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IT導入補助金は､中小企業･小規模事業者等のみなさまの自社の課題やニーズに合った

ITツールを導入する経費の一部を補助してくれる制度です。
みなさまの置かれた環境や課題から強み･弱みを認識､分析し､把握した経営課題や需要に合ったITツールを導入することで
業務効率化･売上アップといった経営力の向上･強化を図っていただくことを目的としています。
例えば『日々のルーティン業務を効率化させるITツール』『情報を一元管理するクラウドシステム』など汎用的なITツール
の導入に活用できます。
補助対象者
中小企業･小規模事業者等(飲食､宿泊､卸･小売､運輸､医療､介護､保育等のサービス業の他､製造業や建設業等も対象)
補助対象経費
ソフトウェア費､導入関連費等(ハードウェアや既に導入済みのソフトウェアの更新費用やライセンス追加費用は含まれません)
補助金の上限額･下限額･補助率
上限額450万円･下限額40万円･補助率1/2以下
補助金の補助額が最大450万円(2018年は50万円)と昨年より大幅にアップいたしましたが
｢ホームページを作りたい｣｢会計ソフトを導入したい｣などは対象外となります。
生産性の向上､売上アップにつながるITツールの導入などが対象となります。
2019年度のスケジュール
１次公募
5/27(月)開始
A類型 ～6/12 まで
(補助限度額上限150万円)

B類型 ～6/28 まで

採択予定日
A類型 6/26
B類型 7/16

交付決定日

２次公募

7月中旬開始予定

7月中旬開始予定

事業実施期間

事業実施期間

交付決定から5ヶ月を予定

交付決定から5ヶ月を予定

(補助限度額150万円〜450万円)
※スケジュールは予定であり変更になる可能性があります。

今年は昨年に比べ

・採択予定数が非常に少ない(2018年採択実績 62,893件 → 2019年採択予定 6,000件)
・一般に１次公募より２次公募の方が採択率が低い
ため､できる限り１次公募の申請に間に合わせることが重要だと言えます。
2019年のIT導入補助金の活用を検討されている事業者様はお早めの準備をお勧めします。

長岡善章

本社 〒411-0943 静岡県駿東郡長泉町下土狩690-1-101号室
みらいラボ＠ドットツリー 静岡県伊豆市修善寺75-L
静岡オフィス 静岡県静岡市葵区紺屋町8-12(LINK 1階)
facebook https://www.facebook.com/shizuokaartistics/
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アーティスティックスは､昨年10社以上の申請をお手伝いいたしました。(採択率100%)
今年もIT導入支援事業者として､みなさまの申請をフォローいたします。是非ご相談ください。

静岡県沼津市の学園通りに位置するトレーニングジムでもなく､整体院でもなく
そしてエステサロンでもない全く新しい形のスタジオ『Be-Studio』さんを今回は
ご紹介します！
運営をするのはエステ・スクール・アロマ・美容鍼灸etc…｢美｣をコンセプトに幅広
く展開をする｢エス.グループ｣さん。代表の曽根原容子さんはマッサージ・鍼灸師の
資格を取得後､東洋医学と美容を融合した店舗の経営をはじめとし､総合美容学校の
運営､女性のキャリアアップ支援・テレビ出演など個人としても幅広く活躍をされて
います。

ホームページ・クラウド応援隊長

長岡 善章
４月に入って､みらいラボ＠ドットツリー修善寺で経営指針
発表会を行いました｡自分で言葉にすることって大切ですよ
ね｡目標は苦しいときが多いですが､それをおもしろがりな
がらできる私たちでありたいです｡
セールスマネージャー

みらいラボ 所長

西島 基弘
なかなか釣りに行けていないこの頃､皆様いかがお過ごしで
しょうか？ようやく暖かくなってきたので､そろそろ海に出
ようかと思います｡あ､海に出る前に田植えと畑の手入れも
しなければ…今月は自然を満喫できる月になりそうです｡

加藤 龍
鯖と鯵とダジャレで伊豆半島を盛り上げる､サバーソニック
&アジロックフェスティバル！！5月から各地の店舗でサバ
ソニフラッグ集めて､6/1と6/2は伊東のなぎさ公園に集合し
てね｡｢サバソニ｣で検索してねー｡
販促アドバイザー

クラウドプロデューサー

内野 光一郎
5月に入って､だんだん暖かくなってきましたね｡
今年は､一番寒い時期の2月はそれほどでしたが､4月に入っ
て急に冷える日があったりと気温の異常を感じています｡
体調には気をつけていきたいですね｡
クラウドディレクター

鈴木 啓文
年度も変わり､年号もついに令和となりました｡
まだ平成の印象が根強く違和感がありますが､令和元年！
良いスタートをきれるように趣味・運動・仕事をより一層
励んでいきたいと思います｡

青木 健
最近､新幹線に乗る機会が増えたのですが､ 過ごし方は
読書・PC・携帯・新聞や雑誌など様々です｡約1時間の車内､
徐にPCをとり出して仕事をしてる雰囲気を出したいところ
ですが､心地よい揺れと心地よい雑音につられ…zzz…
｢あっ､仕事してます！多分…きっと…｣

土屋 好範
体重増加が止まりません｡土屋です｡今月はついに人生での
最高記録を樹立しました｡そういえば､前回の通信でも体重
を報告したつもりだったんですが､紙面には載ってませんで
した｡暑苦しいから除外されたのかな｡それとも､ほかの社員
のみんなに嫌われているのかな｡あ､両方なのか｡

山本 康子
主人が乗っ ているNINJAが車検か ら戻っ てきて むすこと
楽しそうにタンデムしている姿を見て､私も若い頃から好き
だったオールドビートルが欲しい気持ちでいっぱいの春で
す｡20年ほど前にビートルを探しに行ってMINIを買ってき
た経緯があるのできっと乗ることはないんだろうな…｡
みらいラボ エンジニア

日置 健治
はじめまして､日置と申します｡いきなりですが､先日､人生
で初めて救急車のお世話になりました｡周りの方々に助けら
れ､今があります｡感謝の気持ちを忘れずに､健康第一でガン
バッテイコー！と思っています｡

静岡県沼津市五月町17-22
わが家の台所2F

TEL

055-928-6633

営業時間 10:00〜22:00まで
(最終受付 20:00)
定休日
HP

月曜日
https://be-studio.jp/

トレーナーさんは､エステやアロマの資格取得者はもちろん､現役のプロサッカー
選手さんも担当をしてくれるのも心強いですね。
メニューは色々あるのですが､イチオシは3ヶ月集中で無理なく｢体重-5kg以上･ウエ
スト-5cm以上､体年齢-10才以上｣を目指す3ヶ月集中｢美スタイル｣コース。
無理な食事制限なく､普段の生活を基本として少しだけ工夫するからこそ､コース後
も健康的に体調を維持することが可能だとのことで…記事を書いてる私もはじめ､弊
社も見習わなければいけないな…と痛感しております！笑

あっ､無料体験実施中ですよー！
※詳しくは弊社が作らせて頂いたホームページを御覧ください♪

春野 輝
写真を撮る時に表情筋の硬さを痛感した春野です｡30超えて
今更表情筋を鍛えるよりは「FaceApp」みたいなのでどう
にか誤魔化せないか画策中です｡きっとこれも一つのIT化｡

坂本 直人
令和が発表されてすぐにスマホやパソコンで｢れいわ｣と入
力しても正しく変換されませんでした｡しかし､4月の中旬に
はスマホもパソコンも変換できるようになっていてアップ
デートの速さにびっくりしました｡自分も早く令和になれる
ように無駄に令和元年っていっぱい言いたいと思います｡
WEBクリエイター

WEBクリエイター

住所

クラウドアシスタントディレクター

WEBクリエイター
チーフWEBコンサルタント

最近ブームになっているダイエットは､短期間で激しいトレーニングや食事制限など
を行い目標を達成するものが多いですが『Be-Studio』さんでは､目的･年齢･体調･
ライフスタイルに合わせたプログラム（主にトレーニング・ストレッチ・エステ）
で､無理なく達成をサポートしてくれます。

パーソナルトレーニング・ストレッチ
エステ・酵素・3ヶ月集中｢美スタイル｣
エステ､ストレッチ､トレーニングの融合
で多角的に目標達成をサポート！

杉崎 ゆりか
ここ数年､ごはん＆麺ばかり食べていてパンを食べる機会が
減っていたのですが､最近私の中でパン屋さんのパンブーム
が来ています｡沼津・三島辺りでおいしいパン屋さんがあっ
たら教えてください♪
みらいラボ エンジニア

土本 直代
みらいラボチーム配属､初登場の土本です｡本社から徒歩10
分以内の自宅で作業することがほとんどで引きこもりにな
りがちに｡存在を忘れられないために週に1回は本社に顔を
出そうと思っています｡運動不足解消のため歩いて行くつも
りでしたが､ノートPCが重いと言い訳にし車を使ってしまう
生活を改めないと…

｢Googleマイビジネス｣はGoogleの検索結果に無料でお店の情報を掲載でき､お金をかけず集客を伸ばすために使えるツールです。
Google検索で会社や飲食店の名前を調べると､検索結果画面の右側に基本情報・写真・地図が表示されます。Googleマイビジネスは､その情報を
登録・管理することができるため､ホームページのSEO対策が万全でなくてもお客様がお店の情報にたどり着けるチャンスが高くなります。
今回は､この｢Googleマイビジネス｣の使い方と､より興味を持ってもらえる情報の発信の仕方についてセミナーを開催します。

セ
ミ
ナ
ー
内
容

1.｢Googleマイビジネス｣ってなに？
2.Googleマイビジネスの使い方
3.Googleマイビジネスで使う写真のコツ
4.口コミを活用してより良い印象を
5.イベント告知を投稿して旬の情報を発信しよう
セミナー終了後､ホームページについての相談会･プチWebコンサル
ティングを開催致します｡お持ちのホームページについてのお悩みやお
困りごとを弊社コンサルタント･スタッフを交えてご相談いただけます｡

2019年

5月23日(木)

14:00～16:00(受付13:45〜)
会 場：プラサヴェルデ 201小会議室(沼津市大手町1-1-4)
参加費：無料
お申込･お問合せはこちら

TEL.055-928-6500

チョコレートとポテトチップスをそれぞれ買い､合計110円でした。

ポテトチップスは､チョコレートよりも100円高いとき
チョコレートはいくらでしょうか。
クイズの答えは
検索から！

掲載内容またはアーティスティックスへの
ご意見・ご感想はこちら！

アーティスティックス クイズの答え
[TEL] 055-928-6500 [FAX] 055-928-6501
[mail] tsuushin@artistics.co.jp

