
持続化補助金2019年採択 鍼灸院、整骨院、接骨院

1 北海道 あかえばし鍼灸院 － 女性専用予約制鍼灸院 の知名度及びリピート率向上事業
2 宮城県 ジョイ・ハート整骨院 － 治療院めぐりの女性を絶滅するための最後の整体院の周知事業
3 福島県 しょうた接骨院 － 女性の新規顧客獲得を狙うＷｅｂ情報発信媒体の作成、運用
4 福島県 株式会社レーベン 5380001028675 当院の魅力と整体院、接骨院のサービスを伝える
5 福島県 大内接骨院 － 新設備『超音波治療器』導入と、折込広告による販路開拓事業
6 宮城県 あずみ鍼灸院 － 潜在顧客の掘り起しを目的とした、広報による販路拡大の取り組み
7 宮城県 大沼鍼灸院 － 女性が安心して来院できる店舗に整備して売上向上を目指す事業
8 群馬県 たかさき中央整骨院 － 屋外看板・照明設置工事及びチラシの配布による集客力向上事業
9 群馬県 整骨院ハナミズキ － 移転効果最大化！新規顧客獲得・休眠患者掘り起こしのためのＰＲ

10 群馬県 ナイン整骨院 － 車からでも分かりやすくスムーズな案内を目指して
11 群馬県 あい整骨院 － 新サービス「ＺｅｎＳｈｉａｔｓｕ」普及のための広告宣伝事業
12 埼玉県 アキ鍼灸院 － 整骨院業務開始のための院ＰＲ事業
13 埼玉県 さくらの町整骨院 － 元気・健康・笑顔の酸素カプセルＰＲ
14 千葉県 たきふどう鍼灸院・整骨院・整体院 － 「レッドコード」を活用した自費診療メニューによる顧客拡大
15 千葉県 えがお整骨院 － １００年人生で健康寿命に必要な持続的な下半身強化と根本治療
16 千葉県 みどり整骨院 － 整骨院で施術するフェイシャルエステサービス 事業
17 千葉県 あおば整骨院 － 柏市青葉台で鍼灸を！８年越し鍼灸整骨院へのリニューアル事業
18 千葉県 あさぬま整骨院 － ちはら台地区の“治療院難民”の救済による新規顧客獲得
19 千葉県 かぶらぎ整骨院 － 顧客増加のために行う「佐倉から新小岩への移転」に伴う周知活動
20 東京都 こみやま整骨院 － 地域の健康に貢献するためのホームページ制作と集客
21 東京都 きむら整骨院 － ホームページとポスティングを活用した新規顧客開拓
22 東京都 イアス整骨院 － 小型エコーを活用した出張体験施術により新規顧客を獲得する取組
23 東京都 株式会社ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ 9020001081062 加藤整骨院の宣伝広告強化による新規患者獲得
24 神奈川県 鴨志田コンディショニング鍼灸整骨院 － コンディショニングスペース・ 機器の設置
25 神奈川県 藤が丘ティーダ鍼灸整骨院 － 頭痛専門ＨＰ作成・不妊で悩む方への広告の強化
26 神奈川県 ふじがおか整骨院 － 整骨院からハイパーナイフによる健康な体を作る
27 神奈川県 からだ整和堂整骨院 － ＡＩを活用した量子波動分析調整器の導入
28 神奈川県 いしはら鍼灸整骨院 － 乾式ホットパック装置導入による顧客の定着促進と拡大
29 静岡県 麒麟堂　鍼灸整骨院 － 新規事業（介護予防、健康増進）の取り組み及び販路開拓
30 静岡県 ＳＡＩ整骨院 － 健康で幸せに年齢を重ねる予防医療の普及を通じた顧客開拓
31 群馬県 高崎さと鍼灸院 － 本鍼灸院への来院を促すＰＲ諸活動の実施
32 群馬県 さいとう接骨院・鍼灸院 － Ｇｏｏｇｌｅオンライン広告によるデジタルマーケティング
33 東京都 ｍｉｕｍｉｕ　ｓｐａ　鍼灸マッサージ院 － 鍼灸院の認知及び集客増加のためのホームページ作りと備品の追加
34 神奈川県 株式会社レスト 4020001127654 １００年経営を目指して鍼灸院内リニューアルに伴う宣伝広告事業
35 神奈川県 巖流鍼灸院 － 高齢者向け頭部鍼灸治療（ＹＮＳＡ＋美容鍼）サービス
36 静岡県 セロリ鍼灸院 － 多様な治療法を、それぞれ適合する年代に合わせた多様なツールによる販 路開拓
37 静岡県 形部接骨鍼灸院 － 超音波画像観察装置導入 による出張治療とクオリティー向上
38 茨城県 上水戸接骨院 － 予防型トレーニング器具導入による新メニュー開発と広告展開
39 群馬県 おおさわ接骨院 － 無痛「ＮＡ療法」周知ホームページ作成と内装の改装
40 群馬県 内山　慎太郎 － 女性に来院しやすい接骨院をアピールできるホームページ作成
41 埼玉県 かみかわ接骨院 － 最先端施術とセルフ健康講座をお知らせするチラシ発送と看板設置
42 埼玉県 福島接骨院 － 女性が利用しやすいユニバーサルデザイン 化への店舗改装
43 埼玉県 株式会社八潮 2030001030355 コンシエルジュの居る接骨院に、健康寿命を延ばす機能を持たせる
44 埼玉県 はんのう駅前通り接骨院 － 自社独自のオリジナルブランド 「からだ専科」の製品開発
45 埼玉県 アスウェル鍼灸接骨院 － ホームページ作成及びＭＥＯ対策での販路開拓
46 埼玉県 林接骨院 － 自由診療の内容と効果の周知により新規の患者様を集客する。
47 東京都 ゆるやか鍼灸接骨院 － 鍼灸施術＋水素セラピーによるニキビ改善サービス
48 神奈川県 こみなと接骨院 － 新規患者・顧客獲得及び満足度向上に向けた院内外環境の整備
49 神奈川県 Ｇｏｉｎｇ鍼灸接骨院 － ジュニアアスリートに特化したホームページ作成事業
50 神奈川県 大原接骨院 － 『小林式背骨矯正法 による姿勢調整』と『来院しやすい環境作り』
51 静岡県 もとい接骨院 － 保険診療以上のニーズに応えるための販路開拓活動
52 静岡県 そうき接骨院 － スマートフォン対応ページ作成による新規顧客の開拓
53 新潟県 からだ導場Ｌａｕｇｈ整骨院きよし屋 － 燕三条地域全戸配布フリーマガジン「３６５」への広告掲載を活用したＰＲと パーソナルジムとしての機能の充実させるための設備導入
54 新潟県 さかつめ整骨院鍼灸院 － 女性顧客が安心して来院できる院の改装と近隣への当院の周知拡大
55 新潟県 たなか鍼灸整骨院 － 美容鍼の広告と販売促進で売上増進・若年層の新規顧客獲得事業
56 石川県 ほくりく針灸整骨院 － パーソナルトレーナー 事業の本格化に取り組み販路を拡大する
57 長野県 島内しみず整骨院・しみずカラダ研究所 － 女性の悩みに効く！「女性のためのヨガ治療」で販路開拓！！
58 長野県 あきやま整骨院 － 既存サービスと機器導入組み合わせによる効率性・客単価向上
59 富山県 昌和接骨院 － 「治療」から「予防」へ新規顧客獲得のための店舗改装
60 長野県 こんどう接骨院 － 母が変われば家族が変わる！明るい家庭を増やす為の新規顧客開拓
61 岐阜県 しん整骨院 － 尿もれ・臓器脱に対するトレーニングと治療の相互向上
62 愛知県 どうど鍼灸整骨院 － エコー導入による急性期外傷の対応と自費メニューの拡充
63 愛知県 野口整骨院 － 老化（自然現象）に対する運動療法
64 三重県 ｉｒｏｈａ整骨院スポーツジム － フリーペーパー広告とのぼり旗設置でシニア層への認知度アップ！
65 岐阜県 やまもと接骨院 － さらば膝痛！ヒザリハプラスでインソール？歩ける高齢者増加計画
66 岐阜県 たかふじ接骨院 － アスリートからシニアまで動けるカラダを作る為の「虎の穴」計画
67 岐阜県 くおん堂鍼灸接骨院 － 閲覧していただけるＷＥＢサイトの構築による若い世代の販路開拓
68 愛知県 接骨院三幸堂 － 地域住民の腰痛の悩みを解消し、地域を活性化させるための広告
69 愛知県 本郷接骨院 － 朝６：３０から！学校・仕事前に通える接骨院の看板による周知活動
70 愛知県 ＢＯＤｉＦＵＬＬ接骨院 － ラクラクＥＭＳトレーニングの導入！
71 愛知県 一宮接骨院 － 高齢者・リハビリに有効な施術の導入による地域の健康促進
72 愛知県 とだ接骨院 － ＨＰ新設による新規集客増大、及び集客の安定化の実現
73 愛知県 ウッドベル接骨院 － 交通事故患者向けホームページのリニューアルによる新規顧客獲得
74 愛知県 すみや接骨院 － 施術メニュー見直しによる地域に愛される店舗へ
75 愛知県 まつもと接骨院 － 新技術を利用した治療機器導入による認知度アップと新規顧客獲得
76 愛知県 合同会社カンパニュラ 4180003015610 新規顧客開拓のため同建物内で接骨院の併設とＰＲ
77 三重県 いろは接骨院 － 一人院長の手技をサポートする機器の導入で患者単価アップ
78 三重県 みなとまち接骨院 － ●保険外施術を中心とした新規患者開拓と商圏地域への認知度アップ
79 愛知県 株式会社メイプル名古屋 9180001056354  ホームページによる鍼灸院向け販促ツール作成代行事業の広報
80 愛知県 おたずね鍼灸院 － “雨降っても地固まってる！”～木（氣）持ち良い鍼灸院～
81 三重県 ひまわり鍼灸院 － 地域オンリーワンのキッズルーム開設で２０代～４０代女性獲得
82 福井県 株式会社ＩＮ　ＲＨＹＭＥ 7210001016901 緩和ケアスーツのＷＥＢ販売及び整骨院・接骨院への販路拡大
83 滋賀県 姉川鍼灸整骨院 － ホームページの開設でからだのお悩み解消・収益ＵＰ事業
84 滋賀県 ラック鍼灸整骨院 － シルバー世代にも見やすいスマホ対応サイトを制作し集客を図る
85 滋賀県 エブリィー整骨院 － 湖南初！３０～４０代の女性顧客が安心して利用できる環境整備
86 滋賀県 ウィル鍼灸整骨院 － 通りすがりからの認知度アップのための看板事業
87 京都府 もり鍼灸整骨院 － 野球によるケガの治療、動画教材の販路開拓のためのＨＰ作成
88 京都府 しゅん太鍼灸整骨院 － 『トータル整顔ケア事業（美容）』の確立・販促開拓
89 京都府 乾隆校前整骨院 － 女性受付スタッフを活用したボディメイク・トレーニング 事業
90 大阪府 にこちゃん整骨院（Ｒｅ：ｆａｃｅ） － ヘッドスパ専門店で頭皮から全身を癒し働く女性を心から笑顔に！
91 大阪府 恵鍼灸整骨院 － 姿勢矯正の看板で地元へアピールしながら夜も明るく治安を守る
92 大阪府 あゆむ整骨院 － 高い安全性を備えた器具を用いた運動療法の取り組み
93 大阪府 はなたか整骨院 － 腰痛による歩行障害を回復させるレオロジー療法の販路開拓
94 大阪府 片山整骨院 － 院内情報をリアルタイムで発信する片山整骨院ホームページ作成
95 大阪府 良原鍼灸整骨院併設ダイエットみぃ － オンライン、オフライン広告の実施で商圏拡大を目指す。
96 大阪府 ＷＡＬＫ鍼灸整骨院 － 足元からの健康改善をする靴とインソールの販売事業で顧客獲得。
97 大阪府 たきた整骨院 － 医療機器を使用した客単価アップと集客路線ツール
98 大阪府 旭区清水整骨院 － 怪我の程度を即座に把握し来院を促す事業
99 大阪府 かわもと鍼灸整骨院 － ネット・チラシ広告と予約システム導入による販路開拓

100 大阪府 中林整骨院 － 既存患者さんや新規患者さんのために治療院の流れを説明するツールづくり



101 大阪府 みつけやま整骨院はり院 － 新患増加を目指す！ＷＥＢサイトの見直しとチラシによる販路開拓
102 大阪府 はやし針灸整骨院 － 不妊や逆子で悩む方に対する、インターネットを利用した顧客開拓
103 大阪府 五月ヶ丘鍼灸整骨院 － 姿勢改善クッション開発で物販収入と新規患者の増加を図る
104 大阪府 鍼灸整骨院　安穏 － 移転後の店舗で不妊カウンセリングの普及と認知活動
105 大阪府 こもれび鍼灸整骨院 － 働き盛りで仕事を休めない人に根本治療の施術を周知する事業
106 大阪府 たいよう鍼灸整骨院 － ホームページ追加による新規患者獲得及び美容はりメニューの投入
107 大阪府 からだラボＮＥＸＴＦＩＥＬＤ鍼灸整骨院 － パーソナルトレーニング での健康増進を薦める為の販路開拓事業
108 大阪府 久宝寺口整骨院 － ＨＰを活用したスポーツ選手の新規顧客獲得事業
109 大阪府 あすよし整骨院 － 脊柱調整メニューの新設および院内での脊柱調整施術の見える化
110 大阪府 香里まつだ整骨院 － 既存靴・新規靴販売の販路開拓
111 大阪府 ながまち整骨院 － 日本一のイップス専門治療店を目指す！
112 大阪府 ゆうの整骨院 － 「猫背・骨盤矯正」をＰＲし「猫背といえばここ」という存在に！
113 兵庫県 西明石コンディショニング鍼灸整骨院 － 「美顔矯正システム」の積極的広告活動による売上拡大
114 兵庫県 岡田整骨院 － 新規自費施術メニューの開発及び販売促進事業
115 兵庫県 整骨院Ｂｏｎｄ － “施術＋トレーニング”の院外活動展開事業
116 兵庫県 こやま鍼灸整骨院 － 当院女性客向け美容メニューの拡充による新規顧客開拓事業
117 兵庫県 ひかり整骨院ｐｌｕｓ － 若い世代が来やすい！予約機能をもつ整体用Ｗｅｂサイト開設事業
118 兵庫県 ひかり整骨院ｐｌｕｓ － 若い世代が来やすい！予約機能をもつ整体用Ｗｅｂサイト開設事業
119 兵庫県 樫山はりきゅう整骨院 － 新規顧客を開拓するためのホームページの導入
120 奈良県 ヒロ整骨院 － 新規顧客獲得の為のメディセル導入。
121 京都府 おきやま鍼灸接骨院 － 子宝整体・鍼灸・ファスティングを経営の柱とする広報事業展開。
122 大阪府 株式会社ＳＮＯＷＡＩＤ 5120001208212  「日本一外傷の多い接骨院の研修ＰＲ動画で取込み強化」事業
123 大阪府 いつ接骨院 － 「足の痛み」を和らげ地元高齢者の健康寿命＋１０歳事業
124 兵庫県 いやしの家 － 予防医療が元気な人生を創る！“まず相談できる”接骨院を！
125 兵庫県 接骨院さかもっちゃん － スポーツのケガは当院へお越しくださいと周知する事業
126 和歌山県 東山接骨院 － ＳＳＰ療法器導入による潜在顧客の開拓及び訪問サービスの実施
127 滋賀県 鍼灸施術所誠療庵 － ホームページのリニューアルによる当院の不妊鍼灸治療の広告宣伝
128 滋賀県 からだ元気治療院心陽守山店  － 後期高齢者の方々向け訪問型鍼灸治療サービスの認知度アップ事業
129 京都府 彩鍼灸院 － 岩盤エクササイズ導入による当院の強みの強化と販路開拓事業
130 京都府 梅原鍼灸院 － 新しい鍼灸及び効果の周知による鍼灸利用マーケットの創造事業
131 京都府 鍼灸あん摩マッサージ指圧きっこうどう （中塚カナコ治療所） － 身体の内側から美しさを目指す鍼灸治療院の美容メニュー導入
132 大阪府 ＨａＲｉｃｋ美容鍼灸整体 － 美容施術のさらなる効果アップと満足度アップ、技術向上、認知度アップ
133 大阪府 永橋鍼灸・あん摩・マッサージ院 － 訪問鍼灸・マッサージの新規患者様取得の販路開拓
134 大阪府 鍼灸香里治療院 － 難治症例に対応するレーザー導入による新規来院数の拡大
135 兵庫県 美容・鍼灸サロン　ハミング － 健康寿命を延ばす為にかくれ肥満を削減するツール作成と販路拡大
136 広島県 大門鍼灸整骨院 － 女性中心の顧客形成を行うための設備整備事業
137 山口県 万事整骨院 － 身体の健康を知り尽くす接骨院の健康・美容増進フルサポート事業
138 山口県 小野田整骨院 － 患者様と従業員の満足度アップによる売上高向上のための改装
139 岡山県 たにもと接骨院 － メニュー開発、ＨＰと広報活動による新規顧客獲得
140 広島県 はしもと鍼灸接骨院 － 痛みにアプローチ、原因を身体の根本から治療する技術の販促
141 山口県 もみじ接骨院 － 患者満足度を向上させるエコーで診てくれる接骨院の展開
142 山口県 万事整骨院 － 身体の健康を知り尽くす接骨院の健康・美容増進フルサポート事業
143 広島県 おんだ鍼灸院 － 増収に向けての新店舗開設及び簡単・安全に運動可能な器具の導入
144 広島県 ハートフル鍼灸院 － 女性向け新サービス開発によるＷＥＢ広告を活用した集客事業
145 徳島県 城南整骨院 － コンビネーション治療と新システム導入による顧客開拓
146 香川県 いいむらファミリー鍼灸整骨院 － 集患及び集客事業
147 愛媛県 すこやか整骨院富久院 － ＥＭＳ電気治療器導入による筋トレのメニュー化と販路開拓事業
148 愛媛県 あき鍼灸整骨院 － エコーによる可視化・トレーナー及び外部活動時治療器・販路開拓
149 高知県 せがわ整骨院 － 保険外治療のＰＲによる新規顧客獲得事業
150 佐賀県 よし姿勢＆スポーツ整骨院 － 健康のプロが薦める新メニューとそのプロモーション活動
151 佐賀県 有限会社まちなが鍼灸整骨院 4300002007546 リハビリを軸とした販路拡大のための専用設備導入
152 長崎県 銀屋町整骨院 － 国家資格者による本気の姿勢矯正のＰＲと顧客獲得
153 長崎県 宮スポーツ整骨院 － クライミングスペース導入による集客強化
154 長崎県 竹松整骨院 － 来院者年齢層別で比率の低い、１０代患者の集客力強化事業
155 熊本県 堀川整骨院 － 美容整体への進出及び既存顧客の満足度・認知度向上事業
156 熊本県 天神整骨院 － 新サービス開発による売上増加と健康意識の高い顧客獲得
157 熊本県 にしかわ整骨院 － 整骨院が行う、ピラティス事業強化とそれに伴う院内設備工事
158 熊本県 はざま整骨院 － ホームページとチラシで当院の周知を図り顧客に選ばれる新規開拓
159 熊本県 速治膏の吉田整骨院 － つぼマッサージを融合させた整骨院独自の新商品開発とネット販売
160 大分県 いまだ鍼灸整骨院 － 「子供のスポーツ障害予防とパフォーマンスアップの運動教室」
161 大分県 豊後高田整骨院 － ホームページ作成で新サービスの情報を発信し若年層を獲得
162 宮崎県 こおりもと鍼灸整骨院 － 自費施術割合の増加を図るための設備導入と販路拡大事業
163 宮崎県 楠元整骨院 － 施術中及び施術後に行う筋力トレーニング（以下、筋トレ）事業
164 宮崎県 もりした整骨院＆Ａｃａｆｅ － 新感覚整骨院の魅力を伝えるための独自マーケット認知度向上計画
165 宮崎県 シントータルボディケア 整骨院 － 局所治療強化のための先端機器導入による客単価向上・販路拡大
166 宮崎県 西都整骨院 － 幹線道路からの集客を狙った看板の設置による集客力強化事業
167 鹿児島県 栗野鍼灸整骨院 － 「高齢化社会に合わせた鍼灸整骨院作り」
168 鹿児島県 とのうち整骨院 － 腰痛とはおさらば！腰痛患者に向けた当院の施術法の認知活動
169 鹿児島県 しのぶ整骨院 － 新規顧客開拓に向けたサービス開発・心地よい空間づくり
170 鹿児島県 整骨院誓志 － 超音波エコー機材の導入による新たな販路の開拓事業
171 鹿児島県 ＲＹＯＴＡ整骨院 － 超音波治療器導入 による新規顧客獲得とリピート率の向上
172 福岡県 友泉亭整骨院 － 痛みの早期改善などの患者ニーズに応える新メニューの導入
173 佐賀県 佐志接骨院 － スポーツ現場での治療やリハビリを可能とする低周波治療器の導入
174 宮崎県 伊福接骨院 － ・疲労回復！自己治癒力向上！酸素ＢＯＸ導入による顧客開拓事業！
175 福岡県 松永鍼灸院 － 積極訪問鍼灸治療で、身体状況も隅々まで把握できる予防ＰＲ事業
176 大分県 眞名井鍼灸研究所 － 目で見て実感！数字で納得！健康血管プロジェクト
177 宮崎県 鍼灸治療院ＹＥＬＬ － 各ターゲットに確実に訴求するパンフレット作成で顧客獲得事業
178 沖縄県 久場針灸院 － 新メニュー（美容鍼灸）実施による新規顧客開拓事業

採択企業が自ら解説！最大150万円が補助される「小規模事業者持続化補助金 （コロナ特別対応型）」

鍼灸院・整骨院などのIT化支援企業
株式会社メディウェイズ
https://mediways.co.jp

ホームページ制作、Google広告運用、超音波エコーや施術機器の導入、オンライン問診プラットフォームなど、お気軽にご相談ください。

当社へのHP発注、機器購入をご依頼前提とし、申請書類作成のサポートもさせていただきます 。

https://mediways.co.jp

