
更新：

業種

1 運送・倉庫業

2
総合レンタル業
イベント関連業務

3 税理士業

4
傘・レインウェア
つえ専門店

5

地域情報誌・ｳｪﾌﾞﾏ
ｶﾞｼﾞﾝ発行・印刷物
製作

6 情報通信業

7 広告代理業

㈱アクアリーフ
平塚市八重咲町7-28
神奈中八重咲ビル4階

0463-24-5550 0463-63-1401

・全国のネットショップ、通販企業向けの受注管理
　システムの提供（業界1位の使いやすさ）
　※詳細については要相談
・小資本で起業し、堅実に事業を育てるストック型
　ビジネスのノウハウを提供
・ブランディングを確立する感動サービスの舞台裏
　を提供
・経営危機をチャンスに変える、生き残る為の選択
　とＰＤＣＡを提供

㈱アクロス
平塚市見附町32-18
ジュネパレス1階

0463-36-7778 0463-36-7878

・名刺、チラシ、ポスター、会社案内、看板からホー
　ムページまで、トータルデザインでそれぞれのメデ
　ィアの相乗効果を引き出し、あなたの会社の企業
　イメージをブランディング（※要相談）
・one-stopで手間も経費も削減　利用承認書ご呈示
　でさらに10％割引
・環境マネジメント経営のお手伝いも致します

0463-79-5261

・毎月訪問による経営（税務）アドバイス、税務申
  告
・創業補助金や小規模事業者持続化補助金等の
　事業計画策定支援

㈲こばり 平塚市明石町22-34 0463-21-3489 0463-21-3489
・登録証ご提示で5％引き
　（1,000円以上の商品お買い上げの場合）

㈱湘南ジャーナル社 平塚市長持203-4 0463-33-2585 0463-33-2574

・湘南ジャーナルへの広告出稿（ミニ情報誌、おで
　かけごよみを除く）でコンテンツ''はたらくひと''（W
　129mm×H92mm　写真と160文字の作文による
　自己ＰＲスペース）を提供。

2019/6/22

事業所名 住所 創業者向けに提供できるサービスＦＡＸ電話

・製品の保管と配送手配、代行
・製品の輸送（４トン車以上）
※詳細については、ご相談下さい。

0463-52-10880463-52-1077平塚市下島1022-5小林運輸㈱

㈲レントール平塚 平塚市四之宮2-9-40 0463-22-7500 0463-22-7518
・自社レンタル料の10％割引
　（人件費・手配品除く）

税理士法人あおば湘南支店
平塚市八重咲町7-25
八重咲大木ビル201号

0463-79-5271

～起業する人応援します『ひらつか創業サポーターズ』～

サポーターズ登録企業一覧
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http://www.aqualeaf.co.jp/
http://www.dp-across.co.jp/
http://kasa-kobari.com/
http://www.shonan-journal.com/
http://www.kobayashi-u.co.jp/
http://www.rent-hiratuka.co.jp/
http://aoba-tax-shonan.tkcnf.com/


業種事業所名 住所 創業者向けに提供できるサービスＦＡＸ電話

8 サービス業

9
専門サービス業
（税理士事務所）

10 生麺・業務用食品材料卸

11 美容室専門の卸

12 ローカル紙発行

13 印章製造・販売

14 行政事務

15 経営コンサルタント

16 農業

17 洋菓子製造販売

18 乾物小売業

コンディトライ　バッハマン 平塚市八重咲町24-28 0463-23-5210 0463-22-7691 ・ギフトバウムクーヘンの値引き（詳細は要相談）。

㈱長谷金本店 平塚市千石河岸24-8 0463-22-0112 0463-22-0143
・ギフト用花かつお削り節　1点540円から500円
　（税込み）で提供します。

㈱タウンニュース社
湘南支社　平塚編集室

平塚市八千代町1-23
Ｙ123ビル3F

0463-25-0700 0463-25-0777

・タウンニュース平塚版の企画「市民が思わず応援
　したくなる記事広告　平塚BIZ」で、当社の記者が
　各企業様を取材、本誌とWeb版に掲載し、知名度
　アップに繋げます。（掲載料、取材料など応援特
　価にてサービスします。詳細は、お問い合わせく
　ださい。）

イマセ総合経営研究所 平塚市四之宮1-5-14 0463-34-8055 0463-34-8055
・事業計画作成支援
・経営相談全般

㈲東曜印房 平塚市明石町1-5 0463-21-0181 0463-21-0264 ・印章、ゴム印を定価より10％　OFF

佐々木行政書士事務所 平塚市明石町22-32 0463-79-6130 0463-79-6139

・皆さんの「どうしよう」「こまった」を解決するお手
　伝い。
・面倒な書類の提出や申請（契約書の作成、営業
　許認可の取得等）。
　※料金については、要相談

㈱麻生 平塚市東豊田480-17 0463-51-2600 0463-51-2600

◎業務用食品材料卸
・ラーメン店開店準備に伴う材料一式の提供
　（詳細は要相談）
・ラーメン店新規開業までの相談、コンサル業務を
  無料実施
※スープに最適な麺選びから、オープン記念には
   麺無料サービスも取引見込み量により実施。

㈱ヴァン 平塚市四之宮1-7-4 0463-33-7111 0463-33-9111
・美容室オープンの為の情報の提供
・商品の供給（要相談）

平塚市勤労者共済会 平塚市追分1-24 0463-35-3399 0463-35-1300
・平塚市勤労者共済会に入会した場合、２か月分の
　会費(1400円×人数分)が無料となります。

めぐみ税理士法人 平塚市松風町1-19 0463-21-2494 0463-21-5101
・税務書類の作成、申告、税務顧問
・決算書類の作成、記帳代行
・経営改善計画策定支援

横田園芸 平塚市城所127 0463-91-6080 0463-91-6080
・ばらジャム3本セット（化粧箱入り）　3,000円を、ひ
　らつか創業サポーターズ利用者の事業所に無料
　配達します。
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https://www.baumkuchen.co.jp/
http://hasekin.co.jp/
https://www.townnews.co.jp/
https://www.townnews.co.jp/
http://www.imase-annei.com/
http://toyoinbo.com/
http://www.hiraloco.jp/shop193.html
http://www.mens-aso.co.jp/
http://www.vent.co.jp/
https://www.hira-kyosai.org/
https://yokota0141rose.wixsite.com/ethical


業種事業所名 住所 創業者向けに提供できるサービスＦＡＸ電話

19 海苔卸・小売業

20 情報通信サービス

21

経営コンサルタン
ト・事業承継士（事
業再生・事業承継・
経営革新等）

22
生命保険・損害保
険代理店業

23

コンサルティング・
その他のサービス
業

24
新車・中古車販売・
整備

ダイハツ平塚桜ヶ丘 平塚市平塚5-22-21 0463-35-7877 0463-35-7833
・自動車販売、法人リース、個人リース
・車検、整備、板金、車輛看板制作、施工
・事業用ナンバー取得

エー・アイ・マネジメント・オ
フィス

平塚市御殿2-1-6 080-5487-5450 0463-34-5450

１．創業者に向けてのプロセスを実経験により支援
２．創業セミナー、メンタリングによる指導
３．技術者育成のインストラクターを目指す方への
    研修資料作成方法とインストラクション・スキル
    アップ方法の支援

株式会社マインズプラス
平塚営業所

平塚市錦町14-1 0463-71-6839 03-4570-0272

・法人、個人向けの保険活用
・経営、創業、リスクマネジメント、不動産活用、相
続、
　各種コンサルティング提供

株式会社相模屋海苔店 平塚市札場町46-21 0463-21-3395 0463-23-5280
・進物など贈答品に限り5% OFF　で提供させて頂き
　ます。

中小企業診断士
高橋布明

平塚市中原2-3-20 090-3573-9071 0463-31-6981

・販路拡大、マーケティング戦略等による売上拡大
　のアドバイス
・円滑な事業承継、事業承継に伴う経営革新のアド
　バイス
・ものづくり補助金、IT補助金、小規模事業者持続
　化補助金等の申請支援（採択実績多数）

㈱NTT東日本-南関東
神奈川西支店

平塚市明石町1-30 045-232-4269 045-225-8223

・地元企業の皆さまの、創業、事業拡大・継承等
　における経営課題について、情報通信サービス
　を活用した解決方法を、ご提案・提供させていた
　だきます。
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http://daihatsu-pit.sub.jp/
http://www.aipmp.com/
http://www.aipmp.com/
https://www.mindsplus.jp/
https://www.mindsplus.jp/
https://www.ntt-east.co.jp/kanagawa/
https://www.ntt-east.co.jp/kanagawa/

