
平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

茨城県 サンダースぺリーコスメティックス － オンラインカウンセリングで遠隔地にオーガニックコスメ販売

茨城県 有限会社フロープラス 6050002003775 遠くでも安心してオーガニック化粧品が購入できるオンライン事業

茨城県 ｍａｈａｎａ － ヘッドフェイシャル施術の開発と提供による販路開拓

茨城県 ディアナ － 看板設置による集客力ＵＰとインターネットを利用した業務効率化

茨城県 株式会社二川靴店 2050001002212 実店舗で培った「見える化事業」をネットへつなげて広げる計画

茨城県 カットサロンハル － 女性向け「増毛サロン」開設による販路開拓事業

茨城県 合同会社グラース 9050003002880 茨城県産の梅を利用した商品開発とＷＥＢ広告による販路拡大

茨城県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＭＥＧＵＭＩ － 設備導入によるメニュー拡大・生産性向上とＷｅｂでの認知度向上

茨城県 和酒房　ｓｅｅｋ － 居心地のいい空間の創出と新メニューの周知による市場浸透戦略

茨城県 株式会社マルサン商事 4050001004990 付加価値の高いステッカーの開発と販路開拓による売上の増加

茨城県 来食 － 今後伸びしろのある子連れ宴会を獲得する為の事業

茨城県 サンコー塗料株式会社 4050001001047 塗装・防水工事の事業拡大・それに伴う塗料販売の促進

茨城県 ＢＡＣＫ　ＰＡＣＫＥＲ － スポーツ観戦と国際交流によるクラフトビール販路開拓事業

茨城県 髪工房ガルテン － 床屋で育毛！サイエ式育毛の促進による販路開拓事業

茨城県 東海緑地開発株式会社 5050001001756 細かい図面で分かり易い説明のできる相談スペースで成約率向上

茨城県 カフェピッコ － 多様化する店舗ニーズを踏まえたブランディング戦略

茨城県 ニコスタンパ合同会社 9050003003565 企業対抗運動会で地域活性・販路拡大・チームワークＵＰ

茨城県 株式会社ネスト 9060001023275 北欧スタイルの居住空間提供のための販路開拓

茨城県 アーテック － 規格化住宅による住宅販売の簡易化、広告で新規顧客の獲得事業

茨城県 沼田茶舗　電子タバコ店 － キセル型電子タバコ「電子煙管」のパッケージ開発

茨城県 合同会社ＪＥＮ 7050003003699 店内設備の工夫や情報誌広告等を通して、新規女性客の獲得

茨城県 奴寿司 － 金箔巻き寿司によるインバウンド開拓戦略

茨城県 藤森輪業 － 店舗裏看板整備によるイメージアップと宣伝強化で販路拡大事業

茨城県 株式会社ゆめらぼ 9050001034901 ＩＴを活用した東大生個別指導の開始による新規生徒開拓事業

茨城県 有限会社東京総合染色 8050002002263 百年企業とコラボレーションしたオリジナルグッズ販路拡大

茨城県 株式会社Ｊ＆Ｃ 7050001019821 海外展開サポートサービスの新規開始及び海外展示会出展事業

茨城県 ＨＥワークス － アンテナリフォーム工事で元請強化！生産性向上・販路開拓事業

茨城県 株式会社笹沼五郎商店 7050001001085 納豆サプリメントの開発と海外展示会出展による海外販路開拓事業

茨城県 ｈｅａｌｉｎｇ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｒｉｒａ － 中高年の来店サイクルと単価を上昇させるトータルビューティ事業

茨城県 ＳＥＮＡＮＧ＊Ｓ － 多面的な告知による、新規顧客増大およびリピート率の向上

茨城県 志学塾 － 小学生学習クラスのブランディングの構築とその認知度向上

茨城県 中山製パン有限会社 2050002002426 予約システムと宅配サービスの開始によるランチ需要への対応事業

茨城県 有限会社島田商店 6050002001655 ＩＴ広告の強化及び店内老朽化什器・照明等のリニューアル化

茨城県 水戸美術 － 美術商のノウハウを活用した広報・宣伝での新規市場開拓戦略

茨城県 ＢＲＩＤＧＥ － 体験イベントによるロボットプログラミング教室販路開拓事業

茨城県 株式会社福祉用具サービスもんちゃん 7050001040926 高度障害者向け高機能車いすの開発および提案を通じた販路拡大

茨城県 スピニングトップ株式会社 6050001042171 福祉施設向け組立式ベーゴマの専用モデル開発および販路開拓

茨城県 イタリア食堂Ｈｉｓａ － ソムリエ資格を活かすバーカウンター新設とスペシャリテの開発

茨城県 エム・エンジニアリング － 給排気の快適さを体感できるショールーム設置事業
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茨城県 炭火串焼き　もん － 客席の個室化・トイレ改装で満足度も売上も向上！

茨城県 ＳＯＬＡ卓球ＨＯＵＳＥ － 会員の交流場整備、用品販売、ＨＰ改訂で街の卓球教室の進化

茨城県 有限会社古河用達社 2050002023934 「わかりやすい」葬儀紹介ツールを活用しての付加価値アップ

茨城県 株式会社ミズノ 6050001019343 新規顧客に向けた来店を促すための看板設置と販売促進の強化

茨城県 有限会社ヨウジインターナショナル 8050002024349 スチーマーの導入による新規顧客の拡大と顧客満足の向上

茨城県 有限会社栃木家 9050002024141 個人顧客（高齢者）を中心とした新規顧客獲得に向けた取り組み

茨城県 プリマベーラ － 近隣地域の中高年層を中心とした新規顧客獲得に向けた取り組み

茨城県 古河加圧トレーニング － 新規顧客獲得に向けた採用、器具等の導入、販売促進活動

茨城県 髙橋行政書士法人 8050005005767 高齢者をターゲットにした新規顧客獲得に向けた取り組み

茨城県 株式会社おひさま 9050005011962 新規顧客獲得（小売比率の向上）のための色彩選別機の導入

茨城県 株式会社ヴァレンタイン 5050001019988 美容室部門強化のための看板設置と販売促進の取り組み

茨城県 ヴァンテ・オム＆ファム － エステティック部門強化のための看板リニューアルと広告宣伝

茨城県 青木酒造株式会社 5050001018263 成長する東欧市場での海外展示会出展による新たな販路開拓

茨城県 いつき整骨院 － 新規顧客（産後骨盤矯正）獲得のための販売促進活動

茨城県 株式会社大島清吉商店 8050001019317 製茶問屋から新たなお茶の楽しみ方を提案する小売業への変革

茨城県 埼玉運輸倉庫株式会社 9030001031297 新規顧客獲得に向けた自社ＰＲと倉庫内空間の有効活用

茨城県 理容若葉 － 明るい店内とバリアフリー化への改装による来店促進

茨城県 日立動物病院 － ☆ペットと飼い主皆に安心を届ける“動物病院往診サービス”の開始☆

茨城県 旭理容所 － リアシャンプー台を導入しての新規、従来のお客様の満足度ＵＰ

茨城県 理容　カネサワ － 店内全体の清潔感の向上による新規顧客獲得事業

茨城県 カットルーム　サトシ － 新規顧客開拓　安心・安全　イメージアップ事業

茨城県 ミツワ理容 － ＰＯＳシステムによる経営・顧客管理と予約システムの構築

茨城県 鈴木理容所 － 高齢者に優しく心地よく安心・安全な理容椅子の導入

茨城県 ヘアーサロン　ＡＫＩＲＡ － 高齢者や障害者へ優しいサロンへの変革

茨城県 五来クリーニング － Ａ４縦半チラシ等を活用した新規顧客及び相互信頼獲得事業

茨城県 ＭＡＰＬＥ　ＣＡＦＥ － ＩＴ活用強化・地元タウン誌による自社ＰＲと顧客満足度の向上

茨城県 株式会社幸建 5050001034079 空き家対策の情報発信ＨＰ・ＳＮＳ・ポータルサイト等ＷＥＢ活用

茨城県 ヘアーサロン双葉 － フェイシャルエステの強化と関連商品販売

茨城県 アンカーＦＰ事務所 － 健康＋ＦＰ商品としての「ヘルシーＦＰ提案サービス」の開発・提供

茨城県 有限会社中村写真館 1050002015692 移動撮影事業の開始による新規顧客の獲得

茨城県 株式会社藤岡設計 9050002015875 空き家管理・再生事業による新市場開拓戦略

茨城県 株式会社全米協システム 5050001011623 米加工品「ポンせん」を活用した地元米消費拡大と町おこしで貢献

茨城県 カーペインターズ － 下請体質からの自立を目指した一般顧客との接点強化事業

茨城県 有限会社大石家 1050002014884 ２０代・３０代ファミリー層の胃袋を「握りたい！」

茨城県 ＳＴケアネット株式会社 9050001036526 新ビジネス　「銭湯×介護のコラボ『デイ銭湯』で販路拡大」

茨城県 株式会社三友企画 2050001031442 「次世代保険代理店モデル」構築に向けた取り組み

茨城県 水越畳店 － へり無し畳の量産体制に整備による新規顧客層の獲得

茨城県 美容室フェイス － 顧客ニーズにあわせたシャンプー台の導入で満足度向上！！

茨城県 株式会社根本製菓 5050001031588 ＢｔｏＢ向けの食べきりサイズの提供・販売
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茨城県 夫婦寝具株式会社 9050001031618 伝統的なコットン布団を活用し睡眠負債の解消を伝え若年層を獲得

茨城県 ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ － 美容師独自のセンスと顧客視点を融合した地元祭り着の販路拡大

茨城県 エステサロンマーヴェラス － エステ専門学校の設立による新事業展開

茨城県 有限会社大嶋屋 9050002043224 「楽しさ」と「エンターテイメント性」を訴求する新店舗の開発

茨城県 有限会社扇屋 7050002043333 在留外国人をターゲットにした多言語化による集客システムの構築

茨城県 光栄写真館 － カタチと思い出を残す写真館のドローンを使用した新しいＰＶ事業

茨城県 株式会社小倉商店 1050001032474 新素材・商品開発による顧客層拡大と人材育成による供給体制確立

茨城県 味どころ雅び － 域外からの客が地元と交流のできる「お話カウンター」の設置

茨城県 株式会社伊藤住設 7050001024904 自社「モバイルランドリー」への「モバイルｃａｆｅ」の設置

茨城県 有限会社黒澤醤油店 9050002008350 出前「蔵Ｃａｆｅ」店舗の開設によるＢｔｏＣビジネスの強化

茨城県 そば処たつみ庵 － 地元に関わる全ての皆さまに、美味しさとくつろぎを提供する。

茨城県 福ちゃん － 二人席への変更による一人客チャンスロスの改善と売上向上

茨城県
合同会社茨城スポーツメディアプロダク
ション

2050003003844 茨城スポーツの魅力発信でスポーツ愛好者・地域・当社の三方ヨシ

茨城県 麺や赤龍 － 外国人客も楽しくメニュー選びや食事のできるラーメン店の開発

茨城県 マネージメントサービス － 県内初「ヒト幹細胞培養液」を活用した肌の再生エステ事業

栃木県 あづま家 － 高齢者や女性に優しいトイレの改修で、新市場を開拓する。

栃木県 株式会社保険プラザ 3060001017613 会社案内を使用しての新規顧客開拓並びに既存顧客からの深堀

栃木県 有限会社釜屋 4060002031793 「蔵の街とちぎ」とブランド食材へのこだわりを訴求する事業

栃木県 有限会社みさわ 9060002032696 新規事業の知名度アップと広域の顧客の獲得を図る事業

栃木県 ノナカ － 幅広い年齢層の親世代が楽しめるベビー用品の絵柄が豊富なお店に

栃木県 おちあい整骨院 － 動画で配信！生涯スポーツ人を応援するおちあい整骨院メソッド

栃木県 株式会社Ｙ・Ｍ・Ｒ 3060001021565 新時代を見据えた当社のイメージ戦略と新規販路開拓

栃木県 荒川技研株式会社 4060001017075 受注率増加と新規顧客開拓のための会社案内パンフレットの原本制作

栃木県 ささがね鍼灸整骨院 － 美しく健康でいられる施術を行う鍼灸整骨院をＰＲし新規顧客開拓

栃木県 たこ焼きぽりぷす － 川越に本場大阪たこ焼きの認知度向上と拡販強化事業

栃木県 有限会社大出車体工業 8060002031765 小規模市場へ高付加価値の新サービス提供による販路拡大

栃木県 かねの家 － 新規顧客獲得に向けた販路開拓事業

栃木県 有限会社Ｎ．Ｍ．Ｓ 5060002032808 新規顧客獲得と売上増加を図る為のブログ付きホームページ作成

栃木県 プロのほぐし － ＰＲツール設置とメディア出演による認知度向上・販路拡大

栃木県 ラムープロヴァンス － 県内初導入！「リンパボーラーフェイシャル」のＰＲと顧客獲得

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

栃木県 司法書士斎藤諒事務所 － 相続手続きの集客用ホームページ作成・リスティング広告

栃木県 株式会社イナセ 1060001029635 サインポール設置による新規顧客の獲得・売上の増加

栃木県 ならでわ株式会社 5060001026273 自社アプリの新サービスの周知

栃木県 ニコナチュール － サロンの客層の多様化に対応するサービス向上のバリアフリー工事

栃木県 株式会社柿沼システムサービス 3060001024452 地域密着型店舗の構築のための看板とＨＰのリニューアル

栃木県 株式会社水幸 5060001026406 オリジナルメニューの宣伝広告のためのウェブサイト開設

栃木県 株式会社そら 5060001028253 新たな顧客層開拓を目的とした動く看板設置及とび広告宣伝事業

栃木県 株式会社アイソケット 4060001030128 空き家積極活用サービスと外国人にも強い街の不動産仲介業へ！
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栃木県 ｗｉｔｈＨＯＰＥ株式会社 4060001027719 商品ブランド「ＡＡ」紹介ＨＰ作成と営業用ミニチュアモデル作成

栃木県 有限会社パレット 8060002007427 栃木県産素材使用フルーツサンドのオンラインショップ開設

栃木県 Ｂｏｄｙ　ｔｏｎｉｎｇ　アドマーニ － 専門プログラム導入に伴う広告宣伝による新規顧客増大の実現

栃木県 株式会社チームハイフィールド 7060001009136 ギャラリースペースの増設設置とホームページ新設による集客力アップ

栃木県 Ｍａｒｕｙｏｓｈｉ － セントラルキッチン導入によるテイクアウト商材の生産性向上

栃木県 株式会社諸鹿彩色 6060001025935 お客様に直に訴える販路開拓のためのＩＴ化戦略ＰＲ事業

栃木県 Ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ＭＡＶＥＲＩＣＫ － 顧客満足度向上の為の洗髪台とスツールの導入

栃木県 株式会社中川文喜堂 3060001003332 英語での越境ＥＣ専用サイトを作り、日本製文具を海外に販売。

栃木県 Ｔｒｕｅ．． － 新規顧客獲得と既存客の売上単価アップを目的とした機械の購入

栃木県 ワク井時計宝飾 － 店舗改装（店内レイアウト改良、外壁看板設置）及び広報活動

栃木県 株式会社ハイクオリティ 1060001029288 商業施設におけるデジタルサイネージを使った映像広告事業の展開

栃木県 株式会社唐金カンパニー 9060001030065 栃木県の新名物「九尾稲荷」を広めるための広報活動

栃木県 有限会社ウィンウィン 4060002013420 栃木県特産品を用いた飲料のブランディング活動による商圏拡大

栃木県 株式会社日本リサイクルアドバイザー 5060001004849 法人向け不用品買取・回収サービスによる新規顧客の獲得

栃木県 大成クリーンメンテナンス － 特殊清掃、遺品整理をメインに広告宣伝を行い売上を増大させる

栃木県 Ｂａｒ．七緒 － 店舗移転に伴う改装工事及び新看板設置工事と客席改善

栃木県 ＳｈｉｎＹ　ＦｌｏｗｅＲ － エステティックサロンの複合サービス宣伝による売上向上計画

栃木県 美容室ｓｉｓｔｅｒ － 高齢者層の娘・孫世代の常連客化計画

栃木県 株式会社明照産業 2060001029915 生産過程の拡大、自社製品の開発・生産に向けて！

栃木県 和処　司 － リピート率向上及び高級仕出し弁当による売上増加

栃木県 株式会社ダイサン 5060001019698 物流現場（荷積み、荷卸し）における時間短縮・労力削減のための製品開発

栃木県 美容室テディ・ボーイズ － 「地域で唯一の育毛スキャルプコアケアの発信」

栃木県 かふぇ　あんでぃーぶ － 増加する高齢客にやさしい店舗づくり

栃木県 サンポープラス株式会社 8060001021619 新素材ウェーブメッシュの用途開発と販路拡大

栃木県 有限会社初山染工 6060002037079 日本古来の和染め製品の海外との共同開発で、海外での販路開拓

栃木県 カットスペース　コヤノ － 市内で最も高齢化が進む地域の顧客獲得計画

栃木県 下町バル　ｅｔｏｓ － 店舗リニューアルで新規顧客獲得と来店客増加を実現

栃木県 ベストプランコム － 新規顧客獲得に対するＰＲと認知度向上事業

栃木県 鶴貝捺染工業有限会社 8060002036764 初の自社開発商品で新市場を開拓し、スムーズな事業承継の実現

栃木県
トレーニングスタジオ　Ｆ．Ｅ．Ｓ　ＡＳＨＩＫ
ＡＧＡ

－ 照明設備改善によるコスト削減及びチラシ作成で集客増加

栃木県 株式会社ＴＡＣ 1060001030155 大型商業施設への支店開設による新規顧客層開拓

栃木県 株式会社朋友印刷 3060001019832 常に新たな価値・商品を創造し提供する企画提案型経営への転換。

栃木県 ブーカもりやま － 地元で再出発、新天地における販路開拓事業

栃木県 ヂサイ印刷有限会社 7060002037879 スマートフォン・タブレットによるｗｅｂ印刷サービス完結事業

栃木県 株式会社シンワルブテック 3060001018751 水溶性クーラント除菌装置の液面追従フロートオーダーメイド化

栃木県 有限会社福富住宅 3060002037197 魅力ある商品と認知度アップで事業継承に向けた増収益計画

栃木県 コスメ・ド・エステ　ヤナギタ － 最新超音波エステ機器導入による新規顧客開拓促進事業

栃木県 有限会社小池経編染工所 8060002036054 オリジナル生活支援商品の映像制作・配布を通じた認知度向上事業

栃木県 小﨑有限会社 7060002036105 立地条件を活かした観光客獲得！！
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栃木県 株式会社ＳＨＥＰＨＥＲＤＳ 9060001019827 素材を活かした自社衣料品ブランドｋａｖａｌ海外展示会継続参加

栃木県 ポーセラーツ教室アンジェリカ － ポーセラーツを通じてプライスレスな「＋α 」を実感できるサロン

栃木県 有限会社タクマ工業 9060002036664 「ロイヤルカスタマー獲得最大化」の為のＩＴ活用

栃木県 ヘアースタジオ・オオガキ － ～美～ｕ・ｔｓｕ・ｋｕ・ｓｈｉでみんなのお肌１０歳若返りプロジェクト！

栃木県 有限会社新川化粧品店 8060002020289 安定経営持続のためのソニックエステによる肌の町医者実現計画

栃木県 有限会社上州屋 3060002020269 （ネタヘのこだわり＋事業承継）×店舗改修＝新規顧客獲得計画

栃木県 株式会社晩成 4060001028155 顧客拡大事業・販売促進活動・営業活動並びにブランディング活動

栃木県 鶏正 － （醤油タレ＋柔らか鶏）×無化調無添加＝利益改善唐揚げ大作戦

栃木県 スキップ － Ｆ１・Ｆ２（女性の２０歳～４９歳）層を集客するための美容機器導入ＰＲ事業

栃木県 アジテ株式会社 7060001028755 県内初上陸！「味」も「雰囲気」も本場のモンゴル料理で千客万来！

栃木県 美容室ハピネス － 誰もが安心して美しく・気持ちよくなれる癒しのテーマパークづくり事業

栃木県 五月女建設株式会社 5060001010483 看板・広告の設置を含む、営業プロセスの改善による受注拡大事業

栃木県 おうちＳａｌｏｎ　Ｓｏｕｒｉｒｅ － お着替え感覚！かんたんネイルで生活に「彩り」注入！

栃木県 株式会社小林酒店 4060001010393 「鹿沼娘」と「鹿沼牛メンチ」で「かぬまならでは」のおもてなし

栃木県 根本農園 － 「一次加工＆直売所」設置で高自力の農家を目指す～六次化へ挑戦

栃木県 楽樹園 － 世界初！「多肉植物盆栽」で日本の伝統文化に新たな１ページ！

栃木県 かまや － 若年層新規顧客獲得の為、ホームページの刷新、新機能の充実

栃木県 ウリソロ － 顧客の新たなニーズに対応する設備投資による売上拡大

栃木県 株式会社すまいる 1060001030262 高性能高圧洗浄機導入による作業効率化と販路拡大

栃木県 株式会社メローライフプロジェクト 7060001026008 リハビリ利用者と地域の高齢者に空き施設を活用した物販の展開

栃木県 Ｇｏｌｂｅｅ（ゴルビー） － 初心者にも優しいゴルフレッスンで、利用者の増加を図り売上増加

栃木県 株式会社ヤブシタ 2060001014669 出前によるラショナルクッキング実演と体験調理会の実施

栃木県 株式会社ビクトリー 1060001029453 遺品整理業・片付け業の小山市を中心とした販路拡大

栃木県 しらかし整体院 － 院内の環境改善による顧客満足の向上と利用者増加の為の販促活動

栃木県 有限会社野沢電気 7060002029059 こんなことまで野沢にお任せ！高齢の方に安心を届けます。

栃木県 有限会社ダイトー 5060002028789 未就学児、障害児にやさしい洋式トイレによる顧客満足度の向上

栃木県 株式会社小山製材木材 4060001014808 ヴィンテージウッド仕入先の開拓による商品ラインナップ拡充

栃木県 下斗米接骨院 － 小山南スポーツ接骨院「スポーツ傷害、外傷に特化した新院の開設」

栃木県 株式会社Ｂｅｒｒｏｕｓ 3060001029963 病気で悩む人への在宅医療の情報提供と介護離職ゼロ活動

栃木県 株式会社ネイティブ 8060001021874 趣味仲間の輪を広げて、小山をエアガンの聖地にしよう！

栃木県 スタジオサイファ － 映像に更なる付加価値　ドローン市場に参入し販路拡大

栃木県 しのざき商店 － 自慢のケールを東京で発信！ハウス導入で出荷の安定化を図る

栃木県 武蔵野クリーン － チラシ・看板・ＨＰの作成による広報トリプル作戦

栃木県 セントフラン株式会社 5060001025399 待合室等の新設によるメイン顧客の潜在的不満を解消

栃木県 有限会社カット・シン 9060002014802 ホームページの制作

栃木県 そば処　一歩庵 － 新看板メニューの開発と写真入り大型看板による新規顧客の獲得

栃木県 有限会社きぬ川国際ホテル 9060002016055 お客様目線の情報発信を目的とした魅力的なホームページ作成

栃木県 日光木材工業合資会社 5060003000417 【尺】しゃく・共同創造家づくりブランド立ち上げによる販路開拓

栃木県 Ｏｎｅ　Ｐｌａｙ－ｉｔ（ワンプレイト） － 顧客満足度を高めるサービスとくつろぎのアウトドア空間作り
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栃木県 株式会社三本松茶屋 5060001008602 日光の新ブランドとなるクラフトビールの販路拡大と販売促進

栃木県 株式会社八丁の湯 1060001008746 自社ホームページの多言語対応

栃木県 株式会社ヤギサワ 5060001008544 不燃木材サンプルキット作製、送付による新規顧客獲得プラン

栃木県 大田原ペットマルヤマ － 看板改修工事を機に、店名を新たに。事業承継を見据えて

栃木県 キャトルセゾン株式会社 6060001028987 本格エスプレッソマシーンの導入と自社ホームページの再構築

栃木県 有限会社おうげん 5060002025217 新メニュー表製作、ＨＰ開設でリピート率向上と販路拡大

栃木県 株式会社志ぶ家 9060001027680 与一和牛メニューの充実と外国人向け店舗改装で集客・売上アップ

栃木県 有限会社菓子処木村 2060002025244 ＨＰ開設とパンフ製作配布で新規顧客獲得と販路拡大と地域貢献

栃木県 有限会社佐藤通商 3060002025375 知って頂き快適空間の提供で、ゆったり学習しっかりスキルアップ

栃木県 有限会社三銃士 9060002022251 看板設置と個室増設により認知度向上と顧客増で売上アップ

栃木県 清水モータース － タイヤ保管サービスにより年２回の来店を確保し販売促進に繋げる

栃木県 株式会社スリーアール 6060001023831 美容機器の宣伝及び新規顧客獲得のための展示会出展

栃木県 株式会社野沢製作所 4060001012902 生産管理システム導入による工程の見える化・ＱＣＤ管理の向上

栃木県 有限会社荒喜家 1060002025047 ニーズに合わせたお店づくりで集客ＵＰ

栃木県 全身美容サロン　アール・ミュー － 「免疫美容」を強調した看板設置とリーフレット制作で顧客アップ

栃木県 おやまだ桃農園 － 『ＩＴ×紙×看板』一体的なＰＲ強化で『おやまだ桃』ファン獲得

栃木県 有限会社前沢電機商会 9060002025642 集客のための接客商談スペースの確保・看板と店舗入口の改装

栃木県 株式会社フードサヤカ 4060001027875 新たな販促物製作配布によるリピーター客獲得とネット事業拡大

栃木県 櫻岡自動車 － 御用聞き営業の活用から店舗営業を充実するための店内トイレ整備

栃木県 美容室ＰＥＡＫ － 他店に負けない看板設置とシニアに優しいバリアフリー化事業

栃木県 那須交通株式会社 5060001012884 販路拡大のためのホームページ作成

栃木県 有限会社写真のオヤマダ 2060002027488 高性能ストロボ増設による生産効率及び写真の質の向上と受注増

栃木県 伊藤造園 － 樹木粉砕機導入により顧客満足度を向上させる事業

栃木県 有限会社オイル小僧 4060002026579 他社マイカーリースと差別化をするための広告宣伝事業

栃木県 第一酒造株式会社 5060001020458 コトとモノを繋げる消費「古民家を活かした飲食業」プレオープン

栃木県 島田嘉内商店 － 地元飲食店との共存共栄大作戦

栃木県 株式会社鶴祥 1060001020032 海外進出及びユーザーの掘り起こしプロジェクト

栃木県 音笑 － 「障がい者（児）への音楽療法、高齢者への芳香療法提供事業」

栃木県 ノンキー　ラグショップ － 売場拡大で古着をもっと身近に！家族で楽しく３Ｒ運動

栃木県 株式会社ＬＡＣＲＥＡ 3060001029096 女性や高齢者に優しい不動産屋のアピールと新規顧客の開拓

栃木県 株式会社トゥモローアート 2060001029304 タイヤ部門強化による機械導入でお客様満足度アップの実現

栃木県 合資会社丹波屋 5060003001191 店舗看板の設置と車椅子の方のためのバリアフリー設備購入

栃木県 Ｇｅｍｉｎｙ － 今注目の足利で、ゲストも喜ぶ名所巡りのウェディングツアー

栃木県 株式会社ロードランナー 1060001018126 野立て看板の設置とホームページ（ランディングページ）の拡充

栃木県 ＢＬｉｓｓ － 目元と心のリフレッシュ！まつ毛エクステ専門店の新販路開拓

栃木県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｂｉｒｔｈ － お顔も鍛える時代！ビューティーエクササイズで瞬間、上向き顔

栃木県 ＳＵＮ美容室 － 高齢者をターゲットとした優しい美容室づくりと販促活動

栃木県 株式会社人財学園 6030001057816 ＮＰＳの考え方を参考に業務管理ソフト導入による顧客開拓事業

栃木県 広瀬造園土木 － 造園屋の新事業！発生材を薪として再利用し、新規顧客の獲得！
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栃木県 有限会社中川電気 5060002017511 新製品の認知度アップと製品ブランド確立及び販売促進事業

栃木県 カネダクリエイト － 知名度向上およびチラシ反響率の向上、新規事業の展開計画

群馬県 ｈａｉｒｓａｌｏｎ　ＫＩＮＡＲＩ － 客数増員のための新規シャンプー台導入と店舗２階客席拡張工事

群馬県 合同会社日本ボーデン研究所 5070003002420 主に農業用で使用する還元システムの開発

群馬県 株式会社ランズ・パートナーズ 7070001031782 小規模食品メーカーへの支援サービス

群馬県 株式会社リプラス 9070001030881 広告の一新とドローン導入等による宣伝強化・屋根工事の販路開拓

群馬県 割烹たけし家 － 顧客のニーズに対応するためのレイアウト変更と日本酒の販売促進

群馬県 株式会社小谷野電気 3070001006937 直接受注に的を絞ったＨＰやチラシを利用した地域密着の販路拡大

群馬県 ＡＳＴ　Ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃｅ － 海外企業からの直接受注によるバイリンガル秘書業務の販路拡大

群馬県 株式会社横山製菓芳房堂 5070001008700 物産展等からリピート購入を促すホームページのリニューアル

群馬県 有限会社孝鮨 2070002009790 顧客ニーズに配慮した受入体制構築と看板設置による新規顧客獲得

群馬県 有限会社藤澤石材店 3070002011820 １７３年続く歴史をつなぎ知名度・認知度を高め顧客獲得を目指す

群馬県 Ｐｅｇｕ合同会社 2070003002893 チラシ・パンフレット類の作成・販路開拓

群馬県 ＥＢ － 自社の革製品ブランドの確立と新規顧客開拓

群馬県 そば処うちだ － 地元そばの実の自家製粉で他店と差別化したそば専門店の販路開拓

群馬県 フロマージェリー　モンテドラーゴ － ＬＩＮＥ活用のためのスタンプ制作ＷＥＢサイトリニューアル

群馬県 株式会社セイワ食品 2070001007374 ＢｔｏＢ（病院・介護施設）ＢｔｏＣ（高齢者）ＨＰリニューアル

群馬県 有限会社ハーフ・アンド・ハーフ 4070002011514 新店舗移転効果の最大化！看板設置による新規顧客獲得策

群馬県 吉田だるま店株式会社 8070001025362 「高崎だるま」店舗整備とＷＥＢで案内強化により来店客を増やす

群馬県 株式会社高崎テクノ 5070001029804 「家を所有しない主義層」向け「高品質デザイン戸建賃貸住宅」の販路開拓

群馬県 株式会社ボナール企画 1070001008357 海外不動産部門拡大に向けた知名度アップの広告・宣伝事業

群馬県 株式会社光苑 6070001028433 ホームページの開設・看板設置による販路開拓

群馬県 株式会社駐車場をさがせ 9070001018547 空家所有者に向けたＰＲ、パッケージ化による駐車場開発販路開拓

群馬県 株式会社ナガイ 9070001009075 徹底した顧客満足度向上による他社との差別化と新規顧客の獲得

群馬県 エピテみやび － 代理店制度を見据えた着け指・着け胸のレンタル事業

群馬県 有限会社ウインズプランニングｉｎｃ． 9070002008357 オゾン皮膚洗浄装置を活用した海外エステティック事業への参入

群馬県 有限会社バース 4070002010689 当社ホームページを活かした広告戦略による新規顧客の開拓策

群馬県 株式会社ＷＡＢＩやまどり 8070001030370 ワイン需要増適応の設備導入とホームページ刷新での新規顧客開拓

群馬県 ブルーエンジニアリング株式会社 1070001008274 販促ツールの充実による認知度向上とブランド確立戦略

群馬県 有限会社逸美 8070002010116 日本の伝統工芸品であるきものをＷｅｂ販売で販路拡大に挑む

群馬県 のむ庵 － 和服の加工・リメイク力を活かした委託販売事業の構築と販路開拓

群馬県 株式会社ブレスユー 1070001032811
新商品ポークルアー（豚革製疑似餌）とそのパッケージ等試作。併せて新商
品告知のため

群馬県 大門屋物産株式会社 4070001007587 輸出販売や海外誘客の強化に向けたＰＲと予約システムの確立

群馬県 株式会社リス 1070001031986 ＩＴとアナログ媒体の融合販促による認知度向上戦略

群馬県 株式会社マリア 2070001025228 ホームページ及びパッケージ作成による新規顧客獲得事業

群馬県 ゆめのかたち株式会社 3070001032784 染花やオリジナル花束による個人向け販売体制の強化事業

群馬県 リビナス － 最新脱毛機の導入による販路開拓及び業務効率向上事業

群馬県 洋食香味亭 － 自家製パンによるメニュー変更とテイクアウトの強化による販路拡大

群馬県 マタニティ＆ママ整体陽だまり － 産前産後の身体ケアのＰＲとブランディング戦略による販路開拓
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群馬県 有限会社藤青 9070002011138 事業継承による売り上げの拡大

群馬県 株式会社Ｋ’ｓ．ＰＲＥＳＳ 5070001011027 新商品「車いす用パンツ」の開発及び販路の拡大

群馬県 太樹接骨院 － 看板の設置・ステッカーの変更及び会報誌の郵送による販路開拓

群馬県 株式会社小笠原 5070001006340 新米ゴルファーの需要創出とＷＥＢ／ラジオ広告による商圏拡大

群馬県 株式会社ホームクエスト 8070001031542 ポータルサイト増枠・スマホ専用サイト構築による売上高向上策

群馬県 Ａｂｏ　ｈａｉｒ － 業界の常識を破る「しあわせプラン」支援制度に向けて

群馬県 有限会社エフビーアイ 8070002009018 地元企業同士のビジネスマッチングの活性化、新規法人顧客開拓事業

群馬県 北辰住宅技研株式会社 9070001008325 お客様の学びになる販促冊子の無料提供とホームページの再構築

群馬県 有限会社ホンダリビング 6070002011982 ホームページ開設による店頭販売強化及び新規顧客獲得策

群馬県 Ｍｅｍｏｒｉａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 2070001032744 エンディング産業展２０１８出展設営による販路拡大

群馬県 マロン美容室 － 子供から年配の方まで通える、集える美容室

群馬県 株式会社シーアンドシー 3070001007134 手軽に本格的な炭焼焙煎珈琲が作れるドリップパックの新市場開拓

群馬県 ＢＲＡＶＥ　ＦＩＧＨＴ　ＣＬＵＢ －
ウェルネス　キックボクシング！（キックボクシングのファンを増やし事業を安
定、拡大

群馬県 有限会社ミカド印刷 3070002012208 オリジナル商品等の作成及び受注システムを製作し販路拡大

群馬県 株式会社三美堂 1070001007061 ＜新製品「ぐんま箸置き」における新たな包装パッケージの製作＞

群馬県 新星接骨院 － 群馬県内へのスポーツアロマ普及事業

群馬県 有限会社イズミ設計 7070002008730 革新的方法による集客力向上の取り組み

群馬県 くれ～ぷ工房Ｃｌｉｎ．Ｃｌｉｎ． － 商品提供の新プロセス導入並びに卸売部門確立による販路開拓

群馬県 株式会社ナリヒラ 2070001007936 「ナリヒラ農法・乳酸菌入り野菜」の市場調査

群馬県 有限会社フジケン 5070002011802 新型機械の導入により作業効率・生産性の向上、賃金ＵＰを目指す

群馬県 吉田製麺 － 国産小麦１００％生パスタ製麺の品質と生産性向上とブランド化

群馬県 株式会社ホリウチフーズ 4070001032478 新規事業参入による売上向上事業

群馬県 株式会社上野商店 4070001006250 スマートフォン対応のホームページ再構築による薪ストーブの拡販

群馬県 株式会社しみづ農園 2070001007218 小さなアクアリウム「水景絵画」のプロモーション・販路開拓

群馬県 リボルト高崎 － 最高のコーティングによる顧客満足度向上と口コミでの顧客拡大

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

群馬県 株式会社ワールドワイン 3070001009700 本物志向のワイン専門店のイルミネーション化とさらなる販路開拓

群馬県 ほしかわ工務店株式会社 9070001025502 新型３次元ＣＡＤソフト導入によるお客様への企画・提案力強化

群馬県 美ら海 － タッチプールと展示水槽によるショールーム機能の強化と販路開拓

群馬県 レストランカフェＣＡＲＯ － お一人様需要に対応した店舗改装による稼働率と売上高の向上策

群馬県 有限会社岡村鞄製作所 9070002009231 銃ケース・鞄製造の省力化と新ブランド事業の生産能力アップ

群馬県 有限会社新日本造園 1070002010279 女性の感性を活かした庭造り、エンドユーザーへ向けた販路開拓

群馬県 依田商店 － 広告看板取り換え工事による集客力向上事業及び営業活動事業

群馬県 株式会社エアロイノベーション 1070001033446 ドローンコンシェルジュサービスの認知度向上による収益増加計画

群馬県 ＤａｙＳｐａ＆ＷａｘｉｎｇＲｅｂｌａｎｋ － ホームページの活用で「予防美容」の促進で女性の健康を守る空間づくり

群馬県 有限会社セントラル輸送 1070002006293 予防コース・新コースの開始、宣伝

群馬県 株式会社ＺＥＮＣＲＡＦＴ 4070001034466 電源コード吊り上げ装置「電源コードのヤジロベー」制作販売

群馬県 株式会社キャリアップ 5070001028987 就業意欲がある育児中女性に対するＨＰによる広報宣伝事業

群馬県 ＭＯＴＥＧＩＰＡＩＮＴ － 日本定住の外国人対応建築塗装受注ホームページ作成
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群馬県 アルファセキュリティ株式会社 7070002021758 セキュリティマニュアル配布等による福祉・医療施設への販路開拓

群馬県 かわはら整骨院 － 美容コース（開脚コース・リンパデトックス）による販路開拓

群馬県 合同会社フォレストらぼ 6070003003095 赤外線カメラ搭載ドローンによる設備点検及び野生動物調査の実施

群馬県 ルイドール － ＢｔｏＢでのアレルギー対応菓子製造拠点設置による販路開拓事業

群馬県 美容室彩香 － エレベーターを付けて、高齢者、足の不自由な方にもおしゃれを

群馬県 株式会社鈴木ストア 7070001001744 エステ部門強化のためのホスピタリティ向上事業

群馬県 ヘアーショップＷＩＮ － 新たな商圏地域へのＰＲと回転率向上を図るための機械装置購入

群馬県 蕎麦家りく － 高齢者の喜ぶイベント・趣味教室開催・メニュー開発・お店づくり

群馬県 有限会社蕎麦仙人 8070002003160 本格蕎麦屋の蕎麦・うどんで新たな市場開拓

群馬県 鍼灸マッサージ整骨治療室　青風堂 － 医療や福祉施設への自費及び各種保険適用施術による販路開拓

群馬県 蕎麦　山海酒屋　山人 － 看板設置や新メニュー・チラシの制作による新たな顧客層の開拓

群馬県 株式会社アエルズ 2070001028684 「超高齢社会」こらからの外出支援サービスの販売促進事業

群馬県 サンダーバード株式会社 8070001030940 Ｗｅｂを活用した「ＩＴ導入支援業務」ＰＲによる新規販路開拓

群馬県 株式会社花助 2070001026291 新規法人顧客獲得のための法人企業向けのパンフレットの制作

群馬県 株式会社深沢組 3070001002746 住宅改修に利用できる制度を活用したリフォーム事業の販路拡大

群馬県 有限会社ＫＯＩＫＥ 1070002002012 インターネットからの新規顧客開拓の為のホームページ作成

群馬県 有限会社関東工業開発 7021002027915 富岡シルク蒟蒻石鹸の効果的説明・体験販売による新規顧客開拓

群馬県 カラニホク － ホームページ開設や地域情報誌掲載等による新たな生徒の獲得

群馬県 ディアナ・クローズ英語教室 － 《グローバル人材育成コースの開発とＩＴ環境の整備》

群馬県 株式会社ベジタル 7070001031436 産後ママの健康をサポートするマミーズスープの開発と販路開拓

群馬県 有限会社平賢 3070002024517 オリジナル捺染手ぬぐいブランドによるノベルティ市場の開拓事業

群馬県 株式会社ナガマサ 6070001017394 メイドイン桐生に特化したセレクトショップの集客事業

群馬県 中静建設株式会社 7070001016362 アクティブライフスタイルを提案する土間のある家の顧客拡大事業

群馬県 株式会社ことぶき 6070001015976 自社栽培のキノコを使ったオリジナル惣菜の販路拡大事業

群馬県 将成鍛刀場 － 日本刀鍛冶が鍛え上げた高級シェフナイフブランドの販路開拓事業

群馬県 株式会社ピーエルエム 3070001016465 プラスチック製造ノウハウを活用したフィギュアＯＥＭ生産の受注拡大

群馬県 森秀織物株式会社 4070001016679 もりひでブランドシルク商品の販路拡大事業

群馬県 株式会社ぐんま製茶 8070001017401 桑茶の簡易移動式ドリンクバー「ゼロ・カフェ」の販路開拓事業

群馬県 ハリウッドランド・カフェ － 映画音楽リサイタルイベント開催による顧客拡大事業

群馬県 有限会社ホシノ 1070002024675 とんかつ店の顧客拡大及び仕出し弁当の販路開拓事業

群馬県 有限会社若宮 2070002025152 「桐生川源流水　桐生」のパッケージ刷新による新規取引先開拓

群馬県 おおとら食堂 － 看板設置とチラシ配布による“持ち帰り弁当事業”の販促と集客ＵＰ

群馬県 株式会社阿部製作所 2070001015559 リニアモーターカー線路部品の受注獲得に向けた取組み

群馬県 株式会社ロブストス 7010801022103 農林業機器用カスタマイズ部品の販路開拓事業

群馬県 有限会社横倉繊維 2070002025086 少ロット・短納期・安全・低公害な染色加工による顧客拡大事業

群馬県 有限会社下山製作所 4070002023708 金属加工の体験工房開設による新規顧客開拓事業

群馬県 株式会社ケプラス 3070001015946 組立治具製造請負サービスの販路開拓事業

群馬県 イヅハラ産業株式会社 2070001016978 高機能デザイン性マスクの販路開拓事業

群馬県 株式会社ラブアップ 6070001033202 広報活動による介護起業家向け「創業塾」サービスの販路開拓
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群馬県 ＣｏＣｏ－Ｃｕｒｕｎ － 健康・楽しむを意識した個人に寄り添うヨガ教室の顧客拡大事業

群馬県 株式会社鈴木機械 8070001016171 工業用部品の試験用治具製造に関する販路開拓事業

群馬県 御菓子司　香雲堂 － ブランド力向上のためのウェブ新設・店舗改装事業

群馬県 小松屋 － ネット販売システム構築とイートインスペース設置による販路拡大

群馬県 齊藤機料店 － 組紐制作用具の生産能力向上とＷｅｂによる販促強化を行う取組み

群馬県 フロートベーカリー － 新規客獲得と店舗誘導強化のための看板設置事業

群馬県 株式会社みさち 2070001016623 オリジナル和装製品の新規顧客開拓と和装小物のＥＣ販売事業

群馬県 有限会社半田屋 6070002024448 オリジナルギフト米の生産性向上による収益力のアップ

群馬県 梅田飯店 － 来店回数と滞在時間向上のための店舗改装

群馬県 ランコントレ － バースディ　・　プランニング事業の認知度向上と顧客開拓事業

群馬県 水戸正商店 －
「創業二百三十年食堂」のスマホ・タブレット用Ｗｅｂサイトの開設等による若
い世代の

群馬県 更科 － 店舗改装によるトライアル客の増加と若い世代向けの集客ＵＰ策

群馬県 ＦｌｏｗｅｒＳｈｏｐ　はなはる － フライフ実現のための店舗改装及び販路開拓

群馬県 鶴貝ビニール工業株式会社 1070001016285 販路開拓のためのウェブページ開設と展示会出展事業

群馬県 株式会社ファースト・レイズ 2070001029138 生産現場向け後付け自動ドアの新規販路開拓

群馬県 有限会社群馬クリーンタオル 1070002023280 医療・介護施設を狙ったタオルレンタル事業の販路開拓・拡大

群馬県 Ｍｅｒｈａｂａ － 吹きガラス体験事業の新規顧客開拓事業

群馬県 株式会社グッドスタイル 1070001034295 補修ＰＲによるモノを大事にする顧客創造

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

群馬県 株式会社カッティング・モード 8070001027879 インバウンド向け土産「桐生織プリントＴシャツ」の販路拡大事業

群馬県 株式会社ライフデコ 6070001030488 カーテン等の販路拡大の為、店舗改装と商品開発・広告宣伝の強化

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

群馬県 桐生電子開発合同会社 8070003002426 「体内糖バランス計」製品化へビジネスパートナー獲得と販路開拓

群馬県 株式会社ファミリー・クリーンサービス 8070001032375 医療・福祉分野に特化した販路拡大のための宣伝活動事業

群馬県 伊東屋珈琲合同会社 7070003001247 小型焙煎機とグラインダーで顧客のニーズにあった１杯のコーヒーを提供

群馬県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　イシイ － 「編むことのみ」に特化した特殊サロンの新設による顧客の拡大

群馬県 株式会社碧緯 1070001015774 産地の特徴を生かした布製パッケージのシルク化粧品の開発と販促

群馬県 バイクルボックス笠原 － バイク中古部品販売事業への新しい展開

群馬県 オバナ自動車 － 高重量車両の整備に対応したリフト導入

群馬県 Ｐｌｕｍ　Ｇａｒｄｅｎ（プラムガーデン） － 店舗前の看板設置及びネット予約システム導入による顧客集客事業

群馬県 からたまや － 電照看板設置による店舗存在を周知させる事業

群馬県 株式会社ＴＲ 6070001034101 地域のコミュニティー拠点としてのお店づくり

群馬県 阿良川酒店 － ビールサーバーレンタルと飲食店取引開拓の為のホームページ設立

群馬県 有限会社クラフト 7070002033324 新デザインの幼児用靴と新規パッケージの作成

群馬県 有限会社香月堂 5070002033375 企業向け仕出し弁当増産のための高度処理型浄化槽の設置

群馬県 Ｄｅｅ　Ｄｅｅ － 新規顧客獲得のための広告による集客力強化

群馬県 株式会社プリンセス宝石 8070001022260 顧客滞在時間延長を目的とした快適空間のプロデュース

群馬県 株式会社コーセンドー 9070001022136 地域資源を活用した売れ筋お土産品開発事業

群馬県 株式会社智奈コーポレーション 4070001024624 店舗改装と看板設置による来店者増加と売上アップ計画
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群馬県 株式会社リビングクリエーション 6070001015423 インターネット販売サイト向け集客事業

群馬県 綿貫理容室 － 高齢者向け送迎付きトータル理容ケアサービスの販路拡大事業

群馬県 たなか不動産鑑定士事務所 － ウェブサイト再構築及びメールマガジン発行システム構築事業

群馬県 ＫＯＵＢＡ － 女性が日本酒を楽しむ場の提供と機会損失の解消のため個室の改装

群馬県 いち笑 － 新規顧客・リピーター獲得のための差別化および宣伝強化事業

群馬県 はりきゅうサロンｓｐｉｃａ － 鍼灸サロンのマタニティ・産後向け新メニューの導入とＷＥＢ戦略

群馬県 赤石屋 － 夏季の販売機会損失を改善！冷蔵ショーケース導入による売上向上

群馬県 有限会社マルショー 9070002019800 季節を意識した店舗ＰＲとＣａｆｅコーナー活用による販売促進

群馬県 有限会社吉田鉄工所 7070002019983 ウェブサイトによる自社ＰＲと受注機会増加への取り組み

群馬県 イタリアンレストランルビコン － さらなる１０年に向けての“挑戦リニューアル”

群馬県 青田自動車 － 新型門柱リフト設置による、作業効率化と顧客満足度の向上

群馬県 エステティックサロンＯＣＥＡＮ － 心と身体の癒しを提供できるサロンの認知度ＵＰに向けた取り組み

群馬県 農かふぇＲｉｃｅ － 自然野菜、素材にこだわったカフェの座席数増設等による販路開拓

群馬県 フラワーショップ花一 － 顧客管理も可能な、取引先用納品書作成システムの刷新

群馬県 株式会社ワークステーション 3070001021449 独自ブランドである工房「利八－Ｒｉｈａｃｈｉ」の認知向上

群馬県 自家焙煎珈琲　響香 － 大型ウェディングケーキ製造の効率化に向けた設備導入

群馬県 有限会社ヤマサ宝石 5070002031370 商品をさらに魅力的に輝かせるディスプレイへの改善

群馬県 合同会社ひじり 5070003002429 「ほっトレ」を活用した施術効果アップ及び来院頻度アップ計画

群馬県 ヘアーガーデンマカリィ － チラシの作成と配布で、２次商圏を１．５次商圏へ。

群馬県 株式会社クラインズ 9070001026153 新しい地元の手土産「紅茶クッキー」の開発

群馬県 ＰＣアルターナ － 『認知症予防タブレット講座』高齢者向けの新規事業で販路拡大

群馬県 有限会社清宮シール 3070002032577 ホームページの動画化リニューアルとそれに伴う知財取得

群馬県 有限会社佐藤製作所 8070002029379 鉄からステンレスへ　～最新溶接機の導入による美観への挑戦～

群馬県 ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘ　Ｆｏｒ　ｓｗｅｅＴ － 設立３周年記念サービスを基に増収増益計画

群馬県 アーツヘアーアンドネイル － 増改築に伴うエステ、着付けの新規事業

群馬県 ポーラ　フェイス － Ｗｅｂによる集客力の強化とエステ環境の整備

群馬県 石長 － 生前意思表示による高齢者向け納得のいく葬儀の販路拡大事業

群馬県 若月工業株式会社 7070001029810 高齢者に対するヒートショック予防住宅の販路拡大

群馬県 株式会社坂井養蜂場 2070001023578 ギフト用蜂蜜入りスイーツと蜂蜜セットの開発・販路開拓

群馬県 ブルーベリーファーム雅園 － 観光客向けブルーベリーラスクの開発・販路開拓

群馬県 辰巳屋酒店 － ＨＰ開設により、新規顧客の獲得と顧客嗜好のデータ化の確立

群馬県 ＰＲＯグラスランド － 世界遺産の街富岡に新たなる新スポットで販路開拓事業

群馬県 有限会社佐藤商店 3070002016225 お客様に快適な排泄空間を提供した来店頻度・滞留時間向上事業

群馬県 ＳＨＩＮＲＡ（シンラ） － 富岡の絹文化を後世に繋ぐ天然素材アパレルの製作／販路拡大事業

群馬県 株式会社ＹМエージェンシー 2010401087088 純国産（富岡市産）シルクを使った新商品で絹産業活性化事業

群馬県 有限会社吉田七味店 6070002016742 新パッケージを開発し、地元の味を全国へ拡大！

群馬県 アイルックメガネ － 初代～二代目へバトンタッチ！新規事業への新たな挑戦

群馬県 有限会社富久寿し 2070002017728 高齢者向けのテーブル席による身体に優しく楽しい食事空間の創出

群馬県 昭和興産株式会社 2070001007267 若年層と夜間の来客数を増やすため店舗のイメージアップ策
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群馬県 ＨＥＡＲＴ　Ｓｏｎｇ － ワークショップルーム及びギフトコーナー設置による売上アップ

群馬県 アトリエＤＥＭＥＴＡＮ － 新ブランド発表のための展示会出展及びＰＲ

埼玉県 築和工房 － 受講生集客のチラシ作成・配布、および教室環境の整備

埼玉県 川越蔵島（Ｅｎｊｏｙ　Ｂｒｉｃｋ） －

埼玉県
Ｄａｎｃｅ＆Ｙｏｇａ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｕｕｎｙ　Ｐｉｅｃ
ｅ

－ ママ必見！身近にある「ママと子どものダンススタジオ」ＰＲ事業！

埼玉県 株式会社小林電気商会 9030001125504 バリアフリー化による店舗拡大と高齢化対策

埼玉県 有限会社篠崎自動車 5030002073680 われら車の町医者！無料の愛車健康診断による新たな販路拡大事業

埼玉県 株式会社山久 1030001055741 在庫管理システム導入による適正化・業務効率化で売上拡大を図る

埼玉県 有限会社湯澤塗装工業所 2030002075507 既存設備および新設設備の販売促進に向けた広報体制の構築

埼玉県 コンディショニングジム　ブルーフィット － 子供用ボルダリング及び雲梯の設置による顧客層の拡大

埼玉県 株式会社マルケイ 2030001058181 川越角屋酒店のブランディング事業

埼玉県 有限会社桃太郎食品 8030002079576 香港での展示会出展および広告媒体の品質向上

埼玉県 合同会社ＦＰオフィスｆｅｌｉｘ 7030003002942 誰もがときめく今までにない寄せ植え販売と寄せ植え教室の開設

埼玉県 モリヤダンススタジオ川越 － ＬＥＤ照明・プロジェクター導入による集客力の向上計画

埼玉県 Ｋａｒｅｎ　Ｌｅａｖｅｓ － ５０代更年期世代女性のためのダイエットサポート事業

埼玉県 整体院Ｒｅ＋ｍａｋｅ － 新規来院者獲得の為のホームページ・チラシによる売上拡大を図る

埼玉県 株式会社オムス 1380001024109 真空調理方法による新規メニューでの料理提供

埼玉県 株式会社デリカシー 4030001055185 小さな葬儀（家族葬）の仕出し参入事業

埼玉県 ｃｏｄｉｅｎｃｅ － 教室の認知度向上及び新規顧客の開拓及び運営の安定化

埼玉県 ＢＥＳＴ　ＢＯＤＹ　ＤＥＳＩＧＮ南浦和 － 姿勢改善専門整体＆パーソナルトレーニングＰＲ及び顧客獲得プラン

埼玉県 Ａｒｔｅｓｉａ － スタッフの実力を様々なウェブツールでＰＲ

埼玉県 クェスタ株式会社 1010701026077 建設業用デジタルサイネージ装置システムの事業拡大

埼玉県 株式会社安行庭苑 6030001083449 宮内庁・美術館・大使館・記念館等をターゲットとした新規顧客獲得事業

埼玉県 株式会社アカネライティング 7030001078877 新規顧客開拓の為のホームページの改装

埼玉県 千木屋 － 顧客向けにインターネット販売のサービスを提供する事業

埼玉県 石田力税理士事務所 － ＷＥＢを活用した税務と英語を必要とする新規顧客獲得事業

埼玉県 株式会社エム・コーポレーション 1030001081515 防振・電源対策を強化したエムテクションの販路開拓と新製品開発

埼玉県 株式会社アンドユウ 1030001080178 ネイチャー嗜好の女性をターゲットにしてアメリカ市場へ食い込む

埼玉県 有限会社齋藤商会 8030002102908 川口市蕨市戸田市での生前整理・終活トータルサポートサービス

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

埼玉県 埼玉ハウスサービスサンリョウ － 革新的な機械掃除で、ターゲット顧客を事業者にシフト

埼玉県 ｒｉｋｏｌｅｋｔ － 地方都市のギャラリーにて個人顧客と繋がる販路開拓事業

埼玉県 株式会社スネイルペース 6030001098802 コンサルタント事業の販売促進のための直営美容室事業

埼玉県 株式会社ＢＯＳＳＣＯＭＪＡＰＡＮ 3011801018086 町中に眠る伐採ゴミを資源に！ＨＰの開設による薪販売事業の開始

埼玉県 Ｃｉｅｌｅｏｎｎａｉｌ － 働き方改革を起こす、自宅ネイルサロン開業スクールの販促活動

埼玉県 株式会社東京義賊 1030001019804 ホームページの全面リニューアルと基幹事業の追加

埼玉県 株式会社アイリスプランナー 2030001121856 埼玉県南の診療所不足に備えて、診療所の経営サポート事業の展開

埼玉県 有限会社リプロ 2030002112417 負動産を有効活用！失われた価値を取り戻し地域と社会に貢献ＰＪ

埼玉県 西田有限会社 3030002105790 業務特化型のホームページを作成し、販路拡大します
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埼玉県 学童保育室　ゆういく － 民間学童の新規開校による売上及び収益の成長と拡大

埼玉県 ＧＲＥＥＮＭＯＮＧＥＲ － 犬雑誌への広告掲載によるＢｔｏＣ、ＢｔｏＢ受注獲得事業

埼玉県 Ｗ２ＳＴＵＤＩＯ － 小ロット向けレーザーカット済みペーパークラフトサービス

埼玉県 ＲＥＣＯＮＤ － ダンスイベントの開催・地域密着型ダンススクールへの革新

埼玉県 有限会社すすきの 4030002113553 地元の名産「熊谷うどん」を活かした販売促進

埼玉県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｄｏｕｘｓ － 若返りプロジェクト！エイジング世代の悩み解決への販売促進活動

埼玉県 天ぴん熊谷店 － 写真の力で売上アップ！フォト＆エリアマーケティングの実践検証

埼玉県 のうカフェ － 認知度向上のための看板設置およびＨＰ環境の整備

埼玉県 鮨　信楽 － 冷凍庫導入による新鮮な商品の提供、企業向けの弁当販売の開始。

埼玉県 有限会社埼玉金型 2030002113299 事業領域の拡大とホームページによる情報発信の強化

埼玉県 Ｃｕｏｒｅ学習会 － チラシのポスティング、パンフレット作成、ＨＰリニューアルによる販路拡大

埼玉県 ギネマム株式会社 9030001110530 レディケアの海外展開とそれに伴うＣＥマークの取得

埼玉県 株式会社Ｗｉ 7030001116934 ご満足いただける施術を、手ごろ価格で提供するための広告事業

埼玉県 株式会社メープルランド 2030001094160 新規教室（久喜校）開設による英会話教育を通じた地域貢献

埼玉県 ＹＯＳＨＩＡＫＩ　ＫＵＲＩＨＡＲＡ － 展示会出展による販路開拓及びミシン製新商品の開発

埼玉県 デジスパイス株式会社 6030001016103 ＦＦまたは４ＷＤ車による簡単安全ドリフト体験ゲームの試作

埼玉県 株式会社ＰＬＡＮ　Ｂｅｅ 9030001122724 働くママたちを応援する学童保育と学習教室の広報

埼玉県 株式会社ＫＭＡ 1030001019928 独身男女の婚活をおせっかいな仲人がお世話するホームページ作成

埼玉県 株式会社ＯＮＨＩＲＯ 2030001013211 地元密着型工務店として“知ってもらえる”認知度向上策の実施

埼玉県
株式会社Ｍｉｄａ－ＭｅｄａｌｉｓｔＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
ｌ

7030001010410 新ソフトを利用したダーツマシンリース事業

埼玉県 有限会社大村庵 1030002003121 日本の食文化を畳イス導入で既存客の満足度向上と新規客の開拓

埼玉県 株式会社エンゼル 6030001001286 地域に密着した販路開拓と新機器導入による手術レベルの向上

埼玉県 有限会社コンノ 2030002005232 居心地良いオールラウンド施術の整骨院へ！事業承継で売上ＵＰ

埼玉県 サンシステム株式会社 6030001117297 介護の悩みを解消する「自動排泄処理ロボット」の周知と販路開拓

埼玉県 ＳＩＴ － ポイントカードによるスポーツと地域経済の活性化事業

埼玉県 有限会社横内酒店 3030002014298 販売用冷蔵設備拡充による、清酒の品質管理・ギフト商品拡充事業

埼玉県 新世人形株式会社 4030001003870 新しい製品をＰＲするための自社ホームページの作製

埼玉県 有限会社人形の秀隆 4030002010437 ＷＥＢサイトからより多くのお客様がお買い物しやすい環境を提供

埼玉県 シオン理容室 － 高性能機器の購入とトイレリフォームで新メニューの売り出し

埼玉県 行政書士さいたま市民法務事務所 － 相続業務特化の専用ホームページ作成による販路拡大事業

埼玉県 株式会社ステラコンサルティング 4030001072890 就労移行支援事業所「Ｈａｎｄｗｏｒｋ　ＣＡＦＥ（仮称）」の立ち上げ

埼玉県 大場紙工株式会社 2010601001220 「壁にも貼れる、汎用的なふすま紙」の開発・販路開拓

埼玉県 株式会社モロッカンタイルズ 4030001116193 個性的な貴方にピッタリ。魅力的な商品と出逢今Ｓｈｏｗ

埼玉県 サロン・ド・モア － エクステ前に行う、エステ部門の開設

埼玉県 堀崎すまいる整骨院 － 堀崎すまいる整骨院の認知拡大・販路開拓事業

埼玉県 マイスターコーティングさいたま緑店 － マイスターなら出来る！廉価な美化で家の価値上昇、空き家も解消

埼玉県 ますみ整骨院 － 働く世代が整骨院で仕事の質を高める「保険外サービス」の提供

埼玉県 有限会社常磐スクリーンプロセス 7030002009781 新たなテクノロジーを発信するための新価値創造展への出展

埼玉県 有限会社自修浦和音楽館 9030002006422 マキシマスハイブリッドピアノとシステムの宣伝、広告
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埼玉県 ｓｈｏｅｓ　ｆｉｃｔｉｏｎ － 害獣皮革を用いた靴の開発・販路開拓

埼玉県 株式会社日生企画 8030001011036 白川郷の観光客と地場の職人に向けた集客向上と商品拡充の実現

埼玉県 原田国際特許商標事務所 － 特許申請と知的資産経営支援を融合した建築業者向け新役務の提供

埼玉県 株式会社星野ミシン商会 4030001122076 技術力の高さをホームページにより発信し、新しいお客様を増やす

埼玉県 有限会社鈴木興業 6030002023271 お悩み解決！解体から清掃まで、我が社の魅力を発信します！

埼玉県 クレソン株式会社 2030001115321
潜在顧客へのアプローチ及び知名度向上及び実績の積み上げによる信頼
度アップ

埼玉県 Ｐｕｎｔａｌｔｏ － 焙煎豆の売上拡大に向けた、ＨＰ改良、看板設置及び充填機の導入

埼玉県 ＶＩＤＡカイロプラクティック大宮整体院 － ホームページで認知度向上による稼働率・来院数向上及び売上増加

埼玉県 長島　雅子 － 当サロンが提供するボディメイキングサービスの魅力発信

埼玉県 ＭＥＩ － ＷＥＢ集客強化によるカウンセリング（ダイエット）顧客の拡大

埼玉県 ＹＩＣコンサルティング株式会社 9030001093313 超ニッチ！インターネット調査の報告書作成業務市場の創出

埼玉県 名秀館ゼミナール － 次世代型ＩＣＴ教材導入による新コース開設の集客プロジェクト

埼玉県 株式会社むさしのくらふと 1030001002966 キッズ向けセルフ陶芸サービスの展開

埼玉県 株式会社５４ 5030001019734 「生キムチの素」販路開拓と専用製造個室で安全・安心の商品提供

埼玉県 株式会社ティーズエンターテイメント 3030001117721
新規顧客開拓と雇用確保につながる、エンターテイメント型ホームページの
作成

埼玉県 合同会社Ｊ．Ｆｌｏｗ 3030003011484 輸入商品のギフトショー出展による販路開拓と自社Ｗｅｂサイト作成

埼玉県 リンクサーキット株式会社 4030001011725 新開発技術販売によるＩｏＴ機器分野の顧客開拓

埼玉県 合同会社Ｓｔｕｄｉｏ　Ｏｒｂｉｔｅｒ 6011003002992 イケてる動画制作（高画質動画による顧客ＨＰの付加価値向上）

埼玉県 リカーショップわたなべ － 「ミニコンビニ」の充実化！飲食事業店舗の拡大とリニューアル。

埼玉県 まんてん － 希少性の高い大豆と発酵食品の特長を活かした商品開発の展開

埼玉県 齋藤染物店 － オリジナル製品の製造工程見直しと縫製技術者の育成確保事業

埼玉県 有限会社秩父そば 4030002121564 観光者（高齢者・障がい者）に優しい店舗とリピーターづくり

埼玉県 有限会社島田商店 2030002121418 セルフ・リサイクルショップ事業と新材と古材を活用した商品開発

埼玉県 自然郷　東沢 － コスプレイヤーの受入体制の整備とプロモーション戦略の展開

埼玉県 ＡＭＢＥＲ９ － 新サービスの開始～ネイルサロンから総合美容サロンへ～

埼玉県 合同会社バイク弁当 5030003009782 顧客ニーズに即した新商品開発と新たな事業者間連携の展開

埼玉県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＹａＲｙ － 子育て真っ最中のパパ・ママの来店増加に向けた取り組み

埼玉県 小さな洋菓子店Ｓｐｏｏｎ － 地域資源等を活用した新商品開発と広報強化

埼玉県 ちちぶ接骨院 － 高性能骨格矯正ベッドの導入による、差別化と新たな顧客層の獲得

埼玉県 株式会社丸山工務店 7030001090948 住まいのお手入れガイドを活用した当社ＯＢ宅への営業強化

埼玉県 秩父ははそたい焼き － スイーツから食事メニューへ！視点を変えた商品開発の取り組み

埼玉県 たい焼　ねぎし － 高付加価値商品の開発と待合・飲食スペースの充実

埼玉県 有限会社ちから 2030002121541 旬の食材を活かした健康メニューと高齢者に優しい店舗づくり

埼玉県 株式会社栗原瓦店 9030001090707 環境志向をセールスポイントとしたエリア拡大戦略

埼玉県 株式会社インテリアコスゲ 5030001090660 地域内初！新商品の取扱とお客様が感じるギャップ解消への取組

埼玉県 有限会社サクラ住研 4030002122785 空き家マッチング事業の展開と住宅設備事業のプロモーション強化

埼玉県 有限会社江原本店 6030002121216 顧客ニーズに応えた商品開発とＨＰ・看板による新規顧客の獲得

埼玉県 医食同源　夢鉄砲 － ランチ宅配サービスと店舗立地上の強みを活かした商品開発事業

埼玉県 有限会社比企オプティクス 2030002122754 小中口径ドーム状レンズ加工受注獲得のための営業活動強化事業
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埼玉県 合同会社ＢＥＡＲ　ＭＥＥＴ　ＢＥＥＲ 7030003009673 全国のクラフトビール専門店への営業とイベント出店の強化

埼玉県 株式会社秩父ファーマーズファクトリー 9030001098741 観光客の受入とそれに向けたサービス開発による売上拡大事業

埼玉県 有限会社あづまや 8030002122542 お客様の「しみ抜き」の悩みを解決する新サービスの導入

埼玉県 食彩処　芯 － 看板設置と居心地の良い個室づくりで集客力・リピート率の向上

埼玉県 にこると － 新商品の開発および地域限定から広域に向けた販路開拓

埼玉県 金太郎秩父駅前店 － 金太郎といえばこれ！焼き鳥×ピザの実現

埼玉県 有限会社武島家 2030002121525 自動化によるボトルネック工程の解消及び実演販売等の営業力強化

埼玉県 株式会社慈眼 1030002122805 まちなか駅近樹木葬「お花畑の霊園」顧客獲得事業

埼玉県 株式会社亀賞 8030001091747 新商品の開発を核とした来店につなげる新スキームの構築

埼玉県 ねこあそび！ － 看板の設置による店舗の視認性向上と、チラシ配布による浸透強化

埼玉県 オートデプト － 中古車販売とドレスアップ技術の組み合わせによる販売促進戦略

埼玉県 有限会社ぺぺタス 5030002117933 アラフィフ事業の展開～教室通って、ギターを身につけませんか～

埼玉県 酒のきむら屋 － 安心空間の提供と顧客満足度アップで売上拡大事業

埼玉県 株式会社エンボリック 8030001086722 暑さから幼児を守れ！熱中症防止事業の展開と新規顧客獲得大作戦

埼玉県 田代商事株式会社 5030001086948 快眠プロデュースとフラワーアレンジメント教室の合体で相乗効果

埼玉県 エム・キュービルダー － 家庭菜園に特化した庭づくり事業の展開

埼玉県 有限会社山海物産 9030002117814 ペット葬儀事業の展開

埼玉県 三島造園有限会社 1030002118233 さきたま緑道と行田の伝統産業を活かしたタビブーツ試作イベント

埼玉県 彩　ｉｒｏｄｏｒｉ　事務所 － 筆文字ロゴ事業の展開～皆の想いを筆文字で表現します！～

埼玉県 Ｍｏａｎｉ　Ｋｅｌａ　ｈａｉｒ＆ｃａｒｅ　ｓａｌｏｎ － 髪もカラダも健康的で美しくするトータルビューティー事業

埼玉県 有限会社フジヤ 7030002118129 ＨＰの刷新によるお店のイメージアップ強化事業

埼玉県 株式会社シンセイ開発 8030001086912 ホームページを活用した顧客獲得大作戦

埼玉県 株式会社サン・ビーム 8030001060842 温浴施設等に対する光発電装置採用施設視察による普及促進戦略

埼玉県 ｓｕｋｒａ　ｙｏｇａ　スタジオ － 認知度の向上と専門的ヨガスタジオとしてのブランディング化

埼玉県 ほっかほか弁当いなか屋 － 一石二鳥。看板リニューアル効果で増収と歩行者の安全と防犯対策

埼玉県 美容室ＣＯＵＰ － まつ毛エクステを導入で、お客様にトータル的な“美”を提供する

埼玉県 有限会社辻九 2030002080762 高齢者のくつろぎやすい店作りと健康食材を使った宴会需要の開拓

埼玉県 福島接骨院 － スマホ対応ホームページ構築による集客力強化

埼玉県 栗田冷熱有限会社 6030002080585 冷凍空調設備の年間保守メンテナンスサービス「安心パック」の展開

埼玉県 株式会社東都ワンタン本舗 4030001060334 埼玉県産小麦を配合した国産小麦を使った付加価値中華皮の開発

埼玉県 株式会社ＳＳＥ 2030001118200 ランチ開始と１次会・２次会お任せプラン開発による顧客開拓

埼玉県 Ｙｕｊｉｒｏ － Ｆ１層グループ客に対応した店内改装、広告、メニュー開発

埼玉県 株式会社ＬＲＪ 6030001122074 眉毛メニューの開発・導入

埼玉県 大塚エンターテインメント － エアーヨガ事業導入プロジェクト

埼玉県 株式会社ノウカス 8030001088553 希少性（機能性）野菜粉末を使った会心のクッキーとジャムの提供

埼玉県 有限会社彩北 2030002115262 外国人獲得のための広告宣伝活動と店舗改装による販売促進事業

埼玉県 株式会社ＳＨＡＦＴ 9030001088775 二輪自動車の排気音規制に対応した交換マフラー開発と販売促進

埼玉県 イタリア家庭料理パンチャ・ピエーナ － キッチンカーで広める地産地消

埼玉県 有限会社いづみフラワー 5030002116407 アニバーサリーのプロデュース事業の展開
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埼玉県 株式会社和光刃物研磨所 4030001086651 ホームページリニューアルと看板による新規顧客獲得事業

埼玉県 はっぴーオークション － 顧客ニーズに応えた商品棚陳列による販売事業

埼玉県 有限会社パピヨン 4030002117109 『チアダンス用品の開発による販路開拓』

埼玉県 Ｌｕｔｒａ　Ｌｕｔｒａ　Ｃｌｉｍｂ　Ｐａｒｋ － 地域密着型ボルタリングジムの事業展開に向けた広報戦略

埼玉県 株式会社神保吉平商店 1030001086349 がんばる女子の「ヘルシー＆ごほうび」ランチ弁当ＷＥＢチラシ作成

埼玉県 ごとうでんき － 生活サポート相談会サービス拡大キャンペーン

埼玉県 ｊｅｅｎ －
自まつ毛を健康に導く！専用マシンの導入で幅広い年齢層のお客様の販路
拡大

埼玉県 焼芋専門店ののは － 宣伝広告強化による新商品ＰＲと商圏拡大による売上アップ

埼玉県 有限会社増田園 9030002031197 ＨＰ作成でテアニンゼリーの効能と日本茶文化の発信を開始

埼玉県 有限会社ベッツ・カタオカ 3030002112572 『ダイアナのプロ野球観戦記』で新しい顧客層を開拓

埼玉県 バランス整体孝 － 女性・子供向けのバランスキックボクシングジム事業

埼玉県 ＯＥＣマルシェ株式会社 1030001073000 所沢牛による地域ブランド創出のための直営ショップ運営事業

埼玉県 パティスリー　ラ・リベルテ － 洋菓子発！茶どころならではの「和のおもてなし狭山茶スイーツ」

埼玉県 株式会社柳本店 2030001029777 足腰に優しいお食事環境改善で法事・団体・シニアのお客様獲得

埼玉県 有限会社石和設備工業 5030002028239 ラッピングを用いたオリジナルトイレの広報と展示スペースの設置

埼玉県 快整体おきらく － 「ママ専用コース」と「おきらくガイド」で来店客数アップ

埼玉県 ヒダマリデザイン設計室 － お店や住まいを木と灯りの温もりで心地よい暮らしの空間へ！

埼玉県 株式会社ヒロセ・スタジオ 9030001110654 感動！空の上から見たことない自然や景色を見てみよう！

埼玉県 シーイーエス － 特殊製造ユーザー向けへのＨＰリニューアルによる販路拡大

埼玉県 株式会社西佑 4030001025849 地元の頼れるリフォーム店に変身！

埼玉県 パティスリー　レ・トロワ・ソレイユ － 地域活性ｔｏ夏季売上ｕｐ作戦スマイリーソレイユ太陽の笑顔作戦

埼玉県 株式会社グッドホワイトボウル 8030001119060 ロケ弁屋「ガツガツ亭」のブランディング構築・販路開拓

埼玉県 株式会社日本企画 8030001027189 「バレリーナのための美姿勢ダイエット」講座作成と販路拡大

埼玉県 中村鉄興株式会社 4030001024735 実用新案商品マスキングカバーの拡販と自社ブランド化

埼玉県 有限会社アドヴァンス・コーポレーション 1030002026915 小売進出のための消費者ニーズの把握と事業基盤整備のための拡販

埼玉県 Ｍサポート合同会社 1030003008961 人となりを示し安心をもたらす新マーケティングツールで顧客獲得

埼玉県 はせがわ － 子どもを持つ共働き夫婦への宣伝広告による認知度向上と売上拡大

埼玉県 有限会社カドワキ 6030002025796 歴史を尊重しつつも歴史にとらわれない修理工房とカフェへの変革

埼玉県 匠望工房株式会社 5011601021032 さまざまな技術を融合した新商品の提案による販路拡大事業

埼玉県 株式会社セラミック加工技研 3030001021064 生産能力の向上による大型製品・高精度製品の販路拡大

埼玉県 有限会社サロン・ド・ジュン 2030002025949 介助が必要な高齢者向けの美容サービスの充実による販路開拓事業

埼玉県 日本料理くりはら － 日本食とお酒の調和を愉しめる日本料理店の追及による売上向上

埼玉県 コーヒーベル － ２０代－３０代の女性に好まれるメニュー開発と店内環境改善事業

埼玉県 ＢＡＲ　ＲＡＩＺ － 働く女性が安心して入れる店舗づくりで顧客開拓する

埼玉県 ピュアライフみわ － 除菌消臭サービス導入によるオーダーメイド寝具の販売強化

埼玉県 美容室ティアラ － 大型店出店で通行量増加を見込んだシニア女性を取り込む拡販事業

埼玉県 プラシャルルー － 来店機会拡大、記念日の利用提案、店舗環境改善による販売促進

埼玉県 株式会社ささき商事 2030001075128 一般家庭使用に適した新商品のオリジナル全自動卓の販促

埼玉県 フリーダム・オズ － 新たなダイエット法で昼間客を誘客して売上ＵＰ
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埼玉県 ヘアーサロンヒノデ － 女性向けエステサービスの内容拡充による販促強化

埼玉県 株式会社ニィニ 3030001021155 事業承継を基盤に据えた脱ＯＥＭ、自社ブランド強化への取組

埼玉県 ＭＯＲＩＴＯ － 写真撮影からアプローチした起業家のワンストップサービスの拡販

埼玉県 修理加工カラクリ － 移転に伴う「町の靴の修理屋さん」の認知度を高めた拡販事業

埼玉県 ジョイくいっく株式会社 9030001083850 主に２０代の新規顧客を対象にしたＳＮＳを活用したイベント拡販

埼玉県 オフィスタケウチ － 体験型謎解きウォークラリーのブランド強化と機能改善

埼玉県 川本写真事務所 － 動きのある被写体の高品質撮影サービス導入及びＰＲ事業

埼玉県 ラ・テラス大作 － 接遇力向上及び健康志向に対応するメニュー提供の取り組み

埼玉県 有限会社天心堂漢薬舗 1030002026130 健康志向だけど漢方薬に興味ない人向けの無料講習会で売上ＵＰ

埼玉県 足立屋酒店 － 老舗の暖簾を守る三代目の酒の魅力発信事業

埼玉県 株式会社萬寿屋 5030001021211 老舗ブランドの再興！ブランド力強化による新規顧客開拓事業

埼玉県 ＨＡＰワークライフサポート － 「川口助成金申請サポートセンター」のＨＰ、チラシＤＭによる販路拡大

埼玉県 株式会社メディカルプランニング 1030001092157 機械を使わない「手動ポンプ式脂肪吸引向けの吸引管の開発」

埼玉県 株式会社プログレＳメディカル 9030001110241 メスを使わない「耐久性の高い自毛植毛用パンチの開発」

埼玉県 有限会社　絵梨邑 1030002119264 全ての壁を打ち破れ！複数事業のＰＲ強化と店舗のバリアフリー化

埼玉県 髪質改善美容室リッパーピッピ － 髪質と頭皮の改善に向けた複合提案型改善事業への展開

埼玉県 スポーツショップ　モスト － 「もっと走れる！もっとできる！」をサポートする足型測定事業

埼玉県 株式会社石井ウッド 7030001089305 溝のある部材への加工を可能とすることで受注拡大

埼玉県 鮨すずき － ＳＥＯ対策の最適化による検索ヒット率向上と予約確認システムの導入

埼玉県 株式会社タケショウ 4030001089464 ミシンが使えるコワーキングスペース　設置事業

埼玉県 有限会社千和喜 4030002119633 地産地消！新商品「むさし野そば」の開発・ブランド化

埼玉県 ＢＬＵＥ　ＭＯＯＮ － スタイリストの能力を１２０％引き出す当店サービスの周知拡大

埼玉県 有限会社チャイナ 4030002054368 店舗改装で、高齢者に優しく！取り込め女性・若年層・団体顧客！

埼玉県 Ｒｉｖａｇｅ － 新サービス「手や指先、目元周りのケア」による顧客獲得の施策

埼玉県 ココルワークス － ランチ展開に向けた店舗リニューアルとサービスの周知

埼玉県 日本緑茶株式会社 8030001041545
狭山茶贈答品の更なる販路開拓の為、若い世代にも購入頂くデザインへ変
更

埼玉県 ニワナショナル － 敷地内の植栽物全てまとめてデザイン・コーディネート事業

埼玉県 合同会社コーヤ電子設計 4030003010196 ＩｏＴ開発向けのオリジナル製品開発及びＰＲによる販路開拓

埼玉県 株式会社彩人材教育 5030001098043 医療従事者向けキャリアコンサルティング・研修の販路拡大

埼玉県 株式会社Ｓｏｌｅｏ 3030001072487 グローバル人材の育成と社会への貢献力育成

埼玉県 株式会社みらいマーク 6030001122248 配送ドライバーの供給安定化に向けた広告活動

埼玉県 有限会社ハカマダ建具 7030002054712 地域商圏の規模に合わせた、建具屋のノーマライゼーション

埼玉県 Ｎａｉｌ　Ｌｅ　Ｂｒａｉｌｌｅ － 視覚障がい者に対するネイルの施術の認知度向上と新規顧客の拡大

埼玉県 フェニックス整骨院 － 自費施術を周知する看板・ＬＰの設置とチラシの配布

埼玉県 株式会社松永塗装工業 4030001026632 工事原価管理システム構築と地元個人向けリフォーム事業販促

埼玉県 有限会社アイ電気 9030002033078 世界ブランドを目指した「ワークスペース」の開発と海外販路展開

埼玉県 Ｍａｌｌｓｅｎ２４ － 地域コミュニティグループを誘引！店舗イメージ更新とチラシ販促

埼玉県 兼田博税理士事務所 － ＷＥＢ戦略および相続事業承継関連専門サイト構築による販路開拓

埼玉県 株式会社ファクトリーＵＪ 9011801017776 自社ブランドロゴの開発とカタログ・サイト制作
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埼玉県 有限会社桜沢工芸社 3030002044262 アクリルを用いたアクセサリ雑貨のＢｔｏＣ事業への新展開

埼玉県 Ｈａｐｐｉｔｅｒ株式会社 5030001115797 福祉施設と共同で取り組む、子供の健康サプリメント販売拡大事業

埼玉県 有限会社朋栄ロジスティック 9030002052078 デジタルオンデマンド印刷の印刷・製本業務の新規開拓

埼玉県 株式会社ケオラケオラ 8030001104979 「海外へのケオラブランド認知向上と子供服の販路開拓・強化」

埼玉県 共栄旅行サービス － 地域密着型ケータリング企画の周知による顧客と連携先の開拓

埼玉県 Ｙｏｕｒ　Ｓｔｏｒｙ － ＩＴ活用による婚活コーチング「シンデレラ美心塾」の顧客獲得

埼玉県 株式会社フィリカ 4030001039980 自社ブランド認知向上と利益率を改善し下請け体質からの脱却

埼玉県 株式会社Ｃｏｃｏ 3010401108842 バルーンアートの普及とハレの日需要の開拓プロジェクト

埼玉県 株式会社富士美容機 4030001116937 全国サロン向けに３つの取組で行う２０１８年新製品の徹底告知

埼玉県 株式会社Ｅ．Ｃ．Ｓ 7030001106241 世界基準の感染症清掃サービスの展開事業

埼玉県 株式会社三協製作所 8030001053557 社内生産・販売管理のスピード化・組織化

埼玉県 バハティー － アンチエイジング！「マイクロバブルシャワー」で客単価上昇作戦

埼玉県 有限会社ＭＹ　ＰＡＣＥ 7030002091276 家族の嬉しいイベントを美味しく楽しく笑顔で過ごせるお店づくり

埼玉県 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｐａｎｔｓ　ｉＣＣＨＯ － 公式サイトおよびＷＥＢショップの改良による直販強化

埼玉県 へアーサロンＲＩＳＥ － 女性のための理美容サービスの認知度向上に向けた広告宣伝

埼玉県 ｅｎｔｏａｎ － 通販顧客をブランドのファンへ育てる土台づくり

埼玉県 シードット株式会社 2030001068577 日本の文化・伝統絵画の立体印刷新製品開発・新規販路開拓事業

埼玉県 株式会社浅草製作所 4030001063502 自社開発製品の販売戦略【目に見えるアプローチ】

埼玉県 ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ　ＡＲＩＳＴＡＲ － 顧客のコミュニティ作りに向けた子育て・教育サービスの強化

埼玉県 洋菓子処　伸 － パフォーマンス力向上で売上増！選べる楽しいギフト陳列棚の増設

埼玉県 カットサロンｓｕｚｕｋｉ　ｓｉｎｃｅ１９３５ － ユニバーサルデザインの店舗づくりによる新規販路開拓

埼玉県 松澤行政書士事務所 － ランディングページとホームページを併用した新サービスの提供

埼玉県 ドレッサーズ － 越谷レイクタウン発デザイナーズＥＣサイトの商品拡充と販売促進

埼玉県 税理士法人コムニス 8030005010637 中国語ホームページ制作による販路拡大

埼玉県
株式会社エクステージ一級建築士事務
所

5030001067634 在来工法木造注文建築の魅力を伝える完成見学会の宣伝活動

埼玉県 スタンダードベーカリー － 「国産小麦とマスカルポーネの湯種食パン」の開発と店の認知。

埼玉県 株式会社サンカンパニー 5030001080637 防災につながるホームページのリニューアルと商品販売の構築

埼玉県 株式会社グリーンアイピー 7010401086102 講演依頼を受け受講者と出会って信頼形成し顧問先を獲得する事業

千葉県 株式会社イシガミ 2040001061977 後継者と作る自社魅力発信のためのホームページ大改革

千葉県 海ぼうず － ≪サイクリストの取込＆「油ぼうず照焼」ギフトの開発≫

千葉県 株式会社トコヨダ 8040001062342 買物に困る全国の女性へネット販売で上質な日本製婦人服を届ける

千葉県 株式会社トータルサポート 1040001100166 親孝行代行サービス～日常の困ったをお手伝いしながら見守ります～

千葉県 株式会社池田構造設計 7040001081987 建築構造設計における最新ソフトウェア導入による売上の拡大

千葉県 株式会社イートラスト 5010001088665 携帯ゲーム用アニメーション制作事業の検索順位向上に伴う受注増

千葉県 有限会社森川商店 3040002011749 オープンカフェスペース設置によるワインイベント集客事業

千葉県 酒井スポーツ整体 － 線維筋痛症や慢性痛、不定愁訴で苦しむ患者さんへのＰＲ

千葉県 そが鍼灸整骨院 － 慢性的痛み・痺れを根本治療！本物の施術を行う新規整骨院の拡販

千葉県 株式会社ビュート 9040001102460 クルーズ旅行の魅力発信と弊社サービスの周知徹底

千葉県 いなげ駅前整骨院 － 個々に合わせた自費施術の販売促進・販路開拓事業
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千葉県 有限会社オーノヤ 1040002002246 千葉県富裕層をターゲットとしたリフォーム施工のＷｅｂ集客事業

千葉県 株式会社寿々家コーポレーション 9040001078593 顧客満足度をあげ、地元密着の塗装業者を目指すための販路開拓

千葉県 株式会社パクチー 5040001086617 廃校の利活用で地方と都市部をつなげるテレワーク推進ＰＲ事業

千葉県 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ 4040001098472 アスリートサポート動画コンテンツ　「Ｗｅｂ　Ｏｃｅａｎ」

千葉県 Ｈａｙａｂｕｓａ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 1040001101560 ムスリムに国産ハラール認証食品をＥＣサイト等で販売する事業

千葉県 スペクトラ・クエスト・ラボ株式会社 8040001080831 分析機器市場への進出、及び海外市場へ向けた情報発信

千葉県 如意輪堂 － 更なるＩＴ活用化と、新規顧客獲得のための販売促進事業

千葉県 ワインスタンド＆珈琲焙煎所２５ － ギフト経済体験プロジェクトで商圏拡大と潜在顧客への販路開拓

千葉県 ジュエルファミリー － ＧＩＳシステムとフェイスブックによる戦略的買取先開拓

千葉県 アフリスペック一級建築士事務所 － 調査に軸足を置いた、住環境整備

千葉県 オープンロード合同会社 3040003005997 五井駅西口のイメージ刷新！女性・若者・ファミリーの集客事業

千葉県 ナチュール － ライフタイムバリュー向上に向けたサービスの充実と環境整備事業

千葉県 ＭｉＳＨＫｅＴ（ミシュケット） － Ｗｅｂの活用とイベント出店による販路開拓、来店促進させる店づくり

千葉県 Ｐｌｕｓ　ａｒｏｍａ（プラスアロマ） － 新コンセプト「温活・妊活」を掲げた来店者数と売上増加の実現

千葉県 株式会社生損保ステーション 2040001087353 地域中小工事業者のリスクマネジメント支援への取組

千葉県 有限会社小安材木店 6040002004411 空き家対策に繋がる「見守りサービス」のＨＰ作成

千葉県 株式会社セミナル 3040002006410 業務の効率化、カバー製作で生産性向上、カタログ製作で販路開拓

千葉県 アース整骨院 － オンライン広告活用による商圏の拡大および顧客利便性の向上

千葉県 ナノ・グラス・コート・ジャパン株式会社 6040001077053 代理店各社への営業支援媒体の作成（及び製造業向け販路開拓）

千葉県 ｈａｉｒ　ｇｅｎｅ － ヘアスタイルとメイクを行うフロアの展開

千葉県 クチーナ　イタリアーナ　ディンミ － 「記念日向けレストラン」アピールによるディナー新規顧客開拓

千葉県 中村電設株式会社 1040001005646 重防食塗装及びマンホール鉄蓋等の滑り止め加工の販路拡大

千葉県 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所 1380005010162 社会保険労務士の年金申請代行を千葉市緑区の高齢者へＰＲ強化

千葉県 有限会社キヨゲン 4040002003423 Ｗｅｂマーケティングによる子育て世帯向け新商品展開と売上拡大

千葉県 有限会社ビソウ 6040002009617 ホームページリニァル・化粧品開発・看板設置・賃金アップ計画

千葉県 それから株式会社 8040001099806
中小企業診断士が会社の強みを引き出す！「売れるホームページ」制作事
業

千葉県 株式会社ワイヤレスデザイン 1040001070269 無線通信機器の試作における開発効率化・販路開拓

千葉県 トラスト行政書士事務所 － 中小企業と外国人留学生をつなぐ情報サイト運営で就労支援

千葉県 株式会社地域福祉研究社 5040001100187 階段昇降機導入による新規顧客獲得及び介助職員の負担軽減

千葉県 株式会社郡商会 5040002021721 問屋（販売パートナー）との協業による営業力強化および販路拡大

千葉県 ラポール鍼灸接骨院 － ５０歳代に訴求するＨＰ制作および往療サービスの展開事業

千葉県 株式会社Ｅｐｉｘ 6030001084265 ＩＴとアナログゲームを融合させた地域密着型の脳トレコミュニティ

千葉県 Ｈｅａｌｉｎｇ　ｓｐａｃｅ　心癒 － 非路面店のアイデア周知・集客・販路開拓事業

千葉県 Ｆａｔ　Ｃａｔ － ホームページ等を活用した販路開拓モデル刷新事業！

千葉県 のぶ美容室 － 美容室への高齢者送迎サービスと事業連携によるコミュニティ創出

千葉県 株式会社ホリイ 8040001018682 自社ホームページの刷新

千葉県 株式会社飯塚海苔店 7040001016670 新ブランド商品とＭ２Ｆ２層向け商品開発による嗜好品需要の獲得

千葉県 株式会社エムエスビー 2040001016881 自由な動きができる手術用椅子「しゃらく」の販売促進

千葉県 有限会社シェルジー 4040002019436 新たな主力メニュー開発に伴う、店舗ビル外壁への看板の設置。
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千葉県 ｉ－Ｗａｖｅ　Ｍｕｓｉｃ － 卸し先の販路拡大、および個人顧客販売の強化のためのＨＰ刷新

千葉県 日立電工株式会社 2040001018515 「小水力用発電機を開発し、事業拡大と地域・環境への貢献を目指す」

千葉県 ｍａｇｏｍｅ　ｃｏｆｆｅｅ　ｐｒｏｊｅｃｔ － 顧客ニーズにおけるギフト商品の強化と販路拡大

千葉県 アロマ教室　アロマユー － 介護する人・される人のメディカルアロマケア「ネット講座構築」

千葉県 ＶＩＶＩＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 4040001088498 ＪＵＪＵＢＯＤＹオンラインショップの売上拡大

千葉県 有限会社さわだ園 6040002022529 ショッピングモールを活用した粉末茶用ディスペンサの販売拡大

千葉県 おくすり舎 － 身体と心のカウンセラーが迎える薬店の店舗空間改善と宣伝事業

千葉県 ８ｄａｙｓＣｅｒｅａｌ － インターネット販売強化等による販路拡大と売上の底上げ

千葉県 有限会社大黒建装 9040002031477 危険箇所の安全な調査方法確立と外部改修・防水工事の販路開拓

千葉県 株式会社なゆた 8040001083033 職場で女性の健康予防！会社も社員もｗｉｎｗｉｎで業務効率向上

千葉県 合同会社田中会計事務所 7010003014584 中小企業向けの資金調達及び経営計画作成サポートツールの開発

千葉県 有限会社鎌田自動車工業 7040002066384 新規事業『ＤＰＦ洗浄』の稼働開始による販路拡大と収益力強化

千葉県 株式会社ゆう 8040001076631 安全性に優れた学童施設の整備による付加価値アップと収益力改善

千葉県 テクノゲートウェイ株式会社 1040001064700 リピートサイクルを実現！「抗菌性柔らか珪藻土バスマット事業」

千葉県 株式会社リオ 7040001088396 液体燻製のＯＥＭ・ＰＢ製品の小ロット対応整備事業

千葉県 株式会社ピコロ 4040001090207 地域で唯一のサービスを提供するための整備、宣伝事業

千葉県 マッサージ鍼灸院　百逢 － 妊活応援！女性鍼灸師による不妊鍼灸に特化した取り組み事業

千葉県 有限会社ラケットショップ・ウィーヴ 6040002068035 ニーズのある中古テニスラケット販売に向けた整備事業

千葉県 ヤマグチライフクリエイト株式会社 1040001099639 １３８年目のご挨拶！当社の事業を深く知っていただく周知作戦

千葉県 株式会社山麓 8040001052830 常連は永く、新規客はこれから愛してもらうための店舗改装と周知

千葉県 はぎの洋品店 － シニア層も納得！やさしい店舗づくりで売上増加・販路拡大事業

千葉県 Ｋｅｅ’ｓ－Ｄｉｎｅｒ － “女性がはしゃげる”飲食店の展開に向けた空間提供と店舗ＰＲ

千葉県 株式会社ｗｉｚｏｏ 2040001101832 認知度向上による顧客増加、顧客満足度向上によるリピート率向上

千葉県 有限会社信共 4040002034427 ＨＰ全面リニューアルによるアパートローン相談業務の販路開拓

千葉県 ＣＢＩ株式会社 1040001099424
教育事業へのＡＩの活用、及び早期リテラシー教育の認知度アップによる販
路拡大

千葉県 株式会社スタジオａｍｕ 6011801032737 地方活性化に繋がる「地域密着ジャーナリスト講座」の開講

千葉県 ホープ電子株式会社 3040001027523 日本内視鏡外科学会総会附設展示会出展による当社製品の販路開拓

千葉県 川辺スタジオ株式会社 7040001095236 外観とコンセプト改善による地元に愛されるフィットネスの展開

千葉県 株式会社ｗａｚａｃｕｌｅ 7040001032107 保育園・幼稚園に対しての出張ダンスレッスンサービス

千葉県 合同会社かんぶつ生活 2040003010164 かんぶつ専門食料品店の自慢のカフェスイーツ　販路拡大

千葉県 ベトニャットジャパン株式会社 4040001033512 温かさ抜群の素材に抗菌処理をした、キャメル靴下の開発・販売。

千葉県 ラディアスリー株式会社 8040001093412 自社開発アナログゲームの販路拡大および海外展開事業

千葉県 株式会社實埜邑 1040001032161 「大豆茶・大豆コーヒー」の展示会出展とネットショップの開設

千葉県 社会保険労務士濱事務所 － 展示会出展他による開業医向けサービスの説明と顧客獲得

千葉県 ベターハーフ － 婚活・恋活会員獲得のための、Ｗｅｂ・イベント・チラシ販促

千葉県 ｔｏ　ｃｒｅａｔｅ － 人生１００年時代の心を彩る、アクアリウム水槽の施設導入

千葉県 ＮＫハウジング株式会社 9040001100159 注文住宅の受注及び賃貸物件管理獲得のための新規顧客開拓事業

千葉県 ＡＬＩＳＨ　ＰＯＬＥ　ＤＡＮＣＥ － ポールダンススタジオの運営（教室、レンタル）

千葉県 有限会社フレッシュマートあるが 4040002036407 創業９０年目の事業転換。法人営業強化と地域活性化の推進。
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千葉県 クリエイティブリゾー太株式会社 4040001083383 究極の焼き鳥を皆様へ、鶏亀ブランドの浸透と販売促進の強化

千葉県 川島カイロプラクティック － 不妊治療をサポートするカイロプラクティック事業

千葉県 まつどジャーナル － 通信販売サイトの新規構築並びにデリバリー事業部の新規設置

千葉県 有限会社ミヤシタ商会 4040002049053 スマホサイトとダイレクトメールの活用による広告最適化と販路拡大

千葉県 有限会社インフォアール 2040002054484 情報セキュリティーソフト（メトロン）導入にかかる展示会出展事業

千葉県 野生工房 － 自社開発の衛生的ジビエを使用する料理人育成で販路拡大

千葉県 株式会社オルフェウス 3040001093945 賃貸物件をＶＲ体験できる自社サイトの構築

千葉県 株式会社レガロ 1040001097147 ＰＯＳプラス利益管理システムの活用による創業支援

千葉県 合同会社ＣＲＡＳＳＵＬＡ 4040003009915 革小物・帆布製品の卸取引先獲得のための体制整備

千葉県 株式会社ビューティフルマインド 6040001040894 独自ロジックによって心理診断が可能なアプリ制作による販路開拓事業

千葉県 株式会社東西吉祥 1040001094953 「キッズ向け製品」の立上げ及び中国への展開に関する事業

千葉県 行政書士法人サークレスト 4040005019656 ケアマネジャー・福祉事業者向けの福祉特化型ホームページ作成

千葉県 有限会社ティープレイス 5040002047270 コスプレイヤーに変身サービスを提供する販路開拓

千葉県 整体院　吉香 － ホームページの作成、インターネットによる広告、雑誌掲載

千葉県 有限会社葛飾屋 6040002045067 インターネット等活用による製パン工場の直販事業ブランディング

千葉県 株式会社ベン・ベヌート 8010001144201 アナスティア　『健康と美』を届けるケータリング料理の提供。

千葉県 株式会社フレグリー 8011801021275 自社オリジナル時計の展示ツール制作とカタログによる販路開拓

千葉県 ハリマ産業株式会社 1040001035197 異業種出身のリフォーム業者（新規参入業者）への販路開拓

千葉県 こめ工房稲穂 － 撹拌機による材料加工機械化で売切れリスク解消と販売力強化

千葉県 有限会社シノツカ 2040002086899 屋根修理や雨漏り工事専門の診断士がいるお店を広める看板を設置

千葉県 進学塾Ａｘｙｚ － ＩＴを活用した小学部の充実化による販路開拓

千葉県 佐原ベリーファーム － 通年販売可能な生落花生加工品開発による生産性向上と販売力強化

千葉県
レストラン～Ｌ’ｈｅｕｒｅ　ｂｌｅｕｅ～ｉｋｅｄａ－
ｙａ

－ 「プロヴァンスの風を感じる庭でペットと楽しむフレンチ」計画

千葉県 Ｆｅｌｉｃｉｄａｄ － ＳＮＳ広告と口コミをホームページに連動させた集客の仕組み作り

千葉県 美姿勢サロンＬＡＦＡＮＹ － 最新ＩＴマーケティングを駆使した集客方法のオンラインサポート

千葉県 アンドバルーン － 高齢者に向けた贈答用ギフトと空間で家族の絆を深める販路開拓

千葉県 株式会社ビューランド 8040001060230 ＥＶによる高齢者向け生鮮農産物の宅配サービスの新規事業化

千葉県 有限会社テスコ・プランネット 3040002097301 野田市商店街及び中小企業向け、事業マッチングサービスの展開

千葉県
ホリスティックキャンドルアカデミーＯＲＡ
ＮＧＥ

－ ヒーリング効果をさらに高めた「キャンドル教室」で販路開拓

千葉県 有限会社ＣＬＡ 4040002098678 販売用ＨＰの中国語・英語化及び業者用パンフ作成による販路開拓

千葉県 有限会社秋山酒造店 1040002099134 実店舗－ｗｅｂショップ間の在庫シンクロシステムの構築

千葉県 株式会社サングリーン 3040001073798 米屋が作る甘酒の販路拡大に！大型冷凍庫と麹専用小型精米機設置

千葉県 アイスマップ有限会社 1040002064105 視覚障害者用携帯時計『タック・タッチ』の国内、海外での拡販

千葉県 有限会社市東製作所 7040002077373 高性能検査器具の導入における高精度部品の試作品開発事業

千葉県 株式会社あかつき 5040001094198 リフォームの安心を顧客に周知する為のセミナー・チラシ広報事業

千葉県 有限会社矢野鉄工 6040002077812 自社ブランド新製品の受注増を目指すインターネット活用事業

千葉県 株式会社味良 7040001058804 イベント用弁当販路開拓のためのＨＰ刷新

千葉県 ＫＯロック － 顧客の困りごとを迅速に解決するスマートキー登録作製事業

千葉県 にこにこパソコン倶楽部 － タブレットを活用した認知症予防プログラムの導入による販路拡大

21 / 70 ページ



平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

千葉県 株式会社フォーカルコーポレーション 3040001068311 製品イメージ向上の為のイメージ画像撮影・製品カタログ作成

千葉県 タナカビルマネジメント － 顧客のコスト削減に役立つ清掃サービスの直接受注を増やす取組み

千葉県 株式会社テイアイテイ 4030001066934 製造ロボット用ケーブルカバーの課題解決型営業モデルの構築

千葉県 かしわ亭 － クラフトビール事業の立ち上げ、および、飲食事業の販促強化

千葉県
有限会社ＡＶＩＳ．ｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　Ｊａｐａ
ｎ

7040002096019 パワーマグネット療法の導入による顧客サービスの拡充

千葉県 有限会社勝股商店 4040002094198 「顧客が望む、美味しい産地の多品種無洗米で販路拡大」

千葉県 Ｇｉｎｋｕｒａｎ － 料理と日本酒と食器のペアリングを楽しめるフランス料理店

千葉県 お粥屋さん － 地元住民への周知により地元密着店舗へ！

千葉県 ｃｏｃｏｅｓ － ＷＥＢ広告とセミナー開催で販路拡大と起業女性顧客獲得の増大

千葉県 有限会社花摘 9040002091190 空間装飾事業のニューヨーク進出の足掛かりとする個展開催

千葉県 松丸米店 － こだわり米屋が提供する「おにぎり店」の拡宣広告制作

千葉県 ｄｂ．ｃａｆｅ － 「子どもが主役！１００％子ども目線のレッスン企画！」

千葉県 幸せの婚活サロン　アマレスクレール － チャットボット導入による新たなコミュニケーション型結婚相談所

千葉県 株式会社ＳＯＮＳ－ＭＡＲＫＥＴ 6040001079603 社内ショースペースでの販路開拓とブランド認知度向上事業

千葉県 わとか食堂 － 地元野菜を使ったヘルシーメニューの開発と、販路開拓

千葉県 有限会社プロショップカズ 1040002091479 サッカースパイク「モレリアⅡ」の販路拡大

千葉県 株式会社エスタ 6040001067319 自治体向け企業支援システムのＤＭ及びＷＥＢによる広告配信

千葉県 ｎｏｏｋ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ － 滞在時間の多様な活用方法の提案と脱毛症改善の為の設備導入

千葉県 天笙株式会社 4040001102408 日本初、千葉県の竹を使った竹焼酎、笙（ｓｈｏｕ）の販路開拓

千葉県 泉水建材株式会社 6040001054127 インターネットとチラシを活用した事業紹介と新規顧客開拓事業

千葉県 足のケア＆巻き爪Ｍ’ｓ － 足のトラブルで困っている方に向けて宣伝広告を行う。

千葉県 株式会社セントラル 9040001054132 多様化する写真プリント加工需要への対応事業

千葉県 森田屋 － 多様な顧客ニーズに対応する情報発信で認知度を向上し売上をアップ

千葉県 株式会社風見酉 6040001055851 郊外型ＢＡＲの動向変化による事業転換と食による猪被害対策活動

千葉県 有限会社田村工事 7040002074189 高精度計測サービス導入による小規模設備工事会社の販路拡大計画

千葉県 遮熱ダイゼン　有限会社大繕工務店 8040002073982 先進的な遮熱材を用いた屋内環境改善工事の宣伝活動

千葉県 御園生米店 － 「無洗米仕上げ機」導入による入札参加と販路拡大

千葉県 ＫＭオート － 高難易度タイヤ交換の技術確立による販路開拓

千葉県 有限会社津谷工業 6040002074272 大容量溶接機導入と自家製冶具開発による生産性向上及び売上拡大

千葉県 ＢＡＲ　ＥＮＣＯＵＮＴ － 「ボードゲームバル」って何？認知度＆売上向上事業

千葉県 ピーワンテック株式会社 9040001083684 足場など仮設資材のマッチングサイト構築とＷＥＢ上での販路開拓

千葉県 株式会社ＰＡＭ 1040001086851 千葉県初の画期的新商材導入によるデジタルパーマサービスの提供

千葉県 自立の株式会社 1040001087940 ネット受注システムでの新規顧客の開拓及びデリバリーでの販路拡大

千葉県
株式会社アル・アロウバ・ワールドワイ
ド・トレーディング

1040001102253 東京オリンピック・アラブ競泳候補選手による英語で学べるスイミング

千葉県 株式会社エコハーモニー 9040001044265 地域による、顧客の需要に対応したガス給湯器工事の販路開拓

千葉県 ジーデザインラボ合同会社 7040003010011 「デザイン点検サービス」を採り入れたブランド構築サポート事業

千葉県 青山紙器株式会社 3040001091214 製造請負事業の技術者育成確保と新規顧客を獲得して販路拡大

千葉県 有限会社むらかみ 4040002061644 佐倉の新名物を目指した新商品開発とＳＮＳ時代のＰＲ戦略

千葉県 有限会社ひまわり 5040002061420 千葉県産落花生を活用した「落花生納豆」の量産試作
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千葉県 サクセス － 生涯理容を根付かせる一歩、新規高齢者顧客獲得事業

千葉県 グローバルワン株式会社 6040001049473 ネイチャーズテイスト営業・販売（直販）

千葉県 きら星整骨院 － 業界初の超音波画像配布サービスのＰＲによる販路開拓

千葉県 佐藤造園 － 江戸時代から伝わる伝統の造園技術を伝承するために

千葉県 きたみｃｏｆｆｅｅ － 店舗小売およびネット販売に関する売上促進事業

千葉県
株式会社ヒロ住宅ビル環境衛生管理事
務所

5040001088571 正しい貯水槽清掃の普及活動で脱下請け

千葉県 おくやま動物病院 － 地域一番のホームドクターを目指した顧客満足度向上と集客力強化

千葉県 エム・ティ・ストラテジー株式会社 1040001100802 システム開発における効率化支援ツールの販売媒体の整備

千葉県 ポム・ド・パン － 地元密着型本格派フランス菓子の情報発信による販路開拓

千葉県 有限会社英工業 1040002029941 円いものなら何でも加工！円形加工技術の訴求による販路拡大

千葉県 ＴＯＯＮＢＯ　ＣＡＦＥ － 古民家カフェによる地域活性化及び顧客満足度向上・販路開拓

千葉県 行政書士ミリオンサンクス法務事務所 － 民泊ドローンをフックにしたＷｅｂメディアプラットフォーム事業

千葉県 株式会社アクティブ・２１ 3040001000232 主要顧客依存脱却のための一般消費者向け販売などによる販路開拓

千葉県 緑葉舎 － 小学生から学べるオンライン英会話及び２１世紀型スキル養成講座

千葉県 Ｓｍｉｌｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　八千代中央 － わたし発！レシピで家族・企業・地域をＨＡＰＰＹにする事業

千葉県 株式会社Ｃｏａｓｔｅｒ 9040001089070 湾岸地域、リノベーションの魅力を発信する新たな取組みの実施

千葉県 ビアンカ株式会社 1040001093336 クリニック提携中高年女性向け美容＋心身ケアサービスの販路開拓

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

千葉県 株式会社エイチエムツープロジェクト 8040001084493 複数の飲食店と消費者をつなぐフードデリバリーサービスの普及

千葉県 株式会社スタジオコアー 8040001050272 ＤＩＹ　向け　汎用テーブル脚の企画制販売

千葉県 Ｃｏｎｔｉｎｅｎｔａｌ　ＧＹＭ － 女性向けトレーニングマシン導入と戦略的ＰＲによる売上向上

千葉県 株式会社　ｃｕｒｒｅｎｔ 1040001053133 マシン導入によるパーソナルスペース（専門的レッスン）の充実

千葉県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー君津教室 － 創業２５年来の教室名変更と店舗移転を新ブランディングで克服！

千葉県 藤平酒造合資会社 6040003002777 純米大吟醸酒「福祝」の国内外販路開拓のためのホームページ構築

千葉県 湖畔の宿つばきもと － 認知度向上を目指した自社の強みを前面に押し出した看板設置事業

千葉県 三保電気鰭ヶ崎店 － 「町の電気屋」創業４５年の実績をいかした地域密着戦略

千葉県 ミックスコア（個人事業） － 体験型ファッション動画サービスの販路開拓Ｗｅｂサイトの構築

千葉県 株式会社　山田人形店 5040001038477 オリジナル作品の試作とＷＥＢサイトによる新規開拓と販路拡大

千葉県 ぶうやま亭 － 障がい者や高齢者にやさしいお店

千葉県 有限会社カネキ地所 2040002051333 空き家サポート事業とＷＥＢサイト構築による販路開拓

千葉県 株式会社ジオグリフ 6040001091921 そろばんの発展に貢献する、そろばんアプリの販路開拓事業

千葉県 ｐｅｔｉｔＮＡＴＳ（プチナッツ） － オンライン販売と実店舗販売の広報を強化し、新規顧客を開拓する

千葉県 株式会社南柏リビング 4040001081742 ＱＲコード付現地看板の設置および駐車場空き確認のシステム開発

千葉県
ステップワールド英語スクール流山ＬＬ教
室

－ 教室を増設して生徒数を増やし新たな指導法でブランド化を目指す

千葉県 Ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇ　ＣＯＮＣＥＲＴＯ － 顧客満足の改善後のランチの新規顧客獲得事業

千葉県 株式会社ロボインク． 4040001085693 ３Ｄプリンターと撮影機材の活用による高度映像分野への進出

千葉県 ごほうび － 調理の生産性向上、店舗改装、新メニュー開発で新規顧客を獲得

千葉県 有限会社佐々浦建設 1040002050831 プチリフォームサービス特化型チラシと自社サイトによる販路拡大

千葉県 新西工業株式会社 3040001038140 目づまりを克服する土砂分別システム導入による販路開拓
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千葉県 有限会社山崎清八商店 3040002052487 生産者から直仕入れ１００％の安心安全なブランド米の販路開拓

千葉県 キッチンとべ － 地元食材でのおもてなし弁当の開発と安心・安全な輸送の確立

千葉県 株式会社アルファ 3040001077056 新事業（不用品買取事業）の販路開拓と認知度向上

千葉県 ヴァンダール中村 － 高齢者女性向けに開発する衣服の販路開拓

千葉県 株式会社中野サービス 2040001039107 シニアＤＩＹ教室で地域との交流を深め、信頼を獲得し受注を拡大

千葉県 株式会社グランベリーツー 7040001040778 女性搭乗車限定！「エンジンオイル」の無料交換

千葉県 株式会社オフィス・エー 9040001097684 広告により新たな販路開拓を行う新規ＷＥＢサイト構築事業

千葉県 株式会社リトピュア 9040002094276
リトピュア式　事業承継～香港・シンガポールフランチャイズ加盟者　開拓事
業～

東京都 有限会社オフィースジャンヌ 5010902019818 新デザイン（オーダーメイドポインテッドトゥパンプス）開発

東京都 株式会社サイエンスインパクト 3180001073041 知財業種向け人材募集広告サービスの展示会出展による販促

東京都 ウチダＩＴコンシェル － 自社開発ツール（状況管理共有ツール）のクラウドサービス化

東京都 Ｂｏａｒｄｉｎｇ － 海外トレンド・ブランド力と弊社ブランド・企画新製品の国内浸透

東京都
株式会社ウイルビートレードコーポレー
ション

6011701018332 ＷＥＢおよび新聞折込みチラシ広告を活用して狙う販路拡大事業

東京都 東京デザイン株式会社 1010401123975 富裕層の愛犬家の為の新しいファッション製品開発事業

東京都 株式会社タイムレスエデュケーション 3010001175119 新規教室の開設・新規教室プロモーション

東京都 クリスタルミューズ － 悩み・苦手を解消し人生豊かにするお掃除・片付け講座の集客強化

東京都 株式会社麻布タマヤ 7010401074255 内装工事のバーチャル内覧システムおよび瞬時見積サービスの展開

東京都 カツエデザイン事務所 － こぎん刺しｗｅｂマガジンｋｏｇｉｎｂａｎｋのコンテンツ充実化と英語サイト開発

東京都 エーアイディー合同会社 2011003007987 広告と展示会出展による、女性向けＳＤＧｓ関連商品の販路開拓

東京都 セールスワン株式会社 8010401116601 現場の点検管理ソリューションの販路開拓

東京都
ＳＡＫＥＳＴＡＮＤ　ｓｈｉｂｕｙａ　ｄｏｇｅｎｚａｋａ
ｕｅ

－ 業務効率化の為の機械装置購入及び導入

東京都 合同会社Ｓｉｍｐｌｙ　Ｎａｔｉｖｅ 2340003002420 地場産業メーカーの安定した収入獲得のための豪州販路開拓事業

東京都 株式会社Ｒｉｖｅｒ　Ｊｕｎｃｔｉｏｎ 6130002018501 求職者の為の医療・法曹分野に特化した専門サイト開発・販路開拓

東京都 株式会社リアルジャパンプロジェクト 7011001073069 個人ユーザー向け販路開拓のための自社ネットショップの構築

東京都 大金属工業株式会社 9040001066458 足を使い、グッズやカタログで、未開拓地への販路開拓。

東京都 株式会社Ｕｎｓｕｎｇｓ＆Ｗｅｂ 4013301040123 商品の認知度向上を目的としたチラシ制作・配布およびＳＮＳ広告の実施

東京都 梶原事業開発合同会社 4010003025015 腎臓患者による腎臓病患者のための商品開発及び販売サイトの構築

東京都 未来型漫画「Ｆｕｔｕｒｅ　Ｔｒｉｐ」 － ＡＩアニメーション・マーケティングツールの開発・販路開拓

東京都 株式会社ＰＩＮＺＯＲＯ 6011701020800 多店舗展開に伴うホームページの制作および広告の実施

東京都 株式会社ＲＥＣＯＶＥＲＹ　ＳＴＹＬＥ 6010401116330 睡眠の質を高める自社製品パジャマの拡販事業

東京都 ｋｉｋｌｏｓ鍼灸・指圧・マッサージ － ｗｅｂマーケティングと顧客データを活用した売上の安定化

東京都 株式会社アントレサポート 8011001035968 ＨＰのＳＥＯ最適化、ユーザビリティ向上で集客率、売上アップ

東京都 ベンチャーマテリアル株式会社 5010001076075 エコフィックスＰＲＯⅡの販売ツール作成及び受注システム導入

東京都 有限会社ヴィクトリー 3011702001406
顧客の美容と健康維持のため３６５日体温３６．５℃推進、温活・腸活プロジェ
クト

東京都 株式会社ｆａｍ 3011001109446 訪日外国人に対して日本の美容技術講習を開催する事業

東京都 株式会社ｂ－ｉ 7010401116057 ｋｙｏ直伝による育成対象者の増加と講師派遣の規模拡大事業

東京都 結婚相談所ブライダルパートナーズ － 警察署公認の独身男性警察官のための結婚支援事業による販路開拓

東京都 榑松貴税理士事務所 － 未来会計支援事業、国際展開支援事業の更なる強化と販路開拓

東京都 猫の手ゼミナール － 当事業を大学生・高校生へ周知するために新規ＷＥＢサイト、チラシの制作
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東京都 有限会社ハイランド 9010002030548 ポップアップストアを通して　商品開発と販路開拓。

東京都 大同石油株式会社 9011501002640 製品ＰＲ動画作成による拡販および工業規格に基づく性能試験計画

東京都 株式会社安田塗装 7013301012920 ４７年続く塗装業者が培った情報の発信と売上回復の為の販路開拓

東京都 有限会社ネクストレコード 3011002023290 中古レコード購入者の利便性向上、仕入拡充の為のサイトの構築

東京都 株式会社Ｂｅｉｎｇ 1011801028269 伝統工芸品のウェブによる新規販路開拓

東京都 合同会社イダテン 4010903003029 世代間ホームシェア事業の認知度向上の為の広報宣伝活動

東京都 戸髙プロモーション有限会社 6013202013639 学生またはその保護者を中心に知名度を上げ一般層の会員を増やす

東京都 株式会社寿五郎 7013301038164 薬剤師の登録者増加

東京都 ｅｌｉｅｏＺｅｎ　エリオゼン － 独自の美容メソッドの発信及び集客による店舗ブランディング強化

東京都 株式会社あしすと 5011701017070 車イス高齢者に朗報！式参加の願い叶える出張介助サポートの拡販

東京都 有限会社石山製作所 5010502000814 環境に配慮された安全・安心な看板で街を彩り売り上げアップ

東京都 Ｓｕｃｃｅｓｓｉｏｎ － 看板売れ筋商品の増産とターゲットを絞った宣伝広告による客数増加

東京都 井口材木店 － 広葉樹材の魅力を発信し、新たな顧客の開拓及び固定客獲得の実現

東京都 株式会社万インターナショナル 7010401108079 ハッピーキモノ展示販売会

東京都 株式会社ｂｅｂｅｒｉｓｅ 5010401105441 ＷＥＢマーケティングによる集客力アップ

東京都 シザーハンズリペア － スマフォ用ＨＰの作成および現在のＨＰの改修とＳＥＯ対策

東京都 有限会社川島紙器工芸 6011402002494 冬季売上確保とイベント集客向けのマグカップ制作事業

東京都 株式会社Ｙｏｕｃａｎ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ　Ｊａｐａｎ 8011701021581 水中でインスタ映えを提供する自動追尾型水中ドローンの販路開拓

東京都 株式会社ＰＬＯＴ 1010901037031 日本の科学力を世界にＰＲし、未来を変える科学者の広報を支援！

東京都 東京財形株式会社 6011301020449 新たな不動産売却の形態の認知度向上事業

東京都 株式会社Ｐｒｉｍｅｓ 7011701019214 介護保険における訪問入浴介護事業

東京都 株式会社ミネター 2011801012387 日本初上陸の素材ライスベリーパウダーの認知向上と新規顧客獲得

東京都 合同会社おいでまい介護 1011003006016 玄関改装による施設の雰囲気づくりで集客力向上

東京都 株式会社ＨＡＲＵ 1011001104432 千葉県初の本格的ヘッドスパ登場！人気必至の美容室のネット販促

東京都 株式会社ジャパンホビーツール 9013302016134 ＥＡＳＹ　ＷＲＡＰＰＥＲ（イージーラッパー）の販路開拓

東京都 インテック株式会社 8010901033338 ベルギー製プラスチック製防御フェンスの販路拡大

東京都 株式会社ビーンズ 1010401113349 英文ＷＥＢ作成と海外渡航によるＢｔｏＢの海外販路新規開拓

東京都 季節料理すぎうら － 新規顧客の開拓と情報化への対応

東京都 株式会社ＦＲＥＡ 2010001170517 顧客満足度向上のための顧客支援サービスのＩＴ化・システム化

東京都 １００％天然ヘナサロンプレアディ － 未来の髪は必ず変わる「発毛育毛」事業

東京都 株式会社神アート 3011001009852 キャラクター＆グッズ製作販売で売上高の増加を図る

東京都 個別指導塾パスラボ － チラシ配布による新規顧客獲得の試み

東京都 エナジストワークス株式会社 7010401093420 特定ユーザー属性に特化した求人ポータルサイト構築

東京都 スマートソリューションズ株式会社 2010001137581 地域活性化のための千葉の内房総の新規民泊マーケティング事業

東京都 東京和晒株式会社 9011801003198
新開発商品（東京みやげ、おくるみ、ＴＯＫＹＯＭＡＣＨＩＧシャツ）のＰＲと販路
開拓

東京都 たまてばこｈａｎｄｍａｄｅ － 新たなウェブサイト制作による販路開拓と外国人の売上拡大事業

東京都 ｋｕｎｉｓｔｙｌｅ株式会社 5010401072467 グローバル・オンラインフィットネスの構築

東京都
株式会社ヘルシー・ビューティー・カンパ
ニー

4010401130291 ＷＥＢサイトの改良・機能強化および店舗内装の改修事業

東京都 株式会社ＷＡＴ 4010501041802 ＷＡＴオリジナル「靴屋さんと考えた靴」の販路開拓・ＰＲ
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東京都 株式会社スガイワールド 9390001013672 展示会出展による、海外販路拡大事業

東京都 株式会社ｒｏｏｔ　ｉｐ 5010401114376 展示会出展による汎用版システムのＰＲ及び見込み顧客の獲得

東京都 有限会社東企画室 6020002013406 ドリンクカレーの開発、販路開拓

東京都 ＨＩＤＥ　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＥＡＮＳ　ＳＴＯＲＥ － 店舗外側のオーニングテント取り付けによる販売強化、販路開拓

東京都 アフタースクール寺子屋株式会社 3010001103715 民間学童保育の運営。

東京都 株式会社ヒューマンウェア 9010001108741 クラウド型永代供養サービスで小規模寺院への販路開拓

東京都 有限会社島村画廊 5011402004517 美術品市場のグローバル化に対応した新たなニーズ開拓の取組み

東京都 有限会社ルチカ 4013202007056 展示会出展と地方営業による売上高向上推進

東京都 合同会社ｎｏ－ｌｉｍｉｔ 5010403017387 新規開拓する為の更新しやすいホームページ制作事業

東京都 ノーブルスタイル世田谷 － スモッキング刺繍の繊細さを分かり易く周知し販路開拓

東京都 株式会社医健化学研究所 7010501031949 インターネット通販事業による当社商品の販路拡大

東京都 有限会社梅香苑 9011102023656 巴蜀料理の魅力を伝え宅配サービスの実施で中食客の販路開拓

東京都 中島産業株式会社 1010401082800 創業１０年目のファーストステップ「アクアナックス」販売計画

東京都 合同会社ＯＣトレーディング 2010003025009 ベトナムのカカオ豆のフェアトレードにおける商品開発と販路開拓

東京都 株式会社ブランシュール 4011001115823 一般消費者向け、低価格ネイル施術器具の開発及び販促

東京都 ＤｉｎｉｎｇＢＡＲ　Ｈｉｄｄｅｎ　Ｌｏｕｎｇｅ － 新規顧客開拓の為のＬＥＤ電飾看板等製作及びホームページ制作

東京都 株式会社ワザビ 5010501029648 Ｅコマース、カスタムオーダーシューズ

東京都 ファイヤーソリューションズ株式会社 4120001125268 １１９番通報訓練装置の新規顧客開拓

東京都
ＲＹＯＴＡのオーガニックスイーツ専門店
ＭＥＲＩＦＡ－ＬＥ

－ オーガニックを広めるための通販。認知のためのｗｅｂ戦略。

東京都 Ｇ１行政書士法人 9010405016375 法人ＷＥＢサイト・パンフレット制作による事業承継業務の訴求

東京都 株式会社Ｌｕｍｉｅｒｅ 4011101082229 ブライダル商品とレンタルパーティールームのパッケージ商品の販路開拓

東京都 弁護士藤堂武久 － 「紙芝居型」社内人材教育・研修プログラム提供新サービス

東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＭＹＣ 4010601044226 自動おしぼり機「ハンドキレイ」の販路拡大事業

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 新サービスのオーダーメイドシステム構築による販路拡大

東京都 ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 9011005003193 クラウド会計による人材採用難中小企業の生産性向上事業の展開

東京都 株式会社ピンスリープ 7011001094255 自社ウェブサイト改修による販路開拓と新事業展開

東京都 合同会社ゼロングプロモーション 4011803002137 「女の子が憧れる葛飾ご当地ヒーロー誕生ＰＪ」による売上増加

東京都 有限会社南洋舎 5010502008485 店内仕上げの良さを伝える「等身大メディアミックスによる集客」

東京都 おにぎりやＯｎ － 改装リニューアルによる「お弁当」と「お惣菜」の売上アップ事業

東京都 株式会社Ｉ．Ｍｅｉｓｔｅｒｓ 9011001111909 外国市場を対象とした国内漫画の翻訳と電子書籍による販売事業

東京都 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｆｉｎｄｅｒ 6010003022092 香港における日本酒試飲会の開催

東京都 スイスタジオ － 【売っテンプレート】会員制広告テンプレート＋アドバイス提供

東京都 江東住吉整体院ピュアカイロ － 「腰痛」と「肩こり」専門メニューによる販路開拓

東京都 美容室パレット － 薄毛など個々の顧客に対応したメニュー導入と情報発信事業

東京都 株式会社ウゴカス 9010401109653 自社Ｗｅｂサイトの改良による販促強化事業

東京都 すきやきの若松 － 和牛すき焼きの販売数増加、和牛すき焼き弁当の開発・販路開拓

東京都 ＦＰオフィス　Ｌｉｆｅ　＆　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ － ホームページ導入とクラウド型システム活用による新規顧客開拓

東京都 合同会社アグロインフォ 2010003023540 農業ＩＣＴサービスのインターネット販売サイトの構築

東京都 ビクトリー陶器有限会社 7010402010804 スマートフォン対応ＨＰへのリニューアルによる新規顧客開拓
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東京都 株式会社ラ・マジョリーナ 3011001117804 自社及び製品の“認知と売り場獲得”のための展示会への出展

東京都 株式会社インプリム 4010001181917 マネジメント快適化ツール「プリザンター」で働き方改革を実現！

東京都 女性活躍カンパニー株式会社 4011001112894 子育てオウンドメディア「ＭＯＭＭＹ　ＢＯＯＫ」関連サービス

東京都 動物診断リサーチ株式会社 1010001183008 犬猫用の耳内視鏡機器の診療メニューの広告宣伝および情報収集

東京都 ワインバル４９８６（ヨクバル） － 店舗の認知度をあげて集客に繋げる

東京都 フォトメディカル合同会社 1130003005346 産官学連携スキームによる感染症迅速検査の海外市場販路開拓

東京都 エコレポ － ヨガ教室の利用者増員と産後ママのコミュニティー広場づくり

東京都 有限会社さがた 5011802022457 東京都の農家を応援！無添加うどんを全国へ！うどん屋の挑戦！

東京都 株式会社松楽産業 8011201002578 種子業界の課題解決につながる自動計数充填システムの販路開拓

東京都 株式会社アーツエイハン 5011101034922 訪日外国人向け多言語対応顔認識デジタルサイネージの販路開拓

東京都 英会話ドゥー －
英会話ＤＯを求めるカスタマーを確実に集客する・ＷＥＢを中心とした広報企
画

東京都 株式会社シュウ・カワグチ 1011601003199 レディスオーダースーツサロン新設による販路開拓とＰＲ

東京都 ドリアングレイ － 本物のヴィンテージでお洒落なプレ花嫁の誇らしい笑顔を増やす事業

東京都 チーズバー「かるいごちそう」 － 新看板及び新ユニフォーム・拡声器による新規顧客獲得

東京都 株式会社林化工機製作所 1010601014157 ケミカルポンプメーカーの海外向けサイト作成による販路拡大

東京都 リスタートジャパン合同会社 3010903001867 「マンスリー物件から始める新しい民泊事業」を周知する販促実施

東京都 株式会社ウィズ 6011001002887 パリ展示会出展での営業体制強化及び新規ブランドの販路拡大

東京都 株式会社セキグチプラネット 7011601003623 新規顧客を獲得し、リピートに繋げ、売上の安定化を目指す

東京都 ベラズカップケーキ株式会社 8020001080635 「店舗改装とチラシやＳＮＳの活用の相乗効果による売上拡大」

東京都 松吉輝行 － 鶏料理を中心とした既存店舗と新店舗の魅力発信による販路開拓事業

東京都 ネオフライトクリエイションズ株式会社 8011101079411 中小製造業向けの知財製品販売コンサルティングの新規顧客開拓

東京都 株式会社プレシャスライズ 3010401076461 「ひとり親・シニア家庭ヘルプサービス」の充実と販路開拓事業

東京都 スペラディウス株式会社 9010001156600 より広い消費者層へ販路開拓するためのフェーズフリー訴求事業

東京都 株式会社ＲＢＰ 7010401106454 【職場改善プロデュース】一括パッケージの販路開拓

東京都 株式会社ＴＯＫＩ 6010401112593 訪日外国人の集客力アップに係る施策の増強

東京都 株式会社エッグスコンサルティング 9011001054752 小規模コンサルが銀行・大企業から顧客紹介されるためのＰＲ戦略

東京都 株式会社グラポート 3010801026157 木製箸＆カトラリーの新商品開発と合同内覧会出展を軸とした販路開拓

東京都 株式会社ＡＬＨＡＭＢＲＡ 4010901024893 奈良発祥の漢方を背景とした国産オーガニックナチュラルコスメの販路開拓

東京都 ジュリエット・アルファ株式会社 7010901005874 ドローンによる空撮事業への進出

東京都 ＹＡＰＦ － 「経営者向け企業出張パーソナル・トレーニング」事業

東京都 まめ工房 － 映像事業参入のためのオウンドメディア・情報リテラシー強化事業

東京都 クリエーターズアイウェアライブラ － インターネットを活用した通信販売

東京都 株式会社モノリクス 6010001176188 展示会活用によるエンドユーザーとの効果・効率的商談創出策

東京都 ＰＢＪ株式会社 6011801026169 ハラール認証スキンケア桃姫販売促進事業

東京都 株式会社インフォネクスト 4010401056479 高齢者同居家族向け外出位置検索サービス「安心サーチ」の提供

東京都 フードダイバーシティ株式会社 9010401114091 中華圏のベジタリアン向けレストラン検索アプリの開発事業

東京都 飯田コンサルティングオフィス － アンケート集計・分析ツールを活用した顧客ニーズの把握

東京都 株式会社ＷｉｎＷｉｎ 1011101079649 介護福祉事業者への認知拡大に向けた展示会及び自社説明会の開催

東京都 たかの家 － コース料理中心の完全予約制飲食店への転換による収益力の向上
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東京都 アイディーテンジャパン株式会社 8013201017060 ＡＩで好みの日本酒がみつかり国内外から発注できるアプリ開発

東京都 株式会社ＨＡＲＵ 8010903001912 レビューシステム導入によるサイト活性化と売上高

東京都 Ｔａｔｅ　Ｓｈｏｅｓ － カスタマイズシューズ開発とオーダーシート搭載ホームページ作成

東京都 フィットネススタジオＭＫＤ － 女性の産後社会復帰までのサポートプログラムを行うための集客

東京都 Ｒｏｓｅｑｕａｒｚｈａｐｐｙ － 家庭に特殊事情を抱える女性向けネット起業塾の販売促進策

東京都 カフェと囲碁　ひだまり － 外国人を中心とした「ひだまり囲碁大使」作り大作戦！

東京都 株式会社ニューデリカ 2010801017495 越境ＥＣサイトを開設して日本製美容用品を販売する事業

東京都 伊達米店 － 「食と命の関係を真正面から向き合う大人のための生産現場体験」

東京都 有限会社　白山中華楼 1010002004708 地元白山のブランド化、贈答品需要の徹底対応で焼菓子の販路拡大

東京都 株式会社リスコビジネス 7010601032392 新サービスの本格展開に伴う主体的なダイレクトメール活用

東京都 株式会社ラ・ヴェール 8010801018050 ブランドブック等の整備による東京あげパン・ＯＥＭ事業の販売促進

東京都 株式会社Ｄｅａｒｅｓｔ 9010001163357 店頭売切れ続出！大人気の自社企画ブランド商品のネット拡販

東京都 株式会社フェリカスピコ 5011601021627 日本初「フードフォト専門教室のオンライン講座」事業

東京都 ＶｏｇｕＡ － 美容のプロが厳選しておすすめ！ヘアケア専門ＥＣサイトの構築

東京都 日本エムテクス株式会社 8010901011590 壁紙に直接塗れる新塗料『エッグペイント』の販売による販路開拓

東京都 株式会社マコス 2010901014186 「女性シニア層」に特化した新サービス導入による販路拡大

東京都 エスエージーバルーンズ株式会社 7010601010828 本年秋の展示会でバルーンの課題解決を提案し新規客と販路の開拓

東京都 株式会社大吉 3011801020703 大島町（東京都）の特産品の販路拡大事業

東京都 エイコム株式会社 5011101060712 顔認識技術を応用した流通店舗用棚前行動分析システムの販路開拓

東京都 株式会社ＥＮＩＳＨＩ　ＭＵＳＩＣ 5011401018187 地域に絞ったプロモーション活動によるエリア内認知度の向上

東京都 ＫＵＭＩＫＵＭＩキッズえいご － 児童の新外国語指導要領に合わせたカリキュラムの告知と販路開拓

東京都 Ｆｌａｇ（フラッグ） － テイクアウトによる顧客増加策とお礼状によるリピート率向上

東京都 株式会社ＺＥＲＯＴＯＰ 3011801028985 小規模事業者向けシンクライアントの販路開拓

東京都 株式会社ナノテックシステム 3010001175457 ＩＴ技術を活用した環境適合型清掃技術の普及促進による販路開拓

東京都 株式会社アサノ不燃 3010701024277 「セーフシティ東京防災プラン」に沿ったＷＥＢ活用による販路開拓

東京都 株式会社惠の木 5010901025338 サングラスフェア開催！新たな顧客層へ販路開拓！

東京都 株式会社ワイズクリエイティブファクトリー 9011001048457 中小零細企業向けＷＥＢからの新規開拓簡単マーケティングツール

東京都 合同会社ＥＴＨＯＳ 6010903002350 優位性を築く！フィリピン留学＋ワーキングホリデー斡旋強化事業

東京都 株式会社バルドゥッチ 9011001101728 トレスマリア、オンラインビジネスの参入・拡大

東京都 株式会社木風 8010401083230 樹木の診断・治療から地域活性インバウンドコンテンツの開発へ！

東京都 ライフアップデイト　東島康高 － 新プログラム導入による満足度向上、及び生徒数１００名の実現

東京都 株式会社ビズクリエイト 6010001138072 新規受講生開拓と業務提携する競合他社の新規開拓

東京都 デビュー・ヘアー － 女性ムスリムの集客に必要なＨｐと店頭、広告の強化

東京都 Ｌａｎｇｈｏｌｉｃ合同会社 7010703004083 語学学習アプリの追加開発・販路開拓

東京都 Ｈｉｒａｇａｎａ － 日本伝統文字「ひらがな」の美しさを世界に！越境ＥＣ制作事業

東京都 合資会社オオタキカク 4011203001474 顧客管理システム導入による全国への販路開拓の実施

東京都 株式会社ルビアンドレ 6011401020415 味噌・甘酒等発酵食品の販路開拓（主に海外向け）

東京都 株式会社山口茂デザイン事務所 8010901012267 地方小売店のための売上アップ！ＰＯＰ広告オンライン授業

東京都 ＳａｋｅＷｉｚ株式会社 8010901040251 日本酒を世界に広める！ＡＩによる画像認識アプリの開発と事業化
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東京都 株式会社ＧＦＩ 2010601050184 お客様認知度向上、来店数の増加

東京都 グローブコーヒー － 新商品（ドリップバッグ）の発売、コーヒー豆販売促進の取組実施

東京都 株式会社ＲＡカンパニー 6010401131073 激辛イベント出店による新店舗出店告知事業

東京都 株式会社サンコー 9010601011493 印刷会社の強みを活かした、デジタル工作機械加工の販路拡大

東京都 三咲デザイン合同会社 2010003018953 シミュレータ実験環境レンタル・代行実施サービスの認知度向上

東京都 ライト・モビリティ設計 － レンタル事業用電動木製カートの製作

東京都 ｌ’Ａ．Ｓ　－ラス－ － 百貨店とのＰＯＰ－ＵＰ取り組み、ＨＰの充実とＥＣサイトの設立

東京都 株式会社　とみにん 2010001177660 新刊商品（パンフレット）の作成、全国医療機関等へのＤＭ送付

東京都 三和株式会社 7010401122625 夜尿症アラーム治療商品開発およびカタログ作成等による販路拡大

東京都 株式会社ＲＥＡＬＯＧＹ 7010901031607 販路拡大、他社との差別化のためのホームページの改修

東京都 株式会社ビジョナリークロス 2010401104818 小規模事業者向け経営講座の販促・決済・映像配信サイトの構築

東京都 有限会社由井 8011802008189 急増する「スマホ首」対策用治療メニューの商品化と販路開拓

東京都 株式会社食彩アドコム 4010001117383 情報交流の場および銘品情報発信サイトの構築による取引先拡大

東京都 株式会社スマイルクリエイト 9011401018729 デジタルコンテンツ事業拡大

東京都 ＣＵＲＩＯ　Ｊａｐａｎ株式会社 1010901033955 グローバル人材採用の「会員制ウェブサイト」作成

東京都 株式会社ワタトー 1011801029754
ＫＩＮＡＫＯ　Ｓｗｅｅｔｓブランディング、パッケージデザイン及び販促ツール開
発。

東京都 株式会社入倉貴金属 5011401012801 『店舗の外装改善による認知度向上と手彫り加工の提供』

東京都
セブンスターズコンサルティング株式会
社

5010401134151 損保保険の本質的な研修及びコンサルティング拡販事業

東京都 ぬくぐるみ工房 － オーガニックぬいぐるみの生産性向上と商品パッケージの新規開拓

東京都 株式会社暁投資顧問 8011201015456 若年層向け　投資教育新事業と知名度アップによる売り上げ向上プラン

東京都 加納人事・労務研究所 －
高付加価値な人事労務サービスを求める顧客を、確実に集客する広報の仕
組み作り

東京都 クリエイト・アイエムエス株式会社 1011201016353 足にフィットするカジュアル靴の販路拡大事業

東京都 株式会社クラウディア 7010401008535 関節専門の整形外科医が監修、膝や腰の痛みを軽減する靴の開発

東京都 株式会社サイコーポレーション 8011001095789 「美ンバウンド」（訪日外国人の美容客）を取り込む販路開拓

東京都 ＳＯＩＨＭ － ＩＳＨＭＭの販路拡大に向けた外部営業サービス「ＴＨＥ　ＬＩＳＴ」の活用

東京都 かぐやライゼビューロー － ドイツ語圏からの訪日旅行客を誘致するための販路開拓の実施

東京都 白潟総合研究所株式会社 3030001105164 企業内研修事業の商品開発・販路開拓

東京都 株式会社シモダ 6011801002145 法人顧客の販促を応援する新キャラクターグッズの広告宣伝事業

東京都 オーディープランニング － “小さな手にフィット”する折れないクレヨンの販路開拓

東京都 株式会社ジャパンロジスティクス 4010601021092 会社案内・ホームページのリニューアル

東京都 ＫＧＭ経営戦略製作所 － 自社Ｗｅｂサイトと複数媒体による広告を活用した新規顧客開拓

東京都 ＨＯＭＩＥＳ株式会社 1010801016465 外国人実習生の早期戦力化を目的とするサポート動画の製作

東京都 株式会社エム・シー・スクエア 3011301001195 パッチワークキルトの東南アジアにおける販路拡大の取組み

東京都 アイケービジョン株式会社 8011001101662
企業向け健康サポートプログラムおよび個人向けダイエットオンライン講座
の販路の新規

東京都 渡辺　将史 － 先端技術（パコジェット）導入による進化形料理の提供及び販路開拓

東京都 Ｂｌｕｅ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 7010601048380 自社特許を活用した医療機器共同研究開発のための販路開拓事業

東京都 株式会社坂田印刷 4011201006574 整体業界を新しく開拓し、新規顧客の獲得と受注システムの構築

東京都 Ｃｈｉｌｔｙ株式会社 7010401136237 ドリップ茶開発、海外販路拡大、ウェブ作成及びシステム導入

東京都 有限会社ピュール・エミュ 8011002021728 近隣にはない“質の高い極上パーマ”による顧客満足度向上＆拡大大作戦

29 / 70 ページ



平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

東京都 株式会社ケイプロモーション 6011001067955 海外事業立ち上げと海外企業むけホームページの制作

東京都 株式会社Ｓｔａｎｃｅ　ｆｉｅｌｄ 4011001105361 既存壁紙、カウンターの改装工事及び、傷、ライトの修繕工事。

東京都 株式会社ヒューマンスタイリング 6013301029528 大手に負けないマッチング力をＰＲした人材会社の販路開拓事業

東京都 株式会社Ｓｍａｒｔ　１　Ｂｅａｕｔｙ 3010701032882 女性専用育毛ケア・女性のための社会復帰応援サービス事業

東京都 株式会社リオパートナーズ 8011001110003 地場不動産会社との連携で地域情報と物件情報を融合する販路開拓

東京都 合同会社３．１４ 7011003008287 業務対応力と提案力アップによる顧客満足度向上及び顧客開拓

東京都 株式会社フシキノ 4011101059862 ホームページ製作及び海外展示会への出展による外国人顧の獲得

東京都
フィールド・マーケティング・ジャパン株式
会社

2011001065483 国内の飲食店をインスタグラムで繁盛させるための販路開拓事業

東京都 有限会社双和 7010502006231 老朽化した店舗の外観改装によるイメージアップ

東京都 株式会社オモイガネ 8011001005112 速読／自己能力開発の法人顧客開拓・新規会員増

東京都 株式会社エス・エー・アイ 7011101051032 教育事業（プログラミングスクールＳｗｉｍｍｙ）の周知活動

東京都 冨髙電子機株式会社 2011501013198 受け身の営業から、発信する営業手法への方針転換

東京都 ＲａｉｎｂｏｗＧＹＭ － 格闘家の遠隔指導つき「安・食・短」ダイエットの通信販売

東京都
デンタルヘッドセラピーインストラクター
中澤美和子

－ 歯科医院向けデンタルヘッドセラピーの販路拡大事業

東京都
株式会社ジャパン・エコノミック・マネージ
メント

9011101048919 カウンター増設による席数増加に伴う、集客数増加・新規顧客開拓

東京都 深川伊勢屋　三河島店 － 荒川の魅力発信銘菓！「あら坊もなか」の新規開発事業

東京都 ＱＯＬｄｅｓｉｇｎ株式会社 8012401032150 近隣住民へのオフライン・オンライン双方からの販路開拓

東京都 日本彫研工業株式会社 4011401007182 自動車用金型を中心とした販路開拓のためのＨＰリニューアル

東京都 株式会社Ｍｏｎ　Ｍｏｄｅｌ 9010401126319 自社ブランド商品を販売するＥＣサイト制作

東京都 株式会社スカーレット 3011401013322 ネットによる事業用不動産の掲載とホームページ制作

東京都 ＥＸ　Ｃｏａｃｈ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － 新規事業「本気で兼業・副業起業塾」のための販売促進策

東京都 株式会社こぐま総合研究所 4040001060894 こぐま便「冷凍・冷蔵便の海外発送サービス」の開始

東京都 株式会社晴レノ日スタヂオ 4011601019011 ウェブメディア『ニッポンの職人』による伝統工芸業への販路開拓

東京都 アトリエイノウエ一級建築士事務所 － 地域に根ざした設計事務所拠点の販路拡大事業

東京都 キャンドルデコーデ －

東京都 株式会社ケイジェット 4011801020470 モバイル時代に最適化した、安心感のある店づくりによる販売促進

東京都 三和システムエンジニアリング株式会社 4010401011979 ＨＰをリニューアルして創業７０年の開発ノウハウと実績をＰＲ

東京都 株式会社ピュア・メディカル 7010401038020 ＩｎｓｔａｇｒａｍｅｒとＷｅｂ接客を活用した口コミブランディング事業

東京都 高橋司法書士公認会計士事務所 － 地方の税理士不足のお悩み解消！ネット型相続の窓口で販路開拓

東京都 ｈａｉｒ　ｏｎｃｅ － ＩＴ化チラシによる認知向上と新規客開拓

東京都 株式会社クラウドテン 3010401119823 終活等を応援する「みんなのお焚き上げ事業」の広告宣伝事業

東京都 Ｔｓｔｙｌｅ（ティースタイル） －
先生のための結婚相談所に対するイメージ向上のためのブランディング強
化、積極的広報

東京都 有限会社ダブリュワークス 8010602031161 アジア未発売、独占販売輸入のランプ販路開拓

東京都 株式会社ＳＡＫＥＳｃｅｎｅ 8010401137457 ＳＩＡＬ　Ｐａｒｉｓ展示会出展を軸にしたヨーロッパへの酒類拡販

東京都 小松川園芸 － 自店のホームページ・Ｗｅｂ開設。壁紙劣化による新規張替。

東京都 ＳＰＥＡＫ　ＵＰ　英会話 － スクールパンフレットの作成と、ホームページの再構築

東京都 株式会社マツブン 6011801012045 自社企画オリジナル刺繍今治タオルの新色開発・販路開拓

東京都 齋藤龍弘税務会計事務所 － ソフトを利用した会計資料の自動収集・データ化と新規顧客の開拓

東京都 リビングリンク株式会社 3010001172058 水回りリフォーム検討シニア向けサービス提供にむけた販路開拓
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東京都
表参道鍼灸マッサージ治療室自然なか
らだ

－ 治療院の専門性を強く打ち出すことによる新規集客の獲得

東京都 アルモニイサービス株式会社 7013301035120 介護等、労働集約型事業者に「人手不足解消スキーム」を販路開拓

東京都 リフルシャッフル － Ｔｗｉｔｔｅｒを使った顧客への直接アプローチと口コミ戦略

東京都 三田理化メディカル株式会社 6010001162725 医療関連用品のＢｔｏＣ取引開始による新規顧客開拓

東京都 クラリティ株式会社 3010001187106 地域特性に特化したスポーツジム出店による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＰＡＲＣＥＬＬＥ 5011001108859 クリーニングサービス開始とインバウンド向けパンフレット作成

東京都 Ｓｕｎｄａｙ　Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ － 新規顧客獲得のための子供用マットの更新、新ホールド製品の試作

東京都 鍼灸三六九堂 －
治療院の認知度向上による新規患者の獲得、及びリピート患者数増大の実
現

東京都 株式会社ここはぐ 7011001119697 育児ストレスの軽減と幼児虐待をなくすためのサービス認知度向上

東京都 株式会社ハッカズーク 7011101081236 企業のＯＢ・ＯＧ（アルムナイ）活用を活性化するためのマーケティング活動

東京都 有限会社林健商店 7013302008281 ＢｔｏＣ向け新ブランド《愛葵ａｏｉ》の開発・販路開拓

東京都 オーブ・テック株式会社 3011401001153 新分野“健康・医療関連”専門展示会出展による販路拡大事業

東京都 株式会社ＣＹＮＥ 3010801026438 ＭｏｎｏＭａｘタイアップ広告によるブランド強化と販路拡大

東京都 ｏｆｆｉｃｅ５７ － 自社ＷＥＢサイト強化によるブランド力向上・契約締結促進

東京都 ＩＮＮＥＲＨＯＳＰＩＴＡＬＩＴＹ －
６次産業を軸とした各種プランニング事業を提供するための自社販促ＨＰ作
成

東京都 Ｅｍｕ　Ｃｌａｒｅｔ － ホームページのアプリ化による顧客とのコミュニケーション強化

東京都 株式会社オンワードアカウンティング 6010501036775 中堅以上の企業向けの、時間とコストがかかる経理業務請負の普及

東京都 Ａｋｉｂａ．ＴＶ株式会社 4010001143875 自社発行ギフトカードの電子化に伴う販売強化

東京都
社会保険労務士法人ＤＣコンサルティン
グ

6010005026232 飲食・サービス業向け人事デジタルコンテンツの販路開拓

東京都 株式会社ＧＲＥＥＮ 5010401097968 グローバル人材育成研修プログラムのプロモーション事業

東京都 株式会社シズナ 6011001010378 ビルへの看板設置による自社ブランドの販路開拓と新たな収益創造

東京都 有限会社岩夢 4013302019331 演劇『ＬＩＶＥで学ぶ』ビジネス研修と教材・コンサルタント事業

東京都 リリーブ株式会社 4010801018392
セルフマガジンで鍼灸整骨の認知度と受療率向上　訪問・往診で高齢者の
寝たきり予防と

東京都 ＲＨトラスト株式会社 2010901037484 チラシでの集客をきっかけとした新規顧客獲得の取り組み

東京都 個別学習のセルモ北池袋教室 － 新型学習塾を目指してのコンテンツ拡充とターゲットへの広報

東京都 あつみ法律事務所 － 若手女性弁護士としての強みを活かしたホームページの利活用

東京都 株式会社マイスタープロモーション 3011701020522 英語による商品販促用説明書、栞、注意書き、などの制作

東京都 有限会社エールハウス 6011402018136 ＨＰのリニューアルおよびスマホ対応による新規顧客開拓施策

東京都 株式会社Ａｖｅｔｔ本郷獣医科病院 4010001154253 幹細胞培養技術を活かした治療の効率化および認知度向上計画

東京都 マルサンアークウッド株式会社 9010601030816 自社ＷＥＢサイトリニューアルによるＳＥ構法の訴求

東京都 株式会社江東錦精社 1010601001989 日本製Ａ３サイズ用カッティングマシーン「ＫＡＴＡＮＡ」の販促

東京都 フロンティアインターナショナル株式会社 4110002032175 日本の伝統的な浴衣を着やすく楽しく！「湯かった～」の販促戦略

東京都 ＭＡＲＱＵＥＥＳ（マーキーズ） － 『ライブパフォーマンス』を異空間で実現！店舗内改装事業

東京都 株式会社キッカスアンドカンパニー 8011301021107 自社新商品の認知・販路拡大のための交通広告

東京都 ニューワールド株式会社 3290001064450 自社ブランド事業の第一弾となるｅｎｉ“エニ”の販売促進強化

東京都 スタイルテックス株式会社 8011101065304 日本のものづくりを発信！純日本製コートの販路拡大

東京都 株式会社プラチネクト 2010601052445 【脊椎セラピー　プラチナ★サロン】認知度向上プラン

東京都 おたからや錦糸町店 － 地域密着型高齢者向け出張買取事業キャンペーンチラシ

東京都 オークルーム － コワーキングスペース増設・販路拡大
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東京都 株式会社ＭＳスクエア 5010001161182 治療院のリスク管理・経営サポート事業の開発とその販路開拓

東京都 有限会社アイル 1011802028565 ホームページを新たに作成して地域密着の集客の強化

東京都 株式会社カネコ 9011801001004 ラッピング技術を活用した個人向け新規顧客拡大事業

東京都 株式会社ＩＰシンフォニー 3010001128241 子育て、地域活性化事業で企画・開発された独自商品等の販路開拓

東京都 ｎｉｃｏｒｉ整骨院 － 施術単価アップを実現する施術内容改善事業

東京都 ミネルバ株式会社 2011001106592 アマチュア作家向けバーチャルオフィスの販路開拓

東京都 株式会社赤川商会 5011501005234 ＣＴＩアダプターと最新顧客管理ソフト導入による売上向上策

東京都 株式会社ジェム・トラスティー 1010701020600 ジュエリーの販売チャネルの新規開拓事業

東京都 レゾンデートル株式会社 5010001156513 売上向上セミナー実施とＷｅｂシステム導入による販路開拓

東京都 株式会社Ｗｅ　Ｃａｒｅ　Ｊａｐａｎ 3010001187709
「介護の現場に通じた専門家による、高齢者向け住まい紹介サービス」の販
路拡大

東京都 ＯＹＣ株式会社 5010001128025 クラウド型印刷システムにおける有料書体オプションの構築

東京都 伊藤真樹税理士事務所 － 経理手続ルーティン化サービスの開発・販路開拓

東京都 グッドライフ合同会社 2011803001586 ルーツレゲエを広める為の親子で楽しめる参加型無料ライブの開催

東京都 シールドバリュー株式会社 3030001117011 スマートフォン向けアプリケーション開発による販路開拓

東京都 株式会社Ｍｓ　ＡＩＫＯ 8011001071591 シニア足腰サポートの為のリレー式施術の販路拡大プロジェクト

東京都 ＢＲＯＳＥＮＴ － カラーリクエストシステムを開発し卸先とデザインイメージを共有

東京都 株式会社Ｃａｒａｖｅｌｌｅ 5011001114312 レコードのマッチングサービスの開発と販路開拓

東京都 ＯＫＯＺＥ － 目黒区の地域資源を活かす誘客活動の実施

東京都 ＮＡＫＡＲＡＩ － メッキコーティング材の海外ＥＣ販売

東京都 株式会社シンチェリータ 5011301018790 遠方＆海外からのお客様を集客するためのウェブサイト制作。

東京都 株式会社ファンズファクトリー 3010001158701 中小企業のブランド力を向上させるコンサル事業の販促物制作

東京都 Ｂｅａｕｔｙ　Ｈｏｕｓｅ　Ｈａｒｕ － メイクで企業に活力！働く女性向けメイク研修拡販ブランディング

東京都 株式会社リピートアップ 4010001189514 広告出稿主向けのランディングページ・パフレット制作

東京都 株式会社フィゴー 8010901026168 外看板や販促物を活用したペット用ホテル事業の販路拡大

東京都 Ｔ・Ｎ・Ｋ合同会社 2011703001307 タブレット活用の認知症予防の新規事業で販路拡大

東京都 株式会社コンシューマーラボ 4010801027617 ＩＴを活用した専門家による不動産売却サポート事業の販売促進

東京都
株式会社フルルドレーヴ（ＳＡＫＥビストロ
Ｎａ－Ｎａ）

5011001121936 高級フレンチを安心価格でオフィスにお届け！宅配ビュッフェ事業。

東京都 小田島不動産株式会社 4010401100633 ホームページの内容充実による認知度向上及び新規顧客開拓

東京都 Ｊｅｗｅｌｒｙ　Ｐｉｒｅｅ（ジュエリーピレー） － 最先端ソフトで商品力をアップし、新規販路開拓

東京都 有限会社中むら 4010002013061 新商材の「蝋型鋳金の酒器」を国内外の飲食店へ向け新規販路開拓

東京都 有限会社ＳＯＬＯ 8011302016592 クリエイターと製作者を繋げて新商品開発及び販路開拓

東京都 有限会社力舎 7011502016170 クラウド型名刺管理システムを活用し連携営業活動の実現

東京都 ＢＯＷ － 新商品の開発とＨＰリニューアルおよび新ブランドの立ち上げ

東京都 有限会社ヴァニラ・チェアー 6011302011505 日本製タグ、広告製作。４ｗａｙスタイ開発。ホームページ改良。

東京都 株式会社ｓｔｕｄｉｏａｃｃａ 8011301023623 拡大するリノベーション市場への新製品投入とプロモーション強化

東京都 株式会社シェイカー 2011701020993 雑誌媒体でのブランドＰＲおよび新規開拓のための展示会出展

東京都 合同会社ＭＯＡＩ設計 5010803002443 ＶＲコンテンツ連動型のスーツ型体感装置の販売促進と販路開拓

東京都 ソラーレ茗荷谷整骨院 － 視力の回復施術を補完するための自動視力計導入

東京都 ＯＫＩＮＵ － ボルダリング施設向けの業務支援
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東京都 株式会社ＮＥＷＬＩＮＥ 6011501021899 販促効果を追求するマンガ広告の販路拡大と売れる仕組みづくり

東京都 合同会社カレイドスタイル 4011303002018 働く女性のためのビジネスバッグ販売のための越境ＥＣサイト構築

東京都 株式会社ロイヤルエレメント 6011001119715 会員管理機能を持つ、動画での有料講座配信サイトの開設

東京都 株式会社節句田 9010501025148 室内で簡単に花や緑を楽しむことのできる新商品「花活布」の宣伝・販促

東京都 ハッピーメーカー株式会社 9010001176136 猫カフェを活用した婚活イベントブランドの設立による販路開拓

東京都 株式会社ＧＩＧ 6010001159267 建設業の人手不足に貢献するＷＥＢ制作事業の拡大

東京都 ＭＡＳＪａｐａｎ株式会社 6010701031345 金属アレルギー対策としての新コーティング技術の販売促進事業

東京都 株式会社浜の院 2010001054298 人形町エリアでのチラシ配布と冷蔵ショーケースでの切落し販売

東京都 株式会社ジャズジャパン 3010401088960 高音質４５回転ＥＰ盤によるオーディオ市場顧客の新規販路開拓

東京都 株式会社ウィングローブ 5011801025287 カタログ配布や広告掲載による自社ブランド製品の販路拡大

東京都 株式会社ＴＳＵＫＵＭＯ 5010501035456 外国人向けメイドインジャパンビーチサンダルのアジア諸国向け拡販事業

東京都 葵プラクティス株式会社 3011601015300 腰サポーター売上最大化のための商品試作開発と広告宣伝

東京都 エレクトロ・システム株式会社 7011601001115 互換ＣＰＵ製作サービス本格立ち上げのための集客・広報事業

東京都 Ａｎｄｏｒｉｎｈａ（アンドリーニャ） － 蛇腹楽器市場拡大のためのプロモーション活動

東京都 ＡｙａａＫ － 江戸切子のカット技法を取り入れたアクセサリーの販路拡大事業

東京都 株式会社エアロスペース 8010401119579 女性の視点を活用した、遊休不動産活用アドバイス事業の広報事業

東京都 シフォンタイム合同会社 5011803001971 近隣地域及び住民へのシフォンケーキ小売り事業

東京都 ベッカライポンポン － 店頭ひさしと製氷機導入及びロゴ入りレジ袋等による販路拡大

東京都 ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ　ｓｔｕｄｉｏ　ＫＯＫＫＯＫ － 販路開拓の為の商品開発及びホームページ作成等広告宣伝事業

東京都 株式会社古谷野工務店 7011401002321 引き合い増加のためのブランディング構築とホームページの改更

東京都 株式会社ミリメーター 2010701031448 ３Ｄ技術と職人技で実現したフルオーダー靴の海外販路開拓

東京都 株式会社キーストン 2010601020071 石材用保護・保全のための当社開発商品の販売促進事業

東京都 株式会社イースターエッグ 2010401063923 証明写真撮影強化による固定顧客の増進を図るための事業

東京都 株式会社藤巧芸 8011601015428 ＥＣショップリニューアルによる、アクリル板加工品の販路拡大

東京都 三井塾 － オシャレに逆転合格を狙う高校生向け学習空間の設置・販路開拓

東京都 株式会社ＣｏｌｌｅｇｉａＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 8010401064866 会計コンサル事業の新規顧問先取得する為の販路開拓

東京都 ナニワ研磨商事株式会社 4030001112837 研磨材商品単独の日英語ホームページ作成等による販路拡大

東京都 有限会社ホクラニ・インターナショナル 8011002032056 ハワイテイストの「アロマペンダント＆アロマ」セットの販売促進

東京都 株式会社ライテンド 3011001119131
外国人留学生をターゲットにしたインターンシップの求人情報サービス「ＬＩＧ
ＨＴＥＮ

東京都 株式会社サンクスループ 9010501040353 企業・外国人の課題を捉え、マッチングを増やす販促活動

東京都 ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ　ｆｅｌｉｃｅ －
パラジェル施術によるサロンブランド価値の向上と近隣サロンとの差別化戦
略

東京都
一級建築士事務所　馬上紘一建築設計
事務所

－ 夢が叶う！建築家との家作りを身近にするためのウェブサイト制作

東京都 ブラックホールコーヒー合同会社 4011503003195 スペシャルティコーヒーの魅力を伝えライト層を獲得する事業

東京都 株式会社ｊｕｂｉｌｅｅ 3010401104379 中～深煎り焙煎コーヒー豆増産に伴う環境負荷の軽減・販路開拓

東京都 株式会社ノーマル 4010401074266 中国人顧客向け当社製品専用ＥＣサイト構築による中国への販路拡大

東京都 ＥＭスタイル株式会社 2011301023769 アイスフラワーの販路拡大とセレクト商品等の市場調査

東京都 まる宏商店 － 店舗改善とＥＣサイトの受注システム導入による入出庫管理

東京都 株式会社三角キッチン 6020001119583 デリバリーサービスで届ける「さんかく」ブランドの販路開拓

東京都 Ｈａｉｒ　Ｊｕｎｃｔｉｏｎ浪花軒 － 革新的な提供サービスの開発による美容室世代への販路開拓
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東京都 合同会社真刃 2011603002223 ３０代を中心とした女性客の来店を促すためのホームページの開設

東京都 株式会社デイドリーム・ビリーバー 3090001008584 ＩＲ事業・リゾート事業向けの業界情報誌の新規発刊

東京都 曽利社会保険労務士事務所 － ネットを活用した政治家向けサービスの構築

東京都 アンリガトウ － 新作ジュエリー開発とブランド認知拡大のための販路開拓

東京都 菜の花はりきゅう治療院 － 鍼灸院建物内で行う伝筆（つてふで）筆文字講座開催事業

東京都 グローバル親子クラブ － 女性の社会進出後押しの為の学童事業充実とキャリア支援事業開始

東京都 ぶーにゃんコミュニケーション株式会社 2011001108804 弊社開発の一つ球雪球製造機を日本全国へ売り込み計画

東京都 合同会社スミクル 6011403002196 調剤薬局における薬剤のお届けサービスによる来局者の開拓

東京都 株式会社スモークビアファクトリー 9011401020164 強み×商品×店内改装でお客様のニーズをつかむ売上拡大作戦

東京都 オンウェー株式会社 3010001069808 インドア向け新製品の開発及び新しいマーケットの開拓

東京都 株式会社両国百香堂 3010601051974 広報活動による「オリジナルブレンドハーブティー」の販路開拓

東京都 あすなろ企画株式会社 9011201010092 葬儀後の手続きと物販をメインの内容とした小冊子の制作・印刷

東京都 小田商事株式会社 4011201001071 機密データ消去サービス販促の為のＨＰリニューアル・ＷＥＢ広告

東京都 オフィスＭＩＵ － インスタリクルーティング代行サービスの販路開拓

東京都 株式会社コータロー 8010401104283 ＢＩ策定、ロゴ、パッケージ等の統一による販促強化

東京都 株式会社Ｒｅｓｅａｂｌｉｃ 4010001186552 活躍の場が欲しい高度理系人材と企業を橋渡しするサービスの確立

東京都 株式会社ＴｒａｎｓＲｅｃｏｇ 7010401134901 世界初、生産性を向上させる重ね書きメモアプリケ―ションの展開

東京都 田村公認会計士・税理士事務所 － ＨＰ開設と会計ソフト機能強化による販路開拓

東京都 株式会社フリーハンド 6010401026249 商標「快適クロー値」商品を中心に置いたＷｅｂショップの開設

東京都 ボニートジャパン株式会社 6010901037324 自家需要客数３倍増に向けた商品リーフレットの作成と展開

東京都 株式会社アセアンカービジネスキャリア 4010001181941 高度外国人材のマッチングプラットフォーム開発・販路開拓

東京都
Ｄｅｃｏｒ　ｄｅ　Ｄｅｃｏｒ（デコールドウデコー
ル）

－
広報強化と世界最高ステージの展示会に出展して自社特性の企画商品を発
信！

東京都 有限会社ゴーテンゼロ 1040002053033 「ヒト幹細胞培養液」配合の育毛剤・美容液のＯＥＭ開発と販売展開

東京都 有限会社ワイ・エー・エス 1010602033791 らしさの実践による中小企業事業継承支援プログラム販売促進事業

東京都 株式会社りょくけん東京 5011401016315 鼎（かなえ）をカナエル。三事業（惣菜、青果、通販）で安定成長

東京都 合同会社ナンバーツー 6010403012247 中小企業のブランド力強化を図る為の「理念づくり」事業の拡販

東京都 株式会社シクソン 2010001019417 ＴＳ光る塗装のＰＲ・営業活動

東京都
株式会社Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ　ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ　Ｓｕ
ｎ

3013303001958 京橋貸会議室を拠点とした顧客・事業・地域のネットワーク構築

東京都 ＳＵＮＬＩＴ合同会社 9013303003420 耕作放棄地を活用した農作物のＰＲ活動と販路拡大

東京都 株式会社文鳥社 7010401118912 ＰＲを活用した展示会への出展による文鳥文庫の認知の拡大

東京都 株式会社Ｎａｔｕｒｅ‘ｓ　Ｃｈｅｓｔ　Ｊａｐａｎ 1010701027785 多言語化対応新規ＷＥＢサイト制作等による販路開拓

東京都 株式会社ホリジャパン（焼鳥國よし） 6010401092431 ミシュラン★直伝！串焼きコースの外国人観光客向け販路開拓

東京都 フロンティアマーケット株式会社 2010501034246 ＢｔｏＢ版『耳勉』のサービス開始と利用促進に向けた販促活動

東京都 株式会社ジェイ・エス 5010901005067 アスリート用レッグウォーマ〔ＩＯＮＤＯＣＴＯＲ　ＳＰＯＲＴＳ〕の販路開拓

東京都 COLOMODE株式会社 8010401122608 ハンドメイアパレルの新商品導入・販売促進

東京都 Ｈｉｓカンパニーグループ株式会社 6080001021172 おしゃべりスピーカーの販路拡大のための販促用動画の制作

東京都 株式会社グローバルコントロール 9013301032033 トレーナーと利用者のマッチングサイトＨＰＣによる販路開拓

東京都 株式会社エル・エー 3010501034484 『アウトドアファン』向け『ソーラー発電バッグ』の販路開拓

東京都 ＢＬＩＳＳ　ＥＶＥＮＴＳ株式会社 5011001062016 インバウンドに向けて日本の魅力満載の婚礼「インバウンド婚」のＰＲ強化
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東京都 ＬＯＶＥ　Ｃｒａｆｔ　Ｄｅｓｉｇｎ － 入園入学グッズの生産量増、ＷＥＢ、ＳＮＳ広告にて販路拡大

東京都 ＹＡＮＯＴＡＫＡＮＯぴあの教室 － 新サービスの開始と新規雇用、ＨＰ改良による周知と集客

東京都 有限会社ｉ　ｂｅａｕｔｙ 2010002049719 トータルビューティコーディネート事業のＰＲ

東京都 コーエルテクノロジー東京オフィス － 民泊事業者のトータルサポート商品の開発と販売促進

東京都 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＮＥ 2040001013103 地方だからこそ！地域体験型消費を創出し海外からの集客増加を！

東京都 株式会社インレスタ 5010001162156 カウンセリングのキュレーションサイト構築

東京都 ＴＨＩＤＡ － 身体メンテナンス器具開発ならびに販路開拓事業

東京都 Ｖｅｌｖｅｔ　Ｇｒｏｏｖｅ合同会社 3013303002262 ＢｔｏＣの取引を実現するホームページの制作と差別化事業

東京都 有限会社ＲＥＧＡＬＯ　ＳＴＹＬＥ 4010402032801 ネット予約サイトへの掲載、及びポスティング等による販路開拓

東京都 株式会社イトーオフィスプランニング 6010401099864 地震などの災害に備えるための防災用品の販路開拓

東京都 フィオライア － ＷＥＢサイトの再構築・販売機能追加による売上拡大・利益率向上

東京都 株式会社マスターアート 4011601006521 シニア世帯を対象にした主婦目線のリノベーション企画の推進

東京都 空薫 － 地域特産菓子の企画・開発・製造事業の展開

東京都 株式会社Ｅ－バッテリー 6011801026086 ＴＳＩＮＯＶＡ電動アシスト自転車販路開拓

東京都 株式会社バランス＆チューニング 9011501021970 ｅラーニングサービスによる積極的な新規販路開拓

東京都 有限会社和紙工房栞 9013302010855 顧客分析と販路開拓ツールの構築着手

東京都 株式会社ピラニア・ツール 9011101041080 新商品の動画等を制作、ＨＰや店頭販促等に活かした販路開拓事業

東京都 ＹＫＧ株式会社 4011001099083
現代アート海外市場の中心エリアにおける販売プロモーションの重点的な展
開

東京都 株式会社ｅｐｏｃトレーディング 7011101051016 日本食材の海外輸出促進に貢献する食品輸出イベントへの出展事業

東京都 Ｇ－Ｃｈａｒｍａｎｔ － ＷＥＢサイト構築によるＡｎｄｒｏｉｄユーザー向けお洒落スマホカバー拡販事業

東京都 銀座名刺印刷合同会社 7010003021192 新規顧客獲得のためのｗｅｂサイト再構築とポスティング広告

東京都 有限会社インディーロム 9011002024647 新事業「ドリルメイト」宣伝用サンプル教材及び案内ページ作成

東京都 有限会社誠山舎 6011002031621 案内看板・ＨＰ予約システム構築による事業の円滑化と販路開拓

東京都 株式会社Ｂｕｄｄｙ 7011001100954 女性も乗れる！！ヴィンテージバイクの新規顧客開拓

東京都
株式会社ジャパンベビーシッターサービ
ス

1011601003356 多種多様なお客様のご希望に応えられるシッターを育てる事業

東京都 株式会社セシモ設計 9011601020971 海外リゾート開発関連設計受注のための、効果的Ｏ２Ｏ情報拡散

東京都 株式会社ＶｉｅＶｉｅ 4010001182626 広報活動によるペットのお世話特化型家事代行サービスの販路開拓

東京都 株式会社スマイル・フォー・ユー 2010001142508 従来型セミナーへの橋渡しとなる大規模セミナー開発と宣伝の強化

東京都 株式会社大倉 9010001125885 国内外でのブランド認知度向上及び海外市場開拓

東京都 株式会社ＧＹ 3010001175226 カフェ　ルドルフの認知度向上とテイクアウト強化で売上向上。

東京都 株式会社ユーロスポルト 5011701019637 人工氷のアイスホッケー練習場の機能強化と陳列棚の増設

東京都 株式会社Ｙｅｉｓａｉ 5010401115168 Ａ５ランク和牛の訴求力アップによる、客単価向上と外国人顧客開拓

東京都 株式会社ミツギプリント 3011301006871 脱一社依存！一般向けホームページ新設による販路拡大

東京都 株式会社アスラボ 1011001110331 アスラボ事業の認知拡大を図るパンフレット制作による販促活動

東京都 株式会社ラボ・リアンテ 1010401113423 最先端の研究を活かした背中ケア製品の開発・販路開発

東京都 四ツ木製麺所 － 安心安全！大江戸天ぷらの開発・販路開拓

東京都 アルブル・ド・ヴィ － フレンチ惣菜「世田谷プレミアム・デリカ」の開発と販売

東京都 株式会社インフィニットルミナス 2010001083553 「外国人観光客向け、日本のお土産品（相撲グッズ）開発周知事業

東京都 株式会社Ｏ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 5011001063253 販売代理部門での外国人留学生へ向けた日本国内ＳＩＭカードの顧客開拓
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東京都 株式会社ｒｉｃｈ　ｍｉｎｄ 1011101068420 新メニュー開発と店内改装をホームページでＰＲして新規顧客開拓

東京都 株式会社ＳＩＴ 9010701033289 新規顧客を獲得する為の店内改装

東京都 ＭＫＤクリエーション株式会社 1010401138247 リフォーム情報誌を中心とした販路拡大事業

東京都 株式会社ライフパートナー 4010901022336 婚活・恋活者向けノウハウ本の電子書籍制作・販売

東京都 ヒカリコンサルティング株式会社 2010001106652 新規開校した個別指導塾「テスト対策特別講座」の認知拡大事業

東京都 行政書士シーガル事務所 － 新成功報酬型在留資格取得業務のＨＰによる周知を通じた販路拡大

東京都 株式会社ＮＥＸＴＯＵＲ 8010401121543 訪日旅行者向け　多言語音声ガイドシステムの導入と販路拡大

東京都 株式会社まち実践社 7010001150927 地域振興に資する小売店舗の充実と地域商社の企画・実施

東京都 ｔｏｍｏｋｏ － お客様紹介ツール（Ｗｅｂ、ＤＭ、チラシ）の充実による売上げ拡大

東京都 エスエルアール株式会社 2010001181101 新サービス「自身で姿勢を整え維持する学習」新規顧客開拓

東京都 アカシデカフェ － 石臼挽きの本格お抹茶を都内の北欧風カフェで気楽に体験する事業

東京都 株式会社トキワ 7010001094439 自社ＥＣサイトの成約率を高める為の動画制作

東京都 有限会社内田青果店 9011602001302 青果デリバリーサービスによる販路開拓

東京都 Ｄｅａｒ　ｍｏｍ － ママ向け妊活・産後サロンの店舗拡大に向けた土台を作る取組み

東京都 有限会社サイバープラス 2011602011638 販売営業日、陳列箇所、製造数の増加、安全対策、環境改善

東京都 ソフィア株式会社 6011101027859 イスラム圏を対象としたインバウンド・アウトバウンド　拡大事業

東京都 株式会社エニィ 8011401013623 順番待ちシステムどこでもマテルの販路拡大

東京都 ＳＣＷ　Ｔｏｋｙｏ － 士業・専門業種特化型の動画・映像マーケット開拓ＰＲ事業

東京都 ｋｅｂａｂ　ｃａｆｅ　Ｅｒｔｕｇｒｕｌ － 情報発信型ＨＰ作成により既存客の囲い込みと新規顧客獲得及び物販売上

東京都 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｌｉｆｅ 3011201018629 路面店への移転に伴う接客機能充実と集客活動による新規顧客開拓

東京都 税理士法人フォルテシア 1011705001347 ６０歳以上経営者への事業承継事業と後継者への経営戦略塾の展開

東京都 カザト株式会社 2011401001352 ホームページと連携システムによる取引件数増加と業務の効率化

東京都 リマリマヨガスタジオ － 自社ブランドの開発と来店促進活動による継続率向上事業

東京都 ＳｅｌｆＣｒｅａｔｉｖｅ合同会社 9011003005992 自社製品の販売を行うための自社メディアコマースサイト制作事業

東京都 株式会社ウルトラマリン 3011101071133 ドローンを駆使した撮影映像を使った宣伝で販路開拓に繋げる

東京都 株式会社ａｎｃｏ 8010001171765 商品のブランド価値を高めるためのオリジナルパッケージ開発

東京都 株式会社糖質オフマルシェ 3013301040116 糖質オフ食品を食べれるコミュニケーションスペースの設置

東京都 スポーツ・ローカル・アクト株式会社 5010001188119 スポーツふるさと納税　Ｗｅｂプラットフォームのユーザー拡大施策

東京都 リバティーン株式会社 5010401128938 ニーズを形にするオリジナルビールの製造に向けた整備事業

東京都 ビーンスプラウト － 小学生向けプログラミング教室の販路開拓

東京都 ＺＥＮ株式会社 7010001145027 中小企業向けのシステム導入および情報セキュリティの強化事業

東京都 Ｒｏｃｃａ＿Ｒｏｃｃａ（ロッカロッカ） － 法人需要誘導型ホームページ作成による、人脈を活用した販路開拓

東京都 株式会社樺沢心理学研究所 7011601013399 オンラインサロン「樺沢塾」のマンガＬＰ制作による販路開拓

東京都 アン　デザインズ － ジュエリーの商品開発、販路開拓、双方を実現する溶接機の導入

東京都 株式会社ケイワールド 3011801025058 レンタルスタジオＨＰ統合による集客力向上

東京都 有限会社ナックワン 2011402018791 新商品ＰＲの為のホームページリニューアル

東京都 株式会社北澤書店 6010001014513 内装工事による新規顧客獲得

東京都 株式会社スタジオハル 1011301008606 新規事業サービス『ｐｉｎｔｏ』の新商品のプロモーション

東京都 株式会社ｔｕｒｅ 3013201015003 地元愛や和のテイスト等コンセプト重視のオリジナル商品の販促
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東京都 東和商事株式会社 3013301008716 機能性繊維素材の雑貨とケア製品開発と国内・海外販売

東京都 和酒処　純吟 － 地域の皆さまへの認知アップと居心地の良さ向上のための店舗改修

東京都 株式会社カラエ 3010601050308 ＱＲコードシステム開発・予約システム・ライン英会話の販路開拓

東京都 ３７度株式会社 7010001136001 水素発生化粧品および既存健康食品の認知度向上に向けた取り組み

東京都 遠田鍼灸院 － ＨＰやタウンプラスによる和体験プランの広告と鍼灸院の改装

東京都 株式会社Ｈｏｎｏ－Ｈｏｎｏ 3010001180184 「美容による若々しさ」へのトータルソリューション

東京都 Ｃｏｎｆｉｌｌ － スピーチコンサルティングサービス開発に向けた顧客開拓

東京都 水研クリエイト株式会社 9011501002302 強みを活かし事業シフト、ニーズを捕えたオリジナルビール造り

東京都 有限会社ヴィルゴビール 1010602027496 ブランド力向上と販路開拓を目的としたカーラッピング実施事業

東京都 株式会社Ｋ－ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 8011001052939 缶バッチ作成サービスの開発・販路開拓

東京都 みなみ刺繍 － みなみ刺繍

東京都 忍者プロダクション － 企業の集客と経営課題解決のための動画ソリューション事業

東京都 ｃｏｒｎｅｉｌｌｅ － オリジナル食器の開発、販路開拓

東京都 康氏漢方 － 「康氏漢方」の効用の周知徹底によるブランド化と顧客開拓

東京都 Ｂａｂｙｄｏｏｒ株式会社 7013301040509 Ｂａｂｙｄｏｏｒ認知度向上のためのインターネット広告費

東京都 武楽座 － 国内及びインバウンド向け武楽講座、同講座のボストンテスト開催

東京都 有限会社ローノーツ 7010002041919 ネットテレビによる情報発信スタジオ開設による売上向上事業

東京都 株式会社カナリー 5011001096591 メディアとネットの活用による顧客へのゴルフブランド普及

東京都 パーフェクトワールド株式会社 2011001064452 映画・関連コンテンツの海外ＰＲイベント事業

東京都 株式会社ｎａｔｏｗａ 5010901041153 オーガニック野菜のオンライン販売と総菜店舗販売による販路開拓

東京都 株式会社フェロースタイル 3011201015254 兼業解禁により増加する「週末起業家」向け支援アプリの販路開拓

東京都 株式会社Ｍｕｓｃｌｅ　Ｄｅｌｉ 7011001113849 女性の社会進出支援と健康寿命向上により医療費を削減する事業

東京都 株式会社プラップル 4011001061976 企業研修事業・コンサルタント事業の新規展開に向けた広告物制作

東京都 酒交場ミルジ － 五島うどんと和食の魅力を訪日外国人に発信する新規顧客獲得事業

東京都 株式会社ＥＡＴＭＯＷ 5010701035685 うちｃｈｅｆプロの料理をご家庭で～新サービス開始周知販売促進

東京都 株式会社ショコラティエ川路 6010601051690 地域性の高いオリジナル和ショコラの新製品開発による販路拡大

東京都 株式会社シー・トゥ・ディ 5011301020235 企業検索・抽出Ｗｅｂサービスの販路開拓、連携先企業の発掘

東京都 Ｍａｒｃｈａｌｌｏａｋｂｏｗ －
ＩｏＴ技術のハードウェア・アジャイル開発を実現する製造コンサルティング
サービス

東京都
Ｂｅｓｐｏｋｅ　Ｓｈｏｅ　Ｗｏｒｋｓ　ｙｕｉｇｏｈａｙａ
ｎｏ

－ 新規サンプル製作とそれに伴う材料仕入れ

東京都 株式会社クィーン 8010401057878 天然白髪染めの新発売と顧客向けコミュニティサロンの運用

東京都 川崎鳥匠合同会社 4010603005630 地鶏鍋セットのインターネット販売・販路開拓

東京都 アジアインタートレード株式会社 7110001028089 規格外野菜の活用をＰＲする広告活動と生産性向上の取組み

東京都 カイテク株式会社 9011101083206 介護事業所向けの介護テクノロジー製品の紹介ポータルサイトの構築

東京都 哲学堂鍼灸院 － ホームページ全面リニューアルによるｗｅｂ経由での新規顧客開拓

東京都 有限会社サン・クリーニング 7011702004826 地域密着ハイブランド品向けクリーニングサービスの販促

東京都 株式会社コーポレートウェルネス 8010001168877 バリューマーチャンツ翻訳によるコンサルティングサービス開発

東京都 日本ビジュアルサイエンス株式会社 1011101024704 新製品「偏光イメージング装置」と「小型万能試験機」の販路開拓

東京都 有限会社旭紙工所 8013302000493 野球ノートを全国の球児に！

東京都 ＰＤｒランド株式会社 6010601046071 中小事業宿泊事業者向け外貨両替機設置とインバウンド支援事業の展開
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東京都 有限会社ヨーメイ・コーポレーション 7011202007858 レーザー刻印機によるアクセサリーへの刻印を活用した販路拡大

東京都 株式会社ユイクリエイツ 8010901031077
国際ＰＲ代行会社との契約とＥＣサイトの更新による、海外での販売促進活
動の強化事業

東京都 株式会社アクトシス 4010401091939 顧客考案の柄で衣服を制作する受注サイト構築による個人客の開拓

東京都 お好み焼き　にし － チラシポスティングおよびホテルに英語チラシ設置による新規顧客開拓

東京都 ナナイロ株式会社 7010901015320 ＡＳＥＡＮ諸国への次亜塩素酸水認知度普及活動

東京都 株式会社プロキッズ 8010501039000 地域・企業・親子の目線に寄り添ったＩＴ人材育成支援事業

東京都
東京総合会計事務所コイケ・アンド・パー
トナーズ

－ 地域に特化したリスティング広告を活用する販売促進事業

東京都 株式会社カンシンライフサービス 7010401108772 サンマリッジ集客強化事業

東京都 食彩月　ＦｏｏｄＰｌａｚｚ － 新事業商品開発に於けるプレ・コマーシャル競争で収益性を実現

東京都 株式会社永代製作所 6011801028685 工場内１階一部分のショウルーム兼店舗化による販路開拓

東京都 株式会社ＳｕｎＱ 4011001119072 プロが教える！楽しい子どもプログラミング教室事業

東京都 ＴＯＫＹＯ　ＣＨＩＮＯＩＳ　神子 － 新宿・代々木地域の認知拡大に向けたライトアップ＆広告事業

東京都 ｃｏｍｐｏｍ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 2010601050226 自社オリジナル商品「ｉｃｈｉｚｕ」の専門家・著名人を活用した販売促進

東京都 株式会社エスエーシー 8010701028918 新規機材（ＦＸおよびレーザー）導入によるクライアント開拓

東京都 ナノダックス株式会社 5011501015225 自社製品販売網構築と次期新規事業への展開

東京都 株式会社ｍｅＬｏ－ｍｅＬｏ 2011001121848 再来する集客の仕組み作り

東京都 株式会社エバーリソース 3011801032285 中小企業の下請け脱却を目的とした共有集客ポータルの立上

東京都 株式会社ユニオンサンマルロク 1010001008123 動物（馬）用整水器の販路開拓

東京都 ＬＩＮＯＭＥ株式会社 5010001186873 新商品「温漢ブースター美容液」のＷＥＢ活用による販路開拓

東京都 コロナ産業株式会社 9010501004309 老舗Ｘｍａｓライト業者のイベント需要開拓に向けたカタログ製作

東京都 葦駄天ＩＤＡＴＥＮ － 六本木に立地する新店舗の幅広い活用方法の認知度向上計画

東京都 Ｇｉｌ　Ｒｉｚ　Ｐａｄｄｙ － 新規生徒獲得を目的としたＷｅｂサイト刷新等の情報発信強化

東京都 有限会社アーキウィル石崎建築設計 4010702010267 相続対策としての相談サービスと建築設計・監理サービスの積極的展開

東京都 株式会社　Ｎ　ｓｋｅｔｃｈ 6030001092532 ＡＩ・画像解析を活用した物体追跡システムの開発及び販路開拓

東京都 株式会社ＫＮＩＴＯＬＯＧＹ 6010401138234 入院患者や施設入居者向けニット製ルームウエアの新規販路開拓

東京都 株式会社ウティル 9010001170568 ＩＰ－ＰＢＸ事業化とＰＰＣならびにターゲティング広告を使った販売促進

東京都
株式会社アルゴマーケティングソリュー
ションズ

6010001136282 ＢｔｏＢ企業向けＡＲ（拡張現実）プロモーション事業

東京都 ＰＲＯ　Ｃｌｅａｎ　誠進 － 光触媒コートと抗菌アロマの感染症対策で健康経営企業へ販路開拓

東京都 Ｒｏｕｎｄ　ＦＩＴ － 新たなコンディショニングプログラム「スポレッチ」の促進事業

東京都 ＡＶＡＮＣＬＡＳＳＩＣＯ － 実店舗７年の実績をコンテンツ化しネットショップ開発・販路開拓

東京都 株式会社ＨＯＮＵ 1010401074723 接触感染と空気感染をダブルブロックで事業拡販活動

東京都 株式会社ドクターズプライム 7010001183010 「広告宣伝による医師会員の増加、対象医師への認知拡大」

東京都 ＲＥＤＲＵＭ　ＦＩＬＭ － 「高品質で割安な映像制作」の認知度向上による新規顧客開拓

東京都 ワインテリア － 持ち込みワイン文化を利用した地域活性化サービスの認知活動

東京都 株式会社ＴＯＫＹＯＪＰ 1010001178759 海外現地文化とのマッチングを届けるサービスによる集客力強化

東京都 ＬＩＣＨＴ － 働く女性をメイクで魅力的に。ＨＰ、チラシによる新規顧客開拓。

東京都 株式会社ヘルススクラム 8013401006532 中近東での甘酒・和風調味料の認知度アップ事業

東京都 ひと・ラボ株式会社 7013301031937 関係性強化に向けた顧客管理システム導入による顧客サポート体制の整備

東京都 株式会社マイライフデザイン 3010401127999 よもぎ蒸し製品の展示ギャラリーの開店による売上拡大
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東京都 道越　雄輝 － オーガニックお弁当「カラダ想いＤＥＬＩ」の販路拡大事業。

東京都 コマースブレイン株式会社 7010001172120 店舗居抜き等ＣｔｏＣダイレクトマッチングプラットフォーム提供

東京都 有限会社キノ 3010402034220 洋服と犬服のデザインに連動した犬用グッズの開発及び販路開拓

東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｏｎｉｇｉｒｉ　Ｌａｂｏ 2010401125780 「冷凍玄米押し寿司」「冷凍玄米野菜寿司」の開発・販路開拓

東京都 株式会社エイジー 2010001185003 広報活動による自分史映像制作サービスの認知度向上及び販路開拓

東京都 有限会社かづさや質店 7011002002976 「質・買取・販売」３事業の各ターゲットに合った販促活動の強化

東京都 株式会社ワイズ技研 4011001024322 安全確保技術に関する人材育成センターの新規立ち上げ・促進

東京都 合同会社ナオアンドパートナーズ 6011003004915 女性活躍のためのメンタルケアを行う新サービスの開発と展開

東京都 株式会社セドナ 1011001052103 子育て応援コーナー併設した新店舗の開店と販売促進の実施

東京都 みはら整骨院はりきゅう院 － 安心して女性、ママが乳児、幼児と一緒に来院できる治療院を実現

東京都 株式会社パワーマグネット 7010502017591 パワーマグネット療法アカデミーの販路拡大と開拓

東京都 株式会社ケアキ 7010401129554 会員制レストランの開店と高品質ワイン保管ビジネス

東京都 福水紀夫写真事務所 － スタジオ事業（Ｔｏｍｍｙ　ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ）の店舗改装、販路開拓、作業の

東京都 Ｌｅａ　Ｌｏｕｒｄｅｓ － ＷＥＢを活用した「アトピーで困った人を助ける美容メニュー」

東京都 株式会社ブランドエイト 9010401137027 独立願望のある方に対しての、動画を使った支援事業

東京都 株式会社うその 4010601052971 英語版Ｗｅｂサイト制作による外国人向けの販路拡大

東京都 会計事務所オネスティア － 池袋地域限定の美容・飲食オーナーが喜ぶ新サービス展開

東京都 株式会社ジョージ 1010701035251 パパのやる気スイッチをＯＮ！「パパのツナギ」体験試着会！

東京都 有限会社小満津 5011302016471 ホームページの強化による客単価向上と新規顧客の開拓

東京都 向日葵設計 － 新素材を用いた新オリニギリシートの開発及びその販路開拓

東京都 パティスリー＆ブーランジェリーハル － ウィンドウ・外壁を活用したプロモーションによる認知度の向上

東京都 株式会社ＣＯＳＭＯ　ＬＩＮＫ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 7010801024025 保有特許「着せ替えキーホルダー」によるライセンス展開と収益化

東京都 株式会社シルバートン 8011001065858 スクール認知度と集客力の向上

東京都 株式会社オマツリジャパン 4011601020480 お祭り主催者向けＷｅｂサービスを広め、お祭りで日本を活性化！

東京都 株式会社ストライブ 5011201009873 日本製フォーマル商品のページ改良による販路拡大

東京都 矢野　智之 － 訪日外国人観光客向けの日本の文化体験の提供

東京都
株式会社小木野貴光アトリエ一級建築士
事務所

6011501017625 空き家に価値を！生活が豊かになる、リノベーション設計販路開拓

東京都 株式会社はやぶさ 9010401094061 施術室の室内環境改善と集客・宣伝

東京都
ＴｅａＣｅｒｅｍｏｎｙＳａｌｏｎ　ｐｒｏｄｕｃｅｄ　ｂｙ
Ｍｉｋｉｋｏ　Ｋｏｎｏ

－ 心を整える美心禅茶セットのバリエーション展開・販路開拓事業

東京都 株式会社ホリスティックジャパン 4011001109692 既存事業の海外出展と新規事業母乳育児サプリの開発販売

東京都 株式会社ネイチャ－ブリス 3011201012128 地球や私たちに優しい物作りの推進事業

東京都 岸田　洋和（ハワイ・キッズキャンプ） － 小・中学生向け「ハワイ短期英語留学プログラム」

東京都 株式会社ＶＲデザイン研究所 3011001048272 自前のＰＲ誌発行と配布による目標学生数の確保

東京都 たこえびす － ソムリエが無農薬野菜の食べ方を提案！マルシェ併設鉄板焼のＰＲ

東京都
有限会社ディープブルーコミュニケーショ
ンズ・リミテッド

5011002022811 日本酒の情報提供・追跡調査システムの構築とパリでの試飲会実施

東京都 オレンジトーキョー株式会社 7010601045163 オセアニア地域への販路開拓および商品改良

東京都 Ａｆｆｉｌｉｅｎｃｅｒ合同会社 2011103007573 サービスの有用性を活かした知名度向上による販路開拓

東京都 株式会社ＳｎａｆｋｉｎＤｅｓｉｇｎＷｏｒｋｓ 6011001118403 アシスタント美容師を短期間で即戦力となる人材に育成する事業

東京都 まめ咲 － オリジナル着物販路開拓およびブランドの確立
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東京都 株式会社アイバトル 9013301020905 台湾からの訪日客を対象としたプリペイドＳＩＭカードの顧客開拓

東京都 株式会社三旺コーポレーション 9010401010745 「タキシフォリン８８」を使用した自社商品の販路拡大

東京都 株式会社夢と情熱 2010701028584 広告による新規集客と顧客満足度の向上でリピート率向上

東京都 ＴＭコミュニケーションサービス株式会社 8011001043392 ＮＰＯ資金調達支援「お宝エイド」サービスのホームページ作成

東京都 株式会社ビジネスリノベーション 4010401120796 研修サービスのリクルート式マッチングモデルの開発と販路開拓

東京都 めじろ英語教室 － 既存生徒の満足度を上げ、　ロコミ及び　ＳＮＳ　による生徒増大の実現

東京都 株式会社スリーブイ 9011702006333 脱汎用抜型。　技術力×最新設備で新製品を全国展開する事業。

東京都 和樂マネジメント合同会社 4010603004392 地域密着型「洗濯代行サービス」のＷＥＢとチラシによる販路開拓

東京都 馳走　朧 － 特殊冷蔵庫による、製氷皿の作成ならびに鮮度のある一流料理の提供

東京都 合同会社モリタトレーディング 8011303002939
海外展示会（広州交易会等）での直接交渉。・契約のとれた輸入商品のロー
カライズ、

東京都 ＥＲＧＡＮＡ　ＤＥＳＩＧＮ － プロジェクトの認知度向上による取扱い店舗増加及び購入者増加

東京都 株式会社アルコア　杉並整骨院 5011301022082 足形状のデータ測定で健康増進状況を診る新施術法による販路開拓

東京都 合同会社麹屋三四郎酒舗本店 2010003021197 オリジナル商品「生麹大吟醸甘酒」の試飲会開催による販路開拓

東京都
株式会社ブライダルプロデュース・ピープ
ル

6140001026561 新規顧客を獲得するための「婚姻型事業承継」のＰＲ事業

東京都 元暉綜合商業服務株式会社 3010001183187 日本×マカオ　５ツ星ホテル内地域創生フェア

東京都 Ｌｉｅｎ　Ｒｉｒｅ株式会社 5010001169085 お茶産地と連携したスイーツギフトセット開発及び販路開拓

東京都 株式会社Ｂｉｊｏｕ 5010401087473 多言語化対応による「スキンケア美容」の認知度、販路拡大事業

東京都 株式会社Ｓｅａ’ｄｓ　ｍａｒａ 8010401121915 海外販路開拓に伴う展示会出展

東京都 磯崎商店 － インターネット媒体でのサービス力・情報発信力強化

東京都 株式会社ウィズクリエーション 1013301038665 新サービスの訴求と販売チャネルの多様化による販路開拓

東京都 株式会社ＬＬＢＬ 7010001187432 目に優しいブルーライト低減ＬＥＤ製品の広報・販路開拓

東京都 株式会社イコア 4010001133133 花と香りで疲れた現代人に癒しと幸せを。法人サービスの販促強化

東京都 ドン・キホーテ　藤田　Ｂａｒ － 設備投資とプロモーションによる販路開拓

東京都 ハーモニービジョン株式会社 8010401122137
①医学部入試過去問解説（ＰＤＦ形式）の販売　②ｗｅｂを使ったオンラインで
の双方向

東京都 株式会社ＤＥＣＯ　Ｌｉｆｅ 7010601042425 オンラインシステム導入で顧客数を増やす

東京都 株式会社Ｍｉｚｍ 1010001181300 つい手に取りたくなるデザイン土産による販路開拓

東京都 株式会社クラッシィインターナショナル 1010001149710 エステ×運動×整体のワンストップサービス「美容整体」の展開

東京都 株式会社ＬＩＦＥＬＯＧ 4011001115039
学校法人（小学校・中学校・高等学校・大学）の開拓のためのチラシ作成、配
布、アポ取

東京都 株式会社スペースパンダ２２ 5010001168698 インバウンド向け相撲教室をセットにした旅行手配ビジネスのＰＲ

東京都 有限会社クレセントエルデザイン 8030002004286 農家に向けた農業用ドローン講習による農業振興および地域活性化

東京都 株式会社ピハナコンサルティング 3010401097326 全国各地の日本酒とぐい呑を合わせたギフトセット開発及び販路開拓

東京都 株式会社コズミックブルー 4010401032307 オリジナルスマホ関連商品拡販のためのホームページリニューアル

東京都 有限会社八巻畳工業 4011502004731 「残留農薬０」の置き畳と工業用ミシンで作る上敷きのネット通販

東京都 有限会社ウメダフォート 1010902002125 小学生向けロボット教室・プログラミング教室講座新規開講

東京都 有限会社寿ドレス 1011802012692 日本の伝統生地を使用した高級商品のネット販売による販路開拓

東京都 株式会社ダイレクトオーダー 6010001169365 ホームページリニューアル等による新規事業の販売促進

東京都 有限会社ウスダフォトスタジオ 1010802001813 卒業袴撮影新規需要開拓

東京都 ｐａｌｅｔｔｅ　ｉｂｕ． － 病児服で子供服のバリアフリー推進化！全国展開に向けて販路拡大

東京都 株式会社Ｌｉｍｅ 9011001114721 ＩＴ技術×プロトレーナーの強みを活かした無料相談による販路開拓
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東京都 Ｔｏｄｏｓ（トドス） － ＨＰリニューアルとジュエリーＣＡＤ整備による集客と販売の促進

東京都 バリュー総研合同会社 1020003009424 ２０２０年英語大学入試改革　町一番の仲間開拓プロジェクト

東京都 アプリュスセー合同会社 1010003023153 日本の若手アーティストの海外進出プロモーション事業

東京都 株式会社Ｓａｃｃｏ 5011001106945 営業体制強化のための学生募集メディアツールの立ち上げ

東京都 株式会社ＷＡＢＩ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 7010801027093 新規事業：『ＳＡＫＥ販促パッケージ』の立上げ・顧客開拓

東京都 株式会社ＴＩＭＥＬＥＳＳ　ＳＴＹＬＥ 5010001161983 お客様にワクワク感を提供し続ける住まいのトータルデザイン戦略

東京都 株式会社なりきよ 8020001099122 パコタイズ製法を使ったオリジナルソースの試作・開発

東京都 月島ほけん整骨院 － 動画を活用した、アスリート向け整骨院プロモーション活動

東京都 なかがわ行政書士事務所 － 障害者の活躍の場を増やすための障害者就労促進事業

東京都 株式会社ライブリッツ・アンド・カンパニー 7020001090073 経営教育コンテンツの紹介用ランディングページ開発事業

東京都 レディスファッション　ＫＡＷＡＩ － 高齢者に特化したＥＣサイト開設等による新しい販売方法

東京都 Ｃｏ－Ｇｒｏｗｔｈ株式会社 9010001143111 トレーニングシステム・リフレクトルの顧客開拓、販促ツール整備

東京都 株式会社エスティサービス 4011501012751 多店舗展開を実現するスチームコンベクションオーブン導入

東京都 株式会社クラッセ 6010001125707 コミュニティＦＭ局向け「原稿自動読み上げシステム」の販促

東京都 ビジネス会計アカデミー － 簡単に「財務」を使いこなせる財務アカデミーのＰＲ強化

東京都 株式会社ブリランテ 5011001068681 ワイン事業中期販売倍増計画

東京都 合同会社Ｇ＆Ｎ 7011003008444 ＩＣＴ・クラウドを利用した遠隔経営支援による商圏の拡大

東京都 リフ株式会社 6011101075296 ＡＩによるＩＴ人材・案件の自動マッチングツールの拡販事業

東京都 株式会社ｔｒｉｐｌｅ－ｙ 6011601021080 低コスト高品質な高所ロープ作業をＰＲするためのＳＥＯ対策

東京都 今野　拓也 － ＩＭＣ統一戦略・近隣地域へのポスティングをベースにした新規顧客計画

東京都 美術Ａｃａｄｅｍｙ＆Ｓｃｈｏｏｌ － フィールドワークの更なる販路開拓と顧客満足度の向上

東京都 株式会社ＮｏｎｅＢｏｘ 6013301038735 大学生限定の街コン「学生コン」の３都市展開用ＬＰ製作とＰＲ

東京都 ＵＰＦセキュリティー株式会社 8010001177382 情報セキュリティー商材に特化した営業支援サービスの拡販

東京都 社会保険労務士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ 8013305002272 設立間もない法人への社会保険手続き・助成金まるごと支援事業

東京都 有限会社醍醐 4010802008343 ＱＲコード多国語翻訳システムによる外国人顧客の獲得と固定化

東京都 株式会社ＪＤＭ 1010401123414 飼い主様のペットライフ全般を支援する情報サイトの開設

東京都 キタガワ理容室 － 広報事業強化による販路開拓と環境改善による顧客満足度向上

東京都 株式会社食品企画 7011001042445 東京発、明日葉を使った健康的な「明日葉カレー」の販促直売

東京都 株式会社Ｐｈｏｎｅ　Ｔｅａｃｈｅｒ 8010001159744 合格保証付き資格試験取得コースのための研究開発・販路開拓

東京都 スタディＰＣネット十条校 － タブレットを活用した高齢者向けの認知症予防新規講座開講

東京都 株式会社マルベリー 8010401128869 雑誌掲載とインターネットショップ連動による販路拡大事業

東京都 株式会社カティサーク 8010001117322 コインランドリーの安心感とお役立ち情報発信による顧客拡大

東京都 株式会社インタープライズ 2011801017064 建築用、妊婦用アイディア商品の開発・販路開拓

東京都 株式会社インデックスジャパン 3012401022718 不動産会社向けホームぺージの新商品開発及び販路拡大

東京都 ナユタ行政書士事務所 －
ドローンの世界を広げる！個人ユーザー向け”ライト飛行プランサービス”の
提供

東京都 ＯＨＡＮＡ税理士事務所 － アナログインテリジェンス（ＡＩ）イメージの確立で顧客開拓ＰＪ

東京都 ＰｒｏｍｏＶｉｓｉｏｎ － ４Ｋ対応ドローンを活用した空撮サービス事業展開および販路開拓

東京都 ＡＫＩ　ＬＡＢＯ － 健康維持と美を応援！３０代後半から始める通いやすい健康維持活動

東京都 ｗｉｔｈ－Ｂ株式会社 4010701033211 小規模事業者のリソース不足を支援する、新サービスの確立
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東京都 ＡｕＢ株式会社 5011001107794 健康増進を目的とした企業向け腸内細菌活用セミナーの展開

東京都 安倍鰹節株式会社 1010801000568 鰹節製品の新規顧客獲得に向けた広報活動の取り組み

東京都 株式会社アイエスゲート 8010601030874 聴覚障がい者の方や外国人の方の医療支援システムの販路開拓

東京都 Ａｎｄ　ｔｏｄａｙ株式会社 8011001117799 自社開発商品『ママシーラー』の認知度向上のためのＰＲ活動

東京都 株式会社扶桑 8011801004263 フレキシブル冶具及びカッティングマシンによる新サービスの提供

東京都 株式会社三企 9011501006633 人と人、企業と企業の縁を結ぶ贈答品としてのおしぼり商品の新市場開拓

東京都 アロマト株式会社 8010401051708 施設の付加価値を向上する天然精油による香りサービスの提供

東京都 ママズスター － 「世田谷」ブランドを持った働くママ達の価値を販路開拓に活用

東京都 株式会社ＴＲＥＮＴＵＮＯ３１ 4011001066892 ホームページ、ＳＮＳによる訪日外国人観光客の集客

東京都 株式会社Ｓ－ｐａｌｅｔｔｅ 5011501022543 販路開拓・新規事業を行い、収益増加を目指す。

東京都 株式会社シャーク 7010001046902 新規顧客獲得、及び集客増大の実現

東京都 株式会社ＷＲＬＤ 7010901029799 伝統をこれからの日本を背負う起業家へ！妥協ゼロの高級印鑑販売

東京都 株式会社マスターズビレッジ 2010701035762 現代社会で働く企業人の心に安らぎを。心を癒すヒーリング事業

東京都 株式会社岩本製作所 4010601009253 高付加価値優勝カップ・トロフィー商品等の販路開拓

東京都 株式会社フルメタルジャケット 7011001095328 特許取得した縮毛矯正技術のプレスリリースによる集客効果

東京都 株式会社ＭＫＩ 9010601048734 店内レイアウトの改善と屋外サイン設置による集客力向上事業

東京都 株式会社トライデントコンサルティング 8010001151222 資金調達支援を主要事業に変換し創業者・承継者の販路を開拓

東京都 株式会社２１世紀工務店 9011001119539 ２１世紀型工務店のブランディング戦略

東京都 株式会社ＥＢＯＮＹＮＡＩＬＳエンタプライズ 1011501020955 ネイルスクールコース新設による販路の拡大

東京都 Ｂ’ｓカンパニー株式会社 7010801021369 髪がふんわりＬＰＳを使ったシャンプーの開発

東京都 株式会社東邦電探 7011301005102 新製品「放射能濃度計」の販売促進キャンペーンの実施

東京都 キッズクラフト － 笑顔になれるアルバム作りで地域活性化が推進する！

東京都 株式会社ゴトウ 9011301002493 クラウドによる写真整理サービスからの新規顧客開拓事業

東京都 Ｙｏｕ　ｂｅ　Ｙｏｕ株式会社 1011001120710 ＳＮＳ・イベント活用によるＡｔｌｙａメンバー増強事業

東京都 有限会社ティグレ 3010602030713 新ブランドのネットショップ展開事業

東京都 久米会計事務所 － 中小企業を支援するハブ組織向け新サービスの開始と販路開拓

東京都 株式会社オアシス 2011301001254 ホームページ更新等による集客力の強化とサービススタッフの拡充

東京都
有限会社ＳＨＩＮＯＳ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ　ＣＯ
ＭＰＡＮＹ

6011302015695 自分好みにカスタマイズできる小型真空管ギターアンプの試作品開発

東京都 竹馬合同会社 1011103007244 「風の街アゼルバイジャン」における自動車関連品の商談会事業

東京都 株式会社シニア経理財務 8010001153202 引退にはまだ早い！シニア人材をフル活用する新派遣事業

東京都 ＥａｓｙＢａｌｌｅｔ － 「怪我無く上達できる本物のバレエをオンラインで生徒増加販路開拓」

東京都 株式会社シーユー 2010001183741 被災時でも平常稼動させるデータベース製品の販路開拓

東京都 合同会社やなぎや 3010803001174 メーカー専売下着店から脱却～セレクトショップ化による販売促進

東京都 株式会社ＮＩＣＯ 3010601048351 新研修（ココロの健康＆ＥＳＨＳ定期診断）開発と販路開拓

東京都 株式会社Ｄｅｎｔａｌｕｘｅ 5010401129192 女性歯科医考案のオリジナルオーラルケア製品の海外販路開拓

東京都 有限会社古味デザイン事務所 6011102022009 着物の良さを伝えるコレクションブック製作スタジオの宣伝活動

東京都 有限会社マッスルパワーズ 7010902024626 放映後、毎回売り切れるＴＶ通販商品を卸商品としてリニューアル

東京都 ＲＩＹＵＣＯ － 見やすく手に取りやすい売場づくりとＰＲ活動による売上向上

東京都 株式会社家レボリューション 6011101082689 不動産賃貸仲介における無人内覧サービスへの販路開拓事業
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東京都 株式会社タマ 5010701033235 「ＴＡＭＡ」ブランドのトータルブランディング事業（仮称）

東京都 ＴＯＵＤＡ　ＡＹＡＫＯデザイン事務所 － 新素材を使用したベビー用品の販路開拓

東京都 株式会社Ｍ’ｓ　ＣＲＥＷ 6010001189074 複数の広告媒体利用による販路開拓

東京都 有限会社ファクタスデザイン 8011302015495 有限会社ファクタスデザイン杉並ギャラリー店舗新設工事

東京都 横沢ローラ － 商業用楽曲制作の認知と販売促進

東京都 株式会社ＨＡＮＡ 9011401013572 子供用商品の開発及び販売サイトのリニューアル

東京都 株式会社Ｆｏｒｔｕｎｅ１ 1011101082017 帝王学と経営学を応用した事業環境診断サイトによる販路開拓事業

東京都 株式会社ティーアイサポート 6011201020144 ＨＰや会社案内資料での認知度向上による、新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＴＯＭＯＮＡＲＩ 5010901033984 Ｙｏｕ－ｔｕｂｅとＳＮＳを使用した商品の魅力発信動画を制作

東京都 株式会社市原 2010001037451 伝統技術を活用した、パーソナルオーダー傘のネット販売

東京都 株式会社マミーズスマイル 7011301018095 産休育休明けママ向け「職場復帰サポートシッター」の販売促進

東京都 ＫＥＩ株式会社 3010401111185 『注文増加に伴う生産システム強化＋ポップアップショップ開催』

東京都 株式会社ＳｏＬａｂｏ 3010001172339 名古屋・大阪顧客対応開始

東京都 田中博之公認会計士事務所 － 中小企業事業承継支援体制構築のためのＩＴ活用による生産性向上

東京都 コロニー株式会社 1010001189203 デジタルマーケティングによる新規事業開発支援サービスの拡大

東京都 建築照明計画株式会社 7011101001656 お客様が“訪問できるオフィス化”（改装）による販路拡大事業

東京都 日本エリアデリバリー株式会社 4010001184696 デジタル宅配システムのモデルルームによる受注拡大事業

東京都 株式会社Ｓｕｎ　＆　Ｍｏｏｎ 6011301016364 「アロマ音叉療法で生き生きライフ！女性に活躍の場と幸せを提供！」

東京都 ぴかりラボ －
小学一年生の親子に安心と安全を届ける新商品の開発による既存商品の
販路開拓

東京都 株式会社ロックビル 8011001096044 ＷＥＢを活用した採用支援まるごとパックによる人材採用支援事業

東京都 株式会社トーク 3011101013886 自社開発ソフト「カーボンアイ」の販路開拓

東京都 株式会社トータルエコサポート 9010001189105 日本初　産業廃棄物・リサイクル事業のＭ＆Ａに特化したＨＰ制作

東京都 株式会社東京丸惣 8010601021403 電動自動開閉傘「ＳＭＡＲＴ　Ｊ　ＡＵＴＯ」の開発と販路開拓

東京都 株式会社ＳＬｉＣ 4010702004442 防虫忌避商材の害虫駆除対策商品のスリランカにおける販路開拓

東京都 ペットカンパニーパイン － 犬の幼稚園開校及び他買物弱者向けへの販路開拓

東京都 シティモバイル株式会社 8010001129680 レシポンシブＷＥＢデザインよる不動産広告の適正化

東京都 株式会社ルクリエ 2011101076166 ＩＴを活用した発達障害児療育支援事業の推進

東京都 なでしこＴＯＫＹＯ株式会社 8030001105440 戦略的ＷＥＢマーケティングによるキャリーウーマンのブランド化

東京都 バッカ株式会社 1011601019690 窯と囲炉裏の火を使った料理と飲料の拡充による顧客満足度向上

東京都 株式会社江角商事 9010001137617 上質な味と雰囲気を求める顧客の開拓による客数・客単価のアップ

東京都 ランドポート株式会社 6010001031954 ソーラーパフミニの開発、ソーラーパフ改良による販路拡大

東京都 株式会社ケースオクロック 2011001116542 東京ギフトショー出展による「ＷＡＹＬＬＹ」の販路拡販

東京都 株式会社ビジネスストラテジー 3010001183179 オンライン動画広告事業「動画広告ネット」の新規販路開拓

東京都 グラン　アルブル － 施術メニュー増加による新規顧客層開拓

東京都 スパトレ － 販路拡大のためのサービスサイトデザイン改修および広告出稿

東京都 ホットモブ・ジャパン株式会社 5010401108592 香港へのインバウンドプロモーション事業の認知度向上・販路開拓

東京都 有限会社リトルバード教育研究所 3010002051954 新規販路開拓（集客）の為のインターネット広告及びサイトの改善

東京都 株式会社アクシスプランニングジャパン 5010401125415 日本酒・梅酒、認知度向上の為のバンクーバー酒Ｆｅｓｔへの参加

東京都 株式会社エニー・シー 9010501028357 スマホで動画視聴が可能な販路開拓ツールの作成
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東京都 株式会社リノーズ 7011001072376 障害者が車椅子のまま簡単に着られる画期的振袖、留袖着物の開発

東京都 Ｅｆｙｅｅｓ株式会社 5011001116671 社員の自主性がアップするコーチング、飲み会研修等の販路拡大

東京都 おいしいや　かわいいや － 企業向けバースデーケーキ配達サービス事業の販路開拓

東京都 株式会社Ｂｕｚｚｒｅａｃｈ 3011001117069 被験者直接募集システムの事業化による新薬治験革命

東京都 株式会社プライドオブジャパン 3011301023280 手漉き和紙の情報収集、及びグローバル販路開拓キャラバン

東京都 株式会社ｍｕｓｕｂｙ 8011301023342 伝統工芸品のプロデュース及び海外販売支援

東京都 糸井会計事務所 － クラウドシステムを活用した税務会計顧問サービスの普及

東京都 有限会社星田 7010002027166 「４０代以上の女性のための」レンタルサロン事業

東京都 株式会社リジェネレーション 4011101081668 バックエンド商品の決済サービス

東京都 ｇｒｅｅｎｔｅｎａ － 日本茶をコンセプトとした家庭料理のお店「い寿み」の販促活動

東京都 ＭＪＣ　ｄａｎｃｅ　ｃｏｍｐａｎｙ － チラシ配布で新規顧客獲得及びスタジオ設備充実で顧客満足度向上

東京都
センジュヒューマンデザインワークス有限
会社

6011302011224 次期経営者層向けマネジメント情報発信サイトによる販路開拓事業

東京都 株式会社カラダスイッチ医学研究所 1040001102419 「ＪＩＴＡＮＢＯＤＹ」のブランド化・ＦＣ展開用販促ツール制作

東京都 有限会社ブラックヘアージャンボ 4011502015159 オリジナル商品製作で販路拡大と店内外設備充実で顧客満足度向上

東京都 株式会社アチーブ 6012301010803 シニア世代向けたるみ目や眼瞼下垂予防商品の開発と販売

東京都 ＳｍｉｌｅＢｏｘ．ｊｐ － 海外展示会の自主開催：漆器ｘ日本酒ｘいけ花のセミナー・展示会

東京都 プロビティ・グローバルサーチ株式会社 2010401100437 高度外国人人材・日本人グローバル人材紹介の拡販

東京都 Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ株式会社 5013201018425 看板商品のブランド力アップによる新販路開拓と収益体制の強化

東京都 株式会社ＣＡＮＯＰＵＳ 8011001097265 マンガ・アニメ・ゲームの情報を発信するＷＥＢメディア「ＭＡＧ」運営

東京都 合同会社ｍｉｙａｓｈｉ．ｃｏｍ 4010703002750 アートチョコの店としてブランド価値向上による集客力強化

東京都 株式会社セブン・シーズ 1010601050425 香港食品展示会へ出展し、日本食をアジアへ輸出する。

東京都
グランド・システム・コンサルタンツ株式会
社

7010001111631 ナースコール呼出しシステムのタブレット化

東京都 シャベリーズ　丸山　久美子 － 生放送動画配信を活用した「あがり症対策コンテンツ」の販路拡大

東京都 ＫＡＴＡｒｃｈ．方建築設計室 － セミナーによる認知拡大で顧客を開拓！住宅受注増大を目指す！！

東京都 株式会社リポグラム 2011101051524 新契約型スタイル「クリエイティブパートナー」認知と販路開拓

東京都 合同会社イージーモード 7010403009416 水で書いても消えない半紙の開発・広報活動

東京都 なんば鍼灸院整骨院 － 細胞ナノスキャンメタトロン（ＭＴＲ）による地域健康の促進

東京都 株式会社ユニランス 4010501036447 海外レストラン向け飲食店向け、食器台所用品販売サイトの構築

東京都 Ｍ・Ａカマクラバレエスタジオ － 高齢者の健康促進を図る健康バレエ教室並びに広報事業

東京都 株式会社サンカーベ 3011801024860 自社ブランドｙｏｈａｋｕのモノづくりの視覚化

東京都 株式会社ツー・スリー 8011101071987 大学のキャンパスを使用した子どもカルチャースクールの開催

東京都 有限会社粉川 6010002037579 こんなに使える「おろし大根」特選２５メニューブック

東京都 女子ＷＥＢ塾 － 持っている資格を活かして起業する女性を支援する！プロジェクト

東京都 ＮＳＩ株式会社 6010001089084 次世代高機能監視カメラの試作・販路開拓

東京都 株式会社トリニテ　ジャパン 2010001124712 リピート顧客倍増化の為の顧客管理システムと販促ツールの開発

東京都 株式会社ＳＴＥＰ　ＢＡＲＢＥＲＳ 7010801026277 理容離れをＳＴＯＰ！理容の活力アップ、ファミリー層へアピール作戦

東京都 株式会社トーイングウーマン 6010001174935 バックオフィスを必要なお客様に届け、子育ママに仕事を増やす

東京都 株式会社ｋｕｍａｊｏｉ 2010001149040 海外ＥＣモール内ショップへのリピート強化及び新規顧客の開拓

東京都 株式会社マイクリエイト 9010001169032 女性向け商品・サービスを扱う企業向けマッチング事業の推進
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東京都 Ｓｙｌｐｈ － 自主開催リサイタルの販促活動推進による売上の拡大

東京都 イシマサ・インダストリィ － 最新３Ｄプリンター導入による模型のクォリティアップ

東京都 ＴＡＲＡ． － ＨＰ等を通じた認知拡大による、直接取引となる顧客の拡大

東京都 アルーク株式会社 8010401130643 広告ＰＲホームページの開設による営業の効率化と新規顧客の獲得

東京都 ＨＯＬＹ　ＣＲＡＰ！ － 東京足立区から「ワクワク」を発信する靴工場併設ショップの開店

東京都 てわたしブックス － 書店・顧客・地域創成人材との関係構築による販路拡大

東京都 株式会社Ｐｉｅｚｏ　Ｓｏｎｉｃ 7010901041234 新商品の開発にあたって必要な３次元造形機の購入

東京都 ＰＲＯ　ＢＲＡＩＤＥＲＳ合同会社 5011503001999 通信コースの開講及び設備の充実による販路拡大と顧客満足度向上

東京都 株式会社しあわせ 5011801023654 ９００円とこやの地域認知活動

東京都 株式会社Ｔｒａｖｅｌ９８Ｊａｐａｎ 6010601051154 インターネットによる広告集客の拡大とインバウンド越境ＥＣの開発

東京都 株式会社麻婆社 6011501023581 もっと個が輝ける世の中を！販促強化によるタレント育成事業拡大

東京都 合同会社ＰＬＵＳ　ＧＥＡＲ 3010903004300 「音楽家のセルフプロモーションを実現できるウェブサービスＦｉｔｔａ（フィッタ）」

東京都 有限会社フラットアイランド 1010902013527 訪問マッサージで脳梗塞のリハビリ不足を解消するプロジェクト

東京都 株式会社精華堂霰総本舗 2010601003282 機能性米菓の開発と専用Ｗｅｂページ開設との連動による売上拡大事業

東京都 株式会社ヘカトンケイル 3011401017034 ３パターンの切替式ＷＥＢサイトの新規構築による販路開拓

東京都 ＭＡＲＥ － ヘアスタイリングとオーダーファッションのワンストップカスタマイズサービス

東京都 トップスター株式会社 5011001109403 美容サロンの美容商品リピートを促進する店販システムの拡販

東京都 ｋｉ．ｈａ．ｄａ － 常連顧客向け施術スクーリングと、高付加価値施術原料の販売事業

東京都 アットコンシェル － フィリピン人中心の外国人就労ビザ申請支援事業コンサルティング

東京都 株式会社バークス環境 6020001061166 湿式外断熱で唯一の国交省認定、不燃湿式外断熱システム拡販展開

東京都 レアルコンサルティング株式会社 8011101056402 地方のリゾート物件・旅館物件を有効活用する地方活性化事業

東京都 株式会社Ａ－１ＰＲＯＪＥＣＴ 1010001172869 働くことを諦めない！自宅で開業できる「収入を生む住宅」事業

東京都 株式会社マーサリー 3020001096124 営業活動の時間を生み出す「画像ＡＩ処理サービス」の拡販事業

東京都 株式会社Ｂ．Ｒ．Ｊａｐａｎ 9040003007402 地場不動産会社の価値を高めるコンサル事業進出を支援する取組

東京都 ＯｙｓｔｅｒＣｏｍｐａｎｙ株式会社 6010001183705 訪日外国人用専門サイト構築によるインバウンド需要促進事業

東京都 株式会社シャイン総研 8010001145736 ＷＥＢセミナーで見込客フォローシステムを活用した新規顧客開拓

東京都 株式会社ＴＹＫ 5010401086426 ＩＴを活用した「通信販売強化」と「外国人旅行客」の取り込み

東京都 バリーズ株式会社 2010401115526 旅好き女性１０万人を繋ぐＯ２Ｏイベント開催によるユーザー獲得

東京都 株式会社グローバルダイヤモンド 2010401008614 ものづくり現場のエンジニアがアクセスできる営業ツールの構築

東京都 二宮清ダンスアカデミー － 社交ダンスの魅力と世界観を一般人に体感してもらうスクール

東京都 Ｆ＆ＭＯＫＥＩ株式会社 2010001135164 ３年後海外売上９５％ＵＰ目指す鉄道模型海外情報発信事業

東京都 有限会社創 3011002009208 音声明瞭化システムによる「聴こえの悩み」改善事業

東京都 博心堂整骨院 － １６年目の整骨院が地域の健康のために行う販路開拓

東京都 株式会社フォルッツァ 2010001028178 「どらいなっとう」のアジア圏販路拡大と国内売上げ拡大施策

東京都 合同会社Ｔｒｕｓｔ　Ｃｏｎｎｅｃｔ 1010503004917 「ちょっと機械は苦手」な主婦・高齢者のスマホ切替促進の取組み

東京都 株式会社ＳＴＡＲ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ＬＡＢ 1010001185706 医療従事者向けカウンセリングサービスの認知活動

東京都 株式会社ジー・エスエス 7010401036338 中古ベンツ排気ガス浄化装置開発、国交省排気ガス検査認定取得

東京都 株式会社ＳＡＭＵＲＩＳＥ 7010701034743 新サービス開始に伴う新たな販促用ＰＲ（ｗｅｂサイト更新・作成）

東京都 株式会社洋生堂 3010001180291 上海イベントを通じて上海との経済文化交流事業
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東京都 株式会社ブランディングジャパン 8180001115400 ベトナムジャパンフェアーを通じてベトナムとの経済文化交流事業

東京都 有限会社アイポーラ 3010002006883 法人顧客を増やすためのマーケティング提案能力・ツールの強化

東京都 瓦．Ｔｏｋｙｏ － 瓦．Ｔｏｋｙｏへの外国人顧客の集客と、店舗業務効率化

東京都 株式会社ＨＡＮＤＳ．Ａｒｃ 7011301012833 ３次元ＣＡＤによるプレゼンテーションの品質とスピードの向上

東京都 まちひとこと総合計画室 －
「人材発掘の仕組み」の開発とその販路推進に係る、「ご近所大学うなどこ
キャンパス」

東京都 株式会社アーバンスタイルピクニック 4010401136066 販路開拓のための当社ＨＰにおけるキャンペーンサイト立ち上げ

東京都 株式会社サクラベッツ 3011701011174 イヌ・ネコの歯科診療強化とエキゾチックペットの診療強化による売上拡大

東京都 有限会社京文社 3010002001819 高齢富裕層のための自分史等高級自費出版の開発・販路拡大

東京都 株式会社パイナップル 3010701027049 ＩＴ化に向けたフラワービジネスのマーケティング強化事業

東京都 株式会社ＪＴＯＫ 5010601046477 『ウェブ情報充実とパンフレットによるブランド価値向上と販路拡大』

東京都 株式会社クロスステージ 5011101057700 当社のコアなファンを増やす「情報発信型ホームページ」の製作

東京都 からあげとビール － 「街ぶら観光客」をターゲットとしたテイクアウト販売の強化

東京都 Ｔｏｕｃｈ　ｆｏｒ　Ｗｏｒｌｄ － 「生活習慣がすぐ変わる健康セミナー」法人導入による販路拡大

東京都 ＩＳ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 7010401138464 自作ＨＰテンプレートを販売するサイト開設と販促による認知拡大

東京都 株式会社ポルトレ 5011001106383 新規事業の営業パンフレットとＨＰの作成による営業・販促体制の強化

東京都 株式会社新興グランド社 9011501002054 ＨＰ作成とチラシ配布による新商品スライドボードの販路開拓

東京都 株式会社３Ａ 1011501010956 建築士会、行政書士会への建築企業講習案内の広告

東京都
株式会社スマートスポーツエンターテイメ
ント

8011401017962 アスリート・スポーツ関係者に特化したキャスティングサイト

東京都 ＹＡＫＫ株式会社 7010001190320 各種ガイドラインをスマホアプリで提供

東京都 Ｔｒｙ＆Ｃｏｍｐａｎｙ合同会社 6011003007645 屋形船をテーマとしたクチコミ情報サイトの集客力強化

東京都 長塚歩税理士事務所 － 税理士によるコンシェルジュ型ワンストップサービスの販路拡大

東京都 佐渡の酒と肴　だっちゃ － 都会の路地裏隠れ家から佐渡ヶ島を応援！佐渡地酒の魅力ＰＲ大作戦

東京都 グローバルライフプランナーズ合同会社 1013303002355 ノウハウのパッケージ化と人材再教育プロジェクト

東京都 かおりメソッド － 戦略的ほったらかし教育のオンライン化で全国の働くママ達へ展開

東京都 有限会社ナル 7010002013034 訪日外国人と日本人の顧客開拓とリピート利用を促す環境の整備

東京都 株式会社アイテル 5010501024624 日本の健康志向をサポートするモリンガを世に広める事業

東京都 株式会社演舞麗夢 1010001167919 文化庁事業を学校に広め、弊社へ申請してもらう為の広報活動

東京都 笑むすび∞ － 笑むすび∞販促グッズ・ギフト強化による口コミ促進ＰＪ

東京都 鈴与工業株式会社 7011401003377
国内食品会社展開および海外展開に向けた販路開拓のためのウェブサイト
の構築

東京都 プラスワークス株式会社 7010001124410 コントローラの改良によるＬＥＤソリューション拡大基盤の確立

東京都 株式会社ゼイカイ 4011101046316 ＩＴ関連事業者を対象とした新規広告スポンサーの獲得

東京都 株式会社サンファスニングシステムズ 9010001017810 ＷＥＢ及びインターネットカタログの整備による販路拡大計画

東京都 ウィズスカラーズ株式会社 6011001097985 高齢者への老人ホーム紹介事業「ソラノイロプラス」

東京都 Ｂｌａｈ－ｚｅｈ － ＷＥＢ活用によるネイルサロンとネイルスクールの販路開拓

東京都 株式会社ファー・イースト・ネットワーク 7020001076972 再生加工が困難な複合樹脂フィルムのリサイクルの普及プロジェクト

東京都 株式会社コペル 7010401121271 新商品の研究開発及びＨＰの改定

東京都 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＢＥＲＵＮ － ＨＰの改定

東京都 キュリオステーション武蔵小山 － タブレットを活用したＩＣＴで認知症予防事業

東京都 株式会社アイシーエス 9170001000024 協会ビジネススタートアップ向け情報発信サイトによる販路開拓
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東京都 うちお行政書士事務所 －
ＡＩを搭載したタガログ語（フィリピン語）ホームページ及びＦａｃｅｂｏｏｋページ
の

東京都 株式会社Ｍ＆ＨＲＥパートナーズ 7010101012110 ＣＡＤ連動型ホームページによるビジュアル宣伝での新規顧客開拓

東京都 ティ・スクエア株式会社 2010101007461 スクール形式ビジネス研修のＨＰ・小冊子作成による販路拡大

東京都 小熊商店株式会社 2010101008708 中国武術用軽量化鞘の開発と伸縮剣・鞘の販路拡大

東京都 有限会社　割烹まつ井 1010102001828 高齢者、身体障害者や外国人が好む環境に整備して販路開拓

東京都 ミライゲート － ＷＥＢで受講できるオンライン講座ＷＥＢサイトによる販路開拓事業

東京都 スーパーチップス － ネットショップ開設による販路拡大に伴うＨＰリニューアル

東京都 Ｇｉｆｔ　Ｃｒｅａｔｅｒ － 出張遺影写真撮影事業におけるネット・チラシにて顧客開拓事業

東京都 株式会社林商会 4010101008920 地域住民とのコミュニケーション基盤強化による販路拡大

東京都 株式会社きぬぜん 3010101000944 チラシ作成・配布による販路拡大・新規顧客獲得

東京都 株式会社こころ味あじなお 5010101004605 店外流通品開発と生産者ＰＲ映像による新規顧客囲い込み

東京都 株式会社トリアド工房 5010101002781 ホームページの内容を刷新し、新たなニーズと販路を開拓する

東京都 高尾ビール株式会社 3010101012675 お客様ニーズと地域資源を結び付けた地域を巻き込む売上拡大戦略

東京都 久保金属株式会社 9011301002023 ウェブページによる異種材料接合技術ｉＭＰＡＣＴ工法の販路開拓

東京都 スケルトニクス株式会社 4011101068087 百聞は一見に如かず、スケルトニクス台湾に立つ！販路開拓ＰＪ

東京都 株式会社喜織 9010101012414 地元食材を使った新商品（バウムクーヘン）の開発・販路開拓

東京都 セリアン洋菓子店 － 販路拡大のための、看板設置（懸垂幕）、ショップカード、シール作成。

東京都 株式会社ＲＣ建設 7010101011145 「欠陥住宅の補修」「欠陥のない住宅建設」の事業化

東京都 株式会社マリズチョークアート 3010101007527 海外から生徒さんを呼び込むためのアトリエとＨＰの改善事業

東京都 株式会社セントラル電子 5010101001981 ネット通販を取入れたウエブサイトの新規構築による販路拡大

東京都 Ｌｅａｆ　Ｆａｃｔｏｒｙ － ウェブ広告掲載とカタログ製作及びＤＭ発送による新規顧客の獲得

東京都 株式会社巧塗装 6010101009933 ＨＰとチラシを利用した顧客満足度の向上と元請け施工顧客の獲得

東京都 ヘアーアルボル － 新しいサービス頭ほぐしＤＭ配布と専用ユニット増設で新規客獲得

東京都 ｚｉｐ － 新メニュー・新商品を導入して顧客開拓・既存客、失客への周知

東京都 合同会社ＦＲＡＮＫＳ 6010103001153 犬の手作りご飯の製造・配達・販路開拓

東京都 中村劇場 － 大人のための参加型朗読会への新規顧客開拓

東京都 有限会社ピースメイキング 8010102010715 地元と障害児体験ファームで育てた食材を使った新商品開発・販路開拓

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ＦＥＶＥ － 専門性ある木工旋盤ワークショップ開催とチラシによる販路拡大

東京都
ネパール家庭料理サクンタラＳｈａｋｕｎｔａｌ
Ａ

－
平成３０年度新規外販卸売事業分野進出（卸売事業）及び販路開拓・ＰＲ事
業

東京都 株式会社インサイトルーム 5010101011502 自社の新規顧客の確保に向けた広告活動

東京都 有限会社ハーベストムーン 6010102005460 ページ離脱をストップ！注文画面の改造で名入れ商品の売上拡大

東京都 Ｔｗｉｎｓ　ｃｒｅｐｅ － 販路拡大の為の広告、ＰＲ活動、及び生産性向上への取組み。

東京都 株式会社奥田染工場 2010101000730 白い布に高付加価値を加えるサンプル開発による販路拡大

東京都 株式会社Ｐ３ 8011001091672 新たな販促用ＰＲ（自社サイトのリニューアル）

東京都 マルエイクリーニング － 会員制「２４時間預かりＢＯＸ」設置による顧客の利便性追求

東京都 有限会社八興商事 9010102005540 広告宣伝の強化による「美味しいお肉」でのお客様満足のご提供

東京都 株式会社奥田建物管理 7010101007779 「住まいの町医者」を目指す営業ツール等整備による新規顧客開拓

東京都 有限会社石川美術工芸 1010102000631 個人客向けにオーダーメイドジュエリー専用のホームページ作成

東京都 西都プレス工業株式会社 2010101001935 次世代素材対応による自動車関連市場浸透に向けた販路開拓事業
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東京都 有限会社フィンランド洋菓子店 7012402017614 ホームページ再構築（Ｗｅｂ集客強化）による販売拡大

東京都 有限会社ティー・エス 3012402017279 カフェスペースでの手芸とビーズ教室の開催による女性客の増大

東京都 株式会社スリーパワーズ 2012401031414 オルチャータの真空パック保存と法人顧客への販路開拓事業

東京都 佐々木税理士事務所 － 保険会社向け相続・事業承継支援サービスによる販路拡大

東京都 タナックシステム株式会社 6012401013912 戦略商品「ＬｉｇｈｔＣｉｔｙ」、「Ｅ－Ｃａｌｃ」の開発・販路開拓

東京都 合同会社菘 4012403003277 本物の職人が作る日本料理店の認知度向上による新規顧客開拓

東京都 石井宏税理士事務所 － ホームページとロゴマークを活用した新規関与先開拓事業

東京都 株式会社Ｐｌａｎｅｔ　Ｆｉｌｍ 7012401032770 自社のホームページ内に、地域密着型のインターネットＴＶを開設

東京都 有限会社ｏｊｉｍ 6012402021864 利き顔メガネのブランディング、販売店サポートを通じた販路拡大

東京都 ＹＳＫ合同会社 6012403003028 ＷＥＢ広告を活用した一般顧客獲得、販促物での商品認知度アップ

東京都 Ｆｏｌｉｕｍ　Ｆｌｏｒｉｓ　ＴＡＫＡＲＡＺＵＫＡ － 生産効率向上の為の新商品抜き型と専用スプーンのサンプル製作

東京都 朝日株式会社 4012401018698 会社のホームページを新規企画し開設・販路開拓

東京都 ファインコンセプション株式会社 9010401110594 工事会社の経営を支援する「経営安定化対策プログラム」の開催

東京都 ぱぶ　ちんちら － 一人客の集客力増強と回転率の向上による売上高の拡大

東京都 株式会社スイベルアンドノット 7012401021187 武蔵野市初のビール醸造所『２６Ｋブルワリー』の認知向上

東京都 株式会社ＲＡＩＺＯＵ 2012401030408 液体ガラスと国産木材を組み合わせた新商品の開発

東京都 シンギ株式会社 1012401023387 新規顧客獲得のためのマーケティング自動化事業

東京都 株式会社フォレストリー 5012401024860 新規集客の為の、ＷＥＢサイトリニューアル・看板設置

東京都 ＵＮＲＥＳＳ － 高感度消費者向け、ウェブマーケティング体制の導入・構築

東京都 オオクボデザインプラス － ホームページ開設で建築コーディネートの認知度ＵＰと販路拡大

東京都 株式会社たすかけ 9012401032109 コラボリフォームの知名度・認知度の向上、集客

東京都 株式会社もしもし 6012401021428 新規事業オーダースーツ製作の認知度向上と売上拡大の為の広報

東京都 合同会社プラスベスト 7012403002821 外国人研修生に働きやすい住環境を提供するシェアハウス事業

東京都 株式会社ヘキサゴン・イー 7011601017508 ドローン及びＩｏＴ技術を利用した設備管理・販促体制の構築

東京都 東京華人財管合同会社 9012403003446 在日中国人経営者に会計・税務・ビザのことを支援する事業

東京都 有限会社聚宝堂 1012402017009 書籍の新たな販路開拓と売上の伸長を計るためのホームページ製作

東京都 合同会社ＬＬＣ茉莉花メディカル 2012403001786 新規施設及び在宅患者開拓のために「一包化薬剤」量産体制の構築

東京都 ねぎぞうデザイン － 女性向けオリジナルブランドの商品開発による新規販路の開拓

東京都 株式会社グリーンフィールドエクジマー 1012401017331 弁当配達により新たな顧客を開拓しそのリピートを強化する事業

東京都 ジェムノン合同会社 1012703000704 海外食品展示会への出展し自社加工食品の販路拡大を目指す

東京都 串吉 － 中高年向け「産直フレッシュ串揚げ」のメニュー開発と顧客開拓

東京都 有限会社スタジオ・クー 7012402020477 終活サイトの立ち上げと終活サポート事業

東京都 株式会社戸室太一建築設計室 1012401031480 ＡＲ動画活用による「幼児施設建築作品ブックレット」作成

東京都 株式会社Ｂ．Ｃ 4012401032328 １０００名のバストアップコンシェルジュを養成し１０万人を笑顔に

東京都 アストロジカ合同会社 6012403002533 世界で唯一の合羽版版画家『森義利』のＨＰで販路拡大を急ぐ！

東京都 合同会社ウエスティエンタープライズ 6012403001741 幼児・児童を対象とした絵画・図工の創作教室事業

東京都 株式会社ジル・インターナショナル 4012401022989 ル・コーゲイ御殿山本店×Ｃａｆｅオープン計画

東京都 グルテンフリー・トリーツ － グルテンフリー食品等の認知度向上による顧客開拓

東京都 株式会社モアリトル 2012401032206 近隣居住者に対する外観視認性向上による販路開拓
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東京都 株式会社セカンドギア 3012401033574 買取査定補助システム開発・導入による仕入力強化と売上拡大

東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｂｒｅａｔｈ 4012401032047 今の私たちを伝えるＨＰリニューアルと今必要な「論文塾」スタート

東京都 ソダテキカク － ＥＣサイトの構築とネット広告による集客

東京都 アキュラム － シゴトのパフォーマンスが上がる座るだけヨガの普及・販路開拓

東京都 ワイヤー株式会社 6012401031559 プロダクトデザイン提供サービスの販路拡大事業

東京都 合同会社雄飛企画 9012403002662 新規雑誌創刊に伴う販路拡大のためのサンプル版発行

東京都 ティーラ － 「女性向けの肩甲骨剥がしに特化したエステ」のプロモーション

東京都 ｅｍｏｔｉｏｎＳ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ － 「武蔵野・三鷹地域在住小学生」新規生徒獲得の為の広報強化

東京都 Ｃｈｅｌｓｅａ　Ｇｒｅｅｎ － 産後および４０代女性を対象とした新規顧客開拓による売上拡大

東京都 株式会社マジェルカ 6012401030940 障害者雑貨専門店の認知度向上による販路開拓

東京都 アスパイアネクスト株式会社 7012401016781 ベトナム人留学生向け生活情報及び不動産賃貸物件情報サイト構築

東京都 金鈴精工株式会社 5013101003527 ＡＥＣにおけるビジネス展開の端緒とする海外展示会出展事業

東京都 株式会社フューネラルプランニング 2013101006202 市民斎場を利用した低価格定額制の葬儀施行事業　販路拡大

東京都 カフェクアラ － 奥多摩カフェ、グランピング事業の販路拡大。

東京都 有限会社モリタ 8013102007367 ウインドリペアシステム導入による販路開拓

東京都 有限会社津久茂 1013102006391 －高齢者、障害者等にやさしく取りくむ事業－

東京都 テーラー内山 － 販路拡大の為のチラシ作成

東京都 株式会社ＮＰＳ日本 5013101006018 介護タクシー売上げ拡大のための高性能備品導入計画

東京都 ゆば － 地元顧客の開拓とリピーター化による営業日数増加策

東京都 井上一級建築士事務所 － 直接営業のための接客・会議スペース整備および情報発信の強化

東京都 エアシャレン － シニアセラピスト育成と認知症予防サロンの運営

東京都 和菓子　まちだ 3013102006761 工場直売店に併設Ｃａｆｅ及び２階ホール貸し出しによる集客目的の広報

東京都 アドフォクス株式会社 4013101003379 海外対応を進めたｗｅｂページへのリニューアル

東京都 有限会社米澤印刷所 5013102006958 ドローン空撮・動画撮影編集で付加価値アップ

東京都 チャイナハウスシマ － リノベーションによる高級店イメージからの脱却

東京都 有限会社やまとフードサービス 3012802000280 パーティー向けケータリング部門の確立とＩＴ活用

東京都 有限会社あしっこ 2012802010561 耳つぼダイエット施術の販路開拓

東京都 株式会社ココラッセ 8012801009194 オリジナルキャラクターを活用した告知活動による販売促進活動

東京都 株式会社ｓｏｌｖａ 2012801009927 作品コンセプトを伝えるＨＰ改修と専門サイトＰＲによる販路拡大

東京都 株式会社ガレージローライド 7012801008395 ホームページ改善による販売強化策

東京都 ８ｏ　エイトオー － 高齢外出困難者等への訪問理美容サービスの新規事業展開

東京都 やぶそば － 夜の予約宴会獲得と、宴会満足度の向上による、夜営業の販売拡大

東京都 工芸カフェ　ＲｅａＬｅｎｃｅ － Ｃａｆｅ及び工芸品販売やイベントの販路開拓

東京都 チャットイー － 子どもたちに遊びと学びを提供！「コト」から始まる販路開拓

東京都 Ｔｈａｉ　Ａｙｏｔｈａｙａ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ － ダクト設備改装と空調設備改装による快適な店内の実現

東京都 株式会社ＳＨＵＰＯＵＬ 5012801010320 「晴れの日メニュー」のＰＲとインバウンド販路開拓

東京都 株式会社Ａｎｙ　Ｄｅｓｉｇｎ 5012401021981 ホームページとパンフレット更改で一層の拡販

東京都 アワーデザイン一級建築士事務所 － ホームページ拡充・英語併記化とロゴ・名刺・パンフレット作成

東京都 有限会社劇団　貝の火 7012402014207 「ブレーメンの音楽隊」新作人形劇の制作
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東京都 学研ＣＡＩスクール東府中校 － 小学英語チラシ作成と配布、冬期講習チケット販売、校舎ＨＰ作成

東京都 流生畳店 － 顧客満足重視の販路開拓と生産性向上で持続的成長を目指す畳店

東京都 マシンビジョンライティング株式会社 4012401025620 産業検査用途向け新型ＶＩＳＡ照明（ＶＩＳＡ－Ｖ２）の市場開拓

東京都 有限会社金田工務店 2012402000748 チラシの配布等や落語会実施による自発的で積極的な販路開拓

東京都 株式会社日本軽電機製作所 3012401020382 初めての国内における顧客開拓に向けた新製品の開発

東京都 サロンドサクセス － プルーム（ヘアーオペ）、ボタニカルウェーブによる新規顧客開拓

東京都 株式会社エフセラーズ 5060001027404
「飲めば絶対に納得いただける」ワインの無料試飲会による定期販売顧客開
拓

東京都 有限会社エン・コーポレーション 9012402000444 ネット広告と紙媒体のＷエンジンで取り組む新分野の顧客開拓

東京都 合同会社ヴァンガードワン 8012403001913 介護事業所経営者向け書籍作成とセミナー開催による新規顧客獲得

東京都 株式会社森田屋 7012401001734 付加価値ある商品開発とイメージ改革による一般顧客層の拡大！！

東京都 有限会社志楽喜屋 4012402015752 日本酒マニアが集う銘酒専門居酒屋への店舗転換で新規顧客獲得

東京都 株式会社きてよかった 6012401033233 交通事故に遭い、何をしていいか分からない人に指南するＨＰ作成

東京都 Ｓｏｕｒｉｒｅ　ｓｏｉｎ　ＨＡＮＡ － ワックス脱毛設備の導入及び店販促進のための試供品の配布

東京都 寿々屋 － 日本酒と天文学イベント「酒と宇宙と」の拡大による売上向上

東京都 株式会社くぼた 8012401031020 特殊素材納体袋の全国認知と販売促進及び海洋散骨営業強化

東京都 株式会社サクラモト 7010001017985 地元シニア客集客促進のための専用ホームページ開設

東京都 有限会社中尾音楽学院 5012302005596 看板設置による認知度及びブランド力の向上と販路開拓

東京都 ＨａｉｒＭａｋｅＡＰＩＣＡＬ － 理想の育児美容師

東京都 サルビア移送サービス － 販路開拓のために「民間救急車」事業への進出をめざす。

東京都 トリートメントルームＬＯＣＡ － 施術サービスのブラッシュアップと顧客獲得の為の広告宣伝

東京都 株式会社五十嵐鰹節 2012301000287 本格だしパック、削り節の一般消費者向け直接販売の販路開拓

東京都 個別指導学院ヒーローズ町田小山校 － 街道沿いに看板及び掲示板の設置

東京都 珈琲豆処こげちゃ家 － 地域に「豊かな時間」を提供する珈琲主体の喫茶・軽食事業化

東京都 フラットーク株式会社 1021001018607 ホームページ刷新による、モバイルプロジェクターの販売拡大

東京都 合資会社木と字の神林 5012303000084 水書きグーＨＰリニューアルによる顧客開拓

東京都 株式会社ＳＯＰＩＣ 6012301008112 ＬＰとＳＮＳの活用による新顧客層へのラクパンＥＣ販売基盤構築

東京都 株式会社ディセノ 9012301011360 営業先拡大の為ＨＰの充実と作業効率化の為ＣＡＤソフト導入

東京都 こすもゼミナール － ＳＮＳ連携新ホームページによるハイレベル英語クラスの開設

東京都 ラミカリン － 販売場所を活かしたハード系パン専門店による商品世界観の発信

東京都 トータルビューティーａ．ｓｏ － 新開発くせ毛等矯正用美容所用ハサミの展示会出展と販路開拓

東京都 ピラティススタジオ　Ｌａ　ｆｏｎｔｅ － 「整体としてのピラティス」の認知度向上による集客力アップ

東京都 椎名ストレスケア研究所株式会社 6012301008070 ＹｏｕＴｕｂｅを活用して不登校の高校生を登校につなげ、売上アップ

東京都 美容室アミ － お客様の身体的負担を軽減し、シニアに最適な介護的サロンのＰＲ

東京都 ｓｔａｒ　ｅｙｅｓ － ヒーリング音楽とセルフケア・未病貢献事業の拡販

東京都 ピュアリー・ダイビングスクール － リスティング広告の強化で大規模店に負けない集客を目指す

東京都 株式会社Ａ．Ｉ．ＦＡＣＴＯＲＹ 8012301008390 『もつ屋仕込の唐揚げ』お持ち帰りサービスによる販路開拓

東京都
ＬＡＵＧＨ　ＡＮＤ　ＳＵＲＰＲＩＳＥ（からだ康
房）

－ 新規顧客獲得のための店舗屋外看板リフォーム

東京都 みのり庵　和み － 和菓子を身近に、お抹茶と楽しむ和菓子・茶道体験教室

東京都 株式会社華月 7012301000605 高齢者及びベビーカー使用女性に優しい店舗内外のバリアフリー化
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東京都 有限会社清宮工務店 2012302001532 信頼構築から受注増へ！リフォーム廃材製品化から見出す販路開拓

東京都 レディースショップ　アトリエ　ココ － ウェブでの広告やＨＰ作成により高齢者サービスを開拓する

東京都 小織ダイニング株式会社 8012301010693 新たにジャズとビュッフェのプラットフォームを創造

東京都 株式会社ＴＲＹＬ 4180002047010 ユニフォーム型クリップマグネットの開発による・販路開拓

東京都 合同会社買物お助け隊 8012303001055 高齢者向け福祉施設での出張コンビニと買い物代行の無料サービス

東京都 ハイパーアグリ株式会社 6021001045035 イオン農法を活用した稲作ビジネスモデル認知度向上事業

東京都 ブランズ株式会社 6012301008665 ＳＮＳを活用したパーソナルブランディング事業

東京都 有限会社美舟寿し 3012302007677 事業継承に向けて極小調理場の設備導入による生産性向上の取組

東京都 株式会社キューテン 8012301006865 コエンザイムＱ１０、「チラシ」で地元町田のシェアを伸ばす

東京都 イーコンサルタント － 剥がせる接着剤のサンプル作成及び販売促進

東京都 有限会社シナリーシルフ 5013402006765 マーケティングミックスの視点から考える効果的な販路開拓

東京都 株式会社ＺＩＫＩＣＯ 2012401033559 ジルコニア製品のブランド構築に適した商品の模索

東京都 菊池　廣憲 － 「ファニーシャツ」の新規サンプルとスワッチの作成と販売促進

東京都 株式会社リビングツー 2013401001695 新規顧客獲得及び新築受注獲得のための改善事業

東京都 美容室　ＣＯＺＹ － 地域Ｎｏ．１の美容室作りと顧客の高齢化による来店困難への対策

東京都 ＴＲＡＣＴＯＲ株式会社 1012401030045 フィギュア顧客対応効率向上計画

東京都 有限会社ナチュランド本舗 3013402002683 アレルギー対応ケーキの販売促進事業～卸しから小売りへの転換～

東京都 Ｃ－Ｇａｒｄｅｎ － 販促用ツールを活用したコンテンツ制作事業の販路開拓

東京都 ＩＮＡＦ － ＡＩ画像検査ソフトウェアの開発と販路開拓

東京都 合同会社レスポア・コマース 7010903002399 隠れたメイドインジャパンのファンを増やして売上げアップ！

東京都 合同会社泉力 4010003017904 「川崎北部市場から世界へ」国際輸入博覧会での国産水産物の展開

東京都 株式会社０＆９ 5011001102622 外国人宿泊客に向けた和テイストの売店へのリニューアル事業

東京都 ロードセーフティー株式会社 6010001155811 道路保安用品の販売・施工提案を行うポータルサイトの制作

東京都 マイキャン・テクノロジーズ株式会社 7010001177012 マラリア研究用血球様細胞製品の販路開拓・供給効率化

東京都
株式会社ジェー・シー・テー・オー・ジャパ
ン

8010801022548 世界の消費者とメーカーを繋ぐＨＰ作成と米国ＥＸＰＯへの参加

東京都 株式会社ＩＥＣ 4011101081271 福岡初！アンチエイジング・サラダとスムージーの販路開拓

神奈川県 株式会社Ｍｉｒｒｏｉｒ 2020001102709 ポップコーンを使用したレシピカード型パンフレット制作

神奈川県 株式会社アーカス・インズ 5010401110334 印象力アップ研修のターゲットを営業職に集中させた販売促進

神奈川県 ネクセルインターナショナル株式会社 7020001108395 ＳＮＳを活用したタイでのネット販売の広報力強化及び販売促進

神奈川県 株式会社プレッシャーポイント 7020001055365 ２０１８年下期以降の新規顧客獲得を見込んだＷｅｂ広告の出稿

神奈川県 株式会社南部ハウス 8020001058771 コスタリカ産のプレミアムコーヒー豆の流通経路開拓及び販売

神奈川県 合同会社Ｔｅｃｈｎｏ企画 9020003013492 日本製化粧品のベトナム市場への販路開拓

神奈川県 株式会社日本食品 9020001089543 国産非加熱蜂蜜製品の消費者・企業向け並びに輸出向け販売促進

神奈川県 株式会社石野製作所 8020001019427 ホームページのリニューアルによる販路開拓と業務効率化

神奈川県 株式会社Ｗｏｒｋａｎｔｓ　Ａｕｔｏ 7020001112133 ＶＲを用いた新しい販売方法の開拓・確立

神奈川県 日本ミャンマー支援機構株式会社 4020001095463 当社強みを生かしたミャンマー人新規人材紹介事業の販路開拓

神奈川県 株式会社リピーボード横浜支店 5010001161538 再生樹脂製敷板及び排水溝の園芸施設向け拡販事業

神奈川県 ほってらこ － 新規顧客の認知度及び既存顧客のリピート率向上のための販促策

神奈川県 株式会社ＣＳＳ・マーケティング 4021001031680 飲食店の利益拡大を支援する、低料金オンラインスクールの開講
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神奈川県 ｉｎｓｙｏ合同会社 2020003013409 ヘアドネーション専用個室の完備と新規客獲得ＰＲ（ＷＥＢ広告）

神奈川県 セシルビューティーハウス － 新規顧客の増強と新規カウンセリング機器導入による契約率アップ

神奈川県 株式会社きんぎょカンパニー 2020001118580 ３世代型居酒屋への店内改装と安全な刺身提供のモデル店舗化

神奈川県 人形劇団くまさん － （オーダーメイド）パントマイム公演を企業イベントに提案！

神奈川県 有限会社エフ・エイ 3020002079879 ホームページを活用した新研修コンテンツの販路開拓

神奈川県 株式会社ファランドール 8020001095807 世界初！天蚕シルク配合コスメの卸売先獲得及びＥＣサイトの充実

神奈川県
ヨコハマＳＡＳユニバーサルデザイン研究
室

－ 盲女美術家の「環境調査と知育玩具提案」のＰＲ強化事業

神奈川県 ＥＥＶａ　Ｌａｂ．（イーバ・ラボ） － ＩｏＴ技術で交通事故を予防予知

神奈川県 角屋商事株式会社 6020001019874 色彩選別工程等の内製化による全銘柄米の分つき精米の販売強化

神奈川県 有限会社すまいる 4020002019033 ホームページと広告の見直しによる住宅リフォームの顧客開拓促進

神奈川県 株式会社アースコム 3020001059642 高圧小口需要家を対象とした、省エネ対策のワンストップサービス

神奈川県 株式会社Ｌｉｇｈｔｓ　Ｌａｂｏ 8020001086938 ステンドグラス製作技術の普及と工房の事業拡大

神奈川県 株式会社ツールランド 6020001088077 大手が真似できない工具買取専門店ならではの買取強化戦略

神奈川県 株式会社ファーストステージ 8020001117461 サーバ連携型メンタルケアアプリ構築と健康経営ＩＴ企業への販促

神奈川県 株式会社ビキア 4020001124858 ＩｏＴスターターキット　ｆｏｒ　μ 　ＰＲＩＳＭ（まいくろ　ぷりずむ）の販売経路開

神奈川県 ｔｅｔｅ － 自然をモチーフとした革製品の海外進出のための開発と販路拡大

神奈川県 横浜家系ラーメン夢家 － ＳＮＳやショップカードを使った宣伝及び店舗内情報改善事業

神奈川県 ＣＯ２システムズ株式会社 4410001010358 世界初！無電源＆バッグ交換式の除菌水製造装置で除菌に革新を

神奈川県 株式会社耐震防災 5020001046465 性能アップリフォームの販路開拓

神奈川県 家と冒険 － 賃貸アパート向けリノベーション請負事業

神奈川県 キュレコ株式会社 3020001113333 オンライン会議システム活用による新規顧客増大、売上向上の実現

神奈川県 株式会社古林療育技術研究所 6020001113438 自閉症向けスケジュールボードの論文投稿支援と生活イラスト拡充

神奈川県 株式会社楽陶 3020001101239 『見せて・語りかける　百貨店の売り場作り』への改装

神奈川県 株式会社大野製作所 6020001019718 試作品製造で培った技術を活かした自動車部品製造業への販路開拓

神奈川県 社会保険労務士事務所ＯＦＦＩＣＥＢＡＮ － 離職防止・教育訓練等、多様な働き方支援ネットワークの構築

神奈川県 ローゼンボア有限会社 9020002027139 味の向上と生産性向上のため最新設備（ドゥコン）導入で売上拡大

神奈川県 株式会社アレナトーレ 9011001068819 現役日本代表選手による　神奈川県内初ラートスクールの開講

神奈川県 カーサ・デ・ラ・ディオ―サ － 県内の美容業特化型求人ポータルサイト運営開始に伴う販路開拓

神奈川県 有限会社カギの横浜ロックサービス 9020002066302 地域での防犯サービス受注拡大に向けた販売促進事業

神奈川県 有限会社オービタルエンジニアリング 8020002056353 新型真空用断熱材の国内外販路開拓

神奈川県 宇宙棋院 － 日本伝統文化である囲碁・将棋の次世代継承、海外への発信

神奈川県 株式会社櫛沢電機製作所 2020001030793 リテイルベーカリーの製パン作業工程の効率を高める溶接機の導入

神奈川県 株式会社グランド 7020001012787 お客様を惹き寄せる「万来看板」プロジェクトの展開

神奈川県 弁護士　海老名　毅 － 社会的に弱い側面をもつ創業者向け格安顧問弁護士サービス

神奈川県 有限会社鈴幸商店 6020002026829 自社製品『まぐろ漬け』の生産量拡大による更なる売上増と販路拡大

神奈川県 産後ヘルパー株式会社 8020001104435 販路拡大のための福利厚生としての法人開拓とシフトシステム導入

神奈川県 株式会社ロコっち 4020001122721 たまプラの情報を徹底的に伝えるＷｅｂメディアのアクセスアップ

神奈川県 株式会社コーケン 3020001086331 日本初、ブレーキパーツの販売による新規販路開拓と全国展開

神奈川県 Ｋｕｌｔｉｄ － ＷＥＢ店舗の改善による購入率の向上と新規・既存客への販売促進
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神奈川県 行政書士法人あおば 2020005013506 士業間ワンストップサービスを打ち出した企業ＨＰの新規作成

神奈川県 有限会社平安総合コンサルタント 1020002077505 ワンルーム向けリノベーション事業のウェブＰＲによる顧客開拓

神奈川県 ＳＯＮＯＭＡ工房 － 終の棲家として豊かに暮らすリフォームパックの考案と販路開拓

神奈川県 合同会社ＫＥＥＰＳＬＯＰＥ 4020003011443 女性の起業応援コワーキングスペースのリニューアル事業

神奈川県 マインズ・プラス － シングルマザー専用シェアハウスでのレンタルキッチン開設

神奈川県 みゆき社会保険労務士事務所 － 両立支援に力を入れたいと考える事務所にむけた販売促進事業

神奈川県 インスピレーションプードル － 英国流ペットを通じて行う家庭教育モデルの開発と普及

神奈川県 ＲＥ：ｓｔａｒｔ　ＳＰＡ － 専用機器導入や物販強化による顧客単価向上および新規顧客獲得

神奈川県 株式会社グローバルプリント 8020001105672 ＨＰの利便性向上による新規引合いの増加と営業の効率化

神奈川県 株式会社治療家ＳＳ 7020001055357 整骨院向けに最も効果的なＷＥＢ広告提案による販路開拓

神奈川県 有限会社神野電設 5020002023892 工事受注先を増やして明るい豊かな社会の実現をサポート！

神奈川県 株式会社森善 2020001024655 中央卸売市場の一般開放日での一般消費者に対する販売強化事業

神奈川県 ピラティススタジオファーレ － ピラティススタジオのポストリハビリ側面の認知度向上

神奈川県 合同会社ファインサービス 5020003010147 ＳＮＳ連動型の新規ＨＰの制作、パンフレット作成等による販路開拓

神奈川県 アーク合同会社 8020003013048 経営者向けビジネスコーチの普及と意識改革プログラムの販路開拓

神奈川県 株式会社クリアネクスト 7020001115359 柔整師×トレーナー監修　日本製オリジナルトレーニングツール開発

神奈川県 株式会社マヴィ 1010701029419 ヨガ＆パーソナルトレーニング事業の展開

神奈川県 アマンダリーナ － ホームページ改訂とＥＣサイト開設、商品開発による新たな展開

神奈川県 アイオン行政書士事務所 － 業務の商品化とＷｅｂ広告で実現／顧客へのダイレクトアプローチ

神奈川県 有限会社松島写真館 3020002017533 「リボーン６０」還暦を迎えた方に贈る新たなスタートの記念写真

神奈川県 株式会社ＷＡＬＫ＆ＷＡＬＫ 5020001114214 国民の姿勢・歩き方の質を高めＱＯＬ向上を行い健康寿命を伸ばす

神奈川県 株式会社ワンスレッド 9020001087316 自社ＥＣサイト構築と広告活用によるブランディング、販売促進

神奈川県 株式会社ジャパラン 3020001122268 ＳＮＳによる若者のセルフプロデュース市場に向けた新商品の試作

神奈川県 有限会社櫻庵 6020002048781 湘南鎌倉野菜と三浦・横須賀の地魚を使った手打ちそば居酒屋化

神奈川県 蕾 － 隠れ家スポーツ小料理店でベイスターズファンとビールで乾杯

神奈川県 Ｎａｔｕｒａｌ　ｓｗｅｅｔｓ　Ｔｏｉｔｏｉ － 農家さんの春夏秋冬お楽しみスイーツセットお届けＰＪ

神奈川県 トライパック株式会社 4020001108935 ベトナムで開催される国際展示会ＶＩＥＴＷＡＴＥＲへの出展

神奈川県 株式会社星野土建 4020001021709 空き家・既存住宅の活用に向けたリフォーム事業

神奈川県 有限会社シーアールサービス 3020002074921 ３ＤプリンターによるＬＥＤバルブ試作品の製作

神奈川県 有限会社ティープラスター 4080102010101 球体型テント販売開始に伴うランディングページ等での広告宣伝

神奈川県 月島もんじゃ　梵天丸 － 地元横浜にちなんだ“ご当地もんじゃ”を関内の新名物に

神奈川県 Ｒ－ＢｌｏｏＭ － 新サービスによる新規シニア女性の開拓と顧客管理システムの構築

神奈川県 鍼灸マッサージ鍼之助 － 高齢の方の安全性やＰＲを強化し日中来院者数増大を目指す

神奈川県 アリキリリフォーム株式会社 7020002017991 窓ガラス用結露防止断熱パネル『暖パネ』を利用した販路の開拓

神奈川県 アレグロ国際特許事務所 － 日本へ特許・商標出願する外国及び国内の顧客開拓

神奈川県 合同会社Ｇｒａｎｔ 5020003011426 ＬＩＮＥ＠を活用した個別対応心の相談窓口「ロバの耳」の立上げ

神奈川県 都市拡業株式会社 4020001013433

神奈川県 株式会社エミプラス 2020001117632
福祉・介護タクシーエミケア　～あらゆる歩行・移動困難者の外出をサポート
します～

神奈川県 株式会社グロースサポート 5020001114494 キャリコンへの【セルフ・キャリアドック実務パック】販売
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神奈川県 株式会社リサ・サーナ 4020001122663 女性がんサバイバー生活課題解決支援のための情報発信強化事業

神奈川県 株式会社ミッドサマー 7020001054937 シニア層へのフィジカルトレーニングとダイビングでの販路拡大

神奈川県 合同会社まぁはす 4020003008761 顧客満足度向上による客単価向上及び、新規顧客２０名確保

神奈川県 株式会社Ｕｔｉｌｉｔｙ 4020001122713 デザイン訴求ホームページの開設による営業活動・新規顧客獲得

神奈川県 有限会社ロッキー化成 8020002007348 試作成形品における短納期を実現する自動見積りサイトの構築

神奈川県 ＶＩＥＲＲＥ（ヴィエーレ） － 店舗情報拡散のためのショップカード・ショップバック制作と配布

神奈川県 株式会社スリーハイ 1020001044142 世界最小ヒーターが世界最大の顧客満足度を…！

神奈川県 山田　匡 － 「最速上達ゴルフレッスン」のホームページを作成し新規顧客獲得

神奈川県 エムズプランニング － 情報発信型の工務店事務所を開設し地元のお客様を集客

神奈川県 株式会社ブルーコンパス 7020001125837 自立する女性起業家創出を促進するコワーキングスペース事業

神奈川県 行政書士本山事務所 － ＨＰリニューアルによる専門特化したブランディングと顧客獲得。

神奈川県 ａｐｌｉｃｉｅ～アプリシエ～ － 靴に関わるメニューの強化と備品やホームページのリニューアル

神奈川県 合同会社ｍａｙｕｎｏｗａ 5020003009651 カウンセリング機能を持つ自社化粧品の直販ＥＣサイトの構築

神奈川県 長津田むつう整体院 － 整体院のバリアフリー化と改装、広報の強化による集客促進事業

神奈川県 株式会社ハンズオン 9020001009195 無料の「法人専門点検」普及の為のホームページリニューアル計画

神奈川県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｂｅａｕｔｅ　Ｓｏｌｅｉｌ － 広報力強化による集客及び販売促進と施術内容拡充によるＣＳ向上

神奈川県 株式会社レイコレクション 9020001029680 新世代の為のカジュアルジュエリー開発とテディベアブランド設立

神奈川県 株式会社アシストン 4020001122184 ‘お試しキャンペーン’による販路開拓

神奈川県 Ｊａｐｏｎｉｓｔ － 日本文化体験イベント実施とイベント予約ＷＥＢサイトの作成

神奈川県 株式会社スポーツウェザー 6020001043296 風力発電最適風車設置箇所解析に特化した風況調査の販売促進事業

神奈川県 株式会社エフブレイン 6020001055408 経験を生かした他業種への保守点検業務の販路拡大

神奈川県 株式会社コミュニティアンドネットワーク 9020001050570 多店舗経営企業向マーケティングコンサルタントのブランド化事業

神奈川県 ＮａｔｕＲｅ － 肌質改善サロンとしてのブランディング強化・販路開拓

神奈川県 株式会社アフロとモヒカン 8020001097258 自社デザイン力を活かした新旧顧客獲得のためのＰＲ強化作戦

神奈川県 エステルームシオン － 天然成分のみ・塗ったら１０分でツルっ！脱毛剤の販売代理店開拓

神奈川県 横濱未来堂 － 一人で着られる着物ワンピース「フチュール」の体験販売会

神奈川県 株式会社ＫＧカンパニー 8020001106638 日本酒が好きになるブランドサイトの構築及び中国での展示会開催

神奈川県 株式会社サンテフレスコ 1020001091003 「新設した”化粧品カテゴリー”の販路開拓の強化」

神奈川県 旅するコンフィチュール － 直販比率を増やすためのホームページリニューアル事業

神奈川県 株式会社ジー・ナビゲーション 7020001116514 絵巻き寿司教室を旅行会社にＰＲ多言語パンフレットで販路拡大

神奈川県 東京ＳＢ株式会社 2021001063560 消費者様が求めている安価・高品質な家庭用電化製品等のネット販売

神奈川県 株式会社まつざか 7021003002999 Ｗｉ－ＳＵＮ電波を利用した呼び出し用小型ベル（ポケベル）の開発

神奈川県 有限会社　小林家具店 9021002064262 修理・補修で顧客の心掴むワークショップによる販路拡大

神奈川県 しおん鍼灸治療院 － 顧客待望！療法機器導入とスマートフォン対応ＨＰ作成で販路開拓

神奈川県 株式会社Ｋａｄｏｙａアウトドアグッズ 6021001058961 お店のイメージを伝え，入店し易い看板（壁面・スタンド）の作製

神奈川県 やきとり竜馬におまかせ － トイレの改修を通じて、誰もが安心して利用できる店舗へ

神奈川県 株式会社大橋石材店 6021001040077 石材事業者に向けての消費者向けセミナーコンテンツ販売

神奈川県 株式会社香取屋商店 8021001040141 来店不要の高齢居住者向けのサービス拡充と配送頻度向上と周知

神奈川県 みかさカメラ － 最新写真受付端末とＡ３対応プリンタ設置でシニア層の満足度向上
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神奈川県 ０５０株式会社 7021001042790 スマホに特化したスマホ教室

神奈川県 コアハーツ － 肉眼では見えない高画質な映像・写真展の開催による新規顧客の開拓

神奈川県 株式会社ウェルメ 3020001006090 アロマ付きマッサージ導入のための環境整備とその販路拡大ＰＲ

神奈川県 ネイルサロンＢｒａｖｅｒｙ　Ｒｏｓｅ － おもてなしの施術とくつろぎの空間による６０代以上の顧客化計画

神奈川県 パティスリークロ － 「レモンケーキ」「栗次郎」をメーンとした焼菓子ギフト強化計画

神奈川県 岡本和子 － 子供の心を育む、動物の命をテーマにした音楽劇の音響強化と周知

神奈川県 株式会社Ｈ２スポーツクリエイション 3021001059491 ＩＴ導入で女性やお子さんにやさしいウォータースポーツを！

神奈川県 ＡＮＡテック株式会社 4021001043115 あなたのこだわり叶えます。世界に一つの木彫り彫刻×金属家具。

神奈川県 合同会社オン・ザ・ハンモック 8021003004565 世界初「マグロ肥料入り三浦やさい栽培キット」の販路開拓

神奈川県 アイロワークス有限会社 6021002067739 キャリアコンサルタントが行う教育・研修の事業拡大と販路開拓

神奈川県 ＴＨＥ　ＧＹＭ　横須賀中央 － インスタ映えするプライベートジムの改装・及び集客

神奈川県 有限会社花う 4021002066247 ペットの棺販売プラン「花のベット（仮）」

神奈川県 Ｋ＆Ｍ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ －
地域での弊社ハウスクリーニングサービスの認知度を上げ、売上増加及び
地域貢献への取

神奈川県 株式会社Ｓｅｎｓｏｒ＆Ｎｅｔｗｏｒｋ 2021001061119 Ｗｉ－ＳＵＮセンサーネットワーク向け簡易版ＩｏＴアプリの開発

神奈川県 有限会社理容みのり 4021002067872 ３０代サラリーマン理容回帰に向けたプロモーション計画

神奈川県 河村行政書士事務所 － 行政書士のバイク出張無料相談急便　なんでも・かんでも相談し隊

神奈川県 株式会社阿部機械製作所 2020001067324 スーパーエンプラにおける医療機器部品加工の取り組み

神奈川県 株式会社ナガオシステム 5020001093400 ３次元ボールミル（３次元リアクター）の海外販売チャネル構築。

神奈川県 株式会社ＤＷＡＲＦ　ＰＬＡＮＥＴ 2020001117129 演奏体感できるスマートフォン音楽ゲームアプリの開発・販路開拓

神奈川県 株式会社冲セキ 2020001073669 新製品「お墓マイル」の販路開拓

神奈川県 株式会社フロンティア 9020001083950 サブリースを活用した高齢者および生活保護者向け賃貸住宅の促進

神奈川県 ＦｕｔｕｒｅＣｏｄｅｒｓ株式会社 5020001120848 プログラミング教室の認知度向上のための広告宣伝

神奈川県 ＡＲＫＥＲＵ株式会社 4020001121855 マニキュア新商品の開発

神奈川県 スーパーフーズトレーディング株式会社 6020001111838 新商品開発による売上向上と消費者の新たな健康ニーズの活性化

神奈川県 有限会社イイヅカ電気工事 1020002082983 地域密着と小企業者の利点を生かした個人顧客への販路拡大

神奈川県 株式会社創新ワールド 8020001075453 大手企業の人事教育部門を狙った講演イベント出展による販路開拓

神奈川県 ＶＡＭＯＳ － 単身ボックスによる均一引越サービスと不用品買取シテムの構築

神奈川県 ハップ・ビー・ビー株式会社 4020001077098
自社ＰＢ品ウルトラミックスパンケーキミックスの本格海外展開を主眼にした
リブランデ

神奈川県 ＢＡＲ　ＢＥＩＧＥ － エンターテイメント要素の導入による新たな客層の開拓。

神奈川県 株式会社陽光 4020001070400 顧客調査から見えたウィークポイントの改善と販促物の広域配布

神奈川県 株式会社アスク青山アカデミー 2020002104266 チラシとツイッターを連動させ、問い合わせ・体験申し込み誘導

神奈川県 有限会社満留賀 6020002100352 老舗蕎麦店におけるワイン用冷蔵ショーケースの導入を通じた顧客開拓

神奈川県 駿河屋製菓有限会社 6020002090164 川崎発、甘納豆の生産性向上で好循環ビジネスモデルを構築

神奈川県 株式会社ゴーランドカンパニー 7020001092334 どでかい、夜間も目立つ屋外看板設置で車検の新規顧客の拡大

神奈川県 株式会社大石 3020001081951 ４５～６９歳が自分らしさを取り戻すライブ・会話・ディナー事業

神奈川県 Ｇｕ．ｕＴ遊家 － 子どもから高齢者まで集える学びの場、犬の幼稚園新設で顧客開拓

神奈川県 アルプス外国語スクール － ３本の新規事業で市場拡大を狙う、柱が折れない語学スクール

神奈川県 野上畳店 － 店舗前の自立看板設置・地域広報誌掲載による新規顧客の獲得

神奈川県 ＫＹＯ － 育毛のプロが伝授する正しい頭皮ケアと髪で若返りプロジェクト
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神奈川県 さつき台動物病院 － 最新麻酔モニター導入による麻酔時間短縮化と麻酔安全性の向上

神奈川県 リ・バース株式会社 5020001077238 ホームページとＤＭによるスマホ・データ消去サービス事業立上げ

神奈川県 Ｃａｆｅ８３（カフェやみぃ） － 新メニュー投入、販路拡大、業務効率化のための促進事業

神奈川県 株式会社３ＢＡＳＥ 2011101064179 新規顧客の掘り起こし並びに営業の効率化

神奈川県 有限会社栄光重機 9020002095986
販路開拓及び採用強化を目的とした自社ホームページ開設、就労環境改善
事業

神奈川県 ＬＵＴＥＣＥ － 店舗前スペース大改修によるノーマライゼーションで販路開拓

神奈川県 株式会社しむら 7020001067897 自然派コスメの開発と国内・世界市場への販路拡大

神奈川県 有限会社スクランブル 9020002102775 米国小売店へのダイレクト営業でより一層の販路拡大を目指す

神奈川県 美容室アルコバレーノ － 『　共通価値を創造するユニバーサルサロン　プロジェクト　』

神奈川県 有限会社クラフトハウス・アベ工務店 1020002100869 防音工事の幅広い層への宣伝・販路拡大

神奈川県 ＭＵＧＥＮ　ＰＨＯＴＯ＆ＷＥＢ － 本格的なドローンによる空撮事業

神奈川県 ドリームスコーポレーション株式会社 7020001064457 有料会員制サービスを活用した不動産の売買と家族信託

神奈川県 有限会社発財 8020002039630 インターネット（自社ウェブサイト）の活用による販路開拓

神奈川県 盆と正月 － ママの添い乳がラクになる枕『ジョイチチ』の販売拡大

神奈川県 有限会社ファイブ・アイランド 5020002104833 会員制ミニ盆栽卸販売サイトの構築・プロモーションの実施

神奈川県 株式会社ワーコレ 9010901005311 インフルエンサーを起用して若い顧客の新たな販路を開拓・拡大

神奈川県 ａｎｋｈ － オリジナルシャンプー「宙の詩」販促リーフレット作成

神奈川県 ヨダカ技研株式会社 4020001111113 １細胞ハンドリング装置とＰＤＭＳ受託製造の拡販

神奈川県 有限会社渡辺製作所 2020002085556 ワーク自動供給装置の導入による価格競争力の強化と販路拡大

神奈川県 Ｎ．ワークス － ＷＥＢ活用による外壁塗装リフォーム工事の元請受注拡大

神奈川県 ＴＡＫＡ合同会社 7020003012117 民間初の常設ビーチコートを活用したスポーツイベントの企画運営

神奈川県 あやめガーデン － ツリークライミングにおける剪定・伐採の新技術の獲得と顧客集客

神奈川県 合同会社Ｈｉｇｈｅｓｔ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ 4011003004685 「多色展開」で女性ユーザー層への販路を拡げ、広報活動に再注力

神奈川県 有限会社ＤＳＣＳ 4030002037934 広告費を黒字化するチラシ×ＬＩＮＥ＠リピート戦略

神奈川県 キャンソフト株式会社 7020001078622 学童対象の居心地の良いプログラミング教室の拡大周知

神奈川県 株式会社ニコ・ドライブ 9020001109549 移動格差解消を目的とするセミナー事業拡大のための広告宣伝事業

神奈川県 今野工業株式会社 4020001066175 新商品開発および広報強化による販路開拓

神奈川県 ライフライク合同会社 2020003010348 新商品開発および客席の追加による販売力の強化

神奈川県 合同会社ＡＳＩＮ 8020003010185 自社ＥＣサイトによる純正音楽ＣＤ・ＤＶＤ販売事業の世界展開！

神奈川県 いきいきフィットネスライフ － 椅子体操で人々の健康を支援し、健康寿命の延伸に貢献

神奈川県 悠々倶楽部株式会社 6020001120178 都心で朝活ゴルフ！五反田ビル屋上・ゴルフスクールの開催の告知

神奈川県 株式会社ベイビーユニバース 7020001082566 ネット通販部門『Ｇｏｏｄｓ７Ｓｔｕｄｉｏ』（店名：森羅万焼）

神奈川県 やきとりゴロゴロ － 女性客獲得のための看板リニューアル工事と店舗改装

神奈川県 ＲＡＤ － 上級インストラクター・トレーナー向け新講座の販売促進策

神奈川県 ママまんがルームサマサマ － 「ママまんがルーム　サマサマ」の新規顧客開拓と集客率向上

神奈川県 株式会社バスライン 9021001033103 「動画作業標準」ソフトとＩｏＴ関連商品の新規販路拡大

神奈川県 株式会社ジョウショウ 1080101015517 外国人を含めた観光客を新規開拓するホームページ作成事業

神奈川県 大木畳店 － 新畳製作による採寸の効率向上におけるコスト削減

神奈川県 嶋写真店 － 観光ガイド付き記念写真撮影プランの開発
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神奈川県 カフェ・ド・モトナミ － 箱根宮ノ下ご当地土産品開発による売上向上事業

神奈川県 いろり家 － テイクアウト・プレミアムディナーによる売上拡大

神奈川県 髙崎社会保険労務士事務所 － 『新次元の求人』で新規顧客開拓をめざすホームページ作成

神奈川県 朝翠養蜂販売株式会社 2021001032276 国産蜂蜜市場の新規顧客開拓・拡大のためのネットＰＲ通販事業

神奈川県 有限会社みやま橋本呉服店 7021002053259 ２０代３０代女性へきもの着装の喜び再認識プロジェクト

神奈川県 箱根強羅グアムドッグ － バックヤード有効活用・愛犬預かりサービス　新規顧客獲得新規事業

神奈川県 株式会社田中畳店 9021001032195 大型看板取付け及び広告制作による地元顧客開拓事業

神奈川県 島袋　智輝 － 『男性向け美容サービスの構築』

神奈川県 山川食品株式会社 6021001033279 工場見学で食の知識を深める会

神奈川県
株式会社ライジングサンホールディング
ス

1021001062778 リフト新規導入とホームページ開設による地域一般顧客の新規開拓

神奈川県 合同会社湘南プレミアムＷｅｄｄｉｎｇ 4021003005501 地域観光資源を活かした「観光×ウェディング」の販路開拓

神奈川県 有限会社吉工 1021002053421 販路開拓のためのＨＰ内容更新、ＰＲ動画とパンフレット作成

神奈川県 有限会社磯光 3021002050945 ＣＡＤ活用にて業務効率、業務改善による新規顧客開拓事業

神奈川県 有限会社プランニングボード 5021002053013 保険代理店のレッカーサービス導入による受注拡大事業

神奈川県 たきの家 － 季節の郷土料理のＰＲによる売上拡大

神奈川県 喫茶浅乃 － 増える海外旅行者へのサービス向上と集客。

神奈川県
小田原まちセッションズ　ケントスコー
ヒー

－ 喫茶店を拠点に！！小田原まち歩き観光ツアー・イベント事業のＰＲ

神奈川県 鈴木美帆税理士事務所 － 西湘地域の起業準備者向けの販路開拓・情報提供

神奈川県 ライフリテラシー － 新商品：家庭用（仮）「ライフ・リテラシーゲーム　ぷち！」の開発

神奈川県 株式会社ｖｉｖｉｄ 5021001061529 企業価値向上のペーパーレス事業、無料体験出来る結婚相談所事業

神奈川県 有限会社鈴木光学 1021002058379 プロモーション動画による微細光学部品のＰＲと販路拡大

神奈川県 高千穂電気株式会社 4013201003485 水素発生装置のプロモーション活動

神奈川県 有限会社ショウセン 6021002061238 地域に密着した学習塾展開のための拡販強化

神奈川県 コージュ株式会社 4040001042083 紅茶とドライフルーツを科学的健康必需品として販路拡大実施

神奈川県 湘南健康カイロプラクティック － 「６０～７０代をヘルシーダイエットで、健康年齢を若返らそう！」

神奈川県 株式会社日本機能性食品開発 6021001058508 卸先、取扱代理店及び、ＯＥＭ製品受注先開拓のための販促物作成

神奈川県 有限会社竹まん 4021002058673 超高齢化社会を見据えた店舗バリアフリー改装工事

神奈川県 カイロプラクティックるーぷ － 生活の中にカイロプラクティックを！～周知するための取り組み～

神奈川県 香蘭産業株式会社 6021001036471 チラシや販促グッズを活用して新商品ワラクサールＥＸの販路拡大

神奈川県 株式会社グローリーエンタープライズ 8021001036420 話し方教室・企業研修のＤＭ制作・発送とタウン誌への広告掲載

神奈川県 横田園芸 － 食用バラのＰＲおよび香り成分や栄養成分に基づく食味の見える化

神奈川県 片瀬山理・美容室 － ヘアサロンに於ける「ワンストップサービス」

神奈川県 株式会社アイビーズベル 4021001057602 新メニューの認知向上策による新規顧客開拓と既存顧客単価アップ

神奈川県 株式会社アクアベックス 2021001002650 Ｋａｌａｈｅｏの原点回帰として本店の魅力を再発信する事業

神奈川県 有限会社勝浦酒店 4021002001245 新規顧客の獲得及び認知度向上に向けての屋外広告看板の設置

神奈川県 河本　幸生 － 働く女性の頭痛、肩こりを解消！つらい悩みに応える整体院事業

神奈川県 犬のクリニックそら － 犬の飼主の介護ストレスを解消！「伝える獣医師」事業

神奈川県 リバース　風の谷の治療院 － 新たな顧客ニーズである歩行改善の新サービス導入と販路開拓

神奈川県 清田物産株式会社 4021001000578 タイヤ販売・交換の実績で地域Ｎｏ１のＳＳを目指す！
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神奈川県 ＬＡＮＤ － 髪の悩み解決Ｑ＆Ａ方式ホームページ・チラシ作成による売上拡大

神奈川県 有限会社かさい珈琲 5021002003538 ■スペシャルティコーヒーを販路拡大するための取り組み

神奈川県 ヒーリングボディセラピーｈａｌｕ － 出張型から店舗展開へ　働く女性を癒すボディセラピー事業

神奈川県 Ｍａｒｕｙａｍａ　Ｙｏｓｈｉｈｉｓａ　Ｏｆｆｉｃｅ － 湘南発イベント企画制作事業の本格展開による販路開拓

神奈川県 株式会社ユーコーテレコム 4021001002327 業務用省エネＬＥＤ管販売・工事の広告宣伝で販路開拓

神奈川県 矢印株式会社 7020001126281
社会問題化している「働き方改革」を推し進めるためのテレワーク支援活動
事業

神奈川県 株式会社伊藤総合教育 4021001005197 「毎日通えるえいご幼稚園」の看板・垂れ幕設置による販路拡大

神奈川県 Ｓｉｍｐｌｙ－ｎａ － 【おまかせランドセルリメイク】の全国展開にむけた新たな取組

神奈川県 ＮＡＬＵ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｓｔｕｄｉｏ － 治療院と協業した女性の体のためのワークショップで販路開拓

神奈川県 藤沢歯科口腔管理株式会社 6021001061148 口腔内カメラ・販促資料導入による歯科健診サポートの販路開拓

神奈川県 有限会社とちぎや 8021002003592 趣のある地酒専門店にふさわしい看板の製作による販路開拓

神奈川県 ＴＡＫＡＳＨＩ　ＴＥＳＨＩＭＡ　ＤＥＳＩＧＮ － ファッションブランドの立ち上げ、合同展示会出展及び販路開拓

神奈川県 ＣＭＳ子どもと大人のための音楽室 － オンライン発達相談サービスの提供開始と認知度向上の取り組み

神奈川県 株式会社シードハウス 7021001064232 「定額で全教科学べるコース」の看板・垂れ幕設置による販路拡大

神奈川県 コクア接骨院 － 未病改善メニューの認知活動を行うためのＰＲ活動による新規顧客の獲得

神奈川県 ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｓａｎｄｂａｒ － オーストラリアの本場が日本で味わえるステーキ店の集客力向上計画

神奈川県 有限会社インディゴベル 3021002010197 空き家の管理物件獲得及びその管理

神奈川県 株式会社大竹農園 7021001052088 小さくして、広く拡大する！インスタ映えする米販売作戦！

神奈川県 クリオ・ネット有限会社 7021002010706 パトライトＩｏＴからスマート工場をはじめよう

神奈川県 カイロプラクティックパリナーマ茅ヶ崎 － 新規獲得の広告宣伝／定期的な来院促進のＩＴサービス導入

神奈川県 菓子工房グラングラン － 渡仏したシェフが作るお菓子をＥＣ通販で販売する為の販促施策

神奈川県 蝦名　まゆこ － 書籍『ａ　ｊｏｕｒｎｅｙ』１号目のプロモーション活動

神奈川県 丸和商事・レプラコーン合同会社 8021003005349 湘南素材の洋菓子販売に伴うブランド構築及び店舗のリニューアル

神奈川県 長寿庵 － 看板照明改善・ＷＥＢ広告の強化による来店促進及び新規客獲得

神奈川県 ＡＤＤＱＵＡＮＴＡ合同会社 1011303001798 体験モニターの風景・感想を掲載した広報による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ラムダプレシジョン 4021001021327 脆性材鏡面加工法によるシリコンフォトニクス加工のＰＲ事業

神奈川県 うちだ接骨院 － 携帯可能なエコー検査機導入による安心安全で最適な施術の提供

神奈川県 ＋ＰＬＡＮ －
輸入生地を中心としたカーテンショップと、地域の布文化の発信拠点としての
店づく

神奈川県 三愛エコシステム株式会社 4021001021946 【国際工作機械見本市】での小型化新製品ＰＲによる販路開拓

神奈川県 有限会社ジョリィ 7021002032056 店舗リニューアル移転の広報周知による新規顧客開拓

神奈川県 有限会社ペア・ファクトリー 5021002033056 厚木地域の観光案内サイト開設による情報提供と広告宣伝の展開

神奈川県 休み屋　ｃａｆｅ　サンフラワー － 「集まれシニア世代！おいしさと癒しの空間拡充計画」

神奈川県 Ｃａｎｄｙｓｍｉｌｅ．ｊｐ　もひかん林檎販売 － 減農薬農産物の生産方法の可視化新製品の開発による販路開拓

神奈川県 株式会社フジノライン 3021001020420 釣り糸への天然ワックスによるコーティング製法の開発・販路開拓

神奈川県 那須　由紀子 － 栄養療法による病気及び精神疾患の予防改善・健康経営補助事業

神奈川県 合同会社カッティー 3021003003605 マーケティング強化、お子様向きの環境整備による獲得

神奈川県 有限会社マルコ住総 7021002033236 ホームページ開設による、良き和モダン空間への周知と販路開拓

神奈川県 和田ストアー － 惣菜拡販用冷蔵ショーケースの導入と認知度向上の為の看板設置

神奈川県 高梨茶園 － シングルオリジン最高級緑茶のドイツにおける販路開拓事業
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神奈川県 有限会社カインズ 6021002039457 人・体・環境に親切！絶賛頂ける当社冷凍食品での売上増と承継

神奈川県 Ｇｒｅｅｎ　Ｇｒａｉｎ － Ｇｒｅｅｎ　Ｇｒａｉｎ　新規ネット販売システムの構築

神奈川県 株式会社トムプランニング 2021001024752
３世代が楽しめる！秦野市“初”インドア・テニススクールの販路拡大に向け
た取組

神奈川県 有限会社ムートン 2020002074377 チラシ配布及び店内陳列棚照明設置よる新規顧客獲得事業

神奈川県 ワークスタジオ瑠花 － 彫金アトリエの作業スペース増設によるジュエリー制作体験の販路開拓

神奈川県 株式会社クグラパン 3021001063725 生産販売拡大のためのブレハブ型冷凍冷蔵庫導入事業

神奈川県 八重寿し － 「１人前配達」のチラシ配布による出前需要の掘り起こし事業

神奈川県 有限会社花里企画 4021002016524 ホームページの大幅リニューアルによる販路開拓

神奈川県 株式会社どんぐり工房 5021001010799 ハーブティー袋詰め作業スペース、飲食スペースの為のトイレの新設

神奈川県 有限会社タムタム 7021002016141 外国人観光客に対応する輸出物品販売場設置による販路開拓事業

神奈川県 合資会社三留商店 2021003000999 店内レイアウト変更による販路開拓事業

神奈川県 カレークラブキュイエール － 高出力の電子レンジ及び鍋導入による座席回転率向上による販路開拓

神奈川県 合同会社ｅａＴｒａｉｌ＆Ｃｏ． 8021003005902 ＯＥＭパートナーシップによる自社ブランド加工食品販売事業

神奈川県 有限会社ピノ 8021002016272 製造工程に省力化機械を導入、生産効率の向上と売上のアップ

神奈川県 有限会社三和楼 8021002014739
訪日外国人客に対応する看板・メニュー表等の多言語化による販路開拓事
業

神奈川県 青木紙工印刷 － 編集会議が開催出来る店舗内レイアウト変更による販路開拓

神奈川県 バーチーズ － エントランス部メンテナンスによる外国人観光客への販路開拓事業

神奈川県 レストランバーゼブラ － ディナータイムの視認性を高める店舗改装事業

神奈川県 Ｄｏｌｃｅｆａｒｎｉｅｎｔｅ － 生産性向上のためのガスレンジ・冷蔵ショーケース導入による販路開拓事業

神奈川県 アトリエキッチン鎌倉 －
近隣住民及び、店舗前の通行人に対する看板、その他販促物による販路開
拓事業

神奈川県
株式会社さくらコミュニティ－ケアサービ
ス

2021001044874 デイサービス建物内に創作活動工房を設置する事業

神奈川県 有限会社ペレンデール鎌倉 3021002016500 ホームページリニューアルに伴う販路開拓事業

神奈川県 鎌倉ゲストハウス － 純和風の宿の魅力が伝わるマルチデバイス化した公式ｗｅｂサイトの作成

神奈川県 トラットリア　イル　シレーネ － 拘りの自家製熟成肉のＰＲによる新規顧客及びリピーター獲得事業

神奈川県 株式会社ＡＮＴｚ 8021001050173 プロモーション動画のデジタルサイネージ広告による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ユリシーズ英語教育研究所 1021001055583 学校英語教育改革（４技能教育）に対応した英語コースのＰＲ事業

神奈川県 アイファ株式会社 5021001063657 ブランド認知を高める為のＥＣサイト出店及びホームページの作成

神奈川県 有限会社鎌倉倶楽部 7021002014376 多言語対応越境ＥＣサイト構築による日本茶販売のグローバル展開

神奈川県 行政書士つねき事務所 － アプローチ先を絞った広告とダイレクト営業による売上増強

神奈川県 ポプロモビル株式会社 2021001061721 ＳＮＳによる認知拡大のためのコンセプトバイクの制作

神奈川県 ＩＮＡＧＯ － スロープ導入と敷地整備による販路開拓

神奈川県 ムーンプリント（鎌倉はんこ） － 「鎌倉発！和柄印鑑で作った外国人向けお名前はんこ！」

神奈川県 かいな － 地元住民の新規顧客獲得とリピーターを増やすための集客力アップ事業

神奈川県 灰汁／ａｋｕ － 婦人服、紳士服の製造販売　卸業　新しいブランドの立ち上げ

神奈川県 株式会社栄商事 3021001010677 地域密着型不動産コンサルティング事業による販路開拓

神奈川県 Ｌａ　ｖｉｅ － 大型ワインセラー導入による売上促進並びに新規顧客獲得事業

神奈川県 カジュ・アート・スペース － フィルムコミッション－あらたな顧客獲得のための建物補修事業

神奈川県 株式会社ディーアンドディー 8010001109402 売り場拡大及び店舗整備とスマホ専用オンラインサイト開設

神奈川県 株式会社ＡＳＴＲＡＸ 8021001059792 宇宙旅行者向け宇宙飛行品カタログによる販路拡大事業
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神奈川県 ｍａｒ（マル） － 顧客ニーズに合致した陳列棚と試着室・販路拡大とブランディング

神奈川県 有限会社星月写真企画 7021002016265 ＳＮＳ連動、スマートフォン対応へＨＰ刷新で知名度ＵＰ

神奈川県 鎌倉彫二陽堂 － 「海外進出への商品開発並びに海外からの観光客にむけた販路開拓」

神奈川県 株式会社ユウジニアス 4021001010437 サーモカメラとドローンを活用した建築物画像診断サービスの開発

神奈川県 株式会社賀種 7021001060347 これまで培った人脈を活かした革のワークショップによる販路開拓

神奈川県 株式会社篆助 3021001063155 新規顧客開拓と商品拡販対策

神奈川県 ＰＩＮＥ　ＳＴＯＮＥ　ＳＴＹＬＥ株式会社 6021001010666
外国人観光客に対応する看板・ホームページの多言語化による販路開拓事
業

神奈川県 将星国際特許事務所 － 動画を活用したオウンドメディアの構築

神奈川県 株式会社ＤＡＩＦＵＪＩＷＡＲＡ 2021001010736
自社製品ブランドのＥＣサイト制作による販路拡大（販売チャネルの複数化）
事業

神奈川県 株式会社モノ・ウェルビーイング 2021001009563
北欧式のリハビリテーションサービスで使用する運動機器の購入、運動指導
ツールの印刷

神奈川県 有限会社国際宇宙サービス 4021002017167 民間宇宙ビジネス教育講座の販路開拓事業

神奈川県 合同会社ＡＳＴＲＡＸ　ＳＴＵＤＩＯ 9021003004837 地元と連動したイベントによる、キャラクター認知度の向上と地域活性化

神奈川県 ｎａｋｅ － 「出展による販路拡大事業」と「ブランド永続のための商品開発事業」

神奈川県 ラ・モンターニュ － 焼き菓子の生産性向上と製造量の増強による販路開拓事業

神奈川県 ｋｉｚｕｋｉｓｍｉｌｅ － 足圧分析システム導入による新規顧客の獲得事業

神奈川県 ｈａｒｕ＋ － ワークショップ参加者募集のための看板設置とパンフレット作製

神奈川県 Ｈａｉｒ　Ｒｉａｎｔｅ － 店舗の認知度向上による新規顧客開拓及び既存客の囲い込み事業

神奈川県 さかな料理まつばら － 飲食店からの脱却！土産品販売着手による客単価向上

神奈川県 有限会社浅葉塗装工業所 5021002071254 外壁塗装のパッケージプラン、オーダーメイド塗装による販路拡大

神奈川県 有限会社じこう 7021002072119 地域住民から観光客へ！ターゲット転換による販路拡大

神奈川県 レストランととや － チャンスロスを改善　トイレ改修による新規顧客獲得！

神奈川県 三浦地域資源ユーズ株式会社 2021001043595 三浦半島・湘南地区の利用者拡大　Ｍバイオたいひくん広報戦略

神奈川県 有限会社三崎館本店 5021002071824 外国人観光客に求められる老舗和食料亭のインバウンド対策

神奈川県 有限会社くろば亭 2021002071447 観光客をターゲットとした商品開発・広報による売上向上計画

神奈川県 ヒット三浦海岸 － 目指せ！釣りガール！女性初心者向けの釣りセットプラン事業

神奈川県 有限会社丸清製麺 5021002071758 製麺所が個人飲食店の細かいニーズにお応えするサポート事業

神奈川県 民宿グリーンハウス － 日帰り客・女性客の新規開拓に向けた販促強化

神奈川県 株式会社杉山洋品店 9021001043440 顧客ターゲットとニーズを掌握した地元女性客の囲い込み事業

神奈川県 株式会社ジャストフィット 1021001060410 アプリケーション導入による迅速な情報交換を実現させる

神奈川県 有限会社左菊 9021002071515 伝統的技法を取り入れた住まいへの提案から看板設置による存在周知

神奈川県 株式会社シー・ユニオン 9021001043432 三崎のまぐろ問屋が挑む　地域の個人飲食店のサポート事業

神奈川県 株式会社セブンシーズ 4021001054236 地元観光ホテル利用客をターゲット！独創的なお土産商品づくり

神奈川県 株式会社デジタルストリーム 3021001013201 アジア方面でのＤＳ　Ａｕｄｉｏブランド構築の為の海外展開（販路開拓）活動

神奈川県 株式会社ビット・トレード・ワン 2021001019182 画像編集ソフト向け専用入力装置のＭａｃｉｎｔｏｓｈ対応

神奈川県 有限会社久保田写真館 7021002019607 シニア対象の「エンディングフォト撮影」

神奈川県 かさい整骨院 － 下肢の筋力運動と膝の痛みの改善でＱＯＬ向上への取組み

神奈川県 株式会社ココロポートトレーディング 9021001059908 フレグランス容器の開発とその市場調査における展示会出展

神奈川県 なづき整骨院 － 高齢者と事故患者の負担軽減と院内イメージアップの設備導入

神奈川県 有限会社啓 1020002071755 「高精度レーザー距離計」の試作と展示会出展による販路開拓
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神奈川県 合同会社Ｃｒｏｓｓｂｒｉｄｇｅ 9021003007253 日本初！ムスリム対応ウエディング事業の新規顧客・提携企業獲得

神奈川県 株式会社デージーエスメディカル 6010101010296 新製品内視鏡レポートシステム「ＲＥＦＬＥＸ」の販路開拓

神奈川県 わしょクック株式会社 7021001058283 外国人向け料理教室の海外展開及びフランチャイズ事業部の拡大。

神奈川県 エステサロンアイズＨ２ － ネイル＆育毛の新サービス展開とＨＰ拡充によるサロン集客力向上

神奈川県 合同会社ひまわり 2021003006906 ＨＰとチラシ制作による対面営業時の介護フロー解説ツールの開発

神奈川県 大衆食堂笑うかど庭 － 高齢者や障がい者の既存客囲い込み並びに新規客獲得事業

神奈川県 晴れの日接骨院 － より良い生活を過ごすことに貢献する接骨院サービスの宣伝

神奈川県 工房ＳＥＲＡ － 転倒予防に役立つ足首リハビリ器具の内製化と販路開拓

神奈川県 はるいろ鍼灸院 － 新サービス「よもぎ蒸し」導入と情報発信力強化による新規客獲得

神奈川県 株式会社松一・コーポレーション 1021001055773 安心な内装解体工事の追求！及びホームページを活用した集客戦略

神奈川県 株式会社金物センターきまた 6021001011730 ペット用カートのレンタル事業の拡張とネットを使った販促活動

神奈川県 株式会社トーシンリフォーム 5021001045259 塗装といえばトーシン！似顔絵を使ったブランディングと集客活動

神奈川県 佐藤畳店 － 最新設備導入による「ヘリなし畳」製作の生産効率向上と販売促進

神奈川県 遊喜や － ２０代～３０代の子育て世代をターゲットにした新規顧客開拓事業

神奈川県 株式会社ライフリビング 1021001016503 株式会社ライフリビングオリジナルブランドの構築

神奈川県 ｂｕｎｎｙ　ｈａｉｒ － 認知度を上げ来店数を増やしヘアダメージに悩む多くの人を救う

神奈川県 美容パール － 広報強化による「訪問美容サービス」の認知度向上と新規顧客獲得

神奈川県 スグロ薬局 － 駅前の交差点の立地を生かして看板の設置により集客力向上を図る

神奈川県 鍼灸院日だまり － 相模原地域の女性を健康で美しくする鍼灸院の新規患者の開拓

神奈川県 株式会社サンワ 5021001057477 学生募集のための情報発信の強化と学生支援態勢の整備

神奈川県 お家コンビニ株式会社 8021001060916 床清掃設備導入による介護施設・商業施設等の定期清掃業務の開拓

神奈川県 ヘアートリップ － ミドルエイジ向けのまつげエクステサービスによる新規販路開拓

神奈川県 有限会社中村電機 5021002022975 少子高齢化によるものづくり現場へのカスタムロボット普及ＰＲ

神奈川県 有限会社中丸商店 3021002041903 展示会のＰＲ強化による来店とＨＰへの誘導力向上

神奈川県 鳥一番 － 自宅で食べれる老舗の味！テイクアウト強化による販路拡大事業

神奈川県 斉藤畳店 － 和紙・縁なし・１５ｍｍ等の畳製造体制強化及び近隣地域販売促進事業

神奈川県 合同会社ＫＴＫオートテクノ 5021003004114 ポジションランプシステム２号機の開発と販売

神奈川県 花の風季 － 胡蝶蘭の温度管理による販売強化とＩＴ戦略による新規顧客の獲得

神奈川県 株式会社イフォス 4021001054310 オリンピックを意識し金銀にローズ（銅）を加えたブランディング

神奈川県 葛西施術院 － 訪問鍼灸部門の新規設置及び広告強化による販路開拓事業

神奈川県 メイクラフト株式会社 1021001056136 簡易生ビールサーバーの販売促進事業

神奈川県 株式会社ジオウ 1021001054593 「ワイン専門性を高め、魅力作りで満足度ＵＰ。来店者増加の仕組みつくり」

神奈川県 リーフズ － 「５０代以上向け増毛サービスＰＲによる顧客獲得」事業

神奈川県 たしろ鍼灸接骨院 － 「ロコモを蹴飛ばせ！怪我をしない寝たきりにならない元気な体作り」

神奈川県 株式会社ＷＡＬＮＵＴ＆ＣＯ 9021001063546 女性向け新メニューとラーメン居酒屋コンセプトよる新顧客開拓

神奈川県 タイヤフェスタ株式会社 3020001112244 顧客満足度の向上のための自社ホームページ改善事業

神奈川県 Ｅ　Ｍａｓａｌａ － アイドルタイムを活かした喫茶・カフェの展開による販売促進事業

神奈川県 エクストコム株式会社 6020001045549 革新的ロータリエンコーダ（ＥＶシリーズ）の販路開拓

神奈川県 株式会社ファンセンス 3021001059269 オンラインマーケティングによる新規顧客の拡大とＳＥＯ強化
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神奈川県 じんべいデザインオフィス － メカニックコース導入及び商圏拡大による販路開拓事業

神奈川県 アビリティラボ － 「専門家向け集客セミナー構築講座」のＷｅｂを活用した販売促進

神奈川県 有限会社草柳自動車 4021002041431 高まる整備技術の高度化対応のための新型測定器導入・活用プラン

神奈川県 株式会社自然美スタイル 1021001062984 ２０代男性の薄毛予防育毛システム及び製品開発による販路開拓事業

神奈川県 株式会社フラタニティ 5020001063279 ２０代顧客層取込のための専用サイト構築と集客マーケティング戦略

神奈川県 株式会社ａｎｄ　Ｕ 2021001063486 女子会プラン及びお持ち帰り強化によるアイドルタイムの売上強化策

神奈川県 ノーエスアーク － ファッションベルトの設計・試作開発・宣伝

神奈川県 ジャパンワン株式会社 8021001048531 新たな販路を求め、新市場拡大に向け展示会へ出展

神奈川県 ＡＮＨＵＴＴＥ － 子供の夢応援キャンペーンによるブランド確立と販売促進事業

神奈川県 さくらや海老名店 － 制服買取強化キャンペーンにより新規顧客拡大事業

神奈川県 有限会社ティワイアソシエイツ 8021002045338 板金曲げ角度ゲージの展示会出展による販路開拓

神奈川県 Ｃｒｏｓｓ　Ｒｏａｄｓ － 不動産会社むけ空室定額リフォームによる新規顧客獲得事業

神奈川県 株式会社シナデック 9021001029910 顧客獲得、事業拡大のための情報発信構築

神奈川県 オヤマダイニング合同会社 5021003004502 デコレーションデザート専門通販サイト立ち上げにより売上拡大事業

神奈川県 奥村工務店合同会社 3021003005691 リフォーム診断推進キャンペーンによる新規顧客拡大事業

神奈川県 株式会社重吉 8021001051089 高齢化率４０％の地元特化型買取キャンペーンによる販売促進事業

神奈川県 株式会社フリーモーション 4021001048948 訪日外国人向け日本酒情報コンテンツの提供サービス

神奈川県 ＫＣＳセンター相模海老名 － 新規メニュー・ツールによる新規顧客開発、単価アップ

神奈川県 株式会社のもっと 7021001064083 コミュニケーション型イベントによる新規顧客拡大事業

神奈川県 日本タイヤマーケティング株式会社 9020001110507 タイヤの設備機器の導入によるセット品の販売と新しい販路開拓

山梨県 総合印刷王文社 － ＵＶ印刷機による新商品の開発と一般消費者への販路開拓

山梨県 株式会社足達商会 8090001000090 地場産業から発信！天然石イヤリングのネットショップ開設と運営

山梨県 株式会社斬新社 2090001013395 顧客獲得のパンフレット配布及び顧客増加に対応する駐車場整備

山梨県 駒鮨 － ネタも情報も鮮度が命！ホームページで毎日発信して顧客獲得

山梨県 たまらんど株式会社 3090001006836 自販機設置による２４時間営業で直販比率を高め利益率の向上を図る

山梨県 株式会社産業革新研究所 8090001007763 地方の技術者に最新の知識・情報を提供する遠隔セミナー配信事業

山梨県 株式会社美創 4090001001778 Ｗｅｂサイトとカタログを連動させた新商品のＰＲと販売

山梨県 有限会社アウティングプロダクツエルク 8090002000065 『新規イベントスペースの提供による新しい顧客への販路開拓』

山梨県 株式会社サイキ宝飾 8090001000850 海外市場での拡販を視野に入れた新商品開発プロジェクト事業

山梨県 判屋・桃千本舗 － 判子文字を使ったプリント商品開発・イベント出店

山梨県 天麩羅ｕｒｅｇａ － インターネット集客とトイレ改装による女性客・観光客の集客強化

山梨県 有限会社山長 4090002003303 自社ホームページ開設によるアパートブランド力・集客力強化対策

山梨県 株式会社ＫＡＲＡＴ 9090001006715 ３Ｄ－ＣＡＤソフトを活用したプレゼン力による新規顧客の獲得

山梨県 合同会社トゥルートラスト 7090003001162 オーダーメイドトリートメントメニューの広告媒体による販路開拓

山梨県 株式会社魚信 7090001015528 ウェブサイトでの顧客予約管理システム構築による新規顧客の獲得

山梨県 株式会社ヴィーナス 7090001015131 美容室専用アプリ「Ｖｅｎｕｓ」販路拡大のためのＩＣＴ活用営業支援

山梨県 株式会社繭玉 1090001014114 山梨県産の素材を使ったハーブティーのブランディング

山梨県 株式会社トータルサポートサービス 2090001005475 ネットショップ事業での新規顧客獲得（インバウンド）を目的とした販促展開

山梨県 株式会社トータルサポートＴＯＭＩＴＡ 4090001006744 ウェブサイトの作成および更新
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山梨県 株式会社ブライダルセンター寿屋 6090001001891 外国人向け写真撮影専用和装＆ドレスレンタル事業＆着物体験事業

山梨県 株式会社Ａｍａｂｉｌｅ 8090001015072 働く女性のためのオリジナルブランドの開発と中国への販路開拓

山梨県 手づくり工房とら吉 － 刺し子体験「がまぐち制作キット」の開発と販路開拓

山梨県 有限会社羽田忠織物 6090002012384 米国への販路拡大のための、英語ホームページとパンフレットの制作

山梨県 有限会社ユニバーサル 8090002012820 ＧＮＳＳ測量機器導入による新規受注獲得から好循環事業への転換

山梨県 スマイル設備株式会社 3090001010549 水回りの相談窓口の開設による水道管メンテナンス需要開拓事業

山梨県 舟久保織物 － ほぐし織り技術の発信による取引先開拓事業

山梨県 秋政商店 － 町の八百屋が作る、食べやすく、調理しやすいカット野菜の販売

山梨県 Ｎａｉｌ　ｒｏｏｍ　Ｃｏｃｃｏ．３ － ３０代からの美の追求、多忙だからこそ安らぎの空間で癒しの時間を

山梨県 外川商事株式会社 7090001009892 インバウンドフォトウェディング：海外カップル結婚写真撮影

山梨県 Ｈｏｓｔ　ＦＵＪＩＧＯＫＯ．ＣＯＭ － 日本のおもてなしを情報提供・民泊業集客アップＷＥＢ開設事業

山梨県 宮下織物株式会社 8090001010189 メーカーと作り手をつなぐ通路を開通するための営業活動事業

山梨県 権正政彦事務所 － 測量・許認可・登記までワンストップサービスによる販路開拓事業

山梨県 クルル － ロールケーキのブランド力強化による贈答需要獲得事業

山梨県 武藤株式会社 5090001010522 米国企業への新規販路開拓

静岡県 有限会社バリアフリー静岡 3080002004732 静岡の木工技術を活かした寺社向け「アイデア絵馬」販売事業の確立

静岡県 長澤瓦商店 － 待つ経営から攻めの経営へ　伝統技術を次世代に繋ぐ会社に

静岡県 Ｔｏｘｉｃ　Ｗｏｒｋｓ － 街乗りスタイルにマッチしたビンディングシューズの開発・販売

静岡県 有限会社油山温泉元湯館 8080002006220 ＨＰ改修による新規顧客開拓と利益率向上を目的としたサイト構築。

静岡県 株式会社Ｅｕ－ＢＳ 6080001012452 白金ナノ粒子除菌剤「キロール・サニテ」のネット直販

静岡県 ＴＷＩＮＳＰＡＲＫ － 競合差別化と収益性改善への新商品開発と新規顧客の開拓事業

静岡県 坪井畳店 － 消費者の畳需要の多様化に対応するＩＴ化、Ｗｅｂの視覚性強化

静岡県 株式会社仁生堂 2080001001979 機能性緑茶とレモングラスによる緑茶新飲料の開発と販売促進

静岡県 株式会社ブルーワン 6080001012444 アウトドア世代のお施主様を引き込み展示場への集客力増大

静岡県 カットサロンＪＵＮ － 高齢者から小さい子供が安心して通える店舗づくり

静岡県 ＰＩＥＣＥ　ＨＡＩＲ － 若年成人男性に向けた増毛エクステによる薄毛克服サービス

静岡県 株式会社ショージ 7080001008342 『イギリス雑貨に特化し小売販売を強化することによる販路開拓』

静岡県 株式会社中村米作商店 9080001008828 趣ある「茶蔵」を活かした近隣住民に愛される対面販売空間の構築

静岡県 株式会社ベイプレスセンター 3080001009088 清水区で情報発信基地となるポータルサイトを構築する

静岡県 ＣＯＳＭＩＣ　ＴＲＡＤＩＮＧ株式会社 4080001019301 ホームページ立上げによる音響電子部品関連の新規顧客開拓

静岡県 社会保険労務士事務所ダブルブリッジ － 女性がイキイキと活躍できるような就労環境整備を支援する取組み

静岡県 ｃｉｌｌｓｂｉｊｏｕ － 美意識高い系女子向け３つの「新キレイメニュー」を提供

静岡県 テクノメイト株式会社 6080001011719 電気工事業者向け“ロス解消システム”の構築による販路開拓策

静岡県 株式会社静岡リリース 5080001021504 静岡県の子育て家庭を応援するサービスの展開

静岡県 ＫＡＭＥ株式会社 7080001020578 強みを活かしたリノベーション案件受注獲得を目指す広報資料制作

静岡県 株式会社アークリーセット 1080001018297 老舗の高級和菓子展示用アクリルケースの企画製作と販路開拓

静岡県 小田商店 － 地産地消、生産者の顔の見えるお米の店頭精米販売

静岡県 もくぺれ － ペレットストーブ展示“はなれ”の新設による集客・接客の向上

静岡県 大伸木工株式会社 8080001003103 心身ともに癒される祈りの家具の製造販売モデルの構築
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静岡県 ＳｏＪｕｉｃｅ － 待ちの経営から脱却　自ら需要に近づき、需要を作れる健康事業者

静岡県 行政書士さくらい法務事務所 － 終活診断サービスによる民事法務の新規販路開拓事業

静岡県 株式会社鈴和商店 5080001002322 来店マインドを高める情報発信と寛ぎの空間の創作による販路開拓

静岡県 株式会社第一クリエイティブ 3080001003041 「製紙研究者の痒いところに手が届く」を伝える対面機会の創出

静岡県 有限会社マイルスタッフ 2080002005343 書籍販売ルートの見直しによる新しいニーズの掘り起こし

静岡県 ６ｈａｉｒ － 忙しくても美容室に行きたくなるメニュー作り

静岡県 有限会社アール・シーウメハラ 7080002000141 多彩な省エネ商品等を活かした「工場まるごと省エネ提案」による営業促進

静岡県 株式会社立米 4080001011638 北欧デザインのファブリックを活用するオリジナル商品の販路

静岡県 カイナル接骨院 － 腰痛に悩む方でも簡単に出来る運動コーナーの充実化

静岡県 ケイエスマルオート － 他店購入客の整備サービス獲得を目指す独自性の高い店舗への転身

静岡県 有限会社谷口工芸 2080002003768 温かみのある木製「クラシック車いす・歩行器」の開発と販路開拓

静岡県 ワン・ハンド － 代々受け継がれる家具の販路開拓

静岡県 株式会社藤浪造園 1080001004561 若い世代客のエクステリア工事受注のための販路開拓

静岡県 株式会社かあしょっぷエッチアンドケイ 7080001007831 安心・安全の福祉車両レンタルサービスの普及ＰＲ

静岡県 ライフ・コンディショニング － 現代人に多い、腰痛、肩こり、不妊の為の整体と体幹トレーニング

静岡県 株式会社カナサシテクノサービス 3080001010079
「創造的復興に寄与する先進建設・防災・減災技術フェアｉｎ熊本」への出展
による製品

静岡県 株式会社富士富 8080001012302 車検サービスの拡大により、「安心安全なカーライフ」をサポート

静岡県 昭和ハウジング株式会社 7080001002139 地域密着性、立地条件を活かした営業活動の強化

静岡県 株式会社ニッショウ工販 4080001004022 大型化する金型へのレーザー溶接における生産プロセス向上

静岡県 まぐろ王国　大ちゃん － 顧客満足度向上と業務効率化のための設備導入

静岡県 株式会社セイユウ機工 4080001002496
金属切断用刃物「コールドソー」の再研磨によるリユース市場の創出と販路
開拓

静岡県 株式会社松永畳店 9080001004876 畳文化を後世に残す！「畳を使った和の椅子」等の販路開拓

静岡県 髙橋そば製粉株式会社 9080001003242 定年後の料理に興味のある一般消費者をＩＴ活用により獲得

静岡県 静岡大理石株式会社 4080001002851 ２世帯家族を考慮した生前墓の販売促進活動

静岡県 成茶加納株式会社 2080001002481 動画を盛り込み深蒸し茶と希少性の高い茶をＰＲするＷｅｂサイトの構築

静岡県 けいらく治療院 － 更年期で悩む女性や障害者に向けた「医療＋美容」サービスの提供

静岡県 ＭＡＫＥ　ＵＰ　ＬＡＮＩ － 「新」フェイシャルエステ導入により、顧客拡大を図る！

静岡県 Ｏｕｃｈｉ　ハレとケの暮らし － 毎日の「食」でカラダをととのえるこだわり食材の「酵素玄米弁当」の販売

静岡県 片山衣料株式会社 9080001007846 直接販売のための店づくりにより製造業から製造小売業への展開

静岡県 有限会社杉山プラスチック工業 3080002002901 エレベーターのボタンカバーを３ステップで注文できる事業の展開

静岡県 清栄コンピュータ株式会社 9080001008472 食の安心・安全を静岡から全国に発信する為の展示会出展と営業地域拡大

静岡県 株式会社カスタム 8080001011766 ４Ｋビデオ撮影の映像から切り出す写真の販売で売上拡大を図る

静岡県 株式会社Ｆ設計 2080001010625 ３分割発注方式による品質・価格にこだわる３０代顧客の販路開拓

静岡県 有限会社日本スエーデン 8080002004513
Ｍｅｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎの革製品を興す、小ロット対応皮革裁断サービスの事業
化

静岡県 株式会社アビリティフィールズ 9080001017705 子育てママのストレス解消プログラムによる販路開拓

静岡県 株式会社エヌケイスリー 6080001012329 オリジナルグラフィック各種ガラスフィルムの作成による商品

静岡県 するが夢苺株式会社 5080001020076 伝統の石垣栽培で実った「石垣いちご」を年間を通して提供する

静岡県 有限会社太陽自動車 2080402004663 ライフスタイル提案型の中古車販売における販路開拓による収益性強化

静岡県 株式会社ムソウインダストリーズ 2080401020109 道場環境整備による体力増進を目指す層を対象とした新規顧客獲得
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静岡県
株式会社さいわいトータルフードサービ
ス

8080401001152 高齢者の希望に応じた介護食弁当の販路開拓と増産体制の整備

静岡県 生餃子工房いえやす － 地元催事参加による地域活性化と認知向上による贈答ニーズの発掘

静岡県 ふくしえん社労士事務所 － 介護業界に特化した業務マニュアル作成講座の開設

静岡県 株式会社Ｔｒｉｎｉｔｙ 6080401020906 ヨガ指導者・高齢者・男性ニーズに着目した自社ＨＰ改修対策

静岡県 株式会社ブルックスタジオ 9080401004757 「プロセス見える化」ブランディング支援サービスの新規展開

静岡県 株式会社ホバリング 6080401020749 水中ドローン販売提案サービス

静岡県 株式会社高橋板金製作所 2080401012163 自動車部品の高精度加工技術の販路開拓

静岡県
株式会社ウェルネスジャパンエンタープ
ライズ

7080401000634 看板とＨＰによるハイブリッド新規開拓作戦

静岡県 マムクリエイト株式会社 8080401012587 営業体制の整備とＳＮＳを活用したＨＰアクセス数増加への取組

静岡県 株式会社企画屋 6080401001377 社内の結束力を高めるオリジナルＢＢＱ器具・焼芋焼き器具の販売

静岡県 株式会社かとう 5080401001205 一般向け冠婚葬祭ギフトの着手とＨＰ制作による販路開拓

静岡県 有限会社伊東産業 5080402000809 不燃性木目調建材シート開発による販路開拓計画

静岡県 株式会社ＦＬＤ 9080401021802 健康な体と輝く瞳のためのリフレッシュを沢山の人に広める！

静岡県 ザ・ファブリック・ナカノ － ネットショッピングサイト構築による収益性・利益率の向上と業務省力化

静岡県 株式会社カネタケ竹内建築 9080401012347 「見て、触れて、体験する　体感型現場見学会」による集客率アップを目指す

静岡県 癒しサロンリカバリー － ＳＮＳなど各種メディアを活用した知名度向上及び集客事業

静岡県 ＮＡＮＡシステム開発株式会社 2080401019902 ＩＴ普及のためのＲＦＰ（提案依頼書）作成支援サービスの事業化

静岡県 ＡＣＥ個別指導塾 － 新規講座・カリキュラムの広告・宣伝強化による入塾生の獲得

静岡県 株式会社ＹａｍａＳｈｏｗ 4080401020916 賑わいをよぶ店頭整備と感動創造による顧客囲い込み事業

静岡県 ＢＬＡＮＫＳＴＡＲ － 初のスケートボード用高品質『国産』ウィール生産事業

静岡県 株式会社木の香建築工房 4080401013011 木のぬくもりオーダーメイド住宅の新規開拓

静岡県 株式会社ＨＲＤ 7080401018206 女性が入りやすい“すしや”を目指した店作り

静岡県 エムズジャパン株式会社 2080401000911 車椅子対応「オストメイト専用トイレ」の販路開拓

静岡県 株式会社武漢 7080001009043 新素材を用いた３Ｄフィギュアの普及を図るための研究と販促活動

静岡県 ＡＬＩＣＩＡ － 新規顧客獲得と窓口業務省力化のための自社ＨＰ作成について

静岡県 倭整体所 － 飼い主に寄り添う動物整体の新事業展開

静岡県 株式会社ジェイテック 8080401013627 切粉運搬台車ハンドル安全カバー及び安全切粉運搬台車の販路開拓

静岡県 株式会社ＫＴコーポレーション 1080403003104 「音楽の街　浜松」を象徴するマグネット開発

静岡県 有限会社アプリ 6080402000411 モニター制度と動画の活用による介護向けシャワーシステムの販売

静岡県 株式会社和靴 6080401013488 競技スポーツ向けの高強度オーダー靴紐の開発・販路開拓

静岡県 こだわり産直卸さんぼん － 店内映像やメニューなどで視覚的に訴求したホームページの制作

静岡県 株式会社タカソウ 6080401003010 物件探しから店舗工事までのワンストップ対応による新規顧客開拓

静岡県
ホリスティックリンパマッサージ　ピア
チューレ

－ 新店舗オープンによる、知名度向上に向けたチラシ配布・看板取付

静岡県 株式会社ＳＴＲ 6080401022316 ペット共生住宅完成に伴う販路開拓

静岡県 船美 － 水素ガスによるエンジンクリーニングサービスの販路開拓

静岡県 有限会社村松商店 9080402008204 浜松深むし茶ホームページサイトの制作と煎茶ソイラテの開発

静岡県 株式会社ＷＯＯＤ 3080401021122 自社ブルーベリーのブランド化による販路開拓

静岡県 内山篤税理士事務所 － ユーチュ－バ―税理士による事業承継・信託等を動画でサポート

静岡県 心希接骨院 － 当院オリジナルメニューによる元気な人を増やす為の広報活動
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静岡県 ロボセンサー技研株式会社 1080401021677 独自開発ケーブルセンサーの特性評価による販売体制の強化

静岡県 株式会社浜松卸商団地保険センター 6080401004017 顧客へのセキュリティを強化して、閲覧性の高いウェブ情報発信

静岡県 村越整骨院鍼灸院 － ３０～４０代女性が悩む頭痛の根本治療施術のＰＲによる顧客獲得

静岡県 リラクゼーションサロン　ＬＵＣＥ － 店舗イメージ一新＆新メニュー開発・ＰＲ作戦

静岡県 株式会社竹杉商事 2080401003014 宿泊施設に向けたオリジナル旅館のゆかたのＰＲ事業

静岡県 株式会社フォトジーティ 7080401004651 幸せ家族・笑顔の写真撮影による顧客満足度の向上

静岡県 株式会社Ｎ．Ｇ．Ｍ 8080401018733 量子波動器での体内見える化で未病・介護予防トレーニングの推進

静岡県 ＪＡＭＹＡ・えなみ農園 － ２年連続金賞受賞のマーマレード・ジャムのブランド力向上による販路開拓

静岡県 株式会社村木武道具 2080401005381 インバウンド向け剣道体験ツアー開催に伴う店舗改装・販路開拓

静岡県 株式会社梅田工務店 2080402001140 「住まいの地産地消」天竜木材住宅の販路開拓事業

静岡県 新村辰三税理士事務所 － 新規顧客の獲得と相続相談の拡大

静岡県 株式会社食文化倶楽部 3080401011949 地域に寄り添うレンタルスペース事業の新事業展開

静岡県 有限会社カイセイ設備 5080402013562 ドローンによる施工管理

静岡県 Ｔｅａｔｒｉｎｏ － 獣害駆除された天竜鹿の皮革を活用する雑貨小物の開発と販路開拓

静岡県 有限会社浜松浄水器 2080402014984 もしもの時に安心な水を　手動式小型災害時用浄水装置のＰＲ

静岡県 株式会社プログメイト 2080401020793 小中学生向けプログラミング通信講座の開発・広告宣伝

静岡県 パイフォトニクス株式会社 6080401011384 注意喚起照明ホロライトのフォークリフト業界販路開拓

静岡県 株式会社みそら 8080401013040 先祖の願いを子孫へつなぐ静岡へ・家系図で家族の幸せ応援大作戦

静岡県 桜建築デザイン株式会社 6080401022027 既存住宅の再生利用及び耐震補強工事の推進事業

静岡県 有限会社永田ビル 7080402005707 経営革新計画申請・承認事業「Ｊ字忍者フック」の開発

静岡県 株式会社ＡＬＬ　ＦＯＲ　ＯＮＥ 2080401019118 患者様のプライバシー保護強化による治療向上の為の個室増設

静岡県 株式会社カーテック 4080401021906 カーエアコンクリーニングマシン導入よる新規顧客開拓

静岡県 有限会社カツショウ 6080402002069 コインランドリーを家庭用洗濯機の延長と考える皆様への販路開拓

静岡県 有限会社大橋建工 6080402001707 「中古住宅×リノベーション×浜松」ソリューションサイトの制作

静岡県 株式会社ピアックス 6080401004487 鏡面仕上げ技術を活用した無電源スピーカーの開発・販路開拓

静岡県 洋食屋　みさくぼ － ハンバーグ案内看板設置による集客力ＵＰ

静岡県 株式会社ＴＯＭＯ　ＲＵＮ 9080401021711 トレーニング理論開発およびそのノウハウを元にしたメニュー開発

静岡県 加藤農園 － 宅配ボックス新規顧客開拓・栽培品目、レシピ紹介カタログの作成

静岡県 ＧＡＲＡＧＥ９６８ － 「バンライフ」「チープアップ」の提案による若年層への販路開拓

静岡県 ＹＯＳＨＩＭＩＹＡ － メキシコ向け新商品（オーガニック茶）の開発

静岡県 西尾表具店パラディーソ － 「ショーウインドウによる店舗の演出と屋外対面販売サービス」

静岡県 株式会社ははごころ 4080101017675 『ぽかぽかカイロ入れ』の販路開拓事業

静岡県 スタジオヒコ － 「大人のためのポートレイトフォト」撮影事業の展開

静岡県 沼津ジーワイ株式会社 2090001009930 安心安全な環境整備を行う事による新規企業及び女性顧客の獲得

静岡県 株式会社朝木 6080101018580 三世代に愛される店を目指すトイレ改装事業

静岡県 株式会社メモリア倶楽部 1080101003216 「リトフェイン」販売によるメモリアルアート事業への参入

静岡県 エステサロンＣｏｅｕｒ － 子育てママさんの肌活力を上げる！スキンケア事業の販路開拓

静岡県 株式会社菓南 2080101007612 糖質制限中でも食べられる！幸せスイーツ開発事業

静岡県 有限会社石川建設工業 4080102006487 自然の素材を身近に感じる！オーガニックハウス販路開拓事業
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静岡県 ＭＡＴＡＨＡＲＩ － ロースイーツの販売強化による４０～５０代女性の集客力向上

静岡県 コーラルウェイ有限会社 7080102010156 新発想！シーラカンス型パンケーキ、店頭設備充実で売上ＵＰ！

静岡県 有限会社ペルル 8080102006153 あまーいおかしの学校を開催！ファン層拡大への販路拡大

静岡県 株式会社あした葉 8080101007862 新たな沼津名物「踊りあじ」

静岡県 ベイカーズダズン － ミドル世代に向けた高級お持たせ洋菓子部門の開発

静岡県 株式会社しらかべ衣料百貨店 7080101000835 「着物」に関わる教室開催による「着物初心者」への販路拡大

静岡県 ｈａｉｒ＆ｆａｃｉａｌ　Ｋｏｍａｄｏｒｉ － お客様の美と健康を高める総合的なサービス向上のための施策

静岡県 有限会社落合ハーブ園 4080102009820 オーガニックハーブのミストシャワー用蒸留水の開発と販路開拓

静岡県 カフェと工房　ぼくの色 － 障害者アートを活かした商品開発と企業向けの販路開拓

静岡県 わた文 － 大切な着物をつなぐ着物リサイクル事業“ｋｉｍｏｎｏバンク”の実施と広報

静岡県 焼肉泰安リバーサイド店 － 若者を取り込むＢＢＱの導入と増加する外国人観光客への対応

静岡県 Ｂｏｎ　Ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ － 男性客を呼び込むためのもみほぐしメニューの強化

静岡県 ＤＩＹライフ －
クミコ式やせる大根スムージーでリバウンドしないダイエット生活の習慣化の
提案

静岡県 オフィスウィッカ － 卸先開拓に不可欠な商品数増加のための新商品開発と販売促進

静岡県 有限会社アステール 6080102009323 同一時間帯における異種教室併設の為の教室設備の独立性向上計画

静岡県 株式会社Ｓｕｏｒａ 8080101019164 デイサービス営業時間外を活用した運動系教室事業

静岡県 小野園三島店 － ２０代～４０代女性に訴求する看板設置による販路開拓事業

静岡県 コンディトライ　・　ミーネ －
外国観光客向けにインスタ映えする店舗外観で大判クッキーサンドを販売展
開

静岡県 キムチ　わ － 新商品「カクテル（水）キムチ」と料理教室を組み合わせた販路開拓

静岡県 Ｆｕｋｕｌｉｅｒ － １枚で様になる　遠州織の秋冬用デザインブラウスの開発と販路開拓

静岡県 株式会社タスカ 9080101017150 ミドル女性に向けたトータルビューティーネイルサロンの販促ＰＲ

静岡県 高邦精機 － 事業承継後継者の職歴を活かした金属製食器の販路開拓事業

静岡県 中国料理　麒麟 － ようこそ伊豆へ！三島へ！訪日観光客おもてなしプロジェクト！

静岡県 株式会社秋山建設 5080101005258 自然素材を体験！家づくりプロモーション事業

静岡県 リトミック長泉教室 － 次世代の“講師のタマゴ”を育てる！認定講師育成事業

静岡県 株式会社エンパワーメント・ジャパン 3080101016711 地元企業の魅力を紹介！人材マッチング促進事業

静岡県
社会保険労務士社会福祉士　中山事務
所

－ 障がい福祉施設と働き手を応援！リクルート促進の販路開拓事業

静岡県 株式会社プレゼントカンパニー 2080101019285 店舗改装及びカレーラーメン導入により新規顧客を獲得！

静岡県 手作り工房　Ｐｏｃｏ　ａ　Ｐｏｃｏ － 来店されるお客様がゆっくりお買い物を楽しめる環境づくり事業

静岡県 アベリィア合同会社 8080103001376 “起死回生！”スポーツイベントなどを活用した当社の販売戦略

静岡県 株式会社ｉＱＸｉＡ 5080101019968 子ども向けプログラミング教室の新規顧客獲得、認知度アップ事業

静岡県 有限会社山本ミシン商会 9080102011953 体験型！ハンドメイドお助け工房開設による集客・売上増加事業

静岡県 Ｃａｆｅｂａｒ　ＲＩＴＯＲＮＯ － バールの文化と地元食材を発信した集客・売上増加事業

静岡県 ひさこフラメンコ － 「健康経営」に取り組む企業への訪問型「スエロ」教室の開講

静岡県 山口デザイン事務所 － 受託型からの脱却！自分史本“ワタシコトプロジェクト”始動

静岡県 Ｌｕｃａ　Ｗｉｎｅ － 消費者と生産者をつなぐためのネットワークづくり

静岡県 株式会社三島木工製作所 8080101006286 新規及び既存顧客への販促につながる組立部門再構築の実施

静岡県 株式会社パピアパペル 4080101018731 東海道をテーマにしたＥＣサイト「東海道マルシェ」新設と販路開拓

静岡県 箱根物産株式会社 3080101006076 購買機会創出による新規顧客獲得事業（ＷＥＢ強化と直売所開設）
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静岡県 塗装工芸株式会社 7080101015800 塗装工事の専門家としての情報発信の強化

静岡県 有限会社笠井畜産 6080102016583 急速冷凍庫導入で真空調理『お一人様』惣菜開発とギフト販路拡大

静岡県 株式会社富士山発達スクールＨｕｓｔｌｅ 7080101019603 遊具・看板の設置と新規利用児確保事業

静岡県 有限会社空間工房匠屋 8080102017646 ＨＰのリニューアルと赤外線サーモカメラ使った販路開拓

静岡県 株式会社ウッドマスター 9080101019659 アメリカを感じるエアストリーム認知度ＵＰ！家族旅行を促進！！

静岡県 あかつき義塾 － 自己肯定感を高め、『次世代のリーダー』を育てる幼児教育を広める

静岡県 ひかり写真館 － 乳幼児向け記念写真のセット撮影推進に伴う販路拡大事業

静岡県 白道整体療術院 － リラクゼーションサービス実施に伴う周知事業

静岡県 有限会社クボタ塗料 6080102017813 ドローンを活用した高度な住宅塗装磨耗診断サービスの提供

静岡県 オートステップＨＡＲＡ － ポイントカード制の導入による付加価値向上とリピート率向上

静岡県 株式会社マクルウ 9080101012374 Ｗｅｂ、チラシ、展示会を活用した多面的販売促進活動事業

静岡県 Ａｙａｍｉ建築工房 － 認知度向上のためのＰＲ活動及び信頼関係構築計画

静岡県 Ｂｅｒｒｙ－ｖｏｘ － 新店舗開設に伴う顧客管理システム導入と販売促進活動

静岡県 豊宏園富士山ブルーベリーの里 － 団体ツアー客に対応した観光ブルーベリー園の新規顧客の獲得

静岡県 ナチューレ・コルト － 高級感あるジュエリーのディスプレイスタイルの確立

静岡県 マーノ・エ・マーノ － 設備導入による生産販売の強化とアイスカップ入ジェラートの開発

静岡県 上田ダンススクール － ダンスイベントの開催による、スクールのＰＲと新規会員の獲得

静岡県 株式会社Ｂｅｌｆｉｏｒｅ 7080101017499 リノベーション直販顧客獲得に向けた新しいＷＥＢ広告手段の導入

静岡県 ソリューションデータサービス株式会社 4080101020027 ビッグデータを活用した不動産・建設業向新サービスの開発とＰＲ

静岡県 有限会社ハニーフードサービス 8080102014718 糠漬け・浅漬け・メンマの商品化と販路開拓

静岡県 １０ｔａｋｕ＋ － 防災用コンテナハウスを開発し、モデルハウスを設置しての販売促進

静岡県 プチ・ラパン － 焼菓子の新商品を開発し、設備導入で生産販売体制を確立する事業

静岡県 合同会社ａｓｔｅｒｉｓｋ柚 2080103001654 生活習慣病「治療食」の通信講座！　材料も届く「Ｍｅｄｉ　Ｃｏｏｋ」

静岡県 株式会社アクア富士天間 6080101017509 富士山ブランドに注力した天然水の国内および海外への販路開拓

静岡県 株式会社木村玩具店 8080101008407 上質な今治ブランドを採用した富士山タオルハンカチの商品開発

静岡県 ビジネスホテル新富士 － アットホームなホテルでホテルチェーンに対抗

静岡県 有限会社ふるいや旅館 7080102014834 自動包装機の導入による新規顧客の更なる獲得と生産性向上事業

静岡県 有限会社池幸 2080102013279 シニアウェディングフォトサービスによる、三世代顧客の獲得

静岡県 ＹＵＨＯＢＩ　Ｃａｆｅ － 店舗２階を改装して、イベント等により販売促進する事業

静岡県 だしみらい － うま味が働くママを助ける！椎茸入り簡単本格だし商品の試作開発

静岡県 株式会社ニューハレックス 8080401015664 海外販売向け商品パッケージの製作

静岡県 株式会社ＡｕｔｏＳｈｏｐＩｗａｔａ 7080401019014 新規顧客の開拓と当店の知名度向上のためのプロモーション

静岡県 有限会社しづ子美容室オリー 9080402019622 シニア世代・若者世代を取り込む為のホームページ作成

静岡県 マッスル＆ビューティー － ２４時間営業可能な業務のシステム化

静岡県 となりの建築工房株式会社 3080401016824 変形地・狭小地に特化した快適空間設計の提案

静岡県 有限会社富士見不動産 6080402019897 不動産売却受託の強化に向けた広告及び専用サイト開設の実施

静岡県 株式会社パシオス 9080401021827 地産地消アスパラガスの新商品の販路拡大施策の実施

静岡県 やまひち食品 － 店舗の改装による個人ギフトの店づくり

静岡県 お茶のかねまつ（松下製茶場） － 多品種のお茶の販売を実現する袋詰め業務の省力化
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静岡県 マルデン伊藤農園 － 看板設置によるファミリー層へのＰＲ強化で直売所の売上向上

静岡県 カットルームアラーキー － 車いす利用者でも対応できる店舗のバリアフリー化

静岡県 有限会社レマン 7080102020758 フリーズスイーツの包装及び陳列方法改善による販売促進

静岡県 株式会社日本フルボ酸総合研究所 3011601018385 お客様の声を反映した稀少資源フルボ酸を配合した新商品開発事業

静岡県 株式会社さんふらわー 9080101014370 さんふらわーをメジャーにするプロジェクト

静岡県 株式会社久遠 4080101012734 増加する来宮神社参拝客に対応する為のカフェ増席・メニュー強化

静岡県 有限会社常盤木羊羹店 2080102018427 「鶴吉羊羹」のブランド化とＢｔｏＢ新市場開拓における課題克服

静岡県 株式会社いくみ村 4080001014327 モノよりコトの集客で、会員制の顧優良客を育てる仕組み作り

静岡県 Ｅｍｉ　Ｈａｎａ　Ｓｔｙｌｅ － 長持ちする造花商材の特徴を活かした新規商品の開発と販路拡大

静岡県 星の動物クリニック － 飼い主とペットの不安軽減及び労働環境を改善する診療機器の導入

静岡県 石川製茶株式会社 2080001012910 ドライバー客集客ＰＲのための店舗外観刷新事業

静岡県 ＫＥＮＫＥＮ　ＤＡＮＣＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ － 大人向けサービスの宣伝による新規顧客開拓

静岡県 株式会社ガーデン・エクステリア草庵 2080001021449 ホームページの作成及びイベント開催における販促品配布

静岡県 そね接骨院 － 新たな干渉低周波治療器導入による顧客満足度向上

静岡県 親子サポート　Ｌａｐｉｓ － 周知を図ることでより多くの子育て世帯のサポートケアを深める。

静岡県 株式会社神戸煙火工場 6080001012980 卓上煙火専用糊付け機の導入による生産性の向上

静岡県 有限会社お茶のあおしま 9080002013521 香りから触れる静岡茶にリーフ茶再発見でお茶販売拡大を目指す！

静岡県 カネイ一言製茶株式会社 1080001012985 海外販路開拓に向けた英文対応ホームページ改修事業

静岡県 寝装寝具　みやち － オリジナル寝具和雑貨を世界へ発信の為のＨＰ作成事業

静岡県 鍋島ハマナス園 － ハマナスの花と実のドライ加工とドライ製品の販路開拓

静岡県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＮＩＫＩ － 働く女性の為の新メニュー拡充とＮＩＫＩのブランドピーアール

静岡県 株式会社ヒロワールド 9080001015139 オーラルケアの悩みを解決できるＥＣサイトによる新規顧客開拓

静岡県 株式会社カネヨ 4080001014731 鰹のハラモを使用した常温商品の製法確立と販売促進

静岡県 株式会社モト・グラッツェ 2080001021465 高度なガラスコーティング事業による差別化と新規顧客開拓

静岡県 株式会社ふるさと支援研究所 9080001021013 Ｗｅｂサイトの充実化による顧客満足度の向上と新規顧客獲得

静岡県 株式会社寺岡銈吉商店 5080001015035 イベント開催と商品開発による小売店への増客事業

静岡県 株式会社山英 4080401014521 新商品「椿発酵茶」関連ホームページ新設による新規顧客開拓

静岡県 掛川クリーニング株式会社 4080401014257 仕上がり技術の向上による差別化と、受注増の処理体制の構築

静岡県 有限会社ウテナ美容院 1080402017187 送迎で来てくれた男性顧客取り込みによる新規男性顧客の開拓

静岡県 新中華　金柑 － 「ヘルシー弁当・仕出し事業」新規参入の為の商品開発と設備強化

静岡県 オフィスサエコ － 越境ＥＣサイトで販路開拓。販売商品開発並びに倉庫拡張。

静岡県 有限会社カネコ園 5080402017274 全製品の異物混入クレームゼロ体制構築による大手顧客販売強化

静岡県 株式会社しあわせ野菜畑 7080401018791 ドローンで撮影した有機野菜生産農場の映像配信による販売促進

静岡県 Ｆｕｎｎｙ　ｆａｒｍ・フードバーＳＡＬ － 地場の果実等を使用した「カケガワ瓶ビール」の製造と広告宣伝

静岡県 株式会社工設計 9080401014566 ＢＩＭ導入による新たな設計プロセス構築と業務効率化、販路開拓

静岡県 みかん株式会社 5080401021938 婚活パーティーの開催エリア拡大

静岡県 株式会社サカモト 9080401014310 冬用タイヤ・レンタル事業の広告宣伝による新規顧客の開拓

静岡県 掛川スタディカルチャースクール － 新たな集客活動による新規顧客の開拓

静岡県 魚達 － 本場直伝ピザの販路拡大と地域の賑わい復活を目指した店舗改装
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静岡県 株式会社ＹＭＳコーポレーション 7080401019625 動物用箱型自動乾燥機導入による接客サービスの強化

静岡県 エターナル － ホームページのリニューアル・ショッピングカートの設置等

静岡県 すぷうんおばちゃん － 正しい鉛筆の持ち方矯正用三角スプーンの試作と販路拡大

静岡県 美容室リトルピース － 健康でキレイを叶える！新サービスと新商品展開による販路拡大

静岡県 株式会社藤枝パークインホテル 1080001016763 自社公式ホームページ改善による新規顧客獲得

静岡県 Ｓｏｒａ＿ｎｉｗａ伊久美造園 － ４０～５０歳代向け自然素材の庭造りＰＲのための広報物作成

静岡県 株式会社グッドツールス 9080001019313 塗装シミュレーションソフト導入によるリアルタイム提案営業事業

静岡県 ゆたか美装 － 害虫ブロック工事の認知・拡販のためのＷＥＢ構築。

静岡県 ｎｉｃｏｒａｌ（ニコラル） － 脱毛サービス導入による新規顧客開拓とリピート率向上事業

静岡県 モリタケ工芸株式会社 9080001016847 ＢｔｏＣ向けアクリル雑貨通信販売等ＰＲを通じた販路開拓

静岡県 有限会社人形のひなせい 6080002017847 雛人形を見比べて、品定めしたい方への展示会（東京）の開催

静岡県 株式会社松田商店 3080001016786 日本一の茶匠による静岡茶ブランド「かのちゃ」の販路開拓

静岡県 アロマルク － 介護施設等の福利厚生サービス提案による販路開拓事業

静岡県 有限会社佐野石材 1080002017554 シニアライフサポート事業の情報発信強化による販路開拓

静岡県 肉屋　堀もと － 全国の和牛を食べられる当店の紹介と顧客拡大

静岡県 エピスリー芒種 － 収益向上のための菓子・パン教室の新規開催による新規客の獲得

静岡県 株式会社辻工務店 4080001016595 若年層向け予算、用途に合わせた「４つの住宅設計スタイル」ＰＲ事業

静岡県 永多建築有限会社 4080402021707 若年層向け袋井市の地盤対応老舗建築屋さんＰＲ事業

静岡県 ＬＵＳＴＹ － 髪・活き活き「ヘッドスパ」事業強化による集客とリピート率向上

静岡県 パン工房さと － 新しいデザート「ミニパン」地位確立のためのブランディング事業

静岡県 ワンコ・ワークス － 遠方からの訓練依頼の受け入れ態勢を整え、預かり訓練開始

静岡県 縁づくり工房 － ＨＰ作成、運用により自社商品の知名度を向上させ売上げ拡大

静岡県 有限会社村松法衣店 6080402021829 ＨＰ新設と紙ベースの顧客台帳のデータ化による営業力強化策

静岡県 ラウンドテーブル － 提案型販売と顧客管理の連動によるマドレーヌギフト販路開拓事業

静岡県 株式会社サイゴー 9080401017189 袋井市を明るくきれいに輝かせるためのエクステリア普及活動
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