品質管理体制の構築事業

千葉県 華蔵ＫＡＧＵＲＡ － 空き家を活用し日本文化を発信する民泊事業

千葉県 株式会社ＲＩＳＩＮＯ 7040001058515 介護機器無料レンタルによるデイサービスの利用者獲得事業
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千葉県 まほろば　時 － 新メニュー開発と作業効率向上による販路拡大の為の設備導入事業

千葉県 ＹＮＡＫ － 販売プラットフォームの追加ヤフーショッピングによる販路拡大

千葉県 株式会社寝室デザイン研究所 7040001108831 快眠体感ショールームによる高機能寝具の販売事業

千葉県 かしわ亭 － 地産地消商材の販路拡大と品質・生産性の向上。

千葉県 柏中央行政書士事務所 － 在留外国人に特化した在留関係案内プロジェクト

千葉県 有限会社英公商事 7040002088998 プライベート感を担保できる外構工事による固定顧客の流出防止

千葉県 青木建設株式会社 2040001065078 リフォーム事業の見える化、当社のカンバンはこれだ！

千葉県 株式会社ＲｏｋｕｓｙｏｕＴｏｓｏｕ 3040001100164 地元で喜ばれ愛される塗装工事店

千葉県 ハネルカ － 新施設の認知度拡大のための広告宣伝活動と新商品開発事業

千葉県 株式会社アデカ 3040001067354 アデカ独自の味わいに仕上げて日本ワインを飲食店のメニューへ

千葉県 クリエイティブオフィスＲＯＯＫ株式会社 7040001073191 美容サロンと撮影スタジオの融合によるワンストップサービスの提供

千葉県 有限会社加賀計算センター 4040002089289 ビジネスゲームによる研修、セミナーでの顧客満足度向上、集客

千葉県 タイヨウガーデン － ホームページ作成による業務宣伝と新たな客層の確保

千葉県 ＥＣデータバンク株式会社 1040001108275 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ投稿とＥＣ連動による販売促進サービスの提供

千葉県 株式会社エイム 6040001065248 レンタルスペースの新規借主開拓、併せて生徒募集活動

千葉県 ｍｏｓｓ　ｄｅｓｉｇｎ － ワンストップで顧客の夢を叶えるウェディングアイテムの制作販売

千葉県 藤恵工業株式会社 2040001036698 新規顧客の獲得に向けた、ＨＰ刷新と顧客チャネルの拡大・活用

千葉県 株式会社ティオエコロジー 8040001068736 おにぎり屋の厨房を拡大して、お弁当事業の製造数販売数の強化

千葉県 有限会社サロンドエレガンス 9040002090028 千葉県初！　魔法のストレートパーマ「ケアルーガ」導入・販路開拓

千葉県 株式会社よつば商事 4040001104560 取扱商品の拡大と柏市限定割引キャンペーンによる新規顧客の獲得

千葉県 松丸米店 － 食育パンフレット制作と食育イベント開催チラシ制作

千葉県 完全個室美容室『ＳＴＡＹ』 － 薄毛専門美容室　新規獲得のための販路開拓

千葉県 株式会社アドバンスプロパティ 4050001044855 リフォーム特化ホームページ作成事業

千葉県 有限会社美晴 2040002091791 天ぷら職人の天せいろを看板メニューにして収益向上・業務効率化

千葉県 株式会社柏染谷農場 1040001103193 農業法人が顧客向け情報発信を強化するための取組み

千葉県 アプリシエ － ペット同伴可展示会出展によるドッグマッサージのＰＲと販路拡大

千葉県 ＦＬＡＲＥ社会保険労務士事務所 － 「リモート人事労務相談サービス」立上げによる働き方改革の推進

千葉県 あおば整骨院 － 柏市青葉台で鍼灸を！８年越し鍼灸整骨院へのリニューアル事業

千葉県 積才房合同会社 3040003010592 学校向けアクティブラーニングと企業向け特許英語講座の提供

千葉県
森とうゆうこの幸せ結婚相談所　アマレス
クレール

－ 親婚活に対応したパンフレットがＤＬできるホームページ開発

千葉県 株式会社スプリント 4040001104123 ランニングの聖地・柏発！ワークアウトデリバリーサービスの販促

千葉県 ＦＥＥＬ　ＣＵＬＴＵＲＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6040001106381 レーザーカッターを使用したインバウンド向け商品の開発・販売

千葉県 株式会社のんのか 7040001076129 オンライン上でオーガニック「まるごと椿石鹸」の販路拡大

千葉県 個人指導塾　ＲＩＳＥ － 個別指導塾における事業健全化コンサルティング委託

千葉県 株式会社マンダリンモア 7040001068869 Ｗｅｂアプリを使ったテイクアウト受注システムの開発

千葉県 ｃｏｃｏｅｓ － ＷＥＢを活用して認知度を向上させ販路開拓と新規顧客獲得を行う
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千葉県 有限会社ドッグワークス 7040002095994 店舗看板設置と新ＷＥＢサイトによるイメージアップで集客拡大

千葉県 ティアンヌ　マリオ　バレエ － 高齢者向け介護予防に役立つバレエの啓発事業

千葉県 株式会社ハレビノ 8040001084923 高齢者の買い物弱者向けパンのお届けサービスによる販路拡大

千葉県 株式会社ウェザーライト 9040003008573 業界毎の課題解決に直結するＩｏＴビックデータの可視化事業

千葉県 株式会社フローラボ 1040001108960 肥満解消および生活習慣病の予防による医療費の抑制

千葉県 階堂税理士・社会保険労務士事務所 － 相続特化型ホームページ開設！地域密着型の相続無料相談実施

千葉県 クオリティ・オブ・ライフ研究所 － “妻と夫を笑顔にする夫婦円満学校”の集客力の向上

千葉県 加藤社会保険労務士事務所 － 介護事業分野に特化した社会保険労務士事務所のホームページ作成

千葉県 株式会社山岡 7040001087464 自社ホームページとＳＮＳ及び予約システム連動による顧客獲得

千葉県 養神館合気道蒼龍 － 生涯スポーツとしての合気道普及のための道場環境整備

千葉県 有限会社真栄ビル管理 7040002073562 ホームページ開設を起点としたエアコン清掃業務の新規受注拡大

千葉県 整体院ホーピスト － 妊活を支援！市原市内唯一のモリンガ蒸しＰＲによる新規顧客獲得

千葉県 株式会社ジャミンズ 6040001091574 ペットと暮らせる賃貸物件「ＪＯＹシリーズ」のブランディング

千葉県 株式会社トリプルグッド 8040001102024 自社ホームページ強化による「働くクルマ」の再雇用促進事業

千葉県 あさぬま整骨院 － ちはら台地区の“治療院難民”の救済による新規顧客獲得

千葉県 株式会社あおぞら 4040001102151 支援活動発信と職員募集を目的としてホームページ制作を行う

千葉県 いぬねこ共生　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ － ペットフード・用品の自社オリジナル総合カタログの作成

千葉県 自由区域 － コワーキングスペースのドア改修と広告事業ＷＥＢサイト制作

千葉県 合同会社アトラスポイント 2040003002970 新商品「しあわせのプリン」の認知拡大の為のブランディング

千葉県 ＳＥＡ　ＳＩＤＥ　ＣＡＦＥ　ＫＲＵＺＥ － 菓子製造取得によるテイクアウトの強化と販売モデルの構築

千葉県 ほけんリソート合同会社 7040003006018 人生１００年時代、ライフデザインコンサルの映像による販路開拓

千葉県
株式会社サンセットブルバードインターナ
ショナル

8100001030409 ＨＰ完全リニューアル及び施術ルームの充実

千葉県 株式会社ガルバ 9040001107674 チラシと看板作成による近隣企業への「出張ヨガレッスン事業」新規展開

千葉県 有限会社森登志夫畳店 2040002019108 畳のヘリの特長を活かした新商品の販路開拓

千葉県 合同会社Ｍａｎｄａｒｎ 7040003009870 自社ホームページ構築による通販顧客拡大と収益性向上

千葉県 有限会社創美堂 4040002018553 健康カフェオープンに伴う新たな販路開拓への取組み

千葉県 たかなし工芸 － 「インスタ映えするカワイイ車が街を走る！」カーラッピング事業

千葉県 まなびのハコ － ＩＴ、サイエンスの習い事教室や教材の紹介及びプロモーション

千葉県 株式会社金庄 3040001017061 和を基調とした店舗ファザード改修から生まれる新規顧客層の開拓

千葉県 エスティーリフォーム － ホームページ開設による新規顧客及び販路拡大

千葉県 株式会社ダイオーサービス 9040001083164 習志野市近隣の農作物を生産者から直接習志野の食卓にお届け事業

千葉県 株式会社オーロックス 2040001094325 美術塗装技術者監修のホビー用エアブラシの販売促進事業

千葉県 有限会社三河屋豆腐店 4040002019064 クラウド型ｐｏｓレジデータ収集分析アプリケーションの構築

千葉県 有限会社沢田漬物 7040002055189 首都圏を中心とした、日本の「和」の沢田ブランドお土産　制作ツール

千葉県 ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ　ｈｏａ　ｓｅｎ － 地域密着型美容脱毛サロンの展開

千葉県 株式会社並木商店 2040001043083 新規客の獲得を目指す看板のリニューアル
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千葉県 株式会社ぼんぼんハウス 7040001046346 インバウンド向けホームページ制作

千葉県 フェアソリューションズ － ウルトラファインバブル水（ＵＦＢ）導入による消毒の推進

千葉県 株式会社レコちゃんカンパニー 3040001077915 アナログレコードのクリーニングサービス

千葉県 ピッツェリア　ポジターノ － 東京オリンピック　一宮サーフィン会場の食事難民を救え！

千葉県 株式会社ＩＮＩＴＩＡＬ　ＰＩＴ 7040001105498 レンタカー店舗施設への看板設置による広告活動及び視認性向上

千葉県 かぶらぎ整骨院 － 顧客増加のために行う「佐倉から新小岩への移転」に伴う周知活動

千葉県 ビズクルー株式会社 8040001108822 国内初のインストア広告マッチング　アドバータウン（仮称）

千葉県 わんだふるライフ － 愛犬と楽しくトレーニングを体験して学ぼう。

千葉県 株式会社ヤマニ味噌 5040001047123 味噌のリブランディングとパッケージ変更による売上・収益性向上

千葉県 汲古 － 商品の開発、宣伝。販路開拓。１年後売上３倍アップ。

千葉県 踊るミエ企画 － 見たくなる作りと、食べたくなる商品ＰＲを特徴としたホームページの作成

千葉県 水産資源システム株式会社 2040001095752 養殖用無線接続端末機の試作品開発・販路開拓

千葉県 リゾートライフ株式会社 4040001103827 ウェブサイト立ち上げによるバリ島会員ツアー新規顧客開拓

千葉県 株式会社エンデューロ 4040001094232 ＥＶＥＲＦｉＴ２４における集客の改善

千葉県 行政書士　アイズ法務事務所 － 街の法務等総合相談所　「相談マルシェ開設」

千葉県 きたみｃｏｆｆｅｅ － コーヒー焙煎の香味向上および看板設置による集客の増加事業

千葉県 ブレーンコンサル株式会社 6040001090345 ホームページ公開とＤＭ活用で、中古住宅の売買受注等を狙う

千葉県 Ｔ．Ｋデントワーク － 笑顔全開、白い歯でイキイキ！ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による販路開拓

千葉県 フィールドヘアー － 美容室で受けられる毛髪ミネラル検査と遠隔診療相談システム導入

千葉県 花草和 － 「和のお香文化の承継と素晴らしさ」情報発信プロジェクト

千葉県 有限会社麺場やちよ 9040002029851 オーガニックや安全食材にこだわったＰＲによる新たな販路拡大

千葉県 Ｆｌｅｕｒ　ｄｅ　ｓａｉｓｏｎｓ（フルールドセゾン） － 体験型フラワーアレンジメントの周知で新たな販路開拓

千葉県 株式会社リトル・フォレスト 8040001105704 出張ワークショップの経営による販路開拓

千葉県 株式会社家守社 1040001102740 住宅の気密測定試験により、性能、施工精度を証明・保証する事業

千葉県 かもめ観光バス株式会社 6040001020599 顧客利便性を重視した、かもめ共同の情報発信のによる販路拡大

千葉県 株式会社木のすまい工房 9040001024498 室内温熱環境の革新的断熱パネルによる戸建てリフォーム事業

千葉県 株式会社菅野建装 6040001080404 屋外広告等による認知度向上および安心感と成約率を高める取組

千葉県 ＲＩＯ　ＦＯＯＤＳ株式会社 8040001106149 ノンメタポークを使用した「八千代チャーシュー」の販路開拓

千葉県 ヘアーデザインＨｉｄｅ － 「外国人に床屋を利用してもらう為」の外国人顧客誘致事業

千葉県 株式会社プラムブック 1040001106551 ＶＲ／ホログラム技術による大学バーチャル体験ツアーの提供事業

千葉県 Ｆａｓｈｉｏｎ　ＩＱ － Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告とＤＭ活用による認知拡大、新規顧客獲得

千葉県 中嶋デザイン事務所 － ホームページ新設による認知度アップで販路拡大

千葉県 株式会社スタジオコアー 8040001050272 自社のデザイン性を見せられる　ショールーム　兼　打合せスペースをつくる

千葉県 株式会社すまいる情報東京 4040001084605 相談事例小冊子発行による既取引客を中心とした紹介販促

千葉県 エンリッチボイス － 楽しく歌って誤嚥性肺炎の予防につながる「喉トレ」の普及促進

千葉県 株式会社アップリーチ 1040001097097 ＥＣサイト制作付帯業務の内製化による受注体制強化
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千葉県 養神館合気道龍　建速 － 広報活動による稽古生の募集、および海外への普及事業。

千葉県 ヘアーサロンカトウ － 店舗改名に伴う女性客開拓のためのサービス開発と顧客満足度向上

千葉県 有限会社いちかわ 8040002069584 座敷用テーブル・椅子整備で高齢者連れ親族集客力向上事業

千葉県 風鈴堂合同会社 2040003009909 「きみつプリン」をメインにしたネット通販事業の強化、販路開拓

千葉県 株式会社ファンガス 6040001052881 放課後デイサービスと児童発達支援サービスの認知度向上事業

千葉県 有限会社亀山温泉ホテル 1040002069905 クラウドファンディングを活用した貸切風呂新設へのリモデル事業

千葉県 株式会社京北自動車 5040001038007 「ドライブレコーダー設置工事」を望む新規顧客の獲得事業

千葉県 阿蘇天然アイス松戸店 － 設備増強と販路開拓により高級アイスの業績拡大を目指す

千葉県 株式会社三橋商事 8040001040331 売上の１社依存体質脱却を目指したネット販売強化拡大事業

千葉県 ＳＰＡＣＥ×ＨＡＩＲ×ＤＥＳＩＧＮ　Ｘｙｙ － 世界初の「高濃度フラーレン」の感動を大切なお客様に届ける！！

千葉県 有限会社レーデルオガワ 6040002052583 多言語化ホームページの新規作成による販路の拡大と海外への進出

千葉県 株式会社山田人形店 5040001038477 祖父母と孫をひな人形が繋ぐ「絆フレームサービス」の取組み

千葉県 焼肉　肉の大山　流山おおたかの森 － 和牛焼肉売上増へ多言語化で外国人集客と満足度アップ

千葉県 ＩＴ　Ｃｏａｃｈｉｎｇ株式会社 9040001104151 新サービス「クイック経営診断サービス」事業の販路拡大

千葉県 株式会社エア＆アクア 1040001105636 顧客分析に基づく販路開拓ＰＤＣＡを実践し国内外新規顧客を獲得

千葉県 Ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇ　ＣＯＮＣＥＲＴＯ － ディナーの集客・認知度のアップ

千葉県 ロカヒ － 子宮に関する悩みを抱える新規顧客の販路開拓・集客力アップ

千葉県 株式会社なのはな警備 3040001038289 交通要所に広告看板を設置し、新規顧客・人材確保のトリガー事業

千葉県 株式会社グランベリーツー 7040001040778 「ＬＩＮＥ」で気軽に問合わせ！

千葉県 ＡＺ行政書士事務所 － レンタルオフィスに特化した創業支援のアウトソーシング事業

千葉県 流山ファーム － 土で育てる有機無農薬ベビーリーフ野菜栽培の開発と販路開拓

千葉県 焼き菓子屋ｆｏｓｓｅｔｔｅ － 地域活性化の為流山の良さを活かした焼き菓子専門店のカフェ出店

千葉県 株式会社灯り計画 5040001087722 豊かな空間と暮らしを楽しむ「壁材と照明を組合せた商品開発」

千葉県 ヴァンダール中村 － チラシを世代間情報伝達ツールとして高齢女性向け衣服の販路開拓

千葉県 正木公認会計士税理士事務所 － 認知度向上のＨＰ開設とチラシ、ＤＭによる販路開拓

千葉県 リーパス株式会社 4010001198119 自社ブランドの認知度向上と売上拡大を目的とした販売促進

千葉県 キッチンとべ － 地元野菜を活用したヘルシースナッキングへの取組み

千葉県 ＬＯＣ株式会社 6040001050258 ＳＮＳ連動ＰＯＳシステム導入による顧客満足度向上と販路拡大

千葉県 ほぐし屋ＬＥＯ － 何度でも通いたい新感覚リラクゼーション空間へのリノベーション

千葉県 有限会社山崎清八商店 3040002052487 感性に響く商品づくりでブランド化をはかり販路を開拓する

千葉県 株式会社アイファム 5040001042256 新たなシェアリングエコノミー事業「ぴあせん」の販路開拓

千葉県 株式会社ニチワ 3040001041292 自家消費型太陽光発電普及に対応するＨＰ構築による販路拡大

千葉県 ホルミシスエステサロンガーネット － 遺伝子検査に基づくエイジレスセラピーの開発と販路開拓

千葉県 株式会社ジオグリフ 6040001091921 地域経済を活性化させる、中小企業のシステム開発販路開拓事業

千葉県 チェインズ企画 － 高付加価値な「勝負名刺」で販路拡大・開拓

千葉県 株式会社ロボインク． 4040001085693 ＶＲとプログラムを使った、体験型ドローンセミナーへの参入
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千葉県 有限会社加藤屋商店 5040002051322 不動産賃貸オーナーのプライバシーを守る個室の相談室をつくる

千葉県 株式会社ＷａＣｒｅａｔｉｏｎ 4040001103109 世界初・みりん５１％以上の砂糖不使用菓子の販路開拓　事業

千葉県 森田農園 － 人が集まる農園づくりを目指した直売所のリニューアル

千葉県 有限会社モガミファイヤー２１ 8040002038671 ホームページの刷新による防火・防災コンサルティングの新規顧客獲得

東京都 有限会社オフィースジャンヌ 5010902019818 新デザイン（オーダーメイドオックスフォードシューズ）開発

東京都 株式会社精華堂霰総本舗 2010601003282 有機原材料で作る業務用食品等の新規卸売り事業

東京都 中央エフエム株式会社 6010001050178 マンションインターホンへの防災情報配信サービスの販促

東京都 株式会社イーパテント 3010401131332 知財分析簡易レポートのホームページによる販促

東京都 株式会社ｋａｅｔｔａｒａ 5011101082475 栃木で新しい挑戦をする企業を紹介する求人メディア事業立ち上げ

東京都 株式会社ジュホウ 4011501007009 新ブランド及び新商品認知のための広告事業による販路拡大

東京都 ブロードウェイ・バウンド株式会社 6011601020132 西川口店、弾道測定機設置による会員獲得・紹介獲得強化

東京都 ＳＫ　８　ＩＮＳＯＬＬ株式会社 5011001121135 スケート用インソールＳＫ８ＩＮＳＯＬＬ　Ａｘｅｌシリーズの国内・海外販売促進

東京都 株式会社Ｕｎｓｕｎｇｓ＆Ｗｅｂ 4013301040123 海外販路開拓を目的とした多言語サイト構築とＷＥＢ広告の実施

東京都 株式会社ＢＵＤＤＹＨＯＯＤ 1011201018548 中小企業に対する販路拡大支援サービスの認知度拡大事業

東京都 ブランシェ国際知的財産事務所 － ものづくり企業向け融資サポート

東京都 有限会社後藤製作所 1011602003875 大型製品の生産体制の確立と販路開拓事業

東京都 エガミコーポレーション合同会社 7011003009442 新規実店舗「日本土産の卸現金問屋」の開業

東京都 セールスワン株式会社 8010401116601 独自開発ソフトウェアの海外（欧州）向け新販路開拓事業

東京都 行政書士やまと総合法務事務所 － 新たな外国人材受入れ支援事業のポータルサイト構築及び運営

東京都 株式会社社会起業家パートナーズ 8010001156865 足が遠のくオトナ女子を対象とした新規獲得事業

東京都 株式会社アンフィニテ 6010401123277 動画・パンフレット・営業資料制作による有料職業紹介の販売促進

東京都 株式会社ＥＣ・ネクスト 6012701012993 「乳酸菌を生きたまま腸に届ける」新商品開発

東京都 合同会社Ｌｏｙａｌ　Ａｒｔｓ 2011003008837 自社ＥＣサイト制作計画

東京都 有限会社インテリア情報企画 7011802009824 紙媒体とＷＥＢ媒体の融合による有料購読者拡大事業

東京都 株式会社コネクティル 9011801028410 ＡＩアノテーション事業のＷｅｂ広告による販路開拓

東京都 フェアレイクス株式会社 4010001191222 外国人職員・社員向けビジネス研修運営の開発・販路拡大。

東京都 Ｔ２Ｊａｐａｎ株式会社 3010401130796 クラシック音楽関係者向けのサイト制作とポータルサイト運営

東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＭＹＣ 4010601044226 ボトル型水道水ろ過式ウォーターサーバー【アクアエッグ】の販路拡大事業

東京都 株式会社ＷｏｒｋＤｉｖｅ 4010501040408 テレワーク適性検査サービスの販路開拓

東京都 Ｂｏａｒｄｉｎｇ － 海外・越境ＥＣ化本格的展開と海外向けサービス強化による収益強化

東京都 株式会社クラウディア 7010401008535 東京大学と共同研究したドッグフードの雑誌通販広告事業

東京都 未来型漫画ＦｕｔｕｒｅＴｒｉｐ株式会社 9010001193701 訪日外国人の為の日本の文化・マナーが分かる電子漫画の開発

東京都 合資会社オオタキカク 4011203001474 税理士向けホームページ制作・運用サービスの販路開拓

東京都 ドリームプロジェクト － スマートフォン対応のウエブサイト開設による販売数のアップ

東京都 株式会社東京フィルムス 4011101079092 ＷＥＢ動画に特化した新コース２種と編集コースの開講の広報活動

東京都 株式会社ＳＥＲＷＥＲ 1010901041520 【Ｓｅｒｗｅｒ】　レストランとヘルプスタッフのマッチングサイト
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東京都 株式会社大谷商店 1010501001957 販路開拓のためのホームページ作成

東京都 株式会社リコラボ 9011101077975 母親の「仕事・家庭・自分」のバランスを学ぶ講座の販路拡大

東京都 株式会社ｉＳｔａｒ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 5010001189281 ＹｏｕＴｕｂｅｒとの成約率向上を目的とした無料サンプル提供

東京都 株式会社レイリー 8010701033050 ハウスコーティング・ハウスクリーニングの一般家庭への販路開拓

東京都 株式会社ＳｎａｆｋｉｎＤｅｓｉｇｎＷｏｒｋｓ 6011001118403 アシスタント美容師を短期間で即戦力となる人材に育成する事業

東京都 カツエデザイン事務所 － 日本国外向け、こぎん刺しｗｅｂマガジン（英語版）ユーザー獲得事業

東京都 ののスタジオ － 法人化に向けたＴシャツ・小物等アパレル関連デザイン業務ＰＲ

東京都 税理士法人ＳｋｙＷａｌｋ 1011005007813 英語版ウェブサイト作成及び広告による外国人顧客への販路開拓

東京都 有限会社ファンタスティック 1011002001447 利益貢献度が高いネット通販サイトリニューアル

東京都 株式会社イースターエッグ 2010401063923 看板追加設置と応接室改良による写真スタジオ集客力向上事業

東京都 トーマストレード株式会社 6011201019632 新規ブランドの立上げ及び販路拡大

東京都 プレブリック － 新しい時代にフィットするレザージャケット及び革製品の開発

東京都 株式会社ＷＡＯＣＯＮ 1011001120925
マーケティング支援サービスの販路開拓（サービス名：御社マーケティング
部）

東京都 株式会社Ｌｕｌｌ 3010801028797 ＩＴを有効に活用したネット販売による新たな販路開拓

東京都 Ｋｏｓａ － 朝５：３０にお弁当を作るワーキングママを支援する事業

東京都
有限会社エイチ・ツー・オーデザインアソ
シエイツ

9011002001282 ①ホームページ新規制作、②ギャラリー新設活用による顧客開拓

東京都 トランスフィード株式会社 2010001186455 新規顧客開拓の為の物流改善パッケージ及び広告運用

東京都 株式会社イーピー 4011001113488 シニア層に特化した筋トレジム事業

東京都 アクアとおん － 心のレジリエンスでブランディング及び動画コンテンツで販路開拓

東京都 株式会社消しかす 7010801029890 消しかす。認知拡大による顧客数増加と売上増加施策

東京都 フィル合同会社 6010403020381 日本の労働者不足を補う外国人人材紹介事業における販路開拓

東京都 メッケル合同会社 4010903003615 新店舗整備及び魅力価値向上による新規顧客獲得と地域活性化

東京都 株式会社浜の院 2010001054298 ホームページリニューアルとポータブルエアシャワーの導入

東京都 アクアマッサージ院 － トータルフットケアの販路開拓と広報活動。

東京都 株式会社デイドリーム・ビリーバー 3090001008584 企業ＰＲ番組のサンプル動画作成及び広告の作成

東京都 Ｓ－Ｖｉｓｉｏｎ － 就活生のキャリアビルディングをサポート・販路開拓

東京都 シングルサポート株式会社 4011001123883 空き家の宿泊施設への転用サポート事業

東京都 久保田恭弥税理士事務所 － 新規顧客獲得の核となる「これだけプラン」ホームページの制作事業

東京都 税理士法人ｂｅｔｔｅｒ 8010005029506 相続税申告業務の販路拡大

東京都 結婚相談所ブライダルパートナーズ － 【八海山公認】日本酒好きな独身者の縁結び会設立による販路開拓

東京都 リーガルキューブ － 外国人及び海外関連案件を対象とした販路拡大ホームページ作成

東京都 株式会社ビジネスナビゲータ 2011601014105 手作り家具による居心地の良い雰囲気づくりと効率的な座席の配置

東京都 株式会社ラ・マジョリーナ 3011001117804 ホームページ・ＳＮＳ・オンラインショップの制作と運用

東京都 合同会社ストラッグル 7010603005652 ジム環境整備とＰＲ活動の展開による女性会員増加計画

東京都 株式会社クラブパートナー 1010401111369 サッカースクール朝霞教室の生徒増加を目指した広告対策の実施

東京都 株式会社ミオケン 6011001124723 企業研修の認知拡大＆販路拡大
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東京都 株式会社辻屋本店 3010501035838 老舗サイトの構造改革と和装人インタビューの動画コンテンツ化

東京都 ｗａｂｉｎａｌ － 日本の伝統美を伝えるヴィンテージ帯をリモデルしたバッグ販売

東京都 株式会社エクインジャパン 3010001193442 専門家と選んで発送する感動ギフト代行ｗｅｂサービス：プレプレ

東京都 ＴＡＫＥ　ＩＴ　ＥＡＳＹ株式会社 3010401103463 「リズムファイティング動画」で売上ＵＰと認知度ＵＰを！

東京都 みちびと － 中山道・地域密着歩き旅ルートの情報面での整備

東京都 株式会社オフィスアクシス 1010401131482 「弱者の戦略」極度に運動しない新トレーニングメニュー導入

東京都 株式会社建築家合同事務所 4010001199901 「ホテル旅館が得意な設計事務所」を打ち出したホームページ製作

東京都 トップステア株式会社 4012401019044 子供向けプログラミング教室「ｉＴｅｅｎ経堂駅前校」の生徒獲得

東京都 ソフィアプラスジャパン株式会社 1010001197354 テーラー仕立て高級白衣の商品開発・ネット活用による販路開拓

東京都 株式会社ライフワークスタイルラボ 7010701029867 東大との産学連携による働き方パフォーマンス診断のＷＥＢ活用による拡販

東京都 米粉販売合同会社 7010003015913 高速オーブン導入による生産量拡大と販売機会ロス低減事業

東京都 Ｒｅｉｖａｌｕｅ株式会社 5010401134548 ｗｅｂ開設とデジタルマーケティングによる新規顧客の開拓

東京都 有限会社中村鉄工ガラス機工 1010602007085 潜在顧客層の購買意欲を向上させるショールームの改装

東京都 株式会社ステップアカデミー 8011601017052 店舗改装・学習机の入れ替えにより、顧客満足度の向上を図る。

東京都 株式会社共立 3010601035969 トロフィーのデザインモデル開発とホームページのリニューアル

東京都 株式会社アイ 2011201020008 新製品　ナチュラルファンデーションの開発と販路開拓

東京都 小川畳店 － いぐさ苗から育成体験するオリジナル畳製品のブランド化事業

東京都 ＤＲＥＳＳ　ＮＹＣ８１ － ＧＩＮＺＡの髪ワザで「ＯＭＯＴＥＮＡＳＩ」

東京都 トラスティア株式会社 7040001076137 防災関連商品専門の越境＋国内ＥＣサイトの開発・出品商品（企業）募集

東京都 株式会社Ｔｈｏｕｓａｎｄ　Ｌｉｇｈｔ 8011301022749 結婚相談サービスの提供側・受け手側両方の販促ツール整備事業

東京都 矢羽コンサルティング － ホームページ（ＨＰ）の全面改編による販路開拓の展開

東京都 株式会社ガウディ 7011001027594 サブスクリプション型美容室、サイマティクスヒーリングの顧客層拡大

東京都 ＭＯＮＯＣＯＴＯ　ＰＬＵＳ株式会社 3010401142511 小売部門の収益基盤の確立と販路開拓

東京都 有限会社アクスト 4010502020367 くつ美整体トレーナー養成講座　資格制度事業開始による販路開拓

東京都 株式会社ｉｔ　ｃｏｍｐａｎｙ 5010001176222 撮影スタジオの新設による商品の魅せ方向上で販路開拓

東京都 やなぎ整体院 － 頭痛治療専門の整体院による折込み広告と店頭看板リニューアル

東京都 株式会社ｈＬａｍｓ　Ｂｅａｕｔｙ． 4012401022816 リラクゼーション効果を発揮、オリジナル化粧品販売サイトの構築

東京都 株式会社ラディアス 6010501031999 卑金属小物２次加工によるＢｔｏＣおよびＢｔｏＢの販路開拓

東京都 有限会社ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ 2012802001263 建築工事費の概算及び本見積算出の内製化による受注増

東京都 メディカルアシスタンス株式会社 9010401141037 医療アシスタンスアプリの海外損保会社への販売とアップデート

東京都 岡村　享則 － フルサイズミラーレスカメラでの動画撮影とホームページ開設

東京都 株式会社ジーケア 7010001195261 過敏性腸症候群向け患者オンラインコミュニティ開発及び販路拡大

東京都 東京ハンガー株式会社 5010601018798 抗菌、消臭、抗カビ機能、多用途プレート開発による売上向上事業

東京都 パティスリーリュネット － ショーケース入れ替えによる、ケーキ拡販事業

東京都 撹拌カイゼン合同会社 5010503005564
安全な撹拌、カイゼンに繋がる革新的な遠心式撹拌ツールの知名度向上と
販売促進

東京都 沼袋３丁目教室 － 公文塾を慈しみ能力向上に励み地域の教育に、貢献する場所作り。

43 / 118 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社ｅコンサルティングジャパン 5011701012939 パワポを活用した動画活用コンサルティングサービスの事業化

東京都 株式会社山Ｐ 3010901028020 中古理化学機器・中古理化学設備のレンタルサービスに挑戦！

東京都 株式会社ＰＩＥＮＡ 5010501030845
ネットショップのＷＥＢ広告掲載・運用代行依頼による認知度の向上と販路の
拡大

東京都 株式会社シエンアート 8011201015027 専門見本市出展による「フォトセラ」新市場開拓

東京都 ｉｎｄａｓ － 外部顧客の販路開拓のための自社ＨＰ作成

東京都 株式会社Ｌｉｎｋ＆Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 9021001063876 製薬会社へ展示会を活用したの販路開拓

東京都 タ―ハトレーディング株式会社 1010001137426 美容業界向けの自社製品の開発と販路開拓

東京都 株式会社ゼロベース 3010001177643 自社サービスの情報配信ツール強化

東京都 株式会社アントレサポート 8011001035968 「レンタルオフィス共用部イメージ改善改修により契約率売上アップ」

東京都 株式会社ＣＲＥＡＤ 8011201018302 物流システムの改修による販売管理システムの効率化

東京都 株式会社西山漆器 5010501009856 スマホ対応ホームページを活用した法人向け新規顧客開拓

東京都 株式会社スフィアリンクス 5011201014411 営業プラン創設・会社パンフレット制作・ＤＭ送付

東京都 有限会社インディーロム 9011002024647
新事業「ＤＯ！シニア適職診断」サービス案内及び回答者募集のためのウェ
ブサイト作成

東京都 Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ － 睡眠カウンセリングのオンライン事業の販路開拓

東京都 ホット＆デール － 「温活メディア」を活用した新たな販路開拓

東京都 株式会社オフィスコクア 1011101084987 海外店舗管理システムのローカライズサービスの認知度向上事業

東京都 ティムアンドセイラー － 店舗改装・商品開拓、および広告出稿・地域案内マップ制作

東京都 社会保険労務士法人秋田国際人事総研 1010005024827 ＩＴ企業向け「生産効率向上コンサルティング」の販路開拓

東京都 ふくろう社会保険労務士事務所 － 「新しい管理ツールを利用した、業務の見える化」

東京都
株式会社インステテュートフォマーケティ
ングストラテジー

8010001144283 多言語システム、勤怠管理システムの販路開拓

東京都
合同会社ＧａＢａｙｉ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｆｏｏｄｓ　Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

6010003028024 中国百貨店の催事出展による法人販路開拓と消費者への認知度向上

東京都 Ｕｎｉｃｏ　ｄｅｓｉｇｎ一級建築士事務所 － 暮らしのショールームを兼ねた住宅設計・改修相談スペース開設。

東京都 株式会社Ｈ＆Ｐコーポレーション 9010001121513 店舗で味わうおいしいカレーの持ち帰りとデリバリー便で売上アップ

東京都 株式会社ロータステクノ 5011101049953 情報発信力を高め、事業領域の拡大を目指す

東京都 株式会社アイランドマーケティング 5030001118528 越境ＥＣサイトの整備による日本製品の海外販売支援事業

東京都 ＣＯＬＯＭＯＤＥ株式会社 8010401122608 フェアトレードアパレルの新商品開発・販売促進活動

東京都 ＣＯＣＯＬＯＮＥ株式会社 3010401083251 ＷＥＢサイトを活用した新サービスの顧客開拓

東京都 株式会社ＨＡＲＵ 8010903001912 レビューシステムのファイルアップ・ＡＰＩ対応と管理画面追加

東京都 株式会社ＨＩプロジェクト 4011801024562 展示会における映像制作の販路開拓

東京都 株式会社演舞麗夢 1010001167919 文化庁の「文化芸術による子供の育成事業」を広める為の販路開拓

東京都 竹田健司税理士事務所 － ＡＩの活用による税理士事務所の業務効率化と幅広い人材の活用

東京都 栄光トラスト株式会社 7011801035177 Ｗｅｂサイト構築と販売ツールの整備による新規顧客開拓力の強化

東京都 フェリックス・パートナーズ株式会社 1010001103535 一般公募型研修プログラムの販路開拓

東京都 有限会社田中箔押所 8010502006354 箔押し事業の中間加工（ＢｔｏＢ）からＢｔｏＣへの進出・拡大

東京都 有限会社築地にっしん太助 1010002041073 ＨＰリニューアルによる宅配売上の向上と外国人観光客の取込

東京都 プレイスインザサン － ベジタリアン対応メニューと販促強化でデリバリー事業の販路拡大
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東京都 アロマ看護ケア株式会社 1020001109449 海外駐在員へ向けた遠隔健康相談サービスＰＲを目的とした販路開拓

東京都 Ｂｉｏｓ　ＨＡＩＲ － 地元密着型美容室によるサイト掲載広告とベビーカー置き場の設置

東京都 株式会社ロードフロンティア 4050001019989 「成熟社会ビジネス実践会」セミナー事業のホームページ制作

東京都 株式会社Ｄａｙ１ 2010501041358 農家の廃棄される規格外品を削減するフードロスアプリの作成

東京都 アメリカンビストロニア － 近隣店舗との差別化！店内環境改善によるお客様満足度の向上

東京都 ＡＩＴＯＹＡ株式会社 5011101087367 新規顧客に対する営業力強化のためのＨＰ制作

東京都 アンクレア・ジャパン株式会社 3010001187114 海外市場における自社ブランドジュエリーの代理店開拓の実現

東京都 株式会社マーベラスクリエーション 6010401075493 レディースバッグブランドａｎｍｉのＨＰ／ＥＣ制作

東京都 ｒｉｃｃａ（リッカ） － 足裏をサポートして疲れ知らずになるインソールの販売

東京都 豊永紙工株式会社 3011401004759 ホームページと看板製作による企業イメージアップ

東京都 熊木産業株式会社 7011101005632 「栗屋大賞」を媒介に「真の栗好き」とのつながり強化で販路開拓

東京都 Ｐｕｒｅｎｅ － ケラチンキュアの普及、促進

東京都 株式会社フレッシュエアー 9011101046336 「救助用エアボート」を広く発信する為のＨＰリニューアル事業

東京都 有限会社ピコフードサービス 4010602029011 海外展開に向けた「東京江戸コーヒー」のトータルプロモーション

東京都 三咲デザイン合同会社 2010003018953 自社開発ドライビング・シミュレータＳｉｒｉｕｓの認知度向上

東京都 株式会社フローリスト　カノシェ 6011101055059 新サービス「仏花定期便」の広告実施およびホームページ開設

東京都 株式会社ＧＦＩ 2010601050184 インパクトある塊肉ショーウィンドウを設置した顧客開拓

東京都 株式会社オルトスタック 2010501024882 自社運営のインターネットサービスの開発、及び運用

東京都 株式会社ａｎｃｏ 8010001171765 「美人ゼリー」のブランド拡張に伴う新規パッケージデザイン開発

東京都 クレディ・テック株式会社 3011303001937 「好きな整体師が選べる！整体師マッチングサイトの広報サイト」

東京都 Ｇｌａｎｚ株式会社 8011001100953 新規案件を増加させるための社内体制変更と新規システム導入

東京都 株式会社リアルジャパンプロジェクト 7011001073069 日本の伝統工芸品を海外の消費者へ届けるネットショップの開設

東京都 Ｌａｂｄｉｅｎ － リネン衣類専門ネットショップの新規開店による売上拡大

東京都 加茂隆康法律事務所 － ホームページのリニューアル

東京都 有限会社Ｆｕｔｕｒｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍｉｎｇ 7010402027039 コーチングへの理解からセッションにつなげるためのＨＰ作成

東京都 Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ合同会社 2010003026849 セルフマネジメント実践のためのオンラインサロンの開設

東京都
株式会社ジャパン・アグリ－カルチュア・
マーケティング＆マネジメント

2010001082431 とことんこだわった「野菜シャーベット」の開発による販路開拓

東京都 ＱＯＬｄｅｓｉｇｎ株式会社 8012401032150 近隣住民および既存顧客への新事業「栄養療法」の販路開拓

東京都 木本硝子株式会社 3010501003092 「黒の江戸切子」の新しいマーケット開拓

東京都 戸塚税理士事務所 － 税務顧問業務及び相続業務の販路開拓

東京都 ハーティー － 母子に優しい「美容クラニアルセラピースクール」のＰＲ

東京都
オフィスマツナガ行政書士事務所　松永
敏明

－ 専用ＷＥＢサイト構築による入札資格取得業務の売上拡大

東京都 エクスペクト合同会社 6010703003532 オリジナルプリントＴシャツのインターネット販売事業

東京都 株式会社つながりエデュケーション 5010401129449 「コペル武蔵小杉教室の認知度向上と近隣地域顧客の掘り起こし実現」

東京都 有限会社プログラムエム 7011002023353 ブランドの認知、向上の為事務所を店舗化するための取り組み

東京都 プライベートサロンラシュール － フェイシャルエステの新メニュー開発によるコース充実と顧客開拓
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東京都 株式会社ＥＳＣＡＰＥ　ＴＯＫＹＯ 2011101082156 求人動画制作事業（ＣＯＭＯ　ＭＯＶＩＥ）の販路開拓と販路拡大

東京都 株式会社コミック　ウェア 3011201016401 弁護士向け集客用ゲームアプリの開発と販路開拓

東京都 株式会社ＯＮＥ　ＨＵＮＤＲＥＤ 9011001098072 ホームページ開設による地方企業の販促支援案件の受注拡大

東京都 株式会社アートクリエイト 8013301000148 “アートを創る”住宅リノベーションの提案型ＰＲ事業

東京都 株式会社グッドリンク社 7010001119947 独自ブランドの炭酸入浴剤の開発と「口コミ」を使ったＰＲ販売

東京都 スタジオリアル － 新店舗展開でのトレーニング器具の充実と新規オープン広報

東京都 Ｍｏｖｉｎｇｂｏｄｙ － 明確なターゲットの自社ＬＰによる品質重視型の集客モデルの確立

東京都 合同会社ライフジュエル 5030003008933 卸販売の受発注における煩雑を解消し、販路を開拓できるシステムの構築

東京都 株式会社ナチュールアロマテラピー 8010401079567 美容力向上動画コンテンツの制作による新規顧客獲得と売上向上

東京都 株式会社常進パートナーズ 3011801032293 高付加価値サービスの展開強化による収益性・生産性向上事業

東京都 株式会社ココノッツ 4010001135765 報道情報管理の効率化による顧客サービスの向上

東京都 株式会社タッグ 8010001022241 新たな販売促進ツールＭＩＳＥ－ｄｅｍｏ（ミセデモ）の展示会出展

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 ＡＲ技術を活用したタイにおける日本酒販売追跡システムの開発

東京都 株式会社飛躍 3010801028211 新サービス訴求に向けたＷＥＢ・ＳＮＳ広告の実施と資料制作

東京都 インクラウド株式会社 7010701034909 犬用室内オシッコ用品“すごいーぬ”のＩＴを利用中心とした販売促進

東京都 ねりまなび － ＤＶＤ教材『作文・小論文の基本的な考え方』（仮題）の開発

東京都 株式会社エスディーエックス 8011001126305
「ビューティーワールドジャパン」への出展及びプレスリリースの活用による広
告宣伝活動の実施

東京都 株式会社ボウンディア 7030001044490 つのつのサイコロ＆テトラを海外に向けて展開していく。

東京都 遺贈寄附推進機構株式会社 6010401140850 信託を利用した遺贈寄附「ふるさとレガシーギフト」の販路拡大

東京都 株式会社グリマス 5010501042205 地産品（酒・菓子）の付加価値を上げるデザイン木箱製造販売事業

東京都 株式会社Ｃｏｌｌｅｇｉａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 8010401064866 内部統制の効率化、構築化に係るサービスの販路開拓

東京都 法務設計事務所株式会社 9011801035902 「繋ぐ」プラグインソフトの開発による受注拡大

東京都 株式会社ＶＲデザイン研究所 3011001048272 大型ＶＲ機器を活用した企業向けＶＲソフトの受託開発開拓

東京都 有限会社伊藤朱子アトリエ 8010802001311 お客様の希望を形にする建築士！情報発信力を高めるＨＰ販促

東京都 アイビーアライズ株式会社 4010001145995 ＡＩ時代にも必要とされる制作会社への成長事業

東京都 株式会社シンライフワーク 3010001198656 ウェブ動画を活用したシニア向け求人求職マッチング事業の開始

東京都 株式会社ピュアソイル 4010001166447 高たんぱく質・低糖質メニューの開発・販路開拓

東京都 鶴乃家食品工業株式会社 9010001181326 カチクラエリアで散策する顧客をターゲットとした雑貨屋事業

東京都 株式会社ＨＡＲＵ 1011001104432 第一線プロが直接指導するヘアメイクアップスクールのネット販促

東京都 株式会社未来カ 2011101079045 サービス広報を目的としたホームページ改修による販路開拓

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ　ＬＯＣ合同会社 7011503003754 既存ゲストハウス（入谷店）の客室設備改修による販路・売上拡大

東京都 ＡＹＡ’ｓ　Ｂｒａｎｄｉｎｇ － ブランディング講座のオンライン教材制作・販売

東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｏｎｉｇｉｒｉ　Ｌａｂｏ 2010401125780 玄米を使用した機能性おにぎり・弁当の開発と製販体勢の強化

東京都 Ｍａｋｅ　Ｓｅｎｓｅ合同会社 6010403015324 アート作家別に魅力を出すＥＣサイトのリニューアルとネット広告

東京都 合同会社アイル・ＭＴＴ 3011503003857 金属表面加工分野での環境対応薬剤の開発・販路開拓

東京都 株式会社フロントポイント 3010601050662 日本酒の銘柄ロゴ入りさけぶたホルダーの開発とプロモーション
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東京都 株式会社東西総合医療研究所 6013201015529 ウェブサイトのリニューアル制作よる新規集客

東京都 株式会社アン・ドゥミ 9013201010642 新たなターゲットのニーズに応える新商品の開発と販路開拓

東京都 オンコ不動産合同会社 5011003009064 宮崎の自治体と連動した宮崎県民のための東京のお部屋探し支援

東京都 クラウドネット株式会社 3010001151128 リハビリテーションアプリ販売促進用プロモ―ション３ＤＣＧ制作

東京都 株式会社ＳＰＡＲＫＬＩＮＫＳ． 1010401140418 医療専門クラウドソーシングサービスの正式リリース・販路開拓

東京都 クルーチェ（Ｃｏｕｌｕｃｅ） － ママでも働きやすいマツエクサロンの差別化による持続的成長。

東京都 瀧口鉄筋 － 鉄筋補強工事への参入と営業の強化

東京都 株式会社クオン 3011201020097 緊急対応サービスと生産性向上による収益の拡大

東京都 達磨一番株式会社 3010501031432 オリジナルブランド新商品の開発販売による顧客層の拡大

東京都 かぐやライゼビューロー － ＥＵからの訪日旅行者のレンタカー利用の販路開拓とシステム構築

東京都 有限会社ボート免許更新センター 1010502020147 実技体験講習

東京都 マーマデューク・ミュージック － 世界最大の楽器展示会に出展し当社製品を世界に向け販売促進

東京都 Ｓｔｅｐ　ｂｙ　Ｓｔｅｐ － キッズスペースから広げる！ママの健康応援事業

東京都 株式会社ＷｉｉＢＥＲ 9011701022645 ホームページを活用した自社プロデュース映画の認知度アップ

東京都 株式会社ワロップ放送局 5010601041899 販路開拓のための魅力的な所属アイドルホームページ構築

東京都 株式会社ＸＷＯＲＫ 6010401127534 ＩＴ技術者不足に特化した海外開発支援事業

東京都 レゾンデートル株式会社 5010001156513 研修内製化プログラム開発とランディングページによる販路開拓

東京都 ＷＯＷ　ＭＥＤＩＣＡＬ株式会社 8010001199807 新規顧客開拓のためのＷＥＢプロモーション事業（制作・広告）

東京都 オンラインアドプラス － 費用対効果の高い顧客獲得の仕組みを構築

東京都 株式会社ミション 2010401143659 コンテンツをセットした「簡単ホームページ制作＋コンテンツパック」の提供

東京都 酵素　練馬 － 自律神経系疾患の症状緩和のための新サービス開始に伴う販売促進

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 新規性のある医療器具の開発・販売による新たな販路開拓。

東京都
株式会社グローバル開発経営コンサルタ
ンツ

3010002045997 中南米の日系企業の生産性向上の為、スペイン語研修資料作成

東京都 株式会社Ｃｏｌｏｒｓ 1010001155279 バーチャルアシスタントサービス「タスカル」の販路拡大

東京都 ＳＫＹキャピタル株式会社 6010501040083 新規顧客開拓と顧客満足度向上のためのホームページ制作

東京都 パイプフリージングサービス株式会社 7011501024075 設備導入による新規顧客獲得と販路開拓

東京都 ＰＯＰ’Ｊ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ － 新規出張レッスンの販売促進策としてのダンス発表会の動画制作

東京都 株式会社高陵社書店 1010001016299 ホームページのリニューアルによる販路開拓

東京都 住まいネクスト株式会社 1010801029797 「リフォーム・リノベーション済　中古マンションの仲介手数料が無料（０円）！」

東京都 株式会社ジェー・シー・プラス 2010001193583 障害者雇用に係る制度周知とホームページによる新規顧客開拓

東京都 株式会社ムーングラフィックス 2011001051401 自社ホームページを通じた中小企業への販路開拓

東京都 株式会社Ｓｕｎ＆Ｍｏｏｎ 6011301016364 ＷｅｂによるＰＲでアロマ音叉療法の潜在顧客の掘り起こしを行う

東京都 株式会社ビーコンセプト 7011001115548 お腹痩せ・くびれプログラムの新規作成と販路拡大

東京都 株式会社アラモ制作所 8011501016220 店内のコンパクト化業務効率化と看板英語メニュー作成で販路開拓

東京都 姿勢美スマイル合同会社 8011303003037 セルフメンテナンス講座を活用した新たな販路開拓

東京都 株式会社日本防災デザイン 1011601019492 大規模災害時の指揮体制コンサルティングのウェブサイト新規作成
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東京都 株式会社ハピラボ 6010001195997 国産漢方原料を配合した化粧品の新規販路開拓

東京都 合同会社ハヤザム 1010403007697 就職と転職｜指導動画の作成と無料指導体験会の実施

東京都 天進商事株式会社 5010501025903 女子高生がシェアしやすいツールを網羅する

東京都 アイデアプラス株式会社 9230001015271 備品購入への誘導を容易にするウェブ改築と、価値向上の決済対応

東京都 銀海社労士事務所 － 日本のＩＴ企業を元気にする！職場改善のインターネット販促強化

東京都 ｅ－ｈｏｍｅ株式会社 1013301040670 ＳＮＳの運用により新市場での販路を開拓し売上拡大を図る事業

東京都 ナダヤ酒店 － 全国の希少性の高い日本酒を手軽に楽しめる飲食店事業

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 株式会社ＫｉｔｅＲａ 1010401144773 社内規程の作成、運用クラウドサービスの開発、販路開拓

東京都 株式会社エフォートサイエンス 4010001172775 当社主力商品のアドサイクル・クリエイティブメーカーの拡販事業

東京都 シンシア合同会社 5011103004816 電子カタログの分野に本格的な参入を行い、生産性の向上図る

東京都 昌平坂特許事務所 － クラウド型商標システム「クラウド商標」の販売促進

東京都 がんてつ工房 － ホームページの機能とチラシ小冊子等での販売向上事業。

東京都 株式会社キクチカラ 8010001199947 一目で分かりやすい「電子マンガ」「動画」の制作・販路開拓

東京都 株式会社ジャスティア 9011001106017 美容整体師を目指す女性のための通学講座開設と独立開業支援事業

東京都 荻窪　せきば － 看板設置と店内整備による認知度向上と新規客の開拓

東京都 Ｓｗｅｅｔ　Ａｒｔ － あなただけのシュガーケーキを届けます。企業経由の販売拡大

東京都 サークルアラウンド株式会社 8011001073472 法人向けプログラマー育成事業の販路開拓

東京都 合同会社ブックスロープ 6011603001667 販路拡充！専門のスタジオ収録による質向上で仕事獲得

東京都 株式会社Ｇｅｎｕｓｓ 5011001110542 ドイツ輸入菓子の新規販路開拓

東京都 有限会社メルティングポット 3012702013119 新規のお客様獲得のための販路拡大プロジェクト

東京都 株式会社Ｌａｃｉｃｕ 8240001049088 受験コンパスの販路開拓

東京都 株式会社マイルドポケット 1010901011250 犬と飼い主様が安心できるシャンプールームの改築

東京都 有限会社ブーランジェリー龍月堂 2010702009071 焼きたてパン屋さんのＷｅｂ集客・ブランド力向上事業

東京都 株式会社山口工務店 5011501009111 シニア層向け「伝統構法を活かしたこだわりのリフォーム」ＰＲ

東京都 スタイルテックス株式会社 8011101065304 試着でファンを拡大！純日本製コートの販路拡大

東京都 株式会社医療福祉研究所 9011501005569 スマートフォン対応のホームぺージ作成

東京都 ＥＮＧ　ＳＴＡＲＴＵＰ － 親子の会話が盛り上がるオンライン英会話スクール事業

東京都 株式会社シンデンインターナショナル 8011001123236 カウンセリングの充実と顧客満足度強化のための店内改装

東京都 新井　牧子 －
①シュガーリング脱毛商材の販路開拓②アンチエイジング商材のテストマー
ケティング

東京都 株式会社ビーンズ 1010401113349 動画制作とＹｏｕＴｕｂｅを活用した潜在的な新規顧客開拓

東京都 株式会社マルモ出版 7011001022414 「新分野の事業推進・認知度向上のための販売促進策の実施」

東京都 株式会社ＵＰｓｔａｒｔ 9011301022450 小規模な塩ビ防水加工業者のグループ連携で販路開拓推進

東京都 株式会社白門保険事務所 1010901009674 団体保険の商品専用ホームページをスマホ対応化等刷新する

東京都 ツール・ド・デザイン － 女性チームで作る女性ファーストのＷＥＢ＋Ｔｕｍｂｌｒの体制

東京都 有限会社シェイプ 7011802025755 在日及び訪日外国人に向けた「ドライカット」サービスの促進事業
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東京都 合同会社ナンバーツー 6010403012247 顧客の事業拡大を支援し紹介を生むインタビューサイトの運営事業

東京都
ジャパンベトナムコンサルティング株式会
社

8020001107058 【ＪＶＣオリジナル留学生一貫支援体制】で留学生と日本を元気に！

東京都 東欧インターナショナル株式会社 3010401103777 料理人・ソムリエ向け日本酒教室によるスウェーデンへの販路拡大

東京都 合同会社ＧＥＮＳＥＫＩ 2011003009827 渋谷区で創業１年未満の１人事業者限定のウェブサイトの制作事業

東京都 株式会社Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ 8011101078306 インバウンド需要で「忍者レストラン」を繁盛させる事業

東京都 株式会社テックオーシャン 6011301024210 「チラシ郵送による学生向け広報」と「人事担当へのメルマガ配信」

東京都 山城産業株式会社 8040001063704 「ビル共用部リノベーションで内装一新、新規顧客開拓で売上増加」

東京都 ＭＩＳＡＷＡ　ＳＨＯＥ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 7011501023606 プロピアニスト専用の注文靴製作サービスの展開

東京都 株式会社ネオプライズ 9011501017721 印刷の特殊用紙・加工に特化したコンテンツサイトの構築

東京都 株式会社ＭａｋｅＳ 7010001174901 インバウンド観光活況の横浜地区へのリラクゼーションサロン進出

東京都 株式会社日本教育機器販売関東 9011101016347 動画で転換！旧来モデルの是正による収益安定化計画プロジェクト

東京都 株式会社タマ 5010701033235 日本の真珠産業発展のための「真珠茶」の拡販

東京都 髙村税理士事務所 － 相続事業承継等高単価顧客へ専用ページでアピールし販路開拓

東京都 株式会社ブルーカラーズ 3011501015359 ・ホームページを活用した新規顧客獲得と機会ロスの削減

東京都 株式会社ブリッジポイント 5010001155408 介護業界の人手不足を緩和するための外国人人材活用支援

東京都 株式会社ブライトパーソナル 6010401106760 看護師による未病対策プログラムの作成とＰＲ活動

東京都 Ｂｌｕｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 7010601048380 共同研究成果「遺伝子測定キット」のインド国内の販路獲得事業

東京都 ザ・マネジメント・コンサルタント － 創業者達との共創・共栄の場となる『地域型創業メディア事業』

東京都 ＧＯＬＤＥＮ　ＭＵＳＴＡＲＤ株式会社 2030001129908 粒マスタードの全国区での販路拡大と新商品の開発

東京都 慶英 － ネット広告費と商品説明ホームページ作成

東京都 株式会社インサイトパートナーズ 3010401093168 ＤＭ発送による病院・クリニックの新規顧客開拓

東京都 株式会社惠の木 5010901025338 五周年記念！記念品配布でリピーター増＆ご家族への口コミ増！

東京都 株式会社童心 7010501026189 ＷＥＢ通販と自社ＥＣ販売の拡充。海外生産による商品の開発。

東京都 あさみコンサルティング － 【エンジニア確保・一気通貫コンサルティング】の開発・販路開拓

東京都 株式会社ＡＤＡ 7010401076086 ＤＭ「東京マケポ新聞」の発行・関連ＷＥＢサイトの作成

東京都 こみやま整骨院 － 地域の健康に貢献するためのホームページ制作と集客

東京都 株式会社ヤシマ 7010801012021 ホームページの英文化及びレスポンシブ化による海外販路拡大

東京都 株式会社日源商事 3013301028540 ＳＮＳの運用により新市場での販路を開拓し売上拡大を図る事業

東京都 株式会社ディオントーキョー 4010001117490
ゴルファーレ阿佐ヶ谷店　インドア練習場＆スクール開設による集客力の強
化

東京都 株式会社マルキ 6010601009656 綿１００％の下着をより肌に優しく、より多くの人へネットで販売

東京都 株式会社Ｍｉｎａｔｏ 2011801029506 自社開発のドアノック型ツールを活用した新たな顧客開拓の取組み

東京都 株式会社ＣＡＮコンサルティング 1011101087858 学校を対象にした起業意識を高める取り組みの販路開拓

東京都 株式会社アーツエイハン 5011101034922 展示会における動画活用セミナー開催とライブ配信による販路開拓

東京都 森川産業株式会社 9010501021295 顧客の「ブランド価値向上」へＨＰリニュアルと新規顧客獲得事業

東京都 株式会社カネトミ 9050001025834 外国人観光客向けの羽田国際空港商業施設への新店舗出店準備

東京都 株式会社ＧＯＯＤ　ＬＵＣＫ　＆Ｄ 9010401138025 ブライダルのノウハウを活用したペット葬儀及び霊園運営
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東京都 プートン葡萄酒 － 中国ワイン認知度アップのためのセミナー開催

東京都 大阪屋商事株式会社 8010501002040 自動車ブレーキ用無溶剤接着シートの開発・販路開拓

東京都 ベンチャーラボ法律事務所 － 「法務ドック事業」及び「ちょこっと相談会」

東京都 ワンズデザイン － 結婚式映像における信頼性と品質の向上・記録商品への販路開拓

東京都 株式会社ＫＡＫＵＭＥＩ 5010801029892 Ｗｅｂ施策とオフラインマーケティングを融合させた販促の実施

東京都
ｗａｃｃａ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ（ワッカアーキテク
ツ）

－ ３Ｄ－ＣＡＤ導入でデザインを視覚化し顧客満足度を向上する事業

東京都 有限会社和表内装制作所 3011102017606 ホームページ活用による縁なし畳の新規個人顧客の販路開拓

東京都 株式会社ＧＯＯＤ　ＬＩＦＥ 8010501041162 地域に迷惑が発生しない、外国人専門民泊事業のＰＲ強化

東京都 ベラズカップケーキ株式会社 8020001080635 「配送容器開発による販路拡大とパッケージ改良による付加価値向上」

東京都 ＭａｉｏｌｉｃｈｅＣｏｃｏｚｚａ － レストランへの販路拡大とホームページを利用しての集客

東京都 Ｊａｐａｎ　Ｏｂｊｅｃｔｓ合同会社 6010403020035 着物産業のサポートと日本文化を海外に広める為、着物商品の充実

東京都 ｐａｍｚ．株式会社 1010801027207 唯一無二のＡＲトラベルアプリプラットフォームＰＲ大作戦

東京都 すみれ書房株式会社 4011001125509 創業出版社の第一弾の出版告知および販売促進と販路拡大事業

東京都 株式会社コアプリートプロモーション 6010501033418 モータースポーツで華やかさを求めるスポンサーに対する販路開拓

東京都 有限会社山口薬局 7013302010312 一般医薬品販売中心の薬局から調剤業務を重点化する為の店舗改装

東京都 Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 6010001184901 「あずかるこちゃん」の販売促進事業

東京都 株式会社イヴィクシア 5010401136123 素材からこだわったお菓子を全国へ！　通販事業による販路開拓

東京都 株式会社ワーク衡業 6011701009744 顧客管理ソフト導入による全社員上げての攻めの営業展開

東京都 ヴェールコンサルティング株式会社 6010001173672 中小企業支援プログラムの作成とインターネットでの販路開拓

東京都 株式会社河西繊商 9011501006047 小規模アパレル・個人作家向け国産ミシン糸・服飾資材の販路開拓

東京都 株式会社Ｆａｍ’ｓ 3011001114058 卸先店舗の販売促進向けツールとしての商品カタログ制作

東京都 セキュリティストリングス株式会社 3010003019075 Ｗｅｂサイト拡充と販促ツール制作によるセキュリティ事業の拡大

東京都 株式会社ファイブ・エフ 7010001115112 ピラティススタジオ新設でサービス向上により新たな顧客の拡大

東京都 入江法律事務所 － ＩＴ・ＤＭ等による販路開拓とシステム導入による業務効率化

東京都 株式会社美都商事 4010501034673 来店を促すサービスの開発と、自社ホームページのリニューアル。

東京都 ＬＣデコーデ合同会社 4010403019467 教材開発と新規入会者を獲得するための教室事業の取り組み

東京都 株式会社写真の学校 1011001111734 プロ品質出張撮影マッチングの事業化と受講生増加による売上拡大

東京都 トランスワールドジャパン株式会社 2011001061103 書籍発の水素吸入併用式よもぎ蒸しサロンの展開

東京都 オータスジャパン株式会社 1010001158645 外国人対応ホームページと訪日外国人向け着物体験撮影スタジオ

東京都 株式会社ブーマー 9011001042006 好きから始まる英会話学習プラットホームアプリの開発及び展開

東京都 株式会社シマヲ 8010601039296 自社パンフレット・参考案件カード・ホルダーの制作

東京都 まる宏商店 － 設備導入による販路開拓と販売管理システム導入で生産性向上

東京都 株式会社アズール 5430001052380 インテリア雑貨（卓上バーナー）の輸入卸売業・販路開拓

東京都 セブンズ企画株式会社 5010701036849 自社実験システムのＨＰ制作やチラシＤＭ配付による販路開拓

東京都 タミーズ株式会社 3010701018543 販促ツール制作及び雑誌掲載によるウェットフードの受注拡大

東京都 マーキュリー　ライフパートナーズ －
月極駐車場仲介サイトへの物件登録数を増加させるための、期間限定商品
券プレゼントキャンペーン
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東京都 株式会社ＳＴＡＧＥ　ＵＰ 2010401144401 女性向け経営塾のオンライン受講システム構築による販路開拓

東京都 株式会社Ｃｏｌｏｒｉｚｅ 5010701037426 健康的で手軽な持ち帰りの海鮮丼でワーキングマザーを応援する事業

東京都 株式会社アームズ・エディション 9050001005679 リフォーム産業フェアへの出展と岡山市でのセミナー開催

東京都 株式会社フォーリア 3011601011274 ニーズ別賃貸不動産ポータルサイト群「ポータルポータル」

東京都 ａａｔｙ　ｈａｉｒ － 髪や頭皮のトラブルに悩む女性のための美容サロンの集客力向上

東京都 有限会社伊藤工業所 5010602027848 アルゴン溶接機３５０Ａ導入による製作幅の拡大。

東京都 ｂｐ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｔｏｋｙｏ株式会社 9010001142154 環境問題の啓蒙活動によるブランド構築と出版、イベント事業

東京都 有限会社山甚鋲螺 5011802008101 新規開拓販路および業務効率化を推進するホームページ

東京都 株式会社フロロ 1011301016113 新規ランドセル事業におけるネットを活用した販路拡大計画

東京都 合同会社マムスマイル 5011403002164 マムスマイルグループサイトの作成

東京都 株式会社Ｊｕｐｅ　ｄｅｓｉｇｎ 9010001105953 贈られて楽しいサプライズボックス事業の立ち上げと集客活動

東京都 ＲＨトラスト株式会社 2010901037484
ホームページに集客するためのきっかけとしてチラシ配布で誘導して新規顧
客獲得の取り組み

東京都 有限会社ヴァイスヴァーサ 8011602011335 日本の伝統菓子「Ｂｏｎｂｏｎｓ　おいり」のブランディングと販路開拓

東京都 株式会社スマート・イノベーション 8011101083636 プロフェッショナル人材のシェアリングエコノミー事業

東京都 リードブレーン行政書士法人 7010005029861 ホームページによる認知度の向上と外国人就労ビザ取得案件の獲得

東京都 エブリカラーデイズ合同会社 7010803002961 新商品「ゼロ　カラーケアフォーム」の販売促進

東京都 アドバンスド・ベンチャー株式会社 6010601048340 『エルゴの修理屋さん』を認知してもらうためのアプローチ

東京都 株式会社響 3010401093911 カワイイ学生服風・カジュアルファッションの海外向け商品開発

東京都 たか・りら － 新規顧客獲得、物販販売促進、個人サロン向けオリジナル商品開発

東京都 エデュケーション・ラボ株式会社 2010001197089 「理念・マネジメント研修」のＷｅｂ上での周知による販路開拓

東京都 株式会社豊丸商事 9010001195342 ＷＥＢ・ＳＮＳ活用やカタログの充実による販売促進

東京都 株式会社ＭＩＲＡＩＵＳ 1010001194062 自社運営ＥＣサイト『くらしの日用品．ｃｏｍ』の販路開拓

東京都 株式会社ＳＩＸＩＮＣＨ．ジャパン 3011001060590 「店舗・商業空間デザイン展」出展による新規販路開拓

東京都 株式会社オールウェイズ 2010701021795 「ＳＮＳを活用した、健康サプリメントの販促・販路拡大」

東京都
株式会社インシュアランス　パートナーズ
コンサルティング

2010401117571 看護師による公的保険外の訪問見守りサービスにおける顧客開拓

東京都 株式会社オオヒロ 6011201015350 当店のメニューの魅力を動画で伝える

東京都
日本訪問美容サービス杉並店にじいろ
カット

－ オンライン予約システム導入での販路開拓と社内体制の強化

東京都 有限会社千成屋 7013302006277 レトロかるたデザインのデジタルデータ化と、新商品開発

東京都 有限会社グラフィック・メイト 7010402004384 高品質画像コンテンツ出力対応の高精細プリンターの購入

東京都 有限会社みすず屋商店 4013302009588 加圧パーソナルトレーニングと最新痩身機器での施術・財路開拓

東京都 ＣＨＡＲＩＴＥＳ　ｊｅｗｅｌｒｙ株式会社 1010003020489 周波数技術の訴求力向上によるネット上での販路拡大

東京都 株式会社アイル 9011101077760 ＷＥＢ広報の最適化と発信力強化で葬儀業の大きな成長を目指す

東京都 株式会社セルビスタ 4013301042557 温泉体操の普及とシステムづくり。

東京都 株式会社ミトマ 8010701036904 さらに多くの人の笑顔を改善する！出版本とセミナーのチラシ販促

東京都 株式会社経理サポート会計事務所 4011101087657 社会福祉法人向け　経理ロボット派遣サービスの販路開拓

東京都 株式会社Ｒａｉｎｂｏｗ　Ａｒｃ 5010001187260 信頼性あるホームページでの情報発信で実効性ある中国進出を支援
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東京都 株式会社サンアップ 6010801022104 新規獲得、通所率アップに向けたサービス内容ＰＲ戦略

東京都 トミタプロデュース株式会社 6010001184827 埋もれた地域の物語を活かす旅企画と音声ガイドコンテンツ開発

東京都 合資会社プレプレチューンズ 2011403000815 自社受注増加のための新サービス多言語化サイト制作とその告知

東京都 株式会社宮戸川 6010501038292 浅草店新規顧客獲得へのテイクアウト事業による販路開拓

東京都 Ｚｅｎｗａｖｅｓジャパン株式会社 1010001129794 「インド＆日本市場開拓支援サービス」の販路開拓事業

東京都 株式会社ＡＬＢＩ 6010901037431 電気自動車急速充電スタンドの設置と店舗改装による新規顧客開拓

東京都 株式会社ティーフル 5010801028795 パティシエが作る本格派ベビーカステラでの地域のお祭り出店

東京都 有限会社峡西商事 6011102003677 顧客満足度向上×新規顧客獲得に向けたＰＲ及び販促活動

東京都 株式会社Ｏｐｅｎ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 7011101083505 デジタルツールを活用した販路拡大と人材確保

東京都 浮間パソコン － 地域に支持されるパソコンドクターを目指した地域密着事業展開

東京都 ＧＥＭインターナショナル株式会社 9010001154620 新規事業販売促進のためのホームページ制作

東京都 株式会社節句田 9010501025148 人とコミュニケーションする花活布の試作開発

東京都 株式会社ＫＩＴＡＭＵＲＡ 8010801024156 販路開拓及び既存販路先の販売強化の為の什器・パッケージ等製作

東京都 高野新也公認会計士・税理士事務所 － 「キャッシュフロー経営実現」をサポート！販路開拓のＰＲ強化

東京都 合同会社おもてなし便 6011803001723 【おもてなしドライバー創造研修プログラム】の開発・販路開拓

東京都 株式会社ｓｅｌｅｃｔｏｒ 7011001117362 お客様と一緒に選んで作る自社ＥＣサイト制作事業の販路開拓

東京都 ｏｆｆｉｃｅ５７ － ＳＮＳを活用した潜在顧客の集客

東京都 Ｉ　Ｌｉｎｋｓ株式会社 7011101079296 企業のグローバル人材確保を支援！マッチングサービスのＰＲ事業

東京都
株式会社ジャパンインターナショナル
サービス

4011001127439 インバウンド向け体験型オプショナルツアーを広める事業

東京都 Ｃｈｉｅｆ － 古着の販売・店舗紹介をするＷＥＢサイト構築と屋外看板の設置

東京都 株式会社ＤＩＥＴＡ 9012801016685 低価格で効果的！女性専用セミパーソナルレッスンの宣伝広告

東京都 オフィス和音 － 自宅訪問型ペットケア（トリミング）サービス

東京都 未来予報株式会社 4010001178649 当社が販売するオリジナル未来シナリオ（レポート）商品の販売

東京都 株式会社Ｃｏｗａｌｋｉｎｇ（コウォーキング） 5011001096039 独自性を打ち出したブランディングとホームぺージ刷新・販路開拓

東京都 有限会社友和 5010602030901 訴求点を絞って地元が誇れる蕎麦屋に変わる改修工事事業

東京都 Ｈａｐｐｙ　Ｓｔｕｄｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ － 海外在住の日本の小・中学生向けオンライン授業の新規生徒開拓

東京都 株式会社研恒社 9010001015459 オリジナル商品「ｋａｋｕ」ノートによるＢｔｏＢ新規開拓事業

東京都 有限会社東栄工業 8010802009998 加工技術力発信強化のためのホームページ・会社案内パンフ制作（日・英）

東京都 株式会社ジャパンホビーツール 9013302016134 『新幹線迷彩イージーラッパー』によるカメラ業界以外への販路開拓

東京都 ｃａｎｄｙｕｎｉｖｅｒｓｅ株式会社 1010901044003 オリジナル焼き菓子の開発と、店内飲食及び外販の販路開拓

東京都 有限会社コグレ 9013302004304 スタジオ撮影売り上げ増加計画

東京都 グローバルオンライン株式会社 6010401132567 研修講師がスキル評価する人材紹介サービス事業

東京都 株式会社クラウンクラウン 1011001059313 ホームページリニューアルによる営業機能の拡充と販路拡大

東京都 株式会社ｎｏｗｌｄ 4011001125896
常在菌を育てる！！効果を体感できる自然派・オーガニック化粧水の販売事
業

東京都 串揚げ　自意識過剰 － 視認性の向上と店内バリアフリー化に伴う座席の増設

東京都 司法書士法人神楽坂法務合同事務所 9011105008860 遺言作成に特化したランディングページ作成による販路開拓
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東京都 株式会社モノリクス 6010001176188 革新的ＡＧＶの拡販に向けた販売代理店の構築施策

東京都 株式会社ピースカルチャー 8010001196498 総合窓口となる予約機能付きＷＥＢサイト構築による販路開拓

東京都 株式会社ニイチ 1011002025891 地元密着不動産サイトのセキュリティ強化で安全なお部屋探しを。

東京都 Ｌｉｆｅｗｏｒｋ　Ｓｃｈｏｏｌ　ｏｆ　Ｅｎｇｌｉｓｈ － ＴＯＥＩＣ・英検向け英語コーチングのＷｅｂ広告による販路拡大

東京都 株式会社スリーストーンズ 6011001121720 新規顧客獲得とブランディングを兼ねたホームページ制作事業

東京都 有限会社アンチ 7011002036009 売れるメニュー・ＰＯＰ・ポスター定額制作サービスによる販路開拓

東京都 ほけんし株式会社 3030001067165 働き方改革の事業主と従業員をサポートする「くらうど保健室」

東京都 エクラ株式会社 7011001102629 スマホで簡単商品検索！Ｗｅｂサイトの機能・イメージ・セキュリティ強化

東京都 株式会社Ｃａｐｙｂａｒａ 2011001095943 フランチャイズ化におけるフランチャイジー募集の広報

東京都 株式会社バランス＆チューニング 9011501021970 遠隔地での体験会開催および販促物作成による新規販路開拓事業

東京都 株式会社清てん 7270001007481 国産素材を活用した新商品開発とテイクアウト・デリバリー対応

東京都
一級建築士事務所　渡辺泰敏建築設計
事務所

－
建売・分譲住宅の新規顧客確保、注文住宅の更なる顧客確保の為のＨＰ作
成と広告

東京都 安武　貴子 － 社員間の関係値を高める、ワークショップ型新福利商品の啓蒙

東京都 エンディングメンタルサポート － ＷＥＢ広報や販促ツールでメンタルサポート事業を進展させる

東京都 ラメールピアノ教室 － 音楽学部の学生に向けた、ピアノ講師育成コースの顧客増加計画

東京都 株式会社ゼロイニシャライズ 5011001092021 展示会への参加・新たな製品カタログの作成

東京都 株式会社リリーバレイ 9011001060619 自社ブランドのブランディング、販売促進強化、海外展開準備

東京都 株式会社ブラウニーズ 8010001192654 学童保育機能付き次世代型学習塾

東京都 株式会社ピーアールラボ 7010401134182 令和時代を勝ち残る中小企業の課題解決促進加速化事業

東京都 ＧＲＡＳＳＥ　ＴＯＫＹＯ株式会社 8010601044040 アロマ・フレグランス雑貨、ボディケアの新商品の開発・販路開拓

東京都 北星産業株式会社 5010001028951 ＨＰリニューアルで効果的な営業ツールとして活用

東京都 Ｉｇｏｔｉｔ　（イゴティット） － Ｙｏｕｔｕｂｅ等の動画メディアを使っての新規サービス開発・販路開拓

東京都 株式会社吉田商店 5010801012460 第１４回　地方銀行フードセレクション出展

東京都 文学堂美容室ｒｅｔｒｉ － 本をコンセプトにした美容室のポータルサイト掲載による新規客集客

東京都 小川輪業商会 － 全国各地で修理等のサービス提供と店名ＰＲの為のテント買い換え

東京都 ＫＥＮＢＩ － 認知拡大による新規顧客獲得のための動画戦略

東京都 市村食肉販売株式会社 1010601000470 大通りから見える看板で視認性向上、チラシの配布で認知度向上！

東京都 株式会社ウィズクリエーション 1013301038665 当社自販機の選択率を高めるための事業内容周知ステッカーの作製

東京都 ＩＲＯＨＡ　秋山　拓也 － 店内へのイベント用映像設備導入による新規客開拓とリピート促進

東京都 株式会社富士越写真機店 7010001055408 ホームページ多言語化による訪日外国人への販路開拓

東京都 キャリアアカデミー株式会社 7011001070396 ホームページのスマホ対応と魅力発信リニューアルによる販路開拓

東京都 株式会社ＡＭＢヒトラボ 7010001201102 ＷＥＢサイト「Ｒｅ：転職」の販促・ＰＲ

東京都 株式会社トリプルダブル 9010701026177 ホームページお直しサービスの立ち上げと集客サイトの構築

東京都 ＨＡＩＲ　ＡＸＣＩＳ － 新ヘアケアメニューの販売促進とＨＰリニューアルによる売上向上

東京都 株式会社ホワイトチャペル 2011001091926 国内外向けウェブサイト整備と展示会活用による新規顧客開拓事業

東京都 アンカーデザイン株式会社 2010701035829 自社事業の認知と受注件数向上に向けたウェブサイトの更新
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東京都
ＣＯＵＺＴ　ＣＡＦＥ　＋　ＳＨＯＰ（コーツトカ
フェ＋ショップ）

－ 「洋生菓子のテイクアウト開始」と「店舗路面側改装」事業

東京都 株式会社ＫＯＳＵＧＥ 2011401014313 視覚障害者の自立行動を支援する信号機カメラの実用化・販路開拓

東京都 株式会社ヨアン 1011801018798 ｗｅｂサイトリニューアルによる新規顧客獲得

東京都 株式会社アイエスゲート 8010601030874 医療支援システムｅ－検査ナビの顧客対応用ホームページの作成

東京都 池田るき － 漫画パンフレット・名刺等の販路拡大のためのホームページ制作

東京都 株式会社佃茂 8010001050630 佃煮関連商品の開発・新規顧客獲得による販路開拓

東京都 マイスターズグリット株式会社 8010601054948 潜在顧客にＰＲ！　ウェブサイトで脱臭装置レンタル事業の販路開拓

東京都 合同会社ＡＵＤＩＯＶＩＳＵＡＬ　ＰＩＣＴＵＲＥＳ 1011603001820 空撮、高所のタイムラプス動画によるＹｏｕｔｕｂｅチャンネルの宣伝

東京都 株式会社ＵＴＵＫＵＳＩ 5030001129806 モリンガ事業拡大に伴うパッケージやＬＰの作成

東京都 メディカルエルスト株式会社 9010001007844 金属アレルギー対策としてのピアスの販売促進事業

東京都 株式会社Ｄｕｅ　Ａｌｂｅｒｉ　６２ 8013201017993 新規顧客開拓に向けての店舗修理、改装工事

東京都 株式会社Ｗｅｎｅｓｓ 4020001060302 電子黒板（インタラクティブ・ホワイトボード）を活用した売上拡大、販路開拓

東京都 株式会社ｓｔｕｄｉｏ　ＺＵｕ 8010001196993 自社ホームページの活用による新規顧客開拓

東京都 ＴＭコミュニケーションサービス株式会社 8011001043392 “お買取屋さん”サービスのホームページリニューアル

東京都 株式会社リンケージ 3010701024938 コワーキングスペースの大幅リニューアルによる会員増加策

東京都 ＥＭスタイル株式会社 2011301023769 ブランド力アップとＥＭスタイルオリジナルカタログ販売の推進

東京都 ケイワン・リフォーム株式会社 7010801027192 新規お客様、販路開拓のためのホームページリニューアル事業

東京都 株式会社Ｒｅｓｅａｂｌｉｃ 4010001186552
活躍の場が欲しい高度理系人材へ企業の魅力を伝えるキャリアセミナーの確
立

東京都 株式会社あどぐれす 8011101015003 Ａｓｏｍａｎａｂｏ　Ａｇｅｎｃｙ　登録講師拡充オンライン強化事業

東京都 耳そうじ・耳つぼ　カレイドスコープ － イヤーエステのインバウンド客への対応強化と販路開拓事業

東京都 こゆび侍合同会社 2010603007372 若手役者育成公演のためのチラシの配布

東京都 ペットサロン　プチテール － 快適な店舗空間・職場になるための店舗リニューアル

東京都 株式会社東邦電探 7011301005102 セールスフォースシステム導入による営業プロセスの‘見える化’

東京都 株式会社セオサイクル東京東 6040001034038 店舗の外看板と照明設備、店舗外装パネル設置

東京都 株式会社オーセント 3011001004713 遠隔管理システム導入による飲料自販機の販売促進

東京都 株式会社プロモ・ラボ 1430001030704 新規取引先獲得・拡大の為のＰＲ強化

東京都 Ｈ＆Ｋ合同会社 9013303002694 ミニアプリ開発で実現する英会話トレーニングジムの働き方改革

東京都 ｆａｃｅ２ｆａｃｅ株式会社 3010401107209 ベビー＆キッズセレクトブランド「ＫＡＮＯＡＮＯ」の販路拡大

東京都 ｍａｔｓｕｒｉｃａ － 店舗広報用フリーペーパーの制作および通販事業の充実

東京都 株式会社ＬＥＳ　ＶＯＵＳ 1010401135566 婚礼業界の人材育成に資するマッチングサービスの周知・販路開拓

東京都 株式会社予防医学研究所 2010001139074 新サービス訴求向けメディアサイトの新規制作による販売促進

東京都 株式会社光産業 2011801030240 設計開発、試作品提供の短縮化と販路開拓

東京都 株式会社ヴァーチュ 9010401094020 海外展示会での中国人バイヤー・代理店との交渉・商談

東京都 株式会社ハイブ 9010401069336 夜でも目立つ電光掲示板の看板設置による新たな集客・販路開拓

東京都 株式会社東興商会 9011301005026 中国市場の販路開拓！　訪日中国人旅行客向け広告システムの開発

東京都 株式会社リングロイヤルエステート 7011001123427 特殊清掃のｗｅｂ戦略で行う広告代理店事業
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東京都 白潟　博子 － 経験と実力のある臨床心理士のＨＰ新設による新規顧客獲得施策

東京都 株式会社西花園 7013201002187 潜在ニーズに対応したＨＰへのリニューアルによる新規顧客の開拓

東京都 株式会社シーインフィニート 2010601052651 自社メディアによる「ヘッドスパ」の潜在顧客集客の仕組み構築

東京都 株式会社電気情報社 6010601041758
月刊誌電子版の販路拡大のための宣伝チラシ制作・配布と既存サイトの改
良

東京都 株式会社ナチュラルアビリティ 6011801034386 重心安定効果のあるシートを用いた各種製品の製作と販売

東京都 株式会社ＷＡＮＮＡＧＲＯＷ 4010001144493 独自メディアの認知度増加・収益増加による新たな事業柱の獲得

東京都 株式会社タカコ・ナカムラ　ＯＥＣ 9010801016953 健康に配慮した料理とホールフードを発信していくための事業改善

東京都 株式会社太陽堂 2011601019624 営業所移転に伴う院内施術サービスの認知向上施策

東京都 株式会社アドエッグ 5010001199628 製法特許を活かした医療用防護服の販路開拓

東京都 株式会社ユニキャットプロジェクト 2010901043177

東京都 関東警報機株式会社 7013301002509 顧客獲得の為のホームページリニューアルと、顧客台帳の整備

東京都 ＢＬＩＳＳＥＶＥＮＴＳ株式会社 5011001062016
海外イベントプロモーターとのネットワーク強化のためのＢＴＯＢ（プロ）向け英
語ＷＥB サイト構築

東京都 冨澤物産株式会社 2010701019609 エンジン活性化パーツ・アドパワーの海外販売加速

東京都 畑中　亜美 － スタジオ新設及び販路開拓

東京都 株式会社ファノーヴァ 4010001200627 インバウンドと美容師を繋ぐマッチングサービスの開発・販促

東京都 株式会社ハッピー・メンター 7010001101847 士業向けＷＥＢワンストップサービスを開発・販路を拡大する

東京都 Ｓｔｒａｌｅ － 食器に係るコンサルティング業務宣伝の為のウェブサイトの構築

東京都 こいのぼり会計事務所 － ホームページやＳＮＳ等、インターネット上での新規顧客獲得

東京都 株式会社ＮＣＳ 3011001108902 美容家の多様な働き方を支援するシェアサロン事業の販路拡大

東京都 コスモピア株式会社 1011001039496 Ｗｅｂサイト強化で英語学習ｅラーニングと出版の連携・販促強化

東京都 焼肉　京城館 － 顧客ニーズを実現するための店舗内外装の改修

東京都 株式会社ＨＱＣ　ＴＯＫＹＯ 1010401139328 未病息災！未病の見える化で健康で幸せな人生を実現プロジェクト

東京都 Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｊａｐａｎ株式会社 7010501035990 新規顧客獲得に向けた工房併設店舗とウェブサイトの整備

東京都 ノット株式会社 1040001013681 介護用大人のよだれかけと食事エプロンの販路開拓

東京都 光順商事株式会社 2010001043169 銀座駅から一番近いパーティ会場のＷＥＢ活用による新規顧客獲得

東京都 リリー・ジャパン株式会社 5010001166553 頑張りすぎない婚活をフルサポートする低価格結婚相談事業の拡販

東京都 Ｔ＆Ｅ　ＪＡＰＡＮ株式会社 7011801028569 ママのモノづくりを「見る・体験する」アンテナショップで売上向上

東京都 Ｂｏｎｆｉｅｌｄ　Ｉｎｔｅｒｉｏｒｓ － 海外案件獲得に向けた日本語・英語ホームページへのリニューアル

東京都 鮫島法律事務所 － 犯罪被害者に向けたＷＥＢマーケティング

東京都 株式会社Ｅｌｉｘ 1011001113557 ＡＩコンサルティング・調査・開発の海外販路開拓

東京都 トラストオフィス株式会社 1011603002001 相続・事業承継の個別相談会の開催による販路拡大

東京都 株式会社伸興物産 8010001046174 看板・店舗入口・資料リニューアルとＤＭ送付、ネット広告出稿

東京都 株式会社リアリゼイション 5011001117364 自社ホームページを集客媒体へリニューアルする事業

東京都 株式会社ライズ 1010401142208 障害者福祉と医療の連携を推進する新サービスの販路拡大

東京都 Ｂｌｕｅ　Ｇｌｏｂｅ株式会社 9010601038231 Ｃａｆｅ　Ｌａ　Ｖｉｄａ　ケータリング＆デリバリー事業

東京都 株式会社スポーツシンクタンク 4011101080744 外国企業誘致や日本企業の世界展開に一助となるホームページ制作
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東京都 ファウンダー株式会社 6011101081377 起業家とフランチャイザーをつなぐマッチングサイトの立ち上げ

東京都 株式会社マイクリエイト 9010001169032 働くママ向けコミュニティの創設に伴う新規事業展開

東京都 株式会社サンピアノ社 8010401011612 音楽防音室の新設と地域の特性に沿った新しい顧客層の開拓

東京都 株式会社レゾナンツ・テクイノロジー 9010001104633 インターネット広告の活用による新規顧客開拓の取組

東京都 ファーストノート株式会社 6011001115193 自分だけのミックススパイス！の感動をお届けするプロジェクト

東京都 株式会社ネバーランドインターナショナル 9010901019220 販路拡大と受注率アップを狙ったウェブサイトの革新的再構築事業

東京都 そば　うどん　ならや － トイレのバリアフリー化によるおもてなしの強化

東京都 ゆうらホールディングス株式会社 1010001177273 伝統的工芸品の良さをインバウンド消費者への販路開拓を図る

東京都 カンセイグループ株式会社 8010001185410 アジア進出を成功させたい中小企業に対する自社のＷＥＢ訴求強化

東京都 株式会社オフィスミズキ 6010401143267 地方イベント開催によるフランチャイズ加盟店募集

東京都 株式会社トウキト 4011001123124 陶芸のイメージアップにつなげる発信力強化事業

東京都 株式会社デミータ 4011801035510 ホームページ作成による顧客の開拓と売上の増加

東京都 有限会社ヴィクトリー 3011702001406
電子顕微鏡を使ったキューティクル診断システムで顧客に必要な物・事を知
ろう

東京都 株式会社チェスフォージャパン 4011001120939 自由が丘発！女性限定チェスで教養と思考を磨く

東京都 有限会社セルチェ 6010702014191 トルコ食材の店頭での訴求力アップを通した新規顧客の獲得

東京都 株式会社宝プランニング 6011501024258 北区の高齢者富裕層向け家政婦紹介サービスの広報事業

東京都 辻安全食品株式会社 2011301004447 食物アレルギー対応冷凍惣菜の生産力・販売力強化事業

東京都 株式会社フジタ 4010801010275 地域とお客様に感謝！７７周年記念キャンペーンの実施

東京都 マグネティーク株式会社 7010401123986 ＡＩを活用した画像解析システム検証サイトの開発による販路開拓

東京都 株式会社まち実践社 7010001150927 地域小規模生産者と都市圏小規模小売業者を繋ぐ地域連携商社事業

東京都 諸岡登記総合事務所 － Ｗｅｂ広報・地元密着型営業活動での販路開拓と設備投資等による事業拡大

東京都 ｒａｉｎｂｏｗｈｏｌｉｃ株式会社 4013301043836 かわいい文具・雑貨の商品開発、海外販路拡大

東京都 ほかり社会保険労務士事務所 － 保険営業者向けの情報の発信や営業ツール開発による関係性強化

東京都 チェスナット司法書士法人 9010405016359 相続放棄特化型の集客用サービスサイト作成プロジェクト

東京都 株式会社ＡＹ 4010601049745 中小企業に対する顧問成果報酬型プロジェクトのサービス強化の取組

東京都 株式会社Ｄ－ＮＥＸＴ 4010001146498 必修化に向けて小学生プログラミング教室の新規生徒募集

東京都 レゾナントコンサルティング株式会社 7010401132764 育成型人事評価制度（Ｒ－ｇｒｏｗシステム）の広告・販促

東京都 きむら整骨院 － ホームページとポスティングを活用した新規顧客開拓

東京都 ディライト株式会社 1010001051107 スマホで学べる事業承継研修及びコンサルティングの販路開拓

東京都 株式会社フィス 6010601029299 スポーツと英語を楽しむ学童保育クラスと展開

東京都 ｃｏｐｏｒｉｉ － フォトジェニックな電子基板「ＰｏｃｋｅｔＢｉｔ」の開発製造と販路開拓

東京都 ブレイントラスト合同会社 3013303002551 空き地の利活用・資産運用のためのトレーラーハウスの販売

東京都 株式会社丸屋 9010701035450 慶応元年創業の老舗和装履物処による通信販売の取組

東京都 ｋａｒｕｆｕｋａ株式会社 9011001126452 人材業界向け業務効率改善システムの開発強化、販路拡大

東京都 株式会社ＨＡＮＡＢＩ 3011501023576 ゴルフボール「ＭＹＨＡＮＡＢＩ」の新製品開発及び販路開拓

東京都 株式会社サンカーベ 3011801024860 作る人、使う人、知りたい人も集まる空間
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東京都 東信工業株式会社 7010001024420 ＴＫブランドの知名度向上と製品ラインナップの充実

東京都 合同会社サンロクマルゴデザイン 6010003029170 商品着用シーンのビジュアル化による自社ブランドの訴求力向上

東京都 くどう健美院 － 健美院『内臓デトックストリートメントコース』の販促

東京都 ＨＳＧインフォメーション株式会社 9010501033324 ＰＣＩｅ　Ｉ／Ｆ　ＣＦｅｘｐｒｅｓｓカード　カードリーダの開発・販路開拓

東京都 有限会社フットマン 4010702010944 デジタルサイネージによるインバウンド外国人客への認知促進事業

東京都 ｎａｉｌ＆ｅｙｅｌａｓｈ　ＧＲＡＮＤ　ＪＥＴＥ － まつ毛エクステの集客ＵＰと自店ＨＰの新設によるサービスの宣伝強化

東京都 ネオフライトクリエイションズ株式会社 8011101079411 中小製造業向けの知財経営計画書作成サポートの新規顧客開拓

東京都
ビューティケア・アンド・コンサルティング
ジャパン合同会社

6010403020142 洗浄に特化した化粧品ブランドの構築

東京都 有限会社林サービス 6011102010368 新規顧客の獲得のためのチラシ。パンフレット制作ポスティング

東京都 ユニップデザイン株式会社 9013201013876 営業力を強化し、保育施設設計事業の新規顧客を獲得

東京都 讃岐うどん酒房かんま － 会員制マイ箸キープの仕組みを構築しリピーター客の増加を達成

東京都 株式会社ツカゴシ経営 5011601021973 ・接点のある見込顧客を最終顧客にするホームページ等のｗｅｂ戦略

東京都 合同会社トレイルファインダーズ 8011003006001 自社企画自転車ツアーの広報強化による客数増加事業

東京都
Ｇｏｌｄ　Ｍａｙｙａ　Ａｒｔ　Ｂｅｌｌｙｄａｎｃｅ　Ｐｒｏｄ
ｕｃｔｉｏｎｓ

－ 生徒のショー出演によるスタジオ定着率アップ及び売上増加

東京都 グッドジョブ・ジャパン合同会社 6010003026952 海外市場開拓の第一歩！ホーミー見本市出展

東京都 株式会社ｓｔｕｄｉｏａｃｃａ 8011301023623 設計サービスを理解頂き新規顧客開拓に繋げる営業ツール開発

東京都 インボックス合同会社 7010403016940 ＩｏＴを活用した新電力サービス普及のためのホームページ制作

東京都
コスモポリタンインターナショナルＨＲソ
リューションズ

－ ＷＥＢのニーズ整理と機能増強・自社販売商品制作による事業拡大

東京都 戸田社会保険労務士事務所 － ＨＰのリードとお客様に寄り添う打合せで労務・人事の悩み解消

東京都 株式会社ｓｔｏｒｙ’ｓ　ｂａｓｅ 1011101086983 日本国内とセブ島における、ＰＲ代行事業の販路開拓

東京都 有限会社藤井研究所 6011402010456 高精度目盛製品（基準尺、基準板）の販売ＰＲの強化及び販路開拓

東京都 アテネ資産顧問株式会社 1011601020830 ユニバーサルデザインを活用し、誰でも家計管理を簡単に

東京都 株式会社日本技術サービス 2012801007583 電験三種でマンツーマン個別指導の新型セミナー展開プロジェクト

東京都 株式会社東京プラニング 7010001061604 「変幻自在」のコミュニティーブックカフェ

東京都 グッディーズ株式会社 8010601037465 訪日客向け宅配サービスの情報発信と帰国後再購入用サイトの開発

東京都 株式会社エムエーピー 1010401131862 ノウハウと人材の一体的提供による「普通の中小企業」のＭ＆Ａ推進

東京都 株式会社ＢＲＦＡＴ 8010901037207 ホームページ拡充による新規顧客開発

東京都 株式会社デイエスピー 7010001122026 新たな販売促進策の導入によるオーガニック化粧品の販路開拓

東京都 株式会社Ｇｉｒａｆｆｅｓ 6011501022352 バージョンアップした新ノーパンクタイヤの国内での拡販

東京都 有限会社佐古田商店 5010702003303 ラグ＆クッション　コーディネートスタジオ

東京都 株式会社ＪＴＯＫ 5010601046477 次世代新車両対応商品拡充とＩＴ弱者・シニア等の為のＨＰ改修

東京都 三田理化メディカル株式会社 6010001162725 新分野の展示会出展とＷＥＢサイトを利用したデモ販売の効率化

東京都 ヒューマンネイチャー － 自分が輝く為の副業推奨講座　ＰＲ事業

東京都 株式会社ＫＢＳコーポレーション 7010501043028 健康づくりを考えた低糖質米食品の開発・販路開拓

東京都 ＡＮ－Ａｇｅｎｃｙ株式会社 6010701036996 新会社と新事業の日中両国におけるプロモーション及び顧客開拓

東京都 キャラクターラーニングメソッド株式会社 8011101080996 自律型人材育成メソッド講師養成塾のＰＲ活動
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東京都 萩原印刷株式会社 1011401005214 １個から「想いを形にする」プリントサービスを強化する事業

東京都 カロス株式会社 2040001108571 起業後の事業を有効に推進するための広告宣伝活動の実施

東京都 株式会社ＴＧ未来 5020001107894 心をこめたメッセージとともに贈るフラワーギフト拡大事業

東京都 大石源治税理士事務所 － モノづくりの想いを次世代につなぐ事業承継支援

東京都 有限会社大黒屋 4010902009043 ギフト需要での売上拡大を狙う商品パッケージの改修

東京都 スポーツ・ローカル・アクト株式会社 5010001188119 スポーツふるさと納税　Ｗｅｂプラットフォームのユーザー拡大施策

東京都 有限会社ホースゲート 1010402024628 ＬＦＣＡＦＥ　広域認知度ＵＰ及び販拡、売上増及び従業員給与ＵＰ

東京都 株式会社ＳＡＭＵＲＩＳＥ 7010701034743 法人向け漫画制作サービス開始に伴う新たな販促用ＷＥＢページ制作

東京都 キャンサー・キャリア － がんになっても自分らしい人生を生きるための新プログラム

東京都 株式会社エルコピア 1011201018580
ホームページを制作してキャリアコンサルタントの顧客増加・売上アップにつ
なげる。

東京都 株式会社和と輪 7011401019035 中国人等の外国人へのブランディングを意識した商品の広告宣伝

東京都 有限会社八巻畳工業 4011502004731 国産琉球表の絶滅阻止のための啓蒙活動による広告展開

東京都 ＫＪＰ株式会社 9020001112899 カンボジア風サンドイッチイベント及び宅配販売事業

東京都 株式会社Ｋ＆Ｙ 8010001136446 新規ＨＰ開設とチラシ、ＳＮＳによる周知による売上拡大

東京都 株式会社事業承継 9010401142720 海底熟成ワイン販売促進プロジェクト

東京都 有限会社東屋 4010602010482 新商品開発及びブランドイメージ向上のための自社工房の整備

東京都 大和商事株式会社 5010501031109 台東区地場産業復活を『純国産ビジネスシューズ』で推進する事業

東京都 有限会社サン・クリーニング 7011702004826 ２４時間受け取りクリーニングサービス事業の立ち上げと販促

東京都 株式会社ＡＭＤプロジェクト 6010401104822 商圏を地理的に捉え直して、積極的に顧客獲得を目指していく！

東京都 株式会社ＣＯＭＡＸ　ＪＡＰＡＮ 2011501020913 最高級天然ゴム枕・マットレスの売上ＵＰを実現する体験会事業

東京都 株式会社あすまる 3010001122558 ＷＥＢショーケースの整備と映像ツールの強化による売上拡大

東京都 エリオゼン － ボディの新メニュー導入及び販促、地域への宣伝強化

東京都 繁栄株式会社 3010902019448 女性と高齢者も安心して利用できるコインランドリーの訴求

東京都 株式会社松丸デザイン研究所 7011001033386
サロンに通えない４０歳以上女性向けセルフ脱毛【アンダーヘアの白髪ケア】
拡販事業

東京都 有限会社日伸貴金属 9011502010329 自社ＨＰサイト戦略の改善とターゲットユーザー別情報提供の強化

東京都 株式会社ふたこ麦麦公社 3010901035603 ふたこビールのブランドロゴ、新ラベルの開発

東京都 株式会社コネクトポイント 4010401125168 メニュー拡充、新潟妻有ビールの提供による店舗イメージの確立

東京都 株式会社コテツ堂 4010001200726 日英語対応のウェブサイト開設による海外の権利ビジネス販路開拓

東京都 エイコム株式会社 5011101060712 顔認識解析の試用体験サービス提供による販路開拓

東京都 列真株式会社 7011801029906 新聞広告活用によりマスク原版、ウェハー等の欠陥検査装置の拡販。

東京都 松田眞理公認会計士事務所 － 男性・女性それぞれの、私たちの健康経営コンサルティング事業

東京都 ゼノンクリエイツ株式会社 7011301020943 オンライン語学学習サービスの販路開拓

東京都 Ｃメーカー株式会社 7013301041218 建設業向け日報システム「らくっぽ」の新規顧客獲得のための販促

東京都 有限会社クークス 8013202014420 自社ホームページリニューアルによる購買層拡大事業

東京都 テーラー中山 － ビスポーク洋服の認知度拡大による顧客増加計画

東京都 株式会社美健コーポレーション 6010001137099 新規商品の店頭流通のための販促活動
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東京都 東京匠鞄 － アイヌ文化をアイヌブランドへ　ビジネスバッグに文様を

東京都 ラーテルソリューション株式会社 3010401139400 営業代行導入による営業分析と電話アポイントを活用した販路開拓事業

東京都 有限会社中央理化学研究所 6011202003841 化粧品カール剤の販路開拓と新製品の開発。

東京都 合同会社漢満堂 9010803002423 薬剤師（医療者）がやる八百屋の商品開発・配達サービスの構築

東京都 株式会社アクセス 2013301029416 自社商品の実用新案登録及び商標登録＆ＷＥＢ物流システム改修

東京都 株式会社エイチ・アンド・ビー・ラボ 7120001196612 忙しい人へ「塗って寝るだけ」スキンケア商品の企画・開発・販売

東京都 サケ・ラバーズ株式会社 4010501042098 自社ブランド「令話酒」「日本酒３本飲み比べセット」の海外販路拡大

東京都 ＨＡｆｔ － エイジングケア機器導入、老化対策に伴う販路開拓

東京都 株式会社マネーライフプランニング 3011001058635 公平性の高い資産運用を全国に広める！ＨＰブランディング

東京都 株式会社クラブワールド 2010401051738 Ｗｅｂサイト刷新でのコンテンツ関連性強化による潜在顧客の獲得

東京都 えがお株式会社 2011501024559 子供、保護者、保育者の笑顔を増やす！保育の社会的価値向上事業

東京都 有限会社伏流社 6013202004340 新ゲーム「即興将棋」の宣伝・広告による販売促進。

東京都 ナノダックス株式会社 5011501015225 販売協力者強化サイト（商社・ディストリビューター向け専用サイト）構築

東京都 税理士法人Ｂｌｕｅ　Ｗｏｒｋｓ　Ｔａｘ 2011005007952 フリーランス確定申告の受注拡大のための広告宣伝

東京都 オンラボ株式会社 2010501038412 木材加工の内製化による手空き時間の有効活用による納期短縮計画

東京都 パブロフ株式会社 7013301043313 人事労務自動化サービスＨＲＰＡでラクラクＨＲＴｅｃｈ補完計画！

東京都 株式会社アニマート 4010401114055 ピアノ講師派遣可能地域を関東圏→全国に広げる

東京都 株式会社飯倉商会 5010401002424 グラスの数だけ氷があり、提供できることを強力にアピールする事業

東京都 瀧野　将之 － 日本料理店「一龍庵」ＦＣチェーン店化に向けたモデル事業の構築

東京都 合同会社ユウボク 7011003009376 ノマドワーカーの働き方を改善する雑貨・文具ブランドの拡大展開

東京都 株式会社Ａｑｕｖｉｉ 7011001072095 ＮＹ市における展示会開催

東京都 Ｐｅｔｉｔ　ｃｏｆｆｒｅｔ － 愛犬のストレスを考え抜いたトリミングサロンのＰＲ強化事業

東京都 ありすＥＰ行政書士オフィス － 女性の在宅起業希望者向けのコンサルティングの販路開拓等

東京都 森上　久生 － ペアリングマイスターの商標登録と活動を周知するＨＰの設置事業。

東京都 株式会社ＰＯＯＬ 6010701021668
高齢者介護用品の大型展示会「ケアテックス２０１９関西」出展を機軸とした、
見込顧客層へのアプローチ

東京都 ＬＩＦＥａｄ － マジョリエイト・アフィリエイト事業

東京都 株式会社Ａ・ＬＰＩＳ 7013301024651 情報発信強化と就労環境の改善による人材確保で売上増加

東京都 株式会社ファインレンタカー 5010801027839 ここだ！ここから借りようプロジェクト。

東京都 株式会社ブックハウスカフェ 6010001182830 エントランスの陳列棚・レイアウトの改良による来店率の向上

東京都 西荻燈 － ラーメンの商品開発・環境の改善・販路開拓・業務効率化

東京都 株式会社ｗ・ａ・ｙ 3011301018173 日本全国から安全な牡蠣を仕入れ新たなホームページで訴求する

東京都 オーブ・テック株式会社 3011401001153 “介護用品・介護施設向け”専門展示会出展による販路拡大事業

東京都 Ｔｈｅ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＴＯＫＹＯ － より多くの生徒がのびのびと英語を学べる空間の構築と認知度向上

東京都 株式会社森製綿所 9010601006824 実店舗のリニューアルでインバウンド顧客の販路開拓

東京都 モノファースト合同会社 4010703003369 ＥＣ事業とのシナジーで収益倍増するＢｔｏＢ輸入事業立上げ

東京都 シェフティ・インターナショナル株式会社 8010401109522 ハラール菓子の内容量変更と新商品開発による販路拡大
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東京都 Ｐ・Ｒ　ｃｒｅａｔｉｖｅ － 健康・美容業等の起業家に向けたＣＩ統一製作による売上向上事業

東京都 ａｔｅｌｉｅｒ　ｋｉｋｉｋｉ － 眼鏡フレームの自社製作と展示会用のイメージ制作で販路開拓

東京都 Ｄｅｅｐｅｒ － ＹｏｕＴｕｂｅにおける動画制作・配信による顧客・販路の開拓

東京都 サロン・ド・トレミニョン － 新しいホームページで強みをアピール、イメージ戦略で勝ち抜く

東京都 株式会社ビレッジファーム 4050001036357 ＩｏＴ農業で生産された「ＡＩミニトマト」の移動販売事業

東京都 ＬＯＶＥ　Ｃｒａｆｔ　Ｄｅｓｉｇｎ － 顧客が一目で「この商品欲しい！」と思うＨＰ、ＥＣサイトにリニューアル。

東京都 株式会社フィールド・ワン 5010901022509 荷主・元請物流会社からの直接受注による収入・租利益の拡大

東京都 株式会社オフィスエスアール 5011201013355 ｅランニング講座導入による新規販路開拓・売上アップ

東京都 株式会社ＴＬＵＳＮＯＣ 5010001160093 ＷＥＢサイトとＭＡシステム導入による事業化支援サービスの革新

東京都 株式会社フジタランドリー 7011401007535 新規リネンサプライへの販路開拓

東京都 有限会社壮栄企画 1011502003372 Ｗｅｂサイト新規構築による最新印刷設備のＰＲと受注促進

東京都 ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ　ｆｅｌｉｃｅ － 日頃の疲れを癒し至福のひと時を過ごしながらネイルできる場の提供

東京都 ヒカリナオーガニック － フルボ酸エステの効果を高める温熱機・光線機購入とそのＰＲ事業

東京都 株式会社７ｇａｒｄｅｎ 5010001167122 新規宿泊施設のインバウンド需要獲得事業

東京都 ＹＡＫＫ株式会社 7010001190320 専門家でなくとも分かる、各種ガイドラインをスマホアプリで提供

東京都 株式会社アグリＯＮＥ 3010401141281 安心して農業生産できる「温室見守りサービス」の販売促進事業

東京都 株式会社坂田印刷 4011201006574 美容室向けの在庫管理ソフト（アプリ）開発による新規顧客の開拓

東京都 株式会社稲毛屋 4011101018075 店内衛生改善による要冷蔵商品等の新商品取り扱いによる売上増大

東京都 株式会社Ａｎｔｈｉｌｌ 7010701031195 お酒のお持ち帰り対応の為の店舗改装とホームページでの認知向上

東京都 ａｎ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ －
お店独自のアプリ開発による新規および幅広い客層をターゲットとする顧客
開拓

東京都 ＬＥＭＯＮ － 店舗改装で旧倉庫スペースでのアウトレット販売による販路開拓

東京都 ＡＲＴ－ＭＡＩ － 「発想力」「発信力」「共感力」による知名度向上とサービス化

東京都 合同会社ｌｏｖｅ　ドレスショップ 5011603002220 ｌｏｖｅドレスショップの知名度向上

東京都 株式会社ムラン家 9011101085136 太陽光を利用したアウトドアグッズ、災害対策グッズの販路開拓

東京都 陶芸工房たびびとの木 － 小型窯導入による子供を中心とした新規顧客開拓

東京都 ピーズバー － チャレンジライブ開催による来場者参加型事業の展開

東京都 合同会社花咲 7011403002542 外国人観光客の新規顧客獲得のための広告宣伝

東京都 株式会社サスティス 4010901038514 新ブランド『ＭＯＫＵＲＥＮ』の販路開拓のツール作成と新製品開発準備

東京都 株式会社マモル 1011101084970 法人向けセクハラ・パワハラシステムの開発

東京都 株式会社Ｒａｂｏ 5011001105360 モバイルアプリ製作会社向けＷｅｂマーケティングによる集客戦略

東京都 早川会計事務所 － タイ進出と医業支援を特色とする会計事務所ＨＰでの販路開拓事業

東京都 ガッチ株式会社 8010001140191 自社ＥＣサイトの構築とＷｅｂ広告による販路拡大

東京都 三枝佑佳 － ０歳児から通えるリトミック教室の動画を活用した販路開拓

東京都 飛べる株式会社 9010401140468 アーティストの作品を出版社企画に活かす仲介事業構築で販路開拓

東京都 株式会社シンク 9010001150719 効果的なスポーツ事業案内を行うＷＥＢサイト構築による販路開拓

東京都 合同会社ＡＣＴ　ＤＥＳＩＧＮ 4011803003580 介護事業者向け消臭・保湿効果の高いボディーソープの商品開発販売
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東京都 ブロードバリュー株式会社 8011401021510 プログラミング学習者へ行うｍａｃｂｏｏｋレンタルの販路開拓

東京都 プロドライ株式会社 1010601048865 マンションオーナー向け建物問題解決サービスによる売上向上事業

東京都 渋谷共同法律事務所 － 渋谷区勤務ワーキングマザー向け離婚相談ＷＥＢマーケティング

東京都 株式会社はぐくむ 1010901026653 ライフデザインスクールのホームページ制作による販路拡大

東京都 株式会社リップルズ 8011301017294 「読む」ことが苦手な児童のための読書学習支援プログラム提供

東京都 アトリエイノウエ一級建築士事務所 － 健康寿命の延伸促進事業

東京都 Ｌａｓｐ舞台写真株式会社 7011801034121 舞台専門写真スタジオ宣伝と一般向け写真商品販売の事業展開

東京都 ミカタ株式会社 2011601020276
保育士への保育士口コミを活用した保育園転職・就職支援サービスの利用
促進

東京都 パーソナルエージェント株式会社 5010001142769 保育園職場見える化サービスの企画開発および利用促進

東京都 フードインパクト株式会社 7010001141232 ＦＡＢＥＸ関西２０１９出展による関西エリアの販路開拓

東京都 株式会社森木ペーパー 3010601041091 海外向け表具刷毛、修復用具類の販売促進事業

東京都 株式会社ロイヤルバザール 7410001005867 パンフレット作成、ネット通販による手織りラグの宣伝拡大

東京都 有限会社ティーティー・アンドカンパニー 6011702017449 自社通販サイト（国内、海外）の販路拡大の為のリスティング広告

東京都 大栄工業株式会社 7011101011705 ＷＥＢサイト完全リニューアルによる販路拡大

東京都 株式会社Ｄ－ｃｏｌｏｒ 9010601046341 総合ライフスタイル企業への変革のための顧客接点創出事業

東京都 株式会社ｋｕｍａｊｏｉ 2010001149040 海外ＥＣモール出店徹底ガイドＷｅｂページ作成による認知度強化

東京都 エンパワーズ株式会社 9030001095516 集客力、営業力強化のためのホームページリニューアル

東京都 ＡＳＰＪ － 髪を失った女性が輝ける「活動」と「理解」を促進し、新たな市場を作る

東京都 株式会社ＧＩＶＥＲＳ 3010001195959 エステティックサロン限定販売の新サプリメントの開発・販売事業

東京都 株式会社シンヨーコーポレーション 4011601003188 アイスベスト販売のためのチラシ、ＤＭ作成による販売促進

東京都 くれぴつ － 国内初の名入れ文具を提供し新しい市場を生み出す事業

東京都 株式会社カタリベ 6011601018531 小規模事業者が手軽に動画広告を制作できる新サービスの販路開拓

東京都 Ｐｏｌｉ’ｏｌｉ　Ｓｕｒｆ　Ｓｃｈｏｏｌ － サーフィンスクールサイト作成。

東京都 株式会社ナカノＦ 7011201013766 新規顧客獲得に向けた販促ツール作成と販路拡大

東京都 オフィスいまたろ － 起業の夢を具現化し、起業をスムーズに行えるようにするお手伝い

東京都 株式会社ＹＲＴ 2010501041333 販路開拓のためのホームページの改修と多言語化

東京都 ＫＩＰ株式会社 3011601023170 ウェブサイトの開設と飲食店経営者の新規顧客開拓及び販路拡大

東京都 アレグラーレ － ホームページ刷新とショップカード作成による新規顧客開拓

東京都 株式会社Ｂｒａｈｉｍ’ｓ　Ｆｏｏｄ　Ｊａｐａｎ 6010801022608 訪問営業強化及びホームページリニューアルによる販路開拓事業

東京都 ストラーダ社会保険労務士法人 6010005027742 中小企業の経営及び労働環境整備支援事業

東京都 Ｃｏｒｏｗｏｏｄ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｓｕｐｐｏｒｔ － Ｗｅｂページの全面リニューアル、販促用「ポケット会話集」の作成。

東京都 株式会社フェアグラウンド 2010001161540 「営業戦略を駆使した経営者のお困りごと改善」による支援事業

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

東京都 Ｃｏｎｆｉｌｌ － 「スピーチコンサルティングサービス売り上げ向上のための販路開拓」

東京都 有限会社プーク人形劇場 1011002010415 観客がチケットを購入しやすい、スマートなホームページの作成

東京都 アーユルウェルネス株式会社 8011001125471 プロフェッショナル向け新規講座の法人展開事業
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東京都 株式会社ジェイ・サポート 4011001029412 新規顧客獲得に向けたホームページ作成　広告掲載

東京都 株式会社水越 9011501004496 いわし缶「入梅いわし」のＴＶショッピング事業

東京都 経堂司法書士事務所 － 人脈の力で笑顔を増やす！リファーラルコンサルタント事業の立上

東京都 ＳＵＮＬＩＴ合同会社 9013303003420 民泊・農泊活用を含めたトレーラーハウスの販売

東京都
株式会社Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ　ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ　Ｓｕ
ｎ

3013303001958 空き家、遊休不動産の利活用促進による地域活性化

東京都 ＣＡＲＲＯＺＺＡ － ミールキット（パスタ）の開発・販路開拓

東京都 輝水工業株式会社 2010001014748 災害用ろ過装置の全国的普及に向けての取組

東京都 有限会社ブラックヘアージャンボ 4011502015159 顧客ニーズに応え販路開拓に向けたオリジナルヘアケア商品の開発

東京都 株式会社ＴＡＮＮＥＮ　ＷＯＲＫＳ 9011301018226 新商品「ＢＵＦＵＢＵＢＵ」の開発・販路開拓

東京都 有限会社オフィス無限 1010902024318 高品質農産物・加工食品のＥＣ販売促進事業

東京都 きぬよコーポレーション株式会社 6010801029900 礼装用高級足袋「きぬよ足袋」のＥＣサイト構築と販路開拓事業

東京都 株式会社大吉 3011801020703 伊豆大島のウツボを活用した新商品の開発販売

東京都 株式会社洸峰 6010001044072 冷凍貯蔵周りを拡充して、マカジキの美味しさを様々にご提供！

東京都 Ｄｅａｒｌｙ合同会社 3020003011452 動物占い（個性心理学応用）を活用した接客能力向上事業

東京都 テンム株式会社 4010901015637 自社ブランド「キルン」アイスクリームカップの販売強化

東京都 株式会社シュシュ 2011201020016 花嫁の手紙を歌に「レターソング」の販路促進を図るネット集客

東京都 池村税務会計事務所 － クラウド会計を導入した『税務コンサルタント』業務の販路拡大

東京都 ＣＲＰＥＲＯ株式会社（クリプロ） 8010601053413 「フランチャイズ化コンサルティング及び加盟開発代行」

東京都 ベイビートーイ － アートスクールのＷｅｂサイト制作とリーフレット作成

東京都 株式会社たかはし式典 2010601031985 周辺他社との差別化、エリア拡大の為のＷＥＢサイトリニューアル

東京都 有限会社インタースペイン 6010002050920 スペイン留学専門ウェブサイト作成による新規顧客開拓事業

東京都 合同会社ジャパンコンテンツラボラトリー 4011103008297 ＷＥＢプロモーション実施によるインバウンド対応力強化事業

東京都 エール株式会社 4011001124782 副業未解禁企業向け「副業解禁セミナー」の販路開拓

東京都 有限会社健幸堂 4290002031556 高齢者を元気に！「認知症予防改善プログラム」の販路開拓

東京都
株式会社オーバルコミュニケーションコン
サルティング

4010601055355 “看板なし・コネなし・接待なし”販路開拓　リアル＆Ｗｅｂ集客力強化

東京都 株式会社ミリ 2040001075969 試着室の移動拡大・空調設備の増設

東京都 株式会社セフティー 4011801013656 キッズ＆シニア向け「お金の学校」のＰＲ強化

東京都 エバグリーンシステムズ株式会社 9040001044224 肢体不自由者向け玄関ドア自動化システムの認知度、訴求力向上

東京都 シャベリーズ － 海外での先進事例を活用した国内展示会出展者支援事業

東京都 カフェ　アラミ － テラス席とスポットライト設置による販路拡大事業

東京都 ファイン － 床鳴り補修工事のＨＰリニューアル

東京都 株式会社マジェスティック 5013201017856 自社ＨＰとユニフォーム制作による情報発信強化と予約業務効率化

東京都 株式会社三益 1011501004553 自社ＨＰのリニューアルによる新規顧客獲得事業

東京都 有限会社大栄製版 3011402005293 板橋区の事業者へ認知度を高めるネット広告を活用した販促事業

東京都 ジェイスタイルガレージ株式会社 1013301022280 ウェブショップ＆ホームページの充実

東京都 有限会社ルーチェミヤ 2470002012523 ドバイ国際宝飾展出展によるブランドＰＲと中東地域の販路開拓

62 / 118 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 玄印株式会社 3010801020267 新店舗開業に伴う顧客獲得のためのパンフレット等宣材の作成

東京都 株式会社ジェネストリーム 1010901029937 日本初のＬＩＮＥ　ＷＯＲＫＳ連携安否確認サービスの展開

東京都 ファブフォー株式会社 6011401021826 ＷＥＢ通販サイトを作成し、実店舗外でＳＰＡ事業の売上販路の構築。

東京都 Ｆｌａｇ（フラッグ） － ケータリングサービス開始と立ち飲み形式のカウンターの設置

東京都 Ｃａｒｅｅｒ　Ｆｌｙ株式会社 2010401121177 登録者の出身国の多様化促進と、海外人材を求める地方の顧客獲得

東京都 株式会社アモング 9011101085334 ネイルの導入による新規集客及び、顧客満足度の向上

東京都 かぶら屋駒込店 － 店内給排気バランス改善対応による販路開拓

東京都 原田電機株式会社 8010801009900 ネット販売サイトによるセミオーダ型の精密板金製品の製造販売

東京都 元暉綜合商業服務株式会社 3010001183187 第２回中国国際輸入博覧会出展事業

東京都 株式会社エル・マジェスタ 9010401121708 レストランや個人宅での定期的な演奏機会の獲得

東京都 株式会社大森動画工房 6010701036625 ストーリーテリングによる動画マーケティングの販促活動

東京都 株式会社Ｔ．ｏ．ｋ 2011001103152 レンタルＷｉ－Ｆｉ　ＥＣサイトの構築・販路開拓

東京都 株式会社インクルージョン 5020001102565 書籍とＨＰで意思決定デザイン「ブレイン・コネクト」のＰＲ拡充

東京都 株式会社徳 9020001080915 新型血流スコープ「Ｃａｐｉｌｌａｒｏ」の海外展開

東京都 アールシー建築デザイン株式会社 8011401007550 自社ブランド「十軒十色のリフォーム」による新規顧客開拓

東京都 ラムズ・マークス株式会社 7010901023372 展示会出展による既存商品の売上向上、及び販路の拡大

東京都 四国商事株式会社 8011201002339 「ＱＲコード」を活用したタオル販売の為のホームページリニューアル

東京都 有限会社若松屋酒店 7011402009638 高島平ビールの開発（委託醸造）による、高島平地域での販路獲得

東京都 株式会社ラブクリエイティブメディア 8012301008580 現在人材募集を行っている企業へのテレアポによる販路拡大

東京都 株式会社音杏 8010501038984 「発酵器導入による品質向上とロス改善およびスタッフ教育の実施」

東京都
美容室　Ｒｅｖｅｄｅｔｏｉｌｅ（レーヴデトワー
ル）

－ アレルギー対応メニューの【販促】と【強化】

東京都 株式会社Ｋａｎｍｉ 3010501026432 東京浅草から「ハンドメイド革小物」を世界にお届けする事業

東京都 株式会社合格舎 7012701012514 ブログ＆動画発信ツールを取り入れたスマホ対応型ＨＰ製作

東京都 株式会社Ｆｉｎｄｅｒ 9011101079765 在日ベトナム人労働者向けビジネス日本語研修の新規顧客開拓

東京都 深沢バル － 東京都の食材で本格メキシコ料理を！小さな酒場の販路開拓

東京都 ハラウ　フラ　オ　カプアオカラニ － 寺子屋スタジオに向けてのリニューアル内装改良工事及び販路開拓

東京都 株式会社トラスリアル 9010001119763 サロン業向け小規模デザイン店舗紹介サイト開設による顧客開拓

東京都 株式会社国稀堂 3011201019206 美容商社に向けた自社開発「女性用加圧ストッキング」の販売促進

東京都 Ｃｈｉｌｔｙ株式会社 7010401136237 外国人向けに浮世絵のデザインを用いた日本茶のパッケージ製作

東京都 株式会社ブランニュー 3010401072576 料理代行サービスに特化したマッチングサイトの構築

東京都 パークフィールド株式会社 1010401047340 安くて安心！海外のクラウドサービス導入サポートを告知する事業

東京都 ＭＩＡＣＯＴＴＯ合同会社 5011003008644 自家製チーズケーキの供給体制整備とＥＣサイト等での販路構築

東京都 第一観光開発株式会社 5011001013027 北軽を知り尽くした地元企業が行う別荘のネット販路の強化

東京都 シェアスポ － フィットネス版クックパッド「シェアスポ」の立ち上げ・集客

東京都 うさぎ生活サービス － 新サービス「自宅へ出張！お花レッスン」の展開

東京都 株式会社サザンクロススタジオ 6020001003936 展示会ブースの総合プロデュースをネットで発信し販路拡大
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東京都 旅テラス株式会社 7011101063390 ユニバーサルツーリズム・バリアフリー旅行を告知する事業

東京都 株式会社つきぢ松吉志 3010001198482 ・新たな販路拡大に伴うパンフレットの作成とネット販売等の構築

東京都 ＸＰＡＮＤ株式会社 9010001186416 空間リンク「ＸＰＡＮＤコード」の「中国国際輸入博覧会」への出品

東京都 熊澤直税理士事務所 － ＭＦクラウドシステム導入による販路拡大事業

東京都 株式会社ＨＥＡＲＴ　ＢＥＡＴＩＮＧ 4010901029496 ＨＰ　リニューアルによるブランド価値向上と新規顧客開拓事業

東京都 ｍａｄｅｌｅｉｎｅ － 美と健康の両面を追求する美容サロンサービスの開始

東京都 国際医橋株式会社 7011801035565 日本の最先端医療コーディネートと観光融合による販路開拓事業

東京都 なかやま合同会社 5040003002357 卸売における新規顧客開拓に向けた販売プラットフォームの導入

東京都 デンワークス － 問い合わせ、管理システムによる失注回避・生産性向上

東京都
株式会社キャリアデザインコンサルティン
グ

7013301042637 面談・コーチング評価システム開発

東京都 株式会社マスター・ジーベック 5011801022375 似顔絵事業を高度化し、富裕層向けの新ブランドとして確立する

東京都 株式会社ｉｎｄｉ 9010401141895 新規案件獲得のための営業ツール作成

東京都 ファッションヘアＷＡＴＡＢＥ － サロンの個室化と業務ステーション

東京都 ご縁の窓口～最後の婚活～ － 新規顧客の開拓及び事務効率化

東京都 有限会社いいたか 2013302006389 ホームページ開設により販路開拓や地域交流を進める。

東京都 株式会社ツアープラス・ワン 6010801028687 観測機材を購入し、初心者向けの天体観測イベント（星空観望会など）を開催

東京都 みにょん － 予防美容の認知度の向上に向けたインターネット広告の実施

東京都 みらい整体院 － ファスティングマイスター取得で新メニュー展開＆売上アップ

東京都 株式会社植田電器製作所 1011501000511 Ｗｅｂサイト（ホームページ）の開設による販路開拓・アプローチ

東京都 有限会社げんごろう 9010602029337 認知症予防朗読プログラム・声出し脳トレーニングの販路拡大

東京都 株式会社ＬＰＨ 9011101077802 発達障害者に届きやすいＷＥＢ制作と広告運用による販路拡大

東京都 オルタスマイセルフ － 自己能力開発プログラムのホームページを作成し、販路開拓する

東京都 株式会社記念日百貨店 1011801020399 オリジナルキャラクター『コボック』と関連商品の製作、販売

東京都 有限会社たけやま 7013302012432 洋食の魅力が伝わるファサード導入で新規顧客を獲得

東京都 鍼灸サロン楽健美 － 地域で唯一の女性鍼灸師による女性専用サロン移転事業

東京都 株式会社ＳｈａｒｅＶａｌｕｅ 5010001190231 資金調達を皮切りに、会計ライフサイクルを回した支援活動

東京都 リリーブ株式会社 4010801018392 出張指導でカラダ改造計画ブランドブックで施術の認知と利用促進

東京都 株式会社２１世紀工務店 9011001119539 新規顧客開拓の為の工務店のショールーム整備事業

東京都 アイソリューション － 専門性の高いホームページで資料請求を増やし成約数をアップする事業

東京都 ＡＫＩ　ＬＡＢＯ － 生産性向上！女性パーソナルトレーナーのためのＩＴ活用販促

東京都 株式会社Ｌａｍｉｅ 1011001117987 新ジュエリーコレクション「Ｃｈａｒｍ」の魅力発信と販路開拓

東京都 株式会社クロスローズプラン 5010501020648 専門知識がなくても情報更新がしやすい自社ＥＣサイトの構築

東京都 有限会社東京ひろや 7011002036586 販路拡大のための新商品開発及び展示会への出展

東京都 キクスレイン株式会社 2011101078690 日本製自社ブランドの試作品開発と国内外に向けたＰＲ・販路開拓

東京都 有限会社シー・クレフ 3011002026839 アート・デザインのコーチング研修事業「ＥｕｒｅｋＡｒｔ（エウレカート）」の拡販

東京都 アロマギフト － 新事業オリジナルアロマを使った空間演出とＯＥＭ製品支援
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東京都 株式会社Ｄｒｅａｍ　Ｔｏｄａｙ 9011001126031 生徒募集のためのポスティング活動や折込チラシ活動

東京都 株式会社オーブ 6010801029594 地方産品の日光生麺焼きそばを、東京日本橋地区で販売拡大

東京都 グレードル株式会社 1010401105230 歯科医院及び医療機関に特化した動画制作による集客と採用支援

東京都 からだフィズ － 女性顧客獲得に向けた股関節リハビリメニューの開発

東京都 富山　容子 － 動画を活用したＨＰ構築によるＷｅｂマーケティング販促事業

東京都 株式会社ｍａｔｅｒｉｃａ 9011001110902
『動画制作管理＋自社ＰＲプラットフォーム』を用いた映像・ＷＥＢ制作の販路
拡大

東京都 株式会社Ｆｉｇｕ 7011001115003 エミューオイルトリートメントマッサージオイル商品の開発および販路開拓

東京都 スマイルホーム － 外国人向け不動産情報プラットフォーム開発及び運営

東京都 株式会社Ｐｏｌｉｓｈ 8010401094228 プライベートレッスンＰＲに向けた自社ＷＥＢサイトリニューアル

東京都 行政書士かおり国際法務事務所 － 外国人雇用に係る制度周知とホームページによる新規顧客開拓

東京都 株式会社ゼウス・リアル 1011001048621 高級賃貸仲介の集客ＷＥＢサイト

東京都 株式会社ＷＡＧＯＯＮ 1011001123267 日本の不良在庫の台湾における販売サービス

東京都 長田　晶子 － 観光地のお宿・飲食店の「飲料（お酒）部門」売上向上支援事業

東京都 黒澤　育 － 個展開催「黒澤育展～癒しを与える愛溢れる絵画の世界」

東京都 ネイチャーライフ株式会社 9040001010060 独自商品（自社開発商品）・ＯＥＭ事業の販路開拓

東京都 株式会社東京ボタンハウス 9020001080411 国内縫製工場と顧客をつなぐオンラインマッチングサービスの開発

東京都 合同会社のびーく 5011603002303 発達障害児や不登校児への教育サービス事業の販路開拓

東京都 特殊照明開発株式会社 6011301023617 独自に開発した製品の周知徹底を促進する営業活動による受注獲得

東京都 株式会社アスヲミル 4010701030316 コーポレートサイト拡充による運用保守サービス事業の販路開拓

東京都 株式会社Ｅｉｓｈｉｎ 4011101054921 電子マンガで分かるオリジナル商品の販路開拓と生産性向上

東京都 有限会社Ｉ．Ｇ．Ｏ 6011802028800 最新式音響機器と簡易ステージの導入による販路拡大

東京都 株式会社胡蝶 6010401082432 ホームページのリニューアルと広告配信で価値訴求

東京都 梅田屋 － ホームページ開設と入店しやすい店舗への改装で新規顧客を拡大

東京都 合同会社ＳＴ　Ｓｙｎｅｒｇｙ 7010403019893 当社ホームページ改良による新規顧客の取り込み

東京都 合同会社シナプス 2011303002754 人材の定着と育成をサポート！人事評価システム構築で販路開拓

東京都 株式会社村上商会 2010601015864 店舗改装による小売事業の売上強化

東京都 有限会社創 3011002009208 コールセンター等の聴こえ改善推進事業

東京都 ＴＨＩＮＫＳ － ランディングページを活用し販路拡大事業

東京都 はるかぜ書房株式会社 5010001110750 古都鎌倉の社屋を活用した創作プロモーションと民泊運営事業

東京都 株式会社プロップジーン 7012401010405 当社ホームページ構築による販路開拓

東京都 シアバターサロンからだｃｈａｎｇｅ － ボディケアサロンのシアバター売上拡大

東京都 株式会社ＰＬＵＳＩＤＥＡ 7010901031334 ホームページ制作自動計算受注システム開発・新規販路開拓

東京都 小顔＆ボディエステ　整美芯 － 温熱光線器による新サービスで体調不良に悩む４０台の女性客を開拓

東京都 有限会社ＰＡＤＭＡ 3011402018337 新規事業の設立に伴う顧客獲得のための広報宣伝活動

東京都 合同会社Ｍｉｃｈｅｌ　ｔｒｕｓｔ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 5010403019425 ＳＮＳやＷＥＢ広告による組織活性化サービスの顧客開拓の促進！

東京都 有限会社かづさや質店 7011002002976 店頭イメージアップによる入りやすさとブランド・店舗価値の向上
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東京都 株式会社クレノヴァ 1011101043951 防犯意識を改革！　犯罪を未然に防ぐサービスの広報サイト作成

東京都 株式会社ワンナップ 7011801012176 越境ＥＣを活用したオリジナルブランド商品の販売拡大事業

東京都 ＡＯＩ．コミュニケーションズ － インターネット広告用のランディングページ制作、ＰＲ動画制作

東京都 株式会社ＦＯＯＤ　ＶＯＩＣＥ 7010601048430 野菜及び惣菜の店の広報強化

東京都 目黒　花定 － 老舗花屋の全国販売への挑戦事業！

東京都 株式会社ＤＲＥＡＭ 8010401118507 水着とパーティドレスの販路開拓及び自社企画商品の開発

東京都 株式会社とりや 6011101048888 新規店舗出店に伴うＨＰを作り、新規顧客を開拓する事業

東京都 株式会社ｉｔ　ｗｏｒｋｓ 4010401132445 地域商材とグロッサリーをかけ合わせた店舗とＷｅｂ販売の促進

東京都 株式会社ビューティエンターテイメント 5011101073169 表情筋電気刺激機器導入による新サービスの開発で集客力ＵＰ

東京都 株式会社Ｐｌａｎｅｔｉ 9010901043641 コンテンツマーケティングによるＷｅｂ集客

東京都 汐夢想建 － 広報活動強化によりエンドユーザー獲得の実現。

東京都 株式会社ＮＡＡＣＳ 2013301042674 システム開発受注促進と雇用増加のためのホームページ改修

東京都
有限会社マハナインターナショナルリミ
テッド

6011602022532 動画埋め込み型ホームページ改修によるフラダンス教室の販路開拓

東京都 ａｚｒｏｏｍ － 自主企画商品『ＷＡＫＡ』の新規顧客および協力先の獲得

東京都 合同会社５ＬＩＮＫＳ 1011303001451 日本初！折りたたみロードバイクの開発と広報推進による販路拡大

東京都 レオリスリアルマネジメント株式会社 6010001188506 自社ホームページ開設による不動産仲介事業の新規顧客開拓

東京都 株式会社ビーダッシュ 1011501016251
イベントスペースｃａｆｅ　ＧＡＲＡＧＥ　ＰＡＲＫ新サービス『県人会カフェ』の告知
と無人化

東京都 ＡＺ株式会社 1011801035125 日本と世界の架け橋となる自社ブランド品「減塩昆布醤油」の販売

東京都 株式会社光都市綜合設計 6011001031366 新商品・新工法地下室の販売促進用チラシ、動画、サンプル作成

東京都 有限会社メニサイド 8011802024021 紙布を使った商品の海外市場への販路開拓に向けたＷＥＢ製作

東京都 ＤＯ　ＤＡＳＨ　ＪＡＰＡＮ株式会社 4011101085322 Ｗｅｂ動画活用による国産化粧品のグローバルな販売拡大　（２４文字）

東京都 スカイダイエット － 補助金採択者向け「事業完了報告作業」代行事業の展開

東京都 株式会社ストック総研 3013301038969 動画配信・ＷＥＢサイト改善・ガイダンス開催による新規会員増加

東京都 合同会社ＨＢ 9010703003091 常連客に支えられた地元店が行うネットを活用した販路展開

東京都 みらい記帳代行センター株式会社 2011001124586 ホームページ制作と企業情報データ取得による事業拡大

東京都 Ｂａｒ　Ｃｌａｖｅｌ － クラフト・ベルモットへの品揃え拡大による新規顧客獲得事業

東京都 株式会社ａｎｏｖａ　ｄｅｓｉｇｎ 6010001183176 無垢の木材を利用した藍染天板の家具「Ａｏ．」の開発と販売促進

東京都
株式会社フェアトレードコットンイニシア
ティブ

3010001160343 Ｍ＆Ａをきっかけとした商品ラインナップ拡充と販路拡大の取組み

東京都 ひらがなネット株式会社 7010601042656 在住外国人の就労強化プログラム、登録支援機関事業の立ち上げ

東京都 野口　慶子 － 女性起業家向け　「メイクレッスン」　付きフォト撮影で販路開拓

東京都 株式会社プロフィット 7310001009580 自動車教習所の生産性向上と働き方改革のためのソフトの販路拡大

東京都 ３．５合同会社 4011503003550 外部ＣＦＯサービス推進のための　「格付ドットネット」　サイト普及

東京都 シングルズキッズ株式会社 5010001169119 シングルズキッズとして育った大人へのインタビューメディア製作・運営

東京都 株式会社エブリスマホ 3010403013561 チャットボットの自動応答デモ用ＷＥＢページ制作で販促

東京都 株式会社アイサイトテクノロジー 9011101081044 潜在的見込み顧客とのプル型接点強化事業

東京都 セブンシップサービス株式会社 8010401114778 災害拠点病院に提供する資器材に関する開発・販路開拓事業
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東京都 株式会社クリーンアクト 4010401102695 インバウンド需要を取り込みたい企業向け新規メディア・広告事業

東京都 株式会社ＭＡＩＳＯＮ　ＭＡＲＣ 4011001104504 助成金進捗可視化ツールの新規顧客の獲得

東京都 株式会社バーディー・プラン 7011801011145 生産販売営業現場におけるＩＴ導入化

東京都 カイテク株式会社 9011101083206 日本初！バーチャル見学ができる介護求人Ｗｅｂサービスの販路拡大

東京都 こんくり株式会社 2010001183519 コンビニオーナーの悩みを解決！コンビニ支援事業の販路開拓事業

東京都 新興細巾織物株式会社 6010501005292 工業用ミシン導入によるカスタム商品の内製化と、新規販路開拓。

東京都 合同会社ＬｉＢＥＬ 5011703002038 心と職場の壁をぶっ壊せ！ブレイクティクスで健康経営をサポート

東京都 株式会社山本工業 1011501009156 販路拡大のためのホームページ制作

東京都 有限会社Ｋ’ｓプロジェクト 1010502021509 スクリューキャップと小型ボトル導入による新規販路開拓

東京都 株式会社三旺コーポレーション 9010401010745 「水素風呂リタライフ」の訴求力向上及び顧客数拡大に向けた改革

東京都 一本堂　江戸川葛西店 － 商圏認知度向上を目的としたプロモーション施策と販促ツールの効率化

東京都 株式会社ＬＯＡＤ＆ＲＯＡＤ 4010001189729 製品の販路開拓にむけた日本語対応ホームページの作成

東京都 株式会社肉の佐藤 1011301011683 ランディングページによる即日配送サービス等提供サービスの訴求

東京都 株式会社トライキッツ 9010801008562 自社の強みをＰＲして新規の顧客開拓事業

東京都 ラフィネリビング有限会社 1010602033536 ホームページを活用して新規顧客開拓

東京都 株式会社ＴＯＫＵ’ｓ 3011001065243 自然の温もりを感じるロッジ風店内改装及びアピールポスティング。

東京都 株式会社ドリップ 9011001114507 新商品（衣料用ハンガー、メンズコスメ製品）にともなう販売促進活動

東京都 株式会社ブルーミン 8010901029484 女性管理職に向けた、ハウススタイリング・家事代行事業の販路開拓

東京都 株式会社リノパートナーズ 3011101083797 女性活躍推進の実態調査及び調査データ集計報告等に関連する活動

東京都 巧流合同会社 3010603007660 ２０１９年秋冬物サンプル拡充による商品ＰＲ強化と購買率向上

東京都 スタイリスト長友オフィス － グループやパートナーのスタイリングサービスを告知する事業

東京都 ＭＡＲＶＩＮ＆ＳＯＮＳ － 合同展示会を通じた新規サービスの国内販路拡大と認知度の向上

東京都 株式会社ＨＡＮＡ 9011401013572 ＵＶ（ＬＥＤ）＋オゾン併用式小型消毒器の開発・販路開拓

東京都 和食　梅田 － 新たな飲食サービスの開発と周知徹底による新規顧客の開拓

東京都 鈴木　愛子 － 自社ホームページと事業案内の作成による販路開拓

東京都 株式会社ＭＴＳ 9011401021872 重症患者や小児に強い訪問看護ステーション事業の拡大

東京都 株式会社シーケーシー 6010401094221 Ｊａｐａｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ（ジャパントゥザワールドドットコム）EC サイト

東京都 株式会社シエル・ブルー 8011001101480 米粉を使ったアレルギーフリーのレトルトカレーの開発・販路開拓

東京都 株式会社Ｆｏｒ　Ｍｅ 6010901040030 プログラミング教室の周知により生徒拡大販促の実施

東京都 株式会社ラシエスタ 6010901039881 新商品開発とＰＲ

東京都 依田税理士事務所 － 新規設立法人に対するＤＭによる税務顧問の増加

東京都 株式会社バイオレンジャーズ 9011101025901 新商品「油膜と油を早くなくすバイオ製剤」のカタログ作成

東京都 株式会社Ｖａｌｕｅ　ｍａｒｋｅｔ 3030001115915 フリーランスエンジニア紹介サービスの企業用ＰＲページ作成

東京都 株式会社アーバンスタイルピクニック 4010401136066 竹製カトラリーと布製レジャーシートの開発、販路開拓

東京都
表参道鍼灸マッサージ治療室自然なから
だ

－ 月額定額制導入を中心とした予防・健康管理の為の鍼灸治療の普及

東京都 株式会社三島サイエンス 3010901026949
変形性膝関節症で悩んでいる中高年の方々が、見つけ易く、利用し易く、身
も心も元気になる治療院
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東京都 株式会社オーツーネット 2010001165343 小規模事業者へのマーケティングオートメーション普及事業

東京都 原口香絵税理士事務所 － ＭＦクラウドシステム導入による販路拡大事業

東京都 株式会社フレキシブル 8010401124380 集客アプリ及びスマホ決済サービス機販売のための販促ツール作成

東京都 合同会社エリサ 5010003028867 リーガルテック製品・サービスの認知拡大と販路開拓

東京都 有限会社三善豆腐工房 3010602021976 こだわり大豆のおからクッキー“おからっきー”の拡販

東京都 株式会社ワークアズライフ 9011301024926 コワーキング会員ＤＢのＷｅｂサービス化による会員価値の向上

東京都 善竹　大二郎 － Ｗｅｂサイトのリニューアル販路開拓。

東京都 ラウラオフィス － 主婦を対象にしたクリスタルボウルのオンラインレッスンの開講

東京都 株式会社スポーツシッター・ジャパン 7010401111198 体育の先生が預かるベビーシッターサービスの販売促進

東京都 株式会社Ｆ．ＣＯＭＭＵＮＩＣＡＴＩＯＮＳ 7010401061757
「Ｈａｐｐｙ　Ｎｅｗ　Ｍａｔｈｅｒｓ　Ｌｉｌｙｓ　Ｇｉｆｔｓ」プロジェクト（ギフトボックス開発によ
る花き拡販事業)

東京都 株式会社パタ－ン企画テルヌマ 7011001072376 ３Ｄ　ＣＡＤ導入のＰＲで、パタンナー育成とアパレル低迷を打開する事業

東京都 株式会社コラボプラン 6011001105005 ｉＷＡＭ（アイワム）を活用した商品開発と企業広告

東京都 合同会社雅風ｏｆｆｉｃｅ 9010703004429 自社サイト作成及び交通費集計アプリ開発による集客力の強化

東京都
有限会社アイ・ディー・エフ・アクテュアラ
イズ

7180002041695 最先端の設備を活用したボディエステサービスの提供とその波及

東京都 株式会社アッタデザイン 5010701031032 世界で一つ、あなたが作るオリジナル絵本制作サービス

東京都 株式会社エンタープライス　タケダ 6013201007575 ＨＰリニューアルで、情報発信と集客アップ、売上拡大計画

東京都 ＨｅａｒｔＭａｄｅ合同会社 8011503003984 スマホに対応した自社ネットショッピングサイトＨＰの制作

東京都 株式会社ジャパンオールサービス 7010001178844 古物商許可者向け取引記帳管理＆マーケティングシステム構築

東京都 株式会社ルドファン 3013201006431 これで安心！打ち合せから納品までを動画でイメージ

東京都 ＬＵＸ　ＳＰＡ － 販路開拓のためのオリジナル商品開発とブライダルコース新設

東京都 リヴゴーシュ － 子育て世代のパパママ応援のための「地域の美容室」周知事業

東京都 株式会社ＤＲ 2010901040463 本物のロシア家庭料理店の認知度向上による新規顧客開拓

東京都 田中和弘税理士事務所 － ホームページの制作による新規顧客獲得に向けた販路開拓

東京都 ＰＯＭＰＳ － 地域密着による販路開拓・ビジネスの基盤づくり

東京都 株式会社ＣＭＯ－ＬＩＧＨＴＩＮＧ 8010801027992 フルオーダーの蓄電池式ＬＥＤネオン看板の販売

東京都 株式会社ＣＯＣＯＫＡＲＡ 5010401144035 『中国市場をターゲットとしたメイドインジャパン粧材の企画開発』

東京都 美術Ａｃａｄｅｍｙ＆Ｓｃｈｏｏｌ － ブランディングの強化とＷＥＢサイトデザインの改良

東京都 株式会社エースワン 4012801009454 インテリジェンスカメラ販売開始に伴う「提案力向上」事業

東京都 株式会社サウザンドエステート 3010001151375 低価格収益物件サービス認知獲得に向けたメディアサイトの制作

東京都 株式会社ＡＴＴｅＮＤ 6011101082490 世界的頭脳ゲーム「ポーカー」スマートフォンアプリの販路開拓

東京都 株式会社クラッチワークス 8011301024316 起業家の「財務リテラシー」の向上！販路拡大のＰＲ強化

東京都 内田　謙治 － サイレント・マジョリティ・アフィリエイト事業

東京都 フォーチュン株式会社 6011001120391 海外製品の輸入販売業（クラウドファンディング＆輸入販売）

東京都 有限会社ケイアート彫刻 9011402018109 ＥＣサイト制作による肥松の木珠とアクセサリーの全国展開

東京都 田幡畳店 － 高級畳の販路拡大と生産性の向上

東京都 株式会社ルーカスト 5011801036185 薬草茶拡販広報プロジェクト
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東京都 株式会社ブランドオブクイーン 1010601043866 海外市場のお客様を獲得するブランド品販売サイトの構築と拡充

東京都 山百合 － 訪日客を含めた旅での思い出づくりに特化した茶道体験宣伝事業

東京都 有限会社ラジカルスペース 9011202006461 “部分入れ歯”サンプル品の製作とセミナーの開催

東京都 株式会社スタディ・レボリューション 7010601035916 ホームページとチラシの連動による新規顧客開拓

東京都 女性活躍カンパニー株式会社 4011001112894 カメラマンマッチングサービス

東京都 ベスト・レギュレーション株式会社 5020001099372 空きアパート・築古アパートを活用した収益不動産事業

東京都
ユナイテッド・アドバイザーズ社会保険労
務士法人

8011005003194 勤務間インターバル活用による中小企業の生産性向上支援事業

東京都 児玉公認会計士事務所 － コンサルティングに特化した安価な顧問サービスの開発・販路開拓

東京都 株式会社キュームラス 3011001027805 新たなダイビングメニューを展開し顧客開拓による販路拡大事業

東京都 合同会社ししのあ 4010803001074 リピート顧客を誘う快適な空間作りと積極的なイベント企画に向けた改善

東京都 株式会社ＭＩＫＯ・Ｓ 9010401108498 自社ブランド商品の日本国内市場開拓と共に、海外市場の販路開拓

東京都 株式会社エーネット 8011801013363 新規事業立ち上げによる事業

東京都 株式会社ミズタマリマネジメント 8011001118112 お店を知ってもらい、リピートを促すための販促事業

東京都 株式会社ヨシカ 4011301008207 Ｃｏｚｙ　Ｍａｔ（コージーマット）拡販・販路開拓

東京都 ＨＵＫＵ株式会社 6010501042253 二か国語対応ベジタリアン、ヴィーガン専門ＨＰでベジの課題解消

東京都 株式会社オウンスタジオ 4010401108916 フルオーダースーツ３６９の認知啓蒙とＨＰ予約機能の強化

東京都 行政書士大松香織事務所 － ＳＮＳと連携し動画を活用した新サービス用ＨＰ、ＬＰの構築事業

東京都 オレンジトーキョー株式会社 7010601045163 モノからコト消費の需要変化に対応するための店舗改装

東京都 ＢＡＲＢＥＲナゴヤ　なごやしずえ理容室 － 新施術提供による女性の新規集客を実現するＨＰのリニューアル

東京都 株式会社Ｃａｒｉｔｙ 8011001073489 【新商品販促ＬＰによる販路開拓】

東京都 株式会社レイン 8010901027793 販路拡大のための「ＷＥＢマガジン」制作

東京都 ＮＡＴＳＵＹＯ＿ＧＡ － ホームページとＰＲ動画、チラシ制作による販路開拓活動の実施

東京都 株式会社ＦＹＳコンサルティング 9010601052083 新規ワークショップ型企業研修商品の販路開拓に関する取り組み

東京都 株式会社ブレインズスクエア 1010001006985 インターネットを活用した自社オリジナル商品の販路拡大事業

東京都 株式会社ＳｏｃＡＮ　Ｓｙｓｔｅｍｓ 7011001121356 ＩｏＴデバイス「みまもりチャーム」の製品化及び販売促進

東京都 株式会社ＣＯＣＯＦＵＬ 5020001105254 販路開拓するための大型看板の設置及びピラティスマシンの導入

東京都 株式会社リーフ 4011501018749 完全自由診療化への移行に対応した販促物リニューアル事業

東京都 ＨａｋｕＡ株式会社 7010901043395 独自ノウハウ書籍化（パンフレット化）による事業ＰＲ戦略

東京都 ｙｏｍｏｇｉｎａ － オリジナルブランド商材のＷＥＢサイト制作と販路開拓

東京都 株式会社愛ＬＩＮＣ 5010401140546 電子マンガで伝えるオリジナル商品の販路開拓とグローバル展開

東京都 株式会社アンデルセン 8011601000396 練馬はちみつバターカステラの販路拡大

東京都 株式会社紫雲英 8011701018082 男性脱毛市場の拡大を目指した、新しいサロン展開への挑戦

東京都 株式会社ショコラティエ川路 6010601051690 百貨店出店にともなう新ブランド立ち上げ事業

東京都 株式会社凛 5011001072378 有名シェフが地方で行うディナーショー

東京都 ＫＯ－ＫＩ　ＴＯＫＹＯ株式会社 3013301003659 星付きレストランに必要なアスパラ情報提供基盤による顧客の取込

東京都 モニカ　クララ － 新しいパンフレットの作成・配布および、ネット広告など。
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東京都 クロス株式会社 2010701037536 クーポン発行サイト構築による新規サービス提供と新規顧客開拓

東京都 ライト株式会社 7010401132871 ＨＰで世田谷区の賃貸物件を探している顧客を取り込む事業

東京都 株式会社ケイクオーレジャパン 3010401112555 ベトナムエステサロンのフェイスケア事業化ニーズの獲得

東京都 有限会社キノ 3010402034220 ＨＰ改修による海外販路開拓

東京都 サカイ美装 － 新サービスの広報活動による販路開拓事業

東京都 ライナスプランニング － 「手持ちの付箋を補充可能な付箋ホルダー」の開発・販路拡大

東京都 株式会社暮らしと家の研究所 5010801029380 「暮らし」から見据えたリフォーム及び空き家活用提案推進事業

東京都 古事記ｐｒｏｊｅｃｔ株式会社 5011301024814 古事記ボイスドラマＣＤ「天岩戸編」上下２枚組の制作・販売

東京都 ＴｒｉｆｏｌｉＵｍ － オンラインで活用するシステム導入により新たな顧客の開拓

東京都 まごころフィナンシャルサービス株式会社 6040001084561 Ｗｅｂ紹介ページからの確定拠出年金導入申込自動化サイト構築

東京都 株式会社Ｖｏｙａｇｅコスメティクス 8011301017880 「美容室の単価アップ、営業効率アップの為の動画ウェブＰＲ事業」

東京都 高砂エンジニアリング株式会社 5010401016928 新事業「漏水警報遮断システム」の拡販のためのＷＥＢサイト作成

東京都 合同会社Ｃｌｅｍａｔｉｓ　Ｉｎｎｅｒ　Ｂｅａｕｔｙ 8013303004576 公式ホームページ作成による新規顧客の獲得と業務の効率化！

東京都 株式会社ケアキ 7010401129554 樫炭サプリのＨＰ拡充、ＥＣ出店などによる顧客開拓

東京都 株式会社マンカインド 1011301006601 弊社ウェブサイトのデザイン改修

東京都 Ｈ＆Ａパートナーズ合同会社 9010003029952 ＦＣ加盟店に対するセカンドオピニオンサービスの開発・販路開拓

東京都 Ｖａｎｉｌｌａ　Ｂｅａｕｔｅ　バニラボーテ － 低周波エレクトロハンド導入と新メニュー開発による新規顧客開拓

東京都 株式会社りょくけん東京 5011401016315 ～現実と仮想を繋ぐ～都市マルシェ参加→既存店＆通販売上ｕｐ

東京都 株式会社Ｓｃｈｗｅｓｔｅｒ 6010001190949 美容室の男性向けリラクゼーションサービスの集客数向上

東京都 株式会社ウィンゲート 6011103003585 アウトドアトレーニング開発における新規顧客獲得

東京都 くるみ整体療術院 － 情報発信力向上のためのホームページリニューアル

東京都 株式会社ＪＰＹ 9010401134148 未来型の両替サービスと取引与信ＤＢの確立

東京都 株式会社スーヴニール 2010401105543 「車いすでバレエ」イベント実施に向けた企画準備

東京都 株式会社ＪＧ　ｎｅｔ 8010901036877
一貫校特化型教育サービスにおける通信授業コンテンツの提供による新規
顧客開拓事業

東京都 オフィス荒川 － 高級食材×Ｂ級グルメ「トリュフ入りたこ焼き」のご提供

東京都 合同会社まちとこ 7010903003125 「言葉を育てるオノマトペカード」（仮称）の開発・ＰＲ

東京都 株式会社アーバンイラスト制作室 9010901029153 商店街ならびにまちの活性化と新たな価値提案に関する事業展開

東京都 Ｓｈａｒｅ　Ｓｔｙｌｅ　ＢＢＱ － ＢＢＱケータリング、プロデュース事業のウェブサイト制作

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

東京都 株式会社ライズ 3011001090935 「オフィスの欲しいに応える」をアピールできるホームページ！

東京都 頭ほぐしサロンゆめゆら － 睡眠に関するセミナーを開催し、固定客の獲得アップに繋げる

東京都 株式会社ディライトワークス 7030001101779 不動産販売用写真販売・建物写真撮影請負サイトの構築

東京都 株式会社リーガルデザイン 9010401111601 「かすみの会」の告知宣伝・販路開拓

東京都 株式会社マグエバー 1011001060238 「シリコンマグネット　マグサンド」のＰＲ動画を活用した販路開拓

東京都 飯田コンサルティングオフィス － 小規模不動産業者とその社員の困り事を解決するサービスの提供

東京都 株式会社アクティビスタ 1010001166350 マインドフルネス研修の認知度拡大のための映像による販路開拓
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東京都 株式会社Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｒ 7011101085369 学生による学生のための就活関連イベントをインフルエンサーＰＲ

東京都 有限会社プラスチャーミング 1010402034131 ２０２０年インバウンド需要に向けた旅館へのふんどし導入事業

東京都 ｄｏｔ　ｓｃｉｅｎｃｅ株式会社 8010001186103 食用花加工品のパッケージ制作および写真撮影

東京都 社会保険労務士行政書士岩元事務所 － 美容室専門社労士として労働環境の向上をサポートする事業

東京都 株式会社ＪＬＡ 9011801025556 オフィスの原状回復工事費を減額！成果報酬コンサルの販路拡大

東京都 株式会社福３３ 1010001189938 隠れ家日本酒ＢＡＲから「日本酒に強い小料理店」への転換事業

東京都 ゆるやか鍼灸接骨院 － 鍼灸施術＋水素セラピーによるニキビ改善サービス

東京都 株式会社ライブアクト 1010001193849 無添加ドライベジタブル・フルーツおよびスムージードリンクの開発・販路開拓

東京都 株式会社Ｐｉｅｚｏ　Ｓｏｎｉｃ 7010901041234 新型モータの開発にあたって必要な高精度レーザーカッターの購入

東京都 株式会社才色兼備 4010001157116 新たな金運を獲得、財布布団買い替え・アフターサービス需要開拓

東京都 株式会社アシーマ 5013201013351 既存顧客・新規顧客・海外顧客の獲得に向けた販路開拓事業

東京都 ｆｏｒｍａｃｈｉｋａ － メディテーションアカデミーの周知徹底による新規顧客開拓

東京都 株式会社ＴＳＵＺＺＬＥ 2010401138510 フリーランス向けのプロジェクト管理ツールの認知・顧客獲得事業

東京都 アンリガトウ － ママも安心して使える２ｗａｙジュエリー開発と販路開拓

東京都 肉バルミートピア － ＳＮＳ広告・インフルエンサーを活用した新規顧客層の開拓

東京都 株式会社向日葵設計 5010901043975 ミルクカートンの効果的利用のための紙食器の商品開発及びその販路開拓

東京都 熊倉　周 － マジョリエイト・アフィリエイト事業

東京都 ＨＡＴＣＨ－ＶＩＬＬＡＧＥ株式会社 4010001131574 クラウドファンディングを用いた新規顧客の獲得

東京都 株式会社いらっしゃいませ 1010001193337 革新的なスマート店舗サービス開始の広報宣伝強化による販路拡大

東京都 日本酒セルフ飲み放題　サケラバ － 新メニュー開発による新規客の獲得に向けたサービス及び宣伝

東京都 Ｄａｉｊｏ　Ｖ　Ｓｈｏｐ － 英国トレゴスナン社の希少・高品質な紅茶の拡販事業

東京都 株式会社レボーン 8011001125918 新会社・新サービス用ホームページ拡充による新規顧客開拓

東京都 ワールドポテンシャル株式会社 3013201016991 プール清掃自動化による顧客リピート率向上体制の構築

東京都 テトラ・アビエーション株式会社 1010001192371 ＧｏＦｌｙコンテスト最終審査に向けたＰＲ用３ＤＣＧの制作

東京都 ＳｅｌｆＣｒｅａｔｉｖｅ合同会社 9011003005992 植物染めを活用したプロダクトシリーズの開発

東京都 株式会社Ｍｏｎｓｔｅｒ　Ｃａｒｎｉｖａｌ 3010001191834 １１月にニューヨークで開催されるアニメイベントでの出展

東京都 ＣｏｔｔｏｎＣｏｔｔｏｎ － ウェブサイト制作によるオーストラリア富裕層の顧客開拓

東京都 ＹＫＧ株式会社 4011001099083 自社ウェブサイトでのインターネット販売の重点的な展開

東京都 株式会社きもの人 4010001105058 ＷＥＢコンサル「個性にあう商品選びシステム」の販路開拓

東京都 ａｓマテリアル株式会社 6010001127851 ＨＰをリニューアルし「営業のデジタル化移行」で人的資源を補う

東京都 アットマークカフェ株式会社 6010001142066 営業プロセスの改善による収益性向上及び受注拡大事業

東京都 株式会社清元 1010001108526 鍼灸師×柔道整復師×スポーツトレーナー　優しい身体ケアメソッド

東京都 ピーピクチャーズ － 独自ドローンと新しい編集システムを用いたドローン事業

東京都 ＫＥＩ株式会社 3010401111185 『オーダーシャツお届け納期短縮による販路開拓』

東京都 ＣＯＳＭＯ　ｔｏｔａｌ株式会社 4011001117142 既存商品の新規販路開拓および精油ボトルネックレスの開発

東京都 ＢＬＡＣＫ　ＭＥＬＯＮ － ブランドカラーの店外誘導看板設置・新商品開発を通じた販路開拓
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東京都 ＮＩＹＡＫＥ株式会社 7011001127147 エンタメ領域でのデータ分析ツールとコンサルの新規顧客獲得施策

東京都 株式会社ｃｏｃｏｎ 1011001126385 フレンチレストラン　ａｕ　ｄｅｃｏ　の環境改善事業とプロモーション

東京都 株式会社Ｇｒｏｗｔｈｅｒ 8010001166914 非ＩＴ企業のＩＴ化促進サービスサイトの制作

東京都 ｋａｍｏｓｅ － 発酵食を活かしたラーメン店ＨＰ作成による情報発信

東京都 ＡＮＳＨＩ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6012401033844 デジタルホワイトボードの販売

東京都 利回市場株式会社 3010401107968 勤怠管理、給与計算ソフトの新規顧客獲得

東京都 株式会社エス・ピー・アイ 1011001038663 要介護高齢者向け、外出サービスの普及、利用促進事業

東京都 ハリカエ事務所 － 商品紹介用のウェブサイトの改変

東京都 合同会社中田商会 6010003027422 販促費用を広告媒体に変えて集客と収益をつくる事業

東京都 ヴィーヴル － 題名　インスタグラム特化ウエブスクール事業の展開

東京都 喜楽 － 馬肉と日本酒の好相性と和食価値を提案する和食料理店開店

東京都 有限会社トライアングル 7011302006462 消費者向け書籍作成サービスの販路拡大のための広報ツール作成

東京都 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＣＯＬＯＲ － 成分に、とことん！こだわったシャンプーの開発

東京都 宮崎地鶏やがんたれ － 顧客アンケート実施　炭焼き炙りメニューを増やして新販路開拓

東京都 ひっくり社 － 新規顧客獲得のためのＷＥＢサイト「デザイナー独立塾」の制作

東京都 株式会社エムコネクト 1011101074105 コスパ日本一の司会者を顧客が指名できるホームページ作成

東京都 シェアエコノミーコンサルティング － 新規クライアント獲得のためのＦａｃｅｂｏｏｋ広告拡大施策

東京都 Ｃｏｍｐｏｍ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 2010601050226 基礎化粧品「ｉｃｈｉｚｕ」の動画活用によるＢｔｏＢ展開の構築

東京都 Ｌｕｐｉｎａｇｅ － 「美と健康」を追求したエステサロンの販路開拓事業のＰＲ強化

東京都 とんかつ太志 － 豚の質と調理方法にこだわり売上の増加をねらう

東京都 ｙａ － ホームページの制作のグラフィクデザインとコーディング

東京都 アップルヴィー株式会社 5010901030115 エクササイズ機器導入によるリハビリ事業の実施・販路開拓

東京都 フェニックス・パートナーズ株式会社 3011701022089 小さなお店のＩＴ＆キャッシュレス化ショールーム

東京都
株式会社ポールスターコミュニケーション
ズ

9011501022705 働く若者たちに夢と希望を与える、オンラインサロン事業

東京都 Ａｋｉｂａ．ＴＶ株式会社 4010001143875 移動式インターネット生放送システムの高品質化に関する周知推進

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 株式会社メンタリスタ 9011001073083 オリジナル練習日誌の多種目展開とスマートフォンアプリ対応

東京都 ゆいまーる － ○『ソフトウェア開発会社向け販売促進イベント事業』の販路開拓

東京都 株式会社甘栗太郎 9011101001209 甘栗の特色をＰＲしたＥＣショップによる販路拡大事業

東京都 株式会社Ｗｅａｖｉｎｇ 6010401143688 引っ越し情報Ｗｅｂ管理システム構築によるサービス拡大事業

東京都 株式会社共和 2010001001960 新規顧客開拓のためのパンフレット作成・配布による営業強化

東京都 ＢＵＩＬＤ株式会社 6011101082689
外国人特化の賃貸探し・管理会社とのマッチングアプリの開発による業容の
拡大

東京都 合同会社ビズラボ 1010703004691 「自由陣」サービスサイトのリニューアル

東京都 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　ｋ － 美容室開業に伴う新規顧客獲得のチラシ作成とホームページの開設

東京都 ｅｍｏｔｉｏｎａｌ　ｔｒｉｂｅ － グルテンフリー専門の定期購買型ｗｅｂサイト「ｇｆｕｇ」の構築とＰＲ

東京都 株式会社ＮＥＸＴ　Ｙ’ｓ 6030001122958 飲食店広告アプリ「幹事ナビ」の認知度、販路拡大事業
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東京都 株式会社日本建築検査研究所 4011001047521 デューデリジェンス向け建物検査国内外広報プロジェクト

東京都 株式会社ＢＲＡｉＮ 3011001127472 健康経営を安価に推進する睡眠検診プログラム普及の取り組み

東京都 富士桜　介護タクシー － 重症患者向けのストレッチャー導入で販路開拓

東京都 株式会社イマジネール・トウキョウ 2010901035942 販促用ＷＥＢサイトおよびＳＮＳ連動によるＥＣサイト構築

東京都 ｃｉｖｉｃ　ｅｃｏｎｏｍｙ合同会社 1011603002380 パパママをお助け！一時預かり保育新サービスＰＲ活動

東京都 ａｌｔｒｕｔｈ合同会社 5011003009592 クリティカルシンキング研修の中小・ベンチャー企業への販売促進

東京都 新宅商店 － 希少性の高い鹿児島焼酎を飲食店や焼酎愛好家への拡販事業

東京都 東都礦産株式会社 9010601013787 世界の砂利で『最高の住空間の演出』の市場開拓・販路開拓

東京都 有限会社根本硝子工芸 3010602017330 本物の「江戸切子」こだわりＨＰ増設と翻訳対応で販路拡大

東京都 株式会社ＴｒａｎｓＲｅｃｏｇ 7010401134901 世界初、知的生産性を向上させる書き込みソフトのさらなる展開

東京都 株式会社ＨＡＲＶＥＳＴ 7011301024531 個人投資家の支援に向けた行動解析データの提供と指標の開発

東京都 武田塾武蔵小山校 － 自学自習で学力を伸ばす塾の販路開拓及び学習環境整備事業

東京都 株式会社ｄｗｉｎｇ 2010401140648 パーソナルトレーニングジムポータルサイトの売上向上施策の実施

東京都 株式会社コーポレートウェルネス 8010001168877 コモディティヘルに陥らない顧客価値提案ゲーム（仮称）の開発

東京都 Ｒｅｌａｊａｎｔｅ － ドローンで作る新しい親子の共同作業の時間と体験の創造

東京都 志縁経営司法書士事務所 － 「組織を一つに束ねる」革新的な理念浸透研修の新規顧客開拓

東京都 株式会社ＧＯＡＬ 4010001199653 多言語対応の海外人材紹介サイトのホームページ作成

東京都 株式会社カテラ 7010501025488 プロポリス加工製品である健康食品「肝腎腸」の販路開拓

東京都 株式会社Ｌ’ａｉｄｅ 3011001127761 営業活動効率化に向けた顧客管理システム導入事業

東京都 Ｊｕｗｗａ株式会社 9011001108038 サービス開始時の飲食店及び広告主の開拓

東京都 株式会社ＩＮＺＥＮ 3010801029647 テレビ局への人材派遣事業のホームページ作成

東京都 薬丸治療室 －
高齢者が元気になるための治療の充実アップ（寝たきりの方から、健康寿命
を延ばしたいシニア層まで）

東京都 行政書士会社設立エクスプレス － 「外国人起業家向けアフターフォローサービス」のＰＲ事業

東京都 梓不動産株式会社 1010801000428 円満な相続「終活コンサルティング」事業による販路拡大

東京都 ライムズ株式会社 5012401032302 選手の育成・マネジメントにおけるスポーツビジネス事業

東京都 ワビワールド － メイドインジャパン商品カテゴリ開発による販路開拓及び販売促進

東京都 株式会社ＫＡＩＣＡ 2150001008538 大学生が取組む光通信訪問販売活動へ他社営業がマンツーマン研修

東京都 株式会社トーイングウーマン 6010001174935 個性心理学応用販売促進の推進事業

東京都 株式会社Ｏ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 7011001091764 海外進出部門でのアメリカ進出資料作成と展示会出展による顧客開拓

東京都 ユカイハンズ青山裕企写真事務所 － ホームページ作成等による個人向けポートレートサービスの拡販

東京都 サヌスアニマ － 宿泊施設改装及び自社ウェブサイト開設による顧客単価の向上

東京都 株式会社ＧＩＦＴ 3011001127761 ＰＲサイト活用の為の動画制作

東京都 東京トラベルパートナーズ株式会社 5011001109270 マルチな広告出稿による販路拡大施策の実施

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ＤＯＭ － ＤＪ機器及び周辺設備リニューアルによる販路拡大

東京都 スポーツマイスターズコア － 体型別ストレッチコンディショニング事業の拡大

東京都 合同会社ＭＯＮＴＥＳＡＩＮＴ 7011703002143 服飾企画製造・販売・イベント事業のＨＰの製作
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東京都 有限会社ホクラニ・インターナショナル 8011002032056 現状スペースをサロンとして活用し、さらなる売上と販売促進をはかる

東京都 アカシデカフェ － カフェ写真館、着物レンタル着付け、各種和文化教室の総合事業

東京都 エントレーディング － 多言語対応ＶＲ（バーチャルリアリティ）ネットショッピングサイトの制作

東京都 Ｒｉｐｓ株式会社 1010901042766 多店舗展開のためのブランドイメージ構築に用いるデザイン制作

東京都 土田コンサルティング事務所 － 課題を抱える中小企業と、中小企業支援を志す士業の紹介事業

東京都 株式会社４Ｎａｔｕｒｅ 7010401141609 ・サトウキビストロー販売促進の為のＨＰ作成及びメディア作成。

東京都 コバヤ印刷株式会社 9011401002237 自社オリジナル商品をホテル・旅館業への販路開拓

東京都 椿坂行政書士事務所 － 中小企業の外国人雇用支援のためのＨＰ改修による新規顧客開拓

東京都 カザト株式会社 2011401001352 小型電気炉導入による幅広いスクラップの取引先拡大とスピード化

東京都 株式会社シーナタウン 2013301037757
株式会社シーナタウンのＷｅｂサイトを利用した、既存事業の親和性による効
率化で収益アップを図る

東京都 トーキョーデザインラボ － 中小ＩＴ事業者へＩＴ訴求・ＩＴ化支援チラシ・ウェブによる促進事業

東京都 株式会社リトルラボ 6060001025010 ペット（犬・猫）のデンタルケア商品の拡販強化

東京都 有限会社グレイス・サクシード 2010402023769 新規顧客獲得数増大からリピーター顧客固定化による稼働率アップ

東京都 Ｓｕｎｄａｙ　Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ － 気鋭のデザインチームによるクライミングホールドの販路拡大

東京都 カサイキカク － 再生医療情報ウェブサイトによる医療情報マッチング事業

東京都 株式会社メディデント 2011501017199 ２０～３０代に届くプラン開発とＷＥＢサイト再構築による販路開拓

東京都 坪田パール株式会社 4010501008173 手巻きたばこ関連商材の売上拡大のための什器製作提供

東京都 株式会社シェイカー 2011701020993 アパレルＥＣサイトＺＯＺＯ　ＴＯＷＮへ、ブランドとしての出店委託

東京都 株式会社並木海苔店 5010801008830 創業７３年大森海苔問屋の販路開拓をするためのホームページ制作

東京都 ハイドアンドシーク株式会社 9010001115820 武道具の自社ブランド構築と商品企画および製造工程の確認

東京都 株式会社萬年堂 3010001199142 完全調理済み冷凍食品の企画・開発・販売事業

東京都 株式会社交通図書協会 9010001016168 小学校低学年向けの手帳の販売及び販促活動に必要なＨＰの構築

東京都 清澤司法書士事務所 － 地域の頼れる司法書士事務所として、相続前無料相談の利用拡大！

東京都 アイピーオー総合研究所株式会社 2010001143225 ＩＰＯ支援事業の経験を、ＨＰを通じて様々な企業に活かす取組

東京都 梅林株式会社 3010801021827 飲食施設のインバウンド観光客向けプロモーション動画制作

東京都 Ｔ・Ｎ・Ｋ合同会社 2011703001307 タブレット活用の認知症予防講座の本格立ち上げと販路拡大

東京都 株式会社扶桑 8011801004263 専用什器を用いた店舗導入促進及び販売数増加による売上拡大

東京都 株式会社マリッジステーション 6010601051897 都市と地方の縁を結ぶ婚活事業・再婚希望者の集客力向上

東京都 株式会社オプスモ 2010001154486 食はカラダを作るもの、高齢者の健康寿命を延ばすために！

東京都 株式会社ＷｈｏｌｅｓａｌｅＤｉｒｅｃｔ 2011101087015 題名　会員制商品格安購入サイトの運営事業の展開

東京都 株式会社萬印堂 1011501004322 効率的かつ確実にきめ細やかな顧客対応を提供できる環境の整備

東京都 合同会社大島悠事務所 4010703004334 「小さな会社のための広報支援初期サービス」導入企業の増加

東京都 株式会社ＫＮＩＴＯＬＯＧＹ 6010401138234 日本製ニットウエアのＤ２Ｃビジネス導入による販路開拓

東京都 北見会計事務所 － ホームページ開設と会計ソフト機能強化による販路拡大

東京都 株式会社ストライブ 5011201009873 日本製ふくさを記念品として大口顧客向けに販路拡大

東京都 株式会社Ｂｉｔｔｅ 9010001122271 イベント事業拡大のための厨房改装
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東京都 モンルーベジャパン株式会社 2010401088549 地球・お財布・シニアにも優しい窓辺づくりの拡大プロモーション

東京都 株式会社ゴブリンワークス 4010001191412 通信販売事業における出荷業務を診断し改善する事業の販路開拓

東京都 株式会社ＪＰサイバー 3010001172867 宣伝強化による製品認知向上とウェブサイト改修による売上増加

東京都 株式会社Ｂ－ＴｒｅＥ 7011001126768 働き方改革に対応！企業と産業医のマッチングサービスの普及

東京都 株式会社アップワン 1011401020601 ホームページ制作・チラシ制作による販路開拓

東京都 ＳＯＬＵＭ株式会社 6011801028859 広島県女子リーグ所属「ディアヴォロッソ広島」ショップオープン

東京都 公認会計士坂倉事務所 － 経営支援型税務会計サービスの展開による顧客拡大

東京都 ガリレオ合同会社 2010903003534 ＷＥＢサイトを活用し、子ども・家族が集まる漫画文化の拠点に

東京都 ぎょうぶ司法書士・行政書士事務所 － 足立区六町で唯一の司法書士・行政書士事務所としての覚悟をＰＲ

東京都 株式会社キャッツ 1011301001899 新製品「乳がん患者向け下着」の販路開拓・販促ツールの制作

東京都 株式会社坊ノ内 5011001127438 ミツバチと共に考える企業向け環境保全型ＣＳＲのコンサルティング

東京都 株式会社イーウェッジ 2012301006796 保育園ホームページ制作専門の自社サイト立ち上げによる販路開拓

東京都 ＭｉｃｒｏＴｅＸ　Ｌａｂｓ合同会社 3010803002742 顧客の先端窒化技術の理解度・満足度向上による事業の自立化

東京都 カリクラシ － 貸し会議室　既存“渋谷店”と新設“新宿店”のプロモーション事業

東京都 ｍｉｕｍｉｕ　ｓｐａ　鍼灸マッサージ院 － 鍼灸院の認知及び集客増加のためのホームページ作りと備品の追加

東京都 スパトレ株式会社 7010001192085 認知拡大・商品価値の理解促進を狙ったサイトの改良と広告の出稿

東京都 株式会社ｍａｍａ　ｓａｉｄ 8010701027044 シニア層獲得を目的とした増毛サービス提供のための店舗改装

東京都 株式会社ＡＩＬＫ 2010401128478 人生１００年時代を健康であり続ける為にスーパーフードの王様をＰＲ

東京都 ほたる鍼灸マッサージ － 今後の日本の老後を明るくし、笑顔を増やす

東京都 ａｔｔｒａｃｔｅｒ － ＡＩによるプレスリリース制作代行サービスの開発

東京都 株式会社木風 8010401083230 『樹木のチカラで世界を、豊かで、美しく、平和に』を実現する海外緑化事業

東京都 株式会社Ｆｅｌｌｏｗ｀ｓ　ｃｉｒｃｌｅ 1011101083980 メイドインジャパンに拘ったカメラ販売事業のＰＲ強化

東京都 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ会計コンシェル株式会社 1013301036017 新サービス「Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ会計便」導入に係る集客促進事業

東京都 株式会社サムライソード 3011001111633 月額定額制でデザイン業務が依頼し放題のサービスの販促事業

東京都 株式会社Ｍｉｚｍ 1010001181300 ＥＣサイト開設による新商品の販路開拓および売上強化

東京都 株式会社ＧＡＩＫＥＮ 3011101083582 地方の特産品と魅力を一つの箱に詰めたギフトサービスの販売強化

東京都 有限会社花泉デンタル 2400502000892 健康補正機能カスタムメイドインソール販売のＰＲ事業

東京都 株式会社フルバランス 6011101047403 ネット通販カートシステムＳｈｏｐｉｆｙ導入サービスの販促強化

東京都 株式会社リブクリエイション 7030001028931 自社商品の販促ＷＥＢページ制作、それに伴う新規顧客の拡大

東京都 株式会社版三 6010801027292 日本伝統文化を世界へ。デザイン展示会への体験型出展事業

東京都 マイスターコーティング江戸川東店 － ハウスコーティングの一般家庭への販路開拓

東京都 株式会社清美堂 2010001004121 高い製本技術の可視化及び情報発信による新規顧客開拓事業

東京都 株式会社Ｇｒｏｕｐ　Ｙｕｓｅｉ 4011801025271 客席・トイレの内装補修

東京都 株式会社ＦＵＲＯＫＵ．ｃｏｍ 6013301041615 店舗の認知度を上げるＨＰの作成

東京都 黒田　由実 － コワーキングスペース活用コーディネート事業

東京都 タンキュー株式会社 2011001103103 遊びながら学べる子供向けカードゲームの開発販売
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東京都 株式会社シーエーシー不動産 7010401116032 事業承継後の経営者向け不動産戦略構築コンサルティングサービス

東京都 モガ － パーソナルカラーを用いた本当に似合うまつ毛エクステ

東京都 有限会社小満津 5011302016471 店内・厨房改装によるブランド力の強化と店舗価値の向上

東京都 株式会社貴栄商事 1010001041792 自社ＨＰリニューアルによる新商品販売及び販路開拓

東京都 株式会社コータロー 8010401104283 新規顧客獲得のためのＬＥＤ看板設置等

東京都 ＺＥＮ株式会社 7010001145027 ２０２０年免税手続き電子化に向けた免税アプリの販路開拓事業

東京都 できる子ども育成塾 － ポスティング・新聞折り込み・ＤＭでの集客拡大、学習ソフト導入

東京都 株式会社シカルナ・工房 1011701011762 ～新たなる造形への挑戦～店舗再開と展示会出展で販路開拓

東京都 株式会社Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 5011101073961 「病院の価値を高める」マーケティングスクールの立ち上げ

東京都 日本フィリス・クリスタル療法センター － 「毒親」の理解と自分の子供への「連鎖」を防ぐ広報企画

東京都 方南カルチャー － カルチャーセンター事業・学習塾事業の地名度強化及び効率化

東京都 特許業務法人パテントボックス 8010505002326 ベンチャー企業の知的財産権を守る特許コンサルティング販路開拓

東京都 合同会社エヴァワット 9021003006478 販路開拓のためのウェブサイトのブラッシュアップ

東京都 合同会社アイカンパニー 7010403018078 スマホ対応自社サイトの作成及びネットショッピングサイトＨＰの制作

東京都 株式会社ＶｉｅＶｉｅ 2180001063266 広報活動による富裕層向けに特化した家事代行サービスの販路開拓

東京都 株式会社日本外語協会 5010401034095 高等教育機関における教育・研究用映像資料の販路拡大

東京都 株式会社バヅクリ 2010401121284 店内でのペット用ご飯・おやつの提供の宣伝による新規顧客の開拓

東京都 あくせ処とぅ～む － ＥＣサイト構築とリニューアルによる、個人向け新規販路の開拓。

東京都 株式会社アコ 2010001073117 販路開拓をＨＰとポスティングで～発注から決済までご提案～

東京都 有限会社クライム 7011602003283 自社ブランドの再構築に伴うＷＥＢプロモーション活動の強化

東京都 ロックボトム － Ｗｅｂ活用と業務紹介パンフレット配布による新規顧客開拓計画

東京都 ＳｏｌＬｕｎａｓ合同会社 7010003027768 企業向け新サービスの提供と個人向けの定期購買促進、新商品開発

東京都 有限会社ヴァニラ・チェアー 6011302011505 新商品開発、ホームページ改良、販促物ちらし製作

東京都 株式会社コールサック社 8011401012014 ＨＰリニューアルと遊び方動画作成による「俳句カルタ」販売促進

東京都 株式会社Ｈ．Ｓ．Ｐ 5010001200907 学校と保護者をスマホでつなぐ革新的アプリの無料化への取組み

東京都 株式会社エレグランス 2010401109536 個性を表現し採用を後押しする法人用オーダーメイドエプロン事業

東京都 株式会社スタイルメント 1011001033391 リクルートサイト制作提案ＬＰによる販路開拓

東京都 株式会社ＺＥＮＫＡＩ 7010401145097 「足あとサイクルプロジェクト」の営業ツールの開発と販路開拓

東京都 株式会社うその 4010601052971 トランプ販売協力店の獲得・販路開拓

東京都 シンカ・コンサルティング株式会社 5011001098290 顧客にわかりやすく事業を伝えるためのＷｅｂ制作。

東京都 株式会社ＮＡＤＪＡ 4011101087855
集客支援・広告運用代理事業・広告予算額１００万円以上の商品の広告運
用・中小企業の集客戦略から戦術までを総合的にコンサルティング

東京都 株式会社サクラベッツ 3011701011174 ネコの歯科診療強化と小型動物の診療強化による売上拡大

東京都 司法書士福地事務所 － 看板作成、およびチラシ配布による顧客獲得

東京都 つむぐＴｏｋｙｏ合同会社 8010603007607 ドライヘッドスパに特化したセット面増設による販路開拓

東京都 合同会社ＦＵＮＳＯＢＩ 4011003006319 初心者向けアウトドアメディアを活かしたキャンプ場集客支援

東京都 有限会社御塩屋ごえんや 5010702014424 バリ島の完全天日塩「ＴＥＪＡＫＵＬＡ」の知名度向上による販路拡大
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東京都 ヘアーサロン　リノ － 着付け業務参入によるホームページリニューアル

東京都 株式会社三企 9011501006633 人と人、企業と企業の縁を結ぶ新商品ｍｕｓｕｂｉ（結び）の販売促進

東京都 株式会社東京漢方堂 5011101083622 アトピー性皮膚炎の根本治療サービスの販路拡大

東京都 株式会社バロン 8010901042768 地方のプロスポーツチームへのボディケア用品のＰＲと販路開拓

東京都 株式会社ＵＣ 1030001104374 採用パートナー支店開拓計画

東京都 大三川　洋平 － マジョリエイト・アフィリエイト事業

東京都 株式会社ティーツーシー 7010001185056 集客を３倍以上にするＷＥＢマーケティングサービスの販路拡大

東京都 株式会社一楽 7010601050444 ＩＣＴエンジニア育成スクール事業の新規顧客獲得

東京都 株式会社産業情報総合研究所 5010701025843 医療機器の販売促進のためのデータ分析

東京都 チアーズ株式会社 4010001065888 木のハンドメイド商品に特化したネットショップの販売促進

東京都 Ｃｈａｒｌｅｓ　ｄｅ株式会社 3011601022065 手ぶらでゴルフ！ゴルフクラブ使い放題シェアリングサービス

東京都 株式会社ＴＡＧＡＹＡ 1010601053031 売上を底上げするためのホームページの開設とネット販売

東京都 有限会社あけぼの菓子舗 2010802000426 “地域住民が和菓子を食べながら寛ぎ交流できる場”となる喫茶へ

東京都 いいコム株式会社 3011701021875 店舗の『スピードエアコン無料診断』で、快適なお店作りに貢献

東京都 シェアビジョン株式会社 8010001183694 定形業務自動化（ＲＰＡ）アウトソーシングサービスの告知事業

東京都 株式会社ハイダウェイ 7010001133386 ＴＶ番組の制作経験とノウハウを活かした動画制作事業の販路開拓

東京都 株式会社ハウシーズ 6010701017055 自社ホームページのコンテンツマーケティングの充実

東京都 じむらく － 事務代行サービス販路開拓のためのＷＥＢサイト制作とＳＥＯ対策

東京都 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＮＥＳＴ 2011201021063 東京出店の企業を獲得の為のＷＥＢサイト開発と広告

東京都 有限会社ボルサ・モーダ 9010502020164 かんばん、ショップ袋で知名度ＵＰ！集客力向上で売上倍増！

東京都 有限会社髙木商事 4010002011899 女性顔そりとエステを融合した新たな施術方法による新規顧客開拓

東京都 株式会社食ＳＴＯＲＹ 9010601051515 栄養成分表示作成支援サービスの開発及び販売促進事業

東京都 ビッグトップ株式会社 2011401010832 設備補修と販促チラシ配布による直営コイン洗車場の集客力アップ

東京都 合同会社不二咲 8010403014811 オンライン日本語教育事業の販路開拓事業

東京都 株式会社ＢＡＳＥ　Ｔｏｋｙｏ 4010001196857 瓦．Ｔｏｋｙｏ神田２号店の集客力アップと、Ｗｅｂ上での口コミの獲得

東京都 株式会社Ｋａｒｌｌｅｉｍｏｎ 8040001101109 ウェブサイト改修事業

東京都 株式会社オーセン 4010001192757 Ｗｅｂページ増加による検索エンジン経由のユーザーの販路開拓

東京都 有限会社クラウン 4011402002876 トリマーの労働環境改善とサービス向上のペット用シャワー販売

東京都 株式会社インフィニティライフ 4010001174879 中高生向けプロモーションの強化（チラシ作成・ポスティング等）

東京都 株式会社ヘイフィールド 3010001199729 インターネット広告による求職者新規集客による販路開拓

東京都 アロマバイオガーデン － メディカル機器の新規サービス開発とフリーペーパーの顧客開拓

東京都 株式会社フェリーチェ 6010001130252 本格的洋菓子の研究開発と販売準備及びホームページの作成

東京都 株式会社Ｘ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 9010001200614 ハンバーガーから健康メニューまで揃うデリバリー専門レストラン

東京都 うさくま堂デザイン － 地元板橋の女性経営者に必須の宣伝ツールでお互いに売上を伸ばす

東京都 スクールＴＡＧ －
個別指導塾の生徒を集めるためＨＰ制作、またチラシ制作・配布を行うことに
よる販路開拓。

東京都 Ｃａｆｅ　ＢＡＳＡＲＡ － ペット用飼主用洋服の拡大販売施策の実施
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東京都 株式会社スーパーボール 6011301017916 「デザインのチカラで世界を面白くする。」ｗｅｂリニューアル

東京都 株式会社ナツメスタジオワークス 7010001114270 小規模事業者向け動画制作と配信サービスを効果的に行うＰＲ広告

東京都 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗａｒｄｒｏｂｅ － 中小アパレル事業者へのＩＴ化提案・受注専用ウェブサイト開設・チラシ配布

東京都 株式会社Ｏ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 5011001063253 販売代理部門でのアメリカＳＩＭカードの新サイト構築による顧客開拓

東京都 株式会社ＤＩＶＩＮＥ 9010501040907 インターネットによる不動産購入への新規アプローチの促進

東京都 アイ・ビー眼鏡株式会社 1010901000229 本店店頭店内のレイアウト再考、什器、サイン等の補充。ＨＰの充実。

東京都 株式会社Ｌｉｍｅ 9011001114721 ＩＴ技術を活用！２つの新プランでジム昼顧客の販路開拓！

東京都 ティンラ成城 － 強い地盤を持った実店舗構築のための地域密着の販路拡大

東京都 Ｌｅ　ｃｏｒｄｏｎｎｉｅｒ － 通信販売用ガトーショコラ量産の為の設備補強および販路開拓

東京都 重信香織事務所 － 動画スピーチ関連サービスの販売促進事業

東京都 神田プロレス － 新規開拓用資料、ＤＶＤ、ＨＰの作成及び配布

東京都 Ｎｅｘｔｕｓ株式会社 3012401034275 在庫／不用品を抱える法人・個人をターゲットとした仕入先開拓

東京都 株式会社アベデザイン 1010901034953 ＵＩ／ＵＸに特化したデザイン会社が自社開発した学習アプリの販売促進

東京都 株式会社ｍｅｕｍｉｘ 1010401141589 新サービス「行政報告ツール」リリースに合わせた販路拡大

東京都 ｎｅｕｔｒａ　ｊｅｗｅｌｒｙ － 結婚指輪の原型制作・販路開拓とコレクションの販路拡大

東京都 株式会社ネオライズスタッフ 7011301024168 人材が自動的に登録する流れをつくった人材派遣事業

東京都 笑むすび合同会社 1010903004475 お米とおむすびの魅力を動画と絵本型パンフレットで伝える食育事業

東京都 タカシマ － ボタン専門店のネットを活用したＰＲ・販促・ブランディング

東京都 ドイツ菓子工房ムッティスクーヘン － 販路拡大のチラシポスティング及び生産性向上の為の機械購入他

東京都 株式会社アステージ 3010001037005 制服のお直しをクイックに対応できるリメイク工房を立ち上げる

東京都 ココボロフィッシュ株式会社 7011801034922 インドネシア産まぐろの生産力および加工度アップによる販路拡大

東京都 ＶＲＯＯＭ － 経営者説明用バーチャルＹｏｕＴｕｂｅｒの開発

東京都 株式会社ウェルカムガイドジャパン 9011001121998
訪日外国人観光客向け宿泊施設及び料理教室のサービスの質アップと効率
化による事業拡大

東京都 ＵＮＩＰＲＯ株式会社 1011001125189 新しい賃貸管理委託による不動産オーナーの賃貸経営サポート事業

東京都 株式会社ｆｉｓｈｏｅ 5010501036223 「オリジナルブランド開発実現と販路開拓促進」

東京都 フラワーデザイン柳生 － プリザーブドフラワー及び造花を使用した仏花販売

東京都 株式会社ＭＯＲＩＭＡ 9010701037323 ベトナム人の子供向け日本製サプリメント開発輸出販売事業

東京都 Ｏｎｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｅｓｔ　Ｒｏｏｍ － ウズベキスタン観光ガイドブック出版とｗｅｂサービス・販路開拓

東京都 １００％天然ヘナサロンプレアディ － あきらめないで！安全な方法で髪は増やせる。希望の「発毛・発育」事業。

東京都 株式会社ＲＩＴ 2011301016665 「渋谷のんべい横丁」を活性化し、和の燻製料理を広めていきたい！

東京都 株式会社ｉＴＡＮ 4010501043328 『ｉＳＩＮ』のＨＰリニューアルとＷＥＢ広告による販路拡大

東京都 株式会社Ｓｙｎｃ　Ｂｒａｉｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 8010401098501 多様な人材活用・テレワーク推進による、おもてなし型運営事務局

東京都 株式会社ミューオン 6011001065760 ＡＩを応用した商品別マーケティング機能を有する展示会用什器開発

東京都 ヘルサ・サポート － ネット媒体を通じた高齢者向けの口腔ケア製品の販売促進

東京都 株式会社梅家 6011201000617 和菓子製造販売による顧客単価アップ及び食べ歩き商品の開発

東京都 有限会社アイポーラ 3010002006883 新設法人への「スタートアップ営業支援サービス」提案の販路拡大
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東京都 ＩＮＩＳＯＦＴ　ＪＡＰＡＮ合同会社 3010403015384 高品質低コストで運用可能な動画配信事業者向けエンコーダの展開

東京都 ブライトンパートナーズ － Ｗｅｂサイトによるインナーブランディングの理解による販路拡大

東京都 Ｗｈｅｎ － セミオーダーの開発・販路開拓

東京都 株式会社ゴエンワークス 4010401116051 通信制高校ガイドのサイト運営

東京都 株式会社Ｋｎｏｔ 3013201018154 ＴＲＩＣＯＴＥ（トリコテ）のブランド認知度向上

東京都 ハナトクツ － 集客の強化、リピーターの確保、作業時間短縮による売上増

東京都 居酒屋遊鳥 － 外国人観光客もＨＡＰＰＹにする！外国人観光客の集客強化

東京都 株式会社佐山製作所 3010401011798 家具修理事業の個人顧客への販路開拓

東京都 アネラ － 多色ボトル活用の出張イベント事業強化とＷＥＢ構築による認知度向上

東京都 株式会社フィスキス 9011001096547 イタリア研修の成果を活かした新メニュー開発・ワインリスト刷新

東京都
ｏｆｆｉｃｅ　ＳＥＣＯＮＤ　ＨＯＵＳＥ（オフィスセ
カンドハウス）

－ ブライダルにおける新郎オーダー衣装の制作と販路開拓

東京都 株式会社トキワ 7010001094439 使用シーンを想定できる写真をもとにリアルとネットの販売強化

東京都 株式会社末広システム 4010001081984 スマホアプリ作成プラットホームＡｐｐ１のセミナー開催

東京都 株式会社ＣｈａｍｅＬｅｏｎ 5010401139472 コーヒーギフトのｗｅｂ販売事業

東京都
株式会社ジャパンインターナショナルコ
マース

9013201002879 自社ホームページ（ＨＰ）の再建

東京都 有限会社エイジング 1010802020474 ホームページ充実による認知度向上と売上増大の実現

東京都 株式会社江東錦精社 1010601001989 動画による新製品「ＫＡＴＡＮＡ」のメンテナンス体制の確立

東京都 ＧＲａｉＬ　Ｊａｐａｎ株式会社 5010601049538 ネット通信販売の開始とネット集客による商圏の拡大

東京都 ＨＩＳＨＩＹＡ － ＷＥＢの再構築、ＩＴツールの導入、ＳＮＳの活用による販路開拓

東京都 ＨＡＴＯＨＡ － 日本茶のティーバッグ・パウダー商品の開発・海外販路開拓

東京都 株式会社デコレーションカンパニー 4010001163353 自社ＨＰの改修とＩｎｓｔａｇｒａｍ撮影依頼でのブランディング

東京都 武楽座 － 伝統工芸品の対外国人販売促進の為の動画広告・ＷＥＢ制作と実演展示

東京都 株式会社レゾナンツ・テクノロジー 9010001104633 インターネット広告の活用による新規顧客開拓の取組

東京都 株式会社ＧＲ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 1011101086240 クライアント及び求職者外国籍人材拡大の開拓活動

東京都 エコグルーヴ － 親切、丁寧、安心を提供する遺品整理業務の充実と販路開拓

東京都 株式会社ニッポン・スタイル 7010601052837 日本の職人技、手仕事を自社ＨＰから世界へ需要拡大・販路開拓

東京都 株式会社ヘルシアス 6010701034587 香港での海外進出に対するオリジナル健康茶の販路開拓事業

東京都 薬膳にんにく株式会社 6013301042555 新商品開発と主力製品のリニューアルで顧客と販路を開拓する

東京都 まるさんかくしかく － ウェブサイト作成によるデータ分析からの顧客分析と認知拡大

東京都 ＦＩＴリーディンテックス株式会社 1010001038500 ホームページ改修による、月間のサイトアクセス数と受注数を改善

東京都 季節料理　あげは － 屋外広告の強化、および外装工事を施し、お客様の視認性を高める

東京都 株式会社小杉湯 5011301023584 コーポレートサイトのリニューアル

東京都 弁護士　梶田潤 － 外国人起業サポートＨＰで、新規顧客を開拓する事業に挑戦！

東京都 シティモバイル株式会社 8010001129680 ＷＥＢサイトの多言語化による顧客の開拓

東京都 株式会社ｉｔ．ｐｉｅｃｅ 8010401144866 ＥＵ（ヨーロッパ）製の生分解性ストローの販路開拓と認知向上

東京都 ＪＯＹ　＆　ＦＬＯＷＥＲ － 食用バラを使った商品開発と販路開拓用のＨＰ／リーフレット作成
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東京都 株式会社モスコ 6011001070166 容姿端麗仕事美人！コーポレートサイト＆会社概要を一新！

東京都 ＬＩＣＨＴ － 障害者の方をメイクで魅力的に。ＨＰ、チラシによる新規顧客開拓

東京都 ミュゲの庭 － 写真及び動画素材の制作とその素材を活用したＷｅｂサイトの制作

東京都 Ａｌｉｅｌ＆Ｃ。 － 新規アパレルブランドＨ．Ｏ．Ｌ．Ｙ立ち上げ、販路開拓

東京都 株式会社ＣＴＬ 9010001192653 ホームページと動画による医療検査用品新規事業立上げの販路開拓

東京都 株式会社グロウファースト 2010901025092 １０周年記念メニュー（看板メニュー）の開発とその販促

東京都 炭火焼　蓮 － 居酒屋の食事客需要掘り起こしのためのプロ委託による集客強化

東京都 株式会社ＭＩＣＨＡＬＬＯＮ 8010401110570 いけ花を通じて学ぶ企業のリーダーシップ研修

東京都 株式会社きぬぜん 3010101000944 チラシ作成・配布による販路拡大・新規顧客獲得

東京都 株式会社サンモリッツアーツ 9010101012694 販促用ディスプレイモニターの導入とプロモーションビデオの制作

東京都 クリーニングハウスアート － 「当日受け取りサービス」の認知拡大による新規顧客の開拓

東京都 合同会社タカナワ香堂 5010103000759 オリジナルブランド「Ｏｊａｓ化粧品」の動画宣伝による販路拡大

東京都 ゆうそうと － 「女性専用ＷｏｒｄＰｒｅｓｓ教室」の新規事業

東京都 ヘアーサロンしのだ － チラシ等による新サービス周知と外観リニューアルによる販路拡大

東京都 イアス整骨院 － 小型エコーを活用した出張体験施術により新規顧客を獲得する取組

東京都 上田洋平税理士事務所 － 地域密着型の創業、事業再生、事業承継の支援強化の取組み

東京都 株式会社匠グループ 4010101006759
顧客満足度向上に向けた「わかりやすい」葬儀紹介ツール作成と新規販路開
拓施策

東京都 ガナ・ジャパン株式会社 6010101011154 掃除用洗剤「すっごいシリーズ」のホームセンターへの販路拡大

東京都 株式会社クラフツエージェンシー 2010101013534 北欧雑貨「Ｓａｇａｌｓｇｓ　Ｄｅｓｉｎｇ」商品の販路開拓

東京都 ＮＥＸＴ － 販路拡大のためのサイトリニューアルとＳＮＳ発信

東京都 セブンヒルズ株式会社 9010101001994 ＯＡ機器販売事業での販売先の開拓

東京都 有限会社愛和住建 8012402005766 現在使用されていない有効物件の活用による新たな販路の開拓

東京都 セリアン洋菓子店 － 八王子産パッションフルーツで銘菓を作り、販路開拓

東京都 合同会社学習ナビゲート 7013103000867 地方での顧客獲得のための宣伝活動

東京都 株式会社インサイトルーム 5010101011502 新規顧客獲得のための広告活動

東京都 きたの整体指圧院 － 新規事業による、新規顧客の獲得と既存事業の活性化

東京都 アルムンドサッカースクール － 元南米プロサッカー選手がコーディネートする短期留学サポート

東京都 株式会社葵製作所 3010101000011 「絆」を育む空間づくり（多目的会議室のショールーム化）

東京都 イメージ・ユーズ － リアルとネットの活用で、ハンドメイド作家の顧客接点と販路拡大

東京都 株式会社旅のデザインラボ 6010101013480 事業の商品開発と販路基軸のホームページ作成

東京都 株式会社マトリックストラスト 9010101013734 看板設置による地元不動産業の知名度向上、販路開拓

東京都 株式会社ＦｒｏｎｔＬｉｎｅ 9010101011399 競合差別化および収益性改善のための販路拡大と新規顧客獲得事業

東京都 有限会社北野増田屋 6010102002086 優良シニア層顧客獲得の為の高座イスとテーブルの導入とその告知

東京都 株式会社奥田染工場 2010101000730 新受注システムを組み込んだＷＥＢサイト刷新による販路開拓

東京都 株式会社シェアードブルワリー 8010101012431 お客様ニーズに即対応、競合と差別化したビールサービスの提供

東京都 ガレージミストラル － ＣＦＲＰビジネスバッグのサンプル製作とＨＰ新設による販路拡大
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東京都 有限会社ビルドコンサルテーション 5010102010627 求人広告配布の需要取り込みのための、Ｗｅｂ発注システム構築

東京都 株式会社高尾ファーム 6010101013456 地場農産物とこだわり加工品のマルシェ立ち上げプロモーション

東京都 ＡＩＳＨＩＮ住創株式会社 8010101008578 ホームページ改良とＳＮＳ連携による相談客倍増事業！

東京都 合同会社Ｉｒｉｓ 9010103001308 チラシ、動画作成などによる新規顧客の開拓

東京都 株式会社ゆずや 6010101009603 目立つ看板掲示、チラシによる近隣客の新規獲得

東京都 合同会社クラウドブリッジ 2010103000687 『ホテル予約システム・新バージョンの広告事業』

東京都 株式会社ＥＦＦＥＣＴ　ＤＥＳＩＧＮＳ 8010101012588 新商品の開発・販路開拓

東京都 チャイナキッチン家楽（からく） － 新商品開発の機械購入　ニーズや要望に対応するテレビ機材の設置

東京都 晃信工業有限会社 7010102002481 新手法での低コスト量産化実現による、新市場への販路開拓

東京都 アーバン空調株式会社 7010101000073 新洗浄・ガラスコーティングの新メンテナンスサービスの販路拡大

東京都 株式会社ＲＴ 8012401031549 ＳＮＳを活用した集客用Ｗｅｂサイトの作成

東京都 アイビークリーン株式会社 1010101013700 女性中心のハウスクリーニング業の創業と販路拡大・新規顧客獲得

東京都 有限会社ミヤザワ 6010102006756 クラシックカーイベント及びレース、ラリー等サポート事業

東京都 Ｔｗｉｎｓ　ｃｒｅｐｅ － より快適な買い物環境づくり、ニーズへの対応、ブランド力の強化

東京都 小野登記測量事務所 － 新相続法・少子高齢化時代の不動産問題に対応するＨＰで顧客開拓

東京都 ＡＤＯＭＡＮＩ － ２号店へ誘導する為のＨＰ・チラシ等作成による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ブリジア 2010101009689 自社ブランド家具・インテリアの顧客掘り起しと新規顧客獲得

東京都 株式会社発ジャパン 8010101013611 会社案内作成、ホームページのコンテンツ追加による新規顧客獲得

東京都 有限会社ピースメイキング 8010102010715 「八王子Ｂ級グルメ」ブランドによる地元オリジナル商品の販促

東京都 株式会社ユーエス 9010101007174 デザイナーを活用した「刺繍」ブランディング

東京都 中村劇場 － ライフスタイルＷＥＢマガジンサイトの開発・新規顧客開拓

東京都 有限会社小池製作所 5010102002467 海外展開の為の和英版ホームページと会社案内制作による販路開拓

東京都 株式会社ボン・ムー 3010101013566 ＢｔｏＢでの販路開拓・催事販路拡大を図る大型冷凍庫の導入

東京都 磯沼ミルクファーム － 新パッケージデザイン開発による完熟コーヒー堆肥の売上拡大

東京都 株式会社ヒラツカ印刷社 7010101003381 『人、街、情報をつなぐ』オンラインアルバム事業

東京都 和風カレー専門店がじゅまるの杜 － 店舗認知向上、新メニュー開始と営業時間延長による販路拡大事業

東京都 根本久子　ｃｈａｃｏ － 高品質動画サイトへの移行と多様な広告宣伝による新規顧客の獲得

東京都 カフェドレジェール － 新規顧客シニア層を獲得する為に店内を快適空間に改装する

東京都 有限会社茶房武蔵野文庫 5012402016865 トイレ改装により新規顧客定着化と既存顧客来店頻度向上を図る

東京都 株式会社Ｔｅｎｄｒｅｓｓｅ 5012401033408 犬用胴輪の安定供給確保のための国内製造構築

東京都
住宅コンサルティングサービスのはうす・
ハウス

－ 住宅のことで悩むシニア世代に的を絞った販路開拓

東京都 株式会社アトヨンサウンドファクトリー 8012401030625 スタジオ内トイレ・洗面スペース改修による新規女性客の獲得強化

東京都 株式会社ＷＩＮＧＧＡＴＥ 8012401030484 災害対策に特化した飛行機型ドローンの認知度向上と販路開拓

東京都
株式会社スペースワークス一級建築士事
務所

7012401022565 紹介営業からの脱却を目指したウェブサイト開設と新規顧客開拓

東京都 株式会社日本ペットシッターサービス 9012401022555 ホームページリニューアルによる販路拡大

東京都 串あげ串吉　吉祥寺 － 新看板メニューシャトーブリアンの串あげによる販路開拓
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東京都 有限会社インスピリット 8012402020617 「自社ブランド格闘技ウェアのネット販売による国内外への販路開拓」

東京都 こめひろ － 新たな商品陳列棚の設置と販売方法の変更による売上の拡大

東京都 株式会社スピカ 5011301014121 新規開発事業である「ＩＴ講習サービス」による新規販路拡大

東京都 吉祥寺パソコン教室 － シニア講師によるシニア向けスマホ講座拡大によるシニア顧客開拓

東京都 エフワイセブンディー － 個人顧客集客のためのショールームおよびＷＥＢ整備

東京都 株式会社手織工房じょうた 4012401016792 手織り体験の英語対応化により、外国人観光客をの集客

東京都 ＲＩＣＨＥＳＳＥ － 髪の悩みをすべて解決！　薄毛・抜け毛対策サービスの新規顧客獲得

東京都 株式会社Ａｒｇｈａ 6012401029710 美と健康に特化したシニア女性向けクラス新設による新規顧客開拓

東京都 ＦＹＳＫＹ － オリジナルの見本帳開発による新規販路開拓

東京都 株式会社ｅＬｅ　Ｇｒｏｕｐ 8012401024734 社名入り統一ユニフォーム着用による認知度向上と新規顧客開拓

東京都 株式会社エシェルダンジュ 6012401024059 東洋医学スコアで見える化した不眠治療による地域密着型販路拡大

東京都 Ｆｏｌｉｕｍ　Ｆｌｏｒｉｓ　ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ － シュガーレース（紅茶に浮かぶお砂糖）の販路拡大と新規顧客獲得

東京都 グランテック株式会社 4012701015206 単身、ＤＩＮＫＳの潜在需要に対応した中古住宅の買取再販事業

東京都 株式会社エディトリエ 6012401032391 売上＆集客ＵＰとバリスタの成長機会創出に向けた店内環境の整備

東京都 有限会社矢島工業所 9012402017975 水まわりのトラブル２４時間修理対応による新規顧客獲得

東京都 株式会社マジェルカ 6012401030940 “社会貢献型ギフト”提案によるウェブ顧客開拓

東京都 ボディメンテナンスＢＬＵＥＭ － ＢＬＵＥＭオリジナルメソッドの認知度向上による新規顧客獲得

東京都 株式会社アファニー 8012401033999 地方および新卒保育士の開拓による売上拡大

東京都 Ａｎｉｍａｌ　Ｓａｌｏｎ　ＤＥＮ － スマホによるペット預かりサービスによる地域新規顧客獲得

東京都 佐久間徹設計事務所 － 事業系建築に特化したＷｅｂサイトの開設・運営

東京都 フラワーショップはやし － 生花店のパンフレット制作による事業の見える化と新規顧客開拓

東京都 有限会社サービステックジャパン 3012402020828 飼料用機能性素材の認知度向上による販路開拓

東京都 株式会社たすかけ 9012401032109 今までにないキャンペーンに向けての集客と調査

東京都 株式会社岩佐画工舎 3012401035067 目視検査用画像処理ソリューションのパッケージ販路開拓。

東京都 知智プラン株式会社 9011301004358 米国最大級展示会出展による自社オリジナルブランドの販路開拓

東京都 株式会社ＨｉＰＩＴ 8012401016491 （募集企業を武蔵野商工会議所会員に限った）求人サイト事業

東京都 株式会社ｍｅｎｕｉ 5012401033234 新しいオリジナルかごバッグの制作による新規顧客獲得

東京都 合同会社雄飛企画 9012403002662 中学英語入試情報ＷＥＢサイトを開設して受験生と学生を繋ぐ！

東京都 株式会社アイ・ティー・オー 9012401013612 ＥＣサイトとＳＮＳ等を使った消費者へのブランド訴求による販路拡大

東京都 アンティークディーラーズクラブ － アンティーク照明専門の買取・修理・販売新事業による販路拡大

東京都 株式会社ウェーブ 4012401010861 中国語版カタログとホームページを作成し中国へ販路拡大を目指す

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

東京都 ｍｏｒｉｎｏｉｅ － 健康と美容の両方のニーズに応える『小顔整体コース』の販路開拓

東京都
Ｃｈａｎｇｅ　Ａｎｙｔｉｍｅ　（チェンジエニタイ
ム）

－ コーチングの認知度アップと新規顧客への情報発信による販路拡大

東京都 東京　６－ｓｃａｌｅ合同会社 2012403003089 古民家を利用した民泊事業の運営

東京都 ＨＡＷＡＩＩ　弁当屋　吉祥寺 － ・弁当販売（スパムむすびを含む）の新規顧客と販路開拓
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東京都 株式会社ホープ軒本舗 8012401012986 ＨＰ作成による認知度強化と店舗商品のネット通販で新規顧客開拓

東京都 あぶらや株式会社 8012401033883 日本の伝統工芸品を笑顔のＢｔｏＢ　ギフトに

東京都 株式会社ライフスタイルクリエイト 8012701010657 地域密着型住宅リフォーム事業の認知度アップによる新規顧客開拓

東京都 Ｓｈｉｇｅ　ｈａｓｅｇａｗａ　ｄｅｓｉｇｎ － 世界初の知育玩具“スナップバンド”の認知度向上による販路開拓

東京都 東馬場（馬場家御師住宅） － 予約機能付きホームページの作成

東京都 株式会社緑樹園 6013101004136 店内外リニューアルによる個人顧客へのイメージアップ事業

東京都 株式会社サムライＴシャツ 4013101007074 潜在的顧客層への販路開拓・製造、営業業務効率化

東京都 株式会社池田製作所 7013102005660 ＱＲコードによる受発注・生産・品質・在庫管理システムの確立

東京都 株式会社ケミカルプリント 2013101003587
金属部品の加工、製品を必要とする業種に対し「目で見てわかる」営業を行
ない受注を獲得する。

東京都 株式会社ライフエンターテイメント 2013101008009 冷凍商品ビジネスのシステム再構築

東京都 隼 － 奥多摩生わさびをウリとして観光集客を強化する

東京都 有限会社ミツル興業 3013102006811 入室案内用パネルのタッチパネル化

東京都 株式会社東山園 5013101003964 企業への緑地年間管理の受注を目的としたホームページを作る。

東京都 合同会社石井 7013103000462 法人顧客向けの健康相談事業

東京都 株式会社マーキュリーズ 8013101005669 バーベキュー場、キャンプ場向け食材販売事業

東京都 アニバース合同会社 8013103000759 ネット販売システムの構築

東京都 テーラー内山 － 顧客様専用ネット注文サイトの新規導入

東京都 有限会社玉翠荘 8013102007053 眺望抜群の「宿カフェ」の新規設置で新たな客層の開拓

東京都 アドフォクス株式会社 4013101003379 新型耳掛け型集音器のパッケージ・カタログ・宣伝用動画の作成

東京都 竹田印店 － 新規顧客にむけたＨＰ作成、看板新設などによる販路開拓

東京都 お食事処ちわき － 冬季閑散期の集客強化を狙う囲炉裏料理の提供と通路安全性の確保

東京都 有限会社ドリームファクトリー 9013102002219 採型作業の内製化により納期短縮・売上向上を実現

東京都 金鈴精工株式会社 5013101003527 医療機器用精密切削部品の販路を開拓するための展示会出展事業

東京都 ルミエール － 店舗販売開始に伴うショーケースと陳列棚の設置

東京都 エムシーム － 鶏肉プレカット機のリニューアル開発と販路開拓

東京都 株式会社東京有機農家 1013101007457 グループ企業からの規格外野菜を用い加工品を作る６次化産業

東京都 パティスリーテロワール － ＨＰのカート機能による販路拡大

東京都 松永木工所 － ホームページ、動画、展示会での、子供椅子による新規一般客開拓

東京都 株式会社尾林ファクトリー 6013101006074 次世代の防弾ガラスコーティング剤でスマホ液晶画面を守れ

東京都 ＴＫプランニング株式会社 7013101006098 若い世代への家造りの開発・通販開拓

東京都 村田累実税理士事務所 － 会員制サービス

東京都 担々麺杉山 － 製麺機導入による顧客ニーズ実現事業

東京都 ハートランド株式会社 7013101007550 ホームページを活用した障害者施設の広報活動及び認知度向上事業

東京都 有限会社昌栄 2013102007323 ＷＥＢサイト内に動画を制作設置しグーグル広告で販路開拓する。

東京都 株式会社ｓｏｌｖａ 2012801009927 魅力的なホームページ制作とマッチングサイト活用で新規受注獲得

東京都 合同会社翔学舎 6012803000566 新ブランドの認知拡大及び顧客満足向上に向けた施策
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東京都 トーエイ・コンピュータ・サービス株式会社 5012801001138 ホームページリニューアルによる販路の拡大

東京都 株式会社東京農産 9012801001126 東京農産で『育てる』ホームページへの再構築プラン

東京都 有限会社恵和ハウス 5012802000790 ＳＮＳ連動、パンフレットデザインの制作による相談客倍増事業！

東京都 青木畳店 － 介護保険が適用できる衝撃緩和型畳の販売促進による売上拡大

東京都 株式会社ドリーム・メーカー・ジャパン 2012801016915 サテライト展示場ＰＲ、店内の環境改善による販路拡大

東京都 株式会社グッドライフ多摩 5012401031023 「多摩のイベントポータルサイト『イマタマ』の黒字化事業」

東京都 串焼き＆鉄板酒場　ＨＡＬＢＡＲ － 地ビールサーバー増設＆ワインバイキングコーナー拡大大作戦

東京都 ｈｏｃｃｏｒｉ＊ｃａｆｅ（ほっこり＊かふぇ） － 地域一番の「ヴィーガン対応カフェ」をめざす情報発信ベースの構築

東京都 ビルズ東京株式会社 9012801010408 ホームページ刷新とＳＮＳ連動による情報発信力強化事業！

東京都 有限会社福島氷室 6012802002002 多摩の地域密着・価値共創する老舗の氷とおしぼりを訴求する事業

東京都 株式会社奈美喜庵 3012801001230 オリジナルボードゲームの開発及びゲームマーケットへの出展

東京都 株式会社翔友 9010001163142 専用アプリ導入による、日本産鮮魚類の安定・低価格提供

東京都 合同会社ＺＡＫＩＹＡＭＡ 5012803001730
■新規集客の強化・■インバウンド対策・■リピーター促進・■顧客分析・集
計分析

東京都 有限会社ボヌール・ナナ 3012802007540
ＥＣ事業におけるブリキ缶オリジナルパッケージの作成と顧客管理システムの
構築

東京都 ＴＥＭＰＲＡＮＩＬＬＯ － 地下店舗から路面店への移転改装

東京都 麺処よっちゃん － 多摩の食材で宮廷料理人直伝の本格中華を提供！販路開拓の取組み

東京都 株式会社陶和 8012401001188 ブランドの認知度向上のための展示会出展

東京都 行政書士　いからし法務事務所 － 電気・管工事設備業者向け建設業許可サイトを作成して販路開拓

東京都 株式会社ＭＩＴＥＣＨ 2012401034359 プログラム開発を請け負うためのデモ設備の製作及びＰＲ活動の推進

東京都 株式会社スタービジョン 5012401010092 アグリ事業（市民農園）に新規参入『みみコンｅｃｏ畑＆花の園』の開園！

東京都 ＣＯＦＦＥＡ　ＥＸＬＩＢＲＩＳ － 看板設置、外観修正、小冊子による集客と珈琲豆売上アップ

東京都 ＢＥ　ＢＥｅ　ＮＥＸＴ － ＢＥ　ＢＥｅ　ＮＥＸＴコンベンションイベント

東京都 株式会社ｈｏｐｅｆｕｌ 3012401035232 次世代リーダーを輩出するビジネススクール事業の新規展開

東京都 株式会社ｍｏｎｏ．ｍｏｎｏ 5012401034406 新規顧客獲得に向けたホームページ、販促品作成及び展示会の出展

東京都 ＳＵＣ東京 － 定年後をより力強く、より健康に。高齢化社会を生き抜く処方箋。

東京都 有限会社伊藤ハウジング 5012402000299 イベント（資金セミナーなど）による新規注文住宅顧客獲得

東京都 有限会社松原工業 9012402002556 新商品「ハンドメイドレンガ」の市場拡大・販路拡大

東京都 アークエスト株式会社 2012401017009 ＳＮＳ活用による情報発信とＥＣサイト制作による顧客倍増事業！

東京都 株式会社えらべる 5012401035024 販路拡大の為の新商品開発と展示会出展による海外販路獲得事業

東京都 有限会社エン・コーポレーション 9012402000444 清掃間口の更なる拡大と継続利用を促進するリマインドツール作成事業

東京都 ＴＥＡＭ－Ｓ － 近隣地域の個人顧客への自動車板金サービスの提供

東京都 三喜有限会社 7040002080526 長生たまご館　府中店　エッグカフェの開設事業

東京都 有限会社アイ・ティー・ユー企画 1012402023502 ホームページ開設、視認性の高いビル全体の集合看板の設置。

東京都 ｍａｈａｎａ　ｙｏｇａ － ヨガレッスン及びイベント集客のためのホームページの開設

東京都 有限会社イスト 3012402008385 軟水機の導入とフルフラットリクライニング椅子の設置

東京都 カオスクリエイション株式会社 9012401035292 子育てママ事業者・学生デザイナー向けコワーキングスペース開設

84 / 118 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 寿々屋 － 軽減税率対応「持ち帰り販売」促進による売上増

東京都 ｅｍｏｌｅ株式会社 5012401034661 インフルエンサー教育動画メディアプラットフォーム試作開発

東京都 株式会社エフセラーズ 5060001027404 忠誠心を高めるイベント及び専用ページによる優良顧客の強化

東京都 ＭＡＭＡＥＤＥＮ － わかりやすく動画で伝える！ホームページの作成

東京都 ｑｉｌｉｎ　チーリン － ＥＣサイト構築とイメージ撮影・オーガニック認証ラインの確立

東京都 ａｔｅｌｉｅｒｗａｎｄ － 「自然な笑顔に自信がつく」理容師による女性フェイシャルサロン

東京都 スープカレー鳩時計 － ホームページ作成、看板作成、チラシ配布による販路拡大。

東京都 株式会社オフィスＡＺ 4012401033953 「バリアフリー化」によるお年寄りにも優しい会席料理店

東京都 有限会社佐藤クリーニング 4012402001182 ２４時間受付ロッカー事業

東京都 ＡＲＴ－ＩＳＴ － ホームページ更新とデジタル環境整備によるアトリエ販路拡大

東京都 笹川　かおり － 東京の子連れお出かけスポットをまとめたポータルサイト

東京都 はりきゅうマッサージ治療室ＴＥＲＡ － ＨＰ開設による３０代～５０代の新規顧客の獲得事業

東京都 エビス　トレーディング － 著名なプロサーファーのブランドを借り新規顧客に製品普及を図る

東京都 Ｌｉｆｅ　ｂｙ　５３ － ポータルサイト登録とチラシ制作による新規顧客獲得向け販売促進

東京都 ＫＲＹＮＡ株式会社 4012301005953 女性来客促進のためのコンセプトブース事業

東京都 株式会社二八商店（屋号とりやき二八） 8012301011205 新レジシステム導入による作業効率化と軽減税率の対応

東京都 司法書士さえき事務所 － 家族信託を利用した認知症よる資産凍結対策の普及事業

東京都 株式会社ＴＲＹＬ 4180002047010 環境配慮！木製ステッカー「ＷＯＯＤＳＴＩＣＫＥＲ」の販路開拓

東京都 ＰＬＡＮｐｅｒｆｅｃｔ － “経営相談に乗れるキャリアコンサルタント”の新規販路開拓

東京都 ハイパーアグリ株式会社 6021001045035 大手通信会社・大手農業組合組織との連携による販路開拓事業

東京都 株式会社ファースト 1012301008389 新規ホームページとインターネット広告連携による潜在顧客の獲得

東京都 株式会社クー・コーポレーション 9012301005858 脳血流促進施術（脳スパ）作り込みと効果立証データの取得

東京都 グランガトー＆合田和代お菓子教室 － 地域の季節イベントから見込み客の情報収集を図る事業

東京都 株式会社ＶＡＢ 5012301008055 世界初の潤滑油添加剤エコナノのＰＲ強化による販売促進

東京都 株式会社ほんだな 7012301010265 古民家での習い事教室の時間貸と国外観光客向け写真撮影サービス

東京都 町田コンディショニングジム健介 － 新規の販路開拓と既存の会員更新率を高める店舗内環境整備

東京都 株式会社ラストリゾート 5012301006182 電気工事士が窓に映すデジタルサイネージ技術開発で販路開拓事業

東京都 ｉｎ　ｌｕｖ － ネット販売での新規顧客獲得のための認知度向上

東京都 日貨優選株式会社 1012301011021 ＹｏｕＴｕｂｅなど動画サイトを活用することで販路拡大

東京都 有限会社ピアノリソースセンター 4012302003907 会社設立２０周年記念事業として、ホームページを一新

東京都 株式会社モビリティワークス 1012301011608 モビリティ事業のホームページの制作・更新による新規顧客の獲得

東京都 合同会社キミドリ 4012303001001 写真撮影サービスの本格開始による販路開拓

東京都 ナチュラルホーム株式会社 4012301005680 新ホームページによる新規顧客への認知度上昇

東京都 株式会社オフィス中町 4021001057965 相模原と町田の人に好かれる不動産屋の情報発信事業

東京都 株式会社ポコアポコ 5012301011216 ＨＰに実績を掲載し、初めてのお客様にも安心でわかりやすく。

東京都 株式会社ジーアンドティー 5012301007445 販促品の充実とインターネット販売の活用による販売拡大計画
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東京都 株式会社ハングオーバー 6012301010786 「カリブ×ＹｏｕＴｕｂｅ」動画による新店ブランディング戦略！

東京都 マトリックス税理士事務所 － コンサル税理士による、小規模事業者と士業の販路開拓システム

東京都 株式会社エスポワール 2012301010237 ホームページ・看板で「見える化」をアピールした新規顧客開拓。

東京都 町田ワイン － 新規販路開拓するための、日本ワインの良さを知って頂く啓蒙イベント事業

東京都 レディスショップアトリエココ － ＨＰと広告宣伝で健康麻雀教室活性化と既存店への相乗効果を狙う

東京都 美容室・訪問美容　ａｌ－ａｒｙ － 訪問美容業務による育毛・リラクゼーション事業の販路開拓

東京都 大成幸株式会社 4012301011480 身体も、見た目も健康になれるトータルサポートによる販路拡大

東京都 株式会社Ｋ－２オフィス 5012301008385 ポリフェノール含量の多い「レンギョウ葉」サプリメント販売

東京都 有限会社マニファクチャリング 4012302004426 ホームページの開設で、潜在顧客の獲得と企業イメージの向上！

東京都 株式会社サンスポットコーポレーション 6012301008401 訪問マッサージレセプト作成システムとレセプト作成代行事業

東京都 税理士・一戸雅行・事務所 － やりたいことを数字にして実現できることを発信する事業

東京都 司法書士清家事務所 － ホームページ開設、チラシの作成により新規顧客を開拓する

東京都
ファビュラスワークスエンターテインメント
株式会社

2012301011251 ホームページリニューアルによる案件受託業務拡大と人材確保

東京都 株式会社Ｐｌｅａｓａｎｔ　ｌｉｆｅ 3020001096883 美容部門強化で鍼灸整骨から「美容鍼」の提案で販路開拓する事業

東京都 株式会社アクティベートラボ 1012301010196 障害者雇用企業抜向け障害者採用サイト構築システムの販路拡大

東京都 ヘアラパンジャ － 高齢者や髪に悩みがある方が安心できる空間提供する為の移転

東京都 株式会社Ａ．Ｉ．ＦＡＣＴＯＲＹ 8012301008390 おしゃれチラシ・インスタ映えＳＮＳ活用で主婦・学生の販路開拓

東京都 ヘアームク － 「ヘアーサロンでそのまま写真スタジオ」で新規顧客の獲得

東京都 Ｌａｎｔｅｒｎ　ランタン － モデルガーデンを造り自社のテイストイメージを拡げ新規顧客獲得

東京都 株式会社ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ 9020001081062 加藤整骨院の宣伝広告強化による新規患者獲得

東京都 わくわく － ドッグトレーニング事業で新規顧客獲得

東京都 有限会社進学社 3012302002422 ロボットプログラミングを利用した教室の開講

東京都 ナショナルキッチン － 商圏拡大に向けた看板設置と快適空間作り

東京都 エルツール株式会社 3012301011077 ＯＥＭ商品販路拡大のための自社サイト構築と関連サイト改修

東京都 アイティエス・プレザント合同会社 2012403002363 データ分析の教育研修事業の販売拡大

東京都 有限会社ネオパック 5013402004629 「脱プラ包装」のお手伝い。環境に優しい紙素材での包装。

東京都 シリウスヨガ学院 －

東京都 フューチャー・ウィンド －
広告による認知度アップ、楽天市場への出店などの販路拡大、及び新商品
開発

東京都 株式会社山誠通商 9013401004337 中小企業にＡＩ導入を推奨！ＡＩ導入の広報サイト作成による販路開拓

東京都 ソイコム株式会社 6021001021911 楽天市場への出店と新商品の訴求力ＵＰによる売上高・利益の向上

東京都 合同会社七海交易 4013403000529 革小物作り体験用の新商品開発と大量かつ高度な革の下処理

東京都 株式会社ビズファン 3010401133618 メディアにもなるおしゃれな筋力増強フィットネスジム

東京都 合同会社泉力 4010003017904 川崎北部市場発「発酵熟成熟鮮魚」を世界へ。

東京都 株式会社シアン 4010001189175 バーチャル観光サービス「空力車」の販路拡大・広告宣伝事業

東京都 有限会社三共エンジニアリング 6011202002496 チラシ・カレンダー・ＳＮＳによる新規販路開拓及び労務改善

東京都 株式会社インスパイア 3010401103298 人材育成メニュー拡充とＷＥＢマーケティングによるグローバル化
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東京都 ロードセーフティー株式会社 6010001155811 道路中央線向けの新しい反射鋲の販売促進

東京都 ＥＤＩＩＴ株式会社 4011001114635 コミュニケーション改善とＰＲ強化によるインバウンド消費の活性化

東京都 株式会社ケー・ディー 5120001055051 外国語対応の販促でインバウンド客の取り込みによる売上拡大

東京都 株式会社ＩＥＣ 4011101081271 オーガニック野菜で作るサラダ、スープ、スムージーの販路開拓

東京都 株式会社ＩＬＢ 6010001124948 ランディングページの広報宣伝による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ＤＯＴＺ 7020001112496 収益性改善のための新商品開発と積極的広告戦略による販売促進

神奈川県 株式会社フロウ 7021001049381 心理学を活用した顧客提案による新規顧客開拓とリピート率向上

神奈川県 株式会社グラップス 2020001083602 主力商品販売促進の為の「デジタルコンテンツＥＸＰＯ」出展

神奈川県 ユアスタンド株式会社 8020001125539 集合住宅向けＥＶ充電サービス事業のＰＲ等による販路拡大

神奈川県 株式会社永斗 5021001066528 ５０代～７０代の認知度向上による新規顧客獲得・販路拡大事業

神奈川県 よりどころ薬局株式会社 1020001127582 在宅調剤への潜在患者や近隣潜在患者への販路拡大

神奈川県 株式会社さる山さる子 2021001060418 事業部門毎に切り分けたｗｅｂサイトの構築による販路開拓

神奈川県 司法書士今戸晴美事務所 － ＨＰ改善による空き家問題解決活動と死後事務サービスの推進強化

神奈川県 株式会社リピープラス 5010001161538 軽量樹脂製敷板「リピーボードライト」の農業向け拡販事業

神奈川県 合同会社Ｔｅｃｈｎｏ企画 9020003013492 新規　持続性日焼け止め商材の開発と販路開拓

神奈川県 ブリコ・インターナショナル株式会社 9020001098511 「サービス内容を可視化」看板のリニューアルで新規顧客開拓

神奈川県 グローバルナレッジ合同会社 2020003014316 ＩＴ活用リーダーの育成研修コースと外国人ＩＴ人材との連携事業

神奈川県 株式会社横浜研 8020001119838 圧延解析ソフト（ＣＡＳ４）の国内外拡販

神奈川県 健芯武道学舎 － 親子で学ぼう心と体を一緒に鍛えるホームページ等制作

神奈川県 サコウマネジメントオフィス － 「海外展開ビジネスの始め方」計画策定／研修の開発・販路開拓

神奈川県 有限会社アーテック 7020002003711 レーザー加工機のデモ機導入

神奈川県 株式会社イーアーキ 5011401012669 トリマーのためのセミナー事業

神奈川県
株式会社アースワークエイチアールテッ
ク

8020001126990 外国人就労者と企業を結ぶ就職・採用支援システムの構築・運営

神奈川県 髙井産業株式会社 2020001099706 足場とベランダの移動可能にする特殊梯子の販路開拓、販売促進。

神奈川県 司法書士飯島義隆事務所 － 韓国国籍お客様向けの業務の開発・販路開拓

神奈川県 有限会社まつむら 9020002035901 定常光スタジオによる人々の一瞬の輝きをとらえるフォト事業

神奈川県 株式会社ＲＥＰＴＩＬＥ 5020001099439 プラットフォームに依存しないビジネスモデルの構築

神奈川県 新横浜鹿の子出張着付け＆教室 － 「清涼袷風着物」・「帯揚げ帯締めハンガー」開発による販路開拓

神奈川県 株式会社牧野造園 4020001036153 女性目線の造園提案力を伝えるＨＰ製作及び造園事業生産性向上

神奈川県 Ｒ－１ － 現在逃しているスマートフォンユーザーに対応するための取組

神奈川県 ムーブ行政書士事務所 － 国際結婚・離婚　相談センター

神奈川県 株式会社天・地・人 8020001091070 ホームページ公開による人事コンサルティング事業の顧客開拓促進

神奈川県 株式会社ゆたかなビレッジ 6020001061141 ゆたかなビレッジブランド戦略２０２９

神奈川県 合同会社カプラス 9020003011050 神社仏閣における御朱印書き置きシートの販路開拓

神奈川県 ピラティススタジオファーレ － ピラティススタジオのポストリハビリ側面の認知度向上

神奈川県 有限会社からだ工房 6020002042009 魚の目・タコが一度でスッキリ解消できるドイツ式フットケア
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神奈川県 株式会社ｉＳｐｏｒｔｓみらい 1020001124142 オウンドメディア構築・滑り止め新商品の開発・販路開拓

神奈川県 有限会社ビーワンダイバーズ 1020002055444 リスティング広告の強化で他店に負けない魅力のアピールを行う

神奈川県 株式会社Ｄ’ｓ－Ｎｅｘｔ 6020001115137 ｗｅｂ情報発信システムの活用で新規顧客の開拓を図る

神奈川県 プロパーケアー合同会社 6020003014592 カタログ作成と販売対象者への送付

神奈川県 株式会社フレンダム 2020001046352 占い師がママを応援する“ママテラスワタシタチ”社会貢献事業

神奈川県 グリーンホームヤマモト株式会社 6020001037587 健康に関心が高い高齢者向けラドン温浴室の利用者拡大

神奈川県 一級建築士事務所秋山立花 － シングルマザーの居住支援ポータルサイト『マザーポート』の強化

神奈川県 ＹＵＫＩ－ＹＡ － ＶＲ　ＣＯＮＣＩＥＲＧＥ（ＶＲコンテンツ作成・販売事業）

神奈川県 有限会社加藤米穀店 4020002016286 お客様によるオンラインお米モニターサービス開始による販売促進

神奈川県 株式会社金子建設 3020001002791 社員や職人の顔が見え、長くおつきあいできる安心の家づくり

神奈川県 株式会社スポーツウェザー 6020001043296 マラソン（駅伝）中継向け気象観測配信システムの試作開発

神奈川県 株式会社カプセルボックス 4020001047745 オリジナルエコバッグの小売販売

神奈川県 三昇堂印刷株式会社 8020001013000 印刷専業から印刷・製本工程ワンストップ化に伴う販路開拓

神奈川県 株式会社ＹＫＭ 6020001104073 ノベルティ部門拡大に伴うレーザー加工機導入

神奈川県 合同会社Ｎｅｘｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 7120003008906 コミュニティサイト運営管理及び通販サイト運営

神奈川県 住まいるサポート株式会社 1020001127616 まず、地元横浜市に住んでいる方を「寒い家」から救いだそう！

神奈川県 株式会社石野製作所 8020001019427 シェアオフィス利用者用トイレ改修工事

神奈川県 株式会社メディリリーフ 6020001130251 自社ｗｅｂページの制作と新サービス開発に向けたＩＴツールの制作

神奈川県 株式会社レスト 4020001127654 １００年経営を目指して鍼灸院内リニューアルに伴う宣伝広告事業

神奈川県 株式会社アスプラ 7020001121654 マーケティング・オートメーションツールを用いた運用代行

神奈川県 Ｎｉｃｏ　ｓｔｕｄｉｏ － 地域密着ヨガスタジオの既存顧客満足度と新規顧客層の認知度向上

神奈川県 にっこりパンコロネネコロネコロネ － コロネ専門店がお届けする無添加コロネと生食パンの販路拡大

神奈川県 あさひ学館 － 新たな受験対策に向けたＨＰリニューアルによる訴求

神奈川県 株式会社Ｏｇｇｉｆｕｎ 2020001118358 売上向上と安定化の為の新規顧客開拓事業

神奈川県 キープランナー株式会社 8020001063276 ＱＲコードを鍵とした入退館システム施工サービスの展開

神奈川県 イングリッシュ・ジョイ － 発音矯正で伝わる英語力を高める！オンライン学習で受講者を増加

神奈川県 株式会社ストレスマネジメント実践研究所 9012301010271 『製造業の価値創造プロセス』研修ニーズ掘起しによる受講者獲得

神奈川県 株式会社トライバーズ 3020001108795 建設業界に特化した求人サイトの活用による販路開拓

神奈川県 株式会社ボスノチカラ 4020001122969 社内のチカラを一つにするチームビルディングの提供

神奈川県 縁結び懐石　瑞亭 － お役立ち冊子で新規獲得、大しめ縄で地域ＮＯ１の開運スポットへ

神奈川県 株式会社ミソド 4020001118447 味噌文化の普及員「みそまるマスター」の育成事業

神奈川県 株式会社ミズホケミカル 8020001009394 模造品対策、畜産用液体飼料の新規顧客開拓及び専用充填機の導入

神奈川県 株式会社ガーランドフェア 3020001048182 オーダーメイドハワイアンウェディングプロデュースの販路拡大

神奈川県 ＩＭＰＲＥＳＳＡＲＩＯ － ロシアバレエ留学見込者を集める会員サイト活用計画

神奈川県 司法書士法人ほさか・あいだ事務所 4020005013462 遺言書作成・執行業務を中心とした自社法務サービスの提供

神奈川県 鴨志田コンディショニング鍼灸整骨院 － コンディショニングスペース・機器の設置
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神奈川県 株式会社ＳＡＣＯＯＬ 4011101074374 スクール事業実施に向けた内装インテリアの設置・導入

神奈川県 株式会社Ｔ－ｌａｂｏ 8020001128962 健康サプリメント販売のウェブサイト開設に伴う新規販路開拓

神奈川県 株式会社Ｖｅｒｄａｄｅ 7020001103116 日本全国から厳選した日本酒を取りそろえるブランド戦略と販売促進事業

神奈川県 株式会社３６０Ｌａｂｏ 4020001129080 お年寄り向け思い出ＶＲ動画事業「バーチャル墓参り」の立ち上げ

神奈川県 合同会社Ａ．Ｅ．　カンパニー 2021003007672 法人向け心理カウンセリングサービスの販路開拓

神奈川県 株式会社ワンスレッド 9020001087316 家族で過ごす時間を大切にする新商品の開発とコミュニティー作り

神奈川県 株式会社タグチ食品 4020001088599 ぐるなびデリバリーＯＭＯＴＥＮＡＳＩ（おもてなし）お弁当事業

神奈川県 株式会社ＡｃｔｉｖｅＭ　ＪＡＰＡＮ 2020001128662 商品パネル・ポスターによる卸先での販売促進

神奈川県 菓匠徳増 － 店舗の視認性アップと、岩苔、抹茶商品の販路開拓

神奈川県 ＭＢＣ横浜トレーニングジム － ホームページの刷新とチラシ、看板、地域情報紙による宣伝活動

神奈川県 サロン　ド　ラグジュアリー － 猫のいる癒しの空間で高級志向のネイルサロン事業

神奈川県 株式会社アミッケ 9020001095194 格安な運用サポートの販促による顧客数の確保

神奈川県 サンライズテックス － 「記憶術」に特化した英語教育事業で販路拡大

神奈川県 キョウイクテトテ合同会社 8020003013618 非当塾生向けの学習・進路アドバイスサービス

神奈川県 Ｙ’ｓ合同会社 5010603005043 簡易宿所の日本的箱庭作成とＷｅｂページ作成による販路拡大

神奈川県 有限会社ライズ 3020002010983 サロンカラーへの誘導　～視覚で伝える空間～

神奈川県 ｅｃｌａｇｅ － 理美容業界開業コンサルタントと訪問美容を告知する事業

神奈川県 ＧｌｏｂａＬｉｆｅ － 店舗認知度を高め新規会員増大による事業開拓とサービス拡大へ

神奈川県 アクシア・プランニング株式会社 4020001009555 貝細工製品の販路拡大およびアクセサリーへの用途拡大の諸活動

神奈川県 タウンイノベーション株式会社 6020001127719 Ｗｅｂと連動したイベント実施によるアプリの拡散

神奈川県 アルタジャパン株式会社 9460101004639 ホームページの改修を通じた商品・サービスの販売促進

神奈川県 ａｐｌｉｃｉｅ～アプリシエ～ － ＳＮＳのリニューアルと展示会出展で新規顧客獲得

神奈川県 ビージェント － ＷＥＢと動画による工務店支援サイト作成による販路拡大

神奈川県 若杉公認会計士事務所 － 決算着地予想アプリ「ＤＲＩＶＥ」の開発・販路開拓

神奈川県 Ｄ．Ｉ．Ｓ．社会保険労務士法人 8020005013888 「ＤＩＳ－社労士損害保険サポート広場－」のＨＰによる販路拡大

神奈川県 有限会社エフ・エイ 3020002079879 新規サイト立ち上げによるオリジナル研修の見込顧客獲得

神奈川県 株式会社クリアネクスト 7020001115359 全国の治療家向けオンラインコミュニティサロンの運営

神奈川県 横浜労務総合オフィス － ホームページのリニューアルによる社労士事務所の顧客開拓促進

神奈川県 株式会社ミッドサマー 7020001054937 フィジカルトレーニングの販路開拓とダイビングとの相乗効果

神奈川県 ヘッドライナー株式会社 3020001123258 少ロット対応オリジナルユニフォームパンフレット作成・販路開拓

神奈川県 株式会社シン 7020002010014 「白いハンバーグ」看板設置による販路開拓とシニアへの社会貢献

神奈川県 株式会社コーケン 3020001086331 自社製品の輸出用英語カタログ製作により、輸出売上倍々増計画！

神奈川県 行政書士まえだ事務所 － ホームページ広告による中小企業の経営支援・終活支援の実現

神奈川県 株式会社東海建物 3020001002288 既存住宅を再生し、高付加価値をつける新事業ＰＲによる販路開拓

神奈川県 炭火居酒屋もも － 外国人観光客対応ＨＰ・メニュー・ポストカード作成による販路開拓

神奈川県 横浜ＧＬＩＴＴＥＲ － ハウスクリーニングセミナー事業開講による告知活動の強化

89 / 118 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

神奈川県 藤巻農園 － じゃがいもファンに向けた熟成ほどじゃがの販売

神奈川県 鎌田　景都 － 独自ブランドでの新商品開発とウエブ広告等での情報発信の拡大

神奈川県 こみなと接骨院 － 新規患者・顧客獲得及び満足度向上に向けた院内外環境の整備

神奈川県 有限会社香撰堂本舗 2020002052102 リーフ茶需要の高い介護事業所向け業務用「深蒸し茶」の販路開拓

神奈川県 ＴＳコンテンポラリーダンスアカデミー － 教室利用者向け無料送迎サービスの導入と販売促進施策の実施

神奈川県 銀座パリス横浜天王町店 － ・打って出る！出張査定・小売強化の訴求による新規顧客開拓計画

神奈川県 ＹＭＲ国際特許事務所 － ホームページの内容拡充（ＡＩ関連）による販路開拓事業

神奈川県 関内バル３３３ － 横浜にちなんだご当地メニュー導入によるプロモーション強化策

神奈川県 櫻行政書士事務所 － ホームページの刷新による販路拡大

神奈川県 株式会社マルシンコマース 1020001002463 女性が躊躇なく予約出来る「車検と一般整備」予約システムの構築

神奈川県 Ｒｅ　きものサロン　結 － オリジナル着物関連小物専用Ｗｅｂサイト開設による商圏拡大事業

神奈川県 アースパワー株式会社 7020001083738 広報活動による太陽光発電監視システムの認知度向上及び販路開拓

神奈川県 佐藤晃仁 － Ｗｅｂ集客強化による企業研修の受注増と佐藤政樹のブランド向上

神奈川県 はり　・灸　松野治療室 － 寛いで鍼灸治療するための水素吸入器導入による販路拡大事業

神奈川県 ＶＲＡＮＡ － オリジナル服の縫製工程の新設とプリント工程の効率化

神奈川県 株式会社Ｍａｔｉｎ　ｄｕ　Ｐｏｒｔ 2020001127929 アクセサリーネットショップの新規販路開拓活動

神奈川県 ソフィアハーモニー － 集患せずに売上が伸びる！医療機関専門・接遇研修の販路開拓

神奈川県 松浦美穂税理士事務所 － ホームページを開設し新規顧客の開拓を行う事業

神奈川県 有限会社神崎 8020002049299 ホームページのリニューアルによる注文住宅の売上拡大

神奈川県 エムズプランニング － 「オンリーワン建築」の工務店ブランディング事業

神奈川県 株式会社ロコっち 4020001122721 地域情報を徹底的に伝えるＷｅｂメディアの会員サイト構築

神奈川県 Ｈａｐｐｙ　Ｒｕｍｍｙ － 販売促進のための、自社サイトの改修・需要期の啓発広告

神奈川県 有限会社齊藤木材 5020002049401 介護保険の補助金が活用できる介護向けリフォーム工事をアピール

神奈川県 株式会社ディリット 7011801027752 自社ブランディング向上

神奈川県 アメックス不動産株式会社 1020001057953 空き家活用に特化したサービスによる販路開拓

神奈川県 藤が丘ティーダ鍼灸整骨院 － 頭痛専門ＨＰ作成・不妊で悩む方への広告の強化

神奈川県 株式会社バニヤンツリーベーカリー 3020001123935 生クリーム食パンの手土産商品化及び配達事業による販路開拓

神奈川県 株式会社ＴＭＣ 7020001129516 大型　ＬＥＤ　ビジョンのレンタル事業の販路拡大

神奈川県 ＴＥＰＥ － ＨＰ、ＬＩＮＥ＠等のＩＴ利活用による女性起業家顧客の新規開拓

神奈川県
株式会社Ｎ＆Ｂファイナンシャル・コンサ
ルティング

1010901027148 事業承継コンサルティングの認知啓蒙のためのＨＰとチラシ制作

神奈川県 ダンシングファン株式会社 8020001085485 バレエのオンラインコミュニティ拡大のためのマルチメディア戦略

神奈川県 エスパスプレジール － 企業のオフィスで行う「出張ワインセミナー事業」の販路拡大

神奈川県 ブルツクコンサルテイング合同会社 1020003014309 創業期の企業救済型サービスのコンテンツマーケティング

神奈川県 株式会社ｐｌａｎ－Ａ 2020001126328 映像を積極活用した“不動産価値向上”をはかるコンサルＰＲ事業

神奈川県 ＹＯＫＯＨＡＭＡ腰痛肩こりケアセンター － 関節ニュートラル整体普及のための販路開拓

神奈川県 株式会社浪漫 7020001130960 トップレベルの音楽制作スタッフ会社の認知向上、広報・宣伝事業
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神奈川県 Ａ－ｓｏｒｃｉｅ － 「幸せな家族」を増やすコンサルティングへ向けたＰＲ事業

神奈川県 株式会社ファラン　ドール 8020001095807 新商品「天蚕シルク石鹸」を主力商品に育てるための販売促進

神奈川県 株式会社シーティーシー 1020001046089 建設エンジニア育成・支援事業

神奈川県
社会保険労務士法人ポラリス・コンサル
ティング

9020005012625 ポスティングによる障害年金申請代行業務の訴求

神奈川県 横濱ワイナリー株式会社 5020003011847 外国人観光客への横浜産ワイン販売促進事業

神奈川県 ポータルウェブ － データフィード自動生成ツール「Ｆｅｅｄ＋＋」の販促

神奈川県 Ｓｏｕｌ－ｌｉｇｈｔ － 母子カウンセリングサービスの啓蒙告知のＨＰ、フライヤー制作

神奈川県 株式会社アカウティングプロ 5020001110031 経理は居るけど財務が居ない会社への事業性×財務開示資料の作成

神奈川県 ＦＲＥＥＺＩＮＥ － システム改修コンテンツ企画開発

神奈川県
セプテット・ライフ・コンサルティング株式
会社

7020001112711 住宅ローン借換を活用したリフォーム業者との協業拡販の資料作成

神奈川県 有限会社ミナト商会 9020002036049 リフォームにも負けない床再生クリーニングで新規開拓

神奈川県 株式会社ジャムコム 6020001042711 スマホお墓参り代行「セレモビ」導入霊園の開拓

神奈川県 シチュー＆カリー横濱ＫＡＮ － テイクアウト営業の開始による周辺勤務者の需要の機会ロスの削減

神奈川県 ＡＭＯＮＧ － 新柄新型のバッグ開発及び生産背景の分かるリーフレット等製作

神奈川県 株式会社ＴＥＺＺＯ 8020001060298 モノ＋コトにより共同で販路開拓の効果と生産性を高める店舗改装

神奈川県 シエスタ株式会社 8020001045679 木材の世界が「液体ガラス」で変わる！！

神奈川県 ヒーリングエステ　ハート・ハウス － ヘルスケア事業【企業の養生所】一括パッケージの開発・販路開拓

神奈川県 きもの遊結 － ＷＥＢサイト作成・パンフレットやチラシ作成・展示会出展

神奈川県 ふじがおか整骨院 － 整骨院からハイパーナイフによる健康な体を作る

神奈川県 癒しの人形専門店　ピュアドールランド － 高齢者や認知症の方に対するドールセラピーの普及と促進

神奈川県 株式会社ラトリエ１９５９ 1020001100119 横浜創作料理とクオリティーワインの国内外インバウンド開拓事業

神奈川県 株式会社アシストン 4020001122184 ‘お困り世帯’に向けた、ＷＥＢメッセージを活用した販路開拓

神奈川県 株式会社未来 8020001116348 潜在釣り人に対し、釣り人目線のマニア商品を発信し、自社サイトへ導く

神奈川県 ＦＰｒｅｐ株式会社 6020001130433 「一家に一人、あなたのファイナンシャルプランナー」の市場開拓

神奈川県 マスターシールド株式会社 4020001058445 買物代行サービスを梃子にしたよろず相談請負業務の展開

神奈川県 株式会社Ｌｕｎｏｎ１７８ 5020001131003 成人病予防医学に基づいた耳つぼダイエット事業の新規展開

神奈川県 株式会社Ｓｉｅｎｓ 3020001053967 日本とフランスが近くなる美容交流事業サイト制作（エションジ）

神奈川県 ＯＳＳパソコンスクール － 講座及び事業の見直しによる新規顧客獲得の販路拡大

神奈川県 Ｃｏｃｏ　Ｓｏｌｅｉｌ － レッスン拡充による売上拡大と認知度向上による会員数増加

神奈川県
株式会社オーストリッチインターナショナ
ル

4020002062628 自衛隊・警察向け新たな販促用カタログの制作

神奈川県 合同会社ル・メイユ 4020003012722 テストマーケティング結果に基づく新規顧客開拓

神奈川県 プロテック株式会社 8020001080552 馬刺しとラーメンの二毛作業態による広告実施および入店率強化策

神奈川県 株式会社安田保険センター 8020001045563 フリーランスに保険販売

神奈川県 オーケービーコーディネート － 海外ビジネスに精通した事業主養成スクール開校

神奈川県 ｅｎｔｒｅｅ － 中高年者を対象とした婚活関連サービスｅｎｔｒｅｅ拡販事業

神奈川県 グローバルプロモーション株式会社 9020001104748 インターネットを利用したイベント開催による異業種交流の活性化
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神奈川県 合同会社キフオク 3020003015676 不用品で寄付ができる販売代行のＰＲ強化・認知度向上・売上拡大

神奈川県 オフィスケイト － ボーカルトレーニングによる音楽教育事業

神奈川県 ｈａｓａｍｕ － 既存のテイクアウトコーナーを活用した新業態店の開発

神奈川県 グロースサポート社労士事務所 － エンゲージメント経営を実現する「働き方相談センター」の販促

神奈川県 合同会社でくまひくま 3020003010413 通い放題、定額制で毎日お灸！セルフ灸スペースで健康管理！

神奈川県 ＴＯＲＵ　ＳＡＩＴＯ　Ｂｅｓｐｏｋｅｓｈｏｅｍａｋｅｒ － オーダーメイド靴店によるリペア事業の強化と新規顧客の開拓

神奈川県 平川将税理士事務所 － 経理受託業務のチラシ作成およびポスティング

神奈川県 合同会社ロビンソン 5020003014387 事業拡大に伴う新規ＨＰの作成及び商品管理ツールの導入事業

神奈川県 株式会社キャスト 6020001117133 ＷＥＢサイト開設及びチラシの配布による新規販路開拓

神奈川県 合同会社ライフサイド 1020003010472 コンサルティング売上拡大のための新規顧客の開拓事業

神奈川県 ロゼルナ － 拡張移店で「ニキビに悩む女性」を救って販路拡大

神奈川県 ケイズエーアイエム株式会社 1020002062928 建築物環境衛生総合管理業への進出

神奈川県 株式会社トランタンネットワーク新聞社 2020001040371 自治体×企業×お母さん大学「百万母力協働プロジェクト」

神奈川県 株式会社ブルーコンパス 7020001125837 日本初。働く母と娘のワークスペース＆新受験制度完全対応学習塾

神奈川県 Ｄｒｅａｍｍａｋｅｒ合同会社 4020003014272 スマホ対応自社サイトの作成及びネットショッピングサイトの制作

神奈川県 島袋　忠幸 － 小規模事業者の新規取引先開拓の為の会社案内サイトの構築

神奈川県 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　ＬＡＶＩＡＳ － デザイン性向上と稼働率倍増に伴う、新顧客層（Ｆ１層）の獲得

神奈川県 オレカテクニックイデアル有限会社 1010402017549 最重要課題である輸出事業の拡大計画

神奈川県 株式会社ＥＩＶＳ 4020001110973 安心できる総合リフォーム業への進化に向けた広告展開と情報発信

神奈川県 バランスサロン・ティエデュール － 技術の向上。セミナーやイベント、ワークショップの開催

神奈川県 自由時間 － 広告を出稿する媒体の拡張

神奈川県 有限会社アクア自動車 1021002062455 車販売から整備まで、自社一貫施行のための改修工事

神奈川県 株式会社みんクル 1021001063066 商圏を広げ「クラシックカー」ファンを顧客化するＨＰの制作

神奈川県 株式会社ＺＥＮＵＰ 3021001063915 横須賀唯一のアロマセラピスト養成機関の認知向上・集客ＰＲ事業

神奈川県 やきとり竜馬におまかせ － 居酒屋店舗の居心地向上を目的とした座敷席の掘りごたつ化

神奈川県 株式会社向井製茶問屋 9021001041188 本物のお茶農家の想いも届けるネットショップ出店での販路拡大

神奈川県 ベル・ジュバンス　クリニックサロン　綾桜 － 頭皮に優しいサービスで健康に美しくいられる美容室をＰＲ！

神奈川県 有限会社エオ 5021002069439 子供向け本格セイルを導入した体験スクールの周知による販路開拓

神奈川県 個別指導塾ソフィア　ＪＲ久里浜駅前校 － 「不登校児対策双方向リアルタイム通信塾」の追加開業と周知

神奈川県 有限会社わかまつ靴店 7021002067795 店舗改装とトレッドミル導入で通行客へ訴求し、新規顧客獲得。

神奈川県 株式会社竹川商会 1021001040701 新規通勤客を獲得する、集配無人ロッカー設置と周知

神奈川県 有限会社濱石 9021002069939 『終活・生前予約客に特化した販促戦略で佐原霊園をＰＲする』

神奈川県 居酒屋　伏見 － まちの寄（やどりき）居酒屋！閉店した祖母の居酒屋を復活

神奈川県 ＳＡＬＵＳ － 新メニューと客席増加で顧客維持、外国語メニューで外国人獲得

神奈川県 ｐｒｉｎｋ － お酒落なセレクトショップのイメージに合うＨＰ作成等のＰＲ策

神奈川県 エビヌマ寝具店 － 快眠志向者に向けたオーダーメイド枕出張販売周知の為の宣伝広告
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神奈川県 株式会社北村建築工房 6021001040201 心豊かな暮らしを提案するＨＰ再構築で認知度向上・新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ＳＯＵＲＣＥ　ＯＦ　ＳＰＩＲＩＴＳ 1021001035676 横須賀からオリンピック選手を！アスリートに特化した広告宣伝

神奈川県 ０５０株式会社 7021001042790 人手不足解消！飲食店専用受付代行の開設

神奈川県 すぎい設備株式会社 6021001042643 買物弱者の高齢者世帯への住環境維持・改善の包括的サービス提供

神奈川県 ヒマラヤンベーカリー － うっかり通り過ぎたとは言わせない！お客様を呼び込む店頭づくり

神奈川県 株式会社杏花飯店 2021001055450 宴会時の完全個客対応の料理展開を可能とする最新冷凍庫の導入

神奈川県 有限会社プラスワンセールス 9021002066655 新開発カーコーティング液剤を、ボートヨットへ展開する販路開拓

神奈川県 Ａｎｇｕｌｏ － 個々のお客様の最適なヘアカラー配色を実現できる特殊看板の導入

神奈川県 福祉マネジメントラボ － セミナー・メルマガを使った宣伝効果で首都圏市場の新規顧客獲得

神奈川県 株式会社エスユープレイス 4021001058501
事業名：地域認知度向上による既存塗装事業および新規リフォーム事業拡
大

神奈川県 グループＡＮＳＥ － 野菜残渣活用新商品開発と既存並びに新規客への販路開拓事業

神奈川県 株式会社ＳｅＶｅＮ＆４Ｊａｐａｎ 9021001049933 横須賀初！フィリピン滞在者向けゴルフクラブレンタル事業

神奈川県 パソコンや － ＡＩスピーカーによる高齢者生活支援システムの開発

神奈川県 株式会社横須賀屋 9021001041345 戦艦ペーパークラフト付プリントクッキーの横須賀土産品開発。

神奈川県 有限会社東京湾 9021002065772 個人客獲得のための大型看板の設置と駐車場への導線確保

神奈川県 有限会社昭和薬品 1021002064922 全てのお客様に根本療法を！「相談できるクスリ屋」のブランド化

神奈川県 有限会社エッチエッチ商会 8021002063158 新コンセプト・オリジナルスカジャンの開発及び販路開拓

神奈川県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｋｏｓｈｉｎａｋａ　Ｍａｓａｈｉｔｏ － 当社独自のスマホアプリを組み込むＡＲによる、話す遺影写真開発

神奈川県 美容鍼　Ｓａｌｏｎ　ＭＯＧＡＭＩＹＡ － 美容と治療が同時にできる美容鍼の認知度アップＰＲ事業

神奈川県 有限会社森定商店 6021002067326 観光土産品を目指す「横須賀こんにゃく」による新規販路開拓

神奈川県 奥山寛樹税理士事務所 － 横須賀初！相続・事業承継対策サイトで相続迷子をお助けします

神奈川県 シェイロ － 住宅街の隠れ家フレンチ認知度向上にチャレンジ

神奈川県 株式会社アイアールシー 1020001067408 電話代行システムの外販の販路開拓のための広告宣伝

神奈川県 美容室アルコバレーノ － 『共通価値を創造するユニバーサルサロン　プロジェクト』

神奈川県 株式会社ナガオシステム 5020001093400 自社Ｗｅｂ強化によるブランド力向上・装置予約システムの構築。

神奈川県 有限会社荒木自動車 4020002088169 ホームページの改良　～自動車修理等を通じての地域貢献～

神奈川県 Ｃｈｅｒｉｅ － フォトアルバムオーダー制作

神奈川県 ハップ・ビー・ビー株式会社 4020001077098 自社一元管理システムの海外出品連携に関するシステム改修

神奈川県 一紗合同会社 2020003010901 ＳＮＳで手軽に拡散できる撮影機器付キッチンスタジオ開設と広告

神奈川県 株式会社ＲＥＧＥＮＥＳＩＳ 8190001021705 創業企業向けアプリ制作ベトナム発注サポート

神奈川県 株式会社アステム 4020001068766 脳ＮＩＲＳを中心とした英語対応ホームページの作成

神奈川県 株式会社稲穂 5020001063790 「渡辺黒豚」の価値をチラシの広域配布等で広く伝え売上拡大実現

神奈川県 琳葉盆栽 － 水やり不要の苔庭ディスプレイの商品化、サービス内容づくり

神奈川県 有限会社クレアン 9020002094253 キッズルーム活用の新規ペア割サービスで集客力アップ

神奈川県 株式会社ＰＴＮＥＸＴ 8020001129837 新たな治療法Ｎ－ＥＸの効果説明と治療法セミナー開催・募集告知

神奈川県 有限会社グリーンフーズあつみ 9020002096596 地元産品を含むワークショップ実施と川崎名物キムチ工場見学事業
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神奈川県 有限会社ジャストスタイル 2020002104786 アスリート支援型オリジナルＴシャツ製作と即日Ｔシャツ出荷

神奈川県 ｓｐａｒｋｌｅ０５１９ － オリジナルアクセサリーのネット販売＆販促でリピーター拡充

神奈川県 Ｔｅａ　Ｌａｎｄ合同会社 6020003015772 シェルフ体験型店舗の顧客満足度の向上による販路開拓

神奈川県 株式会社Ａ－ＬＩＦＥ 4020001102384 ＩＴ導入による妊活サプリメントの効率的なネット販路開拓

神奈川県 ヨダカ技研株式会社 4020001111113 導波路照明装置「Ｔｙｃｈｏ　ｗｉｄｅ　ＴＩＲＦ」の開発と拡販

神奈川県 株式会社陽光 4020001070400 訴求力の高いリーフレットの制作、広域配布で、地元認知度の向上

神奈川県 ＹＯＧＡ　ＳＴＵＤＩＯ　ＲＵＣＯ － 子育て終了世代の集客による平日昼クラスの増設と売上増加の実現

神奈川県 松山商事株式会社 4020001090712 「メイド・イン・ジャパン」の超精密加工品の中国への拡販

神奈川県
アヘッド・バイオコンピューティング株式会
社

7020001129078 バイオ産業を加速する先端技術の顧客開拓・グローバル展開事業

神奈川県 鶴田ウエルディング株式会社 3020001110413 大物構造物の金属加工業における販路開拓の取組み

神奈川県 有限会社オフィスプライヤ 6010002051695 元オリンピック代表監督監修！施術融合型パーソナルジムの運営

神奈川県 株式会社熱源 6020001102275 新開発ヒーターケーブルの顧客アプローチによる販路開拓

神奈川県 川崎光栄株式会社 9020001072540 新規顧客開拓及び採用強化に向けた自社ホームページ開設

神奈川県 ケルン － 最古の古代小麦アインコーンのパンで販路開拓・食育発信

神奈川県 株式会社ｍａｉ－ｃｈａｉ－ｍａｉ 2020001077554 女性活躍推進のための商圏へのサービス周知による顧客獲得

神奈川県
得田真由行政書士事務所・得田真由税
理士事務所

－ 地域密着型の生前対策・相続サービスにおける販路開拓

神奈川県 合同会社ステップ 2020003013929 切削加工用・見積り発注クラウドサービスの広告宣伝と機能改善

神奈川県 株式会社ＤＷＡＲＦ　ＰＬＡＮＥＴ 2020001117129 自社ゲームアプリの販路開拓によるユーザー数と売上の拡大施策

神奈川県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　Ｍｉｌｌｅ － 自社の強みを生かしたサービス認知を深める為のホームページ作成

神奈川県 株式会社ＲＯＸ 4020001113076 需要予測ＡＩ－Ｈａｗｋ－の開発および拡販活動強化

神奈川県 株式会社テレメディカ 8020001094701 聴診事業拡大ｗｅｂセミナー活用（ＩＴ活用サービスプロセス改善）事業

神奈川県 神奈川ドローン株式会社 2020001121601 地域の人手不足・高齢化を便利屋が解決するための販路開拓計画

神奈川県 有限会社千年湯 6020002089693 家族（ファミリー層）、若者世代も楽しめる銭湯としての認知度アップ！

神奈川県 株式会社高橋製作所 4020001068064 検査体制強化により製品品質保証の徹底及び短納期化の実現

神奈川県 一級建築士事務所Ｂｏｉｓ設計室 － 企画展による周辺地域での新たな顧客層の獲得と認知度の拡大

神奈川県 ＳＡＴＡＮＴＡ － 富裕層向けの新規開拓・アクセサリー及び新商品の開発

神奈川県 株式会社しむら 7020001067897 自社販売サイトの売上拡大に向けたホームページのリニューアル

神奈川県 株式会社ＡＩＤＥ 8020001106704 妊活サポートによる顧客獲得事業

神奈川県 ｓｕｎｏｕｃｈｉ．ｊｐ － 自社制作誌の開発と、展覧会出展による顧客獲得

神奈川県 産後ヘルパー株式会社 8020001104435 産後総合研究所の設立と産後ヘルパー検定試験事業の新事業展開

神奈川県 Ｃｙａｎ － Ｗｅｂ広告投入とランディングページ開設による顧客拡大

神奈川県 ビッグバン株式会社 5020001098944 照明空間設計内装工事と人材採用に訴求するホームページ作成

神奈川県 有限会社ＮＯＣＯＮＯＣＯ 3020002104661 「ワンランク上の道の駅」事業

神奈川県 佐野デザイン事務所 －
展示会とネットショップによる新販路開拓で緩衝材拡販と事務所の知名度向
上。

神奈川県 株式会社ＡＢＯＶＥ 6020001086675 自社ウェブサイトの見直しと再構築

神奈川県 合同会社サウンドロープ 3020003008580 アナログでレトロな知育玩具『アニメーションレコード』の試作・開発
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神奈川県 ジャパンボディテクノロジー株式会社 1020001128928 シニア・高齢者が自宅でもできるインターネットフィットネス

神奈川県 株式会社ミューコーポレーション 6020001080521 コスト適正化コンサルの販路開拓事業

神奈川県 行政書士白川事務所 － 震災復興と神奈川県の商工業活性化の促進による販路拡大

神奈川県 メディサイエンス・エスポア株式会社 3020001076530 酸素補給水をコンビニなどセルフ店舗で販売！専用陳列什器の制作

神奈川県 Ｓｅ　Ｂｒｉｌｌｅｒ － ３０代女性向けオリジナル講座開催等による販売促進事業

神奈川県 株式会社エーエムシー 3020001128414 動脈血液ガス検査導入による動物の迅速診断と救命率の向上

神奈川県 Ｒｏａｓｔ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｆｆｅｅ － コーヒーワンポイントセミナーの開催による新規顧客開拓

神奈川県 株式会社マイストラーレ 8020001090106 『自産自消』こだわりの食材でイタリア郷土料理を伝道する事業

神奈川県 株式会社ロンサール・Ｐ・Ｌ 5020001093037 ドローンを用いた屋根・外壁診断サービスの立ち上げ

神奈川県 株式会社アクティブインターナショナル 6020001076791 スリランカ進出企業のサポート及びスリランカと旅企画の広報宣伝

神奈川県 カフェ　デニム － 客単価向上の為の新メニューと夜カフェ客席の増加による失客防止

神奈川県
インターナショナルエンターテイメント株式
会社

6020001078788 セキュリティ強化による顧客満足度向上と業務効率化への対応

神奈川県 合同会社プライムエデュケーション 6020003013776 学習塾機能付き学童保育の多店舗化と地域への積極ＰＲ

神奈川県 シリコンライブラリ株式会社 6020001077047 自社ＩＰ製品の周知拡大、拡販に伴う企業サイトのリニューアル

神奈川県 株式会社エピック＆リリック 4020001125716 効果的なＰＲによる売上増大および受講生数増加の実現

神奈川県 有限会社青山シートカバー製作所 1020002085739 展示販売のためのショールーム設置と新商品開発

神奈川県 株式会社南信社 6020001073764 リフォーム業者の運営する若手クリエイター育成シェアサロン

神奈川県 からだ整和堂整骨院 － ＡＩを活用した量子波動分析調整器の導入

神奈川県 株式会社ビックベース 5020001131325 コンテンツとＷｅｂ広告による草野球大会参加チームの獲得

神奈川県 ウェルネス・ブランド・コーポレーション 7700150013583 武蔵小杉周辺のマタニティ層への身体・骨盤ケアサービス販路計画

神奈川県 未来に残したい日本文化財普及協会 － 各地の寺社向け新サービス「神社仏閣カード」の製造、販売促進

神奈川県 株式会社パックプロ 4010001119603 飲食業向けデジタルサイネージのＰＲ・営業ツール開発と販路開拓

神奈川県 パロット行政書士事務所 － 在外外国人向け日本法人設立に向けた創業支援ビザの宣伝

神奈川県 寺尾サッシ工業株式会社 4020001073709 「個人向けリフォーム市場」

神奈川県 ＳＴＯＮＥ　Ｐｒｏｊｅｃｔ － 「音楽」で人の心を動かす被災地復興支援イベント事業

神奈川県 ぱんやのともぱん － シュトーレンの開発並びに販路拡大

神奈川県 ＳＨＩＮＩＮＧ　ＣＯＬＯＲ － 女性社長の店舗が色彩で売上ＵＰするための研修の認知・啓蒙

神奈川県 Ａｏｉ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ － ＭＥＯ対策でのＷｅｂ集客事業

神奈川県 株式会社オーソリティ空調 4020001088475 脱下請けに向けた独自での集客強化事業

神奈川県 Ａｏｉ　Ｐｈｏｔｏ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ － 顧客満足向上のため、個性心理学ソフト：動物占い利用事業

神奈川県 株式会社スライブ 5020001098713 各ブランドごとの特設ホームページ作成と一元管理

神奈川県 株式会社アロハプロパティーズ 5020001085612 サブリース難民の賃貸不動産オーナーを救うアロハのサブリース

神奈川県 アスタ税理士法人 6020005012801 経営アドバイザリー業務の販路開拓・拡大

神奈川県 スタジオＹ｀Ｓ － 「ミニコンサート事業」

神奈川県 ジャポックス株式会社 6020001131415 販路開拓における大手ＥＣ（電子商取引）サイトへの登録活用

神奈川県 有限会社クローバー 6020002104007 自動車整備・中古車販売のサービス力向上のための情報発信力強化
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神奈川県 株式会社エーアールエー 4020001065978 ４Ｋ／８Ｋアンテナ受注工事ＰＲ事業

神奈川県 有限会社アサヒルミエル 3020002104471 印刷物・リアルタイム掲示板で『高品質』広告による顧客獲得

神奈川県 いしはら鍼灸整骨院 － 乾式ホットパック装置導入による顧客の定着促進と拡大

神奈川県
Ｅｎｔｅｒｔｅｉｍｅｎｔ　Ｃａｆｅ　＆　Ｄｉｎｎｉｎｇ　ＢＩ
ＮＧＯ

－ 地域での知名度アップ及び機会損失ゼロ計画による売上高の拡充

神奈川県 ＴＡＫＡ合同会社 7020003012117 国内初！常設民間ビーチコートに併設する本格飲食店舗

神奈川県 株式会社Ｃｏ－Ａｇｅｎｔ 8020001127997 媒体大手企業データベースからの「効果的な求職者集客事業」

神奈川県 泰東興業株式会社 7021001032858 販促拡大に特化した特色あるホームページ制作と業務効率化の推進

神奈川県 有限会社大松 1021002056003 揚げたて干物・揚げたてかまぼこの開発・販売

神奈川県 パティスリーガロパン － 城下町小田原の観光おみやげ菓子販路開拓事業

神奈川県 有限会社うまいもの市場 9021002055567 ・ショッピングサイトの再構築、ヤフーショッピングへの出店

神奈川県 有限会社おくや物産 8021002051311 ホームページの改良による新規顧客の開拓

神奈川県 株式会社かねや 2021001032516 箱根・湯河原方面のインターネットを活用した販路開拓

神奈川県 株式会社バスライン 9021001033103 「災害用指定井戸通知システム」を自治体に販路拡大

神奈川県 有限会社Ｔ．Ｎ．Ｋ 2021002055994 ＨＰ動画導入によるブランド牛及び仕出し弁当注文の新顧客の獲得

神奈川県 株式会社ｃｏｃｏｒｏ 3021001038751 低額で地域住民へ食事提供するつながり食堂の営業

神奈川県 ドルフィンアイズ有限会社 9021002054148 シニア層をターゲットにした新規媒体の活用による販路開拓

神奈川県 鈴木美帆税理士事務所 －
「空き家問題に悩む“シニア”のための税理士」としての認知度向上の広報事
業

神奈川県 かげつカフェ － 夜需要新規開拓のＬＥＤ看板設置とファンと一体化するＨＰの作成

神奈川県 合同会社ＫＡＮＡ 7021003007445 新規チラシ配布、ポスターの掲示による、塾生の新規獲得。

神奈川県 株式会社相陽木工伊勢田屋 9021001032831 ホテルの新たなリピート客を生む、快適さアップ事業

神奈川県 Ｔｉｐｙ　ｒｅｃｏｒｄｓ　ｉｎｎ － カルチャー層への販路開拓

神奈川県 ＴＨＣ合同会社 1021003006262 子育て世代をターゲットとした独自イベントによる売上拡大事業

神奈川県 Ｋｅｐｐａｇｌｅ合同会社 3021003008125 温故知新！神奈川名産品を使った新商品開発＆販路開拓

神奈川県 有限会社鳳文堂 5021002053038 高精細インクジエットプリンター導入による新規販路開拓

神奈川県 箱根強羅グアムドッグ － 「愛犬と女性１人旅をゲット　客室改修による新規顧客獲得新事業」

神奈川県 薗部産業株式会社 8021001032824 バイヤー向け展示会への出展並びにＨＰ作成による販路拡大

神奈川県 株式会社エゾン 7021001032370 小田原の海で潜った思い出を写真に！　～水中カメラで満足度アップ作戦～

神奈川県 有限会社箱根常盤商店 7021002053655 中小飲食店に対する販促指導付設備の無料貸与サービス展開

神奈川県 有限会社成和 2021002058436 看板＆外壁改善で一見さんにアピール！次世代の常連化開始！

神奈川県 有限会社小酒部商店 9021002051731 店舗を明るくきれいに照明ＬＥＤで夕方売上ＵＰ

神奈川県 有限会社新玉製作所 2021002050896 ホームページの見直しによる、新規顧客の開拓、雇用の促進

神奈川県 有限会社鳥仲商店 3021002058963 新商品開発の時間確保に向けた業務効率化設備の導入プロジェクト

神奈川県 有限会社三秀堂 7021002057937 健康に配慮した原材料を使用した和菓子の新商品開発と販路開拓

神奈川県 凜 － 客席ロスの削減とバリアフリー化のための人生をかけた店舗改装

神奈川県 有限会社ル・カンフリエ 4021002060175 販売環境の改善と販促資料の作成、商品開発とホームページ施策

神奈川県 柳屋呉服店 － ＨＰリニューアルによる視認性の向上と和の伝統文化の情報発信
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神奈川県 すぎやま本製作 － 自分史等の製作サービスを広く・印象強く伝えるホームページ制作

神奈川県 Ｃｕｒｉａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｒｏｏｍ － ホームページをリニューアルして教室のＰＲ強化と生徒の拡大

神奈川県 プルメリアサーフデザイン － 当店オリジナルサーフボードの価値創出強化と新規顧客開拓の実現

神奈川県 フローラーフラン － 将来、店舗化に向けた新規顧客獲得と売上げ倍増計画

神奈川県 株式会社エウレカ 7021001051486 「自社ホームページの制作によるエウレカブランドの強化」

神奈川県 ひらつかスターモール整体院 － 臨床経験の豊富さを伝えるためのウェブサイト強化

神奈川県 有限会社五領ヶ台ガーデン 7021002057813 日本のユリを展示して観光客の誘致とＥＣＯ温湯暖房機導入

神奈川県 有限会社国際情報サービス 8021002057721 ＳＮＳ広告とＨＰの魅力度向上による潜在受講者への直接訴求

神奈川県 Ｂｏｄｙ　Ｍａｋｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｂｅｉｎｇ － 看板・チラシ作成による自分で整える健康革命スタジオＰＲ事業

神奈川県 Ｃ’Ｃ－ＨＯＵＳＥ － 「食を通じて家族や人の繋がりを豊かにする食育改革」

神奈川県 合同会社Ｐ＆Ｆ 5010703003467 商品数の拡張、ブランド認知度向上及びＯＥＭ製造による利益率改善

神奈川県 高千穂電気株式会社 4013201003485 品質向上に対する取り組みを訴求するプロモーション活動

神奈川県 有限会社相馬工業 8021002062135 ショールーム移転に伴う集客向上のための看板設置

神奈川県 有限会社竹まん 4021002058673 親子三世代や小さな子ども連れが安心して利用できる料亭

神奈川県 湘南健康カイロプラクティック － 「セラピスト技術を活かした仲間づくりのビジネスモデルを構築」

神奈川県 株式会社ピラティスライフ 7021001063267 会員増強のための広告活動と動画制作　デジタルサイネージ設置

神奈川県 株式会社ウェルフェアランド 6021001006185 高齢者及び障害者施設紹介業

神奈川県 佐々木行政書士事務所 － ＳＮＳ広告を利用したホームページ制作とチラシの配布

神奈川県 株式会社アドワン 9021001036106 ホームページの改定による媒体の構築　顧客確保と新規拡大

神奈川県 香蘭産業株式会社 6021001036471 展示会による新事業のアピールと必要な機器の購入

神奈川県 平塚インターナショナルスクール － リーフレット、ＷＥＢ制作による外国人支援事業の拡大プラン

神奈川県 株式会社ｖｉｖｉｄ 5021001061529 ペーパーレス化で働き方改革を実現するサービスの販促として

神奈川県 ＨＵＬＡ　ＰＡＫＩＰＩＫＡ － ＨＰにショッピングサイトとイベント企画・運営ページを拡張

神奈川県 北村　仁 － ホームページ開設による手話とダンスで繋がる絆の見える化事業

神奈川県 富田ランドリー － 家事軽減を目的とした洗濯代行業務への新事業展開

神奈川県 行政書士あきもと事務所 － 新規顧客開拓のための出張活動及びホームページ、ブログ開設

神奈川県 矢印株式会社 7020001126281 持続的な経営と地道な販路開拓と新たな顧客層の獲得に向けた取組み

神奈川県 みかんぐみ株式会社 6021001006169 英・仏語「どら焼」スクールでａｚｕｋｉプロデュース

神奈川県 株式会社協友製作所 2021001000571 水冷ジャケット品の革新的技術による差別化と拡販

神奈川県 湘南茜産商株式会社 9021001065476 鮪等鮮魚の店頭販売開拓

神奈川県 ヴォルト株式会社 5021001053575 「お客様参加型２輪レーシングチーム結成」によるお客との共感創造事業

神奈川県 Ａ　ｍｏｄｏ　ｍｉｏ － 働く子育てママを応援する　花と心理学を組み合わせた癒し事業

神奈川県 伏見　保夫 －
ＰＰＥＭ（ＰＲＯＪＥＣ　ＰＬＡＮＮＮＩＮＧ　Ａｎｄ　ＥＶＡＬＵＡＴＩＯＮ　ＭＥＴＨＯＤ)セミ
ナ－

神奈川県 Ｐａｌｍ℃（パームドシー） － 保育・子育て相談付き「黄土よもぎ蒸し」コースの開設

神奈川県 シーガルパートナーズ合同会社 4021003006937 地域に貢献し顧客の利便性を高める老人ホーム・介護施設紹介事業

神奈川県 有限会社ティーディーエス 2021002003391 通信環境に依存しない簡易クイックビューアの開発
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神奈川県 炭火焼　ハルキヤ － 炭火焼ランチメニューの開発、周知、集客。新規設備購入

神奈川県 四川料理　星都 － 藤沢産アピールによる観光客に対する販路拡大

神奈川県 合同会社Ｔｒｉｐ 8021003003831 メニュー価格改定のための設備投資、店舗の改修工事及び改装

神奈川県 三浦真弘司法書士・行政書士事務所 － 英文契約・在留手続に関する法律支援体制の構築・販路開拓

神奈川県 犬のクリニックそら － 高齢犬介護を楽しく！介護用品体験型コミュニティスペース事業

神奈川県 有限会社オフィス結アジア 9021002009135 「指伝話コミュニケーションパック」の顧客層と販売協力先の拡大

神奈川県 雪花 － ハンドメイド作家向けのサイトを作成し、売上拡大を図る通販事業

神奈川県 株式会社アイビーズベル 4021001057602 新メニューの認知向上策による新規顧客開拓と既存顧客単価アップ

神奈川県 安部　薰 － 動物専門行政書士によるオーダーメイドドッグＴシャツ型紙販売

神奈川県 司法書士シーガル法務事務所 － 家族の将来の不安を解消するための家族信託サービス提供事業

神奈川県 株式会社落合コーポレーション 1021001000399 上得意様に価値あるインセンティブ戦略を決行し事業承継に繋ぐ

神奈川県
司法書士・行政書士事務所　ローライト湘
南

－ 民泊転用法務サービスのＷＥＢを活用した新規顧客開拓

神奈川県 株式会社シードハウス 7021001064232 予約システム導入による顧客満足度向上、新規顧客獲得

神奈川県 株式会社伊藤総合教育 4021001005197 「シード幼児教室」の新サービス展開と新規顧客開拓

神奈川県 有限会社スズキレーザーシステムズ 3021002006534 ホームページを活用したレーザー加工新規顧客開拓

神奈川県 株式会社リバース 1021001046649 重症心身障害者を対象にした訪問型ＰＮＦ治療サービスの提供

神奈川県 Ｈａｏｔｏ － 花とイベントのネット通販事業

神奈川県 有限会社とんかつ　わかさ 2021002003573 外国人観光客を感動させる「新和風」ファサード造り

神奈川県 ラクトデラクト － スマホで巡るＪＡＰＡＮ地酒インバウンドツーリズム事業

神奈川県 Ｖｉｏｌｅｔｔｅ＋Ｒ － 生産者の顔が見える花屋が挑む、ファンコミュニティー作りのための情報発信

神奈川県 株式会社バイオクロマト 8021001001787 自社ＨＰの「モバイルフレンドリー化」による販路拡大計画

神奈川県 Ｔｅｒｒａｃｅ－ＴｉＰｉ － 心・年齢・障害を超えて交流できる“バリアフリー”環境の実現

神奈川県 有限会社とちぎや 8021002003592 インバウンド対応のＨＰ構築とキャッシュレス導入による販路開拓

神奈川県 サロン・リア － 「顎関節ケア」特化サロンで輝く女性を増やして販路拡大

神奈川県
石渡ファイナンシャルプランニング事務所
合同会社

5021003003578 不動産投資初心者向け講座の広告による販売促進

神奈川県 株式会社リブロング 3021001004877 マンション共用部照明ＬＥＤ化工事事業

神奈川県 じぶんｓｍｉｌｅ － “ミエルカ・メソッド”を活用したデザイン事業・スキルアップ事業

神奈川県 日本住研株式会社 7021001001631 企業理念の拡大と浸透により人材確保と顧客の要望を具現化する。

神奈川県 株式会社茶来未 4020002071307 「丹沢大山茶」地域連携ブランド商品の普及促進ＷＥＢサイト開発

神奈川県 株式会社ジェイエデュケーション 4021001052090 日本が受け入れた留学生の卒業生に特化した人材紹介事業

神奈川県 キャリーハピネス株式会社 8021001066731 湘南・藤沢の商品を中心に取り扱うネットショップ（オクロッカ）

神奈川県 ＯＮＥ－ｍｏｎｋｅｙ － 「ＩＳＤ個性心理学」に基づく、働き方改革新事業のＰＲ強化

神奈川県 株式会社ふふむ 5021001067179 本物の古着物再生事業　古い着物たちを商品化、世界中に販売！

神奈川県 花梟 － 顧客ニーズの対応強化、業務効率化の為の機材導入

神奈川県 ルーツベースボールアカデミー － 若者が毎日真剣に野球と向き合える環境を整備する

神奈川県 Ｎｅｘｓｔａｒ － 恋愛ゲーム「ＳｍａｒｔＫｉｓｓ」のアプリ開発と販路開拓
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神奈川県 合同会社やさしいきもち 9290003007039 産後うつゼロを目指す宿泊型産後施設サービス

神奈川県 らしんどう － 心と身体を整える精神疾患治療のための新たな鍼灸施術事業

神奈川県 株式会社ユーチル 2021001064328 人気作家の器を集めた、日本初！おうちで楽しむオンライン陶器市

神奈川県 さがみ化学物質管理株式会社 7021001049613 展示会「化学物質管理ミーティング」への出展

神奈川県 丸和商事・レプラコーン合同会社 8021003005349 湘南素材のお菓子を主とした甘沼店のリニューアル

神奈川県 株式会社ＦＶ　コンサルティング 8021001008106 ＳＮＳライブ配信用撮影及びそのＳＮＳを使った配信

神奈川県 有限会社インディゴベル 3021002010197 住まいの総合相談室

神奈川県 株式会社エープラス 9021001060618 ネットショップ出店での販路拡大

神奈川県 有限会社イトウ靴店 4021002010196 女性の足計測サービスによるパンプス販売の強化

神奈川県 有限会社グリーンベイ 2021002012665 良質のマヌカハニーを届けてＮＺとの国交を温めるＥＣサイトの構築

神奈川県 株式会社翼工業 5021001055316 脱下請け！５０～６０代への塗装サービス周知による新規顧客獲得

神奈川県 有限会社竹内食品機械 3021002011393 ホームページを通じて食品メーカーへ当社製品の魅力を周知する

神奈川県 ＢＢＩコンサルティング － 中小企業の生産性向上と経営改善のための提案配信サイトの構築

神奈川県 ティンバーライ － 「花酵母」を使用するパン新商品開発と販売促進事業

神奈川県 株式会社リンクアップ 7021001067243 チームビルディングカードの開発・販売・販路拡大

神奈川県 株式会社ホワイトコート 1021001061350 白衣の天使革命！女性のための施術者用ユニフォーム販売事業

神奈川県 Ｇｏｉｎｇ鍼灸接骨院 － ジュニアアスリートに特化したホームページ作成事業

神奈川県 松南電気 － リーフレット、ＷＥＢ制作による新たな取引先、会社への販路開拓

神奈川県 レルムナチュレジャパン合同会社 5021003008189 商品の認知拡大による取扱販路拡大。それに伴い卸売上の増大の実現。

神奈川県 株式会社竹内庭苑 9021001049058 ＷＥＢサイトリニューアルと広告掲載による新たな販路開拓

神奈川県 欣ずし － レシピ集い＆オリジナル動画の活用による提案型セールスの実施

神奈川県 タベルナ　ベラ　テンポ － 新しい調理機器導入による料理の品質向上と販路開拓

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 合同会社御菓子司幸月堂 5021003004857 新機械導入による製造工程の効率化と営業時間確保による販路拡大

神奈川県 株式会社厚木蓮華堂 4021001066181 綺麗なトイレで「居心地の良い、接客サービス空間」を実現

神奈川県 溝呂木律子 － 外国人旅行者の宿泊満足度を高めるための設備更新事業

神奈川県 手もみ総本店厚木愛甲店 － 新規開発商品エステコースの認知向上策実施による新規顧客開拓

神奈川県 内田　博明 － ＰＰＣ広告を活用した新規販売商品の広告宣伝を行う事業

神奈川県 子育てサポート　Ｗｉｔｈ　Ｍａｍｍｙ － 子育てフルサポートサービスパック認知向上策による新規顧客開拓

神奈川県 株式会社ＫＯＹＯ 1021001050477 厚木市の住宅環境を守る、抗菌施工プラチナコーティングの拡販

神奈川県 ｓｉｔａ鍼灸室 － 新規ホームページ作成、チラシの作成と配送による販路開拓事業

神奈川県 有限会社なかじま商事 8021002032625 月極駐車場看板新設で弊社の認知度アップによる新規顧客の獲得

神奈川県 Ｋｉｎｏ － 成人式や入学、卒業といったイベントサービスの強化

神奈川県 Ｔｗｏ　Ｆａｃｅ － ターゲット層に好まれるお店の外観改良による顧客増加。

神奈川県 大洋テクノ株式会社 5021001020063 新冷凍ショーケース導入で小田原干物の販路拡大と顧客満足度向上

神奈川県 株式会社中山建装 4021002036893 厚木の外壁塗装は中山建装へ！Ｗｅｂ集客によるブランド力の向上
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神奈川県 株式会社Ｏｎ　Ａｎｄ　Ｏｎ 3021001064079 ＡＩジェネラリスト検定（Ｇ検定）対策講座の開発・販路開拓

神奈川県 ＩＫＵＭＩ建設株式会社 2021001064550 電動工具の整備し作業効率を向上させ施工数を増やす取り組み

神奈川県 株式会社ＬＡＦＮＥ 6021001024501 「インターネット」×「実店舗」でオーダーシューズを身近に

神奈川県 オヘソファクトリー株式会社 4021001052108 デザイン性の高いコンセプトハウス販売に関わる販促活動

神奈川県 八雲工務所 － 自社ウェブサイトの開発による販路開拓および業務効率化事業

神奈川県 株式会社リスニ 1021001035759 ナノバブル周知及び水質測定器による水質向上の可視化事業

神奈川県 本厚木ヨガ教室ラムジュラー － ヨガ指導者育成コースの新設による顧客開拓事業

神奈川県 株式会社七沢荘 3021001021930 駐車場看板設置に伴う視認性向上事業

神奈川県 鮨処酒主 － 座敷エリア改装によるお客様快適度及び従業員の作業効率の向上

神奈川県 和田ストアー － ポスティングによる新規客の獲得

神奈川県 有限会社魚角 4021002037495 コミュニティスペースの設置と惣菜事業の新展開による新規顧客獲得

神奈川県 合同会社ＨＯＰＥ 3021003006368 新規福祉有償サービス事業開始に伴う宣伝活動

神奈川県 株式会社伊藤建設 3021001024339 新設の藤沢ショールームのＰＲ強化で注文住宅販売増計画

神奈川県 高梨茶園 －
手軽に・美味しく・上品な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 株式会社フランドール 2021001022789 店内イートインの設営、及びデリカ調理パンの開発・販売

神奈川県 有限会社カインズ 6021002039457 事業承継に向けた、時短ニーズ対応の新商品による新規生協の参入

神奈川県 ステーキダイニングプルミエ － 小さなステーキハウスのブランディング・地域認知の再獲得事業

神奈川県 株式会社Ａｃｃｕｌｕｓ 6021001064811 広域監視向け人物認識パッケージの開発と販促

神奈川県 株式会社ヒートポンプ研究所 8021001050462 広域温度対応冷凍サイクルＣＤ－Ｒの学会誌広告による販路開拓

神奈川県 株式会社クローネ 3021001039502 販促用プロモーションビデオによる販路開拓事業

神奈川県 有限会社彩遊館 4021002016276 インバウンドとくにムスリム対応のＨＰ作成による顧客獲得事業

神奈川県 ル・マルカッサンドール － 店内のバリアフリー化及び冷気強制循環式冷蔵庫による販路開拓事業

神奈川県 株式会社銀の鈴社 9021001010837 有名作家の講師と編集者が行く　【全国出張セミナー】開催

神奈川県 カレークラブ　キュイエール － 新店舗における大容量大型食洗器導入による販路開拓事業

神奈川県 有限会社コロナ堂 8021002014648 「鎌倉市初」認定補聴器専門店の資格取得のための検査機器購入

神奈川県 ワークスタジオ瑠花 － ３Ｄプリンター導入によるフルオーダー商品の充実・販路開拓

神奈川県 ＤＯＯＲ　ＫＮＯＣＫ － ＳＮＳ・ＨＰ用の動画・冊子作成と展示会出展による販路開拓事業

神奈川県 有限会社花里企画 4021002016524 店舗の改装及びＬＥＤ看板による販路開拓

神奈川県 株式会社クグラパン 3021001063725 フードプリンター導入による焼き菓子も販路開拓事業

神奈川県 レ　ファーブル　ボンジュール － 冷凍粉砕調理器（パコジェット）導入のよる販路開拓事業

神奈川県 有限会社三嶋屋 4021002015708 新規開発商品に付加価値をつけて広める為の販路促進事業

神奈川県 有限会社エヌシーエス 7021002014120 職業用ミシン導入によるリペア（修理）部門の拡充事業

神奈川県 株式会社千花 3020001110306 大容量の冷凍冷蔵庫の導入による販路開拓事業

神奈川県 有限会社松埜 7021002015647 ＳＮＳと連動させたホームページの大幅リニューアル

神奈川県 ＧＡＬＡＴＡ － 電動パスタマシン導入による自家製パスタの販路開拓事業

神奈川県 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｅｎｓｅｍｂｌｅ － ホームページ作成による新規顧客開拓事業
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神奈川県 株式会社ウメロイーク 8013201015287 販路開拓ＢｔｏＢのため海外展示会の出展

神奈川県 かもめ総合司法書士事務所 － 気軽で楽しい終活「家系図作成サービス」の販路開拓

神奈川県 ヨガシャラ大船 － ヨガ教室リフォームによる受け入れ生徒数増加とリピート率の向上

神奈川県 ＴＩＣＡＴＩＲＯ － 高齢者対応（バリアフリー化等、同伴者メニュー）による販路拡大

神奈川県 料理屋あがる － 高級感のあるトイレの改修による販路開拓

神奈川県 巖流鍼灸院 － 高齢者向け頭部鍼灸治療（ＹＮＳＡ＋美容鍼）サービス

神奈川県 株式会社Ｌａｔｔｅｒｉａ　ＢｅＢｅ 8021001060833 シンク一体型冷水器導入によるチーズ生産販売拡大事業

神奈川県 株式会社ボアメーザ 2021001035898 「ＢｔｏＢ」へビジネスモデル転換を図るためのキッチン設備改修工事

神奈川県 有限会社すばる進学セミナー 7020002024039 Ｗｅｂのマルチデバイス化とＩＣＴ導入によるコアファン獲得

神奈川県 合同会社Ｍ＆Ｍカンパニー 4021003008157 自社アクセサリー通販ページによる販売促進と会計クラウド活用

神奈川県 有限会社鎌倉魚市場 5021002014601 魚市場の強みを活かした魚醤の製造販売事業

神奈川県 株式会社入船酒店 4021001008852 店内改装よる、ワンランク上の商品売上増及び販路拡大事業

神奈川県 株式会社コッコランド 5021001045044 店舗視認性向上・店内座席増の店舗改修工事による販路開拓事業

神奈川県 ビストロ　ボナップ － 写真入りメニュー看板及びホームページによる新規顧客開拓事業

神奈川県 Ｍｏａｎａ － 販路拡大のための広告作成・イベント出店と業務効率化のための機器導入

神奈川県 パティスリーカフェ・アンビグラム　鎌倉 － ホームページの大幅リニューアルによる販路開拓事業

神奈川県 レストランバー　ゼブラ － 店内椅子の統一・変更で居住空間向上による販路開拓事業

神奈川県 Ａｎｄｙ’ｓ　Ｓｔｏｒｅ － 軽飲食の提供スペース設置による販路開拓事業

神奈川県 ミスターピッグ － 地元クラフトビールを用いた販路開拓とそれに伴う店舗環境整備

神奈川県 鎌倉ロコガーデン － ホームページのマルチデバイス化による販路開拓事業

神奈川県 株式会社デロリアンズ 5021001056363 新商品リリースに向けたＨＰのリニューアルによる販売促進

神奈川県 株式会社Ｔｈｉｒｄ　Ｂａｙ 8021001064025 外国人観光客向けサイトの多言語化と拡充による販路開拓事業

神奈川県 鎌倉佳人 － 補助金の有効活用による生産量の拡大及び製造時間の短縮

神奈川県 カキザワ商事株式会社 1021001008938 カフェタイム及び夏場のランチタイム販促強化による販路開拓事業

神奈川県 コーポレートリンクス株式会社 3010501034006 オリジナル商品“カマクマ”の看板設置による新規販路開拓

神奈川県 鎌倉興業株式会社 5021001008975 外国人観光客に対応するトイレ改修による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ｍ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 3021001010966 ＳＮＳ広告強化による新規顧客開拓の実施

神奈川県 安井　智夏 － こだわりの地酒「初桜」リニューアルによる販路拡大

神奈川県 株式会社ローカス 1021001009671 《ウイング体験スクール》開催による《ウイング》の販路開拓事業

神奈川県 ＷＡＴＯ（ワト） － 大型のオーダーメイド鍛金製品開発に基づく販路開拓

神奈川県 Ｉｎｆｏ．ＲＥＸ株式会社 3021001062859 ＨＰ、ＳＮＳの情報発信で自社特性、サービス認知による販路開拓

神奈川県 有限会社峰岸商事 1021002015727 業務用冷凍冷蔵庫及びショーケースの導入、ホームページの作成

神奈川県 合資会社三留商店 2021003000999 ホームページの大幅リニューアルによる販路開拓事業

神奈川県 アトピッコハウス株式会社 6021001018924 カテゴリーの違う３種の塗り壁材の実物比較見本帳による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ホワイトデンタルラボ鎌倉 5021001065934 地域の歯科技工士を結集して経営効率化するコラボハウスの創設

神奈川県 メルカド －
顧客満足度向上のための外装工事・ホームページの改良による販路開拓事
業
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神奈川県 有限会社山水堂 3021002014693 ウェブサイト機能向上による新規顧客開拓

神奈川県 ＴＨＥ　ＧＯＯＤ　ＧＯＯＤＩＥＳ － 通信販売のシステム構築と真空機付シーラー導入による販路開拓事業

神奈川県 ＴＯＲＯｋｋｏ － 販路拡大に対応するため、新店舗の設備導入による生産効率向上

神奈川県 株式会社ベースラック 4021001010305 “生きた酵母”を含む健康食品（サプリメント）製造・販売

神奈川県 アイファ株式会社 5021001063657 販路・仕入先開拓の為の国内展示会出展　及び　海外展示会参加

神奈川県 株式会社ユウジニアス 4021001010437 サーモカメラとドローンを活用した画像診断サービスの看板を設置

神奈川県 アールスタイル株式会社 2021001064831 伝えるホームページ作成による販路開拓事業

神奈川県 有限会社鎌倉倶楽部 7021002014376 客室増室による快適空間の拡張で売上アップ

神奈川県 株式会社ＴＡＶＥＲＮＡ　ＲＯＮＤＩＮＯ 6021001053079 ワインに合う“切りたて”生ハムの販売事業

神奈川県 オムニディジコム株式会社 6021001054498 ＣＡＴＶデータ放送コンテンツ制作、およびサービス提供事業

神奈川県
株式会社ユニーク工務店・リレーション
シップ

5021001065414 空き古家改修過程を公開し、街づくり・地域活性化へ繋げる事業

神奈川県 ムーンプリント（鎌倉はんこ） － 体験型「本格実印」彫刻サービス（外国人向け）

神奈川県 鎌倉ジェラート － 看板のリニューアル、エスプレッソマシーン導入による販売増加

神奈川県 合同会社ｍａｙｕｎｏｗａ 5020003009651 エシカルワークショップを通じた自社製品とサービスの販売促進

神奈川県 Ｊｕｍｐ　Ｓｔａｒｔ株式会社 5010401076955 医療・介護機関における「採用」特化型ＷＥＢパッケージの開発・販売事業

神奈川県 ｇｉｇｉ － 新たなＨＰ作成による“口コミに頼らない”営業チャネル開拓事業

神奈川県 株式会社Ａｉ　Ｔｒａｘ 1021001064304 自社ウェブサイトのリニューアルによる販路開拓事業

神奈川県 合同会社アラシダ 1021003007186 冷凍粉砕調理器（パコジェット）の導入による料理のクオリティの向上

神奈川県 ｔｒｏｉｓ　ｃｉｎｑ　トロワサンク － 安全なオーガニックヘアカラー（植物性ヘナ）・白髪染メニュー化

神奈川県 株式会社ネプチューンデザイン 6020001052586 オリジナルデザインロードバイクフレーム開発・製造・販路開拓

神奈川県 ＬｕＨａｐＥ － インターネットを使用した事務代行業務の研修・人材育成事業

神奈川県 ねこうさカンパニーホワイト － 冷凍製品の製造出荷による市内飲食店向け卸売り事業

神奈川県 合同会社ｅａＴｒａｉｌ＆Ｃｏ． 8021003005902 自社ブランド加工食品（花チーズ）の東京エリアへの商圏拡大

神奈川県 フードエクスチェンジ合同会社 2021003008365 イベント会場での試食を利用した広告と新商品開発事業

神奈川県 － 看板設置や客席の増設をして、顧客の取込みを増やすこと。

神奈川県 株式会社篆助 3021001063155 地元民及び観光客に対する認知度アップとＨＰ検索率アップを図る

神奈川県 将星国際特許事務所 － 鎌倉らしさを追求したブランド構築とＨＰのリニューアル

神奈川県 ブライオンズ株式会社 3020001080482

神奈川県
一級建築士事務所ＡＴＥＬＩＥＲ　ＳＵＭＩＹＯ
ＳＨＩ

－ 植栽を中心とした外構工事の受注強化のための新規顧客開拓事業

神奈川県 株式会社クスクス 7021001052393 店舗改装とＳＮＳ広告とが連動した販路開拓事業

神奈川県 ＳＵＭＩＹＯＳＨＩＹＡ　ｋｉｔａｋａｍａｋｕｒａ － 天候に左右されにくい安定集客を目指す新規顧客開拓事業

神奈川県 株式会社賀種 7021001060347 ジャンルの異なる作者たちとの交流を活かした催し物での販路開拓

神奈川県 ライ麦ハウスベーカリー － フィンランドパンを広めるチラシ＆看板作りとお客様満足度アップ

神奈川県 ｎａｋｅａ（ネイクス） － ・新規販路開拓と拡張・独自性のある商品開発

神奈川県 株式会社ｉ－ｌｉｎｋ－ｕ 6021001060612 鎌倉武士がガイドする鎌倉の隠れた魅力堪能ユニバーサルツアー

神奈川県 株式会社ＰＯＭＰＯＮ＆ＣＯＭＰＡＮＹ 5021001065182 自家縫製によるアパレル製品の生産体制増強と販路開拓事業
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神奈川県 河埜洋平 9021003007988 公演予約サービスＰＡＳＳＫＥＴの宣伝、マーケティング事業

神奈川県 タベルナッチャ － 真空機により調理法・メニュー数の拡充による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ｄｅｓｕｓ建築設計事務所 8021001061798 新規看板含むファサード工事

神奈川県 西鎌倉ＣＯＮＮＥＣＴ合同会社 5021003008387 Ｃｏ－ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｐａｃｅの設備の拡充及び広告宣伝事業

神奈川県 株式会社ＣＯＣＯ－ＨＯＵＳＥ 6021001043947 ココハウス定期新聞で地域密着不動産会社としてのアピール

神奈川県 有限会社ｐ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 8021002016470 外国人観光客集客のための海外旅行博出展による販路開拓事業

神奈川県 株式会社元気もりもり山森農園 6021001044516 オリパラに向けて販路拡大！高付加価値の人参ジュース販売事業

神奈川県 株式会社セブンシーズ 4021001054236 地元商材とＳＮＳを利用した商品ブランド化のイメージ戦略事業

神奈川県 ＲＳＤｖｉｌｌａｇｅ － 都心からのツーリング旅行需要に応えた三浦市ツーリング旅の提案

神奈川県 有限会社篠田仏具店 9021002071564 仏壇に馴染みのない世代へ日常生活に馴染む仏具店イメージの確立

神奈川県 株式会社羽床総本店 6021001043476 地元高校との連携　常温商品開発によるＢｔｏＢ市場への販路創出

神奈川県 三富染物店 － ウエルカムボードを呼び水としたハレの日支出獲得事業

神奈川県 ＧＡＴＨＥＲ　ＶＡＲＩＥＳ － 対応ロット数の拡大によるＢｔｏＢ　新規顧客獲得

神奈川県 有限会社ＡＬＢＡ 6021002072111 タイヤ交換対応サイズの拡大・新規顧客開拓

神奈川県 有限会社ヤママス食品 8021002071895 新商品の開発による販路開拓、店頭での販売促進の強化による売上拡大！

神奈川県 有限会社じこう 7021002072119 三崎マグロのインスタ映え！若年観光客への発信事業

神奈川県 株式会社エフエムさがみ 8021001011464 公式スマホアプリ導入による新規顧客の獲得と売上アップ

神奈川県 とことん餃子の朝日屋 － 店頭演出改善及びラッピング機械の購入で目標売上達成

神奈川県 わしょクック株式会社 7021001058283 外国人向け料理教室の１分動画レシピと宅配和食レッスン世界展開

神奈川県 株式会社東京ＩＴ経営センター 6021001017521 「案件開拓強化のＷｅｂ戦略策定及びサイト・コンテンツ充実」

神奈川県 株式会社デジタルストリーム 3021001013201 日本国内でのＤＳ　Ａｕｄｉｏブランド構築のための販売促進活動

神奈川県 ＨＡＫＡＳＥフィルム － 犬用展示会出店による自社オリジナル犬用品の海外販路開拓。

神奈川県 合同会社ＭＡＣ 6021003007487 競合との差別化と収益性改善のための新商品開発及び顧客開拓事業

神奈川県 株式会社白水製作所 7021001017603 ＬＩＢ製造装置部品の加工技術を生かした販路開拓

神奈川県 有限会社風林堂製菓 2021002027886 手作り米菓の魅力を伝える商品パンフレットで店舗訴求を強化

神奈川県 有限会社アクアシスト 8021002025249 自社施工による水まわりの関連工事項目の拡大と店舗訴求機能の強化

神奈川県 旬鮮酒場ＮＯＢＵ － サービス強化と設備の充実による、新規顧客の獲得

神奈川県 株式会社不動産マーケット 4021001061232 ホームページ刷新とＳＮＳ連携による相談客数倍増事業！

神奈川県 はやぶさサービス株式会社 5021001065281 ターゲットを絞った販路開拓の取組

神奈川県 株式会社ザック 8021001017296 自動車産業向け部品製造用の開発力強化による新規顧客の獲得

神奈川県 株式会社大裕工務店 2021001066423 自社サイト、情報サイト、ＳＮＳ活用で寺社仏閣建築案件掘起し

神奈川県 有限会社啓 1020002071755 小型高性能ホトダイオードプリアンプの認知度向上および販路拡大

神奈川県 有限会社ファルコン 8021002027419 組立配線作業工程の半自動化による受注対応力および営業活動強化

神奈川県 ジャパンフィッシングタックル － 自社買取サイト改修による仕入れ強化で自社販売サイトの売上向上

神奈川県 株式会社Ｋａｐｉｎｏｎ　ｓｔｕｄｉｏ 6021001061081 最新機材導入による動画・ドローン出張撮影動画制作受注拡大

神奈川県 フォトストーリー株式会社 8021001044794 七五三撮影需要の開拓および利用者満足度向上による顧客の継続化
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神奈川県 株式会社ｇｏｄｔ　ｌｉｖ 9012801018921 見た目が５歳若返る「骨盤矯正」販路開拓事業のＰＲ強化

神奈川県 エプロンＭＯＭＯ － トリマーによるトリマーのための使いやすいエプロン販路開拓

神奈川県 ＢＬＥＮＴＥＣ株式会社 3021001061927 樹脂切削加工品の小ＬＯＴ量産部品への採用についての拡販

神奈川県 株式会社ＪＰメンテナンス 1021001028969 「Ｖドック」の良さを伝える動きのあるＨＰとマンガ風小冊子の開発

神奈川県 有限会社サガミ精工 5021002020310 小径の量産品製造に特化した技術をＰＲすることでの販路開拓

神奈川県 工房ＳＥＲＡ － 高齢者の転倒を予防するための足首リハビリ器具の販路開拓

神奈川県 Ｌａ　Ｍａｈｉｎａ － 痩身マシン「ＨＩＦＵ」を扱うお家サロン「Ｌａ　Ｍａｈｉｎａ　」訴求力の強化

神奈川県 みらい介護タクシー － 相模原地域から介護の「みらい」を拡げる販促活動

神奈川県 カイロオフィス快楽院 － ＨＰリニューアル等による美容カイロエステティックの集客力強化

神奈川県 美容室Ｒｅｅｆ － 美容室Ｒｅｅｆ

神奈川県 フランベ － ディンクス狙いの周知とリピーター化に燃えるフランベ

神奈川県 株式会社Ｓ＆Ａコーポレーション 2021001053017 職場環境改善による業務効率化（生産性向上）と新たな市場への参入

神奈川県 プライベートサロンＶＩＮＡＫＡ － ＨＰ・店内リニューアルによる腸活サロンの新規客獲得と満足度向上

神奈川県 ＫＡＴＡＹＡＭＡ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 7021001017264 オンラインショップ新規顧客獲得

神奈川県 シエステ － ホームページの統合とエステ体験需要の創出による新規顧客の獲得

神奈川県 藤枝　司法書士事務所 － 田名地区及び周辺地域における法律問題解決のサポートをします。

神奈川県 株式会社雅葬会 1021001059106 ピンポイントな地域に向けて「葬儀の見積り付き」チラシ配布

神奈川県 髪ｉｎｇ７２７ － ＵＦＢ、を使用し頭皮と毛髪に、美と健康を促進する、システム

神奈川県 株式会社ブロー 6021002023898 自社主催の軽Ｃａｒイベントの情報発信、企画強化による新規顧客獲得

神奈川県 亜細亜物流株式会社 6021001031506 温度管理スペースの設置による新規受注開拓

神奈川県 猫背改善専門スタジオやまと － 姿勢測定会を集客に繋げる

神奈川県
ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　ＹＵＳＹＵＲＥ～ユシュレ

－ 全身脱毛１２分！痛くない最新ＳＨＲ脱毛の新サービスの立上げ

神奈川県 有限会社スタジオカズ 5021002041331
世界平和コンサート事業参加予定楽曲「Ａｒｉａ」ＰＲページ（髙尾悠ＨＰ内）の制
作

神奈川県 有限会社今村仏具店 7021002040083 日本で唯一の供物「寺院用線香盛籠」の販路拡大

神奈川県 株式会社トランスペアレント 3020001099036 自社のオリジナル商品の販売促進

神奈川県 合同会社ルシエル 7021003007057 店舗（入口）改修およびサービス内容の周知による新規顧客開拓

神奈川県 大和綜備有限会社 4021002042727 当社オリジナルペット住宅快適リフォーム拡販事業

神奈川県 Ｃｌｅａｎ　Ｗｏｒｋｓ　ノリオン － 環境配慮型外部清掃サービスによる新市場開拓事業

神奈川県 じんべいデザインオフィス － 初心者向け練習機器開発及びサービス向上による販売促進事業

神奈川県 鳥一番 － 老舗の味に器でエンターテイメントをプラス！客単価ＵＰの秘密

神奈川県 タイヤフェスタ株式会社 3020001112244 集客および生産性向上に資するホイールバランサー刷新事業

神奈川県 株式会社ウスイ建装 1021001048760 当社の強みを明確化したチラシ、イベントによる新規顧客開拓事業

神奈川県 松岡工房 － 飲食業界の特有なニーズに合わせ制作する新作の器の販売促進

神奈川県 株式会社ＡＧＲＵ 7021001048722 展示会出展や飛び込み営業による販路開拓

神奈川県 神奈川ツルマフーズ株式会社 8021001025035 こんにゃくゼリーの売上増に向けた販路拡大

神奈川県 株式会社Ｎ－ｌｉｎｋ 8021001053234 高機能化粧品ヒロソフィーの新規顧客の開拓
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神奈川県 株式会社イーケーシー 9021001053844 韓国語教室のユニバーサル化による販路開拓

神奈川県 メイクラフト株式会社 1021001056136 飲食店向け業務用樽生の地ビールの受発注を可能とするＥＣサイトの構築

神奈川県 有限会社サロン・ド・ＭＩＣＨＩ 3021002048873 「中高年男性向け新メニュー開発、サービスによる販売促進」事業展開

神奈川県 株式会社ベースボールジャパン 1021001064171 運営大会および運営チームの販路拡大

神奈川県 大和整体院ＩＣＨＩ － 大和市在住の妊活中女性をターゲットにした顧客開拓事業

神奈川県 ノーエスアーク － 血管は切れない犬用爪切りの試作製造

神奈川県 大原接骨院 － 『小林式背骨矯正法による姿勢調整』と『来院しやすい環境作り』

神奈川県 有限会社ダイコウ 4021002045242 生涯顧客化にむけた販促営業活動

神奈川県 カズミア株式会社 8021001054513 その場で写真提供ができる撮影会開催による新規顧客の獲得

神奈川県 海老名すずらん整体院 － 運動イベントによるシニア層顧客の獲得

神奈川県 有限会社アドリブ 6021002047583 ＩｏＴデバイス向けワイヤレスディスプレイ「Ｋａｃｈｉｋｏ」試作事業

神奈川県 合同会社ＧＳ　ＡＵＴＯ 8021003006413 高齢化率４０％の地元特化型買取キャンペーンによる販売促進事業

神奈川県 株式会社アシストナビ 7021001029417
・英語版ホームページ製作、並びに企業紹介動画による海外顧客向けの販
売促進。

神奈川県 伊東哲嗣建築事務所 － 海老名を魅力的な街に！地元密着型設計事務所の認知度向上活動

神奈川県 さくらや海老名店 － 新店舗立地を生かしたイベント発信による販路拡大事業

神奈川県 ひだまり日和治療院 － オリジナル脳梗塞後遺症改善プログラムの展開による顧客の獲得

神奈川県 岩本直樹公認会計士事務所 － 会計コンサルにより顧客の成長に寄与する会計事務所の販路開拓

神奈川県 ＢＡＲ　ＢＥＩＧＥ － ＢＡＲならではのエンターテイメントをバリアフリーに。

山梨県 たまらんど株式会社 3090001006836 富士の国山梨の金の玉子の相乗効果によるインバウンド需要の取り込み

山梨県 Ｋｏａきゅぅと － 鋳物で作ったカーリングストーンベルの販路拡大

山梨県 吉野聡建築設計室 － 新築情報をお客様が安全に検索、閲覧しやすいＷｅｂ再構築

山梨県 郷土料理信州 － 技術を生かしたほうとうメニューの開発とＷｅｂ等による情報発信

山梨県 びわケア専門店 － 女性に優しい店舗づくりと新商品開発による販路拡大。

山梨県 株式会社クラウン宝飾 2090001000583 特許商品「ウイザードセッティングダイヤモンド」の販路拡大

山梨県 三沢製麺 － 店頭販売の拡充、ネット販売による販路開拓

山梨県 あおやぎ労務法務事務所 － 簡単ｗｅｂ会議面談システムの開発と利用で顧客獲得

山梨県 ナチュラルグレース有限会社 6090002002294 ケータリング専用ホームページの作成

山梨県 ケイカンパニー有限会社 5090002005364 インターネット専売化粧品の開発とネット販売システムの構築

山梨県 今澤アソシエイツ株式会社 5090001013277 追熟装置開発による高付加価値キウイの販路開拓と販売促進

山梨県 株式会社エターナルジェム 1090001007381
ＥＣ事業の拡大　ショップ管理ツールとＷＥＢ広告活用した売上の最大化と販
路開拓

山梨県 有限会社トアシステム 2090002002117 オリジナルのオーダーユニフォームの全国展開

山梨県 株式会社ＢＵＬＬ　ＶＥＮＴＵＲＥＳ 4090001015852 山梨県南部町産の生姜を使った高品質な生姜商品のネット販売強化

山梨県 株式会社菱和園茶舗 8090001015403 甲府盆地の自社茶畑での茶摘み体験と収穫した茶葉商品の販促強化

山梨県 株式会社丸福青果市場 5090001002057 地元で長年愛される石焼き芋とその新たな加工食品の販路拡大

山梨県 株式会社スリーピークス 2090001015128 甲府産サフランの海外販促ならびに展示会販促の強化と生産性向上

山梨県 寿珠算学院　まいづる校 － 新規入塾者獲得のため、チラシを作成し配布する。
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山梨県 株式会社れんけい 5090001016016 ワインパミスを活用した新商品開発とアンテナショップ事業

山梨県 ＢＢＳ　ＤＩＡＭＯＮＤ　ＭＯＯＮ － サロンのアピール・宣伝の為のホームページ作成、リピート率の促進

山梨県 アーアゼロワン有限会社 6090002005405 ネットショップでの売上アップ、販路拡大

山梨県 郷土料理　奈良田本店 － 高齢者に優しい店づくりで、新規顧客を開拓

山梨県 小林商事 － ミニ健康教室の開催での販路開拓

山梨県 コモリ － ＫＶ運動器の改良と宣伝広告

山梨県 株式会社時夢創屋 7090001014562 告知及び案内看板の設置

山梨県 株式会社Ｅテラス 5090001015240 山梨県内の大学へのデジタルサイネージ設置増設による販路開拓

山梨県 株式会社秋山種菌研究所 4090001000053 紅富士ブランドの確立とブランディングによる新規顧客の獲得

山梨県 割烹　あめみや － 屋上空きスペースの活用とビアテラスプランの開発

山梨県 和食処　加賀　貢川店 － 地産地消にこだわった商品展開と地域の高齢化に寄り添う店作り

山梨県 五味醤油株式会社 3090001000822 オンライン販売のためのこうじ少量パックの開発と、ＷＥＢの導線の改良。

山梨県 なごみうさぎ － ネイルサロンの新設による内装工事・設備工事・新規顧客の集客

山梨県 あい・サプライ株式会社 4090001012692 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）認定の外国人観光客案内所設置

山梨県 株式会社富士エス・エル・アイ 2090001006548 半導体レーザとオゾン療法の併用する新たな動物治療のご案内

山梨県 株式会社ＦＬＡＰ 3090001007198 一生涯通いたい店になるためのサービス提供と新規・継続顧客獲得

山梨県 ＯＲＡＮＧＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ － 猫じゃらし・置き型猫じゃらしの開発・販路開拓

山梨県 小澤畳工業所 － ニーズの高いスマホ用ＨＰ作成、最新寸取器を使い業務効率化

山梨県 千代きもの学院山梨校 － 訪日外国人をターゲットとする本物（正絹）の着物を使った着物体験

山梨県 カイロプラクティック和 － エステ店とのコラボによる顧客への「総合的な健康」の提供

山梨県 らーめん　きずな － お客様の意見による店舗改装で女性客獲得

山梨県 花ｗｉｓｈｉｎｇ　ｔｒｅｅ － 自店ホームページ完全リニューアルによる販路開拓及び事業効率化

山梨県 Ｌｕｃｃａ － トイレ改装による女性客の取り込みとリピート率のアップ

山梨県 縁ａｒｔ　ｐｌａｎｎｉｎｇ － 和雑貨のインバウンド向けウェブサイトの構築による外国人対応事業

山梨県 あさひ － 日本と私のおもてなし・設備改善でお客様満足度をアップし売上向上

山梨県 株式会社加藤重建 9090001014767 アタッチメント導入による地元木造解体の新規顧客獲得事業

山梨県 株式会社ぴーす 1011001106841 外国人が魅力を感じるＨＰ制作によるグランピングの販路開拓事業

山梨県 Ｆｕｍｉ　Ｈｏｔｔａ　Ｄｅｓｉｇｎ － 思わず手に取りたくなる織地見本サンプル帳と会社案内資料制作

山梨県 菊地結婚相談所 － 新事業結婚相談所の周知による新規顧客の獲得と地域貢献

山梨県 有限会社ビーケイプロジェクト 4090002012444 看板設置・広報活動による新規事業の宣伝から利用客を獲得

山梨県 ＨＯＳＴＥＬ　ＳＡＲＵＹＡ － カフェ併設による宿泊客の利便性向上と地域交流の場創出事業

山梨県 株式会社田中電機 9090001010915 オーディオ　デモボード導入よる快適カーライフ提案事業

山梨県 じゃら － 店舗改装及び和食メニューの強化による団体客の獲得

山梨県 超超エリート株式会社 6090001015314 御師の家再興プロジェクト文化体験サービスの構築による事業拡大

山梨県 株式会社ナックス 7090001010363 サプリメント開発とＷＥＢ媒体を使った販路開拓

山梨県 お花のアトリエ　ＴＳＵＺＵＲＩ － 新規顧客獲得のためのプロモーションツール作成事業
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山梨県 株式会社小松興業 5090001015174 自社の顔・営業マンとなるホームページ構築で新規顧客獲得

山梨県 秋政商店 － カット野菜・カット果物で美味しい食事をサポート！

山梨県 有限会社河野保険事務所 5090002011874 トータルリスクコンサルティングＰＲによる販売促進事業

山梨県 ＶＩＳＴＡ株式会社 5090001010340 計測器の新商品の売上増大のための集客力／製品知名度向上活動

山梨県 ホステルマウントフジ福屋 － ドミトリー（相部屋）から個室への改修による稼働率の向上

山梨県 唐揚げ専門　いがらし － 快適な買い物空間と利便性・安全性向上のための店舗設備改装事業

山梨県 株式会社アルル 9090001009536 新しい織物インテリア商品開発による販路開拓事業

山梨県 有限会社三友 5090002012047 健康志向の高いお客様へ自動販売機による農産物の販路開拓

山梨県 Ｐａｃｅｍ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 新メニュー追加による既存客開拓、新規客獲得、売上アップ

山梨県 株式会社アエラオフィス 8090001015089 契約企業の開拓とブランド力の強化

山梨県 荒井米穀店 － 真空パックで長期鮮度保持！おいしいお米を販売し新規顧客獲得

山梨県 ＸＲＥＶＥ株式会社 1090001015839 ホームページ開設で新たな顧客層へＡＲ技術を提供

静岡県 有限会社清水養鶏場 5080002002437 改装に伴う新しいロゴマークの作成と看板設置による集客力向上

静岡県 Ｒｏｓａ　Ｂｌａｎｃ － 空間演出とサービス強化によりディナータイムのお客様を獲得する

静岡県 株式会社安田屋本店 9080001005338 江戸末期を復元した蕎麦つゆの情報発信による新規顧客獲得

静岡県 株式会社エス・プランナー 9080001018265 中古＋リノベーションの販路開拓にむけたホームページの開設

静岡県 麒麟堂　鍼灸整骨院 － 新規事業（介護予防、健康増進）の取り組み及び販路開拓

静岡県 有限会社Ｔ．Ｎ．Ｍ．ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 9080002012242 働く女性に向けた新商品に係る販売促進活動の実施

静岡県 デンタルセラミックス － 歯科診療の進化を実現する新機能「アームサポート」のライセンス契約事業

静岡県 株式会社ソーワ・ソリッド 8080001002591 営業活動の効率化を実現するための自社ホームページの開設

静岡県 有限会社ノア・マリーン 2080002004551 Ｗｅｂサイトの開設による不動産マネジメント改革

静岡県 ハギワラ薬局 － 事業継承、地域の年齢層変化に対応するべく認知向上取り組み

静岡県 ブキチ － 宴会場拡充のための店舗改装

静岡県 株式会社冒険倶楽部 5080001004698 海遊びの入り口となるスノーケリングの楽しみ方の発信・周知

静岡県 株式会社北河建築設計 7080001010975 特殊補償業務を近畿圏で業界初のフランチャイズ展開

静岡県 酒井文人税理士事務所 － 空き家急増！時代の、相続処理サービス

静岡県 株式会社トマト 6080001008780 ホームページリニューアルによる認知度ＵＰと新規顧客獲得

静岡県 株式会社静岡西部食糧 3080001002753 自社の商品性、立地条件等を活かした販売促進活動の実施

静岡県 株式会社ＪＵＰＩＴＥＲ 9080001022069 ベトナム製オーダー家具の現場を伝えるＨＰ作成による販路開拓

静岡県 株式会社Ｍ．Ｔ．Ｃ．Ｗ 3080001018171 若年層向け高性能ハンドルノブ開発による新規顧客の獲得

静岡県 ヨガスタジオＹｏｕ － 未来の自分をメンテナンス！女性向け新メンタルヨガサービス開始

静岡県 株式会社アール・アンド・エム 6010701029538 シニアライフに寄り添う「シニアサポート倶楽部」の販路開拓

静岡県 ベジマッチ（家庭教師のサトウ） － 農家と消費者をつなぐ「ベジマッチ」事業の開始！

静岡県 小笠原電気株式会社 2080001000873 顧客と働き手から選ばれ続ける「でんきびと」ブランドの発信

静岡県 株式会社モンパルナス 8080001005289 対面式ショーケースを導入し、高付加価値サービスを提供する。

静岡県 カイロプラクティック整体院インフィニティ － 認知度アップのための新規集客施策および改善施策の実施
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静岡県 ウンノストロベリーテニス － 利用者満足度の向上に向けた取組と立地を活かした販促活動の実施

静岡県 ａｌｌｅｇｒｏ　ａｓｓａｉ（アレグロ・アッサイ － 未開拓の学生・周辺住民をターゲットとした広報・周知の活動

静岡県 株式会社磯駒海苔 7080001000357 展示会への出展による健康スープの拡販

静岡県 七夕工作舎 － スリランカ人のお母さんが作る、本格的なスリランカカレー販売

静岡県 株式会社スマイルズ 2080001020418 柔らかな爪に最適な子ども用爪ファイル（やすり）の開発と販路開拓

静岡県 コンドウカンパニー － 静岡茶・炉端焼き・とろろ汁で“静岡らしさ”を楽しむ料理屋

静岡県 清栄コンピュータ株式会社 9080001008472 食の安心・安全を守る印字検査モデル機の開発と展開（仮）

静岡県 ＆ｐａｓｓｏ － 小さなお店、起業家向けのＩＴとシェアの場「ＩＴシェアサロン」

静岡県 有限会社アウイン商会 4080002000012 ＰＢ緑茶の無人販売・インターネット・ＤＭを活用した拡販

静岡県 株式会社ＧＯＮ総合保険事務所 5080001022709 保険診断アプリを活用した新しい販路開拓

静岡県 大伸木工株式会社 8080001003103 花といのりの関係を明確に具現化する開発・製造モデルの構築

静岡県 小川商店 － 外国人観光客へ向けた「老舗の静岡おでんと静岡みやげ」の魅力発信

静岡県 有限会社マーチ 5080002005324 出張イベントでのインソール（足底板）作成と靴調整

静岡県 株式会社アキヤマ 4080001007537 ＤＩＹ建売住宅（仮称）の企画開発とＰＲ活動

静岡県 セロリ鍼灸院 －
多様な治療法を、それぞれ適合する年代に合わせた多様なツールによる販
路開拓

静岡県 有限会社鈴屋 4080002002974 飲食店へ向けた調理方法に合わせた「炭」の提案と販路開拓

静岡県 ＺＥＲＯ　ＰＯＳＩＴＩＯＮ － 「予防の哲学」周知・普及活動による静岡の健康づくり！

静岡県 株式会社Ｒｅｐｒｏｊｅｃｔ 4080001021488 「販路活性化診断」サービスの新規顧客開拓のための販売プロモーション

静岡県 株式会社本目浅吉商店 8080001004753 ナイジェリアへのオリジナル缶茶の販路開拓

静岡県 株式会社オーバーリンク 2080001022851 東海地方の企業の人手不足に貢献する外国人材支援事業

静岡県 有限会社ジェイグループ 1080002002457 地元若年層女性向け個性派のビューティサロン周知を通じた販路開拓事業

静岡県 有限会社渡辺商店 7080002011659 ラドン発生を効率化させた温湿浴ルーム・温浴カプセルの販売

静岡県 どん福 － おいしいもの中枢を満たす食品サンプル展示での店頭販促強化

静岡県 株式会社ハートワークスデザインオフィス 5080001009730 日本茶文化を届ける携帯茶室「行燈」のイタリア向け販促強化事業

静岡県 株式会社ミツワ海老名 2080001005121 煎茶・パウダー茶や特殊形状の粉末茶ボトルの販売強化体制の構築

静岡県 株式会社鉄建設計 8080001010982 社内品質を高めゼネコンから選ばれ続ける鉄骨設計会社へ

静岡県 シリケカフェ － こだわりのドリンクを楽しめる「パンと雑貨のお店」の展開

静岡県 株式会社鰹工房 2080001018305 デモ用小型鰹節削り機の設計・開発

静岡県 株式会社佐野製材所 2080001001780 自然志向＆リノベーション時代の、新しい木材ブランドによる顧客開拓

静岡県 株式会社アークリーセット 1080001018297 小型アクリルケース製造工程の効率化と安全性の向上

静岡県 おうちパティシエ協会 － “好き”を仕事にする女性のための“おうち目線”ケーキ教室の展開

静岡県 株式会社Ｋｕｒａｍｏｋｕ 7080001020974 “この世にたった一つしかない木製ギフト商品”の磨き上げと認知度向上

静岡県 ６ｈａｉｒ（ロクヘアー） － 一度来たらまた来たくなる、“困った”を感じさせない環境づくり

静岡県 かくれ家サロン　リダ － 産後の女性に向けた「肌・食・体」のトータルケアサービスの提供

静岡県 有限会社やまよし 3080002007033 食に対する関心が高い主婦層に対し、提案型ＥＣサイトを活用した販路拡大

静岡県 株式会社建築システム 9080001001386 狭小住宅ってこんなに広い！ご家族満足プロジェクトの展開
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静岡県 中源被服工業株式会社 3080001008817 提携店との協力とホームページでの情報発信による販促活動

静岡県 有限会社野沢工務店 4080002004558 異業種コラボイベントでぽかぽか体感！集客、販路拡大事業

静岡県 セイコーテクノ株式会社 7080001016923 同業者をターゲットにした【提案型ＥＣサイト】の構築で新規顧客開拓

静岡県
株式会社Ｗｉｚｅｌｅｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊａｐａ
ｎ

9080001022358 新規ウェブサイト導入によるプラスチック資源リサイクルの拡大

静岡県 有限会社金泉軒 9080002001600 看板設置と洋式トイレに改装で利便性向上を図る。

静岡県 カツカレーのジャイアン － ＳＮＳ映えするレトルトカツカレーのパッケージ制作

静岡県 泊まれる純喫茶　ヒトヤ堂 － 新スタイルのレンタサイクルで、静岡の新たな楽しみ方を提案！

静岡県 株式会社望月商行 7080002011452 新商品「健康配慮型　内装用塗り壁材　デコナトラ」の販路開拓

静岡県 片山衣料株式会社 9080001007846 学生服通信販売システムによる製造業から製造小売りへの転換

静岡県 株式会社Ｍｉｎａｓｈｉａ 4080001022164 障がい児への「療育の質」と「環境」の向上による超早期支援の実現

静岡県 株式会社バランスアップ 7080001011593 ＳＮＳと連動した“動的”ＨＰ作成によるトップアマへの販路開拓

静岡県 アトリエ？クレーヴ － 地産地消にこだわった当店ブランドの構築による販路開拓

静岡県 頭のほぐし専門店Ａｉｌｅ － 新たな顧客獲得に向けドライヘッドスパの認知度アップさせる取り組み

静岡県 くぼぢ食堂 － 新サービス展開に伴う動画作成等の広報活動

静岡県 鍋田会計事務所 － 「かんたん確定申告　～レシートまとめてポストに投函～」

静岡県 ＥＶＯ － 災害対策修繕用赤外線カメラ付きドローン導入による販路開拓事業

静岡県 有限会社東洋音響 1080002010757 静岡の木工製品を国内外へ発信し、新規顧客を取入れる。

静岡県 成茶加納株式会社 2080001002481 ＢｔｏＣ強化に向けた呈茶スペースと商品ディスプレイ棚の設置

静岡県 グロスウィズ株式会社 3011001073667 人事評価クラウドサービス「褒めマネ」の提供と販路拡大

静岡県 山内屋 －
イートインスペース新設による顧客満足度向上と東照宮参拝客を新たに取り
込む販路開拓

静岡県 合同会社うなぎのはら川 1080003002134 長期常温保存可能かつ飛行機内持ち込み可能な鰻加工食品商材開発事業

静岡県 らーめんダイニングＷａｉＷａｉ － 当店の味を長期保存できる商品の開発と販売・ＰＲシステムの確立

静岡県 ＯＲＩＫＡ洋裁教室 － 初心者でも洋服を作れる洋裁体験講習会の実施と新規顧客開拓

静岡県 株式会社フジタ 1080001009032 ホームページ並びに会社案内のリニューアル・新規顧客開拓

静岡県 株式会社ＳＣＲＵＭ 2080001022067 「生活・自立」に向けて我が子を預けたくなる広報での販路開拓

静岡県 清香旅館 － 温泉大国日本の梅ケ島温泉で日本文化に触れる秘湯の宿による販路開拓

静岡県 アロマサロン＆スクールＡＬＣ － 新たなニーズ「アロマ空間デザイン」のＰＲによる販路開拓

静岡県 トータルセキュリティＳＰ株式会社 1080001000684 学校への防災知識提供による防災用品・防災食品の需要獲得

静岡県 株式会社みずの建装 9080001010362 個人向けの塗装・防水・内装工事、トータルリフォームサービスの提供

静岡県 株式会社新海畳店 5080001001951 畳だけでなく障子や襖と合わせて和室全体をコーディネートする取り組み

静岡県 株式会社マツキヤ 6080001004854 新規顧客獲得とお客様・市場ニーズへ対応した通販サイト再構築

静岡県 株式会社静岡リリース 5080001021504 静岡県の企業や店舗でのイベントを活性化。

静岡県 陶芳庵 － 外国語対応のＨＰを開設し、国内外に伝統文化体験を発信する。

静岡県 有限会社インテリア丸萬 5080002000614 海外事業展開おける各企業へのＰＲ

静岡県 小鹿屋菓子舗 － 老舗和菓子店の魅力を地元の小鹿地域から発信していく

静岡県 鮪専門店　一期 － 観光客の商品持ち帰りニーズへの対応による売上増加
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静岡県 株式会社アイヒキノ 7080001000092 一万人超のネット店＆実店舗顧客を活用したヴィンテージ市場で顧客拡大

静岡県 Ｃｏｎｃｈｅ － 県産素材商品の販売促進と新店舗への専用什器の導入

静岡県 創企画舎 － 細かなケアと体験企画を通してのファスティングファンづくり

静岡県 有限会社旅館いちかわ 4080002001596 子連れ世代の温泉満喫プランによる販路開拓

静岡県 青木　皓平 － 交通事故時、弁護士活用の効用を周知するＷＥＢの仕組作成

静岡県 ゼロレジ － 小規模飲食店向けセルフオーダーレジシステムの販路開拓

静岡県 ブルテリアカフェ＆カー － ＶＴｕｂｅｒを利用したキャラクター活用による販路開拓

静岡県 なんでも屋ＧｏＧｏＺ － ホームページ改修による販路拡大

静岡県 ことぶき － 子連れママのストレスフリーで楽しい外食タイムの提供

静岡県 するが夢苺株式会社 5080001020076 “オトナ女子”に伝統の石垣苺を使ったスイーツの提供

静岡県 ミート＆デリカマルジュー － 低温調理メニューの開発とマルシェ出店による販路開拓

静岡県 株式会社ＬＥＡＦ 2080001019138 本物志向のアメリカ消費者へ良質な静岡県産抹茶を更に流通させる

静岡県 Ｃｏｕｔｕｒｉｅ’ｒｅ － 大人女子に向けた上質で安心・安全なネイルサービスの提供

静岡県 Ｆｉｔデザイン － デザイン力を活かしたペット関連商品の販売および業務効率化

静岡県 レーベル・シーフラワーズ － 現倉庫改装による静岡市初の生け込み教室の実施

静岡県 デザイン工房　雫 － 子育てママの「聞きたい、教えて」を叶えるＷｅｂサービス

静岡県 株式会社野蚕糸庵 4080001020424 染色職人が行う染み抜き＋柄足しで「ママ振」を素敵にリメイク

静岡県 株式会社荻野一級建築士事務所 7080001000885 赤外線外壁調査の認知力強化と建物調査事業の本格参入

静岡県 ＢＰファクトリー － 中・高管理職教員向けクラウン的メンタルヘルス講座の販路開拓

静岡県 有限会社ａｓｉｌｅ 1080002011862 ミドル層に向けた髪・肌質改善情報発信のためのウェブサイト制作

静岡県 株式会社Ｏｔｏｎｏ 2080001022389 デジタルサイネージによる地域の観光情報提供サービスの展開

静岡県 夢先案内 － 髪年齢を意識する男性が入店し易い美容室への内装改装

静岡県 沼田相生町酒店 － 酒屋の配達から気軽にティスティングできる店頭販売への変換

静岡県 まぐろ王国　大ちゃん － 外国人観光客来店時の回転率・顧客満足度向上のための設備導入

静岡県 学舎育伸ｂｅａｎｚ（びーんず） －
①校舎の環境整備、②「夏期講習」等特別講習の募集活動、③音楽教室部
門の新設、④経理部門の改善、⑤オリジナル教材の作成

静岡県 株式会社花匠 9080001011690 新しいお墓の形「個別供養塔」、「駿河湾での散骨」のＰＲ強化

静岡県 平田淳也行政書士事務所 － ホームページの設置と支援機関体制の確立による新規顧客の獲得

静岡県 アートユニオン株式会社 6080001000077 経師を切り口にした施工業務プロセスによる販路開拓

静岡県 株式会社第一クリエイティブ 3080001003041 カンフー用品屋の女将の料理教室　自社社屋での定期開催

静岡県 Ｍｏｎ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ（モンシュシ） － 天候に左右されない移動型カフェの開設

静岡県 株式会社エピネス 9080001020667 耕作放棄地を使った水耕栽培技術による農副連携モデル事業

静岡県 有限会社ビッグファーム 5080002014424 本格完全セルフエステ「わたしのハイフ。」静岡市進出事業

静岡県 株式会社内山 6080001007683 国産機械式時計販売促進につながる店舗改修、発信力強化

静岡県 かん吉清水店 － “鰻炊き込みご飯の素”ＰＲ強化のためのＨＰリニューアル

静岡県 株式会社エヌケイスリー 6080001012329 製造業のＢｔｏＣ部門強化のための店舗改装・販路開拓

静岡県 もとい接骨院 － 保険診療以上のニーズに応えるための販路開拓活動
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静岡県 合同会社けんこうナビ 1080003001870 トップアスリートに向けた施術法によるプチアスリートの新規開拓

静岡県 民宿　湯の華 － 認知度・満足度向上のためのインバウンド向け施設整備と販路開拓

静岡県 コンディショニングサロン　マチュリテ －
法人向け人材育成サービス「ビジネスペップトレーニング」の新規販路開拓事
業

静岡県 鈴木哲税理士事務所 － コンパクト相続税申告サービス開始に伴う新規販路開拓事業

静岡県 レストランソワニエ － ケータリングサービスにおけるブランディングとファン層の拡大

静岡県 ＨＡＬＥＬＡＮＩ － 栄養表示義務化を機会と捉えた商品のブランド化と販路開拓

静岡県 パン工房　麦畑 － 店舗イメージチェンジ（店舗改装）による新規顧客開拓

静岡県 ｍａｒｕ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｅ － 「世界の離乳食で、食育について考える書籍」で販路・顧客層拡大

静岡県 クライン － 犬の手ぬぐい「わんたぺ」販路開拓のための展示会出展

静岡県 ライト・イア合同会社 9080403002305 ＷＳＤＤスピーカー販売促進のためのホームページの戦略的改定

静岡県 えびすやフルーツ株式会社 3080401013788 新事業フルーツパーラーにおける新規顧客の獲得と季節性メニューの開発

静岡県 家計のサポートセンター － 働き方改革も応援！未来予想図ワークキットで見込客倍増

静岡県 スマイル － カラー胡蝶蘭で地域Ｎｏ１を目指す為の販路開拓事業

静岡県 橋本螺子株式会社 7080401004296 作業療法用器具「ねじリハ　片手ねじねじ」の開発・販路開拓

静岡県 美容鍼灸整体サロン・Ｏｔｏｈａｒｕ － マリンスポーツに特化した施術サービスの導入と新規顧客獲得

静岡県 株式会社ホバリング 6080401020749 ドローン機材レンタルＷＥＢサービス開始による販路開拓

静岡県 ビストロ　ル・フォン － ランチ再開に伴うＨＰリニューアルによる販路開拓と業務効率化

静岡県 Ｍｏｔｏｒ　Ｐａｒａｄｅ － Ａｍａｚｏｎで「ひらがな・カタカナエンブレム」日本全国発信

静岡県 ＫＯＫＵＡ － ２０代３０代女性向けの新店舗開設による販路開拓事業

静岡県 グラウンドアップ － “遺品整理士”の仕事と代表が伝わる販路開拓事業

静岡県 株式会社はあもにい 1080401011694 新たな「専門キャリアのマッチングサービス」の販路拡大

静岡県 ＪｕｎｏＲｅ株式会社 8080401020945 賃貸住宅向けデジタルサイネージシステムの販路開拓

静岡県 アンミッカル － ハラル対応カレーのケータリングサービスの販路開拓と生産性向上

静岡県 株式会社富田商店 7080401022760 地産自消の野菜を使った漬物の開発・販路開拓

静岡県 コリー株式会社 9080401001804 ホームページの改良による営業体制の整備

静岡県 茶ッ葉屋 － 上皇上皇后におもてなしをした茶師による「お茶講座」の新設

静岡県 株式会社スカイブルーサポート 3080401023408 リワーク（職場復帰）支援プログラム構築による新規利用者獲得

静岡県 ナガタ一級建築設計事務所 － 構造計算及び省エネ性能の設計提案・提供

静岡県 Ｂｅｉｇｅ － 既存店と新規店舗カフェのブランディングによる顧客獲得事業

静岡県 Ｓ．Ａ．Ｋ　ｂａｌｌｏｏｎ － 個人客を集客できる販路開拓事業

静岡県 創生商事株式会社 9080401019152 自社ブランドダイニングチェアの海外（ＡＳＥＡＮ）特化販促ツールの整備

静岡県 縁結びコンシェルジュ福良 － 結婚相談所における新規会員獲得のためのチラシ作成

静岡県 株式会社和靴 6080401013488 オーダーメイド靴紐のＢｔｏＢサイト構築による新規顧客の開拓

静岡県 有限会社エコー・アート 2080402010422 オーダーメイド型の定額制注文住宅の事業展開

静岡県 らくらく洗濯代行 － らくらく洗濯代行の知名度アップ事業と大口顧客開拓事業

静岡県 合同会社ことゆく社 6080403003710 高機能軽量ランドセルに『ことゆくラック』試作品開発と販路開拓
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静岡県 ＳＡＩ整骨院 － 健康で幸せに年齢を重ねる予防医療の普及を通じた顧客開拓

静岡県 ＧＲＡＮＤＥ － 中古ＳＵＶ（４ＷＤ）クライスラーＪｅｅｐに特化販売・売上促進

静岡県 ＫＯＹＯＭＩ　ＰＡＮ － 新商品「季節のこよみ」導入による、認知度向上および販路開拓

静岡県 株式会社エージェント＆サポート 9080401021736 高齢者向け生活支援サービスの展開

静岡県 是空デザイン － 「親子の会話を生む終活サービス」のブランド化と販路開拓

静岡県 ｍｏｎａｍｉ － オーダーシューズ開発・買い物弱者対応ネットショップ開発運営

静岡県 株式会社アクアリビング 8080401001400 資金の有効利用で資産価値を高める住宅・マンションリノベーション。

静岡県 株式会社アイギス 7080401022042 水素カフェ潜在顧客を掘り起こす顧客開拓作戦

静岡県 株式会社エグゼス 1080401023599 ｅｓｐｏｒｔｓ事業推進並びに市場拡大を狙ったチラシ作成・ｖｔｕｂｅｒ活動

静岡県 ｂｏｕｎｄａｒｙ － 静岡県初ハラール認定の高濃度美容液の開発および販路拡大

静岡県 ＥＸＰＡＣＴ株式会社 6080401023066 資金調達テキストによるベンチャー／スタートアップへの販路拡大

静岡県 株式会社あつみ工房 4080401020593 カテゴリー分けしたショールームへの来店促進による新規顧客開拓

静岡県 有限会社太悦鉄工 8080402004625 建築・土木用フレペグの動画による販路開拓

静岡県 合同会社イーラ 8080403003799 中小企業の海外販路拡大のための伴走型支援

静岡県 株式会社ＡＮＣＨＯＲ 1080401022700 近隣認知向上のための看板設置による販路開拓

静岡県 ちひろヨガ － ヨガ初心者をターゲットにした販路開拓および業務効率化

静岡県 有限会社ワース 3080402008804 理容室で行う介護脱毛を含むメンズ脱毛での販路拡大と他店差別化

静岡県 株式会社ＦＥＮＩＸ 7080401011986 業務効率化と外国人人材の集客を目的としたＨＰの開設

静岡県 株式会社ウッドベル 9080401011415 新製品「レーザー式鳥獣害追払い装置」の販路開拓

静岡県 プロダクトリング株式会社 7080401020434 地方創生を担う地方自治体向け次世代自動販売機の活用促進事業

静岡県 プレサイスゲージ株式会社 6080401004743 「光モジュールの受託サービス」の拡販事業

静岡県 ＣＤシステム株式会社 9080402003106 当社オリジナル商品、熱中症対策『ピタバリア』シリーズの販路開拓

静岡県 株式会社浜松木工 2080401021973 曲面立体形状品の製作工程の効率化による新規販路の開拓

静岡県 株式会社清水商会 4080401023654 アパレル商材（Ｔシャツ、パーカー）のオリジナルボディーの開発

静岡県 ｓｉｉｓｏｗ － 地域資源を活用した新商品企画開発と製造のための作業場の整備

静岡県 株式会社みそら 8080401013040 動画広告で若い世代を取り込み家系図で“縁結び”

静岡県 株式会社ＨＳＦａｒｍ 3080401023151 業務加工向け野菜の販路拡大事業

静岡県 着付けスタジオ華 － 和装美容着付けを通じて、ニッチな分野の開拓と認知度アップ

静岡県 株式会社出版のススメ研究会 6080401018009 社史と併用した経営計画書冊子化の調査・ノウハウ取得・販売

静岡県 Ｐｅｒ　Ｎｏｉ － 初の自社ブランド「ＪＡＰＡＬＹ」の海外への販路開拓

静岡県 焼菓子屋ｅｐａｎｏｕｉｒ － 焼菓子専門洋菓子店の実店舗出店による新たな販路開拓

静岡県 有限会社宮脇 1180302011684 ①ホームページの作成②真空包装機での持ち帰り商品のパック販売

静岡県 ＭＡＴＣＨＡ　ＫＡＯＲＩ　ＪＡＰＡＮ株式会社 9080401023195 インバウンド向け「ＭＡＴＣＨＡ　ＫＡＯＲＩ」土産商品の開発

静岡県 ｍｉａｏ貿易 － イタリア直輸入、本場の高希少価値オリーブオイルの販路開拓

静岡県 ＣＴｃｒｅａｔｉｏｎ‐ＥＶＥＮＴＳ‐ － 結婚式と会費制ウェディングの定額制のウェディング事業。

静岡県 有限会社ノイズ 3080402005999 店舗改装を機にした販路開拓のためのＨＰリニューアル
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静岡県 株式会社プログメイト 2080401020793 大人向けプログラミング講座の開発・販売・広告宣伝

静岡県 ｉｎ　Ｆ － オフィス環境を整える法人向け空間コーディネート事業の販路開拓

静岡県 ＪＩＹＵＴＥＩ － グラスフェッド子羊のローストラム商品化に伴う店舗販売力の強化

静岡県 株式会社丸源竹内組 9080402007676 工場の労働環境を改善する遮熱塗装サービスの新規展開

静岡県 株式会社東海トラベル 7080401003439 新規顧客獲得のためのスポーツ関連商品の造成と誘客営業の強化

静岡県 ｓｉｏ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 髪と頭皮のアンチエイジングヘッドスパ施術の開発

静岡県 倉田農園合同会社 3080403003548 ＳＮＳとホームページを利用した、個人及び店舗への販路開拓事業

静岡県 エステティックサロン　コスモス － コスモス「新規客」「人材」獲得ＰＲ作戦

静岡県 株式会社山一木研 5080401006427 ピアノ補助ペダル「Ｍ－６０」の販売ルート開発事業

静岡県 美活ヨガ － 新メニュー「企業出張ヨガ」事業による販路開拓

静岡県 ＩＮＵＩ － 働く女性向け新規真珠ジュエリー自社製作による販路拡大

静岡県 株式会社丸文製作所 6080401005188 新型蒸気土壌消毒機と作業簡易化が可能な新資材を用いた販路拡大

静岡県 Ｌｕｒｅｇｅｎｅ　Ｆｉｔｎｅｓｓ － エステサロンのようなプライベート　トレーニングルームの増改築

静岡県 健美心みずたに株式会社 8080401019228 骨盤矯正とエステによるトータルケアと予防医療を通じた顧客開拓

静岡県 有限会社あおい 2080402010876 「浜松最中：出世葵」の量産による販路拡大

静岡県 小林レシピ開発株式会社 7080401018643 拘りを伝えるマスクメロンジャムの贈答品対応による新規顧客開拓

静岡県 有限会社ルーズ 7080402010731 新商品（ヘアブラシ）のビューティーワールドジャパンウエスト展示会出展

静岡県 おべんとう十べえ － 折込チラシとＤＭを使った高級仕出しの販路拡大事業

静岡県 有限会社ｅｎ 5080402016912 テラス席リニューアル工事に伴うメニュー刷新と販路開拓事業

静岡県 合同会社笑顔のうち　Ｒｅｈａ 9080403003765 業務支援システムを活用した魅力アップと新規顧客の拡大

静岡県 株式会社Ｌｉｂｅｒｔ 8080401022669 浜松餃子の販売網拡大のためのインターネット販売サイトの構築

静岡県 チャンドラパーソナルトレーニング － 子育て世代の女性向けパーソナルトレーニングの販路開拓

静岡県 株式会社ターニングポイント浜松 8080401023147 空気清浄機メンテナンス事業強化によるトータルサービスの向上

静岡県 株式会社アクティバル 2080401022542 テラス席リニューアル工事に伴うメニュー刷新と販路開拓事業

静岡県 Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ － 新築・既存住宅を雑誌の写真の様に撮る企画の宣伝と販路開拓

静岡県 株式会社杉本建設工業 1080101000865 デザインと技術力を生かした木の家のアピールによる販路拡大事業

静岡県 ネイル・ワン － ネイルを通じて働く女性の健康と活躍を応援するプロジェクト！

静岡県 株式会社タムラ食品 4080101001092 静岡産の生きくらげを使用した商品開発、及び販路開拓

静岡県 株式会社藤田工務店 5080101001645 高性能モデルハウスによる宿泊体験サービスの提供と販路開拓

静岡県 いぬの部屋キャンディ － 新たな店舗出店によるブランド力の向上と効果的な販路拡大

静岡県 形部接骨鍼灸院 － 超音波画像観察装置導入による出張治療とクオリティー向上

静岡県 株式会社ビー 5080101001579 沼津の特産品干物をそのまま食べられる缶詰の製造・販売

静岡県 株式会社ゴールデンエッグ 2080101007769 ジオが育んだ貴重な流木で表現した作品を世界に発信する事業

静岡県 八木橋貴金属工芸 － 人気の水素機器を導入し新サービス展開と人の集まる場所づくり

静岡県 合同会社ＺＥＮ 5080103001916 ＣＢＤ原料を使用した国産初の健康食品の開発とブランディング

静岡県 株式会社リングスター 2080101020268 オーディオ体験スペース設置とドライブレコーダー販路拡大
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静岡県 株式会社ｔａｓｕｋｉ 1080101020310 ターゲットへの効果的な周知による新規顧客の開拓

静岡県 オランジュール － 振袖をドレス風に着付けるオリエンタル和装の販路開拓

静岡県 株式会社茶通亭 9080101001113 日本茶の新しい愉しみ方の提案を軸とした販路開拓とブランド強化

静岡県 駅前ちょうちん村 － 沼津の名産のＰＲで県外のお客様の取り入れ強化

静岡県
レンタルスペース＆キッチン　Ｈａｐｐｉｎｅｓ
ｓ　Ｓｔｕｄｉｏ

－ カルチャー教室の開催と高齢者の居場所作り

静岡県 有限会社タビーナ静岡 4080102004879 伊豆地域サイクルツアーの海外販路の拡大及び新規顧客の開拓

静岡県 ツチヤフーズ株式会社 9080101016953 楽しい空間を提供し絆、コミュニケーションを深めて頂く事業

静岡県 株式会社三島興業 2080101018816 地域社会の発展・人と地球に優しい循環型社会の実現に寄与しよう

静岡県 Ｇａｒａｇｅ　ＳＡＫＡＥ － デモ用カスタムバイクの製作とカスタムショー出展による販路開拓

静岡県 株式会社Ｔ’ｓラボ 6080101021064 豊かな情操を持つ人材を育むための塾生募集の宣伝活動

静岡県 Ｆｕｋｕｌｉｅｒ － メンズも楽しめるユニセックスシャツの開発及び販路開拓

静岡県 株式会社ユーフォリアＷ＆Ｄ 1080101019716 ホームページ新設（住宅型有料老人ホームの入居者および職員募集）

静岡県 有限会社登喜和 4080102011074 職業体験で新たな顧客を掘り起こす！わしょくの学校販路拡大事業

静岡県 株式会社サワキュウスポーツ 3080101017239 異業種サービスと測量を連動させた販路拡大事業の展開

静岡県 ＲＢコンサルタント株式会社 6080101016130 相続相談と測量業務を連動させた販路拡大事業の展開

静岡県 合同会社ＳＡＺＡＲＥ 6080103001485 作り手とバイヤーなどをつなぐマッチングサイトの開発と運営

静岡県 わた文 － リサイクル着物を利用した着物レンタルと観光誘致

静岡県 株式会社岩崎米穀 2080101005335 米屋の握る「おむすび専門店」のブランディング事業

静岡県 株式会社山崎 5080101020042 地域に根付いた団体客向け店舗拡張に伴う店舗改装

静岡県 ｍａｇｎｉｆｉｑｕｅ － なりたい理想を叶えます！女性の美は無限大プロジェクト！！

静岡県 株式会社三島木工製作所 8080101006286 新規顧客獲得のために多品種少量生産に対応できるＣＡＤ・ＣＡＭの導入

静岡県 ＫＴＳ株式会社 2080101015425 ヨガヘルパーによる高齢者施設への出張レクリエーションサービス

静岡県 ａｍａｈｏｓｈｉ － 店舗内キッズスペース拡大による子育て世帯の買物中継地事業

静岡県 明治食品工業株式会社 6080101006321 羊羹の小型化商談会に出展し新規顧客を獲得。販路拡大。羊羹の小型化。

静岡県 有限会社沼田 5080102011263 プレスリリースを活用した「地域密着会社」啓蒙事業

静岡県 有限会社かなめ 3080102012800 地域住民（高齢者等）に向けた工場直売の出来立て惣菜の販売

静岡県 チェリースター株式会社 6080101019769 メンタルケアコースの導入で顧客活力アップと人材育成に挑戦

静岡県 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｓｔａｎｄ － 「おひとり様」用の店舗レイアウト構築及び売り上げ増加事業

静岡県 東海ウイングライト株式会社 7080101020957 発達障がい児童療育支援の開始に伴う販路拡大

静岡県 株式会社吉澤　文具の蔵Ｒｉｈｅｉ 9080101011946 オリジナル文具の開発拡大に伴う広報活動の強化

静岡県 美容室ｈａｒｕ － ヘッドスパの差別化、利用率の向上を目指した情報発信

静岡県 朝霧高原　あおぞらピッツァ － 環境に対応・配慮した、全方位、全天候型の移動販売設備の導入

静岡県 株式会社マクルウ 9080101012374 コントラクト案件の受注を目指した販促活動

静岡県
株式会社ＫＡＭＵＹプロジェクトホールディ
ングス

7080101020528 看板設置と遊具制作による販路開拓

静岡県 株式会社ふじ観光プランニング 1080101012027 顧客情報活用によるリピーター客増加及び宣伝広告効率化事業

静岡県 株式会社かごや 2080101017215 情報発信の強化による効率的な顧客獲得計画
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静岡県 有限会社ラ・フォンテーヌ・バカンス 5080102017442 『集会・創作体験』が出来るキャンプ場の利用促進活動

静岡県 富士正酒造合資会社 3080103000787 静岡県工業技術センターと共同開発した酵母から製造した新酒販売促進

静岡県 有限会社アレックス 9080102016878 「整体×温活」で働く女性を取り込む！売上向上計画

静岡県 レイス治療院富士宮 － レッドコードと鍼灸マッサージを組合せたリハビリトレーニング

静岡県 株式会社柚木総合建設 4080101011901 不動産所有者向けに地元密着の不動産会社が行う相続相談窓口事業

静岡県 ゆほびか工房かりんこ１３ － 常設ＨＰを用いた発信で新規客の獲得とファンの固定化を図る

静岡県 有限会社坪井寢装 9080102016985 羽毛布団リフォームの作業効率改善による受注の拡大

静岡県 グルマン富士合同会社 5080103001940 生食用ニジマスの生産力強化による販路の拡大

静岡県 大大や － ショップカード、フリーペーパーによる販路開拓事業

静岡県 株式会社エフツーエム商事 2080102015936 クラウド型受発注システムの導入による管理業務の効率化

静岡県 ＳＴＥＲＮＥ － 来店客の増加に伴う店舗リフォームとエスプレッソマシン等の導入

静岡県 上田ダンススクール － ハイレベルな講師を招いたダンスパーティー開催による販路の開拓

静岡県 ミルクハウス － 新食感パン「ぽち丸」の開発・販売による新規顧客開拓

静岡県 有限会社柚子庵 4080102016065 ピロシキの中にアイスが入った「あいすあげぱん」の商品開発

静岡県 株式会社大銀建築 2080101019491 築○十年の家が蘇る！家一軒まるごとリフォームによる販路開拓

静岡県 Ｋ３デザイン － 盆栽のインターネット販売用サイト構築および販売促進

静岡県 サロンドカミューズバルーン － ワンストップトータルビューティを告知するサイトの新規構築

静岡県 株式会社アステック 2080101008057 非常用飲料水貯水槽『たんくん』の販売チャンネルの多様化戦略

静岡県 フラワースタジオ花時 － 法人ギフト需要に向けての販路開拓・プチギフト商品開発

静岡県 アセック株式会社 4080101008055 商品特化型新カタログの制作と他社協業による販路開拓事業

静岡県 Ｓｍｉｌｅ　Ｔａｂｌｅ。 － 洋菓子（ケーキ）の教室の開設・新たなお寿司絵柄の開発による事業

静岡県 株式会社エムアイモルデ 6080101008243 自社商品ブランド「キャビコ」の認知度向上と新たな販路開拓

静岡県 天心 － 男性をターゲットにした周知活用により売上向上を目指す

静岡県 合同会社富士みらいクリエイション 2080103001976 法人研修の映像化とＷＥＢサイト構築による地元企業への販路開拓

静岡県 株式会社アクア富士天間 6080101017509 炭酸水サーバーの導入と海外輸出向け新ボトルの開発による販路拡大

静岡県 バルーンショップヴィクトリア － 市内外企業に向けたバルーン装飾サービスの販路拡大

静岡県 東部建鉄株式会社 6080101009150 住宅事業への新規参入とＷｅｂを活用した集客の展開

静岡県 フジフォト株式会社 1080101008248 スマートフォン・タブレット対応化によるネット受注体制の整備

静岡県 有限会社ふるいや旅館 7080102014834 ギフト販売強化のための新商品開発・製造に伴う店舗増設の実施

静岡県 富士にじいろ保育園 － 一時預かり保育サービスの開始に伴う販売促進と設備投資

静岡県 有限会社内野 7080102013423 粉末緑茶による健康ビジネスプロモーション戦略

静岡県 アチーヴ・コーポレーション株式会社 4080101010837 若者をターゲットにしたデジタルパーマ事業の実施

静岡県 株式会社にいや 8080101016723 ＨＰ・名刺リニューアルにて販路開拓

静岡県 株式会社望月庭園 5080101009853 ＨＰ・名刺リニューアルにて販路開拓

静岡県 美容室ｆａｃｅ － 人生１００年時代の美容室へ－エイジングケアサロンへの挑戦－

静岡県 有限会社レキップ・ド・ニコ 1080402021098 セミオーダーメイドの「発表会ギフト」の開発・拡販
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静岡県 ８１ＷＯＲＫＳ －
移動刺繍サービスのためのＨＰ，ＳＮＳ，販促品を活用した販路拡大策の実
行

静岡県 味処　道 － 持ち帰りサービスの展開に向けての店舗基盤の確立

静岡県 ｃａｆｅ　ｋａｍａｌａｍ － 店舗改修（契約電力量の引き上げとエアコン設置）工事

静岡県 有限会社宮地養蜂場 6080402020748 はちみつの溶解サービスと成分表示対応による顧客満足度向上

静岡県 麺房　本多屋 － 看板メニューの販促強化で、ピンポイントで来店される店への改善

静岡県 カフェ　アジュール － カフェにおける地元特産野菜を用いた新商品の開発と販売

静岡県 有限会社上下屋 7080402019500 店舗シャッター広告塗装による当社独自性の推進

静岡県 犬の美容室　スマイル －
ペット用浴槽とドライヤー増設によるペットや飼い主に負担をかけない美容室
の確立

静岡県 おやつカフェ　Ｇｕｕｇ． － 民家を活用したスコーンカフェの開設と新商品の開発

静岡県 ＡＢＣ　ｔｒｉｍｍｉｎｇ　ｓａｌｏｎ － 炭酸泉・マイクロバブル装置の導入および提供

静岡県 魚処おお田 －
当地に「魚処おお田」あり。認知度向上店舗ＰＲ事業（メイン看板リニューア
ル）

静岡県 株式会社丸達水産 9080101013785 ホームページ・ショッピングサイトの新規作成による販路拡大

静岡県 ラ・ベルエ・キップ － 当宿のシャトーでワインを選びディナーをより満喫

静岡県 株式会社ワイ・エス・エス 3080101014293 海鮮バーベキューコーナーの改装及び拡充

静岡県 有限会社アルシオン 6080102019256 ＨＰ新規作成・再ブランディングによる自社予約率向上事業

静岡県 ＰＣぶらうにー － 超簡単安全ブラウザー設定の販路拡大

静岡県 株式会社なるおかサイクル 2080001014551 カスタムインソール作成機導入による最適な自転車環境の提供

静岡県 亀山建設株式会社 2080001012992 民間工事（保険対応工事他）販路拡大及び優秀な人材の確保

静岡県 チョークアート生－ｓｙｏｕ－ － 広告宣伝強化による知名度の向上と新規顧客獲得

静岡県 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　ＣＨＩＣ美容室 － チラシ・ＤＭで行う中高年齢層と理美容室難民顧客の獲得

静岡県 良知樹園株式会社 7080001015421 剪定枝葉ゴミ再利用の畑を開設して家庭菜園教室をスタート！

静岡県 大住不動産 － エージェント型不動産販売による販路開拓と集客

静岡県 有限会社サンレイ 2080002015846 高級紳士靴のサイズ確認のための試着会の実施による販路拡大

静岡県 趣味の店木目込み人形美也比 － ＜伝統と生き甲斐の発信拠点＞美也比の木目込み教室販促拡充事業

静岡県 有限会社ユーガ 7080002016666 高品質なプラチナ・プレミアムコートで販路拡大

静岡県 株式会社大友メディカル 3080001015854 体操教室における中高齢者のケガ予防サポート　販路開拓

静岡県 有限会社佐藤塗装工業 3080002015829 雨漏り診断による外壁塗装の需要喚起

静岡県 有限会社コンタクトハウジング 4080002015794 不動産整理・相続相談サービス一点突破による販路開拓

静岡県 フルフォートトランスポート － 企業イメージ向上の為のリクルートパンフレット等によるＰＲ事業

静岡県 ＢＯＮＤ － ４シーズンの看板着せ替えによる集客ＵＰと地域貢献が出来る看板

静岡県 Ｂｅｌｌｉｎｏ（ベリーノ） － ＨＰで焼津の海産物を使ったシーフード料理を観光客に徹底訴求！

静岡県 こども英語ハイファイブ － 英語とプログラミング教材の開発、保育対応の環境作り、顧客開拓

静岡県 パティスリーグーテ － 店舗外販売の拡大、製造の効率化と増産

静岡県 有限会社成神工業 2080402017467 水耕栽培リーフレタスの成分分析による販路拡大事業

静岡県 出張撮影ははぱしゃ － Ｗｅｂ　サイトの制作。

静岡県 有限会社大手門うおそう 3080402017243 ランチ営業の改善で「一日二毛作店舗」の実現
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静岡県 有限会社スズランエクステリア 9080402017907 リフォーム詐欺対策・地震対策によるシニア層、信頼売上ＵＰ計画

静岡県 田口智華 － 最新のピラティス専用機を導入したサロンの開設による売上拡大

静岡県 マナマードレ － 新事業「介護脱毛」よる他店との差別化の実現

静岡県 シャシテック － 二輪四輪両対応可能な質の高い整備店として訴求する販路開拓事業

静岡県 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　ＰＯＷＡ　ＰＯＷＡ － 自家焙煎珈琲と食事パンを提供するカフェ運営のための店内改装

静岡県
ｔｏｔａｌ　ｂｅａｉｔｙ　ｓａｌｏｎ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｓａ
ｎａｅ

－ 新サービス開始に伴う顧客獲得に向けたＨＰ開設と外国人対応

静岡県 セミオーダーの洋服屋ＫＯＺＵＥ － 多機能ミシン導入による生産能力向上とＨＰ開設による商圏拡大

静岡県 訪問ボディケア・鍼灸もみの手 － 静岡県初！遠赤外線効果のあるセラミック足湯の設置で集客アップ

静岡県 麺屋さすけ － 新店舗の立ち上げと女性・ファミリー層の獲得

静岡県 平松商店 － 若い世代向けにリブランディングし直販・ＳＮＳで攻めの販売を

静岡県 西尾楽器 － 新コース開発のテストマーケティングと拠点整備

静岡県 株式会社ＹＭＳコーポレーション 7080401019625 食物アレルギーに特化したオリジナルレシピペットフードの製造

静岡県 有限会社大石米穀 8080402017247 発芽玄米甘酒大量生産の為の厨房用急速冷凍・冷蔵庫の設置

静岡県 旅とカレーと音楽の店　ＪＡＮ － 観光客等をターゲットとした新店舗営業の為の修繕・宣伝費用

静岡県 麒麟倶楽部 － 遊休地を活用したバーベキューテラス事業

静岡県 美容室リトルピース － 新機材・新メニュー導入による、新規客の獲得と既存客の生涯顧客化

静岡県 マスダグリーン株式会社 4080001016810 「プランツ・ギャザリング技法を活用した寄せ植え教室事業の展開」

静岡県 ｉｌ　Ｂｕｃｏ － テイクアウト用のお惣菜・オードブル・コーヒーの開発・販路開拓

静岡県 有限会社富士エコティック 4080002012841 エマージェンシードラム・インテリアドラムの販路開拓

静岡県 株式会社きのこランド 6080001016420 新メニュー開発と食品展示商談会への出展による販路開拓

静岡県 清水屋スポーツ株式会社 4080001016447 健康志向ビジネスマン・アスリート向けスーツ開発及び販路開拓

静岡県 マルナオ園大塚製茶 － 自園自製・シングルオリジン深蒸し緑茶の販路拡大

静岡県 こみヘディックケア － 女性専門・頭痛整体の新規顧客開拓

静岡県 藤枝はら喜鮨 － 高齢者対応のテーブルと椅子の導入による新たな需要掘り起こし

静岡県 そうき接骨院 － スマートフォン対応ページ作成による新規顧客の開拓

静岡県 Ｂｒｉｄｇｅ　Ｏｆ　Ｇｌｏｒｙ　ＰＲＯＪＥＣＴ － 住宅設備工事の自社元請け受注に向けたショールーム改装事業

静岡県 食の学び舎くるみ － 藤枝東高校サッカー部食トレ事業ＰＲのためＩＴ活用販売促進事業

静岡県 株式会社石川木材 3080001016266 新展示場を活用した感謝祭の開催による集客

静岡県 株式会社日翔工業 3080001014600 ショールーム兼アンテナショップの新規設置による販路・事業拡大

静岡県 株式会社遊笑舎 2080001022686 障害者の活躍の場を増やすための障害者就労支援事業

静岡県 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ － 店舗改装による新たなイメージ戦略により客単価上昇を目指す事業

静岡県 ともえ － 小さなお子様や高齢者に優しい「ユニバーサルデザイン」の店づくり

静岡県 メロンカフェ － 誰もが安心して暮らせる社会を目指す、珈琲豆の自家焙煎事業

静岡県 暮しごと舎 － 器を楽しむカフェの開設とＨＰの情報発信強化で集客力と売上向上

静岡県 みかど美容室 － 『頭皮洗浄』サービス導入による顧客満足度・客単価の向上

静岡県 パティスリー季季 － 静岡の地酒を活用した洋菓子の開発と喫茶サービスの新事業展開
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静岡県 まめやかふぇ － ギフト商品強化に伴う自家焙煎ドリップバック珈琲の企画開発事業

静岡県 浦上はり灸院 － 鍼灸マッサージ業者による申請業務等支援アプリ作成事業

静岡県 株式会社モア・リビング 1080401017519 自社商品　「畳ユニット　掘り炬燵」の販売促進について

静岡県 有限会社江塚自動車商会 8080402021439 『電動アシスト自転車』のデモカー導入、地域初の体験試乗会開催

静岡県 トライクプロジェクト － トライクレンタル事業による静岡県西部地域活性化に向けた取り組み

静岡県 有限会社永田石油ガス 7080402021704 「笑い」と「コミュニケーション」で地域を元気に！ＧＳ店舗改装

静岡県 ソルトスプラッシュ株式会社 3080401022095 インフルエンサーを活用した自社ブランドキャンプ用品の販売強化

静岡県 株式会社ベストマーケティング 2080401022096 ルアー販売ＷＥＢ広告と自社ネットショップを活用した販路開拓

静岡県 味千拉麺　袋井店 － 「１００種の選べるフライドポテト」によるイベント出店の強化

静岡県 安間製茶 － 瓦工事店と連携した白葉茶専用急須の開発とブランド力強化

静岡県 水月 － ブロッコリーの長期間保存で海外輸出も目指す水月ブランドづくり

静岡県 ヤマロク荻原製茶 － 一番茶を使ったほうじ茶のティーバッグの開発、宣伝、販路開拓
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