
No 法人 個人 製造 建設 卸売 小売 飲食 サービス 他 業態 支援相談内容

1 〇 〇 美容機器・化粧品販売

経営戦略、売り方・魅せ方・ポップ

アップ店の企画立案、何のデータを取

れば今後の販路開拓に繋がるか、売り

場のつくり方、自社製品の販売戦略に

ついて。自社で立案推進している戦略

が正しいかをチェックし、必要な改善

策を講じたい。新規開発商品のポップ

アップショップ展開とそれを起点とし

た販路開拓施策について具体的助言

を。

2 〇 〇 プラスチック射出成型

新型コロナウイルスの影響により、国

全体でマスク不足が生じていたことか

ら、自社でフィルタ交換式のマスクを

製造する。今までがBtoBであり、

BtoC向けの商品開発を行ったことが無

い。このため、今後の販売までに向け

ての実施項目、課題などについて支援

を。

3 〇 〇

カラーコンサルテー

ション・写真撮影・

WEB制作

本年3月に本格的に開業届を出しス

タートしたばかりの事業所。店舗と提

供できるサービスを伝えるため、ブロ

グやサイトを考えているので、WEB

マーケティングや商品設計等について

支援を。

4 〇 〇
木工家具等製造・販売

（卸・直営店・通販）

台風△△号で被災した「訳アリ」商品

が不良在庫として散在、また新型コロ

ナウイルスの経営への影響が深刻で、

商品の売れ行きが悪い。そこで、販路

開拓を強化し、在庫整理を行いたいの

で全般的に助言を。

5 〇 〇 〇
喫茶・レストラン（カ

フェ）業・木材作家業

コロナ禍並びにアフターコロナの経営

環境の中で業績が悪化。木材作家業に

対しては策を講じたものの、カフェ業

については無策。早急な経営改善が必

要な中で、神奈川県コロナ緊急対策補

助金（非対面型）を活用し、売上獲得

を行いたいのでそのための策と計画策

定について支援を。
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6 〇 〇

まつげエクステンショ

ン

雑貨販売

COVID-19の影響により美容関係の売

り上げが激減。非対面式のビジネスモ

デルへの転換の方法について。

ECサイト作成費用について。

補助金の申請書の書き方について。

7 〇 〇 ケーキ類、焼菓子類

アフターコロナの経営環境の中で業績

が悪化。特に店内での購買が激減して

おり、何かしらの売上対策を模索して

いる。全般的な助言とともに、必要資

金の手当てを補助金で賄いたいため、

事業計画の策定について支援を。

8 〇 〇 バイク販売・修理

開業以来、順調に伸びてきた売上がコ

ロナの影響で、2月～4月は落ち込んで

いる。一方で、飲食店などからデリバ

リー事業に利用できる三輪車の問い合

わせが増えている。現在、事業主1名

と外注による作業を行っているが、コ

ロナ後を見据えて、生産性向上のため

の設備投資に活用できる制度について

支援を。

9 〇 〇 畳、い草小物等

現在、畳の原草を使用した消臭剤の商

品開発を行っている。開発に当たり、

商品コンセプトの設定やターゲット設

定、商品価値の表現方法、販売価格の

検討など、販売に向けた様々なアドバ

イスが欲しい。

10 〇 〇
製造業 精密機械部品

 等

ホームページを作成し、非対面による

商談等が行えるようにするため、再起

促進事業費補助金の申請をする。申請

書作成について専門家のアドバイスが

欲しい。

11 〇 〇
不動産代理・仲介業、

建売等

・社会保険の制度について ２以上の

事業所に所属している場合の社会保険

の加入について。扶養家族の身障者に

対する社会保険制度についての相談。

・会計処理について 過年度における

各会計処理の適否についての相談。

・税務について 直近の会計期と、今

後の税金予想についての相談。
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12 〇 〇 接遇マナー研修

持続化給付金の申請について、売上台

帳など添付書類の準備が必要なため、

それらの準備も含め相談。

13 〇 〇

アーティフィシャルフ

ラワーアレンジメン

ト・グラスサンドアー

ト製作販売

創業から5年が経過するが事業が停

滞。これまで色々試してきたが上手く

いっていない。心機一転これから本格

的に推進していきたいが、何をどのよ

うに進めていくが、その方法について

相談。

14 〇 〇

・エステサロン（金箔

エステ）

・基礎化粧品販売

サロンのパンフレットをリニューアル

するため、ブランディング、構成、コ

ピーライティングのアドバイスが欲し

い。その際、前回のコーディネーター

派遣時にアドバイスされたECサイト

のブランディングを踏襲し、ECサイ

トとパンフレットを一貫させた内容に

したい。

15 〇 〇

学校、事業所社員食堂

などの運営管理及び

ケータリングサービス

コロナ禍で、3月には学校給食の中止

があった。さらに非常事態宣言後には

事業所の在宅勤務推進などによる社員

食堂などの利用減、さらには会合自粛

によるケータリング需要の低減など、

売り上げが大きく落ち込んでいる。今

後も不透明な環境が続くと思われる中

で、社内体制（食堂受託先）の見直し

とこれに伴う資金計画などについてア

ドバイスを希望している。

16 〇 〇
造作家具、建具、雑貨

の製作請負

・新型コロナの影響で、建築業者から

の住宅備付の家具製作の仕事（Ｂｔｏ

Ｂ）が急減。

・これを受けて、個人向けの造作家具

製作の受託（ＢｔｏＣ）に業態転換を

図るために、県の助成金を申請したが

不採択。

・今後の事業展開が厳しい中、事業の

方向性についての相談を。
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17 〇 〇 魚介類卸売・小売

新型コロナウイルスの影響により主要

取引先である飲食店は大きな打撃を受

け、売り上げに大きな影響があった。

今後も先行きが不透明な中、事業を継

続していくための専門家からのアドバ

イスが欲しい。

18 〇 〇 自動車整備業

地域の中高齢者のカーライフをサポー

トしている自動車整備業社。地域人口

の減少を背景に、顧客数の目減りが止

まらないので、新規顧客を獲得するた

めのアプローチについての助言と、そ

のための販路開拓の取組みとして小規

模事業者持続化補助金の活用について

相談したい。

19 〇 〇
不動産サブリース、貸

倉庫

創業50年の節目であり、さらに事業承

継を控えていることから、企業理念や

事業コンセプトなど、自社や事業の存

在意義を意識した上で創業から現在ま

でを把握し、10年スパンでの⾧期的な

視点でこれからのSDGsへの貢献など

も含め、自社のありたい姿について構

想したいので支援を。

20 〇 〇 スイミングスクール

スイミングスクールを運営する弊社

は、緊急事態宣言発令による休館、他

スポーツジムのクラスター発生等の新

型コロナウイルス感染症の拡大を受

け、退会者の増加、新規加入者の減少

等により売上、利益が大幅に減少して

いる。この状況を改善するため、ＨＰ

を改良、充実させ集客数の向上を図

り、売上、利益の回復を図りたい。そ

のため神奈川県感染症対策事業費補助

金申請の方法について支援を。

21 〇 〇 鞄

ビジネスバッグの独自性を保つために

意匠登録等をしたいと考えている。そ

の際に、新型コロナウイルス感染症出

願支援制度(日本弁理士会)を活用した

いので支援を。
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22 〇 〇
パン、総菜、弁当の製

造販売

 現在、３台設置しているパンや総菜の

自販機の売上げが好調である。そこで

近所の空店舗を利用して自販機専門の

店舗を開設したい。ついては、店舗の

打ち出し方や名称、販売促進などにつ

いて相談したい。

23 〇 〇
ハウスクリーニング、

修理

・決算書を踏まえた事業の検討に当

たって、自身で行っている経理処理に

ついてが適正かどうかの相談。

・新年度に消費税の課税事業者となる

ため、その対策についての相談。

・他の親族扶養による税額の減少の効

果についての相談。

24 〇 〇

製造小売：梁・糸を使

わない1枚の布地で作る

ドレス。

 同社には「針や糸を使わないで縫製

する特許」があり、これまでボラン

ティア的な感じで業務を行ってきた

が、家族の協力もあり本気で事業とし

て取り組むこととなったので、今後の

事業展開について全般的な助言を。

25 〇 〇
サービス業(Eテレ等の

番組、映像制作)

法人設立のメリット・デメリット、設

立の流れ・手続、法人後の決算につい

ての支援を。

26 〇 〇

オリーブオイル、オ

リーブの新漬け、オ

リーブ茶

 オリーブ農園における自社ネット

ショップでの販売やSNSの活用につい

ての相談。

27 〇 〇

地場の有機・無農薬栽

培野菜や安心安全な

肉、魚、自然無添加の

調味料で作るオーガ

ニック料理。

Ａ市とＢ市で飲食店2店舗を経営して

いるが、コロナ感染症の影響により売

上が減少している。売上を回復させる

ために店頭でのテイクアウトやホーム

ページを活用した通販を取り入れた

い。今後の事業の進め方や考え方につ

いての計画の立て方と、投資額を抑え

るための補助金についての説明を。

28 〇 〇 菓子の製造、販売

  無期雇用の正社員と有期雇用のパー

トを雇用。令和3年4月1日から中小企

業においても適用になる同一労働同一

賃金において、法律の内容等について

の説明と必要な指導を。
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29 〇 〇 保健師・フットケア

 今回の確定申告にあたり、Ａ市から

Ｂ市に不動産を購入して転居してきて

いるため、その自己所有の家屋におい

て、事業で使用している部分の経費の

取扱いについて、法人化することのメ

リット、デメリットについて、事業用

の手元資金を増やすべく、資産運用を

行っているが、国内資産からの配当金

や、国外資産からの配当金及び控除さ

れた外国税についての取扱いについて

の相談。

30 〇 〇

・絵本製作と出版

・イラスト製作と販売

（ECサイト、個展での

販売、ふるさと納税返

礼品）

・絵本に登場するキャ

ラクターの雑貨開発、

販売（ECサイト、個展

での販売）

最近出版した絵本に登場するくまの

キャラクターＢさん（以下「Ｂさん」

と記載）を作家の住まいであるＡ市を

代表するキャラクターにするために必

要なこと、「ＢさんのInstagramの開

設」に向けて必要なこと、段取り、雑

貨の企画制作のアドバイス、ECサイ

トでの見せ方等について相談を。


