
volume

1
2
3

補助金を
使ってできたこと

この事例集は、仙台市地域産業応援金の採択を受けた方によ
る事業実施内容をご紹介するものです。皆様の事業をより豊
かにしていくきっかけとなれば幸いです。

仙台市
地域産業応援金
    詳しくはこちら！
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   公的補助金＋
仙台市地域産業
応援金
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活用術

補助金を活用して課題を解決！
運動とおしゃべりを楽しめる

デイサービスへ

補助金を活用して課題を解決！
運動とおしゃべりを楽しめる

デイサービスへ
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商工会の会員になっていて補
助金の情報はそこから入手し
ています。申請のときも相談に
のってもらい、アドバイスを貰
えるのでとても助かりました。

さくらヘルスケア株式会社
デイサービス リハくる泉中央
代表取締役   福岡直樹 さん

カフェのような
心地よい空間づくり

販路拡大の
広報物・HPづくり

設備の充実

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が利用できる補助金。販路拡
大・生産性向上等を目的とした取り組みに
対し、経費の一部が補助されます。販促物や
店舗改装など対象は幅広く、事業へ取り入
れやすい制度です。窓口は商工会議所およ
び商工会です。
また新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため、持続化補助金の採択を受けられた事
業者には別枠で業種別ガイドライン等に照
らして事業を継続する上で必要最小限の感
染防止対策を行う取組について補助する
『事業再開枠』が設けられています。

［活用した補助金］



 
 

仙台市中小企業応援窓口を
開設しています!
仙台市では各種補助金の紹介・申請書
類の作成支援などを行っています。中小
企業診断士、社会保険労務士、税理士等
の専門家が無料で相談に応じますので
是非ご利用ください
TEL：022-724-1122
（平日9:00-17:00）
E-mail： 
ouen@siip.city.sendai.jp
運営：公益財団法人
仙台市産業振興事業団

詳しくはこちら

申請までのスケジュールにはゆとりを
持ちましょう！
福岡さんは申請時、事業計画書の作成に
2週間ほどかかったそうです。申請書の作
成&窓口からのチェック・修正の時間に
は余裕を。
商工会のしっかりとしたサポート体制
のおかげで、よりスムーズに
今回は商工会に申請書作成のサポート
を受けたケースでした。まずは各相談窓
口に相談してみましょう。
親身になって要望に応えてくれる外
注業者探しもしっかりと。
補助金は採択を受けた後も重要。精算な
どを行う必要があるため見積や領収書の
発行にきちんと対応してくる発注先選定も
大切です。

●

●

●

内装の改装費 

販路拡大の広報費

事業費合計

［内訳］ 補助金

 自費

352,000

536,000

888,000

500,000

388,000

利用者のご家族に強く訴求で
きるチラシやホームページの
作成も行っています。ホーム
ページに関しては、介護に関
する相談フォームを設け、ご家
族の悩み・心配事を伺う仕組
みづくりを行う予定で、利用者
のニーズ掘り起こしを狙って
います。また、安心して利用し
てもらえるように、新型コロナ
ウイルス感染症対策を呼びか
けるポスターも作成し、施設内
に掲示しています。［BEFORE］

以前は、さまざまな要素と物
が混在する空間でした

［AFTER］
こまやかな変化を取り入れ
ることで空間にメリハリ・まと
まりが出ました

持続化補助金はポス
ター作成などにも利用
できます。今回は事業再
開枠を活用して新型コ
ロナウイルス感染症対
策を呼びかけるポス
ターを作成しました

玄関口に設置した
ロッカー代わりの棚

「リハくる泉中央」では介護の必要性が低い方
や、はじめて介護サービスを利用するお客様向
けに施設内で運動ができるプログラムを主に売
り出しています。成約率向上のため調査をする
と、運動には抵抗感がある人もいるという課題解
決の糸口が明らかになりました。そこで運動プロ
グラムだけではなく、くつろげる空間があることも
アピールできるよう、補助金を活用して、内装のリ
ニューアルと情報発信を見直すことにしました。

以前はくつろぐスペースが目立たなかったところを
壁の素材や色合いを変えることで、もともと売り出
していた運動をのびのびできるスペースと、くつろ
げるスペースを差別化。これにより空間にメリハリ
がつき、もともと好評だったおいしいコーヒーを飲
んでくつろぐことができる、ナチュラルな雰囲気の
空間へと生まれ変わりました。利用者から好評なの
はもちろんですが、ケアマネージャーが立てるケア
プランの中でも重視される「交流できる空間」が強
調されたことで、見学者の数も増加しました。

発行日：令和2年9月28日

時代の移り変わりや状況に合わせて、内装のリ
ニューアルだけではなく設備なども徐 に々見直して
いくことも今後大切になってきます。利用者が使い
やすい高さの棚の導入の他、現在は新型コロナウ
イルス感染症対策に事業再開枠が設けられてお
り、空気清浄機・体温計などの設備・機材を導入で
きました。

やわらかでおしゃれなカフェを
イメージした内装へリニューアル

販路拡大のため
広報物・ホームページ作成

その他
設備の充実

補助金の申請には「補助事業計画」を作成する
ことが必要です。今回の申請を通して、市場調査
で強み・弱みを知るとともに、結果を出せたかど
うか振り返る良いタイミングとなりました。

事業計画策定のため、市場調査をして自社
の強み・弱みを改めて見直す良い機会に

アンケート調査などを行い、
しっかりとデータを収集しました!

 「運動」と「交流」を
両立できる空間へ

補助金の活用ポイント

補助金でできたこと

今回ご紹介するのは、「デイサービス リハくる泉中央」。運動プログラムを売り出していましたが、見学はあるも
ののなかなか成約に結びつかないことに悩んでいました。そこで補助金を活用して気持ちの良い空間づくりを
行い、変化をもたらしました。詳しいポイントは、この施設を運営しているさくらヘルスケア株式会社・代表取締
役 福岡直樹さんにお伺いしました。

［事業者情報］
デイサービス リハくる泉中央
(通所介護事業所)
宮城県仙台市泉区泉中央4-7-4 1F
TEL：022-341-7277
WEB：http://rihakuru-izumi.com/
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かかった経費   

申請時のポイント

BEFORE

AFTER

さらに仙台市から地域産業応援金が
¥200,000支給され自己負担減!

加えて新型コロナウイルス感染防止対策に使え
る『事業再開枠』として別枠で最大50万円が国
から補助されます。
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オンライン・ビデオ通話での
お見合い&カウンセリング
“おうちで婚活”をPR！

オンライン・ビデオ通話での
お見合い&カウンセリング
“おうちで婚活”をPR！2

オンライン婚活事業を2020年
から開始しました。ホームページ
に加え、パンフレットでの広報に
より、お客様の親世代の方など
にもアプローチができました。

マリッジメディア
代表   中村直人 さん(右)

　　   中村洋美 さん(左)

ホームページでの
オンライン婚活の広報

口コミでの
集客力をアップする
パンフレットの作成

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が利用できる補助金。販路
拡大・生産性向上などを目的とした取り組
みに対し、経費の一部が補助されます。販
促物や店舗改装など対象は幅広く、事業
へ取り入れやすい制度です。窓口は商工
会議所および商工会です。
社会変化を踏まえた新たなビジネスやサ
ービス、生産プロセス導入などの取り組み
や感染防止対策にも一部支援を受けられ
る最大100万円の「低感染リスク型ビジネ
ス枠」が新たに設けられます。

［活用した補助金］

仙台市
SENDAI CITY



 
 

仙台市中小企業応援窓口に
ご相談ください
仙台市では各種補助金の紹介・申請書
類の作成支援などを行っています。中小
企業診断士、社会保険労務士、税理士な
どの専門家が無料で相談に応じますので
是非ご利用ください。
TEL：022-724-1122
（平日9:00-17:00）
E-mail： 
ouen@siip.city.sendai.jp
運営：公益財団法人
仙台市産業振興事業団

詳しくはこちら

書類作成に時間がかかるのは最初
だけ。今後のために要領を掴みましょう！
最初のうちは書類作成のハードルが高く
感じます。しかし、一度作成を経験してお
くと要領が掴めて、慣れてくるので次回以
降の申請書類作成がサクサク進みます！
なお、地域産業応援金は、提出書類が少
ないため簡単に申請できたそうです。

支援機関に積極的に相談しましょう！
中村さんは、以前にも持続化補助金を活
用された経緯があり、その時と同じように
今回もみやぎ仙台商工会の窓口に相談
したことが、補助金の効果的な活用につ
ながったそうです。

●

●

デザイン費(一式)

パンフレット印刷費

 Web製作費

事業費合計
［内訳］ 補助金
 自費

￥314,600

￥46,110

￥116,000

￥524,381
￥393,285
￥131,096

デザインと印刷を制作会社に発注し、オンライン
婚活の案内パンフレットを作成。以前にマリッジメ
ディアを利用して成婚された方のご友人などをメ
インに配布しました。成婚された方経由でのご案内
は信頼性が高く、実際の利用につながりやすかっ
たです。また、パンフレットだとインターネットに苦
手意識がある方でも手に取りやすいということもあ
り、婚活者の親世代からの問い合わせ増加につな
がりました。［POINT］

既存のホームページにオンライン婚活に関するページを追加しました。
トップページに大きなバナーを設置し、アクセスしやすくしました。

［POINT］
「夫婦で運営するアットホームな相談所」として、なんでも気軽に相談い
ただけることが特徴なので、まずは無料のオンラインカウンセリングを体
験してもらえるようホームページを改良しました。

ビデオ通話アプリケーション・Zoomなどを活用
したオンライン婚活を始めたことにより、特にコロ
ナ禍で対面での出会いの場が大きく減った医療
従事者の方に多くご利用いただき、減少した利
用者数の回復につながりました。また、これまで対
面のお見合いをすることが難しかった遠隔地に
住む相手とも自宅にいながらにしてお見合いで
きるようになり、利用者の方により多くの出会いの
機会を提供できるようになりました。

2020年7月からホームページにオンライン婚活の
案内ページを特設し、本格的に広報をスタート。
Zoomなどで質問・相談に応えるオンライン無料カ
ウンセリングに誘導しやすい構造にして、オンライ
ン婚活に力を入れていることをアピールできたと思います。

発行日：令和3年3月31日

ホームページでの
オンライン婚活の広報

口コミでの集客力をアップする
パンフレットの作成

オンライン婚活を始めるにあたり、みやぎ仙台商工
会に相談し、非対面ビジネスモデルへの転換に向
けた事業に活用できる「小規模事業者持続化補
助金〈コロナ対応特別型〉＋地域産業応援金」を
紹介していただき、この補助金を活用しオンライン
婚活の広報を行うことにしました。

「オンライン婚活」広報資金を
持続化補助金＋応援金で調達！

オンライン婚活に合った
補助金があって
よかったです！

「オンライン」を活用した
新しい婚活の形

補助金の活用ポイント

補助金でできたこと

今回ご紹介するのは結婚相談所「マリッジメディア」。以前は１ヶ月に20～30件のお見合いがあり、月平均で2件ほ
ど成婚カップルが生まれていましたが、2020年４月の緊急事態宣言発令以降、対面でのお見合いはリスクが高い
という理由から申込み・相談件数が減少しました。そこで補助金を活用しながらオンライン婚活事業をスタート。事
業の詳しいポイントについてマリッジメディアを運営している中村さんご夫妻にお伺いしました。

［事業者情報］
マリッジメディア
(結婚相談所)

TEL：022-776-6168
WEB：https://media-marriage.com/
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かかった経費   

申請時のポイント

さらに仙台市から地域産業応援金が
¥100,000支給され自己負担減!
自費を¥31,096に抑えることができました。

持続化補助金の補助額は、「一般型」が上限50
万円（補助率2/3）となりますが、中村さんが活用
された「コロナ特別対応型」は、取組内容により
補助額が増額され、「非対面型ビジネスモデル
への転換」の場合は、補助額が上限100万円
（補助率3/4）となります。
※「コロナ特別対応型」は令和2年12月で受付
終了となり、令和3年3月以降は「低感染リスク型
ビジネス枠」が設けられます（補助額は上限100
万円（補助率3/4））。

実際にオンライン婚活がきっかけで
交際・成婚された女性（仙台市在住39歳保育士）の声

これまで、お見合いから交際してもなかなか続かな
い私でしたが、Zoomによるオンラインでのお見合
いで彼（相手男性：東京に転勤・43歳会社員）と
出会い、5ヶ月の交際を経て結婚しました。コロナ
禍の中、結婚し仙台を離れることに不安もありまし
たが、LINEやZoomで会話をしながら無理なくお
だやかな交際を続けられ、私のことをよく理解し受
け止めてもらえたことで、一歩を踏み出すことがで
きました。
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食材の真空包装で調理の効率UP！
メニューもバラエティ豊かに

食材の真空包装で調理の効率UP！
メニューもバラエティ豊かに

3

補助金をきっかけに、以前から
検討していた真空包装機を導
入しました。お食事をより効率的
に調理することができ、提供で
きるメニューの幅も広がりました！

Vin et Cuisine ヒヒヒ

           伊藤久之 さん

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者が利用できる補助金。販路
拡大・生産性向上などを目的とした取り組
みに対し、経費の一部が補助されます。販
促物や店舗改装など対象は幅広く、事業
へ取り入れやすい制度です。窓口は商工
会議所および商工会です。
社会変化を踏まえた新たなビジネスやサ
ービス、生産プロセス導入などの取り組み
や感染防止対策にも一部支援を受けられ
る最大100万円の「低感染リスク型ビジネ
ス枠」が新たに設けられました。

［活用した補助金］

ヴァン　エ　 キュイジーヌ

オーナーシェフ

調理の効率UPのため
真空包装機を導入



仙台市中小企業応援窓口に
ご相談ください
仙台市では各種補助金の紹介・申請書
類の作成支援などを行っています。中小
企業診断士、社会保険労務士、税理士な
どの専門家が無料で相談に応じますので
是非ご利用ください。
TEL：022-724-1122
（平日9:00-17:00）
E-mail： 
ouen@siip.city.sendai.jp
運営：公益財団法人
仙台市産業振興事業団

詳しくはこちら

申請書類を一通り作成すると
今後の申請にも活かせます
伊藤さんによると2017年の持続化補助
金に申請した際に作成した店舗の立地
環境やマーケティング関係のデータは今回
の申請時にも活用できたそうです。

困ったらいつでも支援機関へ！
感染症対策関連以外でも、伊藤さんは経
営で悩むことがあれば、まずは仙台商工
会議所へ相談することにしているそうで
す。担当者の方には開業時から相談に
乗ってもらっており、事業の方向性につい
ても親身なアドバイスをいただいているそ
うです。

●

●

機械装置等費

事業費合計
［内訳］ 補助金
 自費

¥498,000

¥498,000
¥332,000
¥166,000

［POINT］
半調理の状態で小分けにして保存できるので、調理の効率化に役立っ
ています。

［POINT］
伊藤さんが市場で旬の魚介を仕入れ、手間をかけて仕込むスープ・ド・
ポワソン（魚のスープ）は、ヒヒヒの看板メニューの一つ。お客さんから
家に持ち帰って食べたいという強い要望もあり、今後はお持ち帰り対応
も検討していきたいとのこと。

「ヒヒヒ」という店名は、訪れた皆様が料理とワイ
ンで楽しく笑顔になれるお店でありたいと考えて
つけました。料理担当の私とワイン担当との二人
体制で運営しています。20席の客席があり、二人
ですべてのお客様に最高の料理とワインを提供
するためには、料理の入念な下準備と、お客様の
好みに寄り添える多様なメニューやワインの品揃
えが大切。真空包装機と大型冷蔵ショーケースの
導入により、メニューの幅を広げることができ、お
店のコンセプト具現化に役立っています。

真空包装機は、包装時に空気を除去することで食
材の変質を抑制して鮮度を保ったまま衛生的に保
存できます。また、スープやソースなど液状の食材も
小分けにして密閉することができるため、食材を半
調理状態で保存可能です。厨房では基本的に一人
で調理をしているので、店内のお客様それぞれに最
適なタイミングで料理を提供するため、これまではメ
ニューの数をある程度絞り込む必要がありました。
今回の真空包装機の導入により、半調理状態の食
材を適量で保存しておくことが可能となり、提供する
メニューの幅を広げることができました。

発行日：令和3年4月30日

真空包装機導入による調理の効率化

大型冷蔵ショーケースや真空包装機は以前から導
入を検討していました。高価な上、感染症対策のた
め、これまでどおりの営業が行えない中で導入に踏
み切れずにいました。仙台商工会議所の方から持
続化補助金に加え、仙台市の地域産業応援金によ
り設備投資の負担を軽減できることを教えていただ
き、導入の力強い後押しになりました。

苦しい時だからこそ、挑戦を

厳しい状況だからこそ、こうした
制度を活用して前向きな取り組
みに挑戦していきたいです

お店のコンセプトを
具現化しやすく

補助金の活用ポイント

補助金で実現できたこと

ビストロ・Vin et Cuisine ヒヒヒは『ワインに寄り添う料理』と『料理に寄り添うワイン』をコンセプトとしており、それぞれ
の充実に向けた設備導入に際して、持続化補助金を活用しています。2017年にはボトルワイン用大型冷蔵ショー
ケース、2020年には真空包装機を導入しました。真空包装機の導入により普段の調理がどのように効率化できたの
か、事業の詳しいポイントについて、Vin et Cuisine ヒヒヒ オーナーシェフ・伊藤久之さんにお伺いしました。

［事業者情報］
ヴァン　エ　 キュイジーヌ
Vin et Cuisine ヒヒヒ

所在地：仙台市青葉区北目町3-10 1F
TEL：022-395-6656

1

 
 

大型冷蔵ショーケースで
ワインの提案力を強化2

かかった経費   

申請時のポイント

※伊藤さんが採択された持続化補助金「一般
型」の補助額は上限50万円（補助率2/3）となり
ます。なお、令和3年3月以降、「一般型」は「通常
枠」となり、新たに「低感染リスク型ビジネス枠」
が設けられ、補助額は上限100万円(補助率
3/4）となりました。

2017年に持続化補助金を活用して導入した大型
冷蔵ショーケースは、ボトルワインの陳列保管に役
立っています。2020年に感染症の影響を受けてい
る飲食店に対して期限付酒類小売業免許を付与
する救済措置が導入された際にヒヒヒでもこの免許
を取得しましたが、この時のワインの陳列販売にも
活用することができました。

さらに仙台市から地域産業応援金が
¥100,000支給され自己負担減!
自費を¥66,000に抑えることができました。



volume

補助金を
使ってできたこと

この事例集は、仙台市地域産業応援金の採択を受けた方による事業の実施内容をご紹介するものです。
皆様の事業をより豊かにしていくきっかけとなれば幸いです。 ※本内容は令和3年9月時点のものです

仙台市
地域産業応援金
    詳しくはこちら！

事
業
に
役
立
つ
!!

活用
事例集

今回の
取材先

   公的補助金＋
仙台市地域産業
応援金

補助金
活用術

仙台市
SENDAI CITY

1 ホームページでの
オンラインレッスンの広報

3 ジム内の
感染防止対策の強化

2 のぼり旗や懸垂幕の
設置で道行く人へもPR

ジムでも自宅でも、トレーニング！
場所にこだわらないフィットネスのかたち
ジムでも自宅でも、トレーニング！
場所にこだわらないフィットネスのかたち

4

補助金を活用して、キックボク
シングのオンラインレッスンの
広報を強化し、ジム内も気持ち
よくトレーニングできる環境へ
整えることができました！

小規模事業者が利用できる補助金で、
販路拡大・生産性向上などを目的とした
取り組みに対し、経費の一部が補助されま
す。販促物や店舗改装など対象は幅広く、
事業へ取り入れやすい制度です。窓口は
商工会議所および商工会です。

小規模事業者持続化補助金
［活用した補助金］

HOBBY BASE

           高木 啓介 さん

ホビーベース

オーナー



仙台市中小企業応援窓口に
ご相談ください
仙台市では各種補助金の紹介・申請書
類の作成支援などを行っています。中小
企業診断士、社会保険労務士、税理士な
どの専門家が無料で相談に応じますので
是非ご利用ください。
TEL：022-724-1122
（平日9:00-17:00）
E-mail：
ouen@siip.city.sendai.jp
運営：公益財団法人
仙台市産業振興事業団

詳しくはこちら［POINT］
受講者の方からは「トレーニング動画を観ながら自分のペースでトレー
ニングできて助かる」「Zoomセッションも自宅で参加できるので、周囲
に気を遣わずに話ができて楽しい」という声をいただいています。

［POINT］
持続化補助金で、感染防止対策も行うことができました。
※感染防止対策に対する追加補助である「事業再開枠」については、
受付が終了していますが、「低感染リスク型ビジネス枠」では、補助金
総額の1/4（最大25万円）まで感染防止対策に充当可能です。

以前、高木さんが各所で定期開催していたムエタ
イ教室を「同じ場所で継続して開催していきたい」
と考えたことを契機として、2019年に元 県々営団地
の集会所として使われていた場所でHOBBY BASE
をオープンしました。オンラインレッスンの展開はジ
ム運営を数年続けていき、体制などが安定してから
のスタートを考えていたものの、新型コロナウイルス
感染症拡大により、すぐに始めざるを得ない状況に。
そこで商工会のアドバイスをもとに持続化補助金を
申請し、オンラインレッスンの広報や、ジムの環境整
備に活用されました。

オンラインレッスンは、動画配信＋月2回・マンツー
マンでのZoomセッションが中心です。広報のため、
既存のジム紹介ホームページの改修に加えて、オン
ラインレッスン専用ページ『KICK SPACE』を新たに
制作しました。補助金を活用してデザイン会社へ制
作を委託することで、ホームページを見て気になっ
たらすぐに申し込むことができる工夫を凝らしたレイ
アウトにできました。また、レッスン参加者がプログラ
ム修了後もモチベーションを保てるよう、修了生専
用のコミュニティページも開設することができました。

発行日：令和3年10月1日

ホームページ改修＆
オンラインレッスン専用ページ作成

オンラインレッスンに向けた準備は何もかもが手探
りでのスタートで、自分の力だけではとても手が回ら
なかったと思います。補助金のおかげでホームペー
ジの改修をデザイン会社へ委託することができまし
たし、商工会からの助言に基づき、のぼり旗などの広
報物作成や感染防止対策の消耗品購入にも補助
金を活用することができたため、非常に助かりました。

はじめての取り組みの大きな手助けに

数年後の構想事業を
すぐに実現せざるを得ない状況に

補助金の活用ポイント

補助金で実現できたこと

HOBBY BASEは、性別や年代問わず「空手」「ムエタイ」「バレエ」「ヒップホップダンス」など、好きな種目のレッスンを楽しむこと
ができるコミュニティスポーツジムです。空手家、空手雑誌編集者、プロキックボクサー、ムエタイ教室インストラクターの経験を経
たオーナー・高木啓介さんの「老若男女問わず楽しめる多様性溢れるジムをつくりたい」という想いから、2019年にオープンし
ました。2020年4月には新型コロナウイルス感染症対策も踏まえ、オンラインレッスンをスタート。それに伴い、持続化補助金＋地
域産業応援金を活用した高木さんに補助金申請・活用のポイントを伺いました。

［事業者情報］
ホビーベース
HOBBY BASE

所在地：仙台市泉区将監 9丁目1-7

1 のぼり旗や懸垂幕の
作成・設置でPR強化2

ジム内の換気・消毒環境も整えて
感染症対策へ3

かかった経費   

申請時のポイント

※持続化補助金の補助額は、「一般型」が上限
50万円（補助率2/3）となりますが、高木さんが
活用された「コロナ特別対応型」は、取組内容に
より補助額が増額され、「非対面型ビジネスモデ
ルへの転換」の場合は、補助額が上限100万円
（補助率3/4）となります。なお、令和3年3月以
降、「一般型」は「通常枠」となり、新たに「低感
染リスク型ビジネス枠」が設けられ、補助額は上
限100万円(補助率3/4）となりました。

持続化補助金の事業再開枠で消毒液などの消耗
品の他、空気清浄機を導入。普段から窓を開け、扇
風機を使った換気を行っており、空気清浄機も補助
的に活用しています。

敷地内にのぼり旗を設置してオンラインレッスンも
開講していることをPR。また、入口には「空手」「ム
エタイ」と種目名を大きく記載するとともに、換気や
消毒といった新型コロナウイルス感染症対策が万
全であることもアピールする懸垂幕を設置しました。

さらに仙台市から地域産業応援金が
¥100,000支給され自己負担減!

「自宅でマイペースにトレーニング」
という需要にも気付かされたため、
このタイミングで踏み出せたのは大き
かったと思います！

￥488,500

￥110,132

￥291,506

￥890,138
￥718,981
￥171,157

WEB改修・製作費

のぼり等印刷費

感染防止対策

事業費合計
［内訳］ 補助金

自費

2020年春の緊急事態宣言発令当時は
とにかくがむしゃらで、色 な々対策に挑戦
していましたが、「オンラインレッスン開
始に補助金を活用できたら」と考え、商
工会に相談したのは正解でした。初めて
の補助金申請だったため申請書類の作
成には大変苦労しましたが、何度も商工
会へ相談に行き、丁寧にサポートしてい
ただきました。補助金は堅いイメージが
強く、自分の事業で活用できるか疑問に
思う方も多いかもしれませんが、
意外に広く活用できるも
のです。少しでも気に
なったら、まずは相談して
みることをおすすめします。

アウトにできました。また、レッスン参加者がプログラ
修了生専

思う方も多いかもしれませんが、
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補助金を
使ってできたこと

この事例集は、仙台市地域産業応援金の採択を受けた方による事業の実施内容をご紹介するものです。
皆様の事業をより豊かにしていくきっかけとなれば幸いです。 ※本内容は令和3年10月時点のものです
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活用
事例集

今回の
取材先

   公的補助金＋
仙台市地域産業
応援金

補助金
活用術

仙台市
SENDAI CITY

1 ホームページ改修＆
オンライン商談窓口案内

2 仙台市地域産業応援金で
アクセス数UP対策を強化

今後の多様なニーズを見据えて
オンラインを新たな商談窓口に
今後の多様なニーズを見据えて
オンラインを新たな商談窓口に

5

補助金を活用して自社ホーム
ページを改修し、オンラインで
の商談も可能な環境を整えるこ
とができました！

　小規模事業者が利用できる補助金で、
販路拡大・生産性向上などを目的とした
取組に対し、経費の一部が補助されます。
販促物や店舗改装など対象は幅広く、事
業へ取り入れやすい制度です。窓口は商
工会議所及び商工会です。

小規模事業者持続化補助金
［活用した補助金］

株式会社杜都総合保険事務所

松岡 慎一郎 さん
代表取締役

仙台市地域産業応援金
詳しくはこちらのページから！

https://www.city.sendai.jp/kikakushien/ouenkin.html

活用
杜都総合保険事務所

https://www.city.sendai.jp/kikakushien/ouenkin.html


＋

仙台市中小企業応援窓口に
ご相談ください
仙台市では各種補助金の紹介・申請
書類の作成支援などを行っています。中
小企業診断士、社会保険労務士、税理士
などの専門家が無料で相談に応じますの
で是非ご利用ください。
TEL：022-724-1122（平日9:00-17:00）
E-mail： ouen@siip.city.sendai.jp

詳しくはこちら［POINT］
　保険代理店は各保険会社の保険商品を扱うため個性や強みをPRし
にくい業種ですが、今改修したホームページでは自社の経営理念やメッ
セージを強く打ち出すページを設け、安心感のあるつくりを取り入れました。

［POINT］
　基本は対面での営業アプローチを行い、新型コロナウイルス感染症
の影響で第三者の立ち入り制限が厳しい取引先(福祉施設など)とは
オンラインでやりとりを行うなど、お客様の事情に合わせて対応しています。

　弊社で扱っている商品の中でも特に力を入れて
いる法人向け保険は、お客様の要望に寄り添った提
案のため、対面商談が必要です。電話、ダイレクト
メール、飛び込み営業などの手法による新規顧客
開拓に際しても、対面商談が目的でした。しかし、
2020年春から新型コロナウイルス感染症の影響で
対面商談が制限され、営業手法を見直す必要が生
じました。そんな時、所属している宮城県中小企業
家同友会の仲間から持続化補助金の活用方法を
聞き、法人向け保険のオンライン商談に挑戦するこ
とにしました。

　以前は最低限の企業情報のみを掲載したホーム
ページを運用していましたが、今回はオンライン対
応も含め、自社の強みや想いをよりアピールできる
ホームページに改修しました。オンラインでの対応
窓口を設けたことで提携している保険会社から
『Zoomでの商談対応をお願いしたい』とお声がけ
いただいたり、問い合わせもあったりと、対面とオン
ライン両方のアプローチを併用できる手応えを感じ
ました。今後はホームページのSEO対策※はもちろん、
検索順位が上位に来やすいブログの書き方を学ぶ
など、効果を高めていくための運用を考えています。

発行日：令和3年11月11日

ホームページ改修＆
オンライン商談窓口案内

　法人向け保険はお客様側としてもオンライン商
談を行う慣習がなく、先行事例も少ないのが現状
で、中長期的な受注増加につながりにくいことから、
スタートを踏み出せずにいました。今回、持続化補
助金を活用することで、自己負担を軽減し、中長期
的な受注件数の増加が期待できるオンライン商談
に挑戦することができました。

オンライン市場拡大を見据えた土台づくり

コロナ禍を契機に
新たな営業スタイルへ挑戦！

補助金の活用ポイント

補助金で実現できたこと

　株式会社杜都総合保険事務所は、法人向け保険代理店です。個人向けの生命保険や自動車保険などはオンラインでの
相談・申し込み手続きで完結するものが多い中、法人向けの保険はオンラインでの市場規模が小さいのが現状です。しかし、
杜都総合保険事務所の代表・松岡慎一郎さんは、新型コロナウイルス感染症の影響で今後は法人向けオンライン市場規模
の拡大を想定し、従来の対面営業に加えてオンライン商談窓口を設置しました。それに伴い、持続化補助金＋地域産業応
援金を活用した松岡さんに補助金申請・活用のポイントを伺いました。

［事業者情報］

株式会社
杜都総合保険事務所

仙台市
中小企業応援窓口
［運営］
公益財団法人仙台市産業振興事業団

https://moritosogo.jp/

所在地：仙台市泉区泉中央3-15-3-301

1

仙台市地域産業応援金で
アクセス数UP対策を強化2

かかった経費

※松岡さんが活用された持続化補助金「一般型」は、
補助額上限50万円（補助率2/3）です。
また、仙台市地域産業応援金は、持続化補助金
の交付決定額に応じて支給額が異なり、持続化
補助金の交付決定額が50万円未満の場合は
10万円、50万円以上の場合は20万円となります。

　持続化補助金申請当初はホームページ改修の
構想のみでしたが、別途仙台市から支給される仙
台市地域産業応援金をホームページのSEO対策※

費用に活用しました。持続化補助金と比べて地域
産業応援金の申請は簡易で、スムーズに申請でき
て助かりました。
※SEO対策とは…検索エンジンの検索結果でWEBサイトが上位に
表示されるよう、WEBサイトの構造上で対策すること。

さらに仙台市から地域産業応援金が
¥200,000支給され SEO対策も強化！

今後は、特に若い経営者層への
アプローチとして有効になるのでは
と期待しています！

￥1,034,000

￥1,034,000
￥ 500,000
￥  534,000

WEB製作費

事業費合計
［内訳］ 　補助金

自己負担

申請時のポイント

　申請書類の素案は独力で作成しまし
た。先行事例が少なく、業績予想をどの
ように記述するかには悩みましたが、宮
城県中小企業家同友会の勉強会で学
んだ知識が役立ち、具体的な数値に落
とし込むことができました。素案は約2日
で作成できましたし、持続化補助金は
公募要領をしっかり読みながら手続き
を進めれば、比較的簡単に申請できる
補助金だと思います。
申請にあたり、商工会の担当者の方
には本当にお世話になりました。申請書
類の細かいブラッシュアップはもちろ
ん、申請スケジュールのお知らせもして
いただき、大変助かりました。

オンライン商談に完全移行するわけ
ではなく、対面のアプローチの中に要
所要所で取り入れていく方針です。

https://siip.city.sendai.jp/ouen/

に挑戦することができました。

https://moritosogo.jp/
https://siip.city.sendai.jp/ouen/

