
採択者事業者リスト

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 Ｔｅａｇａｒｄｅｎ － イベント展示会で調理実演のできる移設可能な営業用ブースの開発

茨城県 プライムホーム株式会社 7050001035851 モニターハウス完成見学会のエリア別開催による販路開拓事業

茨城県 宮田理容所 － 店舗入口のバリアフリー化による高齢者等の集客力アップ

茨城県 株式会社オフィスゆうき 8050001033862 巻き爪自費治療客の誘客と満足度の向上

茨城県 アーストラベル水戸株式会社 8050001005589 「しごと体感旅行（職人体感）・作成・発信プロジェクト」

茨城県 白河そば店 － バリアフリーによるトイレ洋式改修と店舗玄関手すり設置事業

茨城県 株式会社リエゾンオフィス 1050001035502 「販促什器機材のレンタル事業及びオリジナルグッズの販路拡大」

茨城県 ＮＩＤＯ一級建築士事務所 － 住宅リフォーム促進Ｄ．Ｉ．Ｙスペースのレンタル事業

茨城県 創和会計　久保和之税理士事務所 － 税理士の実像や、顧問料の目安が分かりやすいホームページの作成

茨城県 五来畳店 － 材質・色合いなど様々な種類の畳を周知する販促用チラシの作成

茨城県 Ｈａｉｒ＆エステ　Ｄｉｖｅｒｓｉｏｎ － 女性客の集客力アップのための外看板の新設及びメニュー表の製作

茨城県 株式会社ジオフーズ 9050001038282 広げよう！ジオ弁当の輪～地元の特産物を使用したお弁当の販路拡大

茨城県 茂助建築店 － エイジング塗装に特化した家具修理とＰＲ強化による販路拡大事業

茨城県 コーヒー・ア・ゴー！ゴー！ － オリジナル包材開発でブランド力強化・発信を図り想起率アップ！

茨城県 株式会社プロキュア・ジャパン 4050001038857 治療専門家を繋げるマッチングサイトの構築及び「ＤＶＤ教材」の販売

茨城県 イナノベ流通青果 － 未来の農業アクアポニックスで安心、安全な野菜の提供

茨城県 中山製パン有限会社 2050002002426 かき氷の新製品開発・販路開拓

茨城県 さくら葬祭 － 「まごころ」講話の開始と供養ケース等オリジナルお供物の開発

茨城県 有限会社タケムラ 3050002024080 自分だけの思い出を形にできるデジタル写真館への変革

茨城県 和の料理ふじ － 「美と健康と食」の融合・かっさセミナーと食養生による販路開拓

茨城県 多文化学園 － 新事業のパンフレットとウェブサイトの制作、及び店舗改装事業

茨城県 Ｒａｎｋ　Ｏｎｅ　Ａ合同会社 9021001056178 リノベーション賃貸住宅のＷＥＢ広告による販路開拓事業

茨城県 有限会社静 3050002023990 近隣地域の高齢者を中心とした新規顧客獲得への取り組み

茨城県 有限会社ワイ美容室 8050002024365 エステメニュー導入のための店舗改装と設備の購入、広告宣伝

茨城県 カフェアップス － カルチャースクールカフェへの変革による集客力の強化

茨城県 有限会社エターナルコーポレーション 6050002032857 目的別車両の販売に伴う販路開拓

茨城県 株式会社アイライン 7050001038169 高齢者・女性に優しい提案型リフォーム事業による新規顧客の獲得

茨城県 合同会社グラース 9050003002880 レモンパンの販売強化による販路開拓事業

茨城県 株式会社槙嶋吹付工業 8050001023632 ＩＴ活用：販路拡大・若手登用・空家リノベーション

茨城県 株式会社喜聞屋 9050001024729 自社運営店舗の購買物地域宣伝広告と新規客獲得システムの構築

茨城県 Ｂａｌ　Ｄｕｎｋ － 客席増に伴うトイレ設置及び来店客数増を見込んだ冷蔵設備増強

茨城県 株式会社ネモト宝飾店 1050001011791 自分へのご褒美喚起とカフェ併設による新規顧客開拓事業

茨城県 ＲＩＢＥＲＴＹ － 女性専用のカウンセリングルームの設置とハーブスチームの導入等

茨城県 有限会社古河用達社 2050002023934 地域密着で築いてきた信頼関係を生かした潜在顧客へのアプローチ

茨城県 暖ヘアーサロン － 「地域の中高年の男女」が安らぎ楽しむことができる、サービスや店内環境の提供

茨城県 株式会社ＬＯＶＥ＆ＳＭＩＬＥ 2050001034949 イタリアン居酒屋が行う新しい結婚式２次会企画・運営事業

茨城県 青木酒造株式会社 5050001018263 茨城産日本酒の高品質をアピールすることで欧州市場を開拓します
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茨城県 株式会社浜喜 3050001002054 一般客を常連客にする店舗・仕組みづくりと情報発信

茨城県 株式会社拓住建 8050001005250 新規顧客獲得のための自社ブランド立ち上げ及び認知度アップ事業

茨城県 学研　六ツ野教室 － 塾×学童保育の新「学習教室」事業に係る設備導入及び広告宣伝

茨城県 株式会社大文字屋商店 6050001007562 ネットショップを活用した冷凍ガニの一般消費者への販売体制構築

茨城県 志学塾 － オールイングリッシュで行うこども英語教室の低学年クラス開設

茨城県 合資会社滝田酒造店 4050003000055 ＤＭインターネット等を使った販売促進対策事業

茨城県 ひやまクリーニング － ＰＯＳ顧客管理による靴・バッグクリーニング市場の開拓

茨城県 助川写真工房 － 視覚障害者のためのレリーフ・フォトペイント開発事業

茨城県 株式会社クリエ 3050001008786 まず始めよう！初期ゼロ円。ＳＮＳ連動型簡単更新ホームページ

群馬県 株式会社与の助 8070001016741 アートギャラリーを活用した展示会設営・開業工事の販路開拓事業

群馬県 ハリウッドランド・カフェ － ハリウッドスターが愛した料理の提供による商圏拡大事業

群馬県 金井レース加工 － 安全性が高く環境負荷が低い新染色技術の販路開拓事業

群馬県 トータルビューティーサロンＡｐｐｌｅ － 若者集客力アップ＆新メニュー導入のための設備投資事業

群馬県 １４１（いちよんいち） － お客様ニーズに応える寛ぎ空間の創出による集客力向上事業

群馬県 藤屋本店 － 半生ひもかわの土産用・贈答用市場の販路開拓事業

群馬県 有限会社フジクニ 3070002024582 使い捨てアカスリ・土産用アカスリの販路拡大事業

群馬県 株式会社ＰＲＯＤＩＡ 5070001017354 レインボースティックの米国販路開拓と直売チャネル構築事業

群馬県 株式会社ワークステーション 3070001021449 展示会（Ｇｉｆｔ　Ｓｈｏｗ　ｉｎ　Ｔｏｋｙｏ　Ｈ２８．９．７～９）に出展し、販路

群馬県 ヂョウ美容室 － 高齢者の体に優しい技術設備の設置とヘッドスパサービスの提供

群馬県 有限会社若宮 2070002025152 ブランドイメージの一新による観光客と地元リピート客の獲得事業

群馬県 株式会社宮石青果店 6070001029266 世界記憶遺産候補「上野三碑」の観光客を始めとした潜在顧客の獲得

群馬県 有限会社ミタフーズ 5070002024861 高齢者に安心して来店してもらうためのトイレ補修事業

群馬県 創作茶屋　茶蔵坊 － 店舗改装による、売上げ及びお客様満足度の底上げプロジェクト

群馬県 株式会社阿部製作所 2070001015559 アルミ長尺加工の品質向上による医療用冷蔵庫の市場開拓事業

群馬県 株式会社フクル 1070001030682 パーティドレス一点生産ビジネスモデルのＰＲによる顧客獲得事業

群馬県 陶豆屋 － 喫茶部門を新設し、美味しい紅茶で最高のおもてなしを提供

群馬県 株式会社築山製作所 1070001012094 ホームページを活用した工場内等生産体制の見える化による販路開拓

群馬県 絵夢ぱれっと － 独自開発のヘアケア商品を活かした売上拡大事業

群馬県 株式会社群馬デスコ 6070001015910 需要が増えている“仕切り折箱”の小ロット対応と新規取引先開拓

群馬県 アクアセブンシーズ － 車両の積載スペース拡大による運送費削減と宣伝効果による受注増

群馬県 そば処うちだ － 自家製粉機導入で地元産そばを使ったそば粉による販路拡大

群馬県 Ｍｅｒｈａｂａ － 日本伝統紋様をモチーフにしたガラス製品のフランス市場開拓事業

群馬県 株式会社佐藤塗装 8070001024959 夏暑くて冬寒い群馬の家屋を塗料で救う佐藤塗装ここにあり！

群馬県 Ｍ’ｓ　ｐａｌｅｔｔｅ － プリザーブドフラワーの販売拡大とアレンジメント教室の展開事業

群馬県 星野寝具店 － 快眠のための寝具相談と羽毛ふとんリフォーム事業による販路開拓

群馬県 有限会社井清織物 4070002022627 シャトル織機と県産シルクを使った耳付き縮緬ショールの販拡事業

群馬県 有限会社アクアポット 1070002007606 オリジナルブランドで社会に還元・循環型エコ３Ｒ　全国展開事業
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群馬県 株式会社アイティーエム 6070001018021 自社商品の全国販路開拓のためのフランチャイズ加盟店獲得事業

群馬県 タカトモ機械有限会社 2070002023998 見える化による購買意欲向上と新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社増田研究所 2010001007289 異なる消費者向けのホームページの開発と作成

群馬県 株式会社友禅丸菱 3070001016721 「スマホの洋服屋」の新開発スマホケースの販路拡大事業

群馬県 森秀織物株式会社 4070001016679 手機織機を用いた新たな桐生お召しと紗織の販路開拓事業

群馬県 欧風菓子工房ムーラン － 屋外看板刷新と店内ショーケース改装による販売・再来店促進事業

群馬県 株式会社エッセンシャル 5070001027139 好立地とニーズを捉えたメニューによる街の惣菜屋さんの店舗展開

群馬県 株式会社Ｅ・Ｓ・Ｃ 2070001025145 ヴィンテージ家具の似合う北欧テイストリノベーションの事業開拓

群馬県 ｂｉｔ　ｃａｐｓｕｌｅ － 新規顧客増加のための新商品開発・カタログ作成・パッケージ開発

群馬県 株式会社アイ・エス・プライム 4070001024814 新規顧客獲得のための新サービス開発事業

群馬県 アイ・プランニング株式会社 7070001031725 ハンド・クラフト市場でニーズの高いオリジナル糸の販売を行う

群馬県 Ｌａｎｏ　ｈａｉｒ － トリートメント＆スパ部門の強化による売上向上事業

群馬県 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｃａｍｐ 9070001030915 日本・スリランカ間の輸出増のためのプロモート・販路開拓事業

群馬県 Ｌａｄｙｂｉｒｄ　Ｐｒｅｓｓ － 手描き友禅商品の開発によるブライダル市場・海外市場の開拓事業

群馬県 小泉薬舗 － トイレ改装による顧客満足度向上と売上増大

群馬県 フォトスケール － 終活活動支援・遺影写真出張撮影

群馬県 ラ・テット － スマホに対応、予約・コミュニケーションツールの取組

群馬県 株式会社テック・エイト 1070001027035 少量品の立体形状レーザー加工による照明機器の開発・販路開拓

群馬県 株式会社ヤマショウ 8070001031518 住宅塗装・リフォーム工事の販路開拓

群馬県 小林造園土木 － 立地条件を克服する広告戦略と来店者を虜にする製作小屋の作製

群馬県 株式会社ウエノ 7070001015637 ソニックエステの出張サービスについての広報活動及び機器類購入

群馬県 Ｏｒｉｅｎｔａｌ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｔｏｒａｎｊ － 認知度向上による販路開拓・売上増加計画

群馬県 株式会社フラスコ 4070001028641 高崎駅を中心とした宣伝強化で顧客増大、および地元特産品のＰＲ

群馬県 ｄｅｒａｃｉｎｅ　ｆａｃｔｏｒｙ － 若手陶芸家による身近に感じられる陶芸教室運営及び陶磁器販売

群馬県 パティスリーラルジュール － フランス菓子の新商品開発と目立つ看板設置による新規顧客の開拓

群馬県 株式会社ユアサ 2070001003357 新規顧客層（主に女性）向けの自社イメージ刷新＆新たな販売戦略

群馬県 合同会社ミックス相談室 9070003001815 精神障害者のための自立訓練（生活訓練）事業の開設

群馬県 有限会社中村染工場 8070002011329 注染手ぬぐいの実演販売を通じた伝統技法の継承と魅力発信

群馬県 株式会社クレアディーバ 4070001031406 女性活躍支援のキャリアコンサルティングルームの新設

群馬県 株式会社ナガシマ 2070001013612 オフィス作りセミナーの定期開催、新ホームページの開発

群馬県 春山設備工業株式会社 8070001020009 「ホームページのＳＮＳ対応で人材確保と商機を勝ち取る」

群馬県 キャリア＆コミュニケーション　ｔｉｇｒｅ － ライフとワークを共に充実させた社会へ向けたＨＰの開設

群馬県 株式会社コクワ 1070001029733 デザイン見本市出展による販路拡大と企業認知度向上

群馬県 株式会社グランティーナ 4070001029160 店舗改装とブランド構築による新規顧客の開拓

群馬県 ほたかや － 全国へ群馬の焼まんじゅうを販売するためのホームページ活用事業

群馬県 炭火やきとり晴れる屋 － 高齢者・女性客獲得の為のトイレ改修

群馬県 ライトボックス － 家族層顧客獲得のためのフォトブックチラシ作成事業
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群馬県 フィオレ － 店舗へのカフェ併設による新規顧客の拡大

群馬県 ＯＨ！ＨＡＰＰＹ　ＷＥＤＤＩＮＧ － 地域の伝統的建造物を活用したウエディングスペース創出事業

群馬県 野口接骨院 － 店舗の認知度並びに顧客満足度向上による販路拡大

群馬県 株式会社トステック 3070001002283 ｅ自警灯の効率的営業活動のため、代理店教育教材とＨ．Ｐの開発

群馬県 フィッシングポイントベリーズ － 工場ラインを使った量産体制確立による販路拡大事業

群馬県 株式会社ｉｄｅａ 4070001025572 デモ製品利用による代理店構築と販路開拓展開

群馬県 有限会社吉田園 9070002012656 カフェで新たにランチ提供を始める為のキッチンスペースの改善

群馬県 株式会社三美堂 1070001007061 新たなパッケージデザインの床下調湿材の開発・ＰＲ事業

群馬県 サロン・ド・Ａｒｉａ － 信頼性と認知度を向上させるメニューサイン設置による顧客拡大

群馬県 株式会社ヨシノ 6070001023558 増加する空き家の解体等の需要獲得へ向けた広告媒体の強化

群馬県 株式会社宝 7070001011157 クリーニング難民を救う！出前クリーニングで高齢者を支援！

群馬県 うめえ処　大黒家 － 落ち着いた宴会空間の実現と宴会メニュー充実による予約客増加

群馬県 株式会社ベジタル 7070001031436 シニア層をターゲットにしたマタニティスープの販路開拓

群馬県 株式会社愛幸 7070001028003 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 有限会社タンポポ 5070002010989 機器導入による販促強化と新たな販路開拓事業

群馬県 株式会社ＩＱ 1190003002354 夢見心地のヘッドスパと変幻自在のカラージャムで売上ＵＰ

群馬県 株式会社ビーフインデックスジャパン 4070001027255 ＵｍａｍｉＷａｇｙｕの想いと取り組みを伝える海外向け冊子作成

群馬県 株式会社　美南月 5070001010978 不動産の供給側と需要側の窓口となるＨＰとチラシの作成

群馬県 株式会社スター商会 9180303000076 一括受注生産に特化したネット印刷販売の為のホームページ作り

群馬県 キラバ － デザイナーが考えた本当に使いやすいストックフォトサイト

群馬県 有限会社太田マロニエ 9070002028371 ホームページリニューアルとネットショップ強化による販路開拓

群馬県 株式会社シミズプレス 2070001009734 新技術の確立と商品化へのＰＲ

群馬県 合資会社後藤 6070003001041 登録有形文化財を活かした新規顧客獲得への販路開拓事業

群馬県 蕎麦　凜 － バリアフリー充実によるシニア層顧客拡大と店舗認知度の向上

群馬県 有限会社協同乳販サイトー 3070002026158 牛乳の宅配を活用した生鮮品を含む宅配サービス

群馬県 ｃｕｒｒｙ　ｃｌｕｂ亜詩麻三ツ寺店 － テイクアウト事業の構築で地域に根差した販売促進の展開。

群馬県 株式会社食彩健創 5070001005193 新メニュー化に伴う店舗リニューアルによる販路開拓

群馬県 歯科技工ＡＳＩＳＴ － 職人的技術ノウハウによる独自の新製品開発と患者満足度向上

群馬県 ひとむすび － ＨＰ制作による販路の拡大と認知度のアップ

群馬県 株式会社ＳＫ 9070001030196 ワインサーバーと食材・料理にこだわった新規ビストロ店の展開

群馬県 そば処　きのえね － テイクアウト用そばの事業化によるお持帰り・贈答用需要の拡大

群馬県 ゾートスサロンチェリー理美容室 － ロールカーテンによる店舗内の個室化とＨＰの拡充による顧客獲得

群馬県 ＬＡ　ＣＨＯＵ　ＣＨＯＵ － 金属アレルギーで困っている人の【チタン・ステンレス指輪】の修理

群馬県 Ｌｕｔｅｌｌａ　ｈａｉｒ － 『福祉美容（訪問美容）』がもたらす新たな輝き

群馬県 増田煉瓦株式会社 3070001003034 国産煉化石窯を選んで得するスマホ対応ホームページの作成

群馬県 丸中 － 高齢者や体の不自由な人に利用しやすい店作りとインバウンド対応

群馬県 ＳｍｉｌｅＢｏｄｙ － スタジオＯＰＥＮに伴うＨＰとパンフレット作成による販路拡大
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群馬県 おりひめ屋 － テイクアウト提供カウンター設置、チラシ・ＨＰによる顧客拡大

群馬県 株式会社そうじの力 7070001024274 広報宣伝ツール増強による１００万社「優良企業化」計画

群馬県 佐藤塗装 － ホームページの新規開設による販路拡大事業

群馬県 株式会社三島家具 2070001013769 「安心と安全。永く使える家具の提供」販路拡大の為の販売促進

群馬県 江木水泳教室 － 新規顧客開拓のための、園児コースの増設

群馬県 有限会社アルプランニング 7070002032185 市場ニーズに対応できる来店型営業体制の構築

群馬県 有限会社メディアポケット 6070002012386 販路拡大のための宣伝活動と外部講演及び展示即売会の開催

群馬県 ネイルサロン　凛 － 「美容サロン」の付加価値向上による顧客獲得事業

群馬県 有限会社土屋木工所 8070002011048 デザイン見本市出展による連携企業拡大と企業認知度向上

群馬県 株式会社福島商店 9070001017895 住み慣れた家で快適に暮らす水周りバリアフリー工事販売促進活動

群馬県 前和 － 誘客増加を図るための看板設置・チラシ配布・サービス品配布事業

群馬県 有限会社そばひろ 5070002003163 当店名物「鴨のロースト焼き」の土産品・贈答品開発、販売

群馬県 株式会社　スカワ 3070001009080 「無料省エネ診断サービス」で、地球にやさしい省エネ提案営業

群馬県 株式会社クレイドＫＣＤ 4070001030993 インターネットによるアパレル商品通販事業の販促・ＰＲ

群馬県 スバル工業株式会社 7070001021791 難加工材の部品加工分野における販路拡大

群馬県 有限会社半田屋 6070002024448 買物の楽しさを発信するウェブサイトの制作による顧客獲得

群馬県 ｆｕｋｕｃａｆｅ － 店舗の視認性向上と高齢者・子育て世代に優しい店舗作り

群馬県 株式会社真柄鉄工所 5070001003032 スーパークロスカッターでアジア市場へ進出

群馬県 株式会社プリンセス宝石 8070001022260 店舗の魅力アップ・イメージアップの為の看板設置及び広告展開

群馬県 有限会社プレック 7070002004705 オリジナル工作キットのインターネット販売による販路開拓

埼玉県 展望の宿　すぎな － 高齢者に優しい宿へのプチリニューアル化と販売促進活動の展開

埼玉県 株式会社武甲養蜂場 8030001104434 高付加価値商品の製品化とノウハウを生かした販売事業の展開

埼玉県 アイドット合同会社 6030003004915 コンテストを主催して注目度アップ！

埼玉県 まんてん － デザインによるブランド戦略および販売促進活動の展開

埼玉県 入川渓谷夕暮キャンプ場 － 体験型サービス等の拡充とホームページによる広報強化

埼玉県 有限会社三愛メガネ 7030002121405 補聴器ビジネスの拡大と新たなマーケティング戦略の展開

埼玉県 しいらメダカ － 顧客ターゲットに対応した通信販売事業の強化と店舗ＰＲ活動

埼玉県 有限会社ゴールドクレスト 7030002122543 新商品の開発と展示会出展による新規販路の開拓

埼玉県 花Ｒｅｎ － 用途別商品カタログによるプロモーション戦略の展開

埼玉県 関野木材 － 取引先ニーズに応える大型製品の開発による販売拡大事業

埼玉県 株式会社ブラッド・ストーン 8030001105688 美胸クリーム「ＣＯＣＩＡ」の開発・販売

埼玉県 株式会社共栄メディカル 2030001057893 成長・安定経営の仕組みづくり

埼玉県 Ｐｉｚｚｅｒｉａダ・アチラン － ピザ窯の熱に負けないクールで快適な空間創り

埼玉県 有限会社タイヘイ建宅 1030002122648 訪問マッサージ事業の既存施設利用者以外への地域浸透促進策

埼玉県 株式会社ブラスト工房 8030001093735 ガラス工芸品の自社ブランド開発及び販路開拓

埼玉県 ＭＡＭＩサイクル － 利用希望者のニーズに対応した駐輪スペース確保のための改修工事

埼玉県 有限会社堀口屋 6030002118187 ご年配集客事業～居心地ＵＰ＆中高年層向けメニューの開発～
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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 株式会社三春工務店 2030001018227 自社商品変更に伴うリフォーム顧客獲得事業

埼玉県 シャロン － プリントクッキーの開発及び販路拡大計画

埼玉県 ｓｉｍｐｌｅ　ｈａｉｒ＆ｃａｆｅ － 親子３世代で通えるプライベートルーム美容室＆カフェ事業

埼玉県 東浦和カイロプラクティックセンター － 生活習慣病予防！ダイエットに特化したチラシ広告宣伝戦略

埼玉県 理容室１０Ｓｔｙｌｅ － 新しいパーマと広告宣伝でオリジナルをアピールし新規客を獲得

埼玉県 岩下音楽教室 － 小学生向け五感を使った自己肯定感を養う作文教室の通年開設

埼玉県 花ちる里 － 新メニュー開発・店内環境整備による顧客満足向上と集客増の実現

埼玉県 ライフデザインラボ － おうち起業家の始め方オンライン講座

埼玉県 とみた　宝飾 － アンティークジュエリーの実店舗販売拡大計画

埼玉県 渋谷米穀株式会社 1030001004252 「ノベルティーらいす」の販路拡大と認知度向上事業

埼玉県 有限会社島村商事 8030002068488 店頭を光らせ、女性を光らせ、地域を光らせる

埼玉県 株式会社棟方 3030001098425 「手作り結婚指輪」をブライダルイベントで広告・宣伝

埼玉県 株式会社オキドキエンタープライズ 6030001113081 訪問型鍼灸マッサージにより地域の高齢者の寝たきりゼロを目指す

埼玉県 秩父家 － お土産事業の展開　～青大豆まんじゅうで地域おこし～

埼玉県 有限会社エルマンホーム 5030002027257 新店舗における地域密着型介護リフォームの認知度向上と拡販

埼玉県 おうちカフェいちじく － 地元の無農薬野菜を使った新規メニューの開発および販売促進

埼玉県 味処まつざき － 「洋式トイレから始まる～３世代交流～」

埼玉県 Ｊ＆Ｈビジネス株式会社 8030001022636 ホットメルト接着剤と新素材「メルテックス」の拡販

埼玉県 ｈａｉｒ　ｖｉｌｌａｇｅ － 理美容対応！出張理容からはじまる生涯利用（理容）店の情報発信

埼玉県 有限会社早﨑ルーフ工業 7030002118954 大型物件へのカバールーフ推進事業

埼玉県 有限会社パートナー不動産設計 3030002122737 不動産とエステが融合した共同プロモーションの実施

埼玉県 ニューウェルオート － 新規店舗出店を契機とした新サービス導入による販路拡大

埼玉県 有限会社ティータック 9030002117987 フェラーリコレクター商品展示事業

埼玉県 ＨａｉｒＭａｋｅＶｉａＬａ － ヘアアクセサリーの販売事業とハーブティーの販売事業の展開

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

埼玉県 有限会社福井商会 3030002121697 石臼自家製粉蕎麦の提供と販売促進強化による観光客の集客事業

埼玉県 神白工業株式会社 1030001020943 ウェブサイト構築による受注力及び組織力の強化

埼玉県 マタハリ商事株式会社 5010501035349 機能性食品販売拡大のための美容室エステサロン販路の強化・活用

埼玉県 有限会社キンカメ 1030002122747 顧客に対応したプロモーション戦略と利用を促すやさしい店づくり

埼玉県 ｉｍｅｘ合同会社 7030003005920 「美」の総合コーディネートサービスの提供

埼玉県 所沢市電気鉄道 － 本物運転を体感！デジタル制御機器導入と魅力あふれる景観の整備

埼玉県 盟章建設株式会社 3030001008359 「地産地消型リフォームのパッケージ化」による販路開拓

埼玉県 株式会社上田屋 2030001102724 店頭引き取り時のついで買いを誘う、店舗への変貌

埼玉県 株式会社ワンピース 4020001111303 技術力×接客力×新規客＝固定客化！新規顧客獲得プロジェクト

埼玉県 蕎麦処　紡 － 多加水製法蕎麦の品質安定化と域外からの来訪客に対する来店促進

埼玉県 コンテジャポン株式会社 2030001107698 販売ルートの明確化と、製造工程の課題解決による販路拡大事業

埼玉県 吉田工業 － 内部ユニット商品などの拡充とショールームの設置
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埼玉県 山喜 － 高座椅子の導入と作業効率の向上で、お客様を待たせない店作り

埼玉県 株式会社六晃 5030001090578 飲食店のネットサイト広告およびピザ窯販売のイベント出展

埼玉県 有限会社利根川煎餅 5030002068929 セール開催時のＤＭ送付による集客力強化事業

埼玉県 マンマチャオ － 「店舗の視認性の向上策」と「販売促進活動による認知強化策」

埼玉県 有限会社リアルシステム 4030002088985 Ｗｅｂシステム化と工作機械による顧客満足度向上と販売促進

埼玉県 株式会社コーチビジネス研究所 9013301035060 ｅラーニングによるコーチングの普及と新たな市場創出

埼玉県 有限会社サイワ塗装工業 5030002019824 自社事業を訴えお客様の悩みを解決するためのブランディング活動

埼玉県 株式会社エス・ウェーブ 2030001059320 販路拡大の為のワイヤレス小型超音波装置ＰＲツールの導入

埼玉県 石田不動産 － 不動産店で相続相談が気軽にできることを伝えるホームページ作成

埼玉県 株式会社秩父ファーマーズファクトリー 9030001098741 来場動機を高めるためのイベントや広報活動の強化

埼玉県 ごとうでんき － 看板設置、ホームページ開設による、地元での増客、増販事業

埼玉県 株式会社Ｐｒｏｐ 3030001112219 ホームページの新設・木製おもちゃ棚の開発とチラシ制作や配布

埼玉県 お食事処　匠　上柴店 － ランチ営業ＰＲによる女性・家族層獲得と地域密着型の団体客獲得戦略

埼玉県 鳥っぷ － 燻製＆洋酒のコラボ！新燻製料理＆オリジナルカクテル開発・広告

埼玉県 田中屋　権田清志 － 冷蔵ショーケース小型化を含む動線と空間確保の為の店舗改装

埼玉県 グッディーズカフェ － １６周年記念自家製生パスタ、高級生うにパスタを広告する

埼玉県 株式会社アクアデザイン 8030001000278 飲む水、使う水、酸素、水素のウォーター＆エアー事業の販路開拓

埼玉県 有限会社　越前企画 8030002100944 高齢者客女性客を獲得、食事需要対応の店舗運営とメニュー変更

埼玉県 川口カイロプラクティック整体院 － 新メニュー導入による新規女性客獲得事業

埼玉県 くらしなクリーニング － 丁寧で親切な街のクリーニング屋さんが始めるネット宅配

埼玉県 せいわ － 年配者にも優しい店づくりと秋の会席プランの創作

埼玉県 自家製麺行田焼きそばバル　飯島屋 － 売上拡大　～テラス席で宴会しませんか？

埼玉県 有限会社かどや 1030002117607 三代目絹豆腐の開発及び豆腐メニューの提案事業

埼玉県 庭　福樹園 － 子育て応援ファミリープランの展開

埼玉県 株式会社ハウスドック 7030001106902 平成２８年１０月「かすかべ商工まつり」に出展

埼玉県 吉田碁盤店 － 日本の文化と伝統を海外の囲碁愛好家へ販路拡大事業

埼玉県 有限会社英才予備校伸学院 9030002085144 グローバル化に対応した英語教育実施事業

埼玉県 有限会社雪山堂 7030002016373 高付加価値商品・サービスを普及する為のホームページ改善

埼玉県 株式会社イーピーエース 6030001063590 取り扱い分野の拡大による販路開拓

埼玉県 Ａｙａｐｉ　Ｌａｎｄ － ＩＴを活用した雇用創出と販路拡大のためのパソコン教室の開設

埼玉県 社労士行政書士楠原事務所 － 外国人を主な対象とした社会保険労務士・行政書士業務

埼玉県 美容室キュートハウス － 高齢者に向けた炭酸泉を使ったヘッドスパ事業の展開

埼玉県 彩華プログレス株式会社 8030001091615 新たな金券ニーズの掘り起こしと利益率の改善・純新規客の獲得

埼玉県 Ｒｉｖａｇｅ － ネイルアートとまつ毛エクステの未経験者に対する販路開拓

埼玉県 美容室ＫＯＤＡＩ － ５０歳以上女性集客事業～５０ｔｈプランできっかけづくり～

埼玉県 うき舟 － 地元高校生とＷＩＮＷＩＮの関係で、店づくり・ファン作り事業

埼玉県 有限会社まるさい 4030002054979 お座敷リノベーションで高齢者＆宴会の新規顧客獲得
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埼玉県 株式会社アートクラフト 6030001057915 ターゲットを絞った広告掲載による新規顧客の販路開拓

埼玉県 株式会社智圓 7030001090865 モバイル対応型ＨＰによるインターネット販売強化

埼玉県 株式会社ＲＩＫＮＥＴＷＯＲＫＳ 1030001012684 ベトナムイベント出展による「夢萌商店の夢絵さん」ＰＲ事業

埼玉県 行政書士中村絵美里事務所 － 収益構造改革の為の業務特化したホームページによる販路開拓事業

埼玉県 熊木畳本店 － 畳縫着機改造による販路開拓事業

埼玉県 株式会社色彩デザイン 8030001059414 新聞紙面広告への無料勉強会掲載で近隣顧客開発

埼玉県 株式会社すずらん 8030001093909 介護予防に特化したホームページ作成・ＤＭ送付・看板設置事業

埼玉県 株式会社電翔 3030001096461 業務効率化及び販路拡大クラウドの導入による販路開拓

埼玉県 株式会社こじま屋 5030001043288 埼玉米の地産地消計画　彩のかがやき・キヌヒカリご試食米を宅配

埼玉県 有限会社築地住建 8030002113748 社長から息子へ～次代に受け継ぐ“築地らしさ”の確立と浸透

埼玉県 株式会社ヤングトラスト 9030001010375 活水器「コスモス」の販売促進のための機械の購入

埼玉県 合同会社Ｑｕｅｓｔ 5030003004412 学校運動部向けサービス販促の為のパンフレット作成・配布事業

埼玉県 コンフィエンス － ＩＴ活用による健康寿命を延ばす健康教室のＰＲと新規顧客の開拓

埼玉県 酒のきむら屋 － 樽・甕熟成の量り売り焼酎をご要望に合わせたボトルで販売する事業

埼玉県 有限会社ヤヘイ工販 2030002110494 ＨＰと新商品により新分野へ販路の開拓と拡大

埼玉県 有限会社　守谷鉄工所 1030002107789 新規顧客集客及び会社案内パンフレット作成　新規顧客の為看板設置

埼玉県 有限会社　上林塗装 7030002121272 地元埼玉を知り尽した塗志が提案する塗料・工法の広告宣伝活動

埼玉県 ギフトスポットユーロス － スマホ難民向け贈答品販売事業～高齢化社会での生き残り戦術～

埼玉県 のみ亭くい亭たち花 － 日本そば・てんぷらと魚と酒の「お疲れ様セット（仮）」の提供

埼玉県 有限会社アルス 6030002028139 ＷＥＢサイトのリニューアルによる新規客増加と新メニューの普及

埼玉県 有限会社丸職建創 3030002075159 「畳・リフォームの魅力発信！販促ツール導入による地域顧客獲得」

埼玉県 株式会社新日本ツール 2030001054908 特殊品・特殊サービスの見える化による売上増加および販路の拡大

埼玉県 ｇａｔｔｏ　がっと － 水耕栽培による新鮮野菜の提供とメニューのリニューアル

埼玉県 株式会社レ・スリジェ 3030001097501 ガトーショコラの販路開拓と外国人観光客向けＨＰの制作

埼玉県 赤門塾株式会社 8030001090550 インターネットを活用した広告事業

埼玉県 木造建築普請　作事庵 － ホームページ新規開設とポストカード型チラシ配布による販路開拓

埼玉県 株式会社オン・フィルド 3140001018272 焼肉牛三郎　弁当部による新規顧客の開拓

埼玉県 鮨　すずき － 江戸前寿司の魅力発信動画の作成・公開による新規来店客の獲得

埼玉県 クリーニングやなぎ － しみ抜き技術を生かしたメニュー作りと新たな顧客販路開拓

埼玉県 有限会社　シーピーエス 2030002081703 アクティブシニアの自己実現と情報格差の減少のＩＣＴ教室の実現

埼玉県 有限会社　城北ハウジング 9030002057928 空き家対策ワンストップサービスの広報活動強化のための販路開拓

埼玉県 秩父ははそたい焼き － 秩父地域の食材を使用した新感覚“たい焼き”の新商品開発

埼玉県 ｋａｐｕａ（カプア） － 行田産古代米のお焦げが入った“古墳型ざくざくサブレ”の商品化

埼玉県 スポーツショップ　モスト － 野球用品の提案力、提供力の情報発信による新規顧客の開拓

埼玉県 有限会社アニバーサリー 1030002119181 老朽化した看板を新しくイメージ一新する集客力強化事業

埼玉県 木工房　春のはな － 工房内に展示・販売スペースを併設し、新規顧客層の開拓

埼玉県 快整体おきらく － 便利な「お体手帳」で新規もリピートも定期来店アップ
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埼玉県 有限会社新興プラント工業 2030002032342 ホームページ開設によるサニタリー配管ユニットの新規顧客開拓

埼玉県 Ｓｕｉｃｈデザイン事務所 － デザイン性に優れたランディングページでのインバウンド需要創出

埼玉県 有限会社コムネックス 7030002053763 レンタル害虫駆除機のＨＰ新設と小冊子作成で販促強化し売上向上

埼玉県 白栄舎 － 繊維のプロが行う最新の難洗衣料品に対応したクリーニングの拡販

埼玉県 マストミ電子株式会社 8150001018845 「女性が活躍する工場」としての品質の向上及び販路開拓

埼玉県 エニーシステム株式会社 6030001102423 多目的双方向デジタルサイネージ「ＭｕｌｔｉＫＩＳ」の広報活動

埼玉県 株式会社コンフォート 1030001082067 肌に悩むエステティシャン志望者向けサロン併設スクール開設

埼玉県 株式会社アネシスコンサルティング 3030001012204 提携キャリアコンサルタントによる中小企業従業員支援事業

埼玉県 株式会社バート 4030001014835 【新商品開発】タイ企業向け賃貸倉庫マッチングＷｅｂサイト

埼玉県 株式会社タカクラ 1030001011554 広報・情報ツールを活用したナイトカバー宣伝戦略

埼玉県 世界商事株式会社 4030001090793 新たな事業機会をつかむための商品開発と販路拡大事業

埼玉県 リストランテ　ピッツェリア　マンジャ － “ピザ作り体験”を通じた自店舗ファンの拡大と２号店への送客施策

埼玉県 高山園 － 自社のオリジナル茶葉を活かした新商品開発とＰＲ活動

埼玉県 バン・ギャオ － スポーツ競技部の合宿にキッチンカーを用いて食事提供を行う事業

埼玉県 株式会社プロジェクト 9030001067515 スマホ表示と車両管理システムを中心としたサイトリニューアル

埼玉県 行政書士服部事務所 － 営業戦略の再構築による新たな安定収入源の確保

埼玉県 合同会社のら 1030003000836 高齢者など新規顧客の獲得のためのメニュー充実と販売促進

埼玉県 株式会社アトリエ 9140002055417 「バズラク」商品価値向上に向けたシステム開発及び認知拡大事業

埼玉県 志水製畳店 － 看板の設置と多様化するニーズに対応するＨＰを更新する事業

埼玉県 ＨＡＩＲ－ＭＩＸ　ＫＡＴＯ － ＨＰ・ＳＮＳを活用した動画によるお顔そりＰＲ事業

埼玉県 株式会社スカイオーシャンズ 1030001034175 営業マンを１人雇ったのと同じ効果が上がる会社ＰＲツールの制作

埼玉県 馬場幸株式会社 4030001024850 羽毛診断講習開催とホームページ作成による顧客の継続と新規獲得

埼玉県 株式会社ＪＭＣ 6030001110418 ＷＥＢを活用した高級外車・カスタム車向け自動車サービスのＰＲ

埼玉県 有限会社志村酒店 9030002068545 マルシェ出店用テント及び看板作成による地元顧客獲得事業

埼玉県 有限会社藤宮製菓 8030002021661 創業６０周年、二人三脚で取り組む「新たな藤宮づくり」

埼玉県 篠田おひさま人事オフィス － 埼玉県内の創業者向け、助成金情報提供サービス

埼玉県 アルスティア株式会社 6030001108354 発達障害児の機能強化に特化した放課後等デイサービス事業

埼玉県 株式会社キルク 3030001050393 ライブハウスと連動したカフェスペースの開店

埼玉県 ウォッシューズ － 子育て世代に優しい汚れや名前書きのある廃棄中古子供靴の再利用

埼玉県 株式会社センターインコーポレーション 1030001103839 環境にも優しい燃料漏れ防止タンクキャップ「ナイスキャップ」の拡販事業

埼玉県 有限会社スガ人形店 1030002073825 海外在住の日本人、外国人への節句人形販売による日本文化普及促進事業

埼玉県 株式会社ジャパンドラッグ 5030001059557 こだわりバイクで若年層へのアプローチを狙った看板の設置

埼玉県 有限会社マルショウ 6030002031142 体験型販売への転換を目的とした店舗改装事業

埼玉県 浅井音楽教室 － 大人のための音楽教室～６０代以上に向けた宣伝強化～

埼玉県 株式会社銀虎 8030001017181 弊社の顔と強みを「見える化」する地域密着受注会事業

埼玉県 株式会社ＡＫ商事 5030001087830 地方に向けた、イルミネーションの販売と施工のＥＣサイトの立ち上げ

埼玉県 有限会社　中屋酒店 6030002118022 老若男女問わず快適ショッピングができる地酒専門店化へ
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埼玉県 有限会社　蔓青園 8030002012776 欧州での真の盆栽の展示・提案ならびに販売拠点の創出

埼玉県 株式会社場創総合研究所 3030001101213 「飲食イベント事業」と「コンサルティングサービス業」

埼玉県 アトリエ３Ｃ＋Ｕ建築設計事務所 － 気密検査＋高気密住宅設計コンサルタント業務への拡大

埼玉県 田村建築設計 － パッシブデザインリフォームによる高付加価値商品の提供事業

埼玉県 Ｂｅｅくろーばー － お出かけ支援アプリで地域活性化事業

埼玉県 ケトル － テラス席設置及び、ギフト商品開発による顧客満足度と売上の向上

埼玉県 株式会社オートエリア 3030001043026 「お客様と共に歩む会社としての告知戦略」

埼玉県 シルクロード株式会社 4050001035581 西域シルクロードにしか採れない名産品の開発と販路開拓

埼玉県 株式会社佐々木工務店 1030001003667 高エネルギー効率と高デザイン性に特化したリフォームの提案

埼玉県 株式会社いとう電器 9030001054331 「あなたの身近な電気屋さん」復活アピール事業

埼玉県 株式会社タテコウエムライン 4030001081355 【暮らしサポートサービス】ＰＲホームページの立ち上げ

埼玉県 有限会社山下商店 4030002031573 自家農園産大豆使用による豆腐類販売強化のための広告・宣伝

埼玉県 有限会社ワンダフル 7030002069603 「エリ伸び仕上げサービス」の開始による新規顧客の獲得

埼玉県 アルソアモーヴ － 美容産業における「エステ付き心理カウンセリング」事業の展開

埼玉県 ＩＴ　Ｔｒｅａｓｕｒｅ － 中・小規模飲食店での占い相性鑑定システムを使った婚活イベント

埼玉県 株式会社おもちゃのこまーむ 8030001114284 海外展開を視野に入れたＣＥ取得とパッケージデザインの改良

埼玉県 Ｌｏｓｆｅｌｉｚ － 商業施設内の新規出店にともなうシニア層への顧客開拓事業

埼玉県 有限会社渡邊酒店 5030002014643 浦和初の角打ち！地域ブランドを活用し新メニュー開発＆設備改装

埼玉県 蕨東口すがや － 外国人向け（観光客・居住者）、日本食の魅力発信事業

埼玉県 土土　（トゥトゥ） － 行田在来「青大豆」のブランド化に伴う新商品の開発、販売

埼玉県 アクセプト株式会社 1030001028136 アクセプトの強みである「バネ技術」を生かした得意先販路開拓

埼玉県 サイタマフォトスタジオ － ・プロ撮影の思い出がネットで買える！一般客の取込みで売上拡大！

埼玉県 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥＡｎｇｅｌ － ＳＥＯとＨＰリニューアルでの新規来店強化

埼玉県 株式会社工房天祥 2030002020454 海外販路開拓及び自社運営ＨＰからの顧客獲得事業

埼玉県 青山裕之公認会計士事務所 － クラウドを活用した次世代型会計事務所の顧客獲得ラインの構築

埼玉県 有限会社飯塚商店 3030002116383 深谷ふかやもやしの商品化のブランド力向上による販促

埼玉県 武州うどん江川 － 新事業形態の構築、及び「深谷ネギ」薬膳うどんの商品化を図る。

埼玉県 ジェラート工房福島四つ葉のクローバー － ナチュラルでヘルシーなクレープの開発とサービス環境の整備

埼玉県 ヘアスタジオ・ＫＡＺＵ － 高齢者・身障者が笑顔になれる優しいサロン作りで販路開拓

埼玉県 訪問マッサージ清水信行 － 地域に根ざした訪問マッサージの普及と広報

埼玉県 ｍｅ　ｌｉｆｅ　ｗｏｍａｎ － 輝き生抜く女性向けセミナーと女性社員教育セミナーの告知事業

埼玉県 株式会社Ｅｐｉｘ 6030001084265 オークション代行で地域の循環型社会の活性化

埼玉県 有限会社大野時計店 9030002116469 最適な“聴こえる”をお手伝いします。補聴器特性試験装置の導入

埼玉県 有限会社大栄窯屋綿店 2030002116896 メンテナンスから販売へ、野立てとチラシで販路拡大！

埼玉県 カフェ花見 － 店内全面禁煙化　女性（あなた）にとっての快適空間を提供します

埼玉県 ブルームヒューマンコンサルティング － コンサルメニューのパッケージ化による「魅せる化×販路開拓」

埼玉県 ＲＯＣＫ　ＣＵＢＥ　ＣＬＩＭＢＩＮＧ　ＧＹＭ － 障害者スポーツとしてのクライミングの普及

10 / 52 ページ



採択者事業者リスト

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 ＡＮＩＹＡ － パッと拭ける手拭具の開発・販路開拓／ポケットバッグの販路開拓

埼玉県 スタークリーニング － 集配クリーニングオリジナル便の地域密着「土日便」ＰＲ事業

埼玉県 マルカミ藤倉株式会社 1030001010845 大型看板設置による知名度アップと既存倉庫改造によるサービス向上

埼玉県 株式会社ワガクリーナース 3030001017335 ラクーンデリバリー号で品質・利便性を訴求し「街に笑顔」を

埼玉県 株式会社アイピーオー 4030001009653 自社農業加工商品のブランディング化及び販売促進

山梨県 株式会社湯村ホテル 9010601030031 新規顧客の獲得・利益向上のためのウェブサイトの更新・製作

山梨県 ＡＣＥ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｌｕｂ － 園児達のテニス強化プロジェクト

山梨県 カフェレストラン　グーテ － 多世代が楽しめるための店舗づくりとメニュー開発による顧客開拓

山梨県 株式会社前田源商店 4090001010143 オリジナルブランド販売用ＷＥＢサイトの開発

山梨県 居酒屋男爵 － 大宴会場の移動式パーテーション設置による個室化で新規顧客獲得

山梨県 株式会社備後 2090001009963 地元から愛される老舗畳店を目指した、広告強化による新規顧客開拓

山梨県 小松工業 － 社名や業務内容をペイントした宣伝カーの制作による受注の獲得

山梨県 めし屋　仙瑞 － 「安心便利！手作り冷凍和惣菜販売による新規顧客開拓」

山梨県 株式会社小林 4090001009706 玉子の自動販売機による直販によって販売単価をアップ

山梨県 株式会社ウインザー 7090001009570 イベントを活用したメンズカジュアル商品広告宣伝事業

山梨県 大森パン店 － 地域コミュニティーと観光客の休憩場所としてイートイン開業による販路開拓

山梨県 有限会社浜っ子よこまち 3090002012412 団体客獲得のための質と空間こだわった、商品満足度の高い飲食店作り

山梨県 株式会社ピースプランニング 1090001007290 伝統工芸の異業種協業による新しいアクセサリーの開発と販路開拓

山梨県 有限会社丸正電器 9090002012613 電器店の技術を生かした新規リフォーム事業による顧客開拓

山梨県 福寿司 － 観光客・若年層の取り込みによる新規顧客の獲得

山梨県 カーペイント工房Ｒｙｕ － トータルサービス認知度向上のための商号改称と広告事業

山梨県 株式会社サカイ 7090001000868 「健康寿命を延ばし医療費削減を目指すサプリメントの販路開拓」

山梨県 ｅｉｇｈｔ－ｐｅａｋｓ － 野生鹿革と印伝を使用した財布・靴の製品開発及び販路開拓

山梨県 ビッグアドバンスサポート － 電力自由化に伴う法人向け電気料金削減アドバイスと新規開拓

山梨県 山崎織物株式会社 1090001010526 富士桜工房ブランド戦略の策定およびストール販売強化

山梨県 株式会社　山宝 9090001000949 インバウンド客、人気キャラクター開発ジュエリーの販売促進策

山梨県 有限会社末木米穀店 7090002001700 「どこに住んでいても、食を楽しめる地域を作る」移動販売

山梨県 甲州農産加工 － 消費者への直販を目指した「温野菜用カット済野菜」販路開拓事業

山梨県 有限会社権正畳店 6090002013052 縁なし畳による需要開拓のための製造体制及び販売強化事業

山梨県 株式会社サイキ宝飾 8090001000850 ハウスブランドの定義拡張による新規顧客獲得プロモーション戦略

山梨県 夢のとき － 夫婦の歴史と未来予想図ノートによる新規紹介客獲得大作戦

山梨県 株式会社槙田商店 2090001010525 郡内織物アイテムの、国内販路開拓のための展示会出展

山梨県 スナックｆｏｏｌ’ｓ － トイレ改修とボックス席の個別化改修事業

山梨県 炭火焼肉みゅうみゅう － 「楽しめて便利なメニュー表」による新たな顧客サービス

山梨県 一草庵・紬 － 蕎麦とワインのマリアージュをＰＲし新規顧客獲得を図る

山梨県 株式会社エクセル 7090001009579 清掃業者に向けた簡易作業の可能な製品試作と評価モニターの実施

山梨県 株式会社Ｒｏｌｌｉｎｇ－Ｃ 1090001005385 「パン工房カフェ」（開発製造工房を併設したカフェ）の開設・運営」
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山梨県 井出醸造店 － アメリカへの輸出開始に伴う売込みと現地事業者との信頼関係構築

神奈川県 有限会社国分寺そば 6021002044977 情報化社会に適合した魅力ある目玉メニュー、デザート作り

神奈川県 クールチエール株式会社 8430001043055 高品質翻訳による「２か国語ホームページ」の作成及び普及事業

神奈川県 有限会社早瀬幸八商店 5021002052816 「減塩ひもの」の商品開発、販路開拓とそれに伴う企業イメージの再構築

神奈川県 小酒部税理士・社会保険労務士事務所 － 「クラウド会計ソフト導入キャンペーン」事業

神奈川県 ＪＥＴ株式会社 8021001017172 ロボットＳＩ事業のＨＰ公示による販路拡大

神奈川県 パティスリー　シェ・イル － 手軽なギフト商材「瞬間冷凍スフレチーズ」の販売強化事業

神奈川県 ｎａｔｕｒａｌ　ｈａｉｒ　ＧＬＡＴＯ － パンフレット設置・サンプルウイッグ展示・ＨＰリニューアル

神奈川県 有限会社オガワ 2021002044758 外販に頼らない親しみやすく明るい店舗づくり

神奈川県 親子カフェジョイ － 店舗の空き時間を有効活用して、子ども達の居場所を提供する取組

神奈川県 有限会社満留賀 6020002100352 天ぷらフライヤーの入れ替え、及び食器棚の作成

神奈川県 有限会社高屋敷工務店 8020002004519 高齢者向けミニ・リフォームサービス事業の展開

神奈川県 株式会社アステム 4020001068766 機能検査オキシメータ「トッカーレ」の販路開拓

神奈川県 有限会社　スドウ工営 8021002050081 「　下請比率減少に向けた、新規顧客獲得における販路開拓事業　」

神奈川県 有限会社　稲村亭 8021002014020 ギフトシーズンに欠品を起こさせないための業務用冷凍冷蔵庫導入事業

神奈川県 株式会社茅木屋本店 5020003000569 ＩＴ技術を活用した革新的ピアノスタジオの運営

神奈川県 有限会社瓔珞 5021002050704 箱根の自然・文化財と一体化した屋外客席と縁結び弁当で販路拡大

神奈川県 株式会社五十鈴 9020001004766 成人式をまるごと行きつけ美容室で～成人式・振袖事業の販路拡大

神奈川県 株式会社ＹＫＭ 6020001104073 看板事業拡大及び従業員休憩スペース確保工事

神奈川県 大川木工所 － 英語版なりわい体験パンフレットの制作

神奈川県 クリーンラボ － 強いニーズの、お風呂の追いだき配管を新技術による除菌・洗浄で差別化。

神奈川県 株式会社ワイズナイア 9021001029448 月謝制ダイビング継続教育システムの展開による販売促進事業

神奈川県 喜立建設有限会社 5021002057526 安心低価格！水まわりリフォーム事業のＨＰによる新規客獲得事業

神奈川県 やまと総合会計事務所 － 事務所の認知度拡大および情報提供の充実

神奈川県 有限会社信濃屋牛山酒店 9021002041162 県内日本酒鮮度管理に伴う冷蔵ショーケース導入事業

神奈川県 着物仕立ひらやま － 実用新案登録商品『ヌレネーゼ』の販路開拓と周知徹底

神奈川県 株式会社ジオウ 1021001054593 駅構内での広告宣伝及び「こだわり具沢山スープ」を商品化

神奈川県 カフェブラン － 猫カフェの顧客増幅の為の宣伝活動

神奈川県 株式会社バイシクルギフト 1020001107683 身近に自転車のある生活を応援プロジェクト

神奈川県 株式会社デジタルストリーム 3021001013201 ＤＳ　Ａｕｄｉｏブランド作りの為の海外展開（販路開拓）活動

神奈川県 有限会社三和楼 8021002014739 和式トイレから洋式トイレへの改修工事による販路開拓事業

神奈川県 有限会社堺堂 4020002089019 補聴器プレ体験コース新設による新規顧客開拓

神奈川県 有限会社ジャルダン 3021002053832 インバウンド対応のメニュー改善

神奈川県 株式会社財産バンク 8020001077160 賃貸マンション所有者向けワンストップ専門サービスの販路開拓

神奈川県 株式会社Ｂｕｒｏｓｓｏ 2021001054270 店内改装（椅子・テーブルの変更、看板工事）による販路開拓事業

神奈川県 横浜Ｔキューブ・スタイル － 法人獲得のための整理収納ホームページリニューアルで社会貢献を

神奈川県 株式会社肴倶楽部 1021001023318 鮪弁当事業の拡充による新規顧客開拓
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神奈川県 ハッピーバーバーマツノ － 理美容業界初の視力回復サポート機導入及びＯＥＭシャンプー開発

神奈川県 将星国際特許事務所 － ＩｏＴ技術に関する特許の新規顧客開拓事業

神奈川県 株式会社グレースクリーニング 3020001047705 地域の不満を解消する高品質なクリーニングサービスの拡販事業

神奈川県 ｔｅｒｒｅ　ｖｅｒｔｅ（テールベルト） － 看板・チラシの活用と英国輸入雑貨＋家具導入による顧客開拓

神奈川県 合同会社ＪＩＮ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 6021003005557 ＩｏＴデモンストレーションＢＯＸ開発製造による販路開拓

神奈川県 小僧寿し　さつき橋店 － 顧客満足度ＵＰ商品の認知度向上による販路開拓

神奈川県 ソフトアシスタンス株式会社 2021001050162 コンテンツマーケティング施策と広告運用による新規顧客開拓

神奈川県 ｍａｎａｂｉｌ株式会社 6120101050190 タイ人向けオンライン日本語教育事業の開始と販売促進

神奈川県 パソコンサポート　パソぴあ － 「写真整理講座」「プログラミング講座」の新規開講で集客を図る

神奈川県 シップスレインワールド株式会社 5021001018090 わくわく体験・手押しポンプデモ事業装置開発事業

神奈川県 株式会社ＷＩＴＨＡＲＴ 5020001108760 ペットの手元供養品のホームページ作成と販路開拓

神奈川県 ＢＡＲ　ＯＮＥ　ＣＯＵＮＴ － 地元客と観光客のコミュニケーションの場の創出による販路開拓

神奈川県 ＡＬＫＵ’ＭＩ － 子供連れママ向けカフェ併設雑貨店による販路開拓

神奈川県 有限会社川田製作所 2021002051523 メタルプリンタを使った新事業での販路拡大とＢｔｏＣへの展開

神奈川県 有限会社大石商店 2021002071348 地元神奈川県産の酒粕・味噌を使った無添加漬け魚の小売販売

神奈川県 株式会社Ｊ＆Ｌ 1021001057159 ナレーション、エディティング、テープ起こし事業の販路開拓

神奈川県 創栄青葉有限会社 5020002064111 昼間の空き教室を利用し、高卒資格取得と、社会で働ける人間作り

神奈川県 株式会社マッシュアップ 7021001051288 桜ヶ丘駅利用者に対する広告と、記念日の演出による販路開拓事業

神奈川県 朝倉屋合同会社 3021003005312 紙媒体とＷｅｂ媒体を利用したＷ販促での新規販路開拓の実施

神奈川県 衣笠仲通鍼灸接骨院 － 美容鍼灸の認知度向上による新規患者獲得および売上増大

神奈川県 ＣＯＮＩＣＡＬ － 顧客ニーズに合う新規商品開発と認知拡大による新規顧客の獲得

神奈川県 株式会社オーケーフーズ 7021001025003 工場併設直売場に向けたオリジナルブランド商品の販売促進事業

神奈川県 ひまわりのいえ － お迎え付き、土日祝日子育て支援事業

神奈川県 株式会社カルチャーライフ 1010001014204 商品メニューおよび看板等の多言語化による新規顧客獲得事業

神奈川県 Ｐｒｅｆｅｒｅｓ（プレフェレ） － 日々更新できるホームページ作成とフライヤー・看板作成による販路開拓

神奈川県 オーガライフプラス － 自社ネットショップの立ち上げとプライベートブランド商品の開発と販売

神奈川県 エムアイストーリー － 「ハンモックピロー」の開発・販路開拓・宣伝広報

神奈川県 キッズショップマリンキャッスル － オリジナル新商品の企画開発事業と情報の発信

神奈川県 定食屋しゃもじ － オリジナル調味料の開発とテイクアウト、通信販売による販路開拓

神奈川県 株式会社リスニ 1021001035759 花粉症対策スプレーの販路開拓

神奈川県 メディサイエンス・エスポア株式会社 3020001076530 酸素と炭酸の力で肌を元気に！オリジナル炭酸ジェルパックの販売

神奈川県 ローゼンボア有限会社 9020002027139 パン用溶岩窯の導入に対応した売場環境の改善

神奈川県 ウクレレで笑顔サークル － ウクレレ体験イベント開催による顧客獲得のための広報宣伝事業

神奈川県 有限会社ムートン 2020002074377 大型タペストリー（懸垂幕）掲示及び照明の改修による新規顧客獲得事業

神奈川県 有限会社富塚豆腐店 8021002032583 「豆腐屋さんのヘルシー弁当」広報周知による販路開拓

神奈川県 十坪ジム川崎 － 認知度向上や入会促進のための顧客の年代に応じた販促活動の実施

神奈川県 合同会社陽翔（わかくさ整骨院） 7021003004806 地域のママを応援！『赤ちゃんの駅』公認店舗の認知度ＵＰ事業
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神奈川県 柳屋呉服店 － 「着物の魅力の見える化と魅力を楽しむ着用機会の創出」

神奈川県 株式会社Ｎ－ｌｉｎｋ 8021001053234 「手作り米粉シフォンケーキ講座」による新規客開拓と固定客作り

神奈川県 イチバンライフ株式会社 1020001048589 積極的な海外展開による美容・健康長寿製品の販路拡大事業

神奈川県 有限会社ハーモニーフレンズ 7020002106415 コミュニティースペースを提供して、来街者、来店者、利用者を増やす

神奈川県 ケアレッチ鍼灸院・整骨院 － チラシ、ＰＰＣ広告、看板設置によるトータルケアコースの普及

神奈川県 ハートインコーポレーテッド － ＯＢＤスキャンツールによる故障情報の収集とＰＲによる販路拡大

神奈川県 Ａｒｔ　Ｌｏｕｎｇｅ　Ｓｉｋｉｂｕ － アートラウンジとしてのブランド確立による販売促進事業

神奈川県 ウチヤマデザイン株式会社 5020001072065 台湾市場向け小型プレジャーボートの開発・販路開拓

神奈川県 オヤマダイニング合同会社 5021003004502 キャラクター菓子の製造販売における設備投資および販売促進事業

神奈川県 ディーワークス株式会社 3021001010165 ご自宅に訪問して行うタイヤ交換業務の販路開拓

神奈川県 鎌倉土鍋ご飯ｋａｅｄｅｎａ － ディナー営業への業態変更による販路開拓事業

神奈川県 ウミネコ喫茶店 － 喫茶店と雑貨カフェの２つの店が地域へ向けて行う新サービス

神奈川県 フジラボ － 安定した顧客獲得のためのホームページ作成事業

神奈川県 行政書士枡形山法務事務所 － 宅建業兼務の行政書士による不動産相続ワンストップサービス

神奈川県 株式会社ビーキャット 8021001033475 機能性液晶フィルムＫａｓｍｙの市場開拓による経営革新計画の実行

神奈川県 アンサー・コミュニケーションズ株式会社 4021001033388 クラウドサービスの開発・販路拡大

神奈川県 株式会社森の恵 8020001058243 木の家づくりを学ぶ森林体験ツアー

神奈川県 株式会社アイ・エス・オー 2020001036527 起業家発掘と成長支援のためのＰＲ動画制作及びＷＥＢ広報事業

神奈川県 ピラッジオ － 横浜初！バレエを取り入れたフィットネスバーレッスン導入のＰＲ

神奈川県 Ｃｈａｔａ（チャタ） － 改良版『着せ替えチェーンリングカバー』の販路開拓

神奈川県 有限会社スクランブル 9020002102775 神奈川発の伝統製法の眼鏡造りブランドと工場を欧米にＰＲする

神奈川県 パティスリー　グランディール － 店舗入り口の改装及び手土産商品の開発・販売促進

神奈川県 合資会社加藤兵太郎商店 3021003002276 既存製品の販売促進と新しい高価格路線味噌の発売

神奈川県 いしづかこうしｆ＊ｗｏｒｋｓ － 「いけばなで共感力アップ講座（法人向け）の販路開拓・販売促進

神奈川県 株式会社フリップアップ 8021001016703 「ざまりんメモブック」で地域活性と自社ＰＲ

神奈川県 有限会社箱根丸山物産 1021002050724 インバウンド需要で売上拡大を図る「外国人向け寄木細工のＰＲ」事業

神奈川県 有限会社杉本園芸 1021002052150 簡単見積りアプリで売上拡大を図る「植木剪定・造園事業」

神奈川県 株式会社ナガオシステム 5020001093400 海外市場の顧客獲得、認知度向上、販売チャネル確保。

神奈川県 Ｃｏｚｙ　Ｐｌｕｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅ 5021001018974 時代に求められるインターネット環境の構築と新商品の営業による販路の開拓。

神奈川県 株式会社リンクジャパン 7020001107315 スマートハウスデバイスの広告宣伝・販路開拓

神奈川県 イーキューデザイン株式会社 2020001107393 営業プレゼン用プロモーションビデオの制作・販路開拓

神奈川県 ＢＡＲ　ＴＨＥ　ＴＩＰＰＬＥ － 店舗の高級感を向上させる店内改装及び店舗ＰＲによる販路開拓

神奈川県 株式会社Ｐｌａｎ　ｔｏ　Ｃｒｅａｔｅ 4020001110453 介護タクシー情報サイト「介護タクシー案内所」の制作

神奈川県 Ｃａｒｖｉｎｇ　ｐｌｕｓ　カービングプラス － 遠方の方も学べるカービングアレンジ通信教育事業の構築・展開

神奈川県 はなごよみ（花時） － 地域に愛され親しまれるお店へのイメチェンリニューアル

神奈川県 山形屋 － 店舗照明のＬＥＤ化（照度アップ）による販路開拓

神奈川県 株式会社エリアコンシェル 2021001058627 ムスリムの訪日を支援する日本ＰＲサイトの構築

14 / 52 ページ



採択者事業者リスト

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

神奈川県 株式会社高橋製作所 4020001068064 ＰＲ性の向上による新規メーカー・個人ユーザーの開拓

神奈川県 有限会社和心亭豊月 4021002050713 「芦ノ湖の一望の大人宿和モダン演出で客室空間向上事業」

神奈川県 株式会社コバヤシ精密工業 3021001030997 国内外における固定翼無人航空機向けエンジン販路開拓事業

神奈川県 小田原鉱石株式会社 3021001056448 サービス向上と商圏拡大による販路開拓の為の現地分析事業

神奈川県 きずな株式会社 8020001092977 設備交換による居心地・効率改善と広報強化による集客力向上

神奈川県 株式会社メイクリーン 5020001058056 ベッド脇に置ける介護用水洗トイレ「水洗おまる」の開発・販売

神奈川県 和田ストアー － 低価格・手作りでおいしいと評判の弁当の広告入りテントによる訴求拡販事業

神奈川県 株式会社舵屋 6021001052452 「食のバリアフリー化」による訪日外国人観光客への販路開拓

神奈川県 Ｓｐｅｌ － キャリア女性が輝く、新しいウェディングドレスの開発と販路開拓

神奈川県 ＧＬＡＳＳＩ － ヘアケアブランドの導入に伴い、新商品と新メニューの販路開拓

神奈川県 子どもと大人のための音楽室 － 音楽で子育て支援「音楽発達心理士」養成認定講座　販路開拓事業

神奈川県 ＣＩサポート行政書士事務所 － 電子システムの導入で「お客様の時間と労力を削減」

神奈川県 株式会社ＴＥＬＡ企画 2020001050726 馬旅の新規顧客獲得及びブランド化のための営業ツール整備

神奈川県 株式会社　動栄社 1021001057720 霊園改修及び看板設置による新規顧客獲得事業

神奈川県 有限会社廣志屋 6021002050744 五郎稚児饅頭の機械盤作成による個包装化と販路拡大事業

神奈川県 株式会社コッチ 9030001104870 プロモーションビデオ作成・拡散による販売促進

神奈川県 有限会社風林堂製菓 2021002027886 オーダーメード「ぷりんたぶるせんべい」受注Ｗｅｂサイトの開設

神奈川県 株式会社ウォークライド 6021001048970 ウォークライドフレーム販売網立ち上げ事業

神奈川県 Ｋ．Ｌ．Ｔ　ｅｎｇｌｉｓｈ － ベビーやキッズを対象とした英会話教室事業拡大

神奈川県
株式会社ＬＵＮＯ　Ｄｅｓｉｇｎ（ルーノデザイ
ン）

9020001113765 競合大手に負けないレンタルシステム構築による地域顧客の開拓

神奈川県 株式会社ファウンデーションズ 3010001128803 育毛カテゴリのヘアケアライン開発及び・販路開拓

神奈川県 有限会社岩下書店 2020002007527 主に法人顧客に対する復刻版浮世絵の販路拡大事業

神奈川県 株式会社保証防水工業所 3020001015983 屋上防水エアーコントロール工法の販路開拓事業

神奈川県
さくら鍼灸マッサージ療院　ＫＥｉＲＯＷ鎌
倉東ステーション

－ 高齢者見守りサービス導入とメニュー拡充による販路開拓

神奈川県 有限会社昔の味たまご農場 4021002024725 味、品質、安心にこだわりぬいた昔の味たまご新規販路拡大活動

神奈川県 有限会社双葉樹脂 1021002048677 アミューズメント関連樹脂部品の販路拡大

神奈川県 横浜　桜酒亭 － 日本人・外国人向け蔵元見学ツアーによる販路拡大と地域活性化

神奈川県 有限会社小林植木 2020002088897 需要が増す「自然風剪定」の法人及び一般家庭向け受注強化事業

神奈川県 株式会社ＭＹ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 6020001095420 認知度向上と来店客数増加のための専門誌広告の展開

神奈川県 Ｓｈｏｒｔ　Ｔｒｉｐ － インバウンド・在日外国人に向けた販促物などによる販路拡大

神奈川県 株式会社ゴッチ 9020001113988 会社ホームページ（ネット販売、動画配信チャンネル）の開設

神奈川県 有限会社ワークプラス 5021002019798 お客様に感動を与える梱包代行、文通代行サービスの提供

神奈川県 うおたま＆くうかい － 新規顧客獲得及びリピーター客増大を目指す店舗整備

神奈川県 株式会社山田朱織枕研究所 5021001017761 「整形外科枕」のセルフ計測販売

神奈川県 みそら行政書士・社会福祉士事務所 － 団塊世代の高齢化に対応するコミュニケーションスキル教材のＰＲ

神奈川県 フランス菓子・料理教室Ｅｉｋｏ　Ｍｏｒｉｔａ － 元町の蜂蜜を使った元町新名物‘元町フロランタン’開発計画

神奈川県 株式会社ディサプライング 9020001105960 ワイヤレスモジュールユニット新規開発による商品拡充と販売チャネルの多様化
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神奈川県 Ｌａｔｔｅｒｉａ　ＢｅＢｅ　Ｋａｍａｋｕｒａ － チーズ生産拡大の冷蔵冷凍庫導入・ネット販売システム構築事業

神奈川県 合同会社中村 1020003009408 バイクガレージ用シェロープレート導入による販路開拓

神奈川県 株式会社メタルチップ 4021001055993 切粉を噛み込まない新型スラットパンの事業化

神奈川県 株式会社ＡＣＷ－ＤＥＥＰ 4020001100041 新規ＶＲシステム販路開拓のためのプライベートショー開催

神奈川県 レッドサン株式会社 7021001046032 新発想「すっきりクリン」による販路拡大

神奈川県 有限会社サロン・ド・ミュー 6021002016992 チラシ作成、ポスティングによる集客

神奈川県 ムーンプリント（鎌倉はんこ） － 鎌倉限定ご当地木製はんこ、木製札キーホルダーの製造販売

神奈川県 株式会社コッコランド 5021001045044 スタント型ＬＥＤ看板設置による新規顧客開拓事業

神奈川県 株式会社渡邉園 8021001026132 若いお客様や新しい住民を掴む為の新商品開発及び広告宣伝

神奈川県 ひまわり接骨院 － 地域で増えている腰痛・坐骨神経痛に特化した腰痛施術の販路開拓

神奈川県 オンタナ旅行株式会社 7020001098975 ホームページ上でお客様が簡単に会員登録ができるシステムの構築

神奈川県 ａｐｌｉｃｉｅ　～アプリシエ～ －
ウォーキングレッスンの更なる充実と告知、そして、商品の販売促進強化による新
規顧客

神奈川県 コドモヲトル　コドモトトル － スイミング教室水中撮影による販路開拓

神奈川県 くぅ株式会社 9021001053126 ゆとりある空間で親と子が楽しむワークショップ

神奈川県 株式会社ワールドアップ 6021001039805 顧客満足度の向上によるリピーター客増大、及び客単価向上の実現

神奈川県 Ｔｒａｕｍ － 自動車故障診断機の販路開拓

神奈川県 株式会社トモエレクトロ 1021001015595 精密電子回路の設計・試作・量産ワンストップサービスの販路拡大

神奈川県 ライフ　リテラシー － 販路拡大のための「出張授業の全国展開」と「パンフレット制作」

神奈川県 第一フォーム株式会社 6020001054376 発泡スチロール製品の販路開拓と自社発信ブランドのＰＲ・拡販

神奈川県 ショセット建築設計室 － 設計事務所の考えるオーダーキッチン開発・展示と販路開拓

神奈川県 株式会社ＢＲＥＣＥ　（ブリース） 2020001049735 自動車電装品パーツ及び印刷技術による新商品の開発と販路拡大

神奈川県 株式会社Ｚａａｋａ　Ｖｉｎｃｅｎｔ 2010701030961
フランス進出のための展示会への出展及び国内の潜在顧客の発掘並びに販路
拡大事業

神奈川県 ピッチワン － 集合住宅を対象にした生ゴミ堆肥の普及と生ゴミ処理機の販路開拓

神奈川県 アジアンコネクション株式会社 6021001024501 百貨店出店等のチャネル拡大に向けた、新商品開発と国内生産体制の整備

神奈川県 株式会社ヨコスカアグリファミリー 5010701017089 横須賀野菜をブランド化！　希少野菜の生産による販路拡大事業

神奈川県 Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｇｕｉｔａｒ　Ｓｑｕａｒｅ － オリジナルギター販促拡売計画

神奈川県 株式会社Ａｎｉｍａｌ　Ｌｉｆｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2020001048365 ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ事業化による販路拡大に向けたサイト構築

神奈川県 ＥＣＣジュニア笠間２丁目教室 － 新規入学者獲得、併行受講促進及び在籍生満足度向上の実現

神奈川県 株式会社アサイ・エンジニアリング 9020001058135 ＷＥＢとセミナーを活用したロボットの宣伝と設計受注の新規獲得

神奈川県 株式会社新和ビルド 2020001105793 『Ｖｉｖｉｅｎｄａ　Ｓｔｙｌｅ』販路開拓

神奈川県 つぼみ整体院 － 【整体と体操を融合させた根本回復メニューの販路開拓】

神奈川県 株式会社ＫＧカンパニー 8020001106638 「美味しい和食を香港・台湾の人にお届けしたい」実現事業

神奈川県 株式会社ままのわ産後パートナーズ 4020001113984 産後サポート事業の企業契約プロジェクト

神奈川県 株式会社銀の鈴社 9021001010837 古民家店舗を活かした自費出版部門の強化と差別化による販売開拓

神奈川県 合同会社らしく 8020003010747 農業体験型放課後デイケアサービスで障害者雇用の拡大を図る

神奈川県 株式会社ＭＥＭＯテクノス 8021001016868 純和風高級真空管アンプ彩ＡＹＡの「海外」販路開拓

神奈川県 湘南工営株式会社 6021001010724 外構と植栽の一体デザインを女性目線で造り上げる新たな外構事業
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神奈川県 かげつカフェ － 湘南ベルマーレフットサルチームの応援フードの開発と販路開拓

神奈川県 株式会社菜の花商事 9021001023459
弊社オリジナル商品！トーチガスバーナー取付　遠赤外線発熱端子（特許申請
中）の拡販

神奈川県 ＡＯ　入試プロ － 神奈川県で唯一、ＡＯ・推薦入試に専門化した個別指導塾の販路拡大

神奈川県 有限会社　オフィスマルクラ 8021002062309 新規顧客開拓のためマグネット広告の配布及びｗｅｂサイト制作。

神奈川県 ＫＩＴ　ＨＡＩＲ（キット　ヘアー） － 新規顧客層開拓のため、高機能設備導入によるエステメニュー強化事業

神奈川県 株式会社Ｂｅ－Ｓｉｄｅ 9021001056838 住まいづくりと働く場づくりの相談窓口事業の販路拡大事業

神奈川県 エムテックスマート株式会社 6020001061348 営業ツールのグローバル化による世界のＬＥＤマーケット獲得

神奈川県 つかさゴルフアカデミー － ジュニア・若年層の生徒募集のためのＨＰ作成・ゴルフクラブ購入

神奈川県 有限会社ほさか工業 2021002004522 セラミックス製アクセサリーにおける販路拡大

神奈川県 有限会社横山理容 9021002012394 メニュー拡大で新しいバーバーショップスタイルを湘南から発信

神奈川県 株式会社木津潤平建築設計事務所 9210001002404 カフェ付住宅や環境に優しい住宅の地元顧客獲得のため販路開拓

神奈川県 ラウレア建築工房 － ハワイアン・コア・ウッド専門家具の広報活動を行った販路開拓の実施

神奈川県 株式会社横浜セラミーチェ 7020001061529 ドバイにおけるオリジナルの瀬戸物商品の販路開拓事業

神奈川県 株式会社マリジェムス 3020001058041 新規顧客獲得及びレンタル事業紹介の為のホームページ再作成

神奈川県 株式会社中駒織物 2012301009551 海外展示会出展等事業及びＨＰ作成による広報力強化事業

神奈川県 株式会社ヒートグループ 5021001044418 新商品ヘルメット調整キットによる二輪車販売店への販路開拓事業

神奈川県 株式会社旅コレクション 5021001007639 完全オーダーによる海外旅行者向けホームページによる新事業展開

神奈川県 珈琲豆香房オハナ － カフェインレス珈琲の新商品開発による「妊婦さん・年配者」への販路開拓事業

神奈川県 ココライフ株式会社 1021001057464 従来方式にＩＴでメス　『売上伸ばす・工数減らす・人材増やす』　３プラス事業

神奈川県 ＧｒＡＳＰ株式会社 2020001109241 ココス和果？お見知りおき下さいキャンペーン。トポス和果です。

神奈川県 株式会社　ティーグレース 5021001057923 日本初上陸のオーガニックティー「Ａｒｔ　ｏｆ　Ｔｅａ」の販路開拓とブランド確立

神奈川県 株式会社ＩＴサポート 7010801022367 海外部品メーカーの製造する互換品の輸入販売促進事業

神奈川県 三橋豆腐店 － 案内看板と駐車場整備による来店頻度の増加と新規顧客の獲得

神奈川県 株式会社オールデコ 5020001112671 生花事業　ＨＰ／チラシ活用による個人顧客開拓と雇用確保

神奈川県 鎌倉彫二陽堂 － 寺院への仏具専用カタログとＨＰ制作による販路開拓

神奈川県 株式会社クリアリンクファーム 9010001138549 お客様の要望に応じた決済システム及び贈答用対応した販売促進

神奈川県 Ｒｅｐｏｓｅｒ（ルポゼ） － シニア専門出張パン教室とパン作りも取り入れた介護食教室

神奈川県 本家鎌倉 － 新商品「美のスッポン」のダイレクトメールに送付による販路開拓

神奈川県 株式会社公誠社 3021001054864 潜在的顧客地域に集中的広告宣伝・ＨＰリニューアルで具体的顧客獲得。

神奈川県 株式会社エブリィ・ウィン 3021001029305 新たな和装着用の機会を提案し、着物体験イベントにて提案する販売促進事業

神奈川県 株式会社和らく 6021001010699 和文化体験型「お点前ｃａｆｅ」事業による外国人観光客を含む新規顧客の開拓

神奈川県 ＧｒｅｅｎＧｌｏｂａｌＣｕｌｔｕｒａｌＳｈｏｐ合同会社 1021003004877 「生け花ワークショップ」の改革と充実と販路の開拓

神奈川県 有限会社タクト 1021002061993
住宅開口部リフォームへの特化と「プラス１トーク」の実践（＊他にお困りごとはご
ざい

神奈川県 株式会社ツナグプロジェクト 9021001018797 自社製木製玩具のリニューアルに伴う公式サイトのリニューアル

神奈川県 スタイル・ジャパン・アソシエイツ － 日本酒販売事業の外国人向け販路拡大事業

神奈川県 株式会社ソイプランニング 4011101056348 バレエ公演チケット予約時の顧客情報を販促に活用する事業

神奈川県 トラットリアフォッセッタ － グラスワインの拡充による差別化と販路開拓。
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神奈川県 有限会社蟻塔 6020002069778 画像処理技術を展示会に出展することによる新規顧客開拓事業

神奈川県 一級建築士事務所Ｂｏｉｓ設計室 － 周辺地域での認知・集客ＵＰによるリノベーション物件受注拡大

神奈川県 株式会社　七福 6020001062214 横須賀の高齢者を筋力トレーニングで元気にするデイサービス

神奈川県 株式会社ＳＨＡＲＥ　ＳＵＲＦ　ＲＯＯＭ 4012001058625 サーフショップの店舗改装とＷｅｂ通販強化による販路開拓の強化

神奈川県 株式会社女神パン 7380001001481 ギフトセット開発に伴うＨＰの制作と販路開拓

神奈川県 ｗａｒａ　ｎｏ　ｂａｇ － 地域特産のドライフルーツ等開発による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ジーエーシー 9320002004685 地域の食文化向上の第１歩としての熟成肉テイクアウト販売事業展開

神奈川県 パレット － 「おそうじ弱者」向けメニューの開発及び販路開拓

神奈川県 株式会社神奈川建築職人会 4020001040097 商品型住宅の提供開始で、新築住宅市場への販路拡大

神奈川県 株式会社０１ハピネス 5021001056454 店長の出資県をテーマに地域資源活用居酒屋の顧客層拡大

神奈川県 ｉ－Ｓｔｙｌｅ － 鍼灸指圧マッサージ整体における状態可視化サービスの販路開拓

神奈川県 木村誠司マンション管理士事務所 － ３マンション管理士の共同ＨＰ・リーフレット制作による顧客獲得

神奈川県 ＢＩＢＩ － 着物作家や工房とのコラボレーションによる販路開拓

神奈川県 ＢＡＲＩＥＴＡ － カフェスペースの拡大、新商品による販路開拓

神奈川県 有限会社協和タイヤ商会 7020002007885 タイヤ診断のシステム化、迅速化による新たな販路の獲得

神奈川県 株式会社Ｉｃｈｉｇｏ 8021001057879 障がい児が将来、ＩＴスキルを武器に就業するためのＩＴ教室増設

神奈川県 合同会社宮川リゾート 8021003005605 来客数を増やすための、ベーグル店舗の客席設置、トイレの整備

神奈川県 Ｓｔａｒｓ　Ｓｍｉｌｅｙ株式会社 8020001096920 世界に通用するチアダンスチーム【グローバルチア】の発足

神奈川県 ＴＯＲＵ　ＳＡＩＴＯ　Ｂｅｓｐｏｋｅｓｈｏｅｍａｋｅｒ － ウェディングシューズのオーダーサービス

神奈川県 有限会社セレクテッド 8020002073638 各種バイクパーツの販売促進及び整備事業のＰＲ

神奈川県 株式会社麦風堂 9020001111570 金沢文庫発地元クラフトビールを盛り上げよう

神奈川県 Ｎｏｖｏ　Ｏｐｔｉｃｓ（ノヴォオプティクス） － 高精度な特注光学部品のワンストップサービース

神奈川県 Ｌａ　ｖｉｅ（ラ・ヴィ） － 新業態「貸切パーティー」による新規顧客獲得事業

神奈川県 オクダスタイルサーフィング － 大型レジャー店舗からの業務委託による販路開拓

神奈川県 ペット・ナチュレ － ペットサロンの新しい形。健康志向の強みを活かした販路開拓

神奈川県 ＩＮＤＩＧＯ － 認知度を向上させ、個人客の獲得し売上の事業基盤を構築する事業

神奈川県 ｍｏｍｏ－ｆｕｋｕ（モモフク） － 訪日外国人観光客に向けた「和風お土産プチギフト」の販売

神奈川県 クォーラ株式会社 1020001113194 ヘルスツーリズムの振興と「ゲストハウス事業」スタート広報活動

神奈川県 株式会社春光 1021001032178 ネット環境のない６５歳以上のお客様へのパンフレット配布事業

神奈川県 株式会社哲英 1020001105167 新事業として小規模工務店のプレゼンテーション支援サービス開始

神奈川県 Ｍｏｒｉ　Ｎｏｔｅ － 高齢者施設におけるアロマテラピー導入事業

神奈川県 美キャリア・ラボ － 新ターゲット層「企業で働く女性」の獲得と客単価向上の実現

神奈川県 ビストロ　ル　ブルジョン － 店舗改装による顧客満足度向上と物販事業による販路開拓

神奈川県 株式会社マナコーポレーション 3021001047991 女性の社会進出・社会復帰を促す「講師養成」事業で販路拡大

神奈川県 日本料理都家 － 日本料理ならではのおもてなしによる販路開拓とリピート率の向上

神奈川県 高月京子 － ベビー＆キッズ服、ギフト向けオリジナル商品販売事業

神奈川県 株式会社利根川コーポレーション 2020001111255 小中学校向けプログラミング教材の普及と関連サービスの提供
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神奈川県 有限会社リンクコンサルティング 4021002015971 金融リテラシー向上施策、全方位マネーセミナーによる販路開拓

神奈川県 株式会社コマヤシュー 9021001009739 新規パターンオーダーシステムによる紳士靴の製造販売事業

神奈川県 音楽教室ＩＲＯＨＡ － なんちゃってウクレレ教室の実施

神奈川県 馬車道大かわ　大川　和彦 －
ショップカード・メニューブック・利き酒会ご案内リーフレットの制作、ホームページ
の

神奈川県 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｌｉｎｋ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 5020001110007 訪日外国人と日本の食を繋ぐポータルサイトの構築

神奈川県 株式会社コーストプラン 5021001031531 病児対応シッター派遣認知向上事業

神奈川県 株式会社ＦＯＯＤ　ＢＲＡＮＤ　ＰＲＯＪＥＣＴ 4021001052834 オリジナル商品開発とＥＣ販売や卸販売用ＰＯＰ等作成の実施

神奈川県 合同会社ウッドワークス 1021003003664 日本の技術を海外で販売、ログハウス設計業務拡販事業

神奈川県 有限会社プレスコット 9020002084956 伊勢の型紙を使用した鞄・小物等の新商品拡販事業

神奈川県 株式会社ベルカ 1020001086795 コンテンツ解析ツールの企画・開発

神奈川県 株式会社ブラスト 1020001086151 簡易型細胞イメージング装置の製造販売

神奈川県 ドルフィンスルー株式会社 4021001049806 グラフィック広告制作事業への新規参入

神奈川県 株式会社五大食品 6021001053211 地元産の食材で作る限定プレミアム弁当の販売促進事業

神奈川県 ＧＲＡＣＥＩＩ － 高所得の高齢者をターゲットとした客単価の向上

神奈川県 株式会社スタディパーク 8021001046873 「教育の機会均等」を実現する学習塾への子供送迎サービスの提供

神奈川県 合同会社ｍａｙｕｎｏｗａ 5020003009651 絹の国、日本発の美容法「絹美容」のプロモ―ションと海外展開

神奈川県 ＷＡＴＯ（わと） － 鎌倉の外国人観光客向け土産／製品・パッケージ展開した販路拡大

神奈川県 若杉公認会計士事務所 － 会社の廃業支援サービス（出口計画策定）の開発・販路開拓

神奈川県 ルナフェイズ － ママ向けの出張アロマオイルマッサージの販路開拓

神奈川県 株式会社桐山化成 4020001006098 ポルトガルのフィリグラーナの輸入販売

神奈川県
アロマテラピー＆トータルケアサロンＡＮＧ
ＥＬＩＱＵＥ

－ 店舗及びアンチエイジングボディコースのＰＲによる新規顧客獲得

神奈川県 有限会社光巨プロジェクト 2020002064262 新商品開発事業と販路拡大事業

神奈川県 セイザブロウ株式会社 6021001057286 シンガポール商談会からはじまるアジア市場本格進出事業

神奈川県 株式会社大槻工房 1020001109119 新顧客開拓！大槻工房バリヤフリー化新装開店　彫金ガラス教室

神奈川県 有限会社飯田コンニャク店 8021002030711 伝統バタ練製法で差別化したこんにゃくの販売促進

神奈川県 株式会社湘南ＤＩＶＥ．ｃｏｍ 8021001010607 近年拡充した独自サービスをアピールするＷＥＢサイトの構築

神奈川県 株式会社ウェルケアサポート 7020001103603 看護士と精神保健福祉士による同時訪問看護サービス認知向上事業

神奈川県 黒沼食品有限会社 7020002014064 「そばくろ」ホームページによるブランディングと新規顧客獲得

神奈川県 有限会社海守匠 8350002008783 高齢者も「安心して楽しめる」ダイビングで販路開拓を実現

神奈川県 ＳＰＩＣＥ　ｎｉｎｅ － 顧客獲得の為の販促事業と客単価向上の為のメニュー表作成。

神奈川県 アトリエｃｏｂｏｚ － こどもプログラミング教室の全体構想開発、教材開発、運営実施

神奈川県 Ｉｄｅａ　Ｓｔｙｌｅ株式会社 1020001098007 「サービス・製品紹介ポータルサイト」構築による販路拡大事業

神奈川県 クビニック － ホームページ・リニューアルとＰＰＣ広告による整体院販路開拓

神奈川県 株式会社ｉｆｏｒｃｅ 5012001045564 スマホ視聴で自宅レッスンができる「加圧スタジオ袋井」オープン

神奈川県 ＹＵＳＡＮ － 美食の国フランスでの販路開拓における、「本当の和食」体験型展覧会の開催

神奈川県 株式会社ＢＥＥＶＡＬＬＥＹ 1020001112246 女性の活躍の場を拡げる革新的ＷＥＢサービス事業の展開

神奈川県 合同会社ｍｏｔｏ－ｂｏｘ 3020003010413 地域の「御用“効き”」鍼灸治療往診複合サービスで販路開拓
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神奈川県 株式会社オフィス樹エージェンシー 7020001091476 世界初のオカリナ用弱音器と関連商品の販路開拓ならびにサービス拡充

神奈川県 株式会社ローカルフード 5020001098077 高齢者の低栄養を解決する野菜加工品の開発及び持ち帰り需要獲得

神奈川県 からあげ専門店すごいっ手羽 － 子どもから地域世帯の中食ニーズを取り込む唐揚専門店の販路開拓

神奈川県 食楽ＢＮＳ株式会社 9020001097637 食物アレルギー事業を防ぐ加工品の開発及び給食食材卸の販路開拓

神奈川県 パティスリーラシュニーユ － パティシエの技が光る、お菓子屋さんのかき氷の販売

神奈川県 ハコネット株式会社 4021001035293 ホームページ０円制作による事業者支援

神奈川県 有限会社　松井工務店 5021002045646 バリ風屋上庭園モデルルームを使った住宅新築見込客の獲得

神奈川県 ＢＡ合同会社 3021003005196 涙の遺言、エンディングページ制作サービス

神奈川県 ホリスティックセラピーＣｏｃｏａｎ － セラピストに向けた妊産婦ケアスクール事業の販路拡大

神奈川県 株式会社企画室創希 6021001047790 プロモーション動画の制作代行サービスにおけるサンプル動画制作

神奈川県 クレイン不動産流通株式会社 7020001103413 【　独特な情報表示の賃貸物件掲載ホームページを作成し集客増を図る　】

神奈川県 豊国屋 － 食の学習会・味噌づくりワークショップのできる店舗への改装

神奈川県 行政書士オフィス天晴 － 「納得」「安心」付きの医療法人設立申請代行のウェブ集客事業

神奈川県 ハンドキュアエリール － ネイルケアが特徴のネイルサロンの認知度向上と新規顧客獲得

神奈川県 有限会社　ＯＣＥＡＮＳ 4021002070661 ネイルコーナー開設で新需要（外国人客）を掘り起こし

神奈川県 小田原さかなセンター株式会社 4021001033545 自社に誘客するための「早川みなと商店会回遊」マップの作成

神奈川県 ダイキチきんぎょ － 古民家風店内への統一感のある店内改装とアナログ・デジタルの新規販路開拓

神奈川県 鎌あいな － 広告と街頭看板による視認性向上での販路開拓の実施

神奈川県 株式会社プロツール 2010901024904 美顔鍼のサービス向上と広告による新規顧客の開拓

神奈川県 株式会社寿福 1021001040569 外国人観光客をターゲットとした看板製作と観光リーフレット作成

神奈川県 株式会社ワイエスワンカンパニー 3021001040567 地産地消メニューのデリバリーサービス体制の構築

神奈川県 有限会社オフィス参六 8020002055116 トランクルーム広報事業

神奈川県 星野裕司 － 「若手・二代目経営者経営力向上プログラム」による中小企業支援

神奈川県 株式会社ＬＦ　Ｄｅｓｇｉｎ 9021001056302 日本初上陸オーガニックベビーフードＨｏｌｌｅの販路開拓

神奈川県 株式会社ＧＳジャパン 4020001114306 特殊成分と匠の技術で製造する美容液とクリームの販売事業

神奈川県 株式会社ＲＧＢ 3021001049889 ＬＥＤ電装用アルミチャンネルサイン商品開発・販路開拓

神奈川県 ヘアーサロンすずき － 女性客の新規集客とリピートのための店舗改装とチラシ広告

神奈川県 ルーイー － 冷蔵で３～５日保存可能な作り置きメニューの開発による販路開拓

神奈川県 有限会社ポパイ・アンド・オリーブ 5021002006078 訪日ムスリム観光客向けハラールフード（和食を含む）事業

神奈川県 あきさわ園 － 農園発！箱根から世界に向けて新商品提案プロモーション

神奈川県 株式会社メディカルプロフィット 5020001110031 助成金を併用した女性の就業支援（人材紹介事業）の展開

神奈川県 オーキッド株式会社 1021001010456 東京オリンピック開催需要を取り込むホームページの多言語化事業

神奈川県 アトリエ　えふ　トキオ － 着物リメイク商品海外販路拡大のためのサンプル及びＨＰ作成

神奈川県 ｓｌｏｗ　ｌｉｆｅ　ｓｔｙｌｅ　ｓａｌｏｎ　ｃｏｒｏｎ － 産後メニュー強化のための施策　販路開拓のための施策

静岡県 株式会社正明堂 9080401013130 オム二チャネル化戦略による新規顧客獲得の仕組み確立

静岡県 株式会社マクルウ 9080101012374 コンペグランプリ作品の量産化及び展示会出展による販路開拓

静岡県 ＱＵＡＬＩＴＹ３ － ケアとトレーニングによる顧客参加型根本治療と販路開拓の達成
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静岡県 株式会社暁 8080001019826 ホームページ開設によるドローン業務の販路開拓と新規顧客獲得

静岡県 株式会社ビューティースタイルス 5080101018821 パーソナルストレッチサロンとヨガスタジオの認知向上と集客

静岡県 岩田塗装店 － 高機能塗料を使用した新規顧客獲得プロジェクト

静岡県 美容院ＯＮＬＹ　ＨＯＰＥ － ５０００人のお客様をハッピーにするＯｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅサービスの提供

静岡県 有限会社みずの加工 3080402007987 工具内製化による製造工程スピードアップと取引先への提案力強化

静岡県 株式会社天象堂 2080401003328 団塊世代を応援する貸し画廊再開に伴うトイレ・洗面所の改装

静岡県 学研ＣＡＩスクール沼津校 － アクティブ・ラーニングモデルの教育機関へ～小・中英語部の新規開講

静岡県 株式会社ベースライン 4080001019747 １０㎡で叶う自分だけのわがままな空間づくり～スモールハウス～

静岡県 有限会社空間工房匠屋 8080102017646 地域密着・地域貢献を強化する為の環境整備

静岡県 デザイン工房　雫 － 障碍者のブライダルを支援するデザイン事務所の新規顧客開拓

静岡県 阿知ヶ谷ベース － 『シニア向けメニューのＰＲで平日集客アップ』

静岡県 カメヤマ電器株式会社 5080001001101
住宅事情に配慮した家電選びから設置修理、お困り事にも対応できる頼れる電気
屋さんの

静岡県 有限会社アヴァンス 9080102012638 業務効率化によるロスカットを徹底し適正価格での住宅販売の実現

静岡県 リラクゼーション・サロン風薫 － 本格ヘッドスパに必要な機器の導入とパンフレットの作成

静岡県 有限会社ハナムラコーポレーション 1080402017609 回転率向上・品質安定化の為に厨房機器の導入

静岡県 掛川みなみ園 － 認可外保育所から小規模認可保育所に移行の為の内装工事他

静岡県 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　ＰＯＷＡ　ＰＯＷＡ － 国産小麦１００％の食事パンのネット販売（ＨＰ）事業

静岡県 掛川クリーニング株式会社 4080401014257 高性能不織布での包装サービスの提携と、高齢者対応の店舗改装

静岡県 有限会社マッターホーン 3080402017870 老舗洋菓子店による「プチギフト」市場向け新商品の開発、販売

静岡県 株式会社しあわせ野菜畑 7080401018791 有機野菜セットの海外（香港、シンガポール）への販売

静岡県 有限会社太悦鉄工 8080402004625 簡易性と強度を兼ね備えた固定具「フレペグ」の海外向け販路開拓

静岡県 アールエフネットワーク株式会社 4080401014018 無線機用測定器の販路開拓

静岡県 株式会社三和建工 6080001008046
地元住民に当社の全国屈指の技術と屋根修理を知ってもらう自社ＰＲの販売促進
活動

静岡県 Ｍｙ　ｓｐｒｉｎｇ － 日本文化「書道」を伝えるネット動画書道講座の販路拡大

静岡県 有限会社セシール洋装店 1080102019673 オリジナルオーダー入園入学グッズのインターネット販売

静岡県 株式会社ヤマ十増田商店 7080001015355 本格的小売参入にむけた鰹節削り工場併設の直販コーナーの新設

静岡県 芦田畳店 － 地元５０歳代～７０歳代向け店頭掲示板設置等販路開拓事業

静岡県 株式会社蓬 3080101015374 「ほんものの和食を気軽に」高齢者と外国人客に優しいお店づくり

静岡県 とんかつこがね － 名物メニュー復活で、土日の新規顧客を開拓

静岡県 株式会社シーエス技研 4080401020395 コンクリート構造物保全の包括的サービスの提供と販路開拓

静岡県 株式会社フカザワ食品 8080001004539 地域のお客様に美味しい肉厚油揚げと生豆腐の告知による販路開拓

静岡県 有限会社入政建築 4080402000999 入政建築オリジナルＺＥＨ普及のための販売促進

静岡県 袴田淳税理士事務所 － 創業融資支援に特化した専門ＨＰ立上げによる顧問契約の獲得

静岡県 伊豆二楽園 － 有精卵の販売強化を図り、健康志向の強い顧客の集客増加事業

静岡県 安田屋本店 9080001005338 蕎麦好き高齢者が記念日等行事で食事ができるお店創りと販売促進

静岡県 ＧＴ－ＡＸＥＬ　Ｍｏｔｏｒ　ｃｏｍｐａｎｙ － 『看板の設置および内装工事の実施とＨＰのリニューアル』

静岡県 桜さくや － 和食文化の魅力や正しい使い方とともに提供する手作りお箸の販路開拓
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静岡県 合同会社みどりや薬局 4080003001736 外出及び通院困難患者向け訪問による在宅医療と雑貨介護用品販売

静岡県 株式会社サクリ 1080001018438 水塩土菜２階活用プロジェクト

静岡県 株式会社　フジテック 5080401004694 業界初　当社オリジナル自動機用ブラシレスドライバーの販路開拓

静岡県 株式会社大塚 1080401018649 「新規顧客獲得のための販路開拓と顧客の利便性確保」

静岡県 株式会社シルバーロード 9080001002203 セミオーダー可能なダブルガーゼ製の介護用パジャマの販売促進

静岡県 株式会社ローカルトラベル・パートナーズ 5080001020365 清水港及び静岡駅発着観光タクシーの情報発信強化

静岡県 創生商事株式会社 9080401019152 デパートや保育施設へのプレゼン用木育体験家具のサンプル等製作

静岡県 空とぶ合同会社 5080103001445 眞鯛専門店の認知向上による集客と客単価向上

静岡県 有限会社　せき竹 2080102010706 お菓子工房ＨＯＮＥＹとキッチンカフェグランパの併設店舗ＯＰＥＮ

静岡県 ＭＯＴＨＥＲ　ＰＩＡＮＯ　ＴＵＮＩＮＧ － ピアノ調律・修理事業の認知の為のＨＰ作成とミニコンサート開催

静岡県 天使の花仕事 － 花はココロの薬　～花で癒やす！　高齢化社会の諸問題～

静岡県 パティスリーＶＥＲＴ　ＣＬＡＩＲ － 冷蔵ショーケース一新による商品陳列見直しと店頭訴求力の強化

静岡県 チャーターヨットＡｍｉ － 日本に一隻！帆船Ａｍｉ号の安全面向上で、チャーター利用を拡大

静岡県 株式会社ＤＵＰ 6080001020653 主婦の働く機会を増大！企業が求職者を探せる求人サイト

静岡県 函南　米粉パン工房　ＳＡＷＡＳ － メタボリックシンドロームを意識した野菜パンの開発・販路開拓

静岡県 有限会社永田ビル 7080402005707 自社初のオリジナル商品「忍者ダーツ」の販路開拓について

静岡県 株式会社パピアパペル 4080101018731 静岡県産品「紙バンド」を活用したギフト商材の海外販路開拓

静岡県 桜花不動産 － 桜花不動産及び桜花行政書士事務所の提案力拡充及び販路開拓

静岡県 有限会社あおい 2080402010876 新商品「直虎もなか」と観光客に受けるパッケージデザインの開発

静岡県 ＨＡＰＰＹＲＯＯＭ株式会社 4080401020180 不動産売買のポイントをマンガで分かりやすく伝える販促物の作成

静岡県 建築業天野マコト － 家事代行サービスによるリフォームニーズ掘り起こし作戦

静岡県 美容室スキャリーワッグ － シニア世代へのサービス向上と集客力アップ

静岡県 Ｐｏｒｔｏ　ｄｏ　Ｐｏｒｔｏ合同会社 1080403003079 ３つの取り組みによるオリーブオイルの販路拡大事業

静岡県
Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　Ｄａ　Ｋｕｍａ（リストランテ　ダ
クマ

－ 高級化による販路拡大と生産性の向上

静岡県 株式会社トキワシステム 6080401003563 制震装置α ダンパーＥｘⅡの販路開拓

静岡県 株式会社タケモト 3080401003062 「匠の技」による家庭用刃物の再生サービスの展開及び販売促進事業

静岡県 スタジオヒコ － 「雑誌に出てくるような、モダンでおしゃれな家族写真」撮影事業の展開

静岡県 株式会社ＦＭ島田 4080001014459 市外宣伝活動による市外リスナー獲得及び販路開拓

静岡県 Ｙ・Ｓ・Ｄ －
建築ＣＡＤプレゼンテーション導入によるデザインを重視した快適な生活空間の提
供

静岡県 李桃閣 － 三世代をターゲットにした「こだわり焼肉店」の快適な空間作り

静岡県 美容室かんらんしゃ － 闘病者に寄り添い、心と容姿共に元気を与えるウィッグの提供

静岡県 株式会社瓦粋 6080401017786 瓦葺き防水通気流し桟構法の普及に因る地域貢献と効果

静岡県 有限会社吉岡鐵工 1080402022402 ハウス農家が作業効率を高めるための移動台車・反転機の普及拡大

静岡県 株式会社すたんど 8080401020061 女性がより輝くことができるコミュニティの場の提供

静岡県 ひょうたん袋井店 － 女性客を呼び込む為の料理の開発と店内改装

静岡県 村上産業株式会社 8080001009265 「外国人向けサービスの向上によるインバウンド需要の取込み」

静岡県 株式会社高塚機械製作所 2080401015884 美味しいお米を作る機械の販売促進の為のＨＰとパンフレット作成
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静岡県 有限会社　お茶のもちづき 5080002012551 農家直結の卸売業者が行う高品質で安価な静岡茶の小売販路開拓

静岡県 白石雛具株式会社 2080001002176 Ｗｅｂ店ＭＡＨＯＲＯＢＡのブラッシュアップによる海外販路拡大

静岡県 有限会社　Ｋｉｎｇｓ　ｒｏａｄ 9030001010375 ホームページにおける商品の魅力の伝達方法の強化

静岡県 有限会社料円企画 8080002006476 日本料理のおもてなしと思い出に残る記念日顧客の集客販促活動

静岡県 ＯＫＥＩＫＯｃａｆｅ － 看板の設置による集客力強化及び陶芸小物開発による販路拡大

静岡県 株式会社　フジネット 2080101002118 自社開発の医療用雑品や介護用品の開発・販売拡大

静岡県 有限会社岩崎工務店 2080402000984 工務店による中古住宅・マンションの住宅再活用計画

静岡県 田中水産 － 見やすいメニュー表の提供による新規集客とテイクアウト販売の拡大

静岡県 助宗食堂 － 店内快適性向上による新規顧客開拓とリピート率の向上

静岡県 良知樹園株式会社 5010501036272 庭の手入れ教室への外国人客受け入れ用環境整備と海外教室の展開

静岡県 有限会社スタイラック 5080402000718 地元天竜材を利用したフォトスタンド・パネルの販路開拓

静岡県 ＳＵＮＮＹ　ＳＩＤＥ　ＬＡＵＮＤＲＹ － 介護老人施設の固定客増加に向けた洗濯代行サービスの販路拡大

静岡県 すまうと －
低温乾燥による国産杉を使用した体に優しい天然素材家具の販売促進と木材の
安定確保

静岡県 株式会社フジアシスト 8080401021209 地元製造業の労働力確保に貢献する～日系人の為の日本研修の普及

静岡県 株式会社粉源 6080001007997 地域中高齢者にワンランク上の美味しいうどん・そば麺の販売促進

静岡県 合同会社ＳＡＺＡＲＥ 6210001013536 ＳＡＺＡＲＥブランドの強化と販売先開拓

静岡県 株式会社プラントシステム 7080001009076 ダンボール箱解体装置の開発に伴う、市場ニーズ調査と販路開拓

静岡県 リストランテ　ダルピーノ － 団体利用ニーズに対応したメニュー開発と店舗改装

静岡県 小川商店 － 『メニューの増設と業務拡大と売上高ＵＰ』

静岡県 株式会社カネヤマ水産 5080001014722 ＨＰ構築による伝統的な焼津酒盗の認知度アップと販路開拓

静岡県 株式会社竹屋旅館 3080001008619 情報ピクトグラム化とマニュアルクラウド化によるムスリム客取込

静岡県 株式会社フォルム建築設計室 2080401004664 自然エネルギー解析活用事業

静岡県 有限会社マルゼン 9080402017023 即日渡し・高精度ワクシングサービスの提供による販路拡大事業

静岡県 株式会社シーエスユー 1080001014916 ・きもの専用受付窓口を開店　・集荷、集配サービスの販路開拓

静岡県 四季の味しんや － 外国人および若年層への日本料理の認知度アップと販路拡大

静岡県 ｄｏｍａ雑貨店 － モノ作り教室の開催と現代風「もんぺ」の開発による新規顧客開拓

静岡県 松蘭 － 静岡から世界に発信する書道体験プログラムによる販路開拓

静岡県 伊豆下田高橋養蜂 － 贈答用・ウエディングギフトセットの販売

静岡県 株式会社カナサシテクノサービス 6011001110401 自社ブランド確立に向けた当社液状化対策製品のＰＲ

静岡県 有限会社油山苑 1080002006219 ３世代旅行の悩みを解決するホスピタリティの見える化と入浴環境の改善

静岡県 株式会社エンジェルック 5080001020274 エンジェルック製品のブランド化および新規顧客の開拓

静岡県 行政書士よつば事務所 － ワンストップ相続相談ネットワーク事業のＰＲ

静岡県 ヨシムラ薬局 － まちかど健康セミナー開催による顧客数増加

静岡県 株式会社蒼空 1080001019964 通所介護の定員増加への魅力アップ、そして地域との共生への施策

静岡県 ＳＡＴＩＶＡ － 好立地を生かしたテイクアウト専門カフェ併設による新規客獲得

静岡県 有限会社前田自動車塗装所 8080002011278 輸入車の指定工場認証による自動車修理の自社ブランド力の形成

静岡県 訪問鍼灸マッサージ桜 － 鍼灸マッサージサービスを広めて地域の方々の健康増進を支援する
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静岡県 株式会社ディーエス・マルマン 6080101009068 機密文書回収ＢＯＸの多様化とＩＴシステムの再構築

静岡県 Ａｌａｉｎ　Ｄｅｃｏ － “花ビジネス”を特長とするスクールの情報発信

静岡県 株式会社ＳＫＹ 8080001018308 特殊な電線保護資材の試作開発情報の発信と供給体制の整備

静岡県 有限会社　桜興業 9020001097372 樹木の健康診断・治療・管理と造園関連の販路拡大事業

静岡県 有限会社ブレインチャイルド 6080102012871 スクール・セミナー等の設計とサイトリニューアルによる集客

静岡県 書檜堂株式会社 3080401002345 額縁屋が作る照明器具の開発

静岡県 株式会社エビスヤ洋品店 7080001007699 新サービス構築による『東海道江尻宿シャツ』等商品の販売促進

静岡県 株式会社アクト・フォ 6080001006264 天然緑茶アロマを使用した１００％天然アロマ香水の海外向け販路開拓

静岡県 有限会社海老鮮 2080102012909 伊豆のお土産「ここしか、いましか」セットの開発・販売

静岡県 ビストロガレッジランド － 店内改装・チラシ広告宣伝による新たな高齢者・男性客獲得事業

静岡県 株式会社ガルボ 9080401018451 要介助者もおしゃれして明るく！在宅高齢者向け訪問理美容

静岡県 有限会社長嶋印刷 2080002004312 レーザー加工商品の新デザイン開発・販促事業

静岡県 株式会社結屋 6080101015611 地域ポータルサイト「三島じかん（仮称）」の開発・運営

静岡県 Ｏｎｅ　Ｌｅａｆ － ＬＥＤ植物工場のＡＡ化実現と、装置の設計製造及び販路開拓

静岡県 株式会社フジセン 5080401013142 地元天竜のＦＳＣ材を使用した新しい絵馬による販路拡大

静岡県 佐京園 － 消費者と生産者をダイレクトにつなぐ携帯アプリ事業

静岡県 有限会社多美咲 6080102010917 海外顧客獲得と直販増加のための販売促進強化

静岡県 有限会社岡村海苔店 5080102009803 味付のりシリーズの開発による販路開拓及び集客事業

静岡県 伏見食品富士山餃子沼津店 － 季節限定商品での新規顧客獲得とリピーターの増加

静岡県 ｃａｆｅ　ａｋｋｏ － アスリートカルチャースタジオ（ＡＣＳ）の開設・運営

静岡県 トータルビューティサロンＲＯＴＩＲＡ － ネイルアクセサリー「ラヴィリング」の卸販売促進

静岡県 株式会社Ｄーｚｏｎｅ 1080001019163 プリント事業拡大に向けたサンプルプリント強化事業

静岡県 株式会社キャド・プランナー 5080101006974 間伐材有効のための商品開発に伴う試作品製作・販路拡大事業

静岡県 Ｃｏｎｃｈｅ － 自家製造カカオ・チョコレートを使用した商品の開発・販路開拓

静岡県 有限会社三木屋葬礼 5080402007960 人形供養祭開催によって訪問・利用による販路開拓

静岡県 ビンクロファーム株式会社 6080401019840 新直売所における地域貢献と、販路拡大計画！

静岡県 株式会社浜松チップソー 3080402006155 台金リサイクル、リユース可能なダイヤモンドチップソーの販路開拓

静岡県 株式会社アイ・システム 8080101005230 ホームページ・チラシを活用した商域圏内の集客力強化事業

静岡県 有限会社アイディール 2080402016790 泡立ちのいい天然ミネラル配合犬用シャンプーの販路開拓

静岡県 坂東製粉株式会社 3080101001556 ホームページ作成による「健康食としてのそば粉」の販売促進事業

静岡県 株式会社あっぷる・しーど 7080101018365 搬送業務での外出・外泊分野の拡大と精神疾患者の受診・入院搬送

静岡県 有限会社清水ユニット 7080002010198 特徴あるキッチン設備を一体にしたシステムキッチンによる販売促進

静岡県 ＴＲＩＰＬＥ － 大型の看板の設置　給湯器の設置　カットスペースの増設

静岡県
ＢＡＲＢＥＲ＆ＴＲＡＮＳＩＴ　ＧＡＬＬＥＲＹ　Ｓａ
ｒｄ　Ｓｈ

－ ワンランク上の新たなシェービングによる新規顧客獲得

静岡県 西沢漆塗料株式会社 1080001003943 ベンジャミンムーア社塗料を使う塗装体験教室の実施による新規顧客開拓

静岡県 箱根物産株式会社 3080101006076 野菜の季節感等を強調したホームページ作成による新規顧客獲得

静岡県 株式会社ＩＢ管理センター 7080001018688 ホームページ開設による販路開拓
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静岡県 株式会社石川総研 4080001012405 セルロースファイバーの量産実証に特化した専用サービス「貸しラボ」の開発

静岡県 坪井畳店 － おしゃれなイメージデザインから選ぶオリジナル畳の提案ＨＰ

静岡県 株式会社ピアックス 6080401004487 ピアノ鏡面塗装技術を活用した観光お土産品の開発及び販路開拓

静岡県 合同会社ｍｏｎｏｓｃａｐｅ 3080403003028 ＷＥＢ販売促進・商品ブランディング・展示会による販路拡大

静岡県 株式会社ポーミー 3080401021345 遠隔ペット見守りサービスの開発および受注数の向上計画

静岡県 グロスウィズ株式会社 3011001073667 接骨院経営者向けコンサルサービスの展開

静岡県 ベルサイユのバル － 外国人も安心！インバウンド観光客対応施設化への改善事業

静岡県 クリーニング江間 － 衣類のトータルメンテナンス看板により集客力強化事業

静岡県 株式会社ミカコーポレーション 7080101017169 新商品「おだしカクテル」の販路開拓

静岡県 合同会社ニンジャボット 1080003001722 大型３ＤプリンターＮＪＢ－７７７の海外市場に向けた販路開拓

静岡県 季節菓子シュエット － 洋菓子屋さんイートインスペース設置による売上拡大

静岡県 ｍｏｎｃｈｏｕｃｈｏｕ － 家族全員が楽しくなる「こども写真館」の開設

静岡県 ムーンリバージュ － 宿泊者増加の為のカフェのオープン．

静岡県 ｃｈｉｇｉｒｉ（チギリ） － 個展開催のための作家の新規開拓と個展内容の充実、自店の公告

静岡県 株式会社コマツネオプランニング 5080001014490 薔薇づくし弁当を客寄せにしたデリバリー事業のブランド化と販促

静岡県 ともえ鍼灸整骨院 － 自社ホームページの構築とチラシ折込みによる新たな顧客層の獲得

静岡県 蒲原屋 － インターネットに不慣れな高齢者向け注文書付きパンフレットによる売上アップ

静岡県 株式会社スリーパンズ 9080001020155
障害を持った方々とともに作る和食器ブランド（授産製品）の商品開発及び販路開
拓

静岡県 磯料理黒潮 － 高齢者や外国人観光客が気軽に寄れる港町焼津『磯料理黒潮』へ！

静岡県 治療院凛 － 未開拓層の集客と予防医療の啓発を通じた顧客開拓

静岡県 小池旅館 － 「おもてなし品質地域ＮＯ．１の国際旅館」を目指す顧客満足度向上事業

静岡県 丸福製茶株式会社 8080001005000 静岡茶と静岡茶を活用した新商品の外国人観光客への販路開拓

静岡県 富士錦酒造株式会社 2080101011770 「Ｋｕｒａｍｏｔｏ　Ｍｉｓｓｉｏｎ　２０１６　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｍｅｅｔｉｎｇ」

静岡県 株式会社ＢｏｏＢｏｏｎｅｔ 6080401013554 転倒防止滑り止め塗布の新規販売事業

静岡県 株式会社森造園 2080001005294 「管理の楽な庭園」をキーワードにした自社サイトの構築による販促

静岡県 大城　美加 － 地元食材（果物・野菜）を使用したお菓子の販売事業ならびにブランド化

静岡県 ｃｏｒａｎ（コラン） － 「ハイミセスのためのホームウエアプラスα のお洒落提案」

静岡県 株式会社食文化倶楽部 3080401011949 地域資源を活用したオーガニックセットの販路開拓

静岡県 しまの － 新商品のＰＲおよびパッケージ・デザイン作成

静岡県 スコラリス英語スクール － 幼少期からのグローバル化対応に向けた新規カリキュラム作成と生徒増大

静岡県 あい工房株式会社 8080401006432 陶芸釜、陶芸機器のメンテナンス事業の全国展開による販路拡大

静岡県 Ｃｌｏｖｅｒ　Ｈｏｕｓｅ　Ｌａｂｏ － 屋上庭園付き一般住宅の販路開拓

静岡県 泰山園 － インバウンド消費を取り込む新たな看板・パンフレットの作成

静岡県 牧　知成 － 集客用フライヤー制作・ウェブサイト制作と更新

静岡県 株式会社リスペット 9080101018702 「伊豆の食材×イタリア」の商品開発で販路開拓・売上増加事業

静岡県 立宿　望月畳店 － ホームページ開設による情報発信

静岡県 一汁三菜 － 素材の魅力を引き出す溶岩焼グリルの設置による集客力強化事業
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静岡県 あき鍼灸整骨院 － 訪問鍼灸リハビリ施術

静岡県 株式会社ネクストラボ 9120901032286 頭髪コンプレックスに対するニーズに向けた商品開発と販路拡大

千葉県 鳥の宴 － 顧客満足度・商品訴求力向上による売上の拡大

千葉県 有限会社トータルホームプランナー 6040002038863 現場シートからスマホ対応サイトに誘導して若い世代を新規開拓

千葉県 株式会社味良 7040001058804 販売管理ソフトを活用した受注システムの確立（処理速度と正確性の向上）

千葉県 有限会社中央食糧 4040002047189 「国産十雑穀炊込みご飯の素」開発・販路開拓

千葉県 ハネルカ － 販路拡大のための展示会出展及びショールーム開設事業

千葉県 野村ＩＴ経営支援オフィス － 「松戸ものづくり開発・研修センター（通称：松戸Ｆａｂｌｏｖｅ）」構築事業

千葉県 有限会社エクセレントゼミナール 8040002044587 「Ｅ－写メ・プロジェクト」

千葉県 Ｌａ　Ｂｏｔｔｅｇａ　Ｔｏｍｏ － 千葉食材と和食材のメニュー開発とホームページ製作での販路開拓

千葉県 有限会社一木自動車 1040002069599 洗車商品の認知度向上の為の看板設置による売上安定化事業。

千葉県 フルヤ牛乳東金販売店 － 宅配ボックスを機能性の良い物に取り換え一歩進んだ販路開拓事業

千葉県 株式会社マザープラネット 8040001070956 病児保育にも対応できるベビーシッターサービス

千葉県 やちまたよしくら － 地域資源を活用した八街産「千葉半立」のピーナッツバターの販売拡大

千葉県 ハッピーバウムショップ＆カフェ － 通販機能を付加したＨＰで販路拡大と顧客への提供サービスを向上

千葉県 有限会社中台製作所 2040002035674 プロモーション映像を活用した神輿の販売促進と販路拡大

千葉県 プレッツェル － 地元農産物を使用した全粒粉パンの販売促進事業

千葉県 しののめ有限会社 5040002076204 不登校生徒等のための自立支援学校の認知度アップによる販路開拓

千葉県 うえがや － 知名度アップと一般顧客受注獲得の販売促進事業

千葉県 Ｎａｔｕｒｅ’ｓ　ｗａｌｋ株式会社 2040001083591 販路拡大・技術者育成が両輪の健康靴事業で千葉の“歩く”も担う

千葉県 株式会社ｋｉｋｉｔｏｒｉ 6040001089809 インターネットを活用した農作物直売サイトの機能強化及び販促

千葉県 株式会社観光交通プロデュース 7040001085484 コワーキングスペースによるコンサルティング需要の掘り起こし

千葉県 ハーベスト司法書士法人 1040005018891 高齢者の財産を狙う犯罪を予防する、成年後見制度の利用促進

千葉県 ワンツーワン個別学院佐倉校 － グローバル人材育成のための小学生英語コース新設

千葉県 株式会社北島ファイナンシャルデザイン 6040001060843 住宅建築相談から家事支援までの一貫サービスの販売促進

千葉県 ニブヤ畳店 － 熊本産の良質の畳表、新しい提案で和室の活用を増やす。

千葉県 オールスポーツ株式会社 7040001085427 新規事業「リユース人工芝古物商販売でのＰＲ」

千葉県 ネイルズ　ルポン － ５０代女性を中心とした新規メニューの開発および販売促進

千葉県 ジェイス株式会社 4040001039022 中学・高校・塾向けオンライン英語教育事業

千葉県 株式会社統園 1040001040750 当院の強みを活かしたシニア層女性利用者の新規獲得プロジェクト

千葉県 うどんわんや － 真空パック技術を用いたキッチンカーでの持ち帰り販売

千葉県 よこの山プランニング － 中小企業向け標準化・汎用化型イベントパッケージへの事業革新

千葉県 株式会社キャリア・ジョセフィーヌ 4040001088713 ＣＡ不足を解消！女性のグローバルキャリアの実現エアライン学院

千葉県 有限会社みんなのオアシス 6040002053350 個室エステサービスの宣伝活動による新規顧客開拓

千葉県 ななかまキッチン － 食堂での惣菜のテイクアウト販売の新設と店舗周辺の環境整備活動

千葉県 勝建設株式会社 5040001046851 エアコン１台と換気機器のみで、１年中快適な室温の家のＰＲ。

千葉県 トリミングサロンｄｏｇｓｔａｒ － シャンプー補助器具と新型ドライヤー導入による新サービスの展開

26 / 52 ページ



採択者事業者リスト

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 有限会社Ｊａｍ‘ｓ 5040002015954 新業態リニューアルで稲毛海岸に新しい食文化を構築

千葉県 株式会社アミンファーマ研究所 8040001011803 脳梗塞リスク評価の新規顧客開拓のための拡販資料の作成

千葉県 談笑カフェ喜一 － 無料イベントスペースの広報を強化し軽飲食の販路を開拓する

千葉県 ビストロ　ミナミンカゼ － ロティサリーで焼き上げる本格ローストチキンの販路開拓

千葉県 株式会社小野食品機械 4040001057148 焼き芋機販売の海外展開と販売代理店開発

千葉県 株式会社實埜邑 1040001032161 自社ブランドによる携帯用非常食クッキーの開発と販売促進

千葉県 伸栄学習会 － 小学生英語受講生を増やすタッチタイピング・コースの開設

千葉県 有限会社きもの丸富士 4040002033536 店舗改装と包装サービス及び情報発信による販路開拓

千葉県 株式会社　トラストワーク 8040001080823 直接施工を真心こめてアフターケアの充実で未来の信頼勝ち取り

千葉県 株式会社一藤総業 7040001033567 《　地域密着型の気軽に利用できるトリミングサロン　》

千葉県 株式会社チャイルドピース 8040001032601 インターネットによる定期テスト対策無料動画の配信事業

千葉県 ｎｏｏｋ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ － 人的サービスの向上と独自開発メニューの地域顧客への情報発信

千葉県 有限会社比留川畜産 7040002074858 ガスブルーダー導入による生産性の向上と売上の増大。

千葉県 佐原ベリーファーム － 販売力強化と販路拡大のための蜂蜜加工品の開発および生産効率の向上

千葉県 株式会社プチボナム 2040001090456 アクティビティ・トイの販路開拓

千葉県 クッキングママ － 訪問クッキングの展開と高齢者や女性に優しいバリアフリー化

千葉県 快適住まいる － 地域の若手ファミリー世帯に対する整理収納サービスの広報活動

千葉県 株式会社ジビショウ 3040001075968 パッケージデザイン統一によるブランド力向上及び新規顧客の開拓

千葉県 株式会社シメケン 4040001060630 カラー／写真冊子注文倍増に向けた新サービス開発と広告展開

千葉県 有限会社カーセール・アオキ 6040002095888 自動車性能試験機の防音工事を行い、新規顧客の獲得及び販路拡大

千葉県 株式会社ソーケン製作所 6040001026670 自社の強みをお客様に、見て感じてもらうための販路開拓

千葉県 株式会社シルクマルベリー 5040001035788 高齢化社会に向けて健康にすごすために「絹」ができること。

千葉県 株式会社ミューマ 6040001081195 自身にマッチした介護施設選びと、施設職員の定着率と質の向上

千葉県 テクノサイエンス株式会社 7040001057062 人に装着可能な小型発汗計の開発・販路開拓

千葉県 ベイツール － ガレージセール　～　工具は最高のコミュニケーションＴｏｏｌ　～

千葉県 鍾馗堂カフェスローダウン － 未利用の店舗２階を、キッチン付レンタルスペースに改装する。

千葉県 有限会社慶苑 5290802009503 「蔵出し味噌そい屋」の客数アップ

千葉県 もばら煎餅 － 地域特産品「伊勢海老」を使用した地域ブランド商品の販路開拓事業

千葉県 株式会社魁 7040001025894 シニア世代向け新商品開発と地域ブランドとのコラボによる活性化

千葉県 石橋整骨院 － 新規患者獲得のための看板・ギプスカッター導入事業

千葉県 ｍｏｎｏｍｏｓ － 工房スペースの存在、認知度向上とＩＴ関連整備による事業効率化

千葉県 ＧＲＯＷＩＴＨ株式会社 8040001084568 幼稚園保育園児用頭部保護機能付き帽子の、ＤＭによる販路開拓

千葉県 インテリア青山 － 内装に特化した地域密着型トータルサービスの販路開拓

千葉県 株式会社ノース・エンタープライズ 9040001063653 全客室の無線ＬＡＮ形式でのインターネット接続環境整備

千葉県 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　ＣＵＩＳＳＯＮ － 既存店舗と相乗効果を実現するインターネット通販事業の展開

千葉県 株式会社小沢工務店 8040001059586 社員大工を活用した技術力ＰＲ木工教室実施による新規販路開拓

千葉県 有限会社藤 2040002019264 配信システム導入で、電話営業３０％ＵＰ　お得意先拡大計画

27 / 52 ページ



採択者事業者リスト

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 有限会社　川宗園 1040002033448 お茶屋さんの＜＜専門店＞＞カフェ

千葉県 株式会社こどもの未来 6390001000640 発達障がい児に対する障がい児通所支援サービス事業の販路開拓

千葉県 ビストロコパン － 小規模なパーティ需要増加に伴う個室スペースの増設

千葉県 チャイルドスターズ － 新しい学童保育所「チャイルドスターズ」の認知度向上

千葉県 有限会社山崎清八商店 3040002052487 山崎清八商店の魅力を周知し新たなお客様を獲得する販路開拓

千葉県 株式会社ルミエール 5040001060407 設備強化による生産性向上と企業用ギフト市場進出による販路開拓

千葉県 コンフォート・プラン － 再生リフォーム！【戸建て住宅】販路開拓

千葉県 株式会社ＩＴＡＴＩ 8040001034317 いつでも見守る防犯カメラによるＩＴＡＴＩｃａｒｅ保守制度

千葉県 犬のとこやさん － 犬との生活情報動画配信と新規顧客獲得の販路開拓

千葉県 住澤産業 － 【繊維編織製品及び副資材用伸縮機能性加工糸の開発事業】

千葉県 あいカルチャー － 託児環境の充実と幼児教室の移転及びピアノ教室の拡大

千葉県 有限会社根本商店 5040002085873 日本一しょっぱい銚子のおせんべい売上強化・知名度向上計画

千葉県 株式会社エーベストシー 4040001033834 入りやすい印象を与え、新規客を獲得する為の店舗外装工事

千葉県 株式会社はなまる不動産 8040001028871 無人ランドリー店舗における防犯力と情報発信力の強化事業

千葉県 アイノアール株式会社 4040001011105 店舗内に接客スペースを新設することによる販路開拓

千葉県 茂原産業株式会社 9040001059486 リチウムイオン電池の試作請負サービスの開始及び販路開拓

千葉県 有限会社ヘルスクリエイト 4040002091526 技術と経営のノウハウを兼ね備えた「アロマサロン開業塾」の展開

千葉県 佐合畳店 － 「和紙畳で子育て応援する畳店」

千葉県 有限会社澤地シェルモールド 2040002051548 「在庫管理システムと連動したＷＥＢの構築とカタログ作成」

千葉県 日本環境開発株式会社 9040001076192 シングルマザーや低所得者層のための空き部屋活用事業の販路開拓

千葉県 株式会社サンプレックス・ジャパン 1040001011660 タイ・ベトナムでの　Ｊａｐａｎ－Ｂｅａｕｔｙ　展示・商談会の主催

千葉県 株式会社インパクト 4040001040260 ＰＯＳレジスターシステム導入による顧客数アップと客単価の向上

千葉県 株式会社アールイーナンバー 4040001085792 ドローンを使った販路開拓事業ならびに千葉県東部活性化事業

千葉県 蕎麦さとう － 蕎麦通も唸る、商品と店舗のブランド力向上による販路開拓

千葉県 糀発酵研究所 － 味噌、甘酒のマルシェ出店、惣菜事業、ＨＰ作成などの販売促進

千葉県 はり・きゅうＦｉｎｅ － 「健康増進の為の新規商品導入による顧客満足度向上と販路開拓」

千葉県 有限会社千葉化学クリニング 7040002067226 シミヌキ・復元を看板・チラシで情報発信！新たな顧客層を開拓！

千葉県 光洋興産株式会社 2040001050567 補助事業を活用したアクションプラン実行事業

千葉県 ログ工房とっとの森株式会社 5040001052395 ログハウスの健康診断サービスと啓発活動による市場の活性化推進

千葉県 斉藤建設有限会社 3040020266735 現代の顧客ニーズに適した新しい建築手法の提案と販路拡大

千葉県 キャンディー　ガーデン － ビーズフラワーの普及・スクール事業拡大と販路開拓

千葉県 株式会社畳ｄｅＣｏ物 2040001094275 新製品「畳ｄｅＣｏ物」開発、販路開拓

千葉県 ヨガ　ヴィシュタ － エアリアルヨガを取入れたカラダにやさしいヨガ教室の開講

千葉県 玄米菜食カフェ　ミルトスの木 － 当店のこだわりを発信する見える化販促ツールの活用

千葉県 有限会社オサノ 3040002066256 価値提供の店として変わるための教室の整備と新規顧客開拓事業

千葉県 有限会社ニシムラデンキ 2040002067445 後期追随者に的を絞った「家電レンタルランド」の設置

千葉県 平野養豚場 － 「木更津の恵みポーク」無添加ベーコン・ウインナー、味噌漬け商品販売事業
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千葉県 ＫＥｉＲＯＷ野田ステーション － 健康保険で受けられるリハビリ・マッサージ周知による販促事業

千葉県 株式会社染谷商店 1040001038167 「染谷オリジナルブランド生地」海外販路開拓事業

千葉県 ユトリパンコヤ　ブランブラン － 新製品ラスクの開発による販路拡大事業

千葉県 パティスリーアル － 消費者ニーズを取り入れたギフト商品開発による販路開拓事業

千葉県 ＭＡＹＡ　Ｌ‘ＡＢＥＩＬＬＥ － 食用プリンターで作る世界で一つだけのケーキによる新規顧客獲得

千葉県 有限会社万屋商事 5040002030549 新しい蕎麦メニューの開発と店舗認知度向上による新市場開拓

千葉県 ｈａｉｒ　ｅｑｕ － 髪のお医者さんが艶髪美人の街を作るオンリーワンサロン事業

千葉県 おぐち治療院 － 「姿勢から若返る施術」中高年層へ向けた販路拡充事業

千葉県 有限会社ラクーン 1040002030560 『捨てるのはもったいない！』クリーニング店のリペア事業

千葉県 有限会社シャリース 7040002029291 『心も身体健康で美しく！』爪のお悩み解決サロン！

千葉県 アートマネジメントオフィス　アホイ！ － 自治体・企業などに向けたアート作品周知自主展示会

千葉県 Ｔｏｔａｌ　Ｔｏｏｌ株式会社 1040001092494 付加価値提供を狙った事務・秘書サービスの開発・販路開拓

千葉県 株式会社アットマーク 2040001086867 弁当販売量を増やすための厨房設備の増強および広告による周知

千葉県 佐々木塗装 － 推奨塗料ダイヤモンドコートの拡販とデザインシートによる認知向上計画

千葉県 有限会社秋山酒造店 1040002099134 スマートフォン対応日本ワイン販売ｗｅｂサイトの構築

千葉県 有限会社田中住プランニング 4040002029609 ホームページへのアクセスを来店に繋げる若年層に届く販路開拓

千葉県 黒田デザイン製作所 － 外注依存している「販路開拓用モデル」を社内で製作・サービス化

千葉県 市川船橋法律事務所 － 地域一番プラス専門性にモデルチェンジ　民泊弁護士の情報発信

千葉県 有限会社深谷木材 1040002018928 一人ひとりの子どもに合わせた療育プログラムを提供する事業

千葉県 株式会社共栄アルミ 3040001059137 玄関ドアに特化した２４時間対応見積りによる一般顧客開拓

千葉県 有限会社吉田商店 9040002099928 玄米加工製品の製造強化と店頭分搗きサービス導入による販路拡大

千葉県 大和塗装 － 塗装工事情報館の改装・看板設置・各情報媒体での告知・販路開拓

千葉県 鍼灸整骨院　かまたき － 生涯歩き続けるための整体の販路開拓

千葉県 坂下製菓 － 催事出店用屋台の購入による「動く茶房さかした」への転換

千葉県 Ｈｅａｒｔｓ － 新方式の縮毛矯正の導入による既存顧客の定着強化と新規顧客獲得（３０文字）

千葉県 ドッグサロンＯｎｅ－ｔｏ－Ｗａｎ － サロンの認知度アップと新規顧客の獲得のためホームページを作成

千葉県 ｂｏｓｓ － スタイリッシュからナチュラルへ美容室の減席空間改装事業

千葉県 松丸米店 － ブランド米贈答品パッケージデザイン開発とカタログ作成事業

千葉県 有限会社フーズプロセスサプライ 3040002082848 ブランド立ち上げを行い自社内商品差別化による新規販路開拓事業

千葉県 Ｓａｍｆｏｒｔｅ株式会社 5040001093340 フィットネス事業：販路活動用リーフレット・パンフレットの作成

千葉県 Ｂｅａｕｔｙ　ｎａｉｌ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｎｏｏｓａ － 多方向からの公告による新規顧客獲得の向上

千葉県 株式会社コモンズ 9011801022917 車用アロマ芳香器Ｃａｒ　Ａｒｏｍａ　Ｄｉｆｆｕｓｅｒの販路開拓

千葉県 株式会社ＳＯＮＳ－ＭＡＲＫＥＴ 6040001079603 卸売り販路開拓の為の展覧会出店事業（幕張メッセ）

千葉県 株式会社善介 8040001076961 旅館の魅力を伝える自社ＨＰ作成及び看板設置による認知度ＵＰ

千葉県 株式会社タイムオフィス 1040001029694 着ぐるみアクターを海外展開するための教育事業

千葉県 行政書士アイズ法務事務所 － 受注増大！産業廃棄物収集運搬業許可申請専門サイトの設置

千葉県 ＦＯＲ　ｍｅｎｔｅ鍼灸マッサージ院 － 産前産後ケア導入と女性好みの店舗ブランディングによる販路開拓
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千葉県 株式会社ヨシモク 7040001059513 「大型看板設置」と「ＤＩＹ教室」による一般客への販売促進事業

千葉県 Ｎａｇｉ　Ｎａｋａｊｉｍａ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｕｄｉｏ － ダリアジュエリーデザインスクール開業におけるＰＲ事業

千葉県 うさぎ八 － 洗髪困難者用の簡易シャンプー台の設置事業

千葉県 有限会社悟空 9040002045675 業務プロセス改善を通じたＡｍａｚｏｎ店舗での販路拡大施策

千葉県 合同会社ヨネクラ 3040003008109 巻き爪が増えている為巻き爪・陥入爪に特化したお客様の集客

千葉県 かねはち水産株式会社 8040001017065 ホンビノス貝販売における最終ユーザーへのアプローチ体制の確立

千葉県 ハッピーゴルゴンゾーラ － 地方での無料セミナーとネット環境の整備による販路拡大

千葉県 ＦＰオフィスケルン － 既存の住宅購入プロセスを覆す「家族基地プロジェクト」

千葉県 ピアノ教室奏 － 音楽を通じた情操教育を行う音楽教室の多店舗展開

千葉県 株式会社プレシャス 1040001024349 飽和した学童の待機児童を軽減する、習い事を一体化した施設学童

千葉県 株式会社スタビロ 2040001003599 インドネシアに於ける船舶の動揺軽減装置普及のための海外販路開拓

千葉県 株式会社文通村 2040001046037 サービス・機能の充実による新規顧客の拡大及び集客力の向上

千葉県 百年健康倶楽部 － 体成分数値化データを活用した定額料金制導入による新規販路拡大

千葉県 白木屋輪業株式会社 7040001003462 店頭屋根設置及び店内床面改修工事による販路開拓

千葉県 株式会社スピードクリーニング 7040001069958 洗濯業が提供する、ありそうでなかった地域密着こだわりサービス

千葉県 株式会社毬真工房 5040001093209 飲食店、旅館等Ｂ　ｔｏ　Ｂ向けオーダーメイド陶器販路開拓事業

千葉県 株式会社関根産業 8040001038152 中小企業向けに開発した小型メタン発酵プラントの販路開拓

千葉県 医農野菜の会 － 販促・加工品開発の拠点となるアンテナショップの開設

東京都 プリズムワン － ＥＣサイトの多言語化およびブランドイメージ戦略

東京都 株式会社プロフェッショナルイメージ 3010001089970 一眼レフカメラによるインタビュー動画撮影の開発・販路開拓

東京都 アルボルデマンサナ株式会社 1011101069732 インフラ施設の補修工事に必要な自動現場練り製造装置の販促開拓

東京都 株式会社ユーピーエフ 5010001135673 Ｐマーク取得支援のプロによる見積比較サイトの構築と運営事業

東京都 有限会社宮野乳業 9011302009100 ＨＰを活用した牛乳屋さんの顧客および販路開拓事業

東京都 株式会社授業学研究所 7010501028978
新事業「ＡＢＩ－ＳＴＡ」の販路拡大事業～販促用イベント実施と、ホームページの
改訂

東京都 ヴィオルカ － チェコの藍染めヴィオルカのブランド力向上による新規顧客開拓

東京都 株式会社ナーゲット 7010701007170 自社ポータルサイトによる顧客へのＰＲ拡大とその囲い込み

東京都 株式会社ケイアイ 6010101001097 新規顧客獲得のための「サービスの見える化」チラシの作成

東京都 株式会社ＡＬＥＸ 4010401063203 動画・ＳＮＳ連動型セールスプロモーション・システムの販路開拓

東京都 有限会社アメニティホーム 5010102000446 安心低価格！水まわりリフォーム工事、ＨＰによる新規客獲得事業

東京都 株式会社えんぶ 3011201013290 雑誌「えんぶ」新創刊と電子本化、および公演チケットの販路開拓

東京都 株式会社光雅 7011101066897 スマホを利用した新規・リピート顧客集客サービスの販促事業

東京都 有限会社桃丸ジャパン 3010602020417 主力のカラーリングメニューの積極的な広報で集客

東京都 リブト株式会社 6010001138782 内視鏡検査時の苦痛を軽減する「改良型麻酔用スティック」の開発

東京都 株式会社プロムテック・ビズ 1011301008390 ２０年に一度の展示試飲会出展に賭けるロシアウォッカの販路開拓

東京都 ｔｏｉｒｏ　ｈａｉｒ　（トイロ　ヘアー） － 特許取得のＣＴＦメニューと外国人集客で新たな販路開拓

東京都 とうふ処小川株式会社 6010601046030 地域密着型店舗！新規住民及び健康志向者の新規顧客獲得

東京都 ペットカンパニーパイン － ママミング塾・セルフトリミング他導入による単価アップと販路開拓。
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東京都 イーチャイナアカデミー池袋校 － ｅラーニング中国語子供レッスン強化のためのＰＲと設備の充実

東京都 北の和みフーズ株式会社 2013301027238 農産物の生産者向けオリジナル菓子の製造委託マッチング事業

東京都 クオラ整骨はり灸院 － 地域住民の未来を明るく照らす、科学的視点を取り入れた整骨院

東京都 ＬＩＮＥ．ＦＡＰ －
アンテナ店舗として変更して行くために、現在は倉庫兼事務所として使用している
物件を

東京都
Ｐｏｉｓ　ｄｅ　Ｓｅｎｔｅｕｒ（ポワドゥサントゥー
ル）

－ 認知度向上により、不登校を卒業する子供をふやす事業実現

東京都 株式会社みらいスクール 4010401117594 ワクワクの学び体験サービス「Ｇｉｆｔｅ！（ギフテ）」

東京都 株式会社ファシオ 5011101065463 Ｑ＆Ａ記事投稿サイト運営事業（セミナー集客増加施策）

東京都 やなだ整骨院 － シニア世代の新規患者獲得及びリピート率、単価向上の実現

東京都 エスエービー・コーポレーション株式会社 5011001058724 古い物件を蘇らせることで、空き家に高い価値を付与する為のＰＲ

東京都 株式会社笹川時計店 2011501001822 「眼の大切さ、ちゃんとしたメガネ作りの大事さ」の啓蒙活動と、販路開拓

東京都 有限会社Ｊ．Ｍ．トレーナー 7011102028260 東京オリンピックを機に、海外エリート選手へのトレーナー派遣事業と広告

東京都 赤星ポテ子 － 不妊で悩む人に向けて著書ＰＲ活動とイベント出展による販路拡大

東京都 ｓａｉｎｏｍｅ株式会社 3011801030289 ノロウイルスにも効く新規消毒スプレーの対面ＰＲによる販売促進

東京都 山口フードコンサルティング － ＨＡＣＣＰ認証取得のための教育プログラムの充実と広告宣伝活動

東京都 株式会社聖庵東京 7011301017642 より質の高いパンづくりと顧客目線の効率的な運営による顧客開拓。

東京都 有限会社タッカーズ 9011402018851 ショップ機能付きウェブサイトの構築によるウェアプリント等の販売促進事業

東京都 ＢＯＤＹ　ＤＥＳＩＧＮ　田園調布 － 他には無い当スタジオ１番人気メニューの販路開拓

東京都 新倉　亜希 － 健康管理をしたい方へインド人医師の診断付き体質改善方法の提供

東京都 東日本金属株式会社 8010601014241 ＨＰリニューアルによる自社製品のＰＲおよび販路拡大

東京都 お肉カフェオーガニックアースガーデン － 店内飲食以外での「店内お土産」「通信販売」による販路拡大事業

東京都 株式会社エスコ 4011401018386 海外での空調ダクト資材の販路開拓ならびに現地製造

東京都 合同会社プロモベオ 6010003021672 フレキシブル脳電極の海外販路開拓

東京都 ほるもんスタジアム － １名客・女性客の新規客の販路開拓

東京都 セレナイト － がん患者向け美容サロン人材育成研修制度の構築と資料作成

東京都 縁結び工房 － 茶道小物・新規２ブランドの販路開拓

東京都 有限会社アガワ 2010102000250 古くなった羽毛ふとんの診断業務取り入れによる販路開拓事業

東京都 合同会社ＳｔｙｌｅＶａｒｉｅ 7010603004588 ＷＥＢ広告・会員専用サイトを利用した販売代理店の優遇・獲得

東京都 ブルーブルー株式会社 5010001142265 ルアーフィッシングの面白さを世界へ発信するための動画製作

東京都 合同会社バンビーノワールド 8011603001608 顧客認知度の向上と共に、小学生クラス開校よる顧客増大の実現

東京都 株式会社夢現舎 8010101008330 新製品ＰＲ用の機器調達とコンテンツ制作による、新規販路の開拓

東京都 ブリュー株式会社 5011001100213 研修内容と講師の紹介動画サイト開発・販路開拓

東京都 株式会社ダブリュ・ゲーム 7011001058375 ＡＣＥ９０　ＧＯＯＤ　ＳＴＵＦＦオンラインストア販売とポップアップストア販売によ

東京都 株式会社テクナビ 5010101011312 ホームページを軸としたＷｅｂプロモーション事業新規顧客獲得策

東京都 スペインバルＧｒａｃｉａ － 訪日外国人（インバウンド）をターゲットとした新規顧客開拓

東京都 株式会社クラウディア 7010401008535 ハンドメイド起業家を育成する　ハイテクミシン教室の立ち上げ

東京都 株式会社オールウェイズ 2010701021795 美味しく健康になるクッキングサプリの開発とユーザーの開拓

東京都 ｙｏｕ＆ｍｅ　ｐａｒｔｎｅｒｓ（ユメパートナーズ） － ＦＰ＋７士業がワンストップで提供する会員制ＷＥＢサービス構築

31 / 52 ページ



採択者事業者リスト

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 株式会社タック印刷 2010601012894 レーザーマーキング加工を広報宣伝し、新規顧客獲得を目指す

東京都 鮓処米八なりさわ － おもてなし力の向上による集客力強化と新規顧客開拓

東京都 みききんず株式会社 5010401106968 新商品アンデアの筐体デザインとパッケージやケースの試作開発

東京都 ウエダ護謨株式会社 2010001011506 ウエダ護謨（株）ブランドの認知度向上と販路拡大

東京都 株式会社ａｂａｓａｋｕ 8010601049535
プロ制作で高品質、低価格！スマートフォン向けの番組映像製作サービスの販路
拡大

東京都 インテックス有限会社 2010002041510 国外（ロンドン）で行われる商談会の富裕層旅行部門への出展

東京都 オーガニック広尾 － 店舗イメージ向上と接客強化によるリピート率向上の取組み

東京都 株式会社ネイルディア 7010001139937 新しいホームページでお客様がネイルデザインを見やすくなる取組

東京都 イネイト・ラボ － 「頑張る女性を全力で応援する整体院」のＰＲ及び顧客拡大プラン

東京都 合資会社明倫館書店 7010003004981 新ＨＰ導入により新規客獲得・休眠会員喚起・業務効率化を目指す

東京都 株式会社ＬＳＦＰ 4010001157009 「確定拠出型年金の相談ショップ」の運営

東京都 鈴木アセット・マネジメント株式会社 6010901031657 下北沢校の独立したＷＥＢサイトの制作と地域に特化した宣伝

東京都 株式会社イクシア 2010001087546 子育てママと経験豊かなおばあちゃんシッターをつなぐ事業展開

東京都 エイエイオー有限会社 1010402033307 食品工場の課題を解決する「工程可視化カメラ・システム」の拡販

東京都 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ｍａｍａ　ｄｏ － ３０分で染まる天然成分ヘナ染め拡販と体験会による女性のための店作り

東京都 株式会社黒田商事 3013101005327 羽毛布団リフォーム事業の商品開発・販路拡大

東京都 株式会社グロースパートナーズ 7010001138633 セルドロンの災害対策用パッケージ製造及び販路開拓

東京都 向日葵設計 － ‘オリニギリ’（‘おりがみ’　＋　‘おにぎり’　＝　オリ・ニギリ’）

東京都 元気になる整体院 － 腸セラピー＋リラクゼーションによる新市場開拓

東京都 ストラテック株式会社 5010001118455 地域金融機関向け取引先製造業支援サービス・研修事業の拡販

東京都 大高写真事務所 － 地球を愛する気持ちを街角フォトサロンから発信（２３文字）

東京都 株式会社いしい旋盤製作所 9010801023306 『高精度な３次元モデリング加工部品』の加工プロセスを強化する

東京都 ニットキュア株式会社 5011801027044 閑散期に展開する新製品開発による販売促進策

東京都 美味しいお肉の店　やまの － 広報活動による売上最大化、ブランド力アップ事業

東京都 おりべ － 椅子席導入と伊賀牛陶板焼き販売による創業５０周年記念ＰＲ事業

東京都 アロマ・ベビーマッサージサロンＭａｈａｌｏ － お客様のニーズを知って満足度ＵＰで集客促進

東京都 三井塾 － 映像授業を駆使した松下村塾式自立学習の紹介・販路開拓

東京都 株式会社パシフィックビューティー 4011101067080 定期購入キャンペーン広告とネット通販総合システムの導入

東京都 株式会社ベン・ベヌート 8010001144201 日本の旬に拘るイタリアン店の新規客拡大プロジェクト事業

東京都 株式会社セブンコーポレーション 6011601003665 マグネシウム電池防災用灯の企業・自体他への販促活動

東京都 株式会社ＩＴＦＡ 8010001148499 業界初！花屋の即戦力人材育成スクール展開の為の広告宣伝の強化

東京都 株式会社ライフスタイルイノベイション 4010501038526 アクティブシニアに認知を広げ、ブランドを確立するためのプロモーション

東京都 ＭＥＧＡＬＡＳＨ株式会社 9011001067531 まつ毛エクステンション商材の強みを活かした海外市場の販路開拓

東京都 橋村電材株式会社 2012301002069 新規販路開拓に伴う広報活動の強化と展示会出展での顧客獲得

東京都 株式会社タイセイ・エンタープライズ 7010701005439 ポケット付きしおり（Ａ４縦）の三つ折加工への設備投資

東京都 株式会社インフォネクスト 4010401056479 シニアＩＴ人材に特化した就業支援事業

東京都 Ｃａｆｅ　Ｍａｒｉｐｏｓａ　（カフェマリポーサ） － 宣伝活動による認知度向上及び設備整備で顧客満足の向上
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東京都 株式会社アカフィス 1010501038090 ターゲット特化型Ｗｅｂサイト構築による効率的販路開拓

東京都 エフリオ株式会社 8011301021370 キャラクターを有効活用した訪問看護ステーションのＰＲ活動

東京都 ＶＩＢＥＳＲＥＣＯＲＤＳ　大村泰文 － ＤＪスクールの講師育成向けレッスン開始とＷＥＢ再構築

東京都 株式会社やまなか 1011101045907 緊急に葬儀の情報を必要とする方を対象としたチラシの作成・配布

東京都 村田染工株式会社 9013101004075 一層のブランド化を図るための、リーフレットとチラシの作成

東京都 株式会社トップ 2011101058346 冬眠客及び名刺交換済み見込み客への新サービス案内・販路開拓

東京都 有限会社中むら 4010002013061 デザイン暖簾の製作サービスによる新規顧客の開拓

東京都
株式会社プロサウンドコミュニケーション
ズジャパン

9011502010898 ギターの高品質を提供し顧客を囲い込む新サービスの販路開拓

東京都 株式会社リフレイム 5011001070893 働く女性の為の心身ケア×治療を受ける機会を増やす為の改装事業

東京都 ロードセーフティー株式会社 6010001155811 海外での道路保安用品の販売強化を目的とした英語版ホームページの制作

東京都 株式会社なかほり 5011401004856 展示会出展による自社ブランド「東京香堂」の販路開拓事業

東京都 株式会社ブランシュネージュ 5011001098670 国産絹１００％のウェディングドレスのオーダーメイド

東京都 有限会社ヴィクトリー 3011702001406 酵素使用による顧客の悩み改善と安全化プロジェクト

東京都 株式会社ＰＮ 8010401093254 外国人観光客のカフェ利用獲得を目的とした新サービス開発

東京都 ダイエークリーナー － 高洗浄力クリーニング店が行う新たなしみ抜きサービスの拡販事業

東京都 株式会社エイチ 7010001166956 特定重点地域での圧倒的シェアを獲得するエリアマーケティング

東京都 茂松 － 地方の一級食材をふんだんに取り入れた創作和食コースの販売促進

東京都 日本山岳救助機構合同会社 3010003014274 ｊＲＯ（ジロー）会員制度ブックレットの製作と配布

東京都 株式会社田端堂紙器製袋所 3011501002852 不動産、宝飾品、音楽業界向け　高付加価値ＰＰ素材製封筒の展開

東京都 株式会社アンジュ・ライフコンサルティング 2012801016816 事業承継セミナー及び関連団体への事業承継パンフレットの配布

東京都 ＴＭ東京不動産株式会社 3010401119914 地方の空き家の売却・活用の為のインターネット集客事業進出

東京都 有限会社野口カメラ店 5010802011255 新プリント受付機導入で新規顧客獲得および客単価向上の実現

東京都 株式会社国工務店 3011701002529 北葛西世帯を対象とした生活支援サービスによる販売促進。

東京都 外堀知的財産事務所 － 個人の商標出願のための願書記入サイト開発とそれに伴う販路拡大

東京都 有限会社ビーイングサポート・マナ 9010402018283 ストレスチェック制度解説研修のｅラーニング作成と販路開拓

東京都 藤尾真理子税理士事務所 － 介護事業所経営サポート特化事業

東京都 株式会社デイテク 6210002003775 高機能樹脂成形の短納期・一貫生産による新規顧客開拓ＨＰ作成

東京都 アレシア税理士法人 1011105006657 『税理士に日本中どこからでも相続の悩みを相談出来るＨＰの制作』

東京都 ケミカル機器株式会社 5010101001164 微小ｐＨセンサ・アンプの産業用の国内外販路開拓

東京都 株式会社ストリームライン 7020001114897 パワーポイント資料作成代行サービスのＷＥＢからの問合せ拡大

東京都 Ｓｈｉｎｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ － まんがで世界と、ビジネスをつなぐマーケティング事業

東京都 株式会社ツリー・アンド・ツリー 2010001155765 学童保育での地域交流イベントおよびカフェ事業での環境整備

東京都 株式会社サフランレコード 6011001057246 音楽ソフトの出張サービス　～幅広い地域、年齢層へ攻めの販売～

東京都 ＫＥＳ吉祥寺イングリッシュスクール － 英語嫌いの生徒の受け皿としての認知向上と小学生の新規顧客開拓

東京都 ｊａｎｕｋａ － 新しいアプローチのジュエリーブランド“ｊａｎｕｋａ“の海外展開

東京都 にしむら整骨院 － 「骨盤循環整体」の販路開拓に向けた情報発信事業

東京都 株式会社シュアール 9021001019011 障害者差別解消法に配慮したホームページの手話対応化
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東京都 株式会社扶桑 8011801004263 『独自技術を用いたオリジナル商品開発による新事業の確立』

東京都 株式会社イトーテキスタイル 9012401010832 服飾専門学校と連携して国産生地を使った展示会の開催

東京都 鮨・大山 － 新規顧客開拓の為のチラシの作成配布と清潔感向上の為の店舗改修

東京都 そったく － 自社ホームページ開設と商品パンフレット＋広告で販売数アップ

東京都 Ｌａｍｉｅ －
カタチが多様に変化する新しいジュエリーブランドＬａｍｉｅの国内、海外への販路
開拓

東京都 カイオス株式会社 2010001109358 世界に通用するゲーム業界コンサルティングと新規顧客開発

東京都 合同会社タックエンターテイメント 8011703001425 少子化対策に貢献する成婚者を輩出する結婚相談所入会者の獲得

東京都 ＳＣＡＬＡ － 親子揃ってリラックスして施術が受けられる美容院の集客力強化

東京都 メンタルサポート相談所　真心 － アルコール依存症脱出のためのダイエットコーチング告知事業

東京都 アートぷらす － 中小企業の「企業内ビジュアル化」コンサルティング

東京都 薫の黒にんにく － 販路開拓する為の自社ブランドの構築と生産設備の強化

東京都 ワールドメリィー株式会社 4011001099901 育毛の新施術とオリジナルメニューエステを提供するサロンの新設

東京都 株式会社デザインマインドカンパニー 7010401102602 資格取得促進プログラム新設と販路開拓事業

東京都 株式会社ファーストスター 2011601017256 催事用オリジナルフェンスの販売促進

東京都 グランディール － グランディール独自の英語手法の周知拡大及びグローバル教材制作

東京都 株式会社ＭｏｒｉｅＹａｍａｄａ 9011001100829 「日本の生地美しさ」が体感できる、表参道ヒルズ展示会

東京都 株式会社ステップアカデミー 8011601017052 業務支援システム導入により、顧客満足度と収益性の向上を図る

東京都 仲吉商事株式会社 3011401004908 自然に優しい竹製食器の量産化体制構築による業務用市場販路拡大

東京都 センブレス － 地域活性と未来の幸せにつながる施術・レッスンの開発・販路開拓

東京都 株式会社セアール 8011701004339 シール印刷事業の新規チャネル獲得による販路拡大

東京都 株式会社ＴＭトレーディング 9011001105200 メイドインジャパン専門、輸出ＥＣマーケットプレイスの構築

東京都 行政書士末吉由佳事務所 － 企業単独型技能実習・特区内の外国人創業のＰＲ及びサポート

東京都 ミスターデンジャー錦糸町店 － 店舗前広告や看板類の新規設置、および店内改装と新規顧客の開拓

東京都 中央エフエム株式会社 6010001050178
コミュニティＦＭ局向けＬアラート自動読み上げシステムのウェブサイトによる販売
促進

東京都 株式会社エムバイスリー 9011601019378 ＭＥＭＯＲＩＡＬＳ（大切な人を想うウェブアルバム）のリニューアル、販路拡大

東京都 株式会社ナノテック 2011401007597 ウェブサイト／クリーンルーム　リニューアルによる販路開拓

東京都 株式会社ココファースト 6140001095978 放置自転車管理システムによる事業拡大と海外販路の開拓

東京都 株式会社やましたグリーン 7010101010262 病害虫駆除サービスと植木のリサイクル促進による販路開拓事業

東京都 バールースター － 女性客比率向上のための販促戦略の実行

東京都 Ｌｕｎａ　Ｐａｎ（ルナパン） － 「こねて、つながる。」焼きたてパンの窓口販売計画

東京都 株式会社響 3010401093911 日本式のビジネスユニフォーム・海外展開事業

東京都 株式会社レイブンコンサルティング 1010401112235 チェーンストア向け次期経営者育成講座の新設と見込み客の獲得

東京都 株式会社エムピートレーディング 2011001107327 利益率の改善、ブランド確立のための自社販路の構築

東京都 株式会社ユーエルエス 2011801028152 特定の条件を備えた顧客企業との円滑な出会いを実現するＨＰ制作

東京都 日本タウンマネジメント株式会社 2011001106741 不正駐輪（自転車盗難）防止システムの導入販促

東京都 小林熱機工業株式会社 9010801004074 ホームページとカタログの相乗効果を活かした新製品拡販施策

東京都 名月製菓株式会社 3011501009006 新規顧客の販路拡大を目指した製造現場におけるショールーム導入
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東京都 ＭＳ　Ｋｉｄｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ － 習い事用品市場開拓のための宣伝事業

東京都 株式会社スケッタ 2010601020682 「百福デザインを施したそば殻枕などの寝具の開発および販売」

東京都 株式会社ナノ 7010901027530 売上目標５，０００万円を達成する為のホームページ制作

東京都 株式会社安心堂 5011801005669 個人クリエイター向け印刷工房「Ａ－ＬＡＢＯ（仮）」の構築

東京都 こすもゼミナール － 学習指導要領改定を先取りした小学生英語クラスの新設

東京都 テオリアサイエンス株式会社 1290001059634 エクソソーム研究に関連する商品およびサービスの販路拡大

東京都 株式会社箱長 1010501010875 伝統的な工芸品の認知度を高め訪日外国人観光客への販路を広げる

東京都 カフェマンマナターレ － 高齢来店者への安心安全な環境づくりへの取り組みと顧客拡大

東京都 株式会社フューネットコーポレーション 7011801021672 ハワイ代行散骨事業開始に伴うホームページ新設、チラシ制作

東京都 株式会社日本ビジュアル著作権協会 9011101009086 ＷＥＢで完結できる著作権申請システムの開発・設置・販路開拓

東京都 株式会社蒲田屋植田写真機店 9010801002755 高速スマホ対応プリント受付の拡充による対高齢者サービスの強化

東京都 Ｍｏｎｄａｙ株式会社 9011001106149 イノベーション指標アプリ「イノベーション・キヨスク」

東京都 薬師湯 － 地域性を反映したコンセプト及びデザインを採用した入浴剤の開発

東京都 有限会社エイ・アンド・イー 8013402004584 笑顔と感動を演出するシルエットアートの販路開拓事業

東京都 株式会社ＹＵＩＭＡ　ＮＡＫＡＺＡＴＯ 9011001103773 海外販路開拓のためのカタログ製作と「パリ・東京展示会」出展

東京都 Ｍ・Ａカマクラバレエスタジオ － 異文化・異世代交流を図るバレエワークショップ並びに広報事業

東京都 有限会社和紙工房栞 9013302010855 抜本的な機会損失低減計画とネット活用による受注拡大＆体制構築

東京都 おかみ丼々和田 － ホームページ活用とイベント実施による販路開拓及び新商品の導入

東京都 株式会社アート・ワタナベ 9011501011674 「めくりーな」の認知度向上による新規顧客開拓

東京都 フットケアサロンテクニカ － ３０～５０歳代の新規顧客獲得のための広告・宣伝事業

東京都 株式会社けやき出版 3012801000455 新規事業参入をＨＰでアピールすることで新規顧客獲得

東京都 ライフサイエンス出版株式会社 1010001060207 ダイレクトメールによる医学雑誌の販路開拓

東京都 株式会社カレア 3010801025786 日本初のＭＣＩ診断活用型認知症対策プログラムの販路拡大事業

東京都 有限会社みなとや 5010602005655 外国人観光客向け和の体験プログラムＷＥＢ告知による販路拡大

東京都 株式会社優雅 6012701008356 オーガニックコットン・天然染めの紳士用婦人用下着の開発と販売

東京都 ＰＣ　ＥＹＥＳ － ＰＣの無料引取の事業化と在庫管理システムの開発と販路開拓

東京都 ｋａｍｉ　ａｒｔ＆ｃｒａｆｔ － 『インテリアアート書道』知名度向上のためのプロモーション活動

東京都 株式会社ＭＹ　Ｐｌａｃｅ 5010001174928 中小企業に入札市場の参加を斡旋するコンサルタント業務の実施

東京都 株式会社ｅＰ 2010501036597 高品質でデザイン性のある座位保持装置用シートの製作

東京都 アムトランス株式会社 2010001087728 海外への販路拡大事業、店舗の売上向上を目的とする環境改善事業

東京都 オプティマルビー株式会社 5010401107859 働くママを応援！自然派の日焼け止め＋虫よけ乳液のブランド刷新

東京都 京料理　一輪 － 新規開拓、売上増加、顧客ニーズ適用の為のフロアー席の個室改装

東京都 株式会社福寿堂薬局 8010801023538 ＨＰ、チラシを活用した在宅医療の認知拡大による地域貢献

東京都 株式会社うにゃのしっぽ 4010101012237 「信頼感」と「親しみ」ある動物病院ＰＲに向けたＷＥＢリニューアル

東京都 ヴィトリア － 外国人向けウィークリーＢ＆Ｂ型宿坊シェアハウス宣伝事業

東京都 芳香整体サロンｔｅ－ｇｏｃｏｒｏ（テゴコロ） － 芳香整体サロンテゴコロ・少子高齢化支援拡充事業

東京都 四谷生薬株式会社 7011101075171 いぼ痔・切れ痔、冷え性向けの薬用入浴剤の新規顧客開拓
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東京都 Ｍｏｃｏ－ｙａ（モコヤ） － 「ダンボール玩具キット」開発プロジェクト

東京都 はたもカイロ整体院 － 視認率向上による入店数拡大と居心地改善によるリピート率向上

東京都 ハンバーガースタンド　アストリア － 店頭の視認性向上・４か月連続新商品発売計画

東京都 セリック株式会社 9010001048021 人工太陽照明灯の中国販路開拓

東京都 株式会社人材育成社 4010701025209 コンサルティングサービスの販路開拓

東京都 ふとんの小池 － 羽毛診断を取入れた羽毛ふとんリフォームによる集客事業

東京都 Ｈｏｌｉｄａｙ　Ｊａｃｋ株式会社 4010601047526 非日常体験イベントの企画運営によって地方創生に貢献する

東京都 ｋｉｃｃａ － 時代に合った新商品・メニュー開発による顧客獲得と生産性の向上

東京都 株式会社　ＣＡＭＩ＆Ｃｏ． 2011501017950 ＩｏＴ業界で販路を拡大するための展示会への出展

東京都 有限会社ドルックス 2010002023104 浮世絵の絵を利用しての商品開発、ホームページによる販路開拓

東京都 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＴＲＡＤＩＮＧ 8010001112059 新商品開発をきっかけに自社ブランドの直販強化を実現する

東京都 株式会社山崎商会 4012401008749 ～うさぎの可愛らしさを感じてもらい来店客数を増やす取組～

東京都 株式会社ＹＫＣ 2011701010045 自律神経（ストレス）測定器とサービスの新規販路開拓

東京都 ａ　Ｂｅｅ － 自家製ハム等、外販向けフランス風惣菜の販路開拓事業

東京都 有限会社日本特価書籍小売部 4010002016056 「売り」サイトのリニューアル及び通信販売システム構築

東京都 株式会社恵の木 5010901025338 キッズフェア開催！新たな年齢層への販路開拓！

東京都 株式会社コミュニティー・ベロ 5010001168145 「すみだ川ものコト市」出店による自転車タクシー普及と店舗ＰＲ

東京都 書道　眞和会 － 外国人観光客向けの書道体験教室・海外向け書作品販売の販路開拓

東京都 空堂 － お客さまの駐車スペース確保とくつろげる空間作り

東京都 株式会社成光ネクタイ 2010101001919 「ＷＥＢオーダーメイドネクタイ」とクイックデリバリー対応

東京都 株式会社アクセス 7011101000567 難関私立一貫校に通う中高生獲得のための広告宣伝活動

東京都 合同会社インプリーク 8011003004946
キーワードサジェスト広告表示のためのスマートフォン向けキーワード検索システ
ムの構築

東京都 有限会社オオズ 4012402014548 プラス２０点の成績保証制度の新設による生徒増と売上拡大

東京都 株式会社トロア 9011301019389 「しあわせグラノーラ　２種の新製品開発と販促」

東京都 株式会社Ｅｔｒａｎｇｅｒ 2010001152390 日本の和牛を使った鉄板焼きを外国人に伝える為のサイト開発

東京都 株式会社ラ・ヴェール 8010801018050 催事・イベントに対応した東京あげパン専用の包材開発事業

東京都 株式会社グッドヌードルイノベーション 8011101072003 オリジナル本格冷凍麺の開発・販路開拓

東京都 株式会社　絆 9011801024392 展示会出展による新商材天然石複合板の認知度向上と取引先拡大

東京都 長澤製作所 － 良質な手作り鍛金製品の中国展開に向けた北京展示会への出展

東京都 株式会社フォーアーツデザイン 7011701015980 「デザインペイント」認知拡大と新規取引先獲得等による販路拡大

東京都 株式会社セラミックファクトリー東京 4011001054724 矯正歯科技工物製作による新規顧客獲得・既存顧客満足度の向上

東京都 スーパーチップス － 駐車場等借用による体験スクールでの新規顧客獲得

東京都 株式会社ブレインストーミング 9010001147748 新製品「野菜きれい」の海外市場での販売促進活動

東京都 株式会社マテリカ 9010001106497 英語版ウェブサイトの構築と外国人向け販促物の制作

東京都 佐竹特殊鋼株式会社 6012801000576 会社案内・ホームページ製作で販路開拓による売り上げの拡大

東京都 有限会社勝倉樹脂工業 5011702002880 エラストマー樹脂製品の販路拡大と業務効率化（生産性向上）事業

東京都 エスエージーバルーンズ株式会社 7010601010828 今秋２件の展示会にて新商品を発表し新規顧客獲得及び販路開拓。
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東京都 フラムリングス麻布 － オーガニックカラーによる５０代以上の顧客獲得・販路拡大

東京都 株式会社ベスト 3011801018953 短納期化を実現した高品質自社ブランド革製品の販路開拓

東京都 みんな、劇しようよ － みん劇への認知拡大

東京都 Ｊａｐａｎ　Ｓｔｕｄｙ　Ｇｕｉｄｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ － 留学生向けの新たな支援カリキュラムの開発によるサービス拡大

東京都 株式会社アイワクラフト 1011401014743 鮮度保持シートの小巻加工品の開発・販路開拓

東京都 株式会社リプス・ワークス 2010801019392 新加工技術の開発と展示会を利用した販路開拓

東京都 ＺＵＣＯ明日のおやつ － 中華菓子「泰祥製菓」のブランドを生かした専門店化事業

東京都 株式会社正本総本店 7010601016180 新製品掲載の総合カタログ、価格表の製作。

東京都 曽田税務会計事務所 － 問合せから新規見込客を獲得するためのホームページリニューアル

東京都 ママのアイディア工房株式会社 9010701032035 「おんぶ紐付きジャンプスーツ」各種品質テスト実施とＰＲ事業

東京都 図書館パートナーズ － 「ライブラリー・ファシリテーター（Ｒ）認定講座」の販路拡大

東京都 ネオフライト国際商標特許事務所 － 中小製造業向け知財サポート事業の販路拡大

東京都 ミアキス株式会社 3011801026691 ペット用除菌消臭剤開発事業

東京都 ＮＯＯＤＬＥ　ＤＩＮＩＮＧ　鵺 － 空調・看板設置・店舗レイアウト改良に伴う販路開拓と業務効率化

東京都 有限会社ポッパナ 1010102007981 コミュニティ空間のある高齢者の冷え取り肌着専門店の告知

東京都 神楽坂地蔵屋 － ８０歳の看板娘がまだまだ現役で頑張る工夫と集客ビジネス展開

東京都 株式会社トラッドグリーン 5010001128074 ムース、羊羹のシールパック容器導入による販路拡大

東京都 株式会社ＲＳコーポレーション 3013301025785 巣鴨初！観光客・外国人向けの日本酒飲み放題プラン

東京都 株式会社ネクステージ 4010401097614 女性による小規模サロン経営活性化事業

東京都 Ｊｏｕｒｎｅｙ×Ｊｏｕｒｎｅｙ － 天井改修、机・椅子の交換、入口のバリアフリー化と屋根の設置

東京都 ジーニアスファクトリージャパン株式会社 6010001134237 ジーニアスの“自由度の高い”秋葉原会議室を訴求

東京都 エイコム株式会社 5011101060712 表情認識機能搭載デジタルサイネージの展示会出展による販路開拓

東京都 有限会社森田屋米店 6011302009375 「味と安全」にこだわった、産地の見える米のＷＥＢサイト販売

東京都 株式会社アップストリーム 5010801016684 ペット専用無添加「肉ケーキ」の販売促進を図るネット集客

東京都 アイグッズ株式会社 5011001109238 オーガニックコットン製ノベルティの販路開拓

東京都 プロスパイス株式会社 4011001109461 高品質中古日本車を世界へ販売・ネット輸出事業

東京都 株式会社ｎｏｍｅｌ（ノメル） 2010001172653 希少な日本酒１００種類を多様なイベントで提供する角打ち飲食店

東京都 チョイス・ロンドン・ジャパン株式会社 5013301017070 社交ダンス用ドレス生地・シューズの拡販事業

東京都 ベッカライ　ブラウベルグ － お店の付加価値を高める演出！「白金のオアシス」情報の発信

東京都 株式会社ヒップスターゲート 1010001133103 研修講師に依存しない革新的企業研修のプロ―モーション事業

東京都 サロンドエミ － 高齢者向け新サービス“視力回復脳内フェイシャル”の展開

東京都 株式会社ＴＫＸコーポレーション 4011301020979 革靴・鞄のオンライン販売及び店舗展開による販路拡大事業

東京都 株式会社文鳥社 7010401118912 広告等を活用した文鳥文庫の販促活動

東京都 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　団欒 － 日本庭園設置による個室利用客増加を通じた顧客単価向上の取組

東京都 グロワグロワ － ８年間培ったノウハウを活かし新天地で軌道に乗せるための取組み

東京都 ｍｏｒｉｓ － 酵素風呂×冷却エステ相乗効果を見える化するモデル店舗販促事業

東京都 株式会社四朗次朗 2010701031175 無農薬緑茶の新商品の開発及び、インターネット通販の拡充
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東京都 ｒｅｔｅｌａ － レジ袋をアップサイクルした新製品の開発、販売開拓・広報戦略

東京都 株式会社ＳＥＬＥＳ 8010001132833 海外展示会出展等事業による販路拡大

東京都 株式会社マリスインターナショナル 6011501018623 新スパークリングワインの仕入と販促活動の強化による売上向上

東京都 Ｍ－ＬＡＢＥＬ株式会社 3010401106094 自社オリジナルブランドの立ち上げによる新たな販路拡大

東京都 白原中小企業診断士事務所 － ＣＭＳを活用したホームページによる販路の拡大

東京都 久保田鉄鋼株式会社 3010101001034 産業廃棄物処分業許認可取得に伴う新規顧客獲得のための広報事業

東京都 ウェアトリップ株式会社 8012401030352 海外から日本を観光できるライブ映像配信サービス等の提供。

東京都 有限会社ボンシュマン 2013202012586 店内客席スペース、床部分のタイル貼り替え、椅子及びソファ部分の布張替え

東京都 フィンテリックス総合会計事務所 － フィンテックを利用した若者・女性起業家支援サービスのＰＲ事業

東京都 株式会社スピカ 4010401072328 靴修理店のための修理講習会の開催による新市場の創出

東京都 プレミアハートジャパン株式会社 2010801019310 「ＭＣＧ機器販売における新規顧客獲得」

東京都 株式会社ブルーテラ 1013201005138 人と犬の豊かな共存を目指し、飼育環境を向上させる事業

東京都 川越屋食堂 － ディナー売上アップのための店内改装・設備更新事業

東京都 株式会社いしはら　Ｔｏｋｙｏ 9010001157433 民泊×ＴＰＰ！外国人民泊ゲストを自社の海外モバイルＥＣへ誘客

東京都 株式会社Ｄ－ＳＴＹＬＥ 7010401110836 白金に癒されるオアシスを！　「癒される店舗づくり」情報の発信

東京都 合資会社ｗｉｎ－ｗｉｎ 3011303001581 高齢者向けフットケアの無料セミナー実施による美容室への集客

東京都 蓮爾 － 創業以来初の試み！看板とチラシによる秘伝ラーメン広告大作戦

東京都 行政書士レイ国際法務事務所 － 融資・補助金申請サポートサービスの開発・販促事業

東京都 株式会社充賢 3011801025842 引越サービス事業化及び神奈川県プロモーション強化事業

東京都 株式会社エムアンドピー 6011801030583 Ｗｅｂ、試飲会、飲食店を通じたクラフトビールの認知度向上施策

東京都 株式会社Ｃ＆Ｌ 7011001097266 高齢者、既存客、子育てママに向けてターゲットを絞った販路開拓

東京都 株式会社シエルト 6010401077060 小規模「士業」事務所向け広告Ｗｅｂサイトパッケージ

東京都 有限会社山本工務店 5011402009219 創業４５周年地域感謝祭を活用した販路拡大事業

東京都 ウーマンズアイ － 小規模企業の売上拡大「Ｗｅｂ外注業者へ橋渡しサービス」提供

東京都 石野　智元 － 外出が難しい子育て世代向けオンライン講座システムの作成

東京都 岡崎写真館 － 新商品の復刻版ガラス乾板写真による伝統的写真館の売上増加計画

東京都 株式会社メガロンジャパン 8011001094808 介護認定を受けていながら介護サービスを受けていない方を呼び込む

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

東京都 グルマンディーズ － 新規顧客開拓のためにグルメ雑誌への掲載等の新たな販促の実施

東京都 ＹＦＳトレーディング － ミニチュア人形・ジオラマ販売チャンネルの認知向上と販路開拓

東京都 二代目ＴＡＴＳＵ － 江戸川名産の小松菜餃子等の販売・宣伝広告による集客力向上と販路拡大

東京都 有限会社エフエムエヌ 9011702001994 「和」の素材を使ったウェディングドレスの良さを訴求し普及を促進

東京都 レアルコンサルティング株式会社 8011101056402 沖縄県の情報発信による地方創生不動産コンサルティング事業

東京都 株式会社ミナモ 2011001061672 イチョウ葉エキス配合の認知症対策用サプリの広告展開

東京都 ｂｏｇ　ｃｒａｆｔ － レーザー加工機を使用した精巧なペーパークラフトビジネス

東京都 Ｓｑｕａｒｅ　１株式会社 8011001100978 民事信託を浸透・啓蒙させるための会計事務所向けセミナー事業

東京都 マルエイクリーニング － トータルクリーニングを訴求するホームページのリニューアルと宣伝広告
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東京都 株式会社ウィズ 6011001002887 英語版ホームページの開設による欧米市場での販売促進

東京都 有限会社宝飾ホワイト 5012402023382 真珠リペア・リフォーム事業進出の為の設備投資とＰＲ小冊子作成

東京都 株式会社アロー 8010901033643 『リハビリ難民を救え！』自費訪問型リハビリテーションアロー

東京都 株式会社ＧＯＯＤ　ＳＴＡＮＤＩＮＧ 8011001105655 『ＬＥＮＯ』の販路開拓に伴う合同展示会出展及びカタログ制作

東京都 鈴木　大一 － シャンプー＆トリートメントの開発

東京都 エクラ株式会社 7011001102629 ブライズメイドドレスの販売サイトのリニューアルによる販路拡大

東京都 株式会社Ｔｒｅｅ　ｔｏ　Ｇｒｅｅｎ 9010901032660 一番館（古民家）再生事業の開発・広告活動

東京都 カシュカシュ　ヘアメイク － 【お手入れ簡単うるふわカールの開発、販路開拓】

東京都 株式会社竹内商店 6010001049518 販路拡大のための生産能力拡大

東京都 合同会社輝空 5011203002348 お一人様顧客に寄り添う葬儀・片づけコンシェルジュ事業の展開

東京都 有限会社　Ｇｒｅｅｎ　Ｒｏｏｍ 2011502014360 Ｌｏｗ　ｃｏｓｔ公演，ＢＥＡＲアマチュア練習プランの開発

東京都 株式会社サートプロ 6011601015248 ＩｏＴ人材育成研修プログラムの販売促進活動

東京都 有限会社ティーアンドコー 6011502003921 ＩＴフル活用テント準備で快適なレース環境整えて新規参加者増大

東京都 小山酒造株式会社 6011501001620 酒蔵見学スペースのリノベーションによる直接販売の売上向上

東京都 ＮＥＯ　ＲＥＳＩＳＴＡＮＣＥ － スタイリッシュな工場用ユニフォームを中小企業に販売する。

東京都 真野眼鏡 － ビジョンセラピーを取込んだ眼鏡店の開発の為の内装工事

東京都 株式会社ＯＫＩＴＯＭＯｓｔｙｌｅ　ヨガ 4012301010375 ＯＫヨガの企業様向け「オフィスヨガ」サービスの新規立ち上げ

東京都 有限会社光和企業 5011102004602 着物レンタル販売促進事業

東京都 有限会社渡辺商会 1011102013920 店舗改装及び新規事業による子育て世代のクリーニング需要開拓

東京都 合同会社樂 6011003005178 日本神話コンサート公演の販路拡大

東京都 株式会社Ｓａｃｃｏ 5011001106945 ・営業チャネル拡大に伴う、「企業評価表」作成事業

東京都 株式会社いかす 5010401117412 「炭素循環農法・たんじゅん野菜」のわかりやすい解説動画の制作

東京都 買取なんでも市場府中新町店 － 高齢者および買い物弱者向け「宅配・出張買取」事業の販売促進強化

東京都 Ｏｋａｅｒｉ － 新たな販促用フライヤー、看板の作成およびＰＲ

東京都 アトリエブラン － 白磁アートの転写紙・溶剤の開発と販路開拓

東京都 日本の手仕事百貨店 － 日本伝統工芸と海外文化の融合した新価値商品の創出

東京都 株式会社小野デザイン 1290001049577 『お試しデザイン無料』をインターネット広告と折り込み広告でＰＲし新規顧客獲得

東京都 依田塾 － 全国の碁会所・囲碁サロン向け新サービスによる囲碁ファン拡大

東京都 株式会社ローカルランドスケープ 3021001058329 カカオ育成コミュニティ　オキナワカカオ部

東京都 株式会社ＧＯ　ＳＬＯＷ 9010901026051 自社企画の衣類販売による店舗ブランド化と収益改善

東京都 ＭＣヘルスケア株式会社 6011401015761 新機種開発における製品デザイン・試作・臨床実験・販路開拓

東京都 Ｇｏ　Ｎａｔｉｖｅ　Ｊａｐａｎ － リフォームによる認知度拡大と集客増幅による売上向上

東京都 サイバーレーザー株式会社 3010601040234 超短パルスレーザー加工機の台湾市場での販路開拓

東京都 株式会社美ＶＡＣＥ 4011001095611 東洋と西洋の技術が融合された日本流エステ技術の海外への進出

東京都 株式会社ＣＡＮＡＰＡ 5010901035493 犬の躾と身だしなみを教える犬の幼稚園併設型トリミングサロン

東京都 株式会社清水工房 8010101001723 自費出版物の新規顧客獲得のためのマニュアル製作と宣伝事業

東京都 株式会社金福商店 2120101053544 外国人観光客の集客力ＵＰのためのＳＮＳ連動・統合型ＨＰ作成制作事業
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東京都 Ｒｏｕｖｌｅ － ギフト用バルーン専門店展開によるバルーンギフトの販路拡大

東京都 株式会社ビープロダクション 9011101066128 『みんながＨＡＰＰＹになる方法』アニメ３編の英語吹替版制作と販路開拓

東京都 ヘアサロンイシカワ － 理容店におけるプレミアシェービングの導入

東京都 フェリチータ（個人） － 本格的イタリア料理を家庭で楽しむための物販事業展開

東京都 有限会社Ｌｕｃｋｙ　Ｒｉｃｅ 4010902020594 名もなき作品発表イベントと外国人向け料理教室による販路開拓

東京都 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ａｔｅｌｉｅｒ　ＳＴＵＤＩＯ　ＧＬＹＰＨ － エントランスの改装とチラシ作成・配布による集客の強化

東京都 株式会社ファンクデザイン 5010801026626 「プレミアム・デザイン・ヘルメット」の開発

東京都 カソク株式会社 5011101073763 ロボット、人、人工知能を組み合わせた旅行サポートコンシェルジュ

東京都 株式会社ＭＡＣＯＳ 5011701011049 連結納税の受託業務及び税効果会計コンサル及び受託業務

東京都 ＡＭＫ　Ｌｉｎｋｅｒｓ　合同会社 7010003022851 東南アジナ購買層獲得のための広告展開とサポートの多言語対応

東京都 九州創作居酒屋たつ屋 － 九州創作居酒屋-差別化のための広告宣伝強化

東京都 ユビランド知的財産綜合事務所 － 当事務所の強みがわかるＨＰへの改修とＨＰの多言語化対応

東京都 有限会社ラクーン 8010902016151 ＰＯＳレジ導入による料金・業務のスリム化

東京都 Ｎｏｌａｚｙ － あなたに合わせたカスタマイズ！これであなたもスーパーコール！

東京都 株式会社プラネット 7010001101590 認知度アップのためのホームページ改修およびチラシ作製

東京都 株式会社　こころ味あじなお 5010101004605
事前期待醸成に繋がるのぼり・看板等設置並びに、顧客満足を高める器の導入・
ディスプ

東京都 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｚｏｅ － 席数の４割増とペット同席や緑の空間での食事を実現する店舗改装

東京都 ＣＴ　ｋｉｔｃｈｅｎ　亀 － キッチン亀の看板・店舗ＨＰの充実化による売上のジャンプアップ

東京都 ハンサム株式会社 8013201018471 地方物産品のデザイン化による売上貢献プロジェクトの推進

東京都 株式会社ＳＰＩクリエーション 3010001166720 販路拡大広告

東京都 株式会社ツムケン 6010601048118 柔軟性が高く小回りが利く自動車整備サービスの展開

東京都 高野透矢 － 映像制作会社の新規客獲得のための販路拡大プロジェクト

東京都 有限会社アテルイ 6430002033932 ブームの熟成魚と北海道の直送魚を味わうお試しコース料理

東京都 株式会社シャイン総研 8010001145736 小規模事業者に特化した「スマホで経営革新！」事業

東京都 合同会社ＬＡ　ＢＯＵＳＳＯＬＥ 7011003005342 オリジナルグッズを一緒に創り上げるカウンセリング販売事業

東京都 松本一矢 － “デスクトップ・アクセサリー工場”の構築とＢｔｏＢビジネスの拡大

東京都 福３３ － 日本酒にあう新メニュー開発と調理スペース・動線の拡張事業

東京都 株式会社セリス 4013301036947 美容と健康によい「独自ブレンド茶」のＥＣサイト構築と販売促進

東京都 アンカーコム株式会社 2011001059246 がん患者さんの治療生活ケア医療用帽子、下着の開発・販路開拓

東京都 株式会社フィゴー 8010901026168 ノベルティ販売を切り口としたペット用アクセサリーの拡販事業

東京都 ホッタハブ株式会社 6010401092613 自己アニマルセラピーができる愛犬アロマシャンプーの販売事業

東京都 株式会社マグエバー 1011001060238 「さびないマグネット」販路開拓のための商品カタログ作成

東京都 株式会社ＪＩＡＬＩ　ＭＥＤＩＡ 2130002017705 中華圏へのアプローチ方法に悩みを持つ企業・自治体の掘り起し

東京都 平和商事株式会社 3080001010079 リテールサポートの強化とサンプル品精度向上による受注活動促進

東京都 ＣＲＥＡ株式会社 5011501008625 外国人観光客向け日本の伝統文化深堀ツアーの開発と販路開拓

東京都 株式会社グラディエ 1220001020676 世田谷産野菜のジャムの開発・販売

東京都 つばめ動物病院 － 地域に根差した小動物専門病院としての設備充実と認知度向上
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東京都 有限会社ナミキトレイディング 6013102006511 初めての折込チラシによる新規客開拓と固定客拡充

東京都 株式会社ＫＩＲＩＮＴＡＩＬＯＲＳ 8011001099393 カタログ＆動画作成によるテーラーショップのブランド向上＆販売力強化

東京都 トラットリアカンティーニ － 安全・安心「ソーシャル自然派イタリアン」で販路開拓

東京都 株式会社タウンツアーズ 3030001112326 金婚式や米寿など、三世代で祝う記念宿泊旅行の専用サイト作成

東京都 山下電装株式会社 5010101008738 新製品の坂路開拓のためのホームページ作成

東京都 株式会社青色経営コンサルティング 5010001167733 ベテラン経理担当者を活かしたシニアベンチャー支援サービスの拡大

東京都 ＲＩＭ － 妊婦さんの不調改善を行う出張リラクゼーションサロンのホームページ販促

東京都 Ｗｉｎｅｔｅｒｉｏｒ　ワインテリア － ワインショップのオープン・販路開拓

東京都 Ｐｌａｉｓｉｒ － Ｗｅｂ活用による顧客のリピーター化・ファン創造への取組

東京都 株式会社慶商 7012401030139 海外向けに日本の商材を小口で卸す事業

東京都 手造りハム・ソーセージ独逸屋 － 朝市のＰＲ強化と店の認知度向上で、集客増を目指す

東京都 焼酎バー壱 － 利酒師・ソムリエが紹介する「焼酎・日本酒ガイド」の発行

東京都 ｃｏｃｏ　ｄｅ　ｃｌａｓｓ － 高齢者の認知症予防を目的とした塗り絵を使った色彩心理サービス

東京都 株式会社りょくけん東京 5011401016315 「美味しいを贈る」：ギフト用パッケージの改良とＥＣサイトの改良

東京都 合格感動塾 － 自立型個別指導サービスの販路開拓

東京都 株式会社ＳＩＬＵＶＡＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5011201013256 ２Ｓ向上・クリンリネス向上のための店内小改装と販促ツール作成

東京都 株式会社イーウェッジ 2012301006796 強みを活かしたホームページ・リニューアルで成約率向上

東京都 株式会社Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｉｎｇｓ 5011201013256 看板設置と外装工事による視認性改善から顧客増を図る

東京都 キッチン＆バールＢＯＲＡＲＯＲＡ － 店舗正面のオープン化（木製壁撤去、ガラス扉及びテラス設置）

東京都 株式会社トラックス・ディーリング 8011101045231 新商品発売に伴う、品質で鋏業界ＴＯＰブランドの認知度向上事業

東京都 株式会社アンジュアインターナショナル 9010001139316 シニア世代を対象としたランチデートサービスの提供とＰＲ強化

東京都 株式会社Ｌａｎｄ　Ｃｈａｏｓ 8040001083041 カンボジア進出を成功に導く『日経ブランドの創業支援施設』事業

東京都 株式会社Ｉ＆Ｃ・ＨｏｓＢｉｚセンター 3010501032380 税理士との協業・ノウハウ提供を通じて小規模企業への支援を行う

東京都 有限会社花月 4010902003954 新メニュー・新プランの開発でシニア層リピート客を囲い込み

東京都 ＷＯＷＮＯＷ株式会社 2010001164221 アプリを使って海外顧客に日本のお菓子の認知度を高める事業

東京都 特許業務法人アテンダ国際特許事務所 3010005021822 クリエイターサポートサービスによる新規顧客開拓

東京都 株式会社リラリラ 3010001132581 個人向けタイ古式マッサージセラピスト出張事業告知ＨＰの製作

東京都 株式会社ジープラス 1010701028511 ＢＬＥ内蔵ボックス付南京錠のＨＰによる販促で新規販売獲得

東京都 株式会社ルークス 9011001093008 居抜き物件を活用したオフィス移転コスト削減提案の販路拡大

東京都 株式会社シーエスシー 2490001004008 スマートフォン用ウェブサイトの設置・広告活動

東京都 ミエル合同会社 1011003006321 子育て中の方でも安心してエステに通える環境作りと、それに伴う販売促進活動

東京都 株式会社銀杏 1010601043809 ライフイベントを演出する「オーダーメイドそば懐石」の販路開拓

東京都 医師開業プランナーズ株式会社 5010001164061 首都圏のクリニックの偏在を改善する開業・経営サポート事業展開

東京都 株式会社ＪＧ　ｎｅｔ 8010901036877 一貫校特化型の新規教育サービス環境整備と新規顧客開拓事業

東京都 ｃｈｏｄｏ － 職人とユーザーの懸け橋となる伝統工芸品の代理販売事業

東京都 ビズデザイン株式会社 8010401077240 アンケート調査の窓口

東京都 株式会社マクミノル 9011001108590 Ｗｅｂ受注システム・オーガニック農家検索サイトによる販路開拓
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東京都 合同会社やなぎや 3010803001174 ２店舗間の統一的デザインによる店前通行客へのアピール強化

東京都 翔さん屋本店井上勇 － 小規模酒蔵の燗酒文化伝承ＷＥＢサイト「吉祥寺・燗酒．ｃｏｍ」

東京都 嘉七八ホーム・レジデンシャル株式会社 4012301007487 当社初！実質自己資金ゼロ円！「リモデルプラン」の販売促進事業

東京都 株式会社Ｓｃｏｔｓｍａｎ 6050003002900 インバウンド対応「在日・訪日外国人」を集客で販路開拓

東京都 Ｋａｚｕｒｉｓａ　ｃａｎｄｌｅ － パーソナルギフトに特化したオーダーキャンドルと教室事業の強化

東京都 Ｒeｌａｘａｔｉｏｎ　Ｓａｌｏｎ　Ｔａｍｏｌｙ － すべての女性を笑顔に！美と健康のよもぎ蒸しの新規顧客開拓事業

東京都 町田焙煎珈琲株式会社 3012301009798 ＭｙＤＲＩＰＢＡＧサービスを核としたコーヒー通販事業の拡大

東京都 株式会社住設ナビ 3011101060689 自社ＥＣサイトから戦略的な集客とリピーター化への施策

東京都 はりきゅう那須院 － 自律神経の悩みを解消する施術の宣伝および冷え対策機器設置

東京都 株式会社メデテ 2010701029228 オフィスｄｅ漢方茶の販路開拓・拡販

東京都 ＲＯＯＴａｇｅ株式会社 5010001118918 直営飲食店を出店し、自社サービスの販路拡大と雇用の増加を行う

東京都 有限会社ラディウス 9013402003131 スポーツ外傷治療からパフォーマンス向上支援へＳＮＳ利用し販路拡大

東京都 株式会社コンフォートプラス 8020001095195 ランディングページの作成

東京都 株式会社黒沢商店 5010101011295 特徴ある自家栽培ぶどうの生産者直売による差別化

東京都 さむらい行政書士法人 1010505002175 在留資格に関する行政書士業務における海外での受注獲得業務

東京都 株式会社エージーポイント 2011801006273 海外市場販路開拓を目的とした展示会出展とＷＥＢサイト構築

東京都 株式会社ＳＵＢＬＩＭＥ 1011601018395 外国人観光客にターゲット絞った「やきとん」居酒屋の新店開業

東京都 株式会社Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ 4011501019862 買い物弱者、顧客層、サービスエリア拡大事業

東京都 有限会社ＴＣＰ 7012702013916 従来手法のＩＴ化による顧客満足獲得と業務効率化による依頼増加

東京都 株式会社ＭＪＦ 9120102027128 お客様の想いを１００％カタチにするウェディングリング

東京都 有限会社グラフィック・メイト 7010402004384 プロジェクト型受注を実現するためのＷｅｂサイトの高機能化

東京都 株式会社エイト社 3010901001670 ＷＥＢサイト構築を通じた新型の炊飯器の販路開拓

東京都 オフィスＫキャリアナビ株式会社 4013301031816 女性が心地よく過ごせるためのカフェタイプ自習室の改装

東京都 鍼灸マッサージＨａｒｉｃｏ － インバウント消費増加に伴う外国人美容鍼利用者増加への取り組み

東京都 株式会社アラモ制作所 8011501016220 ＨＰと看板の更新で外国人観光客を取り込む

東京都 株式会社アドレイジ 6011001107190 ビジネスマーケティング系アプリ開発

東京都 株式会社銀座ラ・トゥール 3010001158742 糖尿病患者用糖質制限食を、ダイエット食市場に販路拡大

東京都 株式会社ふらりーと 8011001108344 チラシやインターネットメディアを利用した新規顧客開拓

東京都 株式会社スリー・アークス 3430001045114 地域の食材と医食同源をコンセプトに薬剤師が手掛けるカフェ。

東京都 有限会社生化学研究所 3010002011710 妊婦を初め若年層にノンカフェイン柿茶をアピールするためのＰＲ活動

東京都 株式会社Ｌｉｎｋｓ 8011101066905 パンフレット郵送と無料説明会の開催による成約率向上の取り組み

東京都 有限会社ブルーウェイ 3012302008147 中小規模ビルをターゲットにした空調リニューアル市場の販路開拓

東京都 株式会社Ｋｉｄｓ　Ｐｕｂｌｉｃ 3470002009592 小児科オンラインのインターネット上の販路拡大

東京都 ｂｐ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｔｏｋｙｏ株式会社 9010001142154 北欧ライフスタイル型インテリアブランドの開発と販路開拓

東京都 株式会社ヘルスプランナー総研 9040001080013 高齢者の唾液分泌を促進する商品の開発販売及び海外展開

東京都 大塚七恵写真事務所 － 都市型地域密着写真館としてのＰＲ事業

東京都 合同会社ＳＥＳ 5011303002306 ＷＥＢＣＭを作成し集客、認知度向上また利便性を訴える
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東京都 エンジェルウィング － （高齢者）女性向け「お出かけサポート」新規事業の販路開拓

東京都 ぬまたあづみ － 自宅スタジオの環境整備とホームページ作成

東京都
有限会社林サービス（ＥＭクリーニングハ
ヤシ）

6011102010368 ＥＭクリーニングハヤシ　販路拡大ＤＭ作成　ポスティング

東京都 ひらがなネット株式会社 7010601042656 在住外国人就労支援のための職業紹介事業

東京都 ＤＳスペシャリスト株式会社 8220001019456 歯科・介護分野における職業紹介サービスのＷＥＢ・チラシ制作

東京都 株式会社テーブルクロス 8010401112716 アプリの機能強化によるユーザー層の拡大と給食支援の更なる充実

東京都 グローイングリング － 新商品「Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ　Ｗａｓｏ　ｗｉｔｈ　Ｊａｐａ

東京都 須磨阿弥 － 子ども部屋デザイン塗装のお披露目・展示会開催と、新商品の開発

東京都 株式会社ライフヴェーラ 9010001174998 ４０１Ｋ導入企業向け継続教育とマネー＆キャリア相談室の提供

東京都 遠忠食品株式会社 1010001038979 直営店の販売強化事業

東京都 株式会社ＫＡＲＡＤＡＹＡ 9013301037073 幼児の発育・発達運動指導に特化したサービスの開発・販促事業

東京都 株式会社ＢＡＳＡＮＴＢＩＨＡＲ 2010001171457 英語だけで注文受取完了！外国人・外国法人のための花屋販路開拓

東京都 ＫＥＩ株式会社 3010401111185 Ｗｅｂ自動採寸システムによるオーダーメイドＹシャツの販路開拓

東京都 ＳＴＹＬＥ　ＣＯＭＰＡＮ株式会社 3390002002283 ワインのおいしいお店が提供するランチメニューで売上アップ作戦

東京都 オレンジトーキョー株式会社 7010601045163 すみだ北斎美術館開館に向けた商品開発および店舗改装

東京都 株式会社ネストエッグ 4011001061984 電子基板ｍｉｌｌｅ－ｆｅｕｉｌｌｅ（ミルフィーユ）の販路開拓

東京都 株式会社スカイトップレーディング 3013301027451 認知症予防サプリメントの開発による新販路の開拓

東京都 株式会社カフーノート 1011601018395 地域文化の伝承拠点、お屋敷に特化した古民家再生事業の推進

東京都 ＴＯＵＤＡ　ＡＹＡＫＯデザイン事務所 － 新素材を使ったベビー服の開発・販路開拓

東京都 ローズガーデン － 日本的技術を生かした花製品で海外進出

東京都 巴空調株式会社 7010001005602 民泊現場でのタブレット端末翻訳サービスの販売促進

東京都 ＭＩＫＡＴＡ株式会社 3010001144453 ＷＥＢ検索から集客を狙った一貫的なＷＥＢ販促と店舗看板の設置

東京都 株式会社あおやま食品 8010901015162 水を中心とする食品のシステム開発並びに販路拡大の広報活動

東京都 株式会社ビー・エヌ・エヌ新社 4011001064517 国内外に向けた電子書籍販売と海外商談会への参加

東京都 ワンステップアップ株式会社 2010001133580 女性活躍推進のパッケージ研修制度の販売促進および販路開拓

東京都 株式会社ＡｎｄＮａｔｕｒｅ 3010001163718 観光コンテンツ予約販売ＷＥＢサイト事業

東京都 有限会社浅原皮漉所 7010502000028 皮漉き加工における個人事業者・一般消費者の新規顧客獲得

東京都 しらとりスポーツサポート － 新規ＷＥＢによるスポーツ治療の訴求と看板による新規顧客獲得

東京都 Ｐｏｌａｒｉｓ　Ｉｎｆｏｔｅｃｈ株式会社 5010601048176 マニュアルと法律の専門家が査読するマニュアル制作支援サービス

東京都 パピエ・シー有限会社 5011102015145 ホームページリニューアルとＳＥＯ対策による観賞魚用商品の売上拡大

東京都 ｉＰｒｏｆｅｓｓ翻訳事務所 － 小中学生向け英語プレゼンテーション事業「１分ピッチ」

東京都 マシンビジョンライティング株式会社 4012401025620 新開発になる金属光沢面の微小３Ｄ検査用ＶＩＳＡ照明の海外展開

東京都 有限会社アヴァンセ 4011702017046 自社主体の販売促進活動への転換による販路開拓計画

東京都 株式会社ＯＩＣＨＯＣ 4011001067379 ロゴ制作を通しての中小規模事業ブランディングサービス事業

東京都 株式会社ＭＡＲＢＬＥＳ 2020001085219 オリジナルヘアケア商品開発による自社ブランド構築プロジェクト

東京都 株式会社ビーンズ 6011201015490 地域の障がい者にサービスを認知してもらうための販促事業

東京都 アロマギフト － ご当地の和精油を活用した化粧品開発で６次産業化と地方活性化
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東京都 株式会社スリーエイチ 4011001096114 ヘルスケア事業の新規立ち上げによる販路拡大

東京都 田室　由美子 － リンパと自律神経調整を融合した独自技術「リンパティック」の販路拡大

東京都 Ｈｉ　Ｎａｉｌｓ！ － 外国人顧客・新規の日本人優良顧客の開拓および獲得

東京都 株式会社トーチジンジャー 2011001046764
新規顧客獲得のための、カタログ、チラシ制作、ショップサイトリニューアル、ＳＥＯ
対

東京都 株式会社バースデザイン 1010401109487 外履き用バブーシュの開発と販売による靴売場の新規販路開拓

東京都 武蔵野花凜 －
顧客ニーズに合せた「かりんとう」のパッケージやポップの作成による販路開拓と
販売促

東京都 京成小岩クラフト酒店 － 女性主催のミニセミナー開催による２Ｆ稼働率・客単価の向上施策

東京都 株式会社ブルー 7020001008612 「夢とコミュニケーションの創造セミナー」の営業展開

東京都 エスエムピーラボジャパン － 医療機器の再生処理に関する検査キット販売事業

東京都 合同会社Ｐａｚｚ　ＫｉｋａＫｕ 7011003004311 クレジットカード決済対応ＣＡＴ／ＰＯＳレジシステムの整備

東京都 株式会社ノリスメッドジャパン 1011001109729 ＰＬＤＤ用アーク放電加工を施したレーザーファイバー海外輸出

東京都 株式会社寺島製作所 2011701005276 ナノサイズ粉体の長距離搬送装置販路開拓

東京都 株式会社エスケア 5011001107191 慢性疾患の重症化予防を目的とした減塩サポートサービス

東京都 フローリストリーフ － 『美しい違和感』を届ける生花商品の開発と情報発信の強化

東京都 株式会社ＫＡＮＥＩＣＨＩ 2011001101552 ベトナムへの越境ＥＣ事業（越境ＥＣ＝日本から外国へのインターネット通販）

東京都 有限会社ＰＬＥＡＳＵＲＥ 9010002051817 日本製ラウンジウエアの台湾、香港向け海外輸出販路拡大事業

東京都 有限会社ギビングトゥリー 4011202004445 インパクトのある店舗外観リニューアルと新規集客キャンペーン

東京都 有限会社宮沢製作所 4011802007657 車椅子キャスター販路開拓のためのマーケティング体制の構築

東京都 株式会社カル・ダモン 1010401088120 オリジナル「和草ハーブティー」の販路開拓

東京都 おおこし洋子事務所 － 卸販売体制構築に向けたマーケティング事業

東京都 株式会社リリーバレイ 9011001060619 強みを活かした自社ＥＣサイトの構築による新市場開拓事業

東京都 株式会社ｎｏｂｉｌｕ 4011001072825 手作りチーズ教室開設とカードの販売、及びオウンドメディア構築

東京都 ＡＴＴＩＣ － 女性起業家向けブログの創り方のオンライン講座の開講

東京都 甲田建設株式会社 6010801003797 ホームページからアポイントに繋げる若年層に届く販路開拓

東京都 Ｒｏｈｍａｎｎ　Ｊａｐａｎ株式会社 6010801022673 ＪＩＭＡ２０１６出展による販路開拓

東京都 Ｒｙｕｍｏｎ　ｃｏｆｆｅｅ　ｓｔａｎｄ － 本格コーヒーが好みの５０代女性の認知度向上

東京都 株式会社ブイエムシー 9040401025611 オゾン石鹸を新規獲得用商品とした新規開拓による売り上げ増加

東京都 株式会社タカ・コ－ポレ－ション 6013201011809 賃貸住宅募集活動における販路開拓事業

東京都 株式会社バークス環境 6020001061166 日本の気候を十分に考慮した最も安全な湿式外断熱材の開発販売

東京都 株式会社ＲＦＣ 8011001099699 新規ショップサロン開設紹介のためのＨＰ・パンフレット制作

東京都 ブランニュウスタイル株式会社 8010401108747 『タスカジ』さんのスキルアップに企業認定家事資格構築事業

東京都 有限会社デザインホース 4010402018627 贅沢で美味しい健康志向食品「グラノーラ」製造販売

東京都 株式会社トリニテジャパン 2010001124712 自社ブランドのオリジナル石鹸の開発・販路開拓

東京都 株式会社トランク 7011101071534 新しいサービスの販促ＰＲ

東京都 有限会社ノーベル 6011802025863 新規事業「手芸・工芸向け商品」の開発・販促ＰＲ

東京都 株式会社マイクリエイト 9010001169032 女性起業家向け会員サービス創設による顧客の拡大と利便性向上

東京都 ＦＥＥＬ　Ｇｒｅｅｎ － 買取とレンタルを一体化させたスモックのレンタル事業の展開
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東京都 Ｗａｖｅ　Ｙｏｇａ　ｓｔｕｄｉｏ － カラダとココロが繋がるＷａｖｅ　Ｙｏｇａ　ｓｔｕｄｉｏの新規顧客獲得

東京都 アイアンドアイ株式会社 2010001156400 アゼルバイジャンの歯科医に対するマッチング事業の展開

東京都 ＥＨＡ － 住宅療養を充実させる新規事業・顧客獲得の広報営業強化

東京都 株式会社ＳｏｂｏＭａｇｏ 3011001106939 プレミアムママ起業家推薦オンリーワン商品のＷｅｂ動画通販事業

東京都 株式会社ザ・スリービー 6010401073976 中国最大物流ハブにあるリトルジャパンでの販路拡大事業

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ＳＵＲＵＭＥ － 小型で質素な高デザイン仏壇の開発とＷＥＢサイトによる販路開拓

東京都 株式会社アル・ワズン 3010001150773 ＷＥＢサイト強化によるＢｔｏＢからＢｔｏＣビジネスへの新展開

東京都 有限会社プラスチャーミング 1010402034131 商品パンフレット制作および店頭配布による認知向上と販売促進

東京都 誠建築株式会社 6010801024769 シニア世代が快適に過ごせる、住宅のリフォーム工事の販路拡大

東京都 株式会社ＢＡＪ 1010401085885 レンタルスタジオ新設とプロ向けショップ新設による販売促進

東京都 株式会社フリーモーション 4021001048948 飲食店と連携しインバウンド外国人観光客向けの売上増加

東京都 株式会社リポグラム 2011101051524 アニメーションの活用方法に気づく戦略的ＰＲサイト制作

東京都 株式会社ＳＯＹ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ 7012301010397 良質な豆腐製品の移動販売拡大による買い物弱者へ健康安心提供

東京都 株式会社ＡＭＯ 6010001159738 ブライダルエステメニューの開発と結婚情報誌への広告で顧客開拓

東京都 株式会社Ｓｔｙｌｅ＆Ｄｅｃｏ 6013201018143 ５０代からの暮らしを考えたリノベーション「大人のリノベ」

東京都 飛鳥工藝株式会社 9011501016401 ホームページを活用した認知度向上による新規顧客開拓

東京都 株式会社Ｗｉｎ 8010001138921 ディナー営業の客単価ＵＰと顧客層拡大による売上強化

東京都 ミズホ金属株式会社 3011801004697 ドラム缶部品及びゴム製品のマッチングサイトによる販路開拓

東京都 株式会社あれをこれして 6010701030743 Ｗｅｂ等の宣伝媒体を用いた登録マンガ家数の増加および販路開拓

東京都 株式会社アイ・ピー・エス 6010701000151 オンラインショップの顧客獲得と海外展示会出展事業

東京都 もちだ鍼灸整骨院 － リニューアルしたＨＰによる予約システムを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ＳＡＫＡＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 5011001069044 ヘルシーな豆鼓を使ったドレッシング販売の為のＥＣサイト構築

東京都 玉工業株式会社 8010801007160 「インシュレーターと電源フィルタの開発とＰＲ用ＨＰ作成」

東京都 Ｒｅｃｉｐｅ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ － 朝活イベントの集客アップと朝活イベントを活用したサービス

東京都 有限会社精研社 2010802007925 副業としての英語学習塾、地域密着型のＯｐｅｎ　Ｌｉｂｒａｒｙ、製造業からの販路開

東京都 株式会社Ｔ’ＳＬＩＮＫ 7010401119233 新サービス「おまかせパンフレット」の販促活動

東京都 オーガニックベース － 新規事業オンデマンド講座の販路開拓

東京都 有限会社ユー・エスエンジニアリング 4010102008168 コーティング装置導入に伴う、ネット顧客からの受注の強化

東京都 Ｅｒｉｋａ － 心と体のバランスを整える『漢方キャンドル』の製造・販売

東京都 アイピー技研株式会社 8013301000197 特殊温度測定ラベルの海外向け販路開拓

東京都 有限会社ティグレ 3010602030713 墨田区認定「洗えるレザーバッグ」等の皮革工場実店舗開業計画

東京都 有限会社モカジャバコーヒーロースター 1010902015275 新店舗開設に伴う集客のための造作と地域での認知度向上・販促策

東京都 ＳＵＭＩＬＥＴ － 大人女性向け落ち着いた空間作りと新規顧客のための取り組み

東京都 テイエボーテ株式会社 9010001163530 フレーバーティー＆和紅茶の新商品開発とＷＥＢプロモーション

東京都 はじめプロジェクト株式会社 2010601046884 スマホ対応とＳＮＳ用動画メディア立ち上げによる収益性向上

東京都 株式会社アドバンス 2011801025190 店頭購入を促す訴求力の高い吊り下げパッケージデザインの開発

東京都 株式会社エヌドレス 3010901033482 自由で個性的なウエディングドレスの販路開拓
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東京都 ダンドリクッキング － 習い事市場における「調理手順効率化」料理教室の展開

東京都 ラブリラ合同会社 2010003022105 暗号化ＱＲコードによる市民の既往症・投薬情報の公的管理の販促

東京都 税理士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ 9013305002271 シニア起業家への会社設立まるごと支援事業

東京都 レストラン　ル　シャボテ － 銀座初！ワインの持込料が無料のフランス料理のフルコース

東京都 ｃａｒｏｌ － オリジナルブランド「ｓｔｅｉｎ」の販路開拓事業

東京都 株式会社トウポリクリエイティブ 7011501003269 Ｂ　ｔｏ　Ｃビジネス展開のためのオンライン注文・決済機能の導入

東京都 リサーラ＆ＣＯ． － いちごアクセサリー「ｍｏｍｏｍｉ」のブランディング事業

東京都 株式会社ストロングハート 3010401105328 日本の素材や技術を活かしたオリジナル商品の販路開拓・海外展開

東京都 株式会社ウィステリア 4011001058238 ブランド価値の向上のための常設店舗への出店による販路拡大

東京都 株式会社リブルス 4010501014824 自社オリジナルブランド確立と認知度向上による拡販

東京都 株式会社マッチアンドカンパニー 7010401075690 写真集『Ｄａｉｉｄｏ　Ｍｏｒｉｙａｍａ：Ｔｅｒｙａｍａ』販売

東京都 司法書士法人ＪＡＰＡＮ－ＵＰ 2011005005865 相続案件販路開拓、新規顧客獲得

東京都 株式会社ｃａｌｉｅｎｔｅ 6010901035542 安心・美味しい・買いやすい自然派ワイン専門ウェブ店の販路開拓

東京都 ビサイディング － 訪日外国人向が東北伝統工芸品を気軽に東京で体験できる事業

東京都 妊娠前デトックスラボ株式会社 8010001164950 ストップ少子化！不妊予防と出生率向上を叶える事業

東京都 ブライダル広告合同会社 7011803002299 沖縄リゾート本・同性婚、再婚のＷＥＢの企画開発・掲載提案

東京都 モンスーンジャパン合同会社 6011303001991 「マラウイでの害虫駆除商品販売による雇用創出・衛生改善事業」の販路開拓

東京都 沖野　雅英 － 海外展示会でのアニメ・コミックの市場調査とブランド認知向上

東京都 ピュアリー・ダイビングスクール － スマートフォンサイト最適化・リスティング広告の導入で集客拡大

東京都 Ａｌｉｅｌ＆Ｃ。 － 個人・トリミングサロン店舗に向けての直販の販路開拓

東京都 株式会社ベクトルパッション 9011001106470 慈善団体支援とリサイクルを融合した「モノチア事業」認知度向上

東京都 Ｃｒｏｓｓ　ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ株式会社 6010401111892 中東進出サポートの認知度向上による販路拡大

東京都 有限会社フロンティア二十一 3011302008090 内装・デザイン会社が選ぶ厳選インテリアをアピールした販路開拓

東京都 Ｂｒａｎｄ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｄｅｌｉｖｅｒｙ 8012701012835 ＨＴＭＬメールの制作・配信・分析オンラインツールの開発

東京都 キーファクター株式会社 4010701030638 サービス業への生産性向上手法と人材育成研修の販路開拓

東京都 株式会社Ｃｒｅａｔｏｒ’ｓ　ＮＥＸＴ 9021001018186 新規事業「製品版ＫＯＢＩＴ」の販売拡大

東京都 セカンドアカデミー株式会社 1010401069236 中小開催規模の大学向けＡＳＰ版公開講座管理システムの販売促進

東京都 島村金属工業株式会社 9011801002159 ホームページによる自社ブランドの浸透及び国内外に向けた営業活動

東京都 株式会社エデュースコミュニケーション 7013401002219 「高齢者向けＳＮＳ講座」顧客獲得のための「体験学習方式」による拡販

東京都 株式会社ソフィア電子センター 6010401110853 スキャナデータ及びマイナンバー収集・管理システムの構築・販売

東京都 株式会社早稲田出版 4010001086612 既存市場・新市場での認知度の向上と販路開拓事業

東京都 株式会社タマ美容化学 2010501027984 新規ヘアケア商品のＰＲによる売上増加

東京都 株式会社プレシャス・インプレッション 5010401093827 美容サロンのブライダル事業拡大のための打ち合わせスペース改装

東京都 バッカ株式会社 1011601019690 シニア世代の方が快適に過ごせるバリアフリーなピザ店舗の展開

東京都 ヤマト － 日本人及び外国人向けの不動産仲介事業

東京都 株式会社クアトロ 2010601047981 ライトゴルファー向けカジュアルウェア開発事業・販路開拓

東京都 行政書士すずき法務事務所 － ねりまのおうちで起業！女性のためのよろずサポート
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東京都 株式会社企業会計研究会 8040001087579 一般社団法人向け事務・秘書サービスの開発・販路開拓

東京都 ニアビーリアルエステート株式会社 9010001171995 お客様最優先主義の接客を実現する不動産仲介業の顧客開拓。

東京都 株式会社スクーンジャパン 1010001170666 日本初の女性用生理用品である米国製月経カップの販路開拓

東京都 有限会社黒川プラスチック工業 3011802002452 新たな柱となる個人向けアクリル加工業務の拡大とそのＰＲ活動

東京都 寿々屋 － 「タクシー運賃５００円キャッシュバック」による接待利用の促進

東京都 株式会社フィスキス 9011001096547 客数・売上向上のための、魅力ある店頭演出「テラス席」増設事業

東京都 株式会社アナザー・ビー 9010401080466 Ａｍｐｅｌｍａｎｎ　ＧＦＰ　キッチンカープロジェクト

東京都 株式会社エルコーラ 9010401118984 熊本復興支援キャンペーンによる募金活動と販路開拓

東京都 あさひオリーヴ整骨院 － 女性柔道整復師が行うボディケアと子育てママ向け整骨院の宣伝

東京都 有限会社丸吉 8010102006580 「腰痛」を解決！健康敷ふとん無料お試しサービス

東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｃｈａｒｍｅｒ － 天然石と無垢材を組み合わせた、生活に石を取り入れる新製品のＰＲ事業

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 「フェアトレード・オーガニック」×「今治タオル」の新製品開発

東京都 株式会社ケイロン・ジャパン 7010901016384 新生『ケイロックス』の一般顧客向け開発・新ブランド立ち上げ事業

東京都 有限会社岸本工業 2010802004146 高精度プラスチック材料販売のＷＥＢ自動見積発注システムの構築

東京都 日本ヒロク株式会社 5011401013023 インターネットおよび店頭の小売販売のための商品開発・販路開拓

東京都 株式会社トラックス 2010401101138 美容室の独立開業支援に特化したＷＥＢサイトの作成と新規顧客獲得

東京都 株式会社　Ｏｐｐｏｃｈｕ 7030001081880 欧州の人材活用の上級機能ソフト導入と日本向け改良及び販路拡大

東京都 株式会社ズー・コーポレーション 1011001063496 「ご縁猫」製品の開発と国内外の展示会を活用した、販路開拓の実施

東京都 株式会社シーズオファー 4011001100461 エステサロンと富裕層向け商品の販路開拓、顧客相乗効果創出

東京都 フィーノ株式会社 7011101063102 忙しいひとり社長のスゴイ右腕コンサルタント育成プロジェクト

東京都 Ｂｌｕｅ　Ｓｅｅｎ － ＢｌｕｅＳｅｅｎでオリジナルアクセサリーを作りませんか？

東京都 笑むすび∞ － ホームページと紙媒体による新規顧客の囲い込み

東京都 株式会社１２２ 7010701031716 胸が大きい女性用衣料販売のためのホームページ開設及び販路開拓

東京都 株式会社プリンシパル 6011001103826 働く女性支援　ウェブマガジン型イーコマース事業

東京都 株式会社Ｍ・アヴァンス 6010501028764 ＨＡＲＵＥオリジナル１００％純粋杏仁粉（Ｒ）商品の販路開拓

東京都 株式会社星製作所 5010101007541 筐体設計への事業領域拡大で高収益企業への脱却を図る

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 助成金の無料説明会とウェブサイトを活用した販売促進事業

東京都 合同会社ナンバーツー 6010403012247 コーチングの成果を可視化し受注率と再受注率を向上させる事業

東京都 匠屋　あいべ － 居心地が良く、座席効率がアップする可動式の掘りごたつの導入

東京都 折田菜緒 － 誰でも気軽にオンラインカウンセリングが受けられるＨＰの開設

東京都 株式会社いとよし 2011001109257 資金力が低い音楽家のＣＤ作製まるごと支援事業の立ち上げ

東京都 東次郎薬局 － 近隣地域へのチラシのポスティングと、インターネット広告での集客

東京都 株式会社Ｒｈｅｌｉｘａ 9010901035655 ペットの遺伝子レベル体調管理サービスの情報発信力強化

東京都 有限会社ブレインズ・ハート 9010402035873 ＳＮＳ・ＲＰ・冊子を活用した賃貸物件管理サービスの販路拡大

東京都 株式会社オトコネイル 7010001163053 「ギターネイル」サービスの大幅刷新による新たな販路開拓

東京都 株式会社エルク 3011101038883 「ドッグアルバム」のシステム構築

東京都 株式会社よつば制作所 2013301029300 動画制作アプリ「Ｃａｎｅｏ（キャネオ）」の広告展開
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東京都 和音の木 － 利便性の高い未就学児預かり保育のための広告宣伝・設備導入

東京都 有限会社浅草オリーブ・健美館 6010502021933 ホームページ新規作成によるブランディング化（販路拡大）

東京都 株式会社きもちラボ 6010401110119 小規模事業者向け「新アイトラッキングサービス」の販路開拓事業

東京都 株式会社日本司法サービスセンター 2010001138142 会計事務所の新サービス「総合経営支援サービス」の普及促進活動

東京都 株式会社エアリーライム 8010401073710 訪日客に「醤油」を通して日本の伝統文化を伝える紙書籍制作

東京都 株式会社サクラ・レストランズ 2010901029597 プロモーション強化による、雑誌販売部数アップ事業

東京都
株式会社Ｈｏｒｉｚｏｎ　ＢｕｓｉｎｅｓｓＡｓｓｉｓｔａｎｔ
ｓ

7011101067061 学校法人向けビザ申請ソフトウェアの機能拡張開発・販路開拓

東京都 株式会社アルティフ・ラボラトリーズ 7010601033011 研究者向け構造解析用ソフトウェアの新機能の開発と販路拡大

東京都 株式会社黒河内デザイン事務所 8010901033189 世界ブランドへ育てるために、ニューヨーク－パリの海外展示会に出展

東京都 株式会社Ｍ’ｓマネジメント 9010401103920 特許取得！　女性向け高級リーディンググラス（老眼鏡）の販売促進

東京都 ライフアシスト株式会社 7010802018554 相続・不動産経営コンサルティングサービスの認知度向上と拡販

東京都 株式会社綜合プラスチック 8011501017236 自社商品「ＰＬＡＣＫ」のホームページ開設事業

東京都 月波珈琲店＆Ｂａｒ － 新規客導引のための外装作り込み工事及び電飾看板付け替え

東京都 会計事務所オネスティア － 創業融資から始まる生き残るための二人三脚創業支援プログラム

東京都 ココポコ － 訪日外国人向け・東京グルメ食べ歩き体験サービスの販促活動による拡販

東京都 クララ － 新規顧客獲得向けホームページニューアルとスタジオ設備整備

東京都 株式会社ｍｉｒａｃｉｅ 6010401100301 無人航空機による空撮事業の展開

東京都 日本鳩対策センター株式会社 5010901029826 太陽光と製品を糞害から守る・プロが認める鳩対策商品拡販事業

東京都 株式会社やまと屋フード 1011701018618 ヘルシー食材を使った高級弁当の開発と新規顧客層の開拓

東京都 ジュエ株式会社 9010501033514 憧れのＬｅｉｃａを身近にする新商品“互換レンズ”の国内外ｗｅｂ通販

東京都 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社 6013301037126 デスバレーを乗り越える起業家向け追加融資まるごとサポート事業

東京都 グローバルシステム株式会社 2010801012975 インバウンドマーケティング化で目指す直販ルートの開拓

東京都 株式会社マン・エイジ 7010001069432 「インバウンドマーケティング化による下請け企業からの脱皮」

東京都 有限会社アップルハウス 2010902024333 Ｗｅｂ広告、チラシ、ポスターによる集客の為の販路開拓　広告活動

東京都 株式会社サンファスニングシステムズ 9010001017810 新商品発表・当社独自商品を主体とした商品提案による販路拡大

東京都 有限会社モリタフーヅプランニング 2140002032307 スティックピザの１人用販路開拓

東京都 株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｒｉｃｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓ 8010001170420 新規案件獲得のための広報活動、ドライバー向け案件管理システムの導入

東京都 Ｂｉｓｔｒｉａ － 新規顧客開のため、メインコンセプトに沿った空間の構築

東京都 株式会社ＥＩＧＨＴ　ＷＡＶＥ 8010901030624 「集え！日本酒ファン」ＩＴを活用した飲食店の販路拡大策

東京都 アトリエ　シュクレ － シフォンケーキカフェの販促強化による売り上げアップ

東京都 マーチインパレード株式会社 7120001174659 ウェブサイト『発酵生活』による発酵食品の国内外への販路開拓

東京都 ＣＯＴＯＮ － 忙しい女性向けに新サービスデジタルパーマの提供とＰＲ実施

東京都 株式会社シェアメディカル 7010901034790 医療サービスハッカソン『チャットソン』

東京都 株式会社エーキャンバス 8011001097199
産直高級フルーツの海外販売展開とネット販売の効果的な広告宣伝による販売
促進事業

東京都 ヘアスタジオ　トランク － シャンプー台変更による売上げ増加計画

東京都 株式会社ＳＰＩＣＥ　ＴＡＢＬＥ 1013301036470 「クイック・インディア（仮）」デリバリー事業

東京都 Ｍ　ａｎｄ　Ｍ － 蜂蜜を高濃度配合したボディケア商品の広告拡大
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東京都 株式会社尾林ファクトリー 6013101006074 ドアパネルキットの開発とＨＰ再構築などによる新規客獲得

東京都 株式会社ピュアリンクス 9010001151428 Ｗｅｂサイトの刷新　及び　スマートフォン向けサイトの新規オープン

東京都 株式会社大和 5010401082854 オリジナルブランド「ラインハルト」アメリカ市場販路拡大事業

東京都 株式会社ハンナ 5013201017658 雑誌「ショパン」および雑誌広告獲得にむけた販路拡大

東京都 荒井麻里 － 犬に装着する糞回収バックＰｏｏ－Ｐｏｎ！の販売促進／販路拡大

東京都 株式会社５２０ 1010001169527 新商品の開発および当該商品の販路開拓ための諸施策の実践

東京都 株式会社品川女性ビジネス予備校 3180001107617 オリジナルノベリティ配布による販売促進

東京都 ｎｏブランド・エンターテイメント株式会社 6010601039694 「東京スカイラジオ」ブランド力アップ

東京都 株式会社天六穀 1010901034945 当社主力商品「天六穀」の海外展開と妊婦向け新商品の販促

東京都 株式会社ヘルシーピット 7010901014743 かかりつけ栄養士と出会えるミールクリニック事業

東京都 株式会社インフィニット 6012701013190 個人向けＷｅｂページ制作＆法人向けＦＡＸＤＭによる販売促進

東京都 株式会社サンエープロセス 6011401002264 デザイン性重視の会社案内・ＨＰ制作による営業・ＰＲ戦略の実施事業

東京都 株式会社エル・ビー・エス 8010401116262 ＰＡＣＫ－ＡのＰＲホームページ、チラシ作成並びに販促強化

東京都 株式会社蒼空 1011401016582 創業４周年・オープン４周年キャンペーンによる新規会員数増加

栃木県 笹乃井 － 氷の需要に応え、お酒が楽しめる「そば」店で常連客増加

栃木県 有限会社間庭薬局 1060002025633 美顔エステサロン開設による新規顧客獲得事業

栃木県 有限会社ホテルタマノ 4060002025630 貸切浴場の改修でイメージアップを図り家族・カップルの顧客増加

栃木県 樹　洞 － 観光客・出張サラリーマン客獲得のための看板等設置計画

栃木県 大田原ペットマルヤマ － お客様が入り易く、商品の魅力を引き出すＬＥＤ照明への改修

栃木県 有限会社小池経編染工所 8060002036054 第４６回イタリア・ＦＩＬＯ国際繊維見本市出展事業

栃木県 有限会社アブラヤパン店 4060002025052 店舗入口のバリアフリー化で高齢者等の顧客獲得とリピート率向上

栃木県 株式会社金桝屋菓子店 2060001023141 市内百貨店への直販店進出による販路開拓

栃木県 株式会社ポーラーズ研究所 6060001014756 ペレット製造機の導入と有機肥料のネットショッピングサイト作成事業

栃木県 スペイン　バル＆レストランＣＡＳＡ － 地域唯一のスペイン料理店として食文化の普及を通してファン作りをめざす。

栃木県 クリーニングハウスあべ － ホームページによる「しみ抜きはおまかせ」ＰＲ・販路拡大事業

栃木県 ｎａｔｕｒｅｚａ／ナトゥレーザ － 質の高い美容サービスによる女性の社会進出と活躍に寄与する事業

栃木県 大野畳店 － 日本固有の文化である国産畳のＰＲチラシ新聞折込で新規顧客増

栃木県 ソレイユ － 地域で愛されるエステサロンによる新規顧客開拓及び売上向上事業

栃木県 株式会社一等賞 8060001016148 潜在ニーズのある女性グループを取り込むための店舗改装の実施

栃木県 農業法人ネオハル小山株式会社 4060001027314 野菜の王様ケールとコールドプレスジュースの普及・販路拡大

栃木県 株式会社イーケア 1060001022508 「疲労回復」効果のある最新機器を用いた集客及び売上増加

栃木県 和処司 － 新メニュー提供及び店舗改装による若年層顧客等獲得

栃木県 アクアショップしなの － ホームページによる「商標１００ｋｍ拡大」事業

栃木県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＰＡＳＴＡ　ＦＲＥＳＣＡ － （生パスタ＋住宅街）×テイクアウト⇒売上利益向上計画

栃木県 合同会社ワイワイ商会 6060003002247 地産地消アイテムをずらり揃えるソフトクリームプロショップ事業

栃木県 有限会社山根自動車販売 8060002039610 『車のお探し専門店プロジェクト発動！』による販路開拓

栃木県 株式会社グレイド 9060001014217 リフォーム工事商談力向上のためのキッズスペース設置
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栃木県 ＭＥＲＣＵＲＹ － 複合施術対応シート×特殊ヘアー技術×ヘッドスパ＝売上向上事業

栃木県 Ｄｅｅｒ　Ｍａｒｓｈ有限会社 5060002021703 鹿沼初！食べ放題が時間無制限の『料亭の味バイキング』

栃木県 有限会社タカナシ 7060002015744 世界遺産日光にふさわしい外国人観光客のための新サービスの展開

栃木県 株式会社オオノ楽器 4060001016259 既存サービスの顧客拡大を目的としたＷＥＢ活用による売上の拡大

栃木県 やきとり居酒屋枝 － 地域のお客様と働く従業員からも愛される、やきとり専門店事業

栃木県 Ｅｓｔｈｅｌ（エステル） － 男性脱毛サービスを盛り込んだ看板設置で認知度向上と男性客増加

栃木県 有限会社大武商事 8060002019760 新たな顧客層を取込むための好立地を活かした看板の設置

栃木県 両毛印刷株式会社 6060001016694 ＡＲ看板の設置による地域Ｎｏ．１企業として地元顧客の開拓

栃木県 有限会社伊勢茂商店 2060002019535 要介護！まずは当店にご相談を。安心の専門店サポート事業

栃木県 瓶詰工房ＦｕｎｋｙＰｉｎｅ － 零細工房発！とちぎ丸ごとドレッシングで農業を活性化

栃木県 株式会社　ヴォーグ 6060001013741 ＨＰ開設・メニューブック等作成による集客及び客単価アップ

栃木県 株式会社ネオクラシック 5060001026001 ブランド向上を目的とした新商品開発とホームページ制作事業

栃木県 Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｃａｆｅ　＆　ｄｉｎｉｎｇ　光琳 － テラス席へのパラソル設置と看板・アプローチの改装で事業拡大

栃木県 フローレリア　アネーロ － アートフラワー＆アレンジで次世代フラワーショップを確立

栃木県 スリー　アイ － イベントでの小丼実演販売による「おとん弁当」の認知度向上

栃木県 大豆生田商店 － サイクリング客向けの環境整備を行い新規顧客獲得を目指す事業

栃木県 株式会社瀬谷新聞店 6060001010994 新聞店が毎月お届け！「ＳＥＹＡギフト」システムの構築

栃木県 カットハウスフリースタイル － 身体の不自由な方でも安心洗髪！介助者の方は商店街でお買い物

栃木県 有限会社にれぎ裕鮨 8060002020677 鮮度抜群看板で通行人を美食（職）の世界へ誘い事業

栃木県 株式会社サンワールド 3060003001391 看板・ＷＥＢ・チラシ制作・広告等によるＰＲ強化で新規顧客獲得

栃木県 有限会社光慈朗 3060002029946 新たな顧客に向けたディナータイムの来店を促すためのＰＲ活動

栃木県 株式会社リノハナ 1060001028133 毛深いことに悩みをもつ女性向けオリジナル除毛クリームの開発・販売

栃木県 日光山ＢａｃｋＰａｃｋｅｒｓ　Ｉｎｎ － 日光の天然氷『端氷』規格外品を有効利用した新商品の開発と販売

栃木県 興業商事株式会社 3060001016326 葬祭卸事業者が行う、安価で満足度の高い仏壇コーディネート事業

栃木県 有限会社きっすい 8060002034784 顧客の利便性を考えバリアフリーを中心とした店内改装で集客力の向上

栃木県 有限会社中国料理　応竜 2060002025211 「唐辛子」×「与一くん」を活かした商品ＰＲ強化による顧客獲得

栃木県 竹工房　素竹庵 － 製品開発と宣伝、海外展開による顧客開拓と伝統工芸の新ビジネスモデル

栃木県 すみ工房 － 看板・パンフレット・ＨＰ制作による売上ＵＰと新規顧客獲得

栃木県 片山酒造株式会社 6060001008394 新たな観光客に酒蔵見学をインターネットでアピールする

栃木県
株式会社ファーム・アンド・ファーム・カン
パニー

5060001013874 お弁当配送事業の事業化と販売促進活動

栃木県 ＢＡＲフルールドゥリス － 糖質ＯＦＦリキュールと、日本酒カクテル新開発による新規客獲得

栃木県 株式会社升智 9060001023473 認知度アップの看板設置と顧客満足度の充実で売上拡大

栃木県 Ｔａｐ　Ｂｏｘ　Ａｋｉｙａスタジオ － 「タップダンスで個性豊かに美と健康維持！」で生徒数を増やす

栃木県 株式会社惣 8010901037842 寿司外販事業の認知拡大のためのｗｅｂサイト新規作成及び印刷物作成

栃木県 有限会社ＫＡＮＥＨＯＮ 2060002011896 大谷石独自技術加工商品の特徴と魅力を発信する販促事業

栃木県 田崎設備株式会社 9060001002717 局所排気装置及び産業空調設備の新たな業種への販路開拓

栃木県 ＵＮＯグループ － 美活・その人が持つ本来のちからを取り戻すための美容コーチング
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栃木県 株式会社成岐 2060001007755 特装車の仕様ＰＲによるシェア拡大並びに客単価上昇

栃木県
オトワ　リバース＆リバイバルワークショッ
プ

－ 「中古ブランド家具」を地域で買い取り地域で売る！

栃木県 株式会社　ウィルネクスト 5060001026422 ＢｔｏＣ向けの展示場展開計画による下請依存体質からの脱却事業

栃木県 株式会社セカンドブーム 5060001026273 写真で顧客管理『ビフォーアフター　Ｒ　ビューティー』の販路拡大

栃木県 ＩＩＭＩＳＡ（イイミサ） － 日本初、羽根を装飾した蝶ネクタイ・ヘッドドレスの販路拡大

栃木県 株式会社鈴印 2060001021822 老舗印章店が行う事業者のための印章トータルコーディネート事業

栃木県 コガメコーヒー － 週３日しか営業しない自然派食品のカフェの認知度向上と販路拡大

栃木県 にのさん － にのさんの手しお弁当（幕の内弁当）の新規導入と周知広報活動

栃木県 クリエイティブ．グラフィックス．プルーラ － 新商品ボードゲーム「（仮）運と知恵」プロトタイプの開発・販路開拓

栃木県 株式会社ジェネックス 5060001028138 デジタルサイネージシステムを用いた、広告提案ビジネスの展開

栃木県 株式会社エヌディケィ 8060001026997 農地利用最適化推進を支援する「農地調査支援システム」の販売。

栃木県 株式会社エイチ・アール・プロジェクト 4060001025573 日光・乙女チーズケーキの販路拡大作戦

栃木県 株式会社アドバンスグリーン 2060001007523 特徴ある牡蠣料理の周知・更なる客層の開拓

栃木県 川西硝子 － 良質手作り高級ガラス製品の中国展開に向けた北京展示会への出展

栃木県 株式会社ＪｃＴクリエーションズ 6060001025588 動画広告による、新サービス「寿限無（じゅげむ）ギフト」の周知・販促

栃木県 行政書士　前澤眞一事務所 － ・地域住民の方に対する行政手続きの啓発活動

栃木県 ヘアーサロンフクダ － 新規女性客及びリピーターの増加及び顧客満足度向上

栃木県 英丸工業 － 事業の活性化を図るための空き家管理業

栃木県 ＯＲＧＡＲＳ合同会社 3060003002134 キッチンカーを活用したオーガニックメニューの移動販売事業

栃木県 ＯＮ　ＪＡＰＡＮ有限会社 7060002012155 本格お好み焼き店・こだわりビストロによるデリバリーサービス

栃木県 株式会社ｈａｎａｍａｒｕ 4060001021259 ご当地ソース揚げ餅「パッケージ改良」大作戦で販路開拓

栃木県 有限会社舘野商店 1060002039212 佐野市内有名ラーメン店土産箱開発プロジェクト

栃木県 株式会社丸商 7060001007222 専用ＣＡＤ導入による業務の効率化、契約率アップと売上向上

栃木県 有限会社　澤屋酒店 3060002020186 全国の蔵元直送！こだわりのお酒を学べて・試せて・買える店作り

栃木県 株式会社井上製作所 3140001037990 “雇用増を含む処遇改善を目的とした販路開拓と生産向上”

栃木県 トータルリペア田辺商事 － 車のリペア事業（補修）内容周知による販路拡大

栃木県 第一酒造株式会社 5060001020458 地場物産品の海外展開とインバウンド消費対応

栃木県 有限会社中條商店 2060002020484 ちょっと太目で新食感、新名物「芭蕉ところてん」開発事業

栃木県 ＭＯＤＵＬＥ（モジュール） － 閑散期を逆手に取ったカフェ併設（新事業）による拡販・ＰＲ事業

栃木県 Ｇ．Ｂ．Ｈ．ｈａｉｒ合同会社 2060003002069 ＨＰ新設でペットトリミングサロン等のＰＲを強化し新規顧客獲得

栃木県 株式会社ガレージ北関東 2060001010321 長年の経験・実績から誕生！燃焼室クリーナー「匠」の販路拡大

栃木県 ８０８ＧＬＡＳＳ － 加工範囲拡大と体験教室事業化でチャンス拡大事業

栃木県 ユーロード － 定年後のアフターライフを満喫する“コツ”教えます

栃木県 有限会社久良多商会 3060002015640 ＨＰ完全リニューアルと顧客管理ソフトおよび特殊撮影機材の導入

栃木県 竹のこ － “足利ポテト入り焼きそば”認知度向上の看板及び販路拡大計画

栃木県 珈の菓 － 移動販売車作成による販路開拓事業

栃木県 有限会社荒川屋 3060002035333 観光客・家族連れ獲得に向けた当店の魅力ＰＲ計画
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栃木県 有限会社いけもり 7060002035412 石臼導入により“挽きたて”を実現した新規顧客層の開拓

栃木県 株式会社ナビ 7060001020175 テナントの長期契約に向けた、ユーティリティニーズの更新事業展開

栃木県 株式会社さくら 5060001024822 広報媒体による認知度向上と機器導入による新たなサービスの提供

栃木県 株式会社ＩＩＢＯＵ 8060001027319 ‘絵を着るブランド’ＩＩＢＯＵを日本全国発信するプロジェクト

栃木県 アジサイ － 認知度向上と来店障壁を軽減するメイン・サブ看板設置事業

栃木県 さかぐら －
地域密着・多目的用途対応型の“酒良し・食良し”居酒屋の店舗ＰＲとテイクアウト
事業

栃木県 株式会社小林酒店 4060001011393 「鹿沼娘」ブランドシリーズ化でギフト市場開拓事業

栃木県 有限会社レストラン白樺 1060002015948 未活用のラウンジの改装による新たな交流スペースの提供

栃木県 日光パークロッジ株式会社 8060001009110 国際交流推進の為のホームページ制作と店舗看板設置

栃木県 有限会社日の丸寫新舘 5060002017560 ロケーション撮影及び企業向け撮影の取り組みによる販路開拓

栃木県 有限会社ふくしん 7060002017591 飲食スペース設置による売上拡大、及び地域交流の場の提供

栃木県 株式会社ＶＧＬ 6060001023022 従業員の人材育成と顧客満足度の向上による売上増加計画

栃木県 まつしましゅ～ず － 新聞広告による健康シューズ知名度アップと販路拡大事業

栃木県 有限会社さくら 5380002028014 慢性痛を改善する自費診療ＰＲによる、新規顧客開拓の取り組み

栃木県 有限会社ニューヤマトヤ 3060002017728 『動画でエステ』『スキンケア使用順検索』等のＨＰ＆チラシ作成

栃木県 株式会社ホンダセンター栃木 3060001009445 クイック鈑金・クイック修理の受注増加計画

栃木県 有限会社　ＵＳＫ 8066002001529 真岡市初！アンチエイジング弁当・コース開発による販路開拓

栃木県 お墓の天門 － 地域初、お墓の清掃及びリフォーム相談を主とする新事業立上げ

栃木県 ヘアスペースＬＵＣＥ － 高齢者向け、訪問カットとトータルケアサービスによる販路開拓

栃木県 Ｍｉｈａｒａ　ＣＡＦＥ － 独自の地酒カタログ・カルテでサービス最適化、差別化と売上増を実現

栃木県 有限会社野沢電気 7060002029059 ＥＣＯで快適な空間をトータルプロデュースする事業の展開
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