
№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 北海道 合同会社SantaLab 3460103001029 安心して楽しめる店舗環境の提供による店内食事の促進

2 北海道 有限会社 広和堂 3460102006821 安心・安全に利用できる葬儀環境の構築と広告の電子化

3 北海道 有限会社 山川牧場自然牛乳 2440002007807 黒毛和牛×ジャージー種「ジャー黒」加工品製造・販促事業

4 北海道 カフェ ボタン 非対面型テラス席増設による3密対策と新規顧客の開拓で事業再生

5 北海道 The Great North 間伐材による自家製燻製用チップを使った燻製製造業への進出

6 北海道 小林建設株式会社 8460101000580 新事業！「ＦＰ空き家・相続ねっと」開設で３密回避の販路開拓！

7 北海道 ラーメン寶龍幕別店 テイクアウトサービス導入によるラーメン店の新業態への挑戦

8 北海道 北路窯 ＥＣ機能構築及び広告宣伝による観光客再購入促進事業

9 北海道 株式会社いとう 9460101003070 販路維持拡大に向けてのＥＣサイトを含むホームページの新設

10 北海道 有限会社 磯貝嘉市商店 7430002061338 コロナ禍でも負けない「熟成昆布」開発による顧客獲得事業

11 北海道 有限会社 太田木工 2460102000461 自社サイト新規構築で非対面型PR強化と業務効率化で販路開拓！

12 北海道 株式会社 谷口自動車工業 2460101000982 新規設備投資による内製化と独自サイト活用による販路開拓

13 北海道 クラフトキッチン WEB料理教室開催及びWEBサイト更新による商品販売促進事業

14 北海道 有限会社ワイズスタイル 3440002008812 テイクアウト事業等強化に向けた生産体制構築と広告宣伝事業

15 北海道 ドライブハウス金太郎 コロナに負けるな‼テイクアウトと店内環境整備で、売上UP

16 北海道 有限会社 鈴木建設興業 4462502000394 コロナに負けるな！建築業の非対面型・３密回避の完成見学会

17 北海道 旬菜 和 創作居酒屋の挑戦 食品販売での販路開拓事業

18 北海道 (有)カミヤマオートセブン 7460102000795 窒素プラスチック溶接機の導入による修理部品遅延への対応の取組

19 北海道 髙木タイヤ工業所 最新設備導入と感染防止対策出張タイヤ交換サービスで売上向上

20 北海道 羅臼プロパン 有限会社 4462502000881 カード決済による非対面型業務体制の構築

21 北海道 株式会社 たまきＣｏｍｐａｎｙ 5450001009916 非接触と作業効率化に取り組むための自動券売機導入

22 北海道 しれとこ中村農園株式会社 4460301004807 玉ねぎを主役とした新商品開発とECサイト構築による顧客開拓

23 北海道 カフェバールCOVO テイクアウト等で今後の需要が見込めるピザ部門の供給能力強化

24 北海道 株式会社 丸万水産 4450001009140 非対面型ビジネスモデル転換による小売部門販売強化事業

25 北海道 有限会社モリヤ写真舘 2450002009109 新しい撮影方法と写真販売システムによる販路拡大

26 北海道 有限会社 日新商会 7440002003272 ＥＣサイト及び店舗販売強化による売上の拡大

27 北海道 有限会社 丸米澤田商店 4440002004430 ネット通販部門とギフト部門の事業強化による売上の増加

28 北海道 上川大雪酒造 株式会社 3190001015777 十勝産の原材料にこだわった日本酒による全国・海外への市場拡大

29 北海道 牛蔵ふぁ～むながの コロナウイルスの恐怖を感じさせない空間づくりで来客数UP‼

30 北海道 スナックジュエル コロナウィルスへの対策、将来を見据えた安心・安全な店舗づくり

31 北海道 前田農産食品 株式会社 6460103000408 非対面型商談会への転換に対応する自社PR動画作成事業

32 北海道 Felix Felicia WEB決済と新規レッスン&オンラインメニューの導入

33 北海道 有限会社 新得はなや 2460102005931 葬儀式および営業活動のデジタルトランスフォーメーション

34 北海道 ㈲バースコム 2462502000925 鹿肉ジンギスカン等ネット販売強化による非対面型事業へのシフト

35 北海道 むらかみうどん 自動真空包装機による生産体制の確立とＥＣサイトによる販路開拓

36 北海道 株式会社板野印刷 8462502000060 法人から消費者へのターゲット転換による新素材印刷製品の取組み

37 北海道 有限会社 陸別自工 2460102006401 特定整備に対応するためのエーミングツールの導入
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38 北海道 ごはんとおやつの研究所 GO&Vege 北海道小麦を使った天然酵母パンの量産化とネットによる販路開拓

39 北海道 ㈲竹田屋 4460002004866 HACCP（ハサップ）に対応する安全安心な豆腐製造現場を作る

40 北海道 ニセコボディワーク ＷＥＢサイト・システム導入・営業所改装によるコロナ時代の集客

41 北海道 有限会社うの 1430002062969 すしロボ導入によるテイクアウト・出前部門の強化で売上アップ

42 北海道 K’ｓキッチン 新商品の開発とECサイトの構築による新たな販路拡大事業

43 北海道 有限会社 マルトシ吉野商店 7440002010054 地域性のある刺身食材などの通信販売で巣ごもり需要に応える

44 北海道 一二三草堂 ネット販売への注力と生産体制の強化

45 北海道 居酒屋 たつ巳 3密回避のためのテラス席を新設する

46 北海道 佐藤さんちのぎょうざ ピンチをチャンスに変える！ビジネスモデル大転換計画やります！

47 北海道 旅の宿大須田 観光客から工事関係者へのターゲットシフトに必要な設備投資

48 北海道 フォルネ株式会社 3450001012558 新しい生活様式に対応した「飛沫防止パーテーション」製作事業

49 北海道 食事処 公楽 テイクアウト事業の強化による新たな需要の開拓

50 北海道 株式会社 重原商店 3450001009083 機械導入で商品の品質向上の強化を図り売上アップ

51 北海道 株式会社 冨士屋旅館 1450001009102 空気清浄機の導入による、安心・安全・快適な施設で売上アップ

52 北海道 すきっぷ教室 音声ペン導入による授業の効率化と非対面型授業スタイルへの転換

53 北海道 居酒屋 しん テイクアウトを強化するための材料保管設備の導入

54 北海道 もっきり家 キッチンカー導入による移動販売で活路を開く新型コロナ克服事業

55 北海道 MARUTOKU ナイトサパー徳永 厨房機器の導入によるテイクアウト商品の開発

56 北海道 有限会社 ホテル北洋閣 5430002059846 安心安全の『新北海道スタイル』の実践による新規顧客獲得事業

57 北海道 ゲストハウス コケコッコー 非対面接客の充実と⾧期滞在者（ワーケーション）の満足度向上

58 北海道 株式会社 リゾート礼文 2450001011791 非接触型自動ドア及びシールド設置によるコロナウイルス拡散防止

59 北海道 らぁめん喜楽 自動券売機で非対面型へ転換、会計の簡略化で作業の効率化を図る

60 北海道 TeaRoomAliCe テイクアウト向け新商品ＰＲ用チラシ作成配布による新規顧客開拓

61 北海道 大栄商事 株式会社 8430001042750 テイクアウト商品のチラシによる周知＆販促による新規顧客の獲得

62 北海道 小林商店 自社HP・EC・SNS連動による効果的な非対面販路拡大事業

63 北海道 株式会社 相生振興公社 7460301002080 非対面販売を強化するためホームページの作成

64 北海道 Other Side House 非対面型・１フロア貸し切りで、暮らすように滞在できる宿

65 北海道 有限会社 米沢商店 6440002010063 Webによる非対面型通販への転換と販路開拓の強化

66 北海道 有限会社 夢工房 9460002003343 日本人観光客へのターゲット転換による宿泊客の回復

67 北海道 株式会社 橋本商店 7430001055324 「生産停止に対応した、在庫確保・保管」

68 北海道 ぎんれい精肉店 新規設備導入と喫茶店事業開業による在庫管理体制の強化

69 北海道 民宿ほりかっぷ 真空包装機導入による魚介類の真空パック商品販売事業の新設

70 北海道 株式会社 光水産資材 7430001075925 Web戦略による非対面型ビジネスモデルへの転換

71 北海道 松寿し 人気メニューのテイクアウト商品化による顧客獲得促進事業

72 北海道 有限会社 中伝水産 9430002061674 水槽導入による鮮度のPRと北海道日高産海産物ブランド化の構築

73 青森県 岩木戸クリーニング 無人洗濯ポスト、引渡しロッカー導入で若年層の販路開拓

74 青森県 合同会社 袰月海宝 5420003001064 限界集落からの「天然海藻」ネット通販による全国販路開拓事業
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75 青森県 そば処 北の翔 当店名物さもだしそばをご家庭に！テイクアウト事業

76 青森県 TELLY’ｓ～Dining＆BarLounge～ 非接触型電子決済システムの導入と店名ブランド認知度向上事業

77 青森県 スタジオ・セントラル 銀塩プリンター導入による新サービスで休眠顧客の掘り起こし事業

78 青森県 お食事処でんでん 券売機とコールベル導入による非対面型販売事業

79 青森県 久光社 非対面型ネットショップシステムの構築とオンライン販促事業

80 岩手県 仕出屋ピーコックトレテール キッチンカー移動販売による販路開拓と売上確保事業

81 岩手県 有限会社原スポーツ 4400002007148 スニーカーへの刺しゅうサービスの内製化による高齢者顧客の獲得

82 岩手県 植山美里 新規顧客獲得と市場拡大の為の広報を目的とするホームページ作成

83 岩手県 有限会社佐藤時計店 2400002007067 眼鏡測定の遠隔操作検査及びAI計測アプリの導入による販路開拓

84 岩手県 ちゃっこいそばの店 創 いわいずみ短角牛使用の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

85 岩手県 ここから整骨院 「足元から健康提案」地域で選ばれる整骨院になるための販促活動

86 岩手県 藤光堂 眼鏡専門店の知識を活かした機能性眼鏡の提案販売の強化

87 岩手県 侍屋敷大松沢家 大松沢家の手作りプリン製造販売促進強化の取り組み

88 岩手県 ⾧澤忍建築舎 お弁当デリバリー開始による顧客獲得事業

89 岩手県 Zakka+café KICHI． 新たなネット販売の構築とテイクアウトの強化による販売促進

90 岩手県 有限会社スガイ 7400002010280 自社サイト販売強化のためのインターネット広告の配信

91 岩手県 キッチンカーfu-go クレープの自動販売機による非対面型販売の確立と販路開拓

92 岩手県 じゃじゃめん八番 EC販売及びテイクアウト商品の充実による販路拡大

93 岩手県 株式会社 いわて食品 1400001003745 直売所開設による新たな顧客獲得事業

94 岩手県 ダイニングバルumehana 店舗屋外における「季節のペアリングフェア」実施による売上向上

95 岩手県 自然派厨房 凛々家 固定客の食卓に貢献できるテイクアウト対応と調理プロセスの強化

96 岩手県 有限会社フォトスタジオ高山 4400002012453 ＩＴ対応型非対面デジタルプリント機器導入による販路開拓事業

97 岩手県 有限会社⾧根水産 7400002011015 山田湾の天然ふぐ加工品を全国に届ける自社ECサイトの構築

98 岩手県 淀屋 配達サービスと自販機販売による非対面ビジネスモデルの構築

99 岩手県 有限会社 ツーワンライフ 4400002007239 非対面型オンライン受注システムの構築と業務のテレワーク化事業

100 岩手県 株式会社村上冷凍空調設備 9402701000436 個人のお客様向けＨＰの作成による販路拡大事業

101 岩手県 農業生産法人株式会社企業農業研究所 3400001007637 オンライン売上増に伴う発送業務改善計画の展開

102 岩手県 株式会社 松本 8400001008597 施工管理システム導入がもたらす作業工程改善による新規顧客獲得

103 岩手県 有限会社割烹旅館おぼない 2400002012232 当館の外庭活用による新たなおもてなし（グランピング宿泊）提案

104 岩手県 ＯＲＣＡ ＤＥＳＩＧＮ 顧客ニーズに対応した自社保有写真データ提供サービスの販路拡大

105 岩手県 合同会社Ｂｅ−Ｒｅｓｏｌ 3400003002223 ウェブセミナーと動画配信のためのミニスタジオ設置で販路開拓

106 岩手県 有限会社 平畳店 4400602001161 新規進出地域における地盤固めと販促活動

107 岩手県 レストラン コレット ”少人数向けディナーメニュー”開発・提供による販路開拓

108 岩手県 株式会社SOUPIR DE DAME 9400001013571 液晶受注機による接触機会削減とテイクアウト・EC販売の事業化

109 岩手県 松森木工所 ブランディングとECサイト再構築で顧客ロイヤリティを獲得する

110 岩手県 成健綜業株式会社 2400001014931 ＷＥＢ予約機能付きホームページ開設による宿泊販売の強化

111 岩手県 遠藤鶏卵 安心・安全自家製鶏糞堆肥の事業化による販路開拓
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112 岩手県 羽沢耕悦商店 こだわりの焼き麩や雑穀商品をＥＣサイトによる新規顧客獲得

113 岩手県 山本養蜂場 ECサイトのリニューアルによる商品販売と新規顧客の獲得

114 岩手県 田老建具店 釣り船事業本格参入に伴う集客効果の高いホームページ作成事業

115 岩手県 ヘアワークスCuWa コロナ対策万全のスタイリッシュバリアフリーで高齢者を獲得！

116 岩手県 サンタランド 株式会社 7400001006494 新商品開発及び生産プロセス強化による新分野（防災食）への進出

117 岩手県 株式会社 ぼびん 8400001014810 コロナに打ち勝て！！カスタマイズマスク事業による販路拡大！

118 岩手県 百花 クリスマスローズのプリザーブドフラワー化のための試作品製作

119 岩手県 ＲＡＹ ＬＡＢ合同会社 8400003002086 ライブコマースを活用した自社ECサイトの開設

120 岩手県 みちのく コロナ過を乗り越える！非対面サービスの導入による販路拡大

121 宮城県 ネイルサロン＆スクールFlora 巻き爪矯正の新メニュー導入とネット販売を通じた新規顧客獲得

122 宮城県 菊地石材工業株式会社 8370801000526 亘理の墓守りサービスをホームページでPR！販路拡大！

123 宮城県 菓心 富月 ホームページ及びネット販売サイトの開設で販路開拓

124 宮城県 ワクワークス合同会社 2370003004471 無料オンライン見積もり依頼サービスによる販路拡大

125 宮城県 有限会社鈴木商店 5370202003073 ホームページ開設によるネット販売開始と新規事業の取組周知

126 宮城県 青葉合資会社 4370203000203 事前予約決済システム導入と新たな湯治プランで集客強化

127 宮城県 有限会社ライティングケン 8370802001630 照明効果を視覚化することによる作業効率化と非対面事業拡大

128 宮城県 有限会社名縫館 9370502001054 ECサイトでの自社ニット製品販売による販路開拓事業

129 宮城県 株式会社ハシカンライフ 2370001039189 「アミノ酸にんにく仙台ダカラ」のオンライン販売

130 宮城県 有限会社 山証 8370502000932 自社ホームページの改装及びＥＣサイト運営による顧客拡大

131 宮城県 株式会社大豆カンパニー 7370201000053 資料や動画・広告を活用した非対面顧客獲得法の確立

132 宮城県 株式会社SLAM 8370001022783 オンライン商談が可能な販売サイト構築による売上増加

133 宮城県 エステティック ルッカ 店内感染防止対策事業とスクールオンライン化促進事業

134 宮城県 八幡はなぶさ テイクアウト、配達サービス周知による販路拡大事業

135 宮城県 株式会社エム・ケイゴールド 6370201000046 チタン加工設備導入と販売チャネル創設による新販売ルートの開発

136 宮城県 サウンドアリーナ テイクアウトドリンクサービスの提供による販路拡大事業

137 宮城県 合同会社Precious 1370003004191 オンラインレッスンとHP・動画による新規受講生層の獲得

138 宮城県 ワンアンドオンリイ 新サービスの開発と販促の強化

139 宮城県 元祖いも煮会場広瀬川 季節営業から通年営業への転換

140 宮城県 たまて鍼灸接骨院 運動療法のオンライン指導とホームケア推進の物品販売の導入

141 宮城県 株式会社 つま新 6370801000427 ホームページとオンラインストア開設による新規客層の獲得

142 宮城県 株式会社エスオーエス千代 3370001022086 網戸・雨戸オンライン御見積サービス・ネット通信販売サービス

143 宮城県 ふじの家 テイクアウトによる販路開拓、新規メニューの開発、宅配実施

144 宮城県 マル⾧食品 キッチンカー導入によるテイクアウト部門の売上拡大

145 宮城県 ナルミ・キッチン キッチンカー導入による新サービスの展開

146 宮城県 有限会社やましん 5370802000670 デリバリー等のメニュー開発を行い非対面型の営業強化

147 宮城県 伊東寿司 テイクアウト・デリバリー強化による新たな販路開拓事業

148 宮城県 有限会社 ササキ 6370202003485 解体業・収集運搬業による販路拡大及びコロナウイルス対策
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149 宮城県 株式会社ケンジン 7370001043896 オンライン営業の新規導入と、クロスマーケティングで販路拡大

150 宮城県 有限会社アロー商事 7400502000203 居酒屋メニューで家飲み！テイクアウト部門強化で事業継続計画

151 秋田県 株式会社岩城町農園 8410001004983 新しい生活様式に合わせた販路転換と農業管理システムの導入

152 秋田県 株式会社 勘七 4410001005829 ネット販売システム構築による非対面販売での販路開拓

153 秋田県 ヨフィエルの家 スマートフォン対応型ホームページによる本格的な全国展開！

154 秋田県 有限会社甲谷石材店 9410002005484 アフターコロナを見据えた非対面ビジネスの推進事業

155 秋田県 ニンマリラボ 当社オーダー似顔絵の受注体制確立と環境作り

156 秋田県 株式会社TKファクトリー 1410001012365 コロナ禍の荒波へ販路開拓に出航！新型ミシン2種で受注視界良好

157 秋田県 ダイニング＆ラウンジあえら ネット予約でお待たせしません！おうちでネパール料理ご賞味あれ

158 秋田県 有限会社 秋田比内食品 1410002009162 国内外への熟成技術ブランディングとオンライン商談ツールの開発

159 秋田県 エム・ケー企画 高度医療用ガウンの製造を契機に高付加価値化を図る設備投資事業

160 秋田県 株式会社 ステイドリーム 4410001009870 将来を見通し居酒屋から海鮮テイクアウト店へ刷新を図る改装事業

161 秋田県 たかすぎさんち 全国初！オンライン野菜収穫「リモート畑で朝採れ旬野菜」に挑戦

162 秋田県 安田水産 ナマハゲも食べている？うまいカニを売り込むネット販売計画

163 秋田県 農園りすとらんてherberry 飲食店の強みを活かしたＥＣ等ビジネスの展開

164 山形県 株式会社さくらんぼ 3390001000370 セルフレジスタによる会計業務の強化とネット販売へ誘導する販促

165 山形県 株式会社丸内 8390001004854 ドライブスルー方式導入による売上拡大事業

166 山形県 酒場ラパン キッチンカーによる移動居酒屋・デリバリー事業の実施

167 山形県 有限会社玉谷製麺所 7390002016057 生産体制強化のためのサーマルプリンタの導入

168 山形県 株式会社グレープリパブリック 5390001014179 ワイン倉庫の貯蔵スペース増設による販路開拓事業

169 山形県 原田商店 屋外飲食スペースとユニットハウス調理場の設置による新販路開拓

170 山形県 季節料理みさこ ECサイト活用でテイクアウト＆販路拡大事業

171 山形県 有限会社リヒトカメラ 4390002008560 消費者ニーズに添ったオンライン対応スタジオリニューアル計画

172 山形県 TMG ECサイトを活用した介助商品の販売及び開発計画による販路拡大

173 山形県 つるよしそば店 ３密防止体制の確立による集客の回復と新サービス企画で売上増加

174 山形県 株式会社あらい 4390001013776 自社HPによるインターネットでの販売強化拡大事業

175 山形県 Lounge EAGLE 感染防止対策を万全に！HPから動画配信・予約システムで売上増

176 山形県 ベネフィット株式会社 5390002014577 一貫生産によるドッグフードの製造ラインの構築

177 山形県 Bar JINO 完全非対面の貸し切りパーティールームによる販路開拓事業

178 山形県 有限会社 鴨田宝石店 8390002016089 自宅で選べる結婚指輪「おうち de ORDER」の導入

179 山形県 宴庭はやと ECサイトを活用してテイクアウト予約で新規顧客開拓

180 山形県 髙橋建興 株式会社 6390001012561 一側足場仮設計画システムを導入することで設計の内製化を図る

181 山形県 割烹 富士屋 女性向け会食用メニューのＰＲによる新規顧客開拓事業

182 山形県 株式会社 中條屋 4390001004817 饅頭専門店の新商品開発及び設備投資による新規顧客獲得事業

183 山形県 有限会社牛肉の庄司 3390002015913 牛肉卸し会社の安心・安全の牛肉のネット販売を通じた顧客の獲得

184 山形県 うらやまはりきゅう整骨院 安心安全の環境作りと業務の効率化

185 山形県 茂木商店 自社ＨＰを開設し、動画投稿であなただけのゴルフクラブをご提案
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186 山形県 29 café KIRAKU ケータリングカーを通したＰＲの強化による来店客数増加

187 山形県 株式会社 藤の里農場 3390001008389 つるおか夢屋台出前便！屋台の新たな活動形態の確立を目指す！！

188 山形県 クリーニングパッとラク～ン株式会社 1390001014645 スマートフォン決済対応型コインランドリー

189 福島県 合名会社 小松屋 3380003000023 テイクアウト部門の強化と映像・音楽提供によるお客様満足度UP

190 福島県 有限会社丸⾧ 2380002033207 農家と当社で開発した会津桜肉のネット販売による新規顧客獲得

191 福島県 株式会社 コルトニクス 9380001023334 ケータリング・デリバリーの２本柱で居酒屋メニューの再現

192 福島県 和風レストラン 藤乃家 地域住民のニーズに応える出来立てテイクアウト販売導入事業

193 福島県 有限会社濱蝶 7380002006356 店と顧客をつなぐフィジカルディスタンス美味企画

194 福島県 有限会社あづま果樹園 9380002000233 あづま果樹園のブランド化によるファン層拡大計画

195 福島県 食亭つるや 看板メニューＰＲ＆テイクアウト事業推進のための看板製作・設置

196 福島県 合同会社ドゥミール 9380003002360 非対面ビジネス実現の為のショッピングサイトの構築

197 福島県 ワールドコフタ株式会社 6380001026414 インターネット販売による販路開拓と新規顧客の獲得

198 福島県 株式会社イワオ商店 8380001004599 新規HP開設による非対面ビジネスモデル導入で新たな顧客獲得

199 福島県 ハーブ・キッチン Rosmarino 隠れ家的ハーブレストランのテイクアウト機能の強化

200 福島県 美容室ビリーヴ 高齢者のニーズに合わせた非対面式待合室の設置

201 福島県 ペンションわんだふる ピンチはチャンス☆新しいニース『ワーケーション』の販路開拓

202 福島県 焼酎BARひかり家 攻めの経営、キッチンカーの導入で販路拡大

203 福島県 ヒュッテ手ノ倉 非対面型販売におけるECサイト構築と作業環境整備

204 福島県 株式会社杉山 7380001013114 非対面型WEB予約システム連携の屋根リフォーム専門サイト構築

205 福島県 えびすや商店 安心と美味しいをお届けします！デリバリー事業展開で販路拡大

206 福島県 シューズスポーツまつもと ホームページ＆ＳＮＳ＆ネットショップ連動型の販路開拓事業

207 福島県 中華キッチン茉莉花 真空包装機導入によるテイクアウト販売強化事業

208 福島県 有限会社プロト 5380002011960 ホームページ開設による新商品宣伝及び非対面販売

209 福島県 やきとり勝 デリバリー部門の設立による新規顧客の獲得と経営の安定化

210 福島県 ダイキチ株式会社 3380001022234 キッチントレーラーによるテイクアウト専用メニュー販売

211 福島県 有限会社糸井火工 1380002020692 花火の集客力を最大限活かす、ECサイト導入による個人客獲得

212 福島県 有限会社紺野機業場 7380002005705 ECサイト設置による川俣シルク製品の販路開拓及び工場PR計画

213 福島県 白ゆり美容室 訪問カット事業用設備の導入による販路拡大計画

214 福島県 焼肉 朝日や 非対面式営業と新しい生活様式に適応した営業形態への変換

215 福島県 有限会社美福クリエイト 1380002015949 花のある生活提案！定期デリバリーによる新サービスの展開

216 福島県 ＭＯＲＩプロ オンラインサービスの構築によるウィズコロナ戦略への取り組み

217 福島県 有限会社浜尾自動車 8380002011603 手軽に！簡単に！新車リース販売の積極的展開

218 福島県 ラーメンハウスブレーンバスター テイクアウトラーメンの提供と認知度アップによる販路開拓

219 福島県 アベ食粉株式会社 1380001004498 ネット販売強化による新規顧客獲得と販路拡大

220 福島県 らー麺堂 飯馳停 券売機導入による非対面型のオーダーの確立と業務負担の軽減

221 福島県 有限会社三澤屋 7380002034225 ＥＣサイト構築と商品の冷凍商品化による販路拡大及び売上獲得

222 福島県 株式会社LANTAS 8380001029704 コロナ禍でも安心して住宅が建てられるシステムの構築
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223 福島県 株式会社 モウルエンジニアリング 2380001025650 オールインタブレットスキャンシステム導入による内製化率向上

224 福島県 有限会社 鮨龍 6380002005912 テイクアウト販売強化の為の情報発信

225 福島県 ｃａｆｅ２１７ テイクアウトとＥＣ販売による販路開拓と優しい駐車場整備事業

226 福島県 有限会社 むらかみ 8380002015562 家庭で簡単に楽しむオリジナル担々麺セットによる販路開拓

227 福島県 株式会社 休石温泉 太田屋 9380001008855 テイクアウト事業開始による販路開拓及び新規顧客の獲得

228 福島県 神蔵 テイクアウト事業による新たな販路模索と新しい生活様式への適応

229 福島県 いまの家 ニーズが増加するテイクアウト需要獲得と地元顧客の獲得

230 福島県 陽なたぼっこ テイクアウト開始とソーシャルディスタンスでの和漢膳ランチ提供

231 茨城県 内海工業 オンライン商談システムの導入と精密部品の販路開拓事業

232 茨城県 海月めだか 当店独自交配によるオリジナルめだかの提供によるV字回復事業

233 茨城県 ㈲成島商店 2050002036548 新販売促進オンライン型DIY教室の開催による建築工事受注強化

234 茨城県 居酒屋 和 居酒屋改装！食と美のワンストップサービスでコロナ脱却

235 茨城県 根本整骨院 完全予約制の非対面型個室治療に工夫を加えて事業再開を図る

236 茨城県 ㈲ウエノ自動車 8050002020876 事業用トラックの整備・修理体制の強化による収益向上

237 茨城県 ㈱鍋源 1050001011759 コロナに負けるな！「家飲み営業マン」設置で新規顧客獲得！

238 茨城県 建築工房 陽向 ホームページで顧客開拓！八郷で家づくりなら陽向で決まり！

239 茨城県 忍垂米穀店 自動製麺機導入によるテイクアウト等の対応と新規販路で売上拡大

240 茨城県 ケーズハート サービスのオンライン化による新規事業展開

241 茨城県 ㈲沼田生花 6050002015738 花のある幸せな毎日をお届け！地域初お花の定期便サービスの展開

242 茨城県 ベーカリーハウスヤジマ 新商品やじパンプリンの開発による売上回復プロジェクト

243 茨城県 ㈱タナカヤ 9050001032293 Ｗｉｔｈコロナ時代の宝飾品ＥＣサービスの新展開

244 茨城県 山桜桃NAILS 非対面サービスも可能な感染症対策が施されたネイルサロンの実現

245 茨城県 ㈱ポートケム 6050001040126 「販売戦略の見直しとＢｔｏＣ対応型新製品の開発」

246 茨城県 Herb&healing HANA テイクアウト用カウンターとテラス席設置による新規顧客開拓

247 茨城県 Leaf eyelash&beauty 『新しい生活様式』における癒しの美容空間創造

248 茨城県 有限会社住まいのエージェンシー 2050002026160 ホームページ作成による情報発信と新規顧客の獲得・売上アップ

249 茨城県 ㈲平塚自動車 8050002017600 新型整備機器等の導入による地域初の車検整備の内製化

250 茨城県 茨城バイクランド株式会社 5050001031976 多種多様なタイヤ交換の作業効率と安定性向上で高い信頼を獲得

251 茨城県 (同)COMFY 8050003002485 ECサイトと小売販売スペースの構築による一般顧客獲得強化事業

252 茨城県 ㈱インテリアナルシマ 8050001035033 新型コロナウイルス対策サービス製品の販売促進事業

253 茨城県 株式会社二葉 4050001028908 新しい生活様式に対応したテイクアウト＆デリバリー専門店の開発

254 茨城県 らーめん本舗 テイクアウト用『生餃子』の製造販売事業の展開

255 茨城県 青砥モータース 民間車検サービスの充実による新規顧客の開拓

256 茨城県 ㈱ポニー 3050001030666 キッチンカーで「とみやまの焼きそば」と「稲敷市」を全国に！

257 茨城県 礁 テイクアウトの受注拡大及びＥＣサイト構築による新規顧客獲得

258 茨城県 OHANA 非対面型「出張よもぎ蒸し」と「電気バリブラシエステ」の提供

259 茨城県 ㈲平賀石材店 2050002004199 オリジナル商品の開発による「葵萌」のネットショップ化
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260 茨城県 美食酒房 鳥ふじ テイクアウト事業の開始と店内環境整備による拡販計画

261 茨城県 ㈲荒木綜合食品 7050002019622 新しい生活様式に対応した新規顧客開拓事業

262 茨城県 髙橋自動車鈑金塗装 外注工程の内製化と最新加熱乾燥装置導入による顧客満足度向上

263 茨城県 ㈲鹿南荘 8050002027673 非対面型グランピングサービスの提供による販路開拓

264 茨城県 kokoya 食事ユースに対応するシフォンケーキの開発とテイクアウトの開始

265 茨城県 シノザキ広芸 HP・販促グッズの配布によるアクリル板等の販売強化事業

266 茨城県 (同)TSP 8050003003054 ケータリング、宅配代行業参入による新規顧客掘り起し事業

267 茨城県 株式会社ケィティー 8050001041163 評判の天ぷらを活用した総菜テイクアウトと店舗環境整備事業

268 茨城県 ジュエリーハグ コロナ禍でも安心！2人で作り上げる世界でひとつのペアリング

269 茨城県 大槻ハウジング トマトもつ煮自動販売機の導入による販路開拓事業

270 茨城県 朝日堂 「大洗まるごとプロジェクト」キッチンカーによる販路拡大事業

271 茨城県 中澤板金 最強設備導入でニーズ対応と利益向上で外注・仕入依存からの脱却

272 茨城県 村田農園 ブランドいちごの非対面販売と個人客開拓のためのＥＣサイト構築

273 茨城県 Bar ambicion オリジナルスパークリングワインの開発と予約販売による販路拡大

274 茨城県 幸せ鍼灸 まさと院 遠隔相談の実施と患者同士が接触しない院内レイアウトの改良

275 茨城県 愛友酒造株式会社 5050001021333 自社ECサイト新規構築と宣伝、集客

276 茨城県 言の葉 ＥＣサイトによる非対面事業への転換による売上向上

277 茨城県 ㈲油屋 4050002043154 ICT活用による非対面型ビジネスモデルでの販路開拓

278 茨城県 Radiance ホームページによる健康食品や割引チケットの通販

279 茨城県 株式会社アドサポート 9050001024456 新事業による地域企業と子育て世帯労働者の課題解決

280 茨城県 株式会社2005番 3050001037414 本格和食料理店の味を購入できるWEBサイトの運営事業

281 茨城県 吾妻建築店㈱ 8050001017254 小規模モデルルームを動画で配信、非対面での見学会。

282 茨城県 和食処 季粋 テイクアウト弁当WEB受付で新たな販路開拓

283 茨城県 萩原酒造㈱ 7050001013972 新製品開発・ＥＣサイト構築による新たな非対面販売事業の展開

284 茨城県 上野金型 シミュレーションソフト等の導入によるネット商談の実現と内製化

285 茨城県 ㈱くらもち 8050001015035 当店自慢の常陸牛のネット販売と店内飲食強化事業

286 茨城県 CHARCOAL  COOKING  TSUKUBA  MAIS お客様からの需要が高い当店自慢の本格ピッツアテイクアウト事業

287 茨城県 パスタイム 機器導入による新サービス提供と非対面型サービス提供の構築

288 茨城県 ㈱スガハラ 1050001008004 ＷＥＢ見積で非対面化とショースペースの整備で売り上げアップ

289 茨城県 ㈲⾧寿の湯 9050002031765 浴室のオートロック化などによる完全家族風呂へのリニューアル

290 茨城県 セクション ECサイト開設と設備導入による販路開拓と顧客ニーズへの対応

291 茨城県 らくいち 非接触型営業スタイルの確立による安定的なサービス体制の構築

292 茨城県 ㈲トータルテニス 3050002023264 コロナ禍でも充実のテニスライフ！ＷＥＢから安心、簡単申込

293 茨城県 鳥はつ ウィズコロナ・アフターコロナに対応した販路開拓事業の展開

294 茨城県 グリーンマーケット㈱ 5050001033881 オリジナルデザインの家具製作とネットを活用した新規顧客獲得

295 茨城県 パインリーフ 中華風菓子＆パイのテイクアウト事業の新展開

296 茨城県 仲田精肉店 モバイルオーダーシステムと肉カルテによる顧客満足度アップ
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297 茨城県 ㈲彩花 9050002025255 地域のお客様を笑顔にするテイクアウトサービスの提供

298 茨城県 サンルイ 水戸の銘菓を使用した新商品のＥＣ販売による販路拡大

299 茨城県 のうベル・スクール オンライン授業環境を整え、新たな学習スタイルをPRする

300 茨城県 ㈲吉右エ門 1050002036920 常陸牛と鮮魚を活用した新商品開発とテイクアウトによる顧客獲得

301 茨城県 はるか堂 整体師が提供するカラオケオンラインレッスンによる販路拡大事業

302 茨城県 Global Food Design フィリピン国内一般消費者向け日本食品のオンライン販売事業

303 茨城県 鹿島製菓㈱ 7050001020589 インターネット及びカタログ通販による新規顧客開拓

304 茨城県 ㈲ファイヤービーフ 8050002022030 社会的距離と換気機能強化で来店を促しテイクアウトで売上回復

305 茨城県 フジサキスポーツ 地域スポーツ応援型ＷＥＢショップ開設による販路開拓

306 茨城県 やまぐち薬局 非対面式処方箋システムを導入してコロナ禍を乗り切る！

307 茨城県 ㈲シンセテック 1040002090101 ものづくり向けデータベースサイトの活用による販売力強化事業

308 茨城県 ファーム大畑 椎茸パウダーの開発とそのEC販売による販路開拓事業

309 茨城県 S’PIGEON 美容師から食の美容師へ、惣菜のデリバリー販売事業

310 茨城県 ㈲ミヤザキ 5050002043913 家呑み需要を獲得、コロナ禍を乗り越えるテイクアウトサービス

311 茨城県 アハハ(同) 6050003002859 マルシェの空間をコロナに対応した非対面オンラインサロンの開設

312 茨城県 食楽居家 ゆおん 茨城県産の食材を活用したテイクアウトとネットを通じた顧客獲得

313 茨城県 株式会社ANMIC 2050001046408 新商品の開発と非対面型展示による販路の拡大事業

314 茨城県 ㈱テックライン 2050001017094 オンライン非対面型ビジネス強化による売上げ増大

315 茨城県 ㈱カズ 6050001018667 地域密着の生産物を販売するネットスーパーへの事業化

316 茨城県 行政書士はなももビザサポート事務所 外国人に向けてのオンラインサポート事業の展開

317 茨城県 槇野接骨院 オンライン相談サービスと看板刷新による来院数増加

318 栃木県 株式会社 Mt.Barrier 8060001026007 新型調理機器を活用した簡単で安全、美味しい会席料理の宅配事業

319 栃木県 株式会社のざわ屋 3060001026275 VRを活用した提案・プランニングで信用度＆受注率アップ

320 栃木県 有限会社 陶房はせがわ 5060002018204 ＥＣサイト構築により全国の陶芸愛好家への販路拡大を実施する

321 栃木県 メリー＆ポノ テイクアウト強化に必要な設備投資と販売ルート確立事業

322 栃木県 株式会社桐野屋 3060001017217 全世界を繋ぐオンライン相談システム導入による新規顧客開拓事業

323 栃木県 魚藤 ⾧年の実績を基に！仕出し強化による販路開拓

324 栃木県 株式会社 坊や 7060001016108 ｢食｣の感動を提供する！テイクアウト強化による売上増加事業

325 栃木県 たたみ工房あおき 家族ケア！ZOOM食事講座から信頼度を高めるビジネス構築

326 栃木県 カーケアショップヤマナカ 非対面型カーケア予約システムでお客様の車も時間もリフレッシュ

327 栃木県 森永牛乳岩舟時田販売所 巣ごもり需要を取り込むための弁当宅配事業の開始

328 栃木県 レストラン ベルコーレ テイクアウトへの転換による販路拡大事業

329 栃木県 樹乃村 テイクアウト挑戦による新たな販路拡大と店舗売上回復事業

330 栃木県 株式会社レオール 4060001017645 ＥＣサイトの販促計画による新たな需要の創造

331 栃木県 有限会社わたらせ 2060002033395 通夜・葬儀・法事の食事宅配サービスでコロナ禍における売上拡大

332 栃木県 Ｗｉｓｅ株式会社 8060001022360 子育てママの資産形成を応援するオンライン相談会

333 栃木県 株式会社 花の弥 4060001032198 彩り豊かな弁当事業ＰＲで新規顧客開拓事業
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334 栃木県 株式会社 鳥亀 5060001017784 精算自動化で回転率・来店率向上で客数アップ事業

335 栃木県 土屋建築 非対面営業強化のためのＣＡＤシステム導入事業

336 栃木県 有限会社よろづや百貨店 3060002014312 オンラインレッスンの積極的導入と中高年層クラスの充実

337 栃木県 ⾧自動車整備工場 競合他社と差別化を図る生産体制の強化による売上拡大事業

338 栃木県 Sweets&Lesson Love-Labo ECのショップ設置で非対面販売の強化と新規顧客獲得事業

339 栃木県 株式会社Ｔ＆Ｔ 3060001023834 テイクアウト用メニュー開発により、コロナ禍でも選ばれる店に！

340 栃木県 Cuore 新商品開発とテイクアウト強化による非対面型販売の実施

341 栃木県 株式会社トリニティ 2060001012466 デジタル券売機による非対面型接客

342 栃木県 有限会社割烹石山 4060002022041 テイクアウトランチの導入による非対面型食事の提供

343 栃木県 リビングストン 安心、安全、清潔で快適な店作り

344 栃木県 Y’ｓアソシエイツ オンラインレッスン導入とウェブ学習サイトで新たなビジネス事業

345 栃木県 有限会社栄太楼 1060002023645 老舗和菓子茶屋が和洋コラボのテイクアウト商品の開発

346 栃木県 株式会社 なす野 5060001012496 地元名物料理「巻狩り鍋」による販路開拓と売上の回復

347 栃木県 Hairsalon iLii 西那須野 ＥＣサイト構築によるオリジナルヘアケア商品の非対面販売

348 栃木県 ｍａｍｍｙ’ｓ ｓｏｕｐ お客様に安心してご来店頂くための『テイクアウト窓口設置事業』

349 栃木県 整骨院 和～ai～ 足の専門治療院化による生き残り戦略

350 栃木県 株式会社 若葉 4060001020946 販売主の顔が見えるネット販売部門の強化と生産配送環境の整備

351 栃木県 そば処 松 コロナウイルスの影響による新たなる販売と新たなる接客への挑戦

352 栃木県 有限会社 味噌まんじゅう新井屋 4060002040118 「失われた売上」を取り返す自社ECサイトで「10倍返しだ！」

353 栃木県 松 コロナウイルスに負けない新しい経営スタイルへの挑戦状

354 栃木県 デンタルクリエイト 口腔内カメラ対応システム導入による治療歯の非対面製造の実現

355 栃木県 ＳＨＩＩＮＡ。 レーザー溶接機購入による、金型補修・メンテナンス作業の内製化

356 群馬県 リラクゼーションあんどう 非対面型セラピスト養成講座で新規顧客獲得

357 群馬県 シマダスポーツ 自社ＨＰ開設で非対面型販売の強化と密を回避する店舗改装

358 群馬県 有限会社名月堂 8070002015172 売上向上のためのECサイト構築

359 群馬県 関東グリーンファーム株式会社 4070001025507 ECサイト構築による通信販売業務の効率化と新規顧客の開拓

360 群馬県 フィットネススポーツクラブフラット 非対面入退室システム導入等による働く男性・女性の新規会員獲得

361 群馬県 太田刃型工業株式会社 7070001020843 新たなジグソーパズル刃型受注に向け、精度向上・生産体制の強化

362 群馬県 有限会社茂木製作所 9070002031276 内製化よる短納期化と技術強化による新商品開発・新規顧客獲得

363 群馬県 栗原資材株式会社 7070001024951 ＳＮＳ・新聞広告からＥＣサイトの構築につなげた販路開拓の推進

364 群馬県 株式会社Neo-Smile 7070001036749 自社WEBサイト新設による非対面型受付で新規顧客を獲得

365 群馬県 小林豆腐店 コロナ禍での生き残りを賭けた、生産体制強化事業

366 群馬県 ヘアーサロンさいとう コロナ対策と販路開拓に向けた安心・安全・快適空間の提供

367 群馬県 株式会社ＨＢ 9070001015321 よもぎを活用した新メニュー導入と看板による告知で新規顧客獲得

368 群馬県 ブライトハウス株式会社 4070001005624 非対面によるプロモーション戦略への転換による集客・売上の向上

369 群馬県 ＴＡＺＵＲＵ株式会社 8070001018481 テイクアウト販売所の改装工事と通販とネット販売による売上拡大

370 群馬県 味処みずほ 強みである新鮮な食材で健康志向のテイクアウトメニュー営業強化



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第４回締切分採択者一覧

※重要

 採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

 追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

371 群馬県 下仁田こんにゃく観光センター株式会社 8070001012047 地元特産品を活かした商品開発と観光資源販売ECサイトの確立

372 群馬県 本沢食鳥店 個人客向けデリバリーの開始による販路拡大事業

373 群馬県 有限会社ニコー 2070002008347 当社技術を活かしたBtoC製品の量産化によるD2C事業参入

374 群馬県 茶屋商店 宅配用車両導入による新規顧客獲得及び売上拡大事業

375 群馬県 パルコール嬬恋2号株式会社 4020001133891 放送機器改装による非対面型ビジネスモデルの確立

376 群馬県 有限会社中島電気 7070002015611 ＥＣサイトの構築で、販路拡大

377 群馬県 株式会社栄伸サービス 9070001033034 コロナ感染防止対策完全個室化で新規顧客獲得事業

378 群馬県 有限会社石田製麺工場 5070002000524 新商品開発と自社ホームページ構築による新規顧客獲得

379 群馬県 そば処やま将 テイクアウトの広報強化と感染防止策による新規顧客開拓事業

380 群馬県 お食事処よしくら テイクアウトの商品開発と情報発信による新規顧客開拓

381 群馬県 こうしん庵 テイクアウト導入による新規顧客開拓

382 群馬県 有限会社浅香鍍金工業所 5070002015935 新規治具の導入と増産体制整備による販路拡大と売上向上

383 群馬県 一水工業株式会社 9070001011683 防疫（コロナ）対策アドバイス及び物品の販路開拓事業

384 群馬県 UP TO YOU ウイルスを恐れる利用者への感染防止対策で新規販路開拓

385 群馬県 美容室スタイルクラフト 非対面型の安全・安心な環境整備による新規顧客の獲得

386 群馬県 株式会社大国 2070001015096 小型ユニックの導入による新事業進出とITを活用した非対面点呼

387 群馬県 有限会社あづま養魚場 6070002036121 瞬間冷凍による商品販売事業の拡大

388 群馬県 WARP WEBショップの開設や決済機能追加したHPリニューアル事業

389 群馬県 有限会社農園星ノ環 7070002036021 テレワーク環境整備・オンライン商談による新規顧客獲得

390 群馬県 愛家和 キッチンカーの導入による販路拡大事業

391 群馬県 有限会社樋口 6070002035718 自家製ドレッシングの商品化による販路拡大と新規顧客開拓

392 群馬県 株式会社尾瀬食品 7070001023128 店舗販売から新たにEC販売に取り組むための投資事業

393 群馬県 小川製作所 新規顧客獲得のための溶接工程の内製化事業

394 群馬県 有限会社今泉 8070002024710 テイクアウト専用メニューの開発とお得意様へのＤＭ配付

395 群馬県 株式会社Ｐｅｒｆｅｃｔ Ｂ 4070001036999 自社製品の開発と通販ビジネスの参入による販路開拓事業

396 群馬県 アームスタッフ株式会社 7070001029653 空いた時間に、気軽に安全、セルフ脱毛ですべすべお肌に

397 群馬県 つち工房 非対面営業と小売直販にシフトチェンジする為の自社サイト構築

398 群馬県 Salon de Tusais ＥＣサイトでの化粧品販売及びでオンラインエステと設備導入

399 群馬県 株式会社上武シャディ 8070001012674 新しい生活様式に対応した葬儀支援サービスの提供

400 群馬県 金沢屋みどり桐生店 「ぐんまちゃん障子」のオンライン販売による新規顧客獲得

401 群馬県 石原石材店 ペット供養需要への販路開拓に向けたネットを活用した販売網構築

402 群馬県 大間々青柳 「無料オンラインによる菓子作教室の開催」で顧客との絆作り

403 群馬県 エステサロン 凛晏~lien~ 新規顧客獲得のためのオンラインお肌改善プログラム

404 群馬県 照寿司 テイクアウト用Webコンテンツ及びチラシ作成と設備導入事業

405 群馬県 ナチュレルマン 人気テイクアウト商品のEC販売強化とリブランディング事業

406 群馬県 株式会社木戸商店 8070001015859 小ロット精米ニーズへの対応による新たな顧客獲得

407 群馬県 有限会社森田石材店 5070002024985 非対面での独自接客販売方式の構築による新規顧客獲得
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408 群馬県 野菜酒家 なっぱ畑 地元食材の新商品開発と自動販売機での非対面販売による販路開拓

409 群馬県 北村建築工業株式会社 1070001032308 ３D住宅営業用ソフトを活用した非対面営業への転換と販路開拓

410 群馬県 Bar Snow Style テイクアウト用Webページ作成と女性客に対応した店舗改修事業

411 群馬県 株式会社薫風苑 8070001028919 自社ホームページとリモート商談対応化による売上増加事業

412 群馬県 株式会社広英 2070001032380 人気ラーメン店とのコラボによる餃子の開発、生産、販売

413 群馬県 株式会社ふじ不動産 5070001031248 リサイクル福祉用具を非対面で販売する事業

414 群馬県 有限会社星野建築 8070002026847 新規顧客の獲得・事業継続をするための設備導入事業

415 群馬県 Playgroud 134r テイクアウトチラシを活用した新規顧客獲得

416 群馬県 マツヒロ株式会社 6070001029662 中食需要獲得に向けたテイクアウト・デリバリー事業への展開

417 群馬県 株式会社AToRiKA 9070001025279 レストア需要に対応するための新設備導入による内製化の取組

418 群馬県 水沢ドッグランWANport/cafe sun’s RVパークの整備による非対面型営業の実現と集客強化

419 群馬県 ２＆７アート オンラインきり絵美術館に伴うホームページ開設事業

420 群馬県 小林金属工芸 溶接加工の近代化を図り受注回復と機会損失解消により事業再建

421 群馬県 ロココダイナー テイクアウト・ミールキット販売による販路拡大事業

422 群馬県 Rest & Bar GHOST 自社Web及びECサイト開設による非対面ビジネスの強化

423 群馬県 Silk Story Japan 通信販売の強化と拡大のためのホームページ開設による販路開拓

424 群馬県 有限会社小堀うなぎ店 7070002029215 ECサイトを活用したお取り寄せグルメの販売による販路拡大事業

425 埼玉県 株式会社クリーナーズ・ファクトリー 4030001100296 コスプレ衣装クリーニングＥＣ化によるサービスモデルの再構築

426 埼玉県 株式会社カバサワ 2030001095571 テイクアウト・宅配本格導入による新規顧客の獲得と収益拡大

427 埼玉県 サロンブルーム オンラインカウンセリングとセルフ・短時間メニューの導入

428 埼玉県 斉藤商店 デリバリー事業開始による新規顧客の獲得

429 埼玉県 オプティモグループ株式会社 5030001134541 グループレッスン（スロージョギング）非対面化と感染対策の周知

430 埼玉県 株式会社ハイ・サマー 3011801031816 安心・安全の消臭剤「あおもり藍」の販売と販路開拓

431 埼玉県 有限会社司産業 7030002099170 組付け加工を内製化し、ＳＮＳで宣伝し新規顧客獲得

432 埼玉県 喜久家食堂 非接触型注文システムの導入と生産性(回転率)の向上

433 埼玉県 クル 自粛やイベント中止の中、移動販売で売上Ⅴ字回復を目指す！

434 埼玉県 株式会社プレイブ 2030001134940 PLABEオンラインストア

435 埼玉県 スタジオカラクサ YOUTUBEによる動画配信とオンライン教室への移行

436 埼玉県 合同会社Tomoni Walk 5030003013396 ホームページ作成により集客から施設見学まで完結させる事業

437 埼玉県 株式会社 アットナチュレ 8030001092431 バーチャルモデルハウスの構築、家具・雑貨販売の為のECサイト

438 埼玉県 フォレストテック株式会社 6030001130424 ＩＴ活用による非対面営業による引合い獲得とネット販売の拡充

439 埼玉県 株式会社 ＷＩＮＧオオタニ 6030001039558 オンラインオーダー機能を持つＨＰ構築による非対面営業の開始

440 埼玉県 株式会社フォーサイス 4030001070184 オンラインで使用できる測定器の導入による営業の非対面化の実現

441 埼玉県 株式会社 埼京住設工業 2030001045691 非対面販売でも「痒いところに手の届く」新たな顧客の獲得

442 埼玉県 Cosiral&Co. 新規加工機械導入による仕入れ問題の解消、生産性向上の取組み

443 埼玉県 株式会社人 3030001137777 スイーツ・パンの新商品開発と販売強化、通信販売による販路拡大

444 埼玉県 魚進鮮魚店 キッチンカーで魚進をもっと身近に！イートインに代わる販路開拓
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445 埼玉県 Hey Coffee テイクアウトの商品数と製造量の増加

446 埼玉県 有限会社 割烹楓 2030002118570 自販機でのオリジナル商品の販売拡大事業

447 埼玉県 有限会社清地 8030002070452 WEB販促の活用によるさらなる販路拡大と売上アップ

448 埼玉県 栗原印刷株式会社 9030001073133 特殊印刷専門会社の廃業を内製化で乗切り、当社と地域企業を守る

449 埼玉県 R&D JAPAN株式会社 2011701014013 地域限定の宅配総合サイトの立ち上げと連合チラシによる売上増進

450 埼玉県 株式会社Sereno 3030001132299 本格ピザのデリバリー開始による店舗周知並びに新規顧客開拓事業

451 埼玉県 株式会社Marriage Link 6010001190552 旅するウェディング 地球のどこからでも！世界が繋がる結婚式

452 埼玉県 株式会社けやき舎 8011101028954 信州生そばをご家庭で！⾧野県に拘る蕎麦居酒屋がデリバリー開始

453 埼玉県 ㈱ツバメヤ 3011801009878 完全予約制システム作成と安心できる空間作りの構築

454 埼玉県 正喜バル 非対面型お惣菜専門店の新サービスによる販路開拓事業

455 埼玉県 株式会社きぬのいえ 3030001085885 非対面型の染直しサービスの拡充による販路開拓事業

456 埼玉県 横田クッキングスクール 密を避けて屋外営業！窯焼きピザキッチンカーよこた屋

457 埼玉県 CURRY & NOBLE 強い女 キッチンカー導入による販路拡大作戦

458 埼玉県 株式会社吉福 4030001071190 非対面での販売を可能とするECサイト開設と新商品開発

459 埼玉県 SWALLON NAIL オンラインセミナー実施による売上回復とスタッフへの顧客定着

460 埼玉県 サンオフィング サンオフィング戸田店 テイクアウト用修繕工事及びコロナ対策

461 埼玉県 有限会社和光 8030002096489 真空パッケージとキャッシュレス端末導入による非対面化

462 埼玉県 かつ膳 おうち贅沢テイクアウトメニューの開発

463 埼玉県 有限会社たつみ 9030002082769 テイクアウトメニューの開発・販売による新規顧客獲得

464 埼玉県 橋本漆芸 インターネットを活用した配信授業と、ネット訴求機能の強化

465 埼玉県 株式会社福福不動産 2030001104415 オンラインとオフライン双方を強化しふじみ野No.1不動産へ

466 埼玉県 （株）KI工房 1030001070410 ネットを通じたオリジナル商品の非対面での受注と新規顧客獲得

467 埼玉県 株式会社individual 1030001107897 高齢者向け「一人でも二人でも楽しめるお弁当」のデリバリー

468 埼玉県 有限会社原田石材本店 7030002114697 墓苑内ストリートビューとＣＡＤ画像を併用した新たな営業展開

469 埼玉県 有限会社川本住宅工房 5030002097119 リフォーム工事パックに伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

470 埼玉県 Pou-sto オンラインで完結する新しい商材の開発、販売

471 埼玉県 ティーアートワークス株式会社 4030001083649 老舗タイル施工業者の「タイル教室」による非対面販売の増加

472 埼玉県 有限会社信和技建 4030002099041 「抗ウィルス壁紙張替えパッケージ」訴求用のホームページ制作

473 埼玉県 生そば 月見や テイクアウト、お土産を対象とした商品の新規顧客獲得

474 埼玉県 合同会社AMR Team TOKAI 7030003015804 Eラーニングとシュミレーション教育の開発・提供

475 千葉県 グリルハウス桜盤 お家で楽しむ、桜盤人気メニューの宅配事業

476 千葉県 有限会社わかな造園 3040002012747 自社オペレーションで取り組む立木・竹林整備事業

477 千葉県 株式会社グラフ 1040001048307 テイクアウトサービスでの販路開拓とペット連れ顧客の囲い込み

478 千葉県 野平写真工芸 コロナ対策に対応する出張撮影・建築撮影等への事業転換

479 千葉県 株式会社シンジトレーディング 6040001110441 オリジナルボックスの開発によるネット販売での新規顧客獲得

480 千葉県 ONJUKU STAND Webを活用した非対面型予約システム及び経営多角化展開

481 千葉県 有限会社ナカムラ 4040002102530 テイクアウトと衛生管理の徹底によるコロナ対策
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482 千葉県 有限会社 大野荘 3040002102473 料理・温泉の宿全面アピールによる少人数宿泊客新規獲得事業

483 千葉県 民宿ニュー日の丸 キッチンカーによる売上拡大

484 千葉県 パニパニ コンビニ向け冷凍スコーン製造への業態転換による経営の安定化

485 千葉県 株式会社久遠 4040001030476 木工家具製品の内製化による粗利率向上を通しての販売促進事業

486 千葉県 大地の恵み コロナ禍に負けない新たな販路拡大事業

487 千葉県 株式会社ライトシティ 2040001108563 移動式キッチンカー導入による高付加価値サービスの展開

488 千葉県 有限会社 内房スバルソーイング 3040002100262 これまでのアパレル依存からの脱却を図るための自社ブランド確立

489 千葉県 株式会社ホワイトスタイル 2040001094762 地域初の洗濯代行・宅配サービス事業開始による売上げ拡大

490 千葉県 有限会社 髙山製菓 5040002100293 顧客の再来店を促すために必要な、特徴ある新商品開発

491 千葉県 有限会社青木屋商店 6040002100342 ネット販売機能付ホームページリニューアルと店舗環境向上事業

492 千葉県 株式会社髙野縫製 3040001063246 自社ブランド「縫左衛門」の認知向上と販売強化

493 千葉県 磯屋製菓 南房総市特産「いちご」を使ったフルーツタルトの非対面販売事業

494 千葉県 富楽里ととや 券売機導入による、客単価アップと日対面販売による安全性の実現

495 千葉県 株式会社 冨美 3040001059814 Afterコロナ時代のNew normalな店舗づくり

496 千葉県 パドリング アーキペラゴ 中級車以上のユーザーに向けた、シーカヤックのシェアサービス

497 千葉県 有限会社 青倉商店 3040002100254 自宅で食べられる新鮮な房総の食材で、特別な時間をお届け

498 千葉県 中島優子写真事務所 WEB会議システムを活用した非対面型ビジネス

499 千葉県 有限会社ウイング 3040002084274 ソフトクリームサーバー導入による新商品開発と売上拡大

500 千葉県 唐変木 当店一番人気「大型焼き鳥」テイクアウト販売開始による売上拡大

501 千葉県 磯のガキ大将ももたろう HP構築と看板設置による集客力UPとテイクアウトによる売上拡

502 千葉県 Salon MARI 非対面型の新施術導入による新規顧客獲得と客単価のアップ

503 千葉県 Sparkle! オンラインで自分でできるセルフ深部リンパ節開放® 講習

504 千葉県 アーケスタ―インターナショナル株式会社 5040001048600 インターネット活用による非対面型ビジネスモデルへの転換

505 千葉県 株式会社 喜八堂 6040001071626 インターネット販売環境の構築による販売強化と生産性向上

506 千葉県 すし処 纏 コロナ禍で遊休施設となったパーティールームのカフェ化事業

507 千葉県 旬菜 居酒屋から惣菜屋へ！非対面型新事業転換への挑戦

508 千葉県 リクロス治療院 インターネット、リモート医療・健康相談を通じた新規患者獲得

509 千葉県 babyskin（ベビースキン） お肌のオンラインコンサルティング等新規導入及びweb広告強化

510 千葉県 株式会社 RERISE 8040001103947 起死回生！新規会員増強キャンペーン実施と新サービス始動

511 千葉県 べーぐるきっちん キッチンカー導入による外販部門強化事業

512 千葉県 くじら料理の店 ぴーまん 新規顧客獲得のためのチラシ配布及び在庫確保事業

513 千葉県 有限会社 天正 4040002101581 コロナに負けない！進んでいく高齢化対策と宴会利用客獲得の実現

514 千葉県 パン焼き小屋 ピッパラの樹 コロナを乗りきるECサイト開設と安心できる飲食スタイルの開発

515 千葉県 ジオエレクトロニックス テレワークによる高精度地盤設計事業の販路拡大

516 千葉県 有限会社アルガマリーナ 5040002101572 ショッピングカート機能付きホームページ制作・販路拡大ＰＲ戦略

517 千葉県 BODY FAITH パーソナルトレーニング事業改善によるコロナ禍克服と収益力強化

518 千葉県 有限会社夢みさき 6040002100524 おうちで夢みさきのうんまいもんを食ってくらしぇーよ！
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519 千葉県 石渡チキンストアー 販路開拓に資する生産性向上及び当店のＰＲ事業

520 千葉県 合同会社京葉美容健康会 4040003012506 予防医学セミナー・カウンセリング導入とネットを通じた新規開拓

521 千葉県 杢珈琲 庭にテラスを設置して3密を回避する古民家カフェに進化させる

522 千葉県 ﾍｱ-ﾒｲｸ ﾆｺ お客様同士の非対面、徹底除菌とネットを通じた新規顧客獲得

523 千葉県 有限会社 森川 7040002101942 新型コロナに負けない！ＥＣサイト進出でキムチの販路開拓事業

524 千葉県 ハント・プラス合同会社 7040003011959 キョン革製品の開発、バブルテントの増設と衛生設備の充実

525 千葉県 一網工業株式会社 2040001102797 定額施工パック提供に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

526 千葉県 有限会社 ⾧福丸 4040002103017 ＨＰ活用で釣り動画による体験＆ＥＣサイト展開で販路開拓事業

527 千葉県 鮨喰い呑み処 波音 女性をターゲットにしたランチ客の獲得増加事業

528 千葉県 株式会社宮本商店 2040001043562 コメを中心とした重量商品配達を武器に新規顧客開拓を進める

529 千葉県 株式会社 アスコ丸七 4040002078143 コンピューター刺繍ミシンの導入による刺繍の内製化

530 千葉県 かえもん農園 新生活様式を意識した安心安全で斬新なイチゴ販売ルートの開拓

531 千葉県 エステサロン森の華 接客時の非対面型サービスによるお客様満足度向上

532 千葉県 丼呑みはる 近隣のニーズに沿ったテイクアウトによる新規顧客の獲得

533 千葉県 ワタナベ釣具店 つりえさ自動販売機の導入による非対面型釣り餌販売事業

534 千葉県 魚定 看板とWebページによるテイクアウト強化および家族客誘致事業

535 千葉県 美容室 ホワイトボックス 湖北店 非接触を増やし顧客満足感・安心感を高めるドライ機材の導入事業

536 千葉県 有限会社ＭＫジャパン 7040002082159 新メニュー導入によるテイクアウト事業の拡充

537 千葉県 龍石 非対面型弁当宅配サービスの拡大と店舗の改修工事

538 千葉県 株式会社Ａ-Ｋ-Ｔ 6040001084363 セルフオーダーシステムによるお客様と従業員の感染リスク対策

539 千葉県 ブータン伝統美術工房 ＥＣサイトとオンラインギャラリーを活用した新たな営業活動

540 千葉県 咲屋 テイクアウト販売強化とキッチンカー導入による新たな事業展開

541 千葉県 リストランテ ステラ 真空調理を活用した当店ブランド商品のデリバリー及び外販事業

542 千葉県 トラットリア フィオーレ テイクアウトを活用した新たなニーズの開拓と売上拡大

543 千葉県 株式会社サンソフィア 5040001063806 品質検査内製化による化粧品製造サプライチェーン毀損からの復旧

544 千葉県 株式会社 千花 3040001088870 お弁当・総菜の新規製造販売事業

545 千葉県 ROCCO バックシャンプー導入による、地元高齢客等の開拓

546 千葉県 有限会社 栄寿司 2040002102037 テイクアウトの強化＆ＰＲと店内環境の整備による客数増加

547 千葉県 焼鳥 きだか 店内環境の整備とテイクアウトコーナー新設による売上増加

548 千葉県 有限会社おり鶴 6040002071138 感染対策を行い利用者に安心を届ける事業継続事業

549 千葉県 オルカ鴨川FC株式会社 2040001086925 SNS・オンラインツールと通じた女子サッカー界発展へ

550 千葉県 湘南機工株式会社 1040001058157 IT導入による受注増及び業務プロセス改善による生産性向上計画

551 千葉県 株式会社フローラル・プロダクツ 1040001058586 新商品開発とネット販売、展示会を活用した新規顧客獲得

552 千葉県 スタープライス 販売管理システム導入によるネットビジネスの構築と生産性の

553 千葉県 有限会社ウェンズデー 5040002080008 インターネットインフラの整備・自社ホームページの開設

554 千葉県 藤田ワンニャン会ペット火葬斎場 オンライン通信機器、設備機器の導入、WEB広告の拡充導入

555 千葉県 丸竹都寿司本店 地物水産物を活用した宅配用商品開発とLED看板による販路開拓
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556 千葉県 株式会社ヒッツトータルシステム 4040001075315 自習室・面談予約システム導入による満足度向上と新規顧客獲得

557 千葉県 福寿し 清潔な店・安心な食材を念頭に安全な食事！（清潔・安心・安全）

558 千葉県 株式会社 元気家 7040001094898 ストリート系ファッションオリジナル商品復活ネット販売事業

559 千葉県 有限会社 伊勢仁商店 8040002102171 ホームページ開設によるネット販売と攻めの広告事業

560 千葉県 株式会社 容央 1040001075020 手焼きせんべいをメインに、手作りらしさ、伝統の味、で売上向上

561 千葉県 株式会社シマヤ 2040001057546 新たな販売チャンネル創出と新規事業の立ち上げで売回復！

562 千葉県 さかなや道場大網白里店 テイクアウト売上拡大の為のPR事業

563 千葉県 有限会社 石田商会 6040002078158 新型コロナウイルス感染症対策による来店者数増加事業

564 千葉県 株式会社イゼナ 4040001066743 多機能アクアレイヤー床暖房の情報高度化による販売計画

565 千葉県 株式会社常世田工務店 8040001090533 自然素材の断熱材を仕入れから施工まで一貫し、新規顧客獲得

566 千葉県 板寺家具センター 通信販売サイトの販売強化および店舗イメージアップ事業

567 千葉県 万心旬菜いなよし 知名度向上ならびテイクアウトメニューの販路開拓事業

568 千葉県 有限会社魚忠水産 6040002070998 新型コロナウイルス収束後も使える宅配、ＥＣ事業への移行

569 千葉県 株式会社クリーンエイト 7040002100696 地域ニーズに対応したサービスメニューのＰＲ事業

570 東京都 (有)塚越 玉乃鮨 8010902009857 新規需要に応える商品開発と来店客の満足度向上に資する取り組み

571 東京都 そばの実カフェsora 非対面型・対面型の料理教室再開と菓子製造業売上アップについて

572 東京都 後藤洋二 ミネラル濃縮液のネットを使用した認知度向上及び販売強化

573 東京都 合同会社 アンドデザイン 7010903001756 サイトリニューアルと宣伝冊子でＰＲ強化、新規顧客獲得！

574 東京都 Lounge Dear オンライン接客可能なホームページの作成

575 東京都 DINING MOGUMOGU ネットでもぐもぐ事業

576 東京都 セキジン合同会社 8012403003793 オンライン英会話事業への転換による売上拡大

577 東京都 スターブリッジ株式会社 8011201015737 ホームページの拡充による除菌消臭機などの売上げ拡大

578 東京都 社会保険労務士法人HRDユナイテッドオフィス 3012705002044 オンラインセミナーでの集客とHRテック活用による販路拡大

579 東京都 旭栄研磨加工株式会社 5012701003416 非対面型商談を可能とするＷｅｂサイト機能強化による顧客開拓

580 東京都 にじのひだまり 香りのキット制作によるアロマスクールのオンライン化

581 東京都 (株)一深建設 4012801017440 非対面サービスによる新規顧客獲得・人材確保＆感染防止事業開始

582 東京都 麺・丼Dining夢者 テイクアウト強化・不用品処理・席間隔確保で客数アップ！

583 東京都 (有)大和製工 5012802006318 販路開拓のためのホームページ及び事業ＰＲパンフレットの作成

584 東京都 fromOHA(フロモハ) オンライン事業拡大に伴う商品開発とHPリニューアル

585 東京都 東京デザイン星組 場所貸しとセミナー融合。新型アトリエスタジオへの取り組み。

586 東京都 ヒーリング＆セラピー キラナ オンライン環境構築による新たなヨガクラスの運営

587 東京都 株式会社BRISKcorporation 7012701014056 コロナを乗り切るリモート配信のための整備計画

588 東京都 レストランルミネ 新メニューの導入、テイクアウトの強化、認知力の向上

589 東京都 調布 清水 高級本格和食の冷凍中食販売による経営安定化と新市場開拓戦略

590 東京都 松井良寛写真事務所 対面撮影から非対面型のオンライン撮影への転換による販路開拓

591 東京都 L.J.T.K有限会社 5010402029276 オリジナル商品製造直売ＥＣストア計画

592 東京都 株式会社ニーズアンドクリエイト 8012401017102 セルフオーダー・セルフレジ導入による非対面型営業の促進事業
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593 東京都 株式会社浦野建築 2013101000502 オンライン会社案内動画と内覧会動画によるリモート営業の充実

594 東京都 外林製靴 ３D技術の導入によるオーダーメイド靴のコスト改善と一般普及化

595 東京都 フットケアサロンSuashi素足 オンライン講座による新たな顧客開拓

596 東京都 バッハ音楽院東久留米教室 オンラインレッスンによる教室のＲｅスタート事業

597 東京都 株式会社ミライノユウ希 3012801019966 オンライン授業の環境整備・広告と対面授業の感染防止対策

598 東京都 アルファアテンド株式会社 1012801019679 直接面談する営業からリモートワーク型営業へのビジネス構造転換

599 東京都 ネットワークシンフォニー株式会社 7012401034544 ホームページの内容強化による新規顧客の開拓

600 東京都 株式会社エアープライム 6012401022814 航空機産業関連中小事業者向け有料情報提供事業の新規顧客獲得

601 東京都 ルーシープロダクツ ＩＴが苦手なお客様への非対面型サービス導入促進事業

602 東京都 社会保険労務士オフィスワイ・ツー オンライン活用＆顧客満足度向上システムの構築による顧客獲得

603 東京都 有限会社マイホームパートナー 8013402004147 非対面型営業の強化及び業務効率化のテレワーク対応

604 東京都 ハンバーグマニア ハンバーグや焼肉等自社加工精肉テイクアウト販売による売上増加

605 東京都 HAL KUZUYA 自宅スタジオ化に伴う遠隔撮影の充実・展覧会スタイルの転換

606 東京都 心の相談室 こころラボ 子育てママのためのオンライン心理支援事業

607 東京都 武蔵野コーポレーション株式会社 9012401013100 新たな業態向け顧客獲得と非対面営業のためのサイト構築と広告

608 東京都 明彩工業株式会社 8012401012235 施工現場周辺の近隣営業とHPを活用した新規顧客獲得

609 東京都 有限会社柏屋 2012402018534 デリバリーサービスとテイクアウト事業による販路開拓

610 東京都 ひので整骨院 EMSを使った非接触施術とオンライン生活改善アドバイス

611 東京都 tsuno store 自社販売サイトの構築とネット販売コンサルティング事業への進出

612 東京都 株式会社Y’s Glow 4012701014455 自社ホームページ制作による新規顧客獲得とNEWマーケティング

613 東京都 ナイスミドル 有料オンラインライブ配信による新規顧客獲得

614 東京都 一八亭 ECサイトでの餃子販売と、デリバリーの取り組み。

615 東京都 スタディーサポートTANOSAN個別指導教室 WEBとポスティングによる非対面型学習支援サービスの広告事業

616 東京都 株式会社平村珈琲 5012401022195 コロナ対策の店内環境作りと非対面によるドリンク販売の強化

617 東京都 株式会社MRH企画 2012801019918 自動車のイベントおよび商談の非対面化による販路開拓

618 東京都 合同会社KUNST 9012403003693 Webでの音楽レッスン、予約・決済と楽譜販売体制の構築

619 東京都 クロス・クリエーション株式会社 2012801017087 おうちで楽しくダンス＆バレエ＆チア「オンラインスクール開講」

620 東京都 ミモザ ワインの直販ECサイトを作り、ネットを通じた新規顧客開拓

621 東京都 有限会社二都プロダクツ 1120000230293 インターネットを基軸にした新規販路開拓計画！

622 東京都 photo-bee ニューボーンフォトとＳＮＳ動画で創る人生のワンショット写真

623 東京都 株式会社クローザー 5012401032013 HPとECサイトによる個人消費者向けのBtoC事業

624 東京都 ㈲もりのこむぎ 9012802010332 インターネット通販開始で既存顧客の満足度向上と新規顧客獲得

625 東京都 ケーズクリエーション 映像配信における演出視覚効果の向上

626 東京都 南出千会 オンライン導入による伝統文化の日舞の動画配信で若い生徒獲得

627 東京都 アートスペース&ティーわとわ ネット販売による販路開拓及び顧客満足度アップに伴う売上げ向上

628 東京都 Fix Lox 事務所のリモート撮影スタジオ化による販路の拡大

629 東京都 ヤマコヤ やまさき薫 おうちで参加できる非対面型オンラインワークショップ事業の展開
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630 東京都 ラミダス・ピクチャーズ 3密を避けた少人数によるシリーズ短編広告動画製作サービス

631 東京都 バレエブランアート オンラインレッスン開設による10代以下の生徒集客

632 東京都 有限会社スガハラ印刷 2012702007922 個人出版事業への展開また小ロッド対応による新規顧客の獲得

633 東京都 陶工房幸窯 営業活動非対面化のための『星野友幸作品サイト』の制作

634 東京都 アヤキッチン合同会社 6012403003044 おうちで楽しむこども向けオンライン料理教室開始による販路開拓

635 東京都 株式会社ホリテック 1030001096364 オンライン展示会出店による販路開拓及び拡大

636 東京都 ウシオダヒロアキ オーダーアートのオンライン受注商談HPによる事業モデルの変革

637 東京都 株式会社ナカツネ 8012401004447 HPの活用による新規取引先の開拓と非対面型による販促強化

638 東京都 株式会社グース 9013401005979 セルフコルギ用グッズ販売に伴うHP作成・ネット通販を展開

639 東京都 ボーカル教室smily ＶＲを用いた２種類の歌の非対面レッスン

640 東京都 千鶴 ECサイト構築・広告・オンライン展示会を活用した新規顧客獲得

641 東京都 進学塾アルファ ＩＣＴツールを用いたきめ細やかなオンライン授業の導入

642 東京都 株式会社 宥座の書 9012401024543 ホームページの刷新とＩＴ／ＷＥＢを活用した営業活動の強化

643 東京都 龍庵 感染症対策並びにテイクアウト対応のためのキッチン拡張

644 東京都 株式会社オール設計 2012401012298 非対面営業（ホームページ、チラシ）の導入で注文住宅の顧客開拓

645 東京都 MPDシューティングサービス 屋外でバッテリー内臓式ストロボによる望遠レンズ写真・動画撮影

646 東京都 Thai massage salon ecoubio エクビオ 未病予防を目的とした総合的な健康コンサルティングサービス事業

647 東京都 株式会社にわと蔵 4012701014042 【真空加工による健康ごはんのナカショク通販拡大事業】

648 東京都 坂口鍼療所 宣伝力強化とオンラインの非対面型の問診、光線療法の導入

649 東京都 有限会社 笠原製作所 9012702004079 ウェブサイトを用いた非対面営業計画

650 東京都 パイロテージコンサルティング ウエブセミナーを活用した販路開拓の取組み

651 東京都 有限会社 スタジオビー・ビー 4011302005070 展示会による販売拡大とＶＲ展覧会での非対面型ビジネスモデル

652 東京都 有限会社 大和堂 9012402022447 自律神経を整える高音質スピーカーの開発とインターネット販売

653 東京都 そこど荘 コロナと向き合いつつ新規チャネルの構築をはかるHPの作成

654 東京都 株式会社池田企画 3012401018930 整体院におけるオンライン通販・セミナーの立ち上げ

655 東京都 マキノ三鷹鍼灸接骨院 鍼灸接骨院として、感染予防のため患者様への接触機会を減らす。

656 東京都 クプクプ 自然療法セミナーオンライン化で健康レベルUPの新プロジェクト

657 東京都 有限会社 南海タイムス社 6010002052636 ①アーカイブス公開 ②新たな情報発信方法の構築

658 東京都 ル・カナール ECショップ及び製造能力の拡充による潜在的売上の向上計画

659 東京都 有限会社 ブーランジェリー 2010002052680 島内外に向けた、WEBを利用した販路開拓プロジェクト

660 東京都 アジィ 新規ブランドの立ち上げとECサイト構築によるネット販売事業

661 東京都 花家族 花家族内のネットショップ新設による新ブランド構築

662 東京都 発達学習支援研究センター オンライン発達学習支援と凸凹子育て支援事業の販売促進

663 東京都 プチブラン ネット販売及び安全強化のための内外装工事実施による販売促進

664 東京都 旬菜産直料理 双庵 コロナ後の時代にむけた和食飲食店転換事業

665 東京都 大王亭 コロナ時代を乗り切るための冷凍餃子で非対面型の販売強化

666 東京都 司法書士かなこぎ事務所 ホームページを活用して非対面オンライン相続相談による販路開拓
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667 東京都 フィットネススタジオテラ オンラインレッスンによる新規利用者獲得

668 東京都 ㈱GoKuRaKu-Pro 5012801018702 非接触型・健康増進サポートサービスの導入

669 東京都 Commons Kitchen グルテンフリーのパン等を全国のファンに届けるネット販売の構築

670 東京都 あんしん屋 便利屋技術取得オンラインセミナーの開発

671 東京都 株式会社ジャストニット 2012401013230 新発想の洗濯ネット「洗濯達人」の販路拡大

672 東京都 有限会社菅原製作所 8013102008010 コロナ禍での通勤形態を自転車に変え感染予防の対策

673 東京都 細田製作所 テレワーク向け新商品の開発と自社ECサイト構築による販路開拓

674 東京都 有限会社エム・アイ・ピー 3012702006312 非接触型エステメニューの新規構築事業

675 東京都 有限会社 斉木薬品 6012702000808 アナログからデジタルへの販売促進と経営管理の導入

676 東京都 ピザナチュラ 安心食材を使用したオーガニックピザの通信販売

677 東京都 エスパシオ音楽教室 オンラインレッスンで満足度アップ/魅力発信で生徒獲得

678 東京都 流行情報社 環境と機器を整備し、ウェブセミナーでアパレル業界に貢献する

679 東京都 トロル 通販カタログ作成

680 東京都 株式会社Task 6012701013232 分かりやすいホームページと印象的な動画で集客力強化

681 東京都 ワンエイティー 皆で一つにコロナに打ち勝て！！青空フード＆コーヒー販売

682 東京都 ㈱ハウス・パーツ 7012701007530 インターネットを活用した販路開拓と広告宣伝戦略

683 東京都 ㈲ミヤザキ産業 7012702003611 新規事業によるインターネット等を活用した販路開拓

684 東京都 switch 非対面を目的としたワインECサイト開設及び小売事業の販路拡大

685 東京都 左馬利 陽 「スマートフォン撮影オンラインレッスン事業」サイト構築

686 東京都 ㈲ラビッツ・コーコ 2012702012971 オンライン対応アンケートシステムと付随機能構築による販路拡大

687 東京都 トラストレイン株式会社 4012701012681 非対面型学術系イベント対応型映像制作・配信サービスの提供

688 東京都 ㈲神山新聞店 5012702002499 訪問での業務を非対面化することによる業務の効率化と売上獲得

689 東京都 kanetsukimusic 音楽制作の全てを完結するスタジオ整備とネットを通じた販路開拓

690 東京都 株式会社セーフアンドセーブ 4012401022056 HPを活用した非対面販売と新規顧客獲得ツールの構築

691 東京都 株式会社白川 2012401019830 対面販売の見直し及びテレワークオーディオの商品開発

692 東京都 玉川製菓株式会社 5012701004141 オンラインストアのリニューアルによるネット売上の向上

693 東京都 まなべ整膚療院 外出に不安がある方に向けたオンラインによる双方向体操指導

694 東京都 株式会社ティー・エム製作所 5012801004363 ホームページのリニューアルによる販路開拓

695 東京都 炭火焼肉 らん 『お弁当販売・移動販売』に注力した、収入安定の確立

696 東京都 株式会社 浜建 8012801016546 検索しやすいホームページの作成とオンライン見積システムの導入

697 東京都 クリーニングプラス 殺菌洗浄ＰＲとホームページによる新規顧客獲得と対面説明の縮小

698 東京都 有限会社エスエスプラン 9012702012593 良いモノを広く伝えていくためのネット販売の構築

699 東京都 株式会社アルファ・レシオ 6012801006986 自社3Dプリンター導入による芸術家のアイディア具現化サービス

700 東京都 株式会社uni creative 9012401034146 オンライン型建築デザイン・グラフィックデザインサポート

701 東京都 ハロー鍼灸治療院 ホームページの開設を行い、顧客のすそ野を広げていく。

702 東京都 Hanatoki ECサイト導入と非対面ネイルサービス実施による販路拡大

703 東京都 株式会社クール・ランドスケープ・デザイン 2012801016171 ガーデンファニチャーの取扱いを中心とするネットショップの開設
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704 東京都 有限会社dfb music 9013302018361 オンラインヨガレッスンの提供をするためのＷＥＢサイトの作成

705 東京都 三鷹タイ古式マッサージ リラックス・ボディ アトピー性皮膚炎改善セラピーを導入し、健康ボディを応援！

706 東京都 有限会社ビック商事 1013102000683 最新機械設備導入による新商品開発と店舗看板設置による販路拡大

707 東京都 TAKE IT EASY株式会社 1012401034192 近場旅行で実現！民泊ワーケーションの画期的新規顧客獲得

708 東京都 株式会社西東京デンタル 7012701013792 外注品の内製化及び新規取引開拓プロモーション事業

709 東京都 (株)アカツキプレシジョン 6013101007717 ３Ｄプリンタ導入による新規顧客の獲得および生産効率向上

710 東京都 株式会社トレジャーアース 3010701032610 対面での販売からオンラインによる非対面販売ビジネスへの転換

711 東京都 アトモスフィアピース オンライン商談会と新商品開発で実現する新規顧客開拓

712 東京都 株式会社村井工務店 7013401002136 内覧会の非対面化と施工事例紹介の構築による販路開拓計画

713 東京都 K美容室 非対面化の拡大と新サービス導入で、他店との差別化と新規客獲得

714 東京都 有限会社クラウニング・シーズ 3012802006872 「非対面型カウンセリング」の導入とネットショップの構築

715 東京都 カフェ・ド・ノエル 演奏家・音楽ファン・地域顧客・当店の“四方良し”実現事業

716 東京都 株式会社ライフファシリ 4011001131275 時代の変化に対応した就職・採用セミナー、コンサルティング

717 東京都 柳屋 体に優しい五日市の味を全国へ（物販用商材開発と通信販売開始）

718 東京都 renwoodworks 見やすいwebサイトからの受注とサイト内での販売

719 東京都 N’sArtDesign レッスンと制作打合せのオンライン化と各種周知活動

720 東京都 初代もんぞう 厳選和牛弁当の新開発と販売、新規顧客の獲得

721 東京都 atelier Keym HP作成によるキット販売、カルトナージュの認知の向上。

722 東京都 株式会社流通エンジニアリング 2013401002173 開始させたテレワーク事業と既存のホームページの連動で売上拡

723 東京都 アサカ建装 リモートワークによる非対面での外壁塗装工事

724 東京都 jpeg株式会社 9013101008118 施設をバーチャル感覚で見れるHP制作と決済システムの確立

725 東京都 インフューズ・ティー 紅茶・日本茶セミナーのオンラインサービス導入事業

726 東京都 Faroblu テイクアウト用メニュー開発とポスティング用チラシ作成

727 東京都 宮坂さおり ＥＣサイトの立ち上げとオンライン展示会開催の環境整備

728 東京都 株式会社田村工務店 8012401012747 ＨＰリニューアルによる集客と非対面型営業への転換事業

729 東京都 ワイン食堂ソトワ−Sautoir− 真空パック商品とテイクアウト・配達事業PRによる新規顧客開拓

730 東京都 熊坂 敏 新規顧客を獲得するための非対面型音楽スタジオの整備

731 東京都 Portecafe 新たな付加価値を生み出すテイクアウト商品の開発と販売

732 東京都 HOHO ECサイトの設立とオンライン上での新たな客層の獲得

733 東京都 日本エコナル株式会社 1020001061757 オンラインセールスの動画講座と個別コンサルをオンラインで販売

734 東京都 国立不動産有限会社 1012802010612 来店不要！非対面型仲介（物件紹介）サービスの導入

735 東京都 合同会社nairo 6012403003845 『食が持続可能な未来を創る！庄内食魅力発信サイトの構築』

736 東京都 小林住宅設計 アフターコロナ時代のホームページ運用による販売促進計画

737 東京都 株式会社HITOSHI MAKINO Design 1012401031134 インテリア雑貨のインターネット販売事業

738 東京都 山口宜大 中規模から大規模の音楽コンサートのインターネット生配信事業

739 東京都 株式会社Hammock 8012401032704 飲食デリバリーと屋内バーベキュープランの導入

740 東京都 島宿アイランダーハウス 案内業務のロボット化による非対面型対応と話題作りによる集客
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741 東京都 Milphin あい land Guide 新規お土産品開発とwebによる集客および非対面販売の実現

742 東京都 マッチ HPを活用した予約プロセス・申込作業の非対面化と販路開拓

743 東京都 ボニンクラフト 新商品開発および通信販売による販路拡大

744 東京都 ギンズ 【無観客、同時、生配信ライブ！】

745 東京都 ウエストアネックス インターフォンとビデオ通話機器の設置による非対面接客化

746 東京都 ペンショントムソーヤ 小笠原の素材を活かした商品開発とECサイトによる販売の開始

747 東京都 父島ガイドPolaris 予約・申込プロセスの非対面化と設備刷新によるサービス品質向上

748 東京都 吉陽 宿の一部にカフェを作って新規顧客獲得とお土産のネット販売開始

749 東京都 アップフィールズ株式会社 8010901027059 オンライン個別授業の本格導入による販路開拓

750 東京都 鏡陽司ダンススタジオ 鏡陽司 ダンススクール小川学院 オンラインダンス・通常レッスンと出張型レッスンの強化

751 東京都 Café＆Bar 808 新規顧客獲得とテイクアウト事業の周知

752 東京都 株式会社ラスターテック 6010101008480 新製品を取入れ、更に非対面型のビジネススタイルへの変革

753 東京都 株式会社プラスアルファ 3012401018798 オンラインによる非対面不妊相談と非接触温熱不妊治療の開始

754 東京都 学習スタジアム翼 オンライン授業に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

755 東京都 高筒雅彦税理士事務所 感染防止策を講じながら、RPAで自社と顧客企業の業務合理化を

756 東京都 株式会社JENNA 3011001090910 リアル店舗の既存客をECサイト誘導・ネットでの新規顧客開拓

757 東京都 天然酵母パン教室Ｎａｔｕｒｅ ＨＰによる集客・企業受注拡大とオンライン・対面教室の充実

758 東京都 株式会社クレアケア 9012801016198 ホームページによる利用者拡大と活動内容のオンライン配信

759 東京都 S-Cut Records ストリーミングサービス実現のためのＨＰ再構築

760 東京都 リンクス 見積、注文や画像の入稿が可能なWEB発注機能を持つHP制作

761 東京都 社会保険労務士法人HABITAT 2013105001760 テレワーク時代の人事評価制度パッケージ構築支援

762 東京都 自家焙煎珈琲屋つの笛 有限会社つのぶえ 3012702001222 喫茶店から豆店頭販売・テイクアウト・ECサイト販売への転換

763 東京都 しあわせ月桃株式会社 7010901040500 物販サイトの構築と動画による新規顧客拡充

764 東京都 株式会社triple-y 6011601021080 非対面型営業の映像制作と高所作業機材の購入

765 東京都 maforoba石井孝司 非対面型クラウド導入による生産性向上と新規顧客開拓

766 東京都 cervo design オンラインで完結するWEB制作事業への挑戦

767 東京都 F-PLANET コロナ減収を乗り切る非対面型コンテンツ販売事業

768 東京都 ジェーアンドシー ECサイトを活用し販路開拓する事業

769 東京都 有限会社シーピロス 8010002052618 自社サイト・パンフレット刷新及びアメニティ強化による販路拡大

770 東京都 株式会社クレムリ 3013101005194 まったく新しい宅配事業で羽村を活性化！はむ宅ＰＲＯＪＥＣＴ

771 東京都 ラレシーブオーバンブー合同会社 5012703000989 竹材の洗剤・石鹸の製造を内製化しネット販売で新規顧客を獲得

772 東京都 ガーランド ウェブショップ開設と新商品開発、動画デモンストレーションによ

773 東京都 SalTree株式会社 7012701015582 WEBサイト作成よるオンライン受講の営業活動強化事業

774 東京都 株式会社アップスタート 3012401034936 自社ホームページの利用による業務の効率化と販路拡大

775 東京都 株式会社HAS PARTNERS 3012401032262 非対面でも営業活動と会員交流を可能とするウェブサイトの構築

776 東京都 株式会社K.K.Dマネジメント 1012401023957 安全で快適な空間構築と空手オンライン指導の開始

777 東京都 株式会社 beauty human 8012701009682 オンラインスクール事業と通販の取組みによる非対面ビジネス確立
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778 東京都 SALON MAHALO ネット事業への参入で安定的に顧客獲得とその後の繋がりの追求

779 東京都 ニコニコキッチン日野店 惣菜類・朝食セットの製造・販売と買い物代行サービス

780 東京都 ニュートリズム オンライン栄養相談の事業化と個別対応栄養サポートへの業務転換

781 東京都 美容矯正サロンSAQUIA SNS広告、新型脱毛器の導入・活用で新たな販路開拓！

782 東京都 株式会社SPORTS OCEAN 3012801017623 ECサイト構築・SNS連携による非対面型の販売事業

783 東京都 牧野 好伸 自社ホームページ作成と運用

784 東京都 国立正直酵素 オリジナル酵素の入浴剤物販サービス

785 東京都 株式会社東京都民葬祭 7012801008775 ホームぺージのリニューアルによる認知度拡大、販路開拓。

786 東京都 安井労務サポート オンラインでの就業規則作成サービス等の立ち上げ

787 東京都 株式会社福島測量 3013401002081 ホームページ充実化による非対面対応の促進と感染症対策

788 東京都 株式会社ＮＣビューティホーム 8012801019706 集客に特化したホームページ制作による保険適用工事の販路拡大

789 東京都 インフォケーション株式会社 2013101000865 パソコン教室での実施講座の対面とオンラインのハイブリッド化

790 東京都 株式会社 京秀 5013402000462 動画配信と予約システムにより非対面型ビジネスを推進する

791 東京都 株式会社花セレモ 6013401007029 花セレモセレクト仏具販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

792 東京都 有限会社柏カンパニー 7012702004080 講習コンテンツ販売サイト構築及び広告動画制作

793 東京都 有限会社アサオ製作所 1012802007856 非対面営業やテレワーク活用で生産性の向上による顧客開拓

794 東京都 株式会社AST ARTS 8380001028747 オンラインベースでの音楽促進事業

795 東京都 やどかり治療院 東西医学を基にしたオンライン講座/カウンセリング/決済の導入

796 東京都 新間 功人 オンデマンドによるドルビーアトモス対応の動画広告制作事業

797 東京都 あたらしい日常料理 ふじわら 機材導入による製造量増と、広報・デザイン強化による販路拡大

798 東京都 株式会社チャレンジワールドトラベル 9012801019721 新規サイト開設および広告展開を行い、非対面で販路拡大を行う事

799 東京都 藤本商店株式会社 6013101005332 感染症に負けない販路開拓と生産量増加見込みへの環境整備

800 東京都 かめに商事株式会社 3010001133010 ネット販売システムにて新規顧客の獲得、商品PRイベントの実施

801 東京都 元気ＤＥ！家族 生活習慣痛対策セミナーの非対面化

802 東京都 有限会社イングコーポレーション 5012402018837 ネット販売強化（楽天、YAHOO、アマゾン）による売り上げ拡

803 東京都 株式会社クリーニングの和光 5012701002764 ＷＥＢサイト再構築によるブランド力ＵＰで非対面化の推進

804 東京都 喜八屋 オンラインセミナーシステム導入による非対面型営業への転換

805 東京都 かとうこういち オンライン完結型のWEBマーケティング支援サービス

806 東京都 株式会社クラニオ 6012801018536 産後骨盤矯正患者を増やすＨＰリニューアルで新規顧客獲得

807 東京都 コンバージド・オープン・システムズ株式会社 6011101062625 ＷＥＢ商談で顧客関係性を強め、販路拡大を図る事業

808 東京都 株式会社CE’ LOUIS 2010001098824 オンラインによる生活密着サービスの総合プロデュース業への変革

809 東京都 LIFE−S株式会社 6012801018040 国内製ユニットへの切替えによる発電商品の開発・販売事業

810 東京都 Eyelash saolon ありる ホットペッパーのクーポン機能を利用した店販商品の通信販売

811 東京都 Little Tree Diner インターネット販売とデリバリーによる販路拡大

812 東京都 株式会社 ＬＳＢ 9012401035664 オンライン受注増の為のＷｅｂサイト刷新と感染症対策設備の充実

813 神奈川県 HS音楽事務所 Zoomを使ったレッスン、演奏配信、お客様との会話。

814 神奈川県 キルキル 密を避けて安心訪問カットとネット販売の展開
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815 神奈川県 Lotus Cycle 非対面型サイクリングツアーの国内向け商品開発と新規顧客獲得

816 神奈川県 ベップインターナショナル株式会社 4021001042686 世界初となる5パーツのサーフィンウェットスーツをD2Cで販売

817 神奈川県 KIS ECサイト開設による非対面「お花」の個人向け販売事業

818 神奈川県 リラクゼーション麻鈴 光線療法サービス（非接触型）メニュー化による売上改善計画

819 神奈川県 株式会社緑建設 6021001016374 非対面型「新築住宅アドバイス」新事業を開始し販路開拓

820 神奈川県 居酒屋焼鳥かっぱ 自社サイト運用による新規顧客利用者のアップ

821 神奈川県 智工房 真空土練機で制作数大幅に増加して動画で宣伝販売の強化

822 神奈川県 コフワークス 製造許可取得のためのキッチン改装と販路開拓に向けた取り組み

823 神奈川県 shoeshine Chum’s Bar SNS・ECサイト活用による商圏拡大と販売促進

824 神奈川県 株式会社進士製作所 8021001021117 WEBサイト基盤新規販路開拓を用いた非対面型ビジネスへの転換

825 神奈川県 株式会社SAH 5021001068111 オンライン診療とクラウド型電子カルテの導入による経営力強化

826 神奈川県 樺沢宝石貴金属 遠隔での修理及びリフォームが可能な非対面型ビジネスの構築

827 神奈川県 株式会社深堀工業 4021001049847 商談の非対面化と屋根工事事業拡大戦略

828 神奈川県 株式会社アダプタ 7021001063226 持ち帰り、およびECサイト販売に向けた菓子製造工房設置事業

829 神奈川県 emit project 非対面型カウンセリングや講座への切り替えに向けた取組

830 神奈川県 ARCO Cristal ブラジルの小さな村と日本をつなぐアクセサリーブランドの創設

831 神奈川県 Finehairmake 顧客の囲い込みの為の専売品宅配事業と新規顧客開拓事業

832 神奈川県 上原ピアノ教室 動画を使った新スタイルレッスンと音楽家と地域を結ぶ演奏動画

833 神奈川県 かどや食堂 インターネットで、津久井在来大豆を使った総菜を販売。

834 神奈川県 株式会社DEFI CREATION 6021001065306 非対面オンラインメンタルケアの新事業展開と専用HPの開設

835 神奈川県 メルズクリエーション ネット販売最適化とＳＮＳ活用で実店舗への来店に繋げる販路開拓

836 神奈川県 株式会社JwellS 2021001061928 ファンを増やす！安心で快適な店舗運営とテイクアウト販売の強化

837 神奈川県 アトリエ紡-tsumugu- 新規設備導入による量産体制の確立及びWeb販売強化事業

838 神奈川県 有限会社八百辰寿し 1021002029215 ランチ宅配事業とホームページによる売上増加計画

839 神奈川県 カットスタジオコミヤ 送迎サービス・バリアフリー化による高齢顧客離脱防止と開拓計画

840 神奈川県 株式会社フリーラン 7021001041776 非対面による営業・販促活動の支援システムの制作及び提供

841 神奈川県 株式会社 ３・SUN・TREASURE 4021001044682 オリジナル加工品のEC販売強化と新市場開拓のための新商品開発

842 神奈川県 SHS 営業を継続させるための非対面型モデルの構築

843 神奈川県 アトリエMIKO EC事業の新展開と小人数制マリッジリング新事業

844 新潟県 有限会社 住吉屋 4110002021590 擂潰機導入による商品開発とオリジナルサンドウィッチで売上増

845 新潟県 アンペラ企画 有限会社 7010602009480 調理機器の導入による地元客に向けた料理・テイクアウト強化事業

846 新潟県 有限会社ラプラス 5110002033437 ECサイトで自社ブランドSIMの販売・サポート体制の構築

847 新潟県 翔美堂 ＥＣサイト卸販売非対面型受注システムの構築

848 新潟県 株式会社バオバブ 6110001009189 パンサブスクサービス導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

849 新潟県 有限会社 小林製作所 7110002011110 鉄道先頭車両の高圧空気を用いた洗浄ノズル開発及び新規受注獲得

850 新潟県 相馬鮮魚店 真空包装機導入による「鮭の味噌漬け」強化リニューアル大作戦！

851 新潟県 キッチンジジ ナポリ風ピザと肉料理の新商品開発による新規顧客開拓と環境改善
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852 新潟県 ドライブイン越後湯沢株式会社 4110001032382 仮眠室をカプセル化することによる三密対策事業

853 新潟県 有限会社コトヨ醤油醸造元 6110002014626 鮮度のよい小容量製品を低コストで顧客に提供する

854 新潟県 シザー工房・ヒカリ 研磨機の導入に伴う前工程受注と理美容室への営業による売上拡大

855 新潟県 株式会社江戸屋 6110001027133 「苗場プリン」（手作り焼きプリン）の販売

856 新潟県 株式会社 古城館 5110001030699 全てのお客様に満足していただくためのお食事処改装事業

857 新潟県 COMEDOR AO. 岩原名物パンケーキ＆季節の旨ソフトテイクアウト可能カフェ開発

858 新潟県 有限会社ゼロ・ジー 7010902022266 ＨＰの構築とコミュニケーションギアを活用した新規顧客獲得

859 新潟県 有限会社みどりや 6110002019947 クラウド型証明写真販売及びオンラインプリントシステムの導入

860 新潟県 株式会社カネ中商店 6110001026234 会員1300名と魚沼地方に向けたネットを通じた新規顧客の獲得

861 新潟県 株式会社 ⾧井水車 4110001019603 国産すっぽん新商品開発と死蔵機器廃棄による作業スペースの確保

862 新潟県 株式会社 斎藤工務店 9110002014004 オンライン打合せ開始。顧客の若返りとお客様への告知強化

863 新潟県 株式会社 吉野屋 7110001032000 円やかな逸品【笹川流れの塩】をＨＰ・ネット販売で全国へ！！

864 新潟県 株式会社  いろりあん 6110001026168 女将の手作りをテーマとした商品開発とECサイトによる売上拡大

865 新潟県 オーク 「冷凍庫に常備の冷凍カレー」とネットを通じた新規顧客獲得

866 新潟県 鮨処 清水家 真空包装機導入によるテイクアウト商品の開発

867 新潟県 よってけ じゅんぼう 魚沼ソウルフードの豚もつ煮「幸せホルモン」で新規販路へ

868 新潟県 株式会社ウエルジョウエツ 1110001019721 HPを活用した非対面型業務案内と商品販売ページの構築

869 新潟県 あおき味噌株式会社 8110001019558 猛暑と新型コロナ影響に負けず非対面型小売り販売拡大を目指す

870 新潟県 森のレストランフォレスタ 隠れ家レストランの味をもっと身近な存在へ

871 新潟県 アンスリール サロンド テ 高級で上質なタルトをテイクアウトし大人時間の演出

872 新潟県 有限会社ほんだい 2110002011809 オンラインやホームページを活用した非対面型販売事業

873 新潟県 手打ちそば 六四篭 製麺機導入によるテイクアウト対応の強化と広告による需要喚起

874 新潟県 株式会社いろむすび 3110001033175 いろむすび山菜 お取り寄せ・ギフト商品開発事業

875 新潟県 有限会社イングリッシュアドベンチャー 2010902025595 オンラインツールを活用した信頼獲得・接触軽減による売上回復

876 新潟県 Secret Fruits テイクアウトブース新設による、新しい飲食店スタイルの創造

877 新潟県 有限会社モノクローム新潟 4110002006617 証明写真製作業務の生産性向上によるサプライチェーン毀損対応

878 新潟県 TOCONOMA Barber Cafe Space 新型コロナ対応の店づくりと認知度向上による新規客獲得事業

879 新潟県 有限会社古俣 4110002011674 デリバリー用設備導入によるメニュー増加と調理効率化事業

880 新潟県 美味小町 唐揚げ、半身揚げ等のデリバリー配送を通じた新規顧客獲得

881 新潟県 有限会社 酒井修整 3110002031161 自社サイトで、技を紹介し新規顧客獲得・在庫品販売

882 新潟県 藤崎らーめん 調理設備を充実させ、待ち時間短縮を図り、テイクアウト販売導入

883 新潟県 品和亭 仕出しとテイクアウト対応の強化でコロナ禍を乗り切る

884 新潟県 有限会社 梅田軒 8110002011142 先端技術の調理機器を活かした通信販売事業への参入

885 新潟県 VEG＆CO.. 新潟県産青果を利用した総菜のネット販売商品開発と販売事業

886 新潟県 松月 ネット販売とリーフレットによる新たな顧客獲得への取り組み

887 新潟県 株式会社 関農園 6110001033916 関農園ブランディングとモール型ECサイトへの新規販路拡大

888 富山県 岡本畳店 畳表曲折器を導入して、取引先の経営環境の変化に対応する
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889 富山県 フレンドリーショップいかしま 冷蔵庫を増設して顧客の需要に対応できる店舗を目指す

890 富山県 むろやクリーニング BtoBの拡大を目的とした新規サービス提供による売上向上事業

891 富山県 いおざき印刷株式会社 8230001000191 営業スタッフのリモートワーク推進と打ち合わせのオンライン化

892 富山県 パタータ コロナ禍に適応した店として他店との差別化、選ばれる店を目指す

893 富山県 Dog・Cat Café&Shop パウ ECサイトのWeb販売と住み分けペットホテルによる集客力向上

894 富山県 小西不動産・古美術蒐古堂 全年齢対応型ＥＣサイト構築で既存客の関係強化と新規顧客開拓

895 富山県 有限会社 西正工業 9230002006765 金仏壇買取サービスのオンライン化で販路を全国へ拡大する

896 富山県 福野タウンホテル㈱ 9230001008531 コロナ禍で求められる顧客のニーズを先取りした革新と広報戦略

897 富山県 株式会社元気工房 9230001013804 こだわりの冷凍ラーメン開発とネット販売を通じた新規顧客獲得

898 富山県 ㈱塩井工務店 1230001015238 DIY需要にマッチした新商品の提供及びネットビジネスの構築

899 富山県 シマ接骨院 外看板の刷新と院内の新型コロナウイルス対策の徹底

900 富山県 Nail Salon La Fonte 店内環境整備とアートネイルの内製化により顧客をキャッチ

901 富山県 秀庖 店舗の立地を生かし3密を避けるドライブスルーでテイクアウト

902 富山県 株式会社アクス・コーポレーション 7230001008681 新たに医療分野（医療ガウン）を受託製造する事による収益性向上

903 富山県 有限会社文華堂吉田印刷 8230002011873 ＷＥＢ入稿フォーム導入と情報発信による非対面型ビジネスの転換

904 富山県 口福食堂 げん太 テイクアウトメニュー強化と販路開拓による売上向上

905 富山県 一休（19HITOYASUMI） 非接触型ITとクラウド庶務DTPなどテレワーク導入と販路拡大

906 富山県 おき接骨院 個室対応によるサービス提供の継続と集客力の向上

907 富山県 株式会社安田紙業 8230001011081 オンライン受注対応の確立と子供への古紙リサイクル啓蒙活動

908 富山県 有限会社室堂平みくりが池温泉 8230002007302 コロナ禍に負けない新しい宿泊スタイルへの環境整備

909 石川県 ＴＭＫキッチンサロン 新たに「こだわりのテイクアウト店」を開業し売り上げ回復

910 石川県 御料理こめや スチームコンベクションオーブン導入による生産性向上と販路拡大

911 石川県 焼肉 和まる 『非対面での精肉販売の強化』

912 石川県 有限会社 出口商店 6220002000012 ソーシャルディスタンスを確保した新サービスの提供

913 石川県 有限会社 白鷺木工 6220002013121 オンライン工場見学と工場直売所の設立

914 石川県 株式会社ヤマモト自工 9220001018218 新品交換に頼らない自動車部品の修理・修繕体制の構築

915 石川県 伊野正峰株式会社 1220001012624 ECサイトを活用した九谷焼新商品の販路開拓事業

916 石川県 Ｕｉ ECサイト開設とZOOMでのカウンセリング対応による販路拡大

917 石川県 ひまわりポンポン グルテンフリーのスイーツとカレーの拡販事業

918 石川県 Rocco 非対面型の介護・看護付きペット預かりサービスの提供

919 石川県 タケダ繊業株式会社 8220001017625 新規顧客獲得・販路開拓のためのEC機能を備えた自社HP開設

920 石川県 有限会社風見鶏 3220002013537 コロナ時代に対応する商用カーラッピングと個人需要開拓事業

921 石川県 ORIGINAL FORM 拡大するインテリア照明に対応する新商品開発及び販売促進事業

922 福井県 株式会社早﨑商店 7210001007388 BtoC向け商品開発及びHPとふるさと納税商品LPページ制作

923 福井県 タカヤＧＲＯＵＰ 土産物店のECサイト開設と洋品店の店内改装による新規顧客開拓

924 福井県 株式会社瀬越水産 5210001007357 良質な越前三国の海の幸を水産物加工品として全国へ発信！

925 福井県 株式会社 越前社海 6210001015615 生産者から消費者へ朝とれ直送便事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第４回締切分採択者一覧

※重要

 採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

 追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

926 福井県 emme 装飾品の巡回展示販売に代わる、卸売向けの新商品生産体制を確立

927 福井県 協越化学株式会社 4210001007102 ECサイトのリニューアルによる非対面ビジネスの売上拡大

928 福井県 角惣 自店HP開設による、非対面型ビジネスシステムの構築

929 福井県 株式会社 坪与 9210001002288 部品供給網の国内回帰に備えた生産体制とマーケティングの強化

930 福井県 株式会社クナプラス 4210001009346 オンラインでの新規顧客獲得のためのデジタル販促ツールの構築

931 福井県 村カフェとき テイクアウト事業の拡大及びウェブサイトによる販路拡大

932 福井県 有限会社 ＵＧＡＩ 6210002008502 内製化により生産効率を上げて、納期短縮と生産性をＵＰする。

933 福井県 株式会社 オーエスジ−・デザイン 1210001008920 内製化による作業効率の向上と販路開拓

934 福井県 有限会社クリエイト山田 7210002000037 新商品開発および販売チャネルの増加による売上増加事業

935 福井県 有限会社大宮亭 6210002007727 テイクアウト事業の強化と安全、安心な店舗環境の整備

936 福井県 株式会社たまがわ 8210001007247 ロッカーを活用した感染対策と、利便性向上による新規顧客獲得

937 福井県 フク醤油株式会社 7210001003239 ステイホーム等に伴う新たなニーズを捉えるための生産体制強化

938 福井県 マエダセイカ株式会社 3210001003713 新商品・羽二重巻の開発及び生産体制強化と新規顧客獲得

939 福井県 株式会社 堀江精工 6210001008965 ITを活用した非対面営業の展開

940 福井県 株式会社永平寺胡麻豆腐の里 6210001015945 店外飲食スペース設置による売上増加事業

941 福井県 有限会社若泉建設 8210002003823 建築機材導入による住宅外構工事への進出と積極的広報活動事業

942 福井県 藤田モーター株式会社 1210001003483 自動車整備業務内製化と顧客獲得に向けた広報事業

943 福井県 いのうえ株式会社 4210001014585 設備導入による新商品開発とＥＣサイト制作による販売強化

944 福井県 有限会社 北川自動車 5210002007447 故障診断機導入とシステム導入による集客力の強化事業

945 福井県 有限会社お食事処ゆき 8210002007048 内製化による生産性向上と独自ディスプレイで購買意欲向上事業

946 福井県 かせや 事業承継に向け高付加価値商品の開発とＥＣサイトの構築

947 福井県 株式会社増田 9210001012213 自家製粉業務店向けの「福井県産玄ソバ」のネット販売強化

948 福井県 有限会社宮本電設 2210002003597 コロナ禍におけるニーズを踏まえた工事提供体制の整備と受注促進

949 福井県 伊藤酒造 合資会社 4210003000039 自社ＥＣサイトを構築し個人を顧客にしたビジネスモデルを確立

950 福井県 吉岡ロゴテック ネット通販体制構築とそれに伴う個別受注の生産性向上

951 福井県 ＳＰ−７ 部活ユニフォームのデザイン・製作のワンストップ内製化事業

952 福井県 有限会社アルプス 9210002007542 ＥＣサイトの構築によりネットビジネスへの参入

953 福井県 Rozell テイクアウトの強化とホームページによる予約システムの構築

954 福井県 クレア株式会社 7210001014244 非対面式セルフオーダー用タブレット端末の導入

955 福井県 美川酒造場 非対面・WEB強化・新商品開発による新規顧客獲得事業

956 福井県 森岡製材所 付加価値を高めたリフォーム工事のための設備導入事業

957 福井県 カネタツ数馬株式会社 3210001000735 一般消費者への非対面販売の増加に伴うチルド保存の増強

958 福井県 糸魚川商店（SHOPヤナギサワ） テレワーク導入による三密回避と業務効率化の働き方の実践事業

959 福井県 イタリア食堂 ドマーニ 県内初！移動式ピザ窯を使ったデリバリー事業による販路拡大

960 福井県 株式会社橋本鉄工 9210001002692 新規顧客獲得のため集客から施工打合せまで非対面で行うＨＰ制作

961 福井県 株式会社本間金型製作所 2210001012211 自社ホームページでオリジナル製品を紹介販売できる仕組みの構築

962 山梨県 民宿山光荘 民宿事業を生かしたコロナ対応広区画、区画完結型キャンプ場新設
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963 山梨県 ピジョンブラッド・ＢＲ 光造形機(３Ｄプリンター)による新規顧客獲得計画

964 山梨県 有限会社紺屋プロジェクト 9090002010212 キッチンカーによる訪問販売やテイクアウトの新規事業

965 山梨県 すまいるプラス ネット受注体制の整備とPR強化、講座のオンライン化事業

966 山梨県 中華味平 テイクアウト事業の拡充による非対面ビジネスモデルへの転換

967 山梨県 岩下温泉旅館 宿泊サービスにおける対面での接触時間の削減とネット通販の導入

968 山梨県 株式会社NEXTINNOVATION 6090001016279 介護相談のポータルサイト構築による非対面型ビジネスへの転換

969 山梨県 viina 自社店舗の開設と事前予約・相談による非対面型ビジネスへの転換

970 山梨県 株式会社来夢 8090001015304 経営継続のための待合スペースの拡張と出張サービスの導入

971 山梨県 樋口美容室 オートシャンプー導入で非対面での施術の実現と安心できる店作り

972 山梨県 有限会社サンテック 9090002010229 オンラインによる営業活動と金型作成立会いプロセスの非対面化

973 山梨県 季酔 和食居酒屋の味をそのままテイクアウトできる商品製造設備の導入

974 山梨県 株式会社山梨コンクリート試験サービス 8090001014413 新型コロナに対応したコンクリート試験の遠隔臨場への対応

975 山梨県 フーテン堂 キッチンカー導入で、自ら仕事を作る事業への転換

976 山梨県 株式会社檜家 1090001007522 オンラインモデルハウス見学動画システムの構築による販路開拓

977 山梨県 しゃれ猫 店内改装による本格的なテイクアウト事業の実施とＰＲ

978 山梨県 昭和スポーツ 中古品買取・販売事業とＥＣ販売による非対面型ビジネスへの転換

979 山梨県 合同会社K-K-B 3090003001703 セットサービスと三密対策による新規客開拓と安心安全な店づくり

980 山梨県 有限会社ジェネラルサービス 7090008005379 居酒屋ぐらがらの非対面型ビジネス転換へのネット・実店舗の取組

981 山梨県 安藤鶏卵 チラシとネットによる個人向け販売促進の強化

982 山梨県 有限会社 オオミヤ 3090002013526 お客様が安心して滞在できる環境整備と顧客満足度の向上事業

983 山梨県 特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブ蒲公英 9090005007016 テイクアウト販売による販路開拓と新規顧客の獲得

984 山梨県 有限会社ひまわり不動産 7090002010437 リモート仲介システムによる新入学生の賃貸物件の成約率向上

985 山梨県 合同会社トップヘアー 8090003001095 自動洗髪機の導入による感染予防で顧客へ安心安全の提供

986 山梨県 個別学習塾ココテラス コロナに負けない学習環境を整備！生徒の安心安全で売上UP！

987 山梨県 株式会社エスティ 1090001006895 ３ＤＣＡＤ・プリンターによる貴金属製品の原型作成の内製化

988 山梨県 株式会社昭和やさい畑みない 6090001007063 いちご観光農園として非対面型無人販売機の導入による売上向上

989 山梨県 特定非営利活動法人  南アルプスファームフィールドトリップ 9090005001951 自宅でできるリモートジャム教室とネットを活用した新規顧客獲得

990 山梨県 リストランテ カントゥ 本格的イタリア料理のテイクアウト事業・ネット販売事業

991 山梨県 株式会社エイム 2011001107450 WEBサイト制作用拡張機能のネット販売による新たな販路開拓

992 山梨県 心とからだ研究所ＲＩＮＮ オンラインツールを活用した非対面型ビジネスへの転換

993 山梨県 株式会社足和田ホテル 5090001009515 お客様へ安心して宿泊頂くために弊社の行う新型コロナ対策の発信

994 山梨県 森島商店 インターネットショッピングサイト開設と郡内織販売促進

995 山梨県 割烹ふるや・古屋水産 「ふるやの味をご自宅で！」テイクアウト・真空パック販売事業

996 山梨県 きっかけデザイン研究所 コロナ禍による安心を担保するための貸し別荘事業への業態変換

997 山梨県 株式会社ユニファーム 3090001008659 夏イチゴのブランディングと非対面での販促強化及び販売体制確立

998 山梨県 旬彩酒房たわら テイクアウト推進に向けたメニューの充実と体制強化

999 山梨県 甲州地鶏季鳥 予約システム導入とテイクアウト開始による売上・利益の回復
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1000 山梨県 株式会社サンプクカンパニー 8090001013407 さんぷく自慢のつけそばのテイクアウト体制の強化とネット販売

1001 山梨県 株式会社ＴＨ測量 9090001005634 新規空き家対策事業で進める経営基盤の強化とＩＴによる効率化

1002 山梨県 ギフトセンターサクマ 商品紹介動画を活用した非対面型販売促進方法の確立

1003 山梨県 井上染物店 160年の伝統と文化を未来に紡ぐchiccoiの生産体制構築

1004 山梨県 宿ぽっぽや 蒸気機関車をモチーフとした焼き芋の移動販売

1005 山梨県 ＭＯＧＭＯＧ ＰＡＮ 新商品の開発と非対面型販売による新規顧客の獲得

1006 山梨県 いち柳ホテル有限会社 4090002014738 新しい生活様式を取入れた少人数宴会の提案による新規顧客開拓

1007 山梨県 アルプスベリー イチゴ加工品の付加価値向上のためのブランド化と通販サイト構築

1008 山梨県 野菜パンの店 ド・ドウ 野菜の色付き冷凍パン生地販売で新たな販路の創出

1009 山梨県 尚耕園 思いを伝える映像を制作しSNS、直売所モニターを使い販売促進

1010 山梨県 Pleasant Dining テイクアウト事業PR及びコロナ対応型個室感演出による売上確保

1011 山梨県 K’s Dental Lab 小規模歯科技工所のデジタル化導入による販路開拓事業

1012 山梨県 株式会社雨宮精器製作所 5090001009457 ３Dプリンタ導入によるサプライチェーン毀損への対応

1013 山梨県 グラスハウスNEN 新商品（お持ち帰り品）販売の為の設備改装・器材導入と販路拡大

1014 山梨県 ボンシイク テイクアウト及び通販による販路拡大と喫茶利用客新規獲得

1015 山梨県 株式会社富士山 5090001010035 真空包装機購入、サイト改修でテイクアウト、ネット販売の活性化

1016 山梨県 まあちゃん家 主婦・高齢者の内食用に、人参のカット野菜の販売強化と販路開拓

1017 山梨県 あめ家食堂 非対面事業におけるオンライン販売及び新商品開発による販路開拓

1018 山梨県 株式会社福禄寿 7090001010719 テイクアウト事業や新規顧客開拓をするためのホームページ改修

1019 山梨県 DILL eat，life ドライフード商品の生産性向上とネット通販での販路開拓事業

1020 ⾧野県 有限会社リゾートインアルプ 3100002027012 アパートメントタイプ客室への専用浴室設置による販路開拓

1021 ⾧野県 有限会社インタレスト 7100002026150 テイクアウト＆デリバリーによる販路開拓

1022 ⾧野県 グラスハウス 感染防止対策の取れた宿泊事業

1023 ⾧野県 株式会社アイエイド 5100001020998 コロナ禍にこそウェブで顧客と絆を深め来店を強化し新規顧客獲得

1024 ⾧野県 Cafe&Bar Delight コロナ禍から脱却のためのテラス席増床事業

1025 ⾧野県 掘割 新事業展開（移動販売）による新規夜間顧客獲得事業

1026 ⾧野県 豊丘村ゲストハウス井桁屋 こだわりのピザ窯があるカフェレストランを新規オープン

1027 ⾧野県 有限会社 菅清園 6100002015063 非対面型ビジネスと感染対策を強化し、安心安全なお店の構築

1028 ⾧野県 有限会社 朝日屋 1100002015092 コロナ対策によるお客様の安心・安全なホテルの構築

1029 ⾧野県 地もの屋 響 お客様の安心安全を確保するためのテラス席増設による顧客獲得

1030 ⾧野県 望月瓦工業株式会社 7100001011104 解体工事による販路拡大に必要な重機購入

1031 ⾧野県 WOOD FACTOR Deep Sea Wood天然木のリバーテーブルオーダー工房

1032 ⾧野県 株式会社サカエヤ 5100001010999 新たな利益の創出に資するセルフサーバーの導入とチラシの作成

1033 ⾧野県 有限会社フロム・エス 3100002004473 チラシ配布・自社サイト強化によるテイクアウト定着と売上拡大

1034 ⾧野県 宮下写真館 店舗経営における非対面、非接触型の接客モデル構築

1035 ⾧野県 株式会社バイオ・ベース 6100001027225 製材加工工程の内製化による非対面化と木造住宅の付加価値向上

1036 ⾧野県 株式会社大平 4100001024496 非対面営業のためのホームページ新設と住宅新築工事への販路拡大
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1037 ⾧野県 有限会社明月堂 7100002005906 コロナ対策としての通信販売及びその周知事業

1038 ⾧野県 株式会社 ベジパング 1100001028293 新規サプライチェーン開拓の為のＢ級品を活用した加工商品の開発

1039 ⾧野県 Captain Organic オンラインを活用したペットのおやつとごはん素材販売事業の強化

1040 ⾧野県 アウトドアロッジ自然回帰線 無農薬野菜のネット販売と感染防止対策が万全な旅館の構築

1041 ⾧野県 合同会社Hikaru Farm 9100003004533 ＥＣサイトによる新たな販路開拓とホームページ開設で集客力強化

1042 ⾧野県 リゾートハウス高原 自動券売機導入による新型コロナ対策事業

1043 ⾧野県 the OK bread & pizza バイバイ３密！庭と新設スペースでゆっくりゆったり楽しんで！

1044 ⾧野県 ティーヌヨガ ネットを利活用した新たな集客とお客様の利便性向上の構築

1045 ⾧野県 ＫａｒｕｉｚａｗａＰｌｕｓ㈱ 9100001029697 新商品ケールパウダーの開発とＥＣサイト構築による自社ＨＰ改修

1046 ⾧野県 喫茶リバーサイド 3密回避の川風吹く屋外テラス席活用でコロナに負けない喫茶店

1047 ⾧野県 赤坂 四季彩食 自社ブルーベリーのブランド化とECサイトによる販路拡大

1048 ⾧野県 株式会社 ホテルやまびこ 4100001010439 一般スキー客集客のための素泊まりプラン強化、感染防止対策

1049 ⾧野県 有限会社シープランド・ルピナス 9100002015127 3密を回避したオープンテラスによる顧客満足度の向上

1050 ⾧野県 ロッジやまのまにまに コロナ時代をチャンスに変える、新山旅スタイルの宿施策。

1051 ⾧野県 有限会社 ホテル白樺荘 1100002018707 スマホ＆デジタルサイネージとホームページ連携による若者集客

1052 ⾧野県 有限会社風の森建築 9100002030745 ネット上での新たな営業体系と非対面型新サポートで新規顧客取得

1053 ⾧野県 株式会社I.D.D.WORKS 3100001027905 Jリーグのトライアルのオンライン化を実現し最上位顧客の獲得

1054 ⾧野県 森Q コロナを機に、新たなビジネスの再構築を目論んだHPの大改良

1055 ⾧野県 菊池光学株式会社 5100001021006 最終工程の内装化に併せた生産性の向上及び販路拡大

1056 ⾧野県 妖精堂 再生医療製品等のオンライン販売（ＥＣサイト）による販路拡大

1057 ⾧野県 猪乃源 ウエブ受注等による冷凍おやきとテイクアウトによる販売強化事業

1058 ⾧野県 森のログホテル カムループス 新規ホームページ作成による非対面営業と密対策

1059 ⾧野県 株式会社あけびの湯 7100001028115 ホームページのリニューアルによる集客力強化と通信販売事業

1060 ⾧野県 おぶせと オンラインでのデザイン事務所の新規販路開拓と新企画の展開

1061 ⾧野県 株式会社日本ウオルナット 8100001011094 世界一品質を知ることによって、高まる広がるお客様プロジェクト

1062 ⾧野県 株式会社 志賀高原一望閣 9100001012216 一般客及び教育旅行団体受け入れのための販路開拓事業

1063 ⾧野県 有限会社 エリカ 1100002026197 食事席の個室改修によるお客様満足度UPと非対面ビジネスの構築

1064 ⾧野県 蕎麦処たつの 労力削減と接客サービス向上を図る為の食券の券売機導入事業

1065 ⾧野県 ペンションレンガ家 グランピング導入に伴う多目的利用と集客促進事業

1066 ⾧野県 のどか牧場直営たまご屋キッチン 感染防止対策の為の店内外設備と地域内外集客の為の宣伝広告事業

1067 ⾧野県 ペンションかおる ウッドデッキ新設とＨＰ刷新による在日外国人と国内旅行者の誘致

1068 ⾧野県 グリーンプラザホテル 玄関とトイレのバリアフリー化と衛生環境の整備による売上獲得

1069 ⾧野県 特定非営利活動法人ふるさと交流木曽 5100005007711 味噌づくり工程の機械化とＩＴ活用による食文化と事業の継続

1070 ⾧野県 ワルンジュン ボルダリング場の新設による、閑散期の集客体制の構築

1071 ⾧野県 ペンションクッキー 原村における「新しいペンションの可能性」を示す

1072 ⾧野県 株式会社かみむら 8100001017736 ＥＣサイトを活用した足に合う靴の相談と通信販売による販路拡大

1073 ⾧野県 en-shouten 1分で買いたくなるウェブデザインと地酒販売で信州気分を提供
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1074 ⾧野県 草笛山荘 コロナ対応食堂改修工事及び屋外ストレッチ場設置工事

1075 ⾧野県 真琉家 3密を回避し、空きスペースを有効活用する事業

1076 ⾧野県 有限会社 菅平ホテル 7100002015070 客室窓の換気性能向上により安全、安心を提供し顧客獲得

1077 ⾧野県 有限会社 スポーツハイム初音館 4100002015123 三密回避による食事提供方法の刷新のための最新調理器具導入

1078 ⾧野県 特定非営利活動法人 ふるさと 1100005002146 オンライン葬儀・法事による新たな需要の創出と顧客の獲得

1079 ⾧野県 株式会社中善酒造店 6100001017812 Ａｍａｚｏｎ出店とＳａｋｅサーバー導入で販売強化と安心な店

1080 ⾧野県 有限会社冠着商事 8100002009666 “この街で暮らしたい”⾧期滞在型リゾート旅館を目指して

1081 ⾧野県 株式会社小野酒造店 5100001021641 消毒用アルコールの代替品である原料用アルコールの高品質化

1082 ⾧野県 ペンションスノーバード 安心して宿泊いただく為に、部屋を広く洗面トイレを設置。

1083 ⾧野県 有限会社BIG WAVE 1100002007585 オンライン商談ツールの導入とそれに伴うホームページの刷新

1084 ⾧野県 株式会社 鈴平 2100001020753 ホームページの作成及びネットショップ開設による販売促進

1085 ⾧野県 御牧原てらす ＨＰ新規開設とリーフレットのリニューアルによる新規顧客獲得

1086 ⾧野県 株式会社Yuuki 1100001020267 新しい挑戦でお客様同士の接触を避け継続できる飲食の提供

1087 ⾧野県 有限会社吉田建材 6100002029625 社内業務のテレワーク対応とICT施工の高度化と差別化

1088 ⾧野県 株式会社 石井商事 7100001008141 空撮や３６０度カメラを活用したHP上でのリモート物件案内

1089 ⾧野県 株式会社ゆいがstyle 8100001005410 コロナ対応型店舗改装で安心安全なお店作り

1090 ⾧野県 桜花自動車 自社ホームページ改修による全塗装事業のPRと新規客の獲得

1091 ⾧野県 有限会社ホテルニューダボス 3100002015090 安心と安全を売りにする感染拡大防止対策と非接触型モデルの導入

1092 ⾧野県 仙岳 店舗内改修と感染症対策によるイメージアップ

1093 ⾧野県 パス エンタープライズ株式会社 6100001015262 アパレル・服飾雑貨商品の無人販売導入による販路開拓

1094 ⾧野県 有限会社菊地大朗教育研究所 3100002038918 子ども達の学習を止めないための「オンライン授業＆指導」導入

1095 ⾧野県 株式会社インテルナながの 7100001006277 非対面型打ち合わせへの転換による新規顧客獲得

1096 ⾧野県 えびよし とよ田 テイクアウトの取り扱い及び商品強化による販路開拓

1097 ⾧野県 ろっぢ 安曇野遊人 地域特産品を活用したクレープの開発と非対面型販売への展開

1098 ⾧野県 蕎麦処 吉盛 ３密を回避するための新サービス提供と新規顧客獲得事業

1099 ⾧野県 有限会社リゾートライフクリエーション 7100002018783 非接触型チェックイン・チェックアウトの実現

1100 ⾧野県 合同会社傳習館 5100003001526 ECサイトと温泉熱を利用したキクラゲ通年栽培による売上獲得

1101 ⾧野県 有限会社ホテル昭和園 4100002018687 非接触での館内案内とセンサーによる三密回避で満足度と売上向上

1102 ⾧野県 馳走家流有Ru 弁当・仕出し料理・テイクアウトの販路開拓と販売力強化事業

1103 ⾧野県 株式会社 山田旅館 7100001017448 脱衣場の改修工事による三密対応

1104 ⾧野県 有限会社 有田屋旅館 2100002009894 温泉浴室の密集防止＆換気・防菌対策による安心・安全向上事業

1105 ⾧野県 有限会社 オフィス・エーアンド・エム 7100002019559 近隣宿泊施設と共存するテイクアウト弁当の提供

1106 ⾧野県 Anglo Japanese Brewing Company合同会社 8100003003560 ボトルビール販売を強化するための品質管理システムの導入

1107 ⾧野県 有限会社 セルリアンアルペン 5100002027150 感染症対策を行いホームページでＰＲ

1108 ⾧野県 WACCA  WORKS 新商品開発による新規顧客の開拓と製造の効率化による売上向上

1109 ⾧野県 株式会社ナナコ 7100001031977 非対面型で世界進出！！国内外で持続可能な販路開拓

1110 ⾧野県 ラーメンいっこく 店と同じ味わいの通販・テイクアウト商品開発による販路開拓
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1111 ⾧野県 安曇野ハーブスクエア ネットを活用したヒアリング強化と新規顧客獲得による販路開拓

1112 ⾧野県 株式会社ミカサ 3100001021602 新しいサービス「イムケア」のPRとネットを活用しての販路開拓

1113 ⾧野県 有限会社六味 2010402021541 通販事業として「里山料理倶楽部」を設立

1114 ⾧野県 お食事処 十郎太 テイクアウトによる販路拡大と接客の非対面システム導入

1115 ⾧野県 ジェニーコーポレーション株式会社 2100001029480 新型コロナ対策としてテイクアウト＆デリバリー事業を開始する

1116 ⾧野県 花華ショップ コンサル事業の新規クライアント獲得と非対面型ビジネス化の推進

1117 ⾧野県 有限会社 角井 8100002036033 非対面カウンター席・テーブル席設置による新規顧客の獲得

1118 ⾧野県 レストラン ボンヴィヴァン お一人様からご家族まで安心安全な食事を提供するための店内改装

1119 ⾧野県 有限会社鹿塩の湯湯元山塩館 3100002038100 非接触チェックイン＆チェックアウトの確立と山塩の販路開拓

1120 ⾧野県 安曇野sweetsペイサー樹NOJIRI 感染リスク削減のため衛生環境改善による安心安全な店舗対策

1121 ⾧野県 株式会社 雅漆工芸 1100001017858 新規ＢｔｏＣ事業の立ちあげによる新規顧客獲得

1122 ⾧野県 南嶺観光有限会社 7100002038294 山小屋利用の安全性向上と弁当販売による売上確保

1123 ⾧野県 Dining Restaurant THOMAS テイクアウト需要への対応 集客強化と顧客満足度のUP

1124 ⾧野県 株式会社イクセス 3100001030801 ホームページ活用による営業・顧客サポート強化と新規事業の拡大

1125 ⾧野県 株式会社ポタジェやすおか 2100001030406 新商品開発による品揃えの拡充とマーチャンダイジング強化事業

1126 ⾧野県 有限会社聖高原バス 9100002023138 光触媒による抗菌・抗ウイルスコーティング施工事業

1127 ⾧野県 農業法人ファームはせ株式会社 7100001021862 農産加工品のネット販売、及び新メニューの開発とレジの無人化

1128 ⾧野県 食味鮮台湾料理 テイクアウトサービスの拡充とコロナ対策

1129 ⾧野県 ペンション ハーヴェスト ランチ・ディナーのおいしさが自宅で味わえるテイクアウト事業

1130 ⾧野県 株式会社国枝製作所 2100001030001 逆境を乗り切ろう！短納期特急対応への強化計画

1131 ⾧野県 株式会社ストラテジー・オフィス 6100001032423 ＩＴ環境向上による販路開拓及び顧客関係性強化の為の売上増加策

1132 岐阜県 Saisai+Cinnamon NY仕込みオリジナルパンのイベント販売及び発送による事業転換

1133 岐阜県 輝夜 山県市満載のリモートツアーと鹿肉で特産品開発とWeb販売

1134 岐阜県 社会保険労務士 加藤一正事務所 中小企業の働き方改革を推進するためのＤＸ事業

1135 岐阜県 株式会社 かわむら 6200001010906 ネット販売を目的とした中古品販売ポータルサイトとの連携

1136 岐阜県 ロザリエッタ 3密を回避しお客様に安心して来店いただくための設備導入事業

1137 岐阜県 株式会社和仁農園 7200001026166 非対面販売確立と個人消費向け販路拡大による経営リスク改善

1138 岐阜県 株式会社オザワモザイクワークス 8200001022627 ＥＣサイトの刷新・商品パンフレット制作による新規顧客開拓事業

1139 岐阜県 たこ焼工房 ぐるる 大手ECモール出店とフードデリバリー対応の販路開拓事業

1140 岐阜県 Jewel Lien 新サブスク！抗ウイルス除菌消臭、光触媒フラワーでギフト代行！

1141 岐阜県 井関屋 自然界のみの音源を使用したミックステープの試作開発・ＥＣ販売

1142 岐阜県 株式会社御菓子所吉野屋 8200001009830 フリーペーパーからホームページへの誘導によるネット販売の促進

1143 岐阜県 Soul Dyna ＥＣサイト整備とフードデリバリー開始による事業継続

1144 岐阜県 株式会社リアル 2200001012344 新車購入希望者に対しオンラインで集客・販売するビジネスの構築

1145 岐阜県 yakata coffee 緑の館高山店 お客様の「日常」を守るため！非対面型販売の導入事業

1146 岐阜県 MOTHER’S HOUSE 宿泊から飲食へシフト、おしゃれなテイクアウトを広めて売上回復

1147 岐阜県 棚瀬倉庫 新設倉庫の増設により、雇用を確保し内製化で顧客、売上アップ！
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1148 岐阜県 脇谷技研株式会社 2200001033646 ＥＣサイトを活用し飛騨のジビエを全国の食卓へ

1149 岐阜県 株式会社徳田屋 2200001016139 コロナ禍における経営継続の為、宅配、オリジナル日替弁当事業

1150 岐阜県 野田郷 キッチンカーを利用した移動販売による売上増加事業

1151 岐阜県 株式会社いとさし 4200001016822 災害に備えたオリジナル住宅開発とネットを通じた新規顧客獲得

1152 岐阜県 oosawa鍼灸整骨院 東洋医学の知識を活かした自己免疫力を高める健康茶のネット販売

1153 岐阜県 山岳木工 非対面打ち合わせ・宅配納品を実現するECサイト制作と広報事業

1154 岐阜県 インドカレー ＤＥＶＩ 当店自慢のカレーをデリバリー！宅配強化による新規客獲得

1155 岐阜県 株式会社岐阜サウンドシステム 5200001012432 新たな生活様式のあり方を提案するリモート体験所の設置

1156 岐阜県 有限会社三信 1140002061752 刺繍工程の内製化によるオーダー商品の供給体制構築と販売強化

1157 岐阜県 CRAFTOUT 動画制作者向けオンラインセミナー開催に伴うECサイト制作事業

1158 岐阜県 共栄化成株式会社 3200001016864 製品検査の自動化に取り組むための非対面工程の構築

1159 岐阜県 有限会社たかぎ自動車 5200002013958 設備導入による中国製品の依存からの脱却

1160 岐阜県 お食事処 明吟 失った売上を取り戻せ！潜在ニーズ発掘型、個人宅宅配事業

1161 岐阜県 株式会社ロワ・エ・レーヌ 9200001016900 コロナに負けるな！EC販売による販路開拓事業

1162 岐阜県 HI-MADE 非対面型商談スペース設置と塗装ブース強化事業

1163 岐阜県 薄桜 農業スタート応援パック販売に伴うHP作成・WEB決済の導入

1164 岐阜県 有限会社 上田製パン 8200002015324 日々の生活を彩るテイクアウトサービスの顧客開拓と調理力強化

1165 岐阜県 株式会社大平 2200001036608 「あなたのそばの車屋さん」を知ってほしい！販路拡大事業

1166 岐阜県 岩村観光開発株式会社 8200001024375 非対面で完結！！絶景屋外レストランで新規顧客獲得事業

1167 岐阜県 有限会社海津観光 4200002014593 当店自慢の鰻料理をテイクアウトでも美味しく提供するための事業

1168 岐阜県 株式会社エイトビレッヂ 5200001034377 本格参入！テイクアウトメニュー強化による新事業の確立

1169 岐阜県 有限会社オートサービスイトウ 3200002009355 チャットボットを導入した利便性の高い自社ＨＰへのリニューアル

1170 岐阜県 有限会社エヌワイシー 7200002010061 衛生的な包装形状対応の設備導入による新規販路開拓

1171 岐阜県 とんかつ みなみ川 瑞穂店 顧客の需要に応える！老舗とんかつ屋のテイクアウト商品強化施策

1172 岐阜県 有限会社平田館 8200002026619 感染症対策型お品書きシステムの導入と近郊客向けプロモーション

1173 岐阜県 旬菜だいにんぐ愼sin 昼の時間帯をラーメン専門として活用する新規顧客開拓の取り組み

1174 岐阜県 ＡＵＴＯＬＵＸ株式会社 3200001029528 自社ＥＣサイトでのカーケア商品販売による新規顧客の獲得

1175 岐阜県 MIGORO e-スポーツ専門サイトの開設による売上拡大事業

1176 岐阜県 野村建築 自社ブランディングの見直し・ＥＣ導入による新たな販路開拓事業

1177 岐阜県 gelato for you ＥＣサイトの開設及び通信販売による販路開拓事業

1178 岐阜県 Emmy’s Green テイクアウト販売のＰＲ・屋外空間の整備による販路開拓

1179 岐阜県 株式会社日の丸製菓 6200001017447 自社ＨＰリニューアルに伴うEC機能の強化及び販路開拓事業

1180 岐阜県 株式会社 魚勝 6200001028452 自社オンラインサイト立ち上げによるオリジナル商品の販売

1181 静岡県 GibierｷｯﾁﾝｶｰTAKAKO 本格ジビエランチをテイクアウトで提供するキッチンカー

1182 静岡県 株式会社カーメイト松下 6080001014151 リモート対応可能な体制を構築しサプライチェーンの毀損に適応

1183 静岡県 米粉パン工房SAWAS 非対面販売へのアプロ―チ（ネット販売とBtoBへの挑戦）

1184 静岡県 ｈａｉｒ ｌａＶｉｅ 個室を利用したセルフ脱毛による非対面サービスの展開
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1185 静岡県 イシガキコーポレーション 焼きたてテイクアウトコーヒー進出とECサイト刷新による販売増

1186 静岡県 株式会社ドリームファクトリー 6080401019213 新たなライフスタイルに対応するEC販売及び卸販売の強化

1187 静岡県 hairsalon Monkeypod 非対面型ビジネスモデルによるセルフホワイトニング事業への進出

1188 静岡県 有限会社ライオン社 5080102012716 大型看板製造の内製化による販路開拓

1189 静岡県 カネサン竹中水産有限会社 4080402003069 ＥＣ取引サイトを含む自社ホームページの開設と直売環境の整備

1190 静岡県 株式会社宮﨑商店 1080401006240 自社HP＆ECサイト開設による一般消費者の新規顧客獲得

1191 静岡県 ナイスセラ株式会社 8080401022636 海外展開に向けたＮＣ旋盤用のロボット開発とオンライン環境整備

1192 静岡県 有限会社山口鉄工 2080402008466 ラインコンパクト化と加工製品運搬転換による省人量産化体制確立

1193 静岡県 有限会社清明エンジニアリング 2080402009811 遠隔支援システム導入による少数作業員メンテナンスの実現

1194 静岡県 中国料理好 本格中華のテイクアウト事業強化による販路拡大

1195 静岡県 マルカはた茶園 自社HP作成による非対面ビジネスモデルの強化

1196 静岡県 にじいろ整体 オンライン姿勢分析「おうちde姿勢チェック」で販路開拓

1197 静岡県 Ｌｏｔｕｓ Ｍｏｔｈｅｒ 広大な庭園も独り占めできる、森の中で1組限定宿泊施設の整備

1198 静岡県 Bliss オンラインネイルレッスン、新メニュー開発による新規顧客開拓

1199 静岡県 株式会社PeaceLand 3080401018192 自然に優しい関連商品の開発とネットを通じた新規顧客の確保

1200 静岡県 TYdo インテリア品のEC販売開始による新規顧客開拓

1201 静岡県 合同会社 さくら 3080103001595 “インスタントハウス”クラブハウス設置によるテニス利用促進

1202 静岡県 The Green Room INN 外の魅力度UPの為の店舗リニューアルとネットを利用した販促

1203 静岡県 美津゛屋 伝統ある出前・テイクアウトを推す広報とアフターコロナへの対応

1204 静岡県 brisa flor 生徒向けECサイトによるバレエ用品販売事業の開始と販路開拓

1205 静岡県 南洋社クリーニング 当店独自の「染み抜き技術」を生かしたネット販売による販路開拓

1206 静岡県 株式会社さの萬 3080101011431 非接触型コンシェルジュショッピング事業への取り組み

1207 静岡県 ＫＵＮＩＹＡ オンライン事業強化による作家作品と量産作品の販売方法の確立

1208 静岡県 水野塗装 オンライン商談実現による新規顧客獲得により元請比率の向上

1209 静岡県 ㈱富士山ムステク工房 6080101007831 ホームページの開設で潜在顧客の掘り起こしを図る

1210 静岡県 有限会社 広昌工業 3080102016289 動画マーケティング手法による非対面ビジネスへの転換

1211 静岡県 株式会社テーラートミヤ 3080001014492 島田帯シャツのECサイト及びネット採寸予約システムの構築

1212 静岡県 SATINE 非接触へのシフト変更の為の運動機器導入及びECサイト構築

1213 静岡県 有限会社石上砂利 4080002014020 生産者の強みを活かした砂・砂利販売の一般客向けECサイト構築

1214 静岡県 株式会社粂田商店 5080001013798 動物園・水族館向け消臭・抗菌「おむつ袋」の開発

1215 静岡県 Abundance 自社オリジナルバター使用の健康志向クレープの移動販売新規事業

1216 静岡県 栄渡シーリング 雨漏りの補修・防水工事をオンライン見積！webサイト制作事業

1217 静岡県 ちぇりーろこ 移動販売による非対面型販売ビジネスモデルへの転換

1218 静岡県 有限会社ＲＥＶＯＬＬＡ 6080002015363 遠州織物を使用したセット販売の展開及びＥＣサイトの開設

1219 静岡県 チャコールダイニングくら ＥＣサイトでの販売へシフトするための生産体制構築事業

1220 静岡県 株式会社K’sNEXT 3080101021736 Webを活用したリモート営業及び、設備充実による新規需要の開

1221 静岡県 有限会社山本スポーツ新居店 4080402009751 ＥＣサイト構築による来店不要の販売体制強化事業
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1222 静岡県 天神原植物園 テレワークと非対面型営業システムの導入

1223 静岡県 株式会社生きる力 2080401023986 ＷＥＢによる講師育成と教室経営法セミナー開講による顧客獲得

1224 静岡県 マリンアクティブ株式会社 9080401023096 キッチンガレージ導入と「キャンプめし」ＰＲによる新規顧客獲得

1225 静岡県 合資会社 絹屋洋品店 4080403000412 24H受付非対面洋服リフォームサービスによる新規顧客開拓事業

1226 静岡県 エイ・エフ・エム・ジャパン株式会社 1020001065056 他に類を見ない持続型・除菌剤「除菌クリーンPRO」の販路拡大

1227 静岡県 公文式金谷教室 看板設置でのオンライン授業周知と非対面式教材受渡しポスト設置

1228 静岡県 株式会社わたなべ造園 7080101022012 薪のリサイクル事業案内&オンライン販売ができる自社Web作成

1229 静岡県 株式会社沖金物店 8080001013366 ＥＣサイトでのシミュレーション構築で耐風カーポートの販売強化

1230 静岡県 株式会社 倉沢屋 8080001023282 しずまえ鮮魚を使った通販用商品の開発と非対面型の販路開拓事業

1231 静岡県 有限会社 イチマル 1080402016321 リモート接客によるトータルコーデイネート提案での新規顧客開拓

1232 静岡県 ウェルダーズ志道製作所 ステンレス製ヘキサテーブルの開発とECサイト販売事業

1233 静岡県 株式会社Living Ｌife 7080401023429 非対面でもバイヤーとの商談ができる体制を構築する

1234 静岡県 株式会社コ・ファーミング新所 5080401022003 体験型観光誘致のための地域資源を活用した商品開発と通販の実施

1235 静岡県 有限会社 カネタ太田園 5080402016334 高品質な緑茶のEC販売開始

1236 静岡県 SAKURAアカデミー 非対面型のオンライン学習の導入と安全な学習環境の整備

1237 静岡県 株式会社ロワールマスダ 4080001013758 HPをショッピングサイト転換・専門性向上を図り販路開拓

1238 静岡県 l’avenir WEBツールと決済システム導入での非対面型モデルの構築

1239 静岡県 株式会社横山林業 6080101020248 製材機の購入による伐採から製材・製作まで森林資源の活用の実現

1240 静岡県 有限会社山幸 2080402019059 真空包装機導入でテイクアウト商品開発及び販路開拓

1241 静岡県 株式会社夢源ダイニング 7080401015590 コロナ禍によるテイクアウトの注力と業態転換へのチャレンジ

1242 静岡県 大衆酒場GYOtheMAN 媒体を使ってコロナ対策をしていることを多くの人に知らしめる

1243 静岡県 Lien Rouge 自動販売機導入による非対面での販売事業

1244 静岡県 有限会社アルファ食品 7080102008968 地元の朝取り新鮮果実を使用した新コンビニスイーツの店舗販売

1245 静岡県 麺 まる井 テイクアウトメニューの充実と安全安心な店内飲食による売上回復

1246 静岡県 有限会社大胡田荘 9080102006763 対面に代わる自動販売機等を活用した飲料物品の販売サービス事業

1247 静岡県 雄踏サイジング有限会社 6080402009898 小幅サイジングに対応し日本の伝統文化を守り、経営を持続させる

1248 静岡県 イ・コルネ テイクアウトメニューの充実と食材の一括仕入れによるコスト削減

1249 静岡県 AULA SEWING SCHOOL 「遠州ガーゼ」を使用した自社ブランド商品をＰＲするＨＰの開設

1250 静岡県 osteria Casa di Rana キッチンカー導入による非対面型販売へのシフト

1251 静岡県 株式会社ホリマツフードサービス 7080101019611 テイクアウト事業の強化による売上の増大

1252 静岡県 丸三織物合資会社 8080403002553 クラフト需要を取込むECサイト立ち上げによる自社企画生地販売

1253 静岡県 伊勢住宅株式会社 1080401000441 非対面での内覧を可能にするホームページの開設による顧客開拓

1254 静岡県 アルシャン工業株式会社 3080101003932 消毒スタンド販売オンラインショップ作成による販路開拓

1255 静岡県 合同会社にんたま 4080403003010 今夜のメニューにしたくなる！内食商品の開発と新規顧客開拓

1256 静岡県 株式会社御蔵 2080401023680 ECサイト構築による国内唯一のドジョウサプリメントの販売促進

1257 静岡県 石川管工 土木工事に用いる設備の導入によるサプライチェーン毀損への対応

1258 静岡県 吉田総業合同会社 9080403002395 「自宅で味わえる本格イタリアンによる販路の拡大」
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1259 静岡県 居酒屋加代 真空テイクアウトサービスによる販路開拓

1260 静岡県 梅のお宿 温泉民宿 宮田荘 真空パック包装機で自家製品をインターネットによる通信販売事業

1261 静岡県 有限会社 大観荘 6080102021344 東伊豆産海産物を使用した商品開発と通信販売による新規顧客獲得

1262 静岡県 魚政 宅配、テイクアウト事業展開による販路開拓

1263 静岡県 Smiley Bell 写真映えするキッチンカーで新たな販路開拓

1264 静岡県 有限会社花月製菓 3080102021280 ＢtoＢからＢtoＣへ営業転換する為のＥＣサイト等作成事業

1265 静岡県 初亀醸造株式会社 7080001016931 販路開拓を目的とするウェブサイト及びオンラインストアの構築

1266 静岡県 結ひ～valley～ 廃屋小屋を改装した竹工房から竹細工をネット販売し海外顧客獲得

1267 静岡県 ヤーマット 国産原材料による乾燥加工食品のインターネット販売

1268 静岡県 有限会社タグチ 5080402016160 キッチントレーラー店オープン、販路拡大で売上アップ

1269 静岡県 伊の蔵・レザー株式会社 2080101018857 海外版ECサイト構築による自動車愛好家への革製品の販路開拓

1270 静岡県 福桝屋 革新的な冷凍技術を利用した通販事業による販路・売上の拡大

1271 静岡県 インテリアショップ スペースようこ ホームページＥＣサイト立上げで新規顧客獲得

1272 静岡県 株式会社 牧之原石材 4080001014228 来店接客スタイルから、ネットを通じたオンライン接客スタイルへ

1273 静岡県 有限会社モロタ 6080002014233 衛生管理強化によるテイクアウト商品の開発及び販路開拓

1274 静岡県 株式会社ナガサワ 3080001014212 自社サイト充実化による非接触営業の代替

1275 静岡県 サランバン 韓国家庭料理のテイクアウト宣伝による売上増加

1276 静岡県 ＲｏｎＮｏＢａｒ コースで食べるオリジナルバーベキュー料理のテイクアウト販売

1277 愛知県 大生熔接工業 株式会社 1180001014781 テレワークによる感染防止とHPの活用による新規顧客獲得

1278 愛知県 リリーサンドラ コロナ毀損の回復と新自社ECサイト開設で新規顧客獲得

1279 愛知県 有限会社 沼製作所 1180302013755 得意な加工が集まる！大廃業時代に対応した完全非対面営業の実現

1280 愛知県 そう体堂 非対面での情報発信。自己治癒力を高めるセルフケアメソッド。

1281 愛知県 株式会社 藤商会 8180001089264 藤商会ワールド・クラウド管理システム

1282 愛知県 株式会社 楽創 4180001119157 ＥＣサイトでデリバリー！安心安全にご自宅で美味しいお食事を！

1283 愛知県 株式会社 関匠 5180001133883 ホームページ改修とweb広告による非対面型新規顧客開拓

1284 愛知県 ホルモン焼肉家一眞 新規チラシ作成・配布によるデリバリーサービスＰＲ事業

1285 愛知県 株式会社 ケイズプランニング 6180001114172 ECサイトと「飲食業界向け感染症対策パック」サービス事業

1286 愛知県 村山建築 非対面の営業方式での新規顧客の獲得と新しい打合せ手段の構築

1287 愛知県 大たこ焼き だいちゃん 売上増・販路拡大実現のための予約テイクアウトとデリバリー対応

1288 愛知県 AFuRekitchen ワイン＆タパスセットとドリンクテイクアウトによる売上の獲得。

1289 愛知県 MEN’S HAIR TAKANE 新サービス“セルフ日焼けサロン”による販路開拓・売上拡大

1290 愛知県 ふじやさろん 自動洗髪機導入による新規顧客獲得と業務効率化

1291 愛知県 株式会社 カトウ 9180001098396 竹文化を伝えながら新たなお庭づくりの提案と自社再構築！

1292 愛知県 株式会社 アラキ 1180301023961 野球愛好家へダイレクトに周知するネット広告大作戦

1293 愛知県 豊田小原和紙加藤英治工房 伝統”小原和紙”を非対面型ビジネスで世界に向けて販路開拓

1294 愛知県 株式会社 ORCHIS 2180301028737 新たな顧客獲得とコロナを見据えたＥＣによる販路拡大

1295 愛知県 深谷高史税理士事務所 マンション管理組合の税務申告の新規契約開拓
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1296 愛知県 VOLONTE キャッシュレス化が生む 親の安心・学校の安全・小売店の効率化

1297 愛知県 YOSA PARK 笑 新規顧客獲得にもつながる店舗限定販売商品のネット販売施策

1298 愛知県 有限会社 丸敏養魚場 8180002090907 世界に通用する日本ブランド「弥富金魚」のEC通販サイト構築

1299 愛知県 きむもんもん 新商品開発によるネット販売と新規顧客獲得

1300 愛知県 さち美容院 非対面型のナナラボ導入による販促力強化

1301 愛知県 島灯りの宿とく川 オンラインショップを開設し日間賀島のタコなどを販売

1302 愛知県 有限会社 ハヤシ 3180302028074 ネット通販サイトの構築とプロモーション強化による販売促進

1303 愛知県 有限会社 鈴木モータース 9180002085402 HP開設ネット予約の導入による対面回数削減・新規顧客の獲得

1304 愛知県 株式会社 伊達屋 5180301026878 オンラインショップの開設とカタログ作成による販路開拓

1305 愛知県 鵜飼加工 バリ取工程内製化と商談・展示室改装によるサプライチェーン維持

1306 愛知県 原自動車 業務内製化による施工体制の強化でコロナ禍を乗切る！

1307 愛知県 かふぇ 工事中 鉄板焼き、串揚げ等のテイクアウト販売による新規顧客売上の獲得

1308 愛知県 魚松 新商品「冷凍とりめし」販路開拓に向けたＥＣ事業

1309 愛知県 合同会社 モリガキ 6180003017150 院外サポートの充実及び新サービス導入、折込による新顧客開拓

1310 愛知県 有限会社 山善糟谷海苔店 1180302026724 ホームページ改良により利便性を向上させ売上を増やす

1311 愛知県 Hair works ViVi オートシャンプー導入で時短とヘッドスパ癒し効果で売上ＵＰ

1312 愛知県 うどんのしのだ テイクアウト商品のデリバリーサービスによる売上拡大

1313 愛知県 和食のおお田 ソーシャルディスタンスを確保するための店舗改装

1314 愛知県 有限会社 秋田商事 7180002052197 ホームページに動画を取り込んだ非対面での内見システム

1315 愛知県 アトリエ麻瑛 コロナに負けない、新しい生活様式にそった生花教室のあり方

1316 愛知県 DeasCreate ネットショップシュミレーションソフトの提供による新規顧客獲得

1317 愛知県 アンフール 自社オリジナルシャンプー等の開発とネット販売による販路拡大

1318 愛知県 株式会社 山ＥＭヨ 2180001111702 芸術コンテンツの発信を対面型からネット事業に転換する

1319 愛知県 株式会社 プリンススポーツ 9180001111126 ウィズコロナ時代のスポーツ用品店によるオンリーワン商品の提案

1320 愛知県 COMMUNE COFFEE WORKS 顧客ニーズに沿った通販サイトの開設による新たな販路の開拓

1321 愛知県 有限会社 大隅工業 3180002085309 非鉄金属加工の取組みとホームページ開設による新たな需要開拓

1322 愛知県 えなみ石材 ペット供養の新規事業で販路拡大、受注システムを非対面型で展開

1323 愛知県 おもちゃの森 雫や 新型コロナウイルスに対応した非対面型BtoBビジネスの構築

1324 愛知県 ナチュール オリジナル無添加化粧品ＥＣサイト開設～トラブル肌を救いたい～

1325 愛知県 Ｙ ＴＥＡＭ 自社ECサイト開設による販路開拓と自社独自サービスの開始

1326 愛知県 株式会社 ミツワ製作所 9180301030835 新しい生活様式で活かされる自社ブランド製品の開発及び販路拡大

1327 愛知県 明や ＥＣサイト構築及び新商品、パッケージ開発による販路開拓事業

1328 愛知県 まごころ食堂いし河 キッチンカー導入による屋外（移動）販売

1329 愛知県 有限会社 ネギいち三好本店 8180302025018 キャッシュレス対応タッチパネル券売機で非接触型接客への転換

1330 愛知県 サワダ美容室 感染防止対策による安心・安全徹底レベルで差別化の実現

1331 愛知県 株式会社 ｆｕｎ 8180001116720 新しい生活様式への提案 輸入高級自転車の魅力を伝えたい

1332 愛知県 丸中本舗 目指せ地域ナンバーワン！デリバリー展開による販路拡大
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1333 愛知県 ｃｉｍｅｄｅｓｉｇｎ ＥＣサイトを活用した新規販路開拓

1334 愛知県 みずの塾 コロナに負けない、自ら考え学習に取り組む子供たちを育む学習塾

1335 愛知県 有限会社 いわた 2180302024355 ＰＲ動画、オリジナル販促ツールキットで「伝える」新商品の魅力

1336 愛知県 有限会社 岡通 7180302000657 自社製造の冷凍自然食品販売で経営の持続化を！

1337 愛知県 有限会社 斉藤モデル製作所 9180002085377 マシニングセンタ増設による新たな需要開拓のための生産体制整備

1338 愛知県 株式会社 DAISEN 1180002011811 商談の非対面化で新規倉庫内作業の獲得を目指す

1339 愛知県 Tomo ＨＰ・ＰＯＳ等整備による非対面型お客様応対管理システムの構築

1340 愛知県 株式会社 ONE HOUSE 5180301032133 感染症対策による新たな営業方法の構築

1341 愛知県 CUISINE China 凛 ＥＣサイト追加による新規顧客開拓事業

1342 愛知県 こーひー家 茶苑 菓子用テイクアウト設備を増設し外食と中食の２本柱で増収増益

1343 愛知県 有限会社 舘 3180002010431 ECサイト、展示会出展による写真集・顧客管理ソフトの販路拡大

1344 愛知県 Cherry coco オンライン講習の認知度アップにより家族客も受入れ可能になる！

1345 愛知県 多津美屋本店 店内環境整備と人気メニューのテイクアウトによる営業力強化

1346 愛知県 合同会社 Healthy Habit 5180303003982 睡眠栄養指導オンラインコンサルティング導入PR

1347 愛知県 有限会社 伊藤呉服店 8180302027971 ホームページ開設及び自社製造による高品質プリント商品の販売

1348 愛知県 家具工房トランク 自社製品のブランド化とオンラインショップ開設で販路開拓

1349 愛知県 合同会社 Ciel 3180003018093 時代のニーズにあった新ビジネスプランによる販路拡大！

1350 愛知県 山北毛織 高級獣毛と高級リネンの受注強化とその他素材の生産性向上

1351 愛知県 CSLコーポレーション 株式会社 5180001131103 コロナウイルスを乗り越えるテレワーク環境の整備に伴う販路開拓

1352 愛知県 LifeLogix 株式会社 6180001141836 営業支援のホームページ開設により電話・リモートで売上確保

1353 愛知県 肉バルGIFT 新型コロナウイルスに負けない強固な経営をし販路開拓を目指す！

1354 愛知県 有限会社 フィデオ 8180002059282 新券売機を購入し、コロナ対策及び回転率をUPさせ販路拡大

1355 愛知県 株式会社 Justright 6180001138238 地域で稀少な小児・障がい者特化訪問看護のノーリフティング事業

1356 愛知県 株式会社 プリペアド 5180001142835 オンライン授業・添削での生徒維持とPRによる生徒獲得

1357 愛知県 株式会社 えんつむぎ 9180001137682 ネットショップによる収益力向上＆Ｗｉｔｈコロナ対応の店舗作り

1358 愛知県 株式会社 オリエント 4180001098087 HPを活用し非接触型WEBカタログの受注販売及び新規開拓戦略

1359 愛知県 キッチンくま 老舗和洋食店のテイクアウトの惣菜販売で販路開拓し売上向上

1360 愛知県 株式会社 ベジタブルクラブ 2180301024678 土作りからお手伝い！安全を産む新商品の開発及び販売促進

1361 愛知県 有限会社 田原 3180002083007 「おうちでモーニング」を提案するテイクアウト強化事業

1362 愛知県 CAFFE RouteNeeze テイクアウト用新商品開発と強化、店内飲食環境の整備と強化

1363 愛知県 呑楽家 克 コロナ打破！お客様ファーストによる安心、安全、至福の店づくり

1364 愛知県 合資会社 雅風 6180303001614 渥美野菜を日本中へ−ドライサラダの新たな販路拡大への取り組み

1365 愛知県 どんぐり犬猫病院 コロナの拡散を防ぎ、待ち時間と処置の回転率をアップ！

1366 愛知県 酒肴ふみ ヘルシー手作り総菜、テイクアウト販売開始！

1367 愛知県 株式会社 上野商店 1180001079461 オンライン式打ち合わせシステム構築と新規顧客獲得

1368 愛知県 株式会社 アサノ通信 9180001047262 ・非対面・遠隔対応型防犯機器ショールームの開設

1369 愛知県 株式会社 水車屋商店 5180001028274 五ツ星お米マイスター厳選米『お米キープ』＆精米したて宅配事業
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1370 愛知県 オリーブ薬局 化粧品ネット通販と皮膚病相談増加による売上げアップ

1371 愛知県 Cafe kitchen Azure 奥三河どりを使った新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

1372 愛知県 美容室 髪人形 3密を避けたサロンと癒しの「新メニュー」展開で売上アップ

1373 愛知県 株式会社 なるみ食品 3180001050833 ネット販売とメーカー機能発信をする新規ＥＣサイトの構築

1374 愛知県 古民家茶屋 久兵衛 スムージー・自然薯料理の再開への取組とコロナ対策で顧客増加

1375 愛知県 Bawrina 脱コロナ、非対面の新販路・新事業開拓！

1376 愛知県 渓流荘 高齢者でも簡単に使える非対面オーダーシステム構築とトイレ改修

1377 愛知県 合同会社 ルミナス 3180003021510 オリジナル商品開発及びEC業界複数販路での販売

1378 愛知県 株式会社 ハチネス 5180001117102 HP刷新による顧客開拓及びコロナ禍対応の受付予約システム構築

1379 愛知県 グラスバレー クラフト商品の新規商品開発とＥＣ販売

1380 愛知県 地魚料理 杉 地場産鮮魚のテイクアウトメニュー開発と訴求

1381 愛知県 株式会社 ハマクニ 8180001092978 当社オリジナル商品のＥＣサイト構築による小売強化

1382 愛知県 株式会社 まる本 1180001093000 絶品エビフライのネット販売×顧客情報活用による来店客の促進

1383 愛知県 class オンラインヨガ・エステ・商品販売による売上・利益アップ！！

1384 愛知県 家田製菓 株式会社 6180001092914 自然志向菓子としてポン菓子の移動販売で売上向上

1385 愛知県 田中屋旅館 人気メニュー弁当のテイクアウト事業

1386 愛知県 株式会社 エト 1810001102397 安心感のある非対面型ビジネスモデルへの転換

1387 愛知県 TSシーズ 合同会社 9180003019664 オンラインのビジネスゲーム研修でスキルアップ

1388 愛知県 喫茶のんの 看板商品開発とテイクアウト注文の対応

1389 愛知県 佐古木米穀店 原料玄米を精製して製品化した玄米の卸売り・小売り事業

1390 愛知県 グッドフェイス ホームページ充実による非対面対応の実現と新規顧客層開拓の実現

1391 愛知県 eclatie 自宅でできるケア用品の販売とネットを通じた新規顧客獲得

1392 愛知県 MAAYA占星術 オンラインでもココロつながるサービスとサイトで新規顧客獲得

1393 愛知県 ムヌルムヌ オンラインレッスン及び予約サイトシステムの導入による非対面化

1394 愛知県 株式会社 あき工業 4180001099077 WEBサイトとチラシによるBtoC新規開拓事業

1395 愛知県 株式会社 吉光 2180001098048 オリジナル製品作成による事業拡大

1396 愛知県 株式会社 東栄ハウス 9180001123518 テレワーク環境整備および内製化によるサプライチェーン維持事業

1397 愛知県 株式会社 みなみちたフルーツ 4180001128942 通信販売大強化！顧客心理をくすぐる売上アップスキームの構築

1398 愛知県 サロンドCOCO ＨＰリニューアルによる相談・予約窓口とコロナ感染予防対策

1399 愛知県 ｎｅａｒ 店改装及びＥＣサイトの構築、看板及びＨＰによる周知で販路開拓

1400 愛知県 スカイバーアイラ コロナ禍における新たな挑戦！テイクアウト事業の本格化！

1401 愛知県 株式会社 ZUlabo 6180001139830 サロン専売品のオンライン化導入及びリピート購入の安定化事業

1402 愛知県 株式会社 クラタペッパー 1180001126734 ＥＣサイト強化とノベルティ作製による新規顧客獲得と販路拡大

1403 愛知県 カイロ施術院ラ・ムー カイロプラクティック院のインターネット活用による販売促進事業

1404 愛知県 魚進 出前注文アプリを活用したＥＣサイト構築による販売促進事業

1405 愛知県 スタジオ・ポージィ デジタルアルバムシステムで現場作業効率をアップし新規獲得

1406 愛知県 和食にわ 伝統の日本料理を若い世代の方にも味わってもらう事業
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1407 愛知県 青木酒造 株式会社 4180001097097 蔵元直売所販売強化のための改装・環境の設備投資と新商品開発

1408 愛知県 曼画倶楽部 HPを活用しオークション機能を有したプレミアム古書ECサイト

1409 愛知県 株式会社 有吉商店 5180001098680 見積り兼注文書自動発行システムの導入による新製品の販売強化

1410 愛知県 ＨＯＰＥ マイクロナノバブルによる施術時間短縮と育毛メニュー新事業展開

1411 愛知県 株式会社 FG 9180001122040 ガラスゴムパッキン交換事業の強化による下請け脱却への取り組み

1412 愛知県 イヌヨ製菓 自社サイト構築、ＢtoＢ強化とＥＣ導入による販路開拓事業

1413 愛知県 RayBruno ホームページでの来店訴求と移動型店舗による販路拡大

1414 愛知県 アイビーイー・テクノ 株式会社 2180301023374 ネット注文サイトと非対面営業の充実で健康需要を喚起する

1415 愛知県 がだんだん 株式会社 1180001142946 非対面型テイクアウト専門飲食店のシェアキッチン事業

1416 愛知県 株式会社 J.T.C 6180001125995 新型コロナウイルス感染症へ新型タッチパネル型券売機で挑戦

1417 愛知県 株式会社 プロースト 5180001119073 自社ECサイト立上げ・チラシ等の販促での新規集客アップ

1418 愛知県 株式会社 マルトラ 2180301023069 GOTOトラベル対応！SNS発信で公式HPからの予約をお勧め

1419 愛知県 株式会社 双葉商会 2180001062994 自社HPを活用した顧客ニーズへの対応改善による売上増加

1420 愛知県 株式会社 アクティブレスト 8180301030621 お家でも本格派韓国料理を食べよう！

1421 愛知県 有限会社 サカイ 6180002087715 密を避け新規顧客獲得のためのネットワークシステムの構築

1422 愛知県 イーエムテックス 有限会社 7180302021125 WEB活用で経営改善とコロナ対策！IT革命オンライン化へ挑戦

1423 愛知県 焼肉炎-musubi ネット通販を利用し、家庭でお店の味を楽しめる販売網の構築

1424 愛知県 サンキューグループ 宅配ラーメン事業で家庭に出来立てほやほやラーメンを提供！

1425 愛知県 有限会社 ませ接骨院 8180302003774 患者様とともに治す～コロナ禍でもできる非対面型施術方式の導入

1426 愛知県 株式会社 グレース 2180301023556 時代の変化に対応し、動画で魅せる

1427 愛知県 有限会社 木だち 3180002063990 カフェの人気商品を新たなＨＰのネット販売で販路拡張計画

1428 愛知県 株式会社 i 4180001072562 プリペイドカードとEMSで自由診療収入拡大・リピート率向上

1429 愛知県 株式会社 BEYONDーZ 7180001142214 需要拡大商品の非対面販売と自社サービスの認知度向上を行う事業

1430 愛知県 おさだ商店 ネットショップを活用した多角化的な販売機会の構築

1431 愛知県 有限会社 ハムレイズ 7180002064498 高周波美容器と波動形空気圧美容器を活用した新サービスの展開

1432 愛知県 株式会社 五州建設 7180001065051 非対面型営業を実現するＨＰの制作と機能追加で個人客を囲い込む

1433 愛知県 TINAエステティックサロン 施術時間の短縮で安心できる新サービスとアフターフォローの提供

1434 愛知県 焼肉御華 安心して食事を楽しめる空間づくりと地元新規顧客開拓

1435 愛知県 有限会社 金房工業 1180002085327 ペットにも飼主にも優しいゴム製ペット用ブラシの販売

1436 愛知県 肉バル酒場 Prank or Treat ニーズの多様化への対策及び来店目的の充実化の取り組み

1437 愛知県 ランブッ・バグゥス 非接触・非対面ビジネスモデルを導入するサロンの販売促進事業

1438 愛知県 いちご狩り農園 苺香 来園者、従業員の環境を整え、集客困難に備え販売拡大を目指す。

1439 愛知県 Feuige nail ブランド「Feuige」デザイナーの作品販売、新規顧客獲得

1440 愛知県 有限会社 ロイヤルクリエイティブ 7180302019607 業務管理のクラウド化・テレワーク対応と自社ＰＲによる基盤強化

1441 愛知県 有限会社 まる屋料理店 8180302014400 創業105年老舗割烹店の味をご家庭で！ＥＣ販売への新たな取組

1442 愛知県 sheepgrass ＨＰ・ＥＣサイト構築による非対面販売の売上拡大

1443 愛知県 フォーエナジー 株式会社 1180301032905 オンライン営業システム構築による引き合いの拡大
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1444 愛知県 有限会社 オアシス 1180002086928 セルフ式痩身器導入による非対面式エステ事業

1445 愛知県 株式会社 心建工 2180301027276 コロナ禍で集客を図るショールームカフェの販売促進事業

1446 愛知県 グラナダヘアーデザイン ファミリールームの設置とセルフ式脱毛器の導入による客単価向上

1447 愛知県 ゆふ接骨院 ITの導入で接触時間短縮、コロナに負けない心と身体作りを応援

1448 愛知県 岩本整体院 折り込みチラシによる非対面型集客の促進

1449 愛知県 株式会社 さかけん 9180001120168 スタンプウォール工事内製化による販路拡大

1450 愛知県 株式会社 ファーストブライト 7180001142247 コロナを乗り越える！新メニュー展開と販路開拓による売上ＵＰ

1451 愛知県 東海ドキュメンテーション ドラレコ解析.comとオンラインセミナーの開設

1452 愛知県 ＴＲＩＫＥ バー営業からテイクアウト・デリバリー中心の非対面型への転換

1453 愛知県 虎丸水産 牡蠣の魅力を存分に伝え、当店の認知度向上と出荷数増加

1454 愛知県 ポポット 非対面ビジネスの展開とブランド力を高め販路拡大を図る

1455 愛知県 株式会社 清月 6180301025895 安心、安全で美味しい食品を、なるべく非対面で提供

1456 愛知県 FUJINAMI INTERNATIONAL CONSULTING 株式会社 8180001135332 非対面型による海外との商流の再構築と海外進出支援業務の再構築

1457 愛知県 パンドクエット フランスをコンセプトとした店舗改装

1458 愛知県 有限会社 S・R 7180002057485 ネット販売とテイクアウトの売上と新メニュー開発と新規顧客獲得

1459 愛知県 有限会社 鈴木加工 2180002054256 ～新たな挑戦～非対面ビジネスの導入でコロナを乗り切れ

1460 愛知県 小小 使ってみたら欲しくなる 非対面ショールームでホーロー器新体験

1461 愛知県 YAHATA STUDIO 笑顔あふれるレンタルスタジオの売上アップ大作戦！

1462 愛知県 内海生花 店内におけるスタッフと顧客の分離と非接触型レジの導入

1463 愛知県 シトロンヴェール ラッピング教室のオンライン化で事業の多角化と販路拡大を目指す

1464 愛知県 株式会社 ナポカ 7180001121721 感染リスク対策を講じた新たなネイルサービスの提供

1465 愛知県 清須和菓子工房うめざわ ネット販売導入による「どら焼き」革命の全国展開

1466 愛知県 株式会社 芝テクノ 3180001000540 ホームページとオンライン商談を活用した一社依存からの脱却計画

1467 愛知県 Ｔｅａ Ｔｒｕｃｋ ばんびや 〝抹茶×移動販売〟コロナ禍における現代日本の茶文化提供事業

1468 愛知県 そば処 多助 ロールカーテン導入によるソーシャルディスタンス化作戦

1469 愛知県 HaHaGu 「肌を知る本当の美容法」動画での学習による新たな販路開拓

1470 愛知県 茶菓専科ひなた HP改良によるネット販売及びテイクアウトの予約システム導入

1471 愛知県 株式会社 Ｃ・Jクリエイト 2180001080393 新規およびリピーター客の増大とデリバリー事業への新規参入

1472 愛知県 株式会社 ドリームトラベル 3180001091893 ホームページリニューアルによる団体旅行販売と一部店舗の改装

1473 愛知県 株式会社 ワンダ 1180001141097 Yahooに出店、新型コロナウイルスに負けない

1474 愛知県 株式会社 サンキュウ 7180001107175 移動販売の生産性向上を行うための快適なキッチンカー開発

1475 愛知県 株式会社 松下屋 6180001045707 自社の強みを生かした商品のテイクアウト開発、販売、拡大

1476 愛知県 有限会社 小田井製作所 7180002022976 バンドソー・メタルソー切断機導入による鉄骨階段の売上向上

1477 愛知県 株式会社 EIGHT.logistics 6180001140466 オンライン商談。キャッシュレス対応による販路拡大

1478 愛知県 ピースマイル 株式会社 2180001140585 新型タッチパネル式券売機での安心、安全店舗への進化

1479 愛知県 オランジュリー お客様が安心して当店の独自サービスを受けられる環境を提供

1480 愛知県 モリタヤ 小さな町から大きな発信を！リアル店舗の奮闘記
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1481 愛知県 寿司・割烹 仙岳 コロナに打ち勝つ、テイクアウトサービスのための販売促進事業

1482 愛知県 やまうち接骨院 ソーシャルディスタンスに配慮した治療器の導入と自由診療推進

1483 愛知県 和食 魚玉 テイクアウトサービス促進のための体制強化

1484 愛知県 有限会社 清香園 6180302019459 植物のパワーを見くびるな！清香園の花に触れて元気を取り戻そう

1485 愛知県 カミサカ 安心して来店できる店づくりのPRとECを活用した販路拡大策

1486 愛知県 Ｋｒｉｓｈｎａ 顧客満足度向上のためのサロンづくりとオンラインレッスンの導入

1487 愛知県 株式会社 髙岡屋佛壇店 4180301014768 オンラインストア進出による販路拡大＆営業強化！

1488 愛知県 みゆき寿司 出前とテイクアウトで売上創出！コロナに負けない経営への挑戦

1489 愛知県 黒猫花房 ＥＣサイトで満足度向上と売上増を図る生花店の販売促進事業

1490 愛知県 株式会社 福島屋 8180001028791 ＨＰ、ＥＣサイトの制作による自社商品の販路開拓

1491 愛知県 有限会社 呉服のすぎうら 7180302019359 若い世代に向けた新しいきものスタイルの提案

1492 愛知県 串焼菜膳 和み 岩倉店 新メニュー開発とテイクアウト事業による販売促進事業

1493 愛知県 aoyama お家で「簡単DIYキット」のネット販売

1494 愛知県 半田屋菓子舗 非接触型の接客とＳＮＳ映えする和菓子・プチギフト事業で売上増

1495 愛知県 株式会社 ティービーエム 2180001142020 設備導入による短納期の実現と顧客ニーズへの対応

1496 愛知県 Nail salon Re:Adore WEBでの非対面商品の確立及び施術スペースへの更なる安全対策

1497 愛知県 Kazeiro美容室 ミラーロイド導入による他店舗との差別化と新規顧客獲得

1498 愛知県 株式会社 コーティングG 7180001112126 安心・安全抗菌コーティング『ビルド抗菌コーティング』

1499 愛知県 ネクスト愛知 株式会社 1180301011990 ホームぺージ作成と非対面営業での新規顧客と追加受注の獲得

1500 愛知県 まる平犬塚商店 ネット販売による販路拡大・売上向上への取組及び生産性向上事業

1501 愛知県 株式会社 エーディー 4180001107319 高いデザイン設計力で新規顧客の獲得と、非対面型ツールの導入

1502 愛知県 牧野建設 株式会社 9180001045704 非接触型の新たな営業活動と集客力あるホームページの刷新

1503 愛知県 株式会社 マルヤス 7180301024087 自社売店とインターネットで新規顧客獲得と情報発信をせよ！

1504 愛知県 株式会社 カワムラ商会 3180001045445 非対面化スタジオで行う、お客様の撮影体験と顧客満足度の向上！

1505 愛知県 合資会社 靖和鐵工 1180003007932 新高性能機械設備導入で生産体制の強化を図り、販路拡大を目指す

1506 愛知県 株式会社 KSR 2180001139198 オーダーメイド加工管のＨＰでの販売拡大とテレワーク導入

1507 愛知県 すしかつ 安心安全な設備で満足度UP！HP更新で知名度と集客UPを図る

1508 愛知県 中国料理餃子亭 コロナ克服大作戦～清潔感と暖かさ溢れる店内でおいしい餃子を～

1509 愛知県 五藤久佳ﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 有限会社 2180002078874 コロナ禍に強いホームページと看板と建築作品集の作成

1510 愛知県 水谷酒造 株式会社 5180001097311 非対面販売ニーズに対応するホームページの作成とラベルの一新

1511 愛知県 有限会社 ラ・ヴィサージュ 1180002081400 非対面型オンライン指導とセルフエステ用機械導入で新規顧客開拓

1512 愛知県 ハピネス・スポーツクラブKOTA オンライン・キッズスポーツプログラムで健康と笑顔にしたい

1513 愛知県 株式会社 AIコンサルティング 3180001060378 ホームページを活用した非対面型セミナーによる新規法人顧客開拓

1514 愛知県 有限会社 まると水産 1180002085715 地魚の真空熟成魚加工による鮮度保持

1515 愛知県 食堂andカフェひとつむぎ 豆腐マフィンの通信販売とデリバリー強化のための設備投資

1516 愛知県 ヘアステーションPage.1 安心・安全なサービスを提供するための洗髪専用スペースの復活

1517 愛知県 有限会社 おだい電化センター 8180002085493 ホームページ上で工事の空き状況確認と業務エアコン工事の内製化
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1518 愛知県 株式会社 癒心 1180001136163 感染リスク低減のためセルフエステやリラクゼーションを確立

1519 愛知県 Hibiki テイクアウトドリンクの商品販売

1520 愛知県 有限会社 大伸 8180002055422 自社ブランド構築からの自社製品開発・販売強化事業

1521 愛知県 有限会社 いけだ自動車 1180302016312 中古車非対面販売の挑戦及び作業の内製化による利益率向上

1522 愛知県 株式会社 花井製作所 7180001097029 ウェブマーケティングを活用した非対面型営業の実施

1523 愛知県 株式会社 イズミ興業 7180001115211 ホームページを通じた新規顧客の獲得

1524 愛知県 美容室AGE 新型コロナ対策：新しいシャンプー台とキャッシュレス導入

1525 愛知県 竹山勉税理士事務所 経営者の意思決定を支援するMAS監査をネットで集客＆顧客獲得

1526 愛知県 healing＆joysweetscafeみなもとや ウェブを活用した商品販売と健康コンサルティング実施への取組み

1527 愛知県 キャリー・キネシ セッションおよび講座フォローアップのオンライン化

1528 愛知県 株式会社 塩義 9180001097489 国産原料限定の一般消費者向けお惣菜の開発・販売

1529 愛知県 有限会社 デジフォトワールド 9180002060207 オンラインでできる！プロのノウハウサポート付セルフ証明写真

1530 愛知県 鍼灸マッサージ正木治療院 母乳ケアとバストケアのためのオンライン教室開講で新規顧客獲得

1531 愛知県 UPPERCUT 株式会社 9180001080263 WEBサイトによるアクセサリーショップの販売開拓

1532 愛知県 Shino’s きっちん 新規事業参入！キッチンカーでShino’sきっちんの味を！

1533 愛知県 Hair produce Puala 認知度向上計画！ホームページ商品販売サイトで売上アップ！

1534 愛知県 ラパンの麦 店内イートインコーナーからテイクアウトへの変更に向けて

1535 愛知県 奥田健康堂 新規顧客獲得へ、コロナ対策による非対面ビジネスへのチャレンジ

1536 愛知県 有限会社 ワッツインターナショナル 6180002045400 ECサイト作成による新規顧客獲得及び販路拡大事業

1537 愛知県 ヴィチーノ 株式会社 5180001127448 短時間 密着しない 感染しないさせない 安心接骨院

1538 愛知県 サロン＆スクール/Clair ネット販売による非対面販売への転換～感動のサービスを皆様へ～

1539 愛知県 セイ 新型コロナウイルスに負けない広告媒体の強化による販路拡大！

1540 愛知県 有限会社 ニィックス 1180002054546 ホームページリニューアルによる非対面での新規顧客の獲得

1541 愛知県 東郷クリーニング 当社ＥＣサイトからの宅配クリーニング受注による販路開拓・拡大

1542 愛知県 株式会社エルエンタープライズ 8180301017692 VRとPR動画を組み込んだホームページ制作

1543 愛知県 東海ペット葬儀社 ＷＥＢ集客と非対面ビジネスの確立による直接的な顧客獲得

1544 愛知県 美工堂 ショールームのような展示で商談から発注までHPで新規顧客獲得

1545 愛知県 よつば訪問治療院 「動画制作・動画配信型広告サービス活用による新規集客」

1546 愛知県 株式会社 モノコレ 6180001142792 「自社サイト整備・必要設備購入による新規顧客獲得の取り組み」

1547 愛知県 unitedbamboo テイクアウト事業強化と感染防止対策の充実による新規顧客獲得

1548 愛知県 合同会社 みんなの杜 8180003021597 みんなの杜創生／地域包括ケア事業推進

1549 愛知県 クール・ド・ボルドー ネット活用で、販路拡大！スイーツで地元に笑顔を届けるお店！

1550 愛知県 株式会社 グルメストーリー 2180001070262 彩り鮮やかな介護用「ミキサー食」の開発

1551 愛知県 株式会社 エスプレッソ 5180001131375 「お家でバーチャル見学会」

1552 愛知県 エンパイアホールディングス 株式会社 7180001125326 キッチンカーと売場を繋ぐマッチングアプリ制作による販路開拓

1553 愛知県 株式会社 ヴィレッジクリエイト 9180001106654 WEB会議システムを導入した不動産内覧の非対面化事業

1554 愛知県 八作 衛生環境を完備した店舗としてリニューアル・テイクアウトも強化
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1555 愛知県 株式会社 ハートプランナーズ 8180001095898 Youtubeを活用した広報と寺院ポータルサイトの立ち上げ

1556 愛知県 株式会社日本メイト 2180001039431 自社ECサイト販売から継続的な顧客獲得、売上拡大に挑戦！

1557 愛知県 仏屋さかい 仏像彫刻技術を生かした新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

1558 愛知県 インドの家庭料理 Noor オーガニック食材のECサイト開設にむけて

1559 愛知県 株式会社 まるみや 4180001121848 顧客・従業員の感染防止、飛沫防止パーテーションの導入

1560 愛知県 KEEPER SURF STATION 売上増加のための非対面による商品を提供するサービス

1561 愛知県 韓国式焼肉 マヤクカルビ ティーセット販売に伴うネット通販及び備品の導入

1562 愛知県 O-1 Design 非対面・販路拡大・食品ロス削減の為の商品開発・ECサイト開設

1563 愛知県 有限会社 ビーアンドエヌ 4180002050105 工場内の製造ライン動画を販促手段に、商圏を全国に拡げる

1564 三重県 有限会社クリュ 3190002010208 地域住民と地域事業所を当社デリバリーが結ぶ「三方よし」事業

1565 三重県 株式会社AQUA WATER WORKS 4190001026278 3次元図面作成・非対面打合せ・テレワークができるCAD導入

1566 三重県 和楽日整体 オンライン姿勢分析による新サービスの開発と新規顧客獲得

1567 三重県 Salon Chouchou オンライン化で新たな販路拡大による親子の子育てをサポート

1568 三重県 BlackLion株式会社 1190001021769 販路開拓に向けた中古車販売システムBtoBの構築

1569 三重県 小川精肉店 焼肉店のオーダー非対面化と平日時間限定企画による販売拡大

1570 三重県 有限会社 和風レストラン木曽岬 1190002017659 テイクアウト情報の発信強化と実施体制の整備による売上増加

1571 三重県 株式会社きたむら 8190001007893 北村式黒にんにくのネットショップ開設でブランド訴求・商圏拡大

1572 三重県 次世代寺子屋自立指導塾てらそる ICT学習塾によるオンライン授業の訴求・強化で新規顧客獲得

1573 三重県 ひだまりの森習字教室 社会人を対象とした「美文字教室」オンライン稽古で新規顧客獲得

1574 三重県 有限会社アン・シャンテ 4190002018068 コロナ禍でも高齢者に買い物の喜びを与える移動販売事業！

1575 三重県 伊藤黒鉛工業株式会社 7190001012721 低下した生産能力の回復と顧客満足度の高い製造機器の設置

1576 三重県 Sincere Craftsmanship REI OFF オープンスペースのカフェ展開と顧客に配慮したカービングショー

1577 三重県 株式会社細川 2190001013897 オンラインと複合マシン導入によるトレーニングメニュー開発

1578 三重県 cafe and brocante 余白 オンライン販売による新たなマーケット形成における新規顧客獲得

1579 三重県 アトリエカリカ 地元いなべ産を中心とした国産原材料のプリンを全国にお届けする

1580 三重県 巳一器窯 ホームページ開設とリモート展覧会による販路開拓への取組み

1581 三重県 株式会社大森水産 8190001025895 ＥＣサイト構築で『鮎』販路開拓と店舗コロナ対応強化で売上向上

1582 三重県 四日市ボクシングジム 非対面型ビジネスモデルの導入と看板設置による販路開拓

1583 三重県 有限会社アイティオー大安 3190002018746 オンラインダイエットカウンセリングによる非対面サービス導入

1584 三重県 有限会社 世古林業 7190002008990 自社ＥＣサイトの開設と、三重県産木材を使用した商品の開発

1585 三重県 株式会社MONOMATTERS 9190001026372 外注作業の内製化！レーザー加工機導入で付加価値向上事業

1586 三重県 pokapoka酵母にこぱん 非対面ビジネスに転換！インターネット販売

1587 三重県 池下商会 短納期、低コストを実現する小回りの利く鈑金塗装等内製化事業

1588 三重県 出口自動車販売 ネットを活用した整備予約と車両引取サービスによる非対面化

1589 三重県 幻珈琲合同会社 7190003003396 オンラインでの珈琲販売販路と、オフラインでの実店舗集客

1590 三重県 梅山工業株式会社 5190001021294 設備投資で対応力強化！大手受注増大計画

1591 三重県 三重農事有限会社 6190002009800 収穫時期を延ばし増量を図り、更に非接触型の販売方法を導入する
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1592 三重県 Gentile Bake ネット通販とテイクアウトへの取組みでビジネスチャンス

1593 滋賀県 有限会社辻瓦店 7160002007302 感染症対策・新しい仕事様式に対応したHPリニューアル事業

1594 滋賀県 ちょい宿あだち テラス席の新設によるサイクリストの集客拡大

1595 滋賀県 手づくりスモーク工房 杣人 燻製加工の受注による新たな事業展開

1596 滋賀県 西原水道設備工業 水回り設備の点検修理で顧客を獲得し受注アップを図る

1597 滋賀県 的羽工務店 寺社仏閣の技術を活用した一般日本家屋へのチャレンジ事業

1598 滋賀県 Men’s Grooming BarBer Salon GENT’s 若者顧客獲得のための薄毛対策、バリカンメニューの導入

1599 滋賀県 レストハウス水車 オフィスのランチに喫茶店の味をお届けする「キッチンカー事業」

1600 滋賀県 NPO法人愛のまちエコ倶楽部 7160005006697 健康志向の女性へ、ネット販売を通じて新たな新規顧客獲得

1601 滋賀県 松喜園 惣菜商品充実のためのショーケース設置と座敷改修での売上向上

1602 滋賀県 つばめ電気炉製作所 ハンドメイドしてみませんか？ホームページ作成による販路開拓

1603 滋賀県 株式会社丸善エナジー 3160001007083 デジタルサイネージで、365日モデルハウス開催を告知！

1604 滋賀県 サイクルショップひろせ デジタルサイネージ式看板の設置による通勤・通学顧客獲得計画

1605 滋賀県 Akimusic スタジオ完備でオンラインビジネスによる新規販路を拡大！

1606 滋賀県 TEASHIS滋賀湖南 水素吸入サービスの導入による新規顧客の獲得

1607 滋賀県 株式会社はんがい 7160001016519 待っていました！はんがいのネットショップ開設で新規販路拡大！

1608 滋賀県 Jumeirah esthetique salon 顧客満足度向上とECサイト構築にともなうホームページの新設

1609 滋賀県 ルーチェ・カルマ 『移動販売車導入による販路拡大と新商品開発』

1610 滋賀県 Pet Care Station ECサイト開設によるペットフード及びサプリの販売事業

1611 滋賀県 Tsuki ecology オリジナル新商品の製造販売とツキアカデミーによる全国展開

1612 滋賀県 雄松建設株式会社 1600012002169 測量業務の内製化により工期の短縮と受注拡大を図る

1613 滋賀県 有限会社ジェイ・エス・ビーショップ 8160002006600 リサイクル部品量産設備導入によるネット販売への転換

1614 滋賀県 くつろぎ處 酒菜 店内徹底清掃、上質な料理と共に安心してくつろげる空間を提供

1615 滋賀県 i-beans coffee コロナ禍における非対面販売強化の取り組み

1616 滋賀県 ＰＶサービスＮＵＬ ホームページを活かした非対面型受注の取り組みと葬儀関連事業

1617 滋賀県 有限会社 船橋一蔵商店 6160002002147 水回りリフォーム工事の受注獲得による売上ＵＰ

1618 滋賀県 白虎 人気のから揚げ・惣菜・弁当のデリバリー事業で売上ＵＰをめざす

1619 滋賀県 森電設 ショールーム開設による一般顧客への販路開拓事業

1620 滋賀県 株式会社 浅井三姉妹の郷 8160001019264 コロナ対策用の販売システム及び団体飲食予約の導入

1621 滋賀県 北川瓦店 ドローンによる無料点検サービスで受注拡大を図る

1622 滋賀県 ふじや精肉店大王 座敷を間仕切りで個室対応可能な店舗に！

1623 滋賀県 株式会社 大農 5160001020035 直売所の設置で新規顧客を獲得！

1624 滋賀県 マキノ白谷施術処 わぐ・うーや Withコロナ時代を健やかに美しく生きるための施術プログラム

1625 滋賀県 株式会社 心笙 1160001019378 お客と店員のソーシャルディスタンスを保ち不安を取り除く

1626 滋賀県 Felix-dahn 農業体験観光と販売所の設置で新規顧客獲得

1627 滋賀県 Ｃｏｇｏｃｏｒｏ 日本最古のブランド牛、近江牛レザー製品のネット販売

1628 滋賀県 hair glory 接触機会の低減と感染症対策によるウィズコロナに対応した美容院
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1629 滋賀県 エム・エス商会 組み立て加工から高級車用品のネット販売への新たなチャレンジ

1630 滋賀県 株式会社湖北製作所 3160001007240 製品の供給を継続・弊社へ移管させるための内製化計画事業

1631 滋賀県 ＆and 受注工事拡大のための設備投資と材料調達におけるリスクヘッジ

1632 滋賀県 ＳｕｎＳＡｎ 店舗リニューアルと体質改善サービスの提供による販路拡大

1633 滋賀県 町田さらだぼうる コロナ不況に耐え抜く付加価値の高い水耕栽培レタスのPR事業

1634 滋賀県 株式会社落庄商店 4160001006480 健康しがの「青パパイヤ」の地域資源循環型ＳＤＧ，s推進事業

1635 滋賀県 ごはんとおやつsou テイクアウトの充実と貸切り利用の提供を発信するための販路開拓

1636 滋賀県 株式会社きゃんせ 6160001018284 産業用ドローンでの新たな販路開拓

1637 滋賀県 BASE FOR REST カフェ特製シロップ商品のテイクアウト及び英語教室オンライン化

1638 滋賀県 野村建具店 同業者の輪を広げる。建具組立機導入による販路拡大の取り組み。

1639 滋賀県 ＣａｆｅＳｕｇｉ テイクアウトのギフト商品強化による新たな販路開拓事業

1640 滋賀県 有限会社ツジノオート 6160002009704 電話一本クイックサービスの提供と待合室提供による販路開拓

1641 滋賀県 ソーイングアトリエandante 新店舗開店による販路拡大と新規顧客獲得

1642 滋賀県 二兎醸造株式会社 6130001061080 缶ビール充填機械導入による缶ビールの売上増加事業

1643 滋賀県 山崎木材 草刈り事業による作業効率化と内製化の強化

1644 滋賀県 Ｓｍｉｌｅ 女性限定の貸し切りプランの実施による新規顧客獲得事業

1645 滋賀県 共栄サービス株式会社 9160001005511 非対面商談システムを導入して売上アップ

1646 滋賀県 有限会社レストラン山びこ 1160002005716 新たな食の楽しみ方を提案「おうちごはん」「おみせごはん」事業

1647 滋賀県 ヴィオレットステラ 作業効率をUPして、地域食材を使ったテイクアウト事業の開始

1648 滋賀県 串かつ武蔵 「武蔵弁当」デリバリーに取り組み販路拡大

1649 滋賀県 株式会社 フロンティア 3180001064908 『お料理等の新たな宅配サービスの開始による販路開拓事業』

1650 滋賀県 株式会社 滋賀レンタ・リース 4160001004922 非対面型カーシェアレンタカー事業の導入による販路拡大

1651 滋賀県 リソースフルイングリッシュクラス 本物の英語力を実感。新コース開設による販路開拓の取組み。

1652 滋賀県 Taiyou Breads. ネット販売と新ロゴ・メニュー開発、ウィンド看板による顧客獲得

1653 滋賀県 きものサロン都千本 リメイクを前提とした着物の買取販売と仲介販売

1654 滋賀県 魚富商店 入りやすい店舗にすることによる衝動買い増加

1655 滋賀県 ブランジェリーつむじ 待望の天然酵母パンの製造開始による新規顧客獲得事業

1656 滋賀県 有限会社 松新 5160002001752 遺品整理サービスと仏壇販売のパッケージ化による新規顧客獲得

1657 滋賀県 アトリエ02 子供の絵フィギア化事業によるBtoC取引への転換

1658 滋賀県 アオイ企画 手づくり雑貨事業化コンサルティングの新規顧客獲得事業

1659 滋賀県 株式会社市川造園土木 5160001002165 新規顧客との⾧期的な関係性を構築し、個人向け受注増加を目指す

1660 滋賀県 伊藤文工務店 天然木のオーダー家具製作販売による新規顧客獲得事業

1661 滋賀県 Aカンパニー 環境学習型シーグラス事業の顧客開拓

1662 滋賀県 有限会社中嶋商会 8160002010263 コロナ対策における車内温水洗浄、除菌クリーニングの取り組み

1663 滋賀県 インドリ WEB料理教室を開始するためのホームページ改修

1664 滋賀県 ピカピカ工房 新規サービス「除菌・抗菌」の導入で新規顧客の獲得

1665 滋賀県 プリントO2 ガーメントプリンター導入による新規販路開拓と新規顧客獲得
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1666 滋賀県 ペンションシープ ランチ営業を開始し、冬季の売上確保を目指す！

1667 滋賀県 Prime Dental Laboratory 歯科技工室設置型スキャナー導入による新規受注獲得の取組み。

1668 滋賀県 有限会社山本材木店 6160002005042 ペレット増産体制の確立と新販売方法の導入による販路開拓

1669 滋賀県 山口建築 リフォーム古民家をお客様と繋ぐホームページ制作事業

1670 滋賀県 株式会社One Style 4160001021538 元請事業開拓のための非対面型ビジネスモデルの推進

1671 滋賀県 合同会社TMK 7160003001295 公的保険外事業として子どもを対象とした運動教室

1672 滋賀県 株式会社タチイリ 8160001016807 寝てみてください！ショールーム来客数を最大限にする販路開拓

1673 滋賀県 メイアンドさつき テイクアウトメニューの開発とオープンテラスでⅤ字回復

1674 滋賀県 有限会社西山家具 2160002002126 家具・インテリアのサブスクリプション事業の開始

1675 滋賀県 焼肉中中 メタセコイア並木でキッチンカー出店事業

1676 滋賀県 村西司法事務所 「地域密着型」司法事務所のリモート化プロジェクト

1677 滋賀県 有限会社Petits bonheurs 5160002005968 今ある経営資産「古い蔵」を活かした新たな販路開拓事業

1678 滋賀県 PONTO BR合同会社 5160003001644 好きな商品を、好きな時に予約・購入できるサービスの展開

1679 滋賀県 タカチュキ 『見守りよろずサービス』導入で高齢者向け宅配弁当の販路拡大

1680 滋賀県 Hair Factory hd’s EC販売機能付きHPへのリニューアルと回転率向上の取り込み

1681 滋賀県 十割蕎麦 坊主ｂａｒ一休 コロナを乗り越え、さらに飛躍。新商品「坊主スイーツ」展開事業

1682 滋賀県 MATCH  Leather  Works 工程リノベーションによる「パーフェクト・オンデマンド」大作戦

1683 滋賀県 有限会社オフィスイマニシ 9160002000395 商品と店内の印象を一体化させて、店舗周辺客を獲得する事業

1684 滋賀県 有限会社村田米穀 1160002011565 設備導入によるリフォーム・配管工事強化事業

1685 滋賀県 ラウンジPURE バーベキュープランの開始による観光客の取込

1686 滋賀県 有限会社永源寺マルベリー 5160002010118 オーガニック市場向け自社商品の開発と販路開拓

1687 滋賀県 イノウジャパン株式会社 5160001000160 ダイレクトメールを用いた、イチ押し商品の非対面型販売

1688 滋賀県 有限会社嫁人 4160002006117 ファミリーウェディング ～僕と私の結婚式 販路開拓事業

1689 滋賀県 高橋石油店 ＳＵＶなどの大径タイヤのメンテナンスの強化で収益増・販路拡大

1690 滋賀県 野﨑石材 「石のプロ」としての技術と経験を活かした販路開拓事業

1691 滋賀県 株式会社 山上木材 3160001010293 木材粉砕機を使用したおが粉・おが粉堆肥の安定生産化事業

1692 滋賀県 COACH学習塾 ＤＭ活用による新規顧客獲得で、コロナ禍を乗り切る！

1693 滋賀県 株式会社きひろ 5160001020398 湖魚の安定供給実現とドライブスルーで販路拡大を狙う

1694 滋賀県 ｃａｆｅ Ｎｃｒａｆｔ 感染予防対策の徹底とテイクアウト事業を併用した生き残り戦略

1695 滋賀県 Takashima Natural Farm KAIDE 対面から非対面へ ネットショップの強化による販路拡大

1696 滋賀県 ろくまる テイクアウトに伴う料理の品質維持、衛生面強化と効率化

1697 滋賀県 BERRYBADS MOTORCYCLE サンドブラスト・ウェットブラストの導入による新規客の獲得

1698 滋賀県 株式会社 ＨＳマネジメント 3160001019822 ＩｏＴ技術を利用した服薬システム【のめ太くん】の販路開拓事業

1699 滋賀県 株式会社お米の家倉 3160001019252 生産環境のコロナ対策実施と、米のEC販売強化による売上向上

1700 滋賀県 ワタハン オリジナル商品の製造販売と居心地の良い店で販路拡大

1701 滋賀県 CONNECT 釣人のためのマッチングサイト開設と設備投資による販路開拓

1702 滋賀県 コクユ株式会社 6160001007782 ＨＰ新設による販路拡大並びにクラウドによるテレワーク導入
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1703 滋賀県 丸茂旅館 新しい空間づくり！安心・安全な店舗作り

1704 滋賀県 料理茶屋 杉 地域の特産物を取り入れた釜飯の宅配

1705 滋賀県 焼肉万葉栗東店 ウェブサイトを活用した近江牛料理の非対面販売による販路拡大

1706 滋賀県 株式会社 中主スーパー 3160001015755 洋食喫茶・軽食の開始と屋外テラス席設置による集客アップ事業

1707 滋賀県 とんちゃん焼 はしもと テイクアウト商品の展開事業

1708 滋賀県 環境創研株式会社 4160001014665 安定収入源（水質分析・小規模修繕工事）の拡販と生産体制強化

1709 滋賀県 岡田屋 鶴亀 コロナに負けるな！コロナと共に！新たな挑戦、未来に向かって！

1710 滋賀県 稲垣工業 施工計画、施工管理業務ソフトで販路拡大。

1711 滋賀県 大和田とうふ店 お豆腐店のお惣菜テイクアウト事業による販路拡大

1712 滋賀県 ハレルヤ有限会社 1160002006136 除菌された空間での施術と非対面形式の問診システムの導入

1713 滋賀県 碧水観光株式会社 4160001005210 キッチンカー導入による新規顧客獲得及び売上確保事業

1714 滋賀県 鍛 フォージ・ワークス ホームページの再構築による、対面営業に依らない顧客の新規発掘

1715 滋賀県 光の穂 ハーブセラピーの実施とコロナ３密回避のための屋外設備の充実

1716 滋賀県 つつみ農園 無人販売（野菜自動販売機）による、非対面型ビジネス

1717 滋賀県 patisserie MiA 密を避けゆっくりと安心して楽しめる「癒し空間」の提供

1718 滋賀県 Venti オンラインサービスをPRするホームページの開設

1719 滋賀県 株式会社 住まいの四季彩工房 8160001006246 Withコロナ住環境の提案で販路開拓

1720 滋賀県 キクヤ自動車有限会社 1160002012638 迅速なタイヤ交換を核に整備事業を強化し近隣の新規顧客を開拓

1721 滋賀県 Ｌｉｎｎｅ 出張型施術サービスの開始による新規顧客獲得事業

1722 滋賀県 湖香六根 非対面での販売商品量産体制構築のための設備導入事業

1723 滋賀県 わんわんサロンきゃんでぃ ドライブスルー方式の受付新規導入による非対面ビジネスの取組

1724 滋賀県 株式会社 竹内建設 7160001019587 新規建設機械(バックホー)導入による公共・民間工事の販路開拓

1725 滋賀県 ヘアーズ YANO 癒しの快適空間の演出、新たなホームページで新規顧客獲得

1726 滋賀県 みきや製菓舗 新常態（ニューノーマル）を目指してコロナ禍でも売上ＵＰ

1727 滋賀県 有限会社 川島造園 1160002011268 チッパーシュレッダー導入による差別化戦略

1728 滋賀県 株式会社川新 8160001011865 高品質な料理のテイクアウト業態と少人数グループ受入の体制整備

1729 滋賀県 有限会社白浜荘 5160002011347 新たな顧客層獲得のためのワーケーションに向けた取り組み

1730 滋賀県 Kreemy cafe 新事業に伴うテイクアウトとECサイトを活用した新規顧客獲得。

1731 滋賀県 有限会社マスヤ 8160002005924 ネットショップ（ウェブサイト）開設による非対面販売の促進

1732 滋賀県 合同会社NIXIA 6130003004252 積算ソフトウェア導入による自社一貫工程で効率・利益アップへ

1733 滋賀県 美湖母湖 ホームページ新規開設とテイクアウト販売強化による販路拡大事業

1734 滋賀県 株式会社中村建材工業所 8160001010090 事務所3Fを作業スペースに改修しゴム通し業務の内製化を図る

1735 滋賀県 エムガレージ 診断機と新型リフトの導入で外部依存からの脱却と新規顧客の獲得

1736 滋賀県 ＆mart 完全個別対応のための営業時間延⾧に伴う外灯および看板の設置

1737 滋賀県 株式会社宗陶苑 9160001005552 自社ＥＣサイトの刷新による新規顧客獲得事業

1738 滋賀県 有限会社 TM・K 2160002011812 HPを新設しコロナ対策店舗のアピール拡大とわんこピザ通販開始

1739 滋賀県 丸山塩平本店 ホームページによる商圏拡大と新商品提案による販路開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第４回締切分採択者一覧

※重要

 採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

 追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

1740 滋賀県 酔処金太郎 居酒屋の新しい生活様式に対応した感染症対策強化事業

1741 滋賀県 美食倶楽部 ネット販売体制の強化に伴う商品開発事業

1742 滋賀県 怜憂 セルフ脱毛機の導入で非接触型ビジネスの構築

1743 滋賀県 ル・ゴーシュ・セキ リバースシート導入による当店自慢のテイクアウト商品拡充事業

1744 滋賀県 音雨音木工所 ECサイト開設にて販路開拓とパネルソー導入で作業効率の向上

1745 滋賀県 有限会社鳥居楼 6160002011404 HPのリニューアルと、販売ソフトの連動による売上の増加

1746 滋賀県 西口塗装 防音型機器の導入による、塗装作業の付加価値向上と利益率向上

1747 滋賀県 ヘアーサロン朝日舘 若者向けフェイシャルエステ・新サービス展開による新規顧客開拓

1748 滋賀県 喫茶洋菓子タイムフォーティー 食品サンプルメニューとホームページで予約＆来店数UP!

1749 滋賀県 美旬大徳 座敷の拡張でコロナ対策とお客様の過ごしやすい空間づくり

1750 滋賀県 清水工務店 ホームページ上での内見を可能とするVR体験導入事業

1751 滋賀県 寿志乃貴 テイクアウト用新商品の開発と販売体制構築による売上増加

1752 滋賀県 家具工房ウノカ 顧客のニーズに応える大型プレートの商品開発で新規顧客開拓

1753 滋賀県 やまゆりイングリッシュハウス オンライン英語教室へようこそ！体験レッスンへ誘導するHP作成

1754 滋賀県 希望ヶ丘整骨院 接触の頻度と時間を軽減できる最新機器導入による施術方法の確立

1755 滋賀県 まるしん お茶のテイクアウトと新しい生活様式を取り入れた店舗改装事業

1756 滋賀県 コタニ陶器株式会社 5160001005515 真空包装機導入による、非対面型ビジネスの展開

1757 滋賀県 株式会社タレの秋末 1160001019989 お家で美味しいお肉を食べよう！お肉の宅配事業

1758 滋賀県 おぐらともの店 ＨＰからの情報発信による新たな販路開拓

1759 滋賀県 鮒吉 大広間を少人数グループに対応し新規顧客獲得事業

1760 滋賀県 株式会社大森商会 9160001005271 防災士と消防団員が厳選する防災資材のインターネット販売

1761 滋賀県 美容室Ｒｉｎ 感染症対策のための店舗改装による顧客の獲得

1762 滋賀県 中西土木 積算ソフトの導入により、管工事受注の強化を図る。

1763 滋賀県 ライダーハウス神戸 ＨＰ改修と近隣地域へのチラシ折込によりジビエ商品等の売上拡大

1764 滋賀県 志我の里 「滋賀の美味しいもの再発見」事業による新しい需要の獲得

1765 滋賀県 のげし テイクアウト開始とコロナ対策充実で顧客開拓・売上増加する事業

1766 滋賀県 旬魚旬菜 お食事処 まつ㐂 テイクアウト開始と店舗改修でコロナ対策充実し、売上増加事業

1767 滋賀県 カウンセリングえんらいと 「ズーム・電話による非対面方式カウンセリング事業の展開」

1768 滋賀県 株式会社ホンダ販売愛知 8160001008738 ホームページ、面談システム、広告掲載による新規顧客拡大事業

1769 滋賀県 魚与 コロナなんかに負けない！！飲食店が挑む非対面業態への移行

1770 滋賀県 有限会社クリーンハウス 3160002000624 出張クリーニング集配サービスの開始

1771 滋賀県 甲西モータース 「自動車特定整備」の新サービスの導入で新たな販路獲得

1772 滋賀県 株式会社Re-birth 1160001018727 インターネットを駆使した就職・採用活動を行う交流の場作り

1773 滋賀県 森谷土地家屋調査士事務所 あなたの不要不明物件・土地境界の『 問題解決のご提案 』事業

1774 滋賀県 株式会社きらり 6160001020975 看板取り付け、ポスティング・予約サイト構築による集客アップ

1775 滋賀県 里山酒房 楽庵 テイクアウトサービスによる販路開拓事業

1776 滋賀県 こひろファーム コロナに負けるな！新しい事業展開で美味しいいちごを全国へ
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1777 滋賀県 らんの家TSUTSUMI インターネット上での新たな販路開拓と非対面型販売の強化

1778 滋賀県 京進スクール・ワン 米原教室 オンラインによる無料体験授業による販路拡大事業

1779 滋賀県 有限会社 伊藤嘉商店 5160002011198 付加価値建築資材の拡充及び動線の簡略化、非接触型接客の導入

1780 滋賀県 水口正文商店 発酵食で免疫アップ！リモートで行う里山味噌づくり体験事業

1781 滋賀県 MIHO’S HERB CHICKEN 「彩りいっぱいの美味しいものを、心をこめて」販売販促事業

1782 滋賀県 株式会社 可以登楼 1160001011855 3密を避け、少数で屋外で楽しむ小宴会。プラベートビアガーデン

1783 滋賀県 有限会社的場たたみ店 9160002007432 広告宣伝による新規顧客獲得と自社サイトでの置き畳のネット販売

1784 滋賀県 プレール 国産牛を使った新商品開発とインターネットを通じた新規顧客獲得

1785 滋賀県 株式会社福月 3160001012042 加工食品のＯＥＭ受注拡大と自社商品開発による販路開拓

1786 滋賀県 ヤマ・ト建具店 オーダーメイドの個性あふれる建具で新たな販路拡大

1787 滋賀県 奥伊吹観光株式会社 9160001006484 自宅で気軽にグランピング料理「おうちグランピング」事業

1788 滋賀県 珈恋Coffee オーニング設置でオープンカフェ化による客席増加・快適性向上

1789 滋賀県 有限会社 ダンク 4160002012230 レーザー加工機導入による安定供給への取組

1790 滋賀県 株式会社近江商会 1160001006269 次亜塩素酸水及び専用加湿器販売をネットを通じて新規顧客獲得

1791 滋賀県 奥野農機 店舗改装によりお客様との対面時間短縮での営業方法の改革

1792 滋賀県 有限会社アクセス 1160002005055 折れない樹脂フックの魅力発信！特許権利のPRで販路拡大

1793 滋賀県 有限会社塩津海道魚助 9160002007606 食品製造加工体制整備による商品安定供給で販路拡大

1794 滋賀県 株式会社山岡建業 8160001018324 ホームページ開設・活用による感染症リスク回避で販路開拓

1795 滋賀県 ちすき美容室 店舗レイアウトの見直しによる感染症対策と新規顧客獲得

1796 滋賀県 みつとし本舗 自社ＥＣサイトの開設による非対面ビジネス強化で販路開拓

1797 滋賀県 株式会社アイビーロード 5160001000094 ECサイト及びオンラインサロン開設による新たな需要開拓

1798 滋賀県 ヘッドマッサージ ひよりーな 受入れ態勢の整備とECサイト開設による非対面ビジネスへの転換

1799 滋賀県 ユウプランニング 排水管洗浄の自社対応化による水回りトータルサポート事業

1800 滋賀県 株式会社D＆Mグループ 6160001016809 テイクアウト事業強化による新たな販路の獲得

1801 滋賀県 SHOP太郎助 町の鈑金屋からトータルメンテナンスカーショップへ

1802 滋賀県 アーステック株式会社 1160001019493 ICT活用型総合建設会社へ サッシ屋がコロナを逆手に成⾧戦略

1803 滋賀県 山重製陶所 通信販売用の商品開発及びホームページの開設

1804 滋賀県 湖南法律事務所 HP改修による非対面法律相談で効率化を図り依頼数・売上増加へ

1805 滋賀県 魚安 コロナに負けない「おひとり様」への販路拡大事業

1806 滋賀県 銀俵株式会社 4160002011827 ＥＣ機能を持つ統一ブランドサイト「銀俵」の開設と運営構築

1807 滋賀県 高杉司法書士・行政書士事務所 ＷＥＢ相談会の実施による、新規顧客獲得事業

1808 滋賀県 ニコニコ堂 新ブランドでワンランク上の和菓子開発で販路開拓

1809 滋賀県 株式会社リットーメガネ 9160001014272 新製品の非対面販売を可能にする独自ホームページの制作

1810 滋賀県 ほおバル TAKEOUT及びランチタイムの新規顧客の獲得

1811 滋賀県 株式会社L-planning 4160001021463 【DM・パンフレットによる賃貸物件オーナー様・新規顧客獲得】

1812 滋賀県 ⾧浜酒場 和来 真空包装機による生産性向上と看板設置による販路拡大

1813 滋賀県 ジャパニーズ株式会社 7160001017673 滋賀初！オンライン会議室の設置による新規顧客獲得事業！
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1814 滋賀県 BIWAKO DAUGHTERS 新型コロナウィルスの影響を乗り越えるための通信販売強化事業

1815 滋賀県 有限会社 丸駒 3160002008592 コロナ過でも顧客に選ばれつづける店舗づくり事業

1816 滋賀県 すずめのおやど 施設充実や新サービスの情報発信による顧客拡大戦略事業

1817 滋賀県 株式会社西村建具 8160001006931 ホームページの作成で建具のオーダーメイドを発信・販売

1818 滋賀県 株式会社コスモ電設 6160001000762 イーデンキサービス売上向上の為のHP更新による新規顧客の獲得

1819 滋賀県 Patisserie Petit 来店しやすい店作りとＥＣ販売によるＨＰの充実で集客力ＵＰ

1820 滋賀県 フラワーショップ彩華 ネット販売の構築、顧客ニーズに合ったお店づくりで販路拡大

1821 滋賀県 ガレージワイズ 点検・修理の出張サービス事業展開による売上・利益増加計画事業

1822 滋賀県 株式会社ｉｓ ＨＥＲＥ 9160001019610 イベント備品レンタルをECサイト導入で販路拡大

1823 滋賀県 浪乃音酒造株式会社 2160001001418 オンラインショップ開設と新商品開発による収益基盤強化

1824 滋賀県 近江和装株式会社 5160001008113 マスクの販売促進および内製化のための遊休スペース転用事業

1825 滋賀県 ダイコウ醤油 ホームページ刷新による商圏拡大及び新規顧客獲得事業

1826 滋賀県 株式会社アンシェルブ 2160001021614 次世代アロマ製品の商品化実現に向けた新製品開発事業と販路開拓

1827 滋賀県 M’s AUTO ホームページ更新による新規顧客獲得と固定客の定着化

1828 滋賀県 株式会社Ｃｈｏｏｓｅ 1160001020443 自社ポータルの中古車在庫管理システムによる販路開拓事業

1829 滋賀県 株式会社ニシザキ 1160001008579 大手通販と取り組む一般顧客への直送対応システムの構築

1830 滋賀県 はとや 感染予防対策を考慮した店舗改装で集客・売上増加を目指す

1831 滋賀県 山慶商店 新精米機の購入ならびにお米HACCP取得と販路開拓

1832 滋賀県 Ｒ＆Ｈ株式会社 7160001016122 オンラインショップ構築と誌面訴求による新規顧客の獲得

1833 滋賀県 Bulan Bulan 日常的に使えるアート商品の開発と、ネットを通じた新規顧客獲得

1834 滋賀県 一清 非対面型行政書士事務所の基盤を支えるためのシステム構築

1835 滋賀県 K’ｓ−tec LED看板設置による事業拡大

1836 滋賀県 ドロップス 飲食店からのイノベーション 自社ホームページ新設で物販開始

1837 滋賀県 KIRARA 近隣飲食店との連携による新規顧客獲得大作戦

1838 滋賀県 有限会社 小泉 6160002009209 ホームページリニューアルによるラクラク査定、ラクラク販売

1839 滋賀県 ＴＯＲＡＳＡＲＵ ケーキ類の通信販売強化事業

1840 滋賀県 Kishida House 地方のゲストハウスで仕事も遊びも満喫してリフレッシュ

1841 滋賀県 株式会社Miracleマネージメント 5160001009268 オンライン営業の導入で顧客と商圏を拡大

1842 滋賀県 株式会社香凜舎 7160001017582 スイーツ・ダイニングのオリジナル商品拡販プロジェクト

1843 滋賀県 雅喜建築 株式会社 1160001022547 HPリニューアルによる非対面型ビジネスモデルの構築

1844 滋賀県 株式会社放夢 4160001001787 ホームページ上で対面と同クオリティの営業・契約者ケアの提供

1845 滋賀県 有限会社大家 8160002000396 コロナ禍において差別化を図るパッケージデザインのリニューアル

1846 滋賀県 小柳司法書士事務所 ホームページからの商業登記申込とＷＥＢ顧問制度の導入

1847 滋賀県 株式会社錦西テック 3160001012463 WEB受注システム導入による、受注増加及び販路拡大事業

1848 滋賀県 株式会社okunaga 3160001007760 感染防止対策徹底業者をブランドとする戦略及びPR

1849 滋賀県 笑福 コロナ禍によるデリバリー販売の強化のための環境整備

1850 滋賀県 株式会社ジーザック 2160001012316 LINE（読売）を活用したHP・チラシ連動型リフォーム提案
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1851 滋賀県 株式会社栄 5160001011918 非接触型営業の構築と自社ブランド力を高める広報・宣伝活動

1852 滋賀県 神輿丸 一本釣琵琶マス漁及びネット販売による非対面型ビジネスへの転換

1853 滋賀県 株式会社泰山堂 3160001006779 コロナ禍において顧客との新たなコミュニケーションを育む事業

1854 滋賀県 薬膳サロンつむぎ 店舗販売促進のための環境整備とネット販売での新規顧客の獲得

1855 滋賀県 冨田酒造有限会社 7160002007310 自社の魅力が伝わる酒類販売ＥＣサイトの構築

1856 滋賀県 yomogincho 新商品開発とＥＣサイト強化による売上アップ

1857 京都府 株式会社 渋谷農園 2130001051465 市場出荷依存からの脱却のための生産主導販売チャネルの確立

1858 京都府 木工房 弓槻 展示スペース提案と通販サイトによる販路開拓と非対面型への事業

1859 京都府 有限会社アクテス 1130002025048 テイクアウト専用販売所設置の為の整備

1860 京都府 高田茶園 茶濃香 サプライチェーンの毀損の為、自社保管庫の設置

1861 京都府 はしもと整骨院 超音波治療器を用いた施術サービスの開発と予約制による密回避

1862 京都府 Relish 食から始まる循環型の暮らしの提案

1863 京都府 らふ工房 新しい生活様式を想定した古民家カフェ＆ギャラリーへの転換

1864 京都府 稜美工務 HPにて当社のデザイン性をプレゼンし顧客獲得を狙う

1865 京都府 Cafe tabitabi デリバリー事業と店内営業を並行して実施するための設備投資

1866 京都府 ふかしのの里 マンゴープリンの商品化と、少人数での貸し切り営業実施

1867 京都府 阪村精圧株式会社 7130001039051 梱包・出荷作業の体制強化による信頼度向上と販路開拓事業

1868 京都府 ヨガ オンラインによるストレスリリースヨガレッスンの構築

1869 京都府 三和モーター商会 エアコンリフレッシュサービス開始による新規顧客開拓事業

1870 京都府 有限会社 PROSIT 7130002028202 時間制貸し切りのパーソナルスポーツジム

1871 京都府 三笑亭 大広間を仕切って団体利用から少人数グループ客の開拓へ！

1872 京都府 西山電気設備工事 リフォーム工事の内製化と販売強化事業

1873 京都府 ビオ・ラビッツ株式会社 8130001066722 農食体験ツアー企画と動画配信による顧客獲得プランの実践

1874 京都府 波部産業株式会社 2130001035096 信頼度UP米穀で、売上UP+農業資材も売上UP作戦！

1875 京都府 民宿 久や かやぶき家屋で⾧期滞在可能な一棟貸し新サービス事業

1876 京都府 有限会社 龍雅設備 4130002031365 ＨＰリニューアルによる自社独自の高機能換気設備販路開拓事業

1877 京都府 パール染色株式会社 8130001034943 コロナ後のローテク手捺染加工の可能性と応用

1878 京都府 有限会社ビスクグループ 4130002028659 新店舗における人気商品のテイクアウト、配達サービスの取り組み

1879 京都府 COMPASS 通販、在庫、撮影、配送システム構築で新たな顧客獲得

1880 京都府 mm coffee コーヒー豆の小売業開始と魅力あるテイクアウトメニューの拡充

1881 京都府 株式会社丸義製作所 8130001030439 ビニール加工職人が作る透明で柔らかいシールドマスクの開発販売

1882 京都府 有限会社 プライム・ジャパン 6130002025753 デリバリーカットサービス事業による新たな顧客獲得戦略

1883 京都府 あらい農園 自社生産サツマイモを使用した干し芋の製造・ネット通信販売

1884 京都府 上田自動車サービス工場 先進運転システムに対応！ピンチをチャンスに変え販路開拓へ

1885 京都府 有限会社園福自動車工業 9130002032953 外注整備を内製化し、修理期間短縮により顧客満足度向上計画

1886 京都府 松利 お客様専用洗面台設置と応接空間の確保による集客対策

1887 京都府 株式会社 ゆびはり 3130001058633 会社への訪問施術の新メニュー作成とネットを通じた新規顧客獲得
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1888 京都府 ＸＹＺ 歯科技工におけるデジタルワークフローシステムの導入

1889 京都府 株式会社西原エンタープライズ 1010401130716 展示会・ECサイトでの新規顧客獲得事業

1890 京都府 株式会社野の花工房 9130001056771 インストラクター、フリースタイル両講座の新規受講生集客強化

1891 京都府 北村写真研究所 コロナに負けないフレキシブル写真館

1892 京都府 有限会社 ケーワイ商会 9130002031393 SOLIDWORKS導入による販路拡大と設計業務の非対面化

1893 京都府 アドバンスレザーファクトリー 徹底的な店舗の周知と集客！そしてマイブランドのスキルアップ！

1894 京都府 有限会社 樹商事 3130002031705 自社ＥＣサイトを主としたインターネット販売網も段階的構築

1895 京都府 有限会社永田茶園 3130002030789 海外及び国内ECサイトを利用した非対面型ビジネスモデル強化

1896 京都府 杉本株式会社 5130001038096 ワンランク上の価値あるリノベーションによる新規顧客獲得

1897 京都府 ベーカリあたか デジタルオーブン導入による新商品開発に伴う販路拡大

1898 京都府 農業生産法人華やぎ観光農園株式会社 1130001046004 「三密防止を徹底したいちご狩りの営業体制の構築」事業

1899 京都府 株式会社 立志館山城 7130001049991 オンライン授業による非対面ビジネスモデルの確立

1900 京都府 山下新壽園 新壽園・京田辺市産宇治玉露～インターネット活用販路拡大事業～

1901 京都府 リラックス施術スペースゆるり村 オンラインカウンセリングシステム導入による非対面型診療

1902 京都府 京都西川茶園 「西川茶園製造・石臼碾き宇治抹茶」のカジュアル展開

1903 京都府 高美機業場 ネットによる新商品事業を中心としたBtoCビジネスへの変換

1904 京都府 株式会社堀尾デンキ 8130001040875 持続可能で消費者ニーズを捉えた地域密着型営業へ繋がるHP構築

1905 京都府 株式会社 アミタ 1130001050286 3D CADソフト、オペレーティングシステムの導入

1906 京都府 株式会社ＬＩＳＡ 9130001063066 新規顧客獲得とＥＣサイトによるオンライン販売の導入

1907 京都府 株式会社 乙訓ホンダ 2130001029949 銀イオン定着持続型除菌施工による新規事業の確立

1908 京都府 カープロジェクト仁晃 コロナ感染不安をお客様に与えずスピーディーな点検を実施する

1909 京都府 池田建設株式会社 1130001029891 アフターコロナでも持続可能な非対面型ビジネスモデルの導入

1910 京都府 株式会社ニシムラ溶工所 3130001054145 大型躯体製缶の対応力工場の為の工場改修計画

1911 京都府 薗田鉄工株式会社 5130001034013 溶接機導入による生産ラインの安定化とオンライン業務への転換

1912 京都府 肴と酒に拘るガジュマル お店の味をそのまま届けます！ガジュマルキッチンカー

1913 京都府 京料理いっぷく亭 紅葉の名所で非密（ひみつ）で楽しむ京料理のための野点

1914 京都府 勝竜ハウジング ニューノーマルを意識したホームページ制作事業

1915 京都府 徐其成(ｼﾞｮｷｾｲ)中国武術研究会 『太極拳とカンフーフィットネスのオンラインスクールの強化』

1916 京都府 Bar flat 新規貸切り客獲得の為換気空調機能強化等の感染症対策と店舗改装

1917 京都府 藤吉 悠 動画配信による非対面型ライブ実施の為の防音環境の整備

1918 京都府 ハル製作所 溶接治具の導入による、新たな消防機械部品ニーズへの対応

1919 大阪府 ダイニングバータマラン 宣伝抜群スクリーン付き持ち帰り専用テラス＆デリバリーシステム

1920 大阪府 メンズヘアーアート佳 プロとオンライン対面しながらのセルフカットで販路拡大

1921 大阪府 ティールームアントルーシー テイクアウトメニューの拡充、額名婚活事業の活性化

1922 大阪府 おとぎ屋 テイクアウトを含むメニュー開発と自社ホームページ作成

1923 大阪府 S.H.Sound 高音質収録の品質強化推進および舞台音響技術強化推進事業

1924 大阪府 岡田染工場 HPの再構築とEC販売システムの導入による新規販路開拓事業
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1925 大阪府 石原クリーニング 安心と技術力のある個人店の無人受け渡しロッカーの設置

1926 大阪府 Ｋ−ＭＡＸ オンライン対応の写真スタジオ導入による着物の魅力発信事業

1927 大阪府 陶磁器工房 静 オーダーメイドの器を中心にした、通信販売事業を新規開拓

1928 大阪府 スマイルふぁくとりー オンラインと反転授業を採用した魅力ある教室のプランド化戦略

1929 大阪府 炭火焼肉カルビ庵 店舗内外へ幅広い食の提供

1930 大阪府 廣岡生花店 仏花専用の移動販売とリアル・オンライン墓参りビジネスへの挑戦

1931 大阪府 無添加kitchen 地元産有機野菜のパンの開発とペット用商品の開発

1932 大阪府 le petit bonheur アフターコロナにおける情報発信の強化・拡充による販路開拓事業

1933 兵庫県 有限会社山よし 4140002046247 香住ガニを活用した新商品開発とテイクアウト強化による顧客開拓

1934 兵庫県 株式会社小林屋 7140001056186 「温泉テレワークのすすめ」温泉宿でのプランの開発

1935 兵庫県 有限会社モードサンク 6140002051261 テラス席とテイクアウトで安心安全を提供する

1936 兵庫県 太助 大鍋から個人鍋へ コロナ禍による安心・安全の取組み

1937 兵庫県 パヌトン ネット通販サイト構築で事業拡大

1938 兵庫県 吉 吉 冷凍商品の開発及びカタログ通信販売による販路開拓事業

1939 兵庫県 有限会社新栄自動車整備商会 5140002053077 フードデリバリー事業参入による収益確保事業

1940 兵庫県 丸福化成株式会社 8140001063297 OEM生産先の開拓およびインターネット販売の強化

1941 兵庫県 卯城総合建築株式会社 2140001065076 新規事業（光触媒・レンタルスペース）による新たな顧客獲得

1942 兵庫県 修味 自社ホームページとテイクアウト事業による販路開拓事業

1943 兵庫県 オータニ モンゴルの里 新規プランの追加とＥＣサイト構築による販路開拓事業

1944 兵庫県 株式会社山本モータース 1140002046464 リモート車検サービス開始とホームページ新設による新規顧客獲得

1945 兵庫県 お多福 販促「誘導看板設置」＋近隣向「デリバリーサービス」で需要喚起

1946 兵庫県 studio 日々 健康志向の、「基礎力充実オンライン・キッチン教室」実施事業

1947 兵庫県 エス・ビレッジ株式会社 8140001105272 ネットを使ったバーチャル見学を取り入れた販路開拓事業

1948 兵庫県 有限会社鮮魚てらかわ 3140002046215 オンシーズンに向けたテイクアウト部門の創設

1949 兵庫県 ガラス工房 るん 使用感をイメージさせるネットショップで売上強化・新規顧客獲得

1950 兵庫県 株式会社マルマツスポーツ 6140001056311 非対面型レッスン開始による新規顧客の獲得

1951 兵庫県 株式会社アグリヘルシーファーム 6140005008985 無洗米で『美味しく便利に健康に』を売り出し、販路拡大

1952 兵庫県 MITUMOTO スポーツ愛好家に訴求したインソールの売上アップ事業

1953 兵庫県 やまざと リアル・ライブ・動画コンテンツによるアイス屋の新たなる挑戦！

1954 兵庫県 無痛ゆらし療法院つるぎ インターネットで遠隔カウンセリングを行う整体院の革新サービス

1955 兵庫県 有限会社みたけ 1140002035046 ウェブサイトの刷新とネット販売で販路拡大！

1956 兵庫県 Yｓ菓子香房 冷蔵自動販売機で非対面型販売実現と地域の新たな観光名所化事業

1957 兵庫県 旬菜魚しらん お店の味をご家庭で

1958 兵庫県 将家 テイクアウト販売のための設備投資と商店街鍋セット

1959 兵庫県 ＤＩＶＥＲＳ オリジナル商品販売に向けたホームページ開設と認知度向上の取組

1960 兵庫県 株式会社モリ 6140001063662 コロナ禍で学ぶ。非常時でもお客様と繋がれるホームページ作り

1961 兵庫県 A．Zエクリア カンベ 重機導入によるサプライチェーン毀損への対応と売上ＵＰへの取組
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1962 兵庫県 株式会社高砂屋 7140001092099 ピンチをチャンスに！商圏拡大とシェア獲得に向けた情報発信強化

1963 兵庫県 株式会社インデックス関西 7140001095630 訪問増毛施術サービス「デリュスビューティ」

1964 兵庫県 Sweets&Books キノシタ レーズンバターサンドの量産体制構築による非対面型販売強化

1965 兵庫県 かどや食堂 主力メニューのテイクアウトサービス展開による販路拡大計画

1966 兵庫県 谷口商店 淡路島特産「タコ」重点販売開始と土日の朝市注力による販路拡大

1967 兵庫県 株式会社ダイボウ 8140001086117 ダイボウ３新「新HP・新サービス・新規客獲得」コロナ対策取組

1968 兵庫県 かねと窯 プライベート感覚の創出でワンランク上の陶芸体験

1969 兵庫県 春昌 一次産業に携わる漁師が行う、魚を使った総菜の移動販売

1970 兵庫県 ＫＩＴＡＹＡ合同会社 4140003013931 カフェの人気商品を活用した非対面ビジネス構築プロジェクト

1971 兵庫県 有限会社ファクト 7140002046665 先進自動車整備への対応力を高めることで新たな顧客獲得に取組む

1972 兵庫県 株式会社松本 8140001116451 安心してご利用いただける優しい旅館づくりのための整備事業

1973 兵庫県 フラワーショップふれりあ 非接触型ビジネスモデルへの転換による雑貨部門の売上向上事業

1974 兵庫県 いざかや千 テイクアウト・デリバリー販売での売上増加計画

1975 兵庫県 ロッヂ３３ 安全面とサービス面を訴求させた取組による新規顧客獲得事業

1976 兵庫県 幻菓苑遊季 宅配バイクでの配達サービスとＥＣサイト構築による売上増加計画

1977 兵庫県 森のお花屋さん 移動販売に取り組むことによる販路開拓、拡大をめざす！

1978 兵庫県 田園ダイニング＆カフェ Ririha 当店の強み「ハワイアン」を最大限に生かすテイクアウトへの参入

1979 兵庫県 verocafe 商品の冷凍配送・EC販売による非対面型ビジネスモデルへの参入

1980 兵庫県 丹波の空き家相談所 空き家のリアルタイム映像と展示場を活用した新規顧客獲得

1981 兵庫県 グルーヴィーディッシュ グラス コロナに負けないＩＴ＆非対面型システムを活用した飲食店経営へ

1982 兵庫県 株式会社若駒 5140001041396 新しい可能性を見出す自社オリジナル商品の販売事業

1983 兵庫県 後藤旅館 プライベート空間創出とＨＰ開設による販路拡大・商品の安全供給

1984 兵庫県 有限会社北由商店 8140002046375 明治創業老舗水産加工業者が実施する、オンライン商談事業。

1985 兵庫県 株式会社土居工作所 3140001056842 商談専用ルームの設置による、新規顧客の獲得と受注率の向上計画

1986 兵庫県 井上労務管理事務所 非対面の相談サービスを導入し、ホームページで新規顧客を獲得

1987 兵庫県 パナハウスごとう電化 ショールーム新設によるイベントの再開

1988 兵庫県 株式会社絆工房 7140002046335 ネットで完結するオーダーユニフォーム・マスクのECサイト構築

1989 兵庫県 塩川刺繍企画 ネット販売進出による非対面型販売網の新規開拓

1990 兵庫県 株式会社アソシアディスカバリー 6140003009358 有機野菜好き在宅者をターゲットにした直販サイトによる販路獲得

1991 兵庫県 R’s Company ホームページ作成及びＥＣサイト構築による非対面ビジネスの導入

1992 兵庫県 有限会社ニシガキ 6140002046419 ＥＣサイト制作によるインソールの販路拡大と店舗の認知度向上

1993 兵庫県 おいでや 宅配用車両導入で新事業展開

1994 兵庫県 有限会社湯村炊飯センター 6140002047020 新温泉町地域ブランド食品のオンライン通販事業

1995 兵庫県 武内製麺株式会社 8140001106873 非接触販売へ、こだわり麺の周知とネット販売拡大事業

1996 兵庫県 さろん・ピュアムック コロナに打ち克つ理容サービス提供体制を強化するための設備投資

1997 兵庫県 旅館 ふる里 高原で創り出す十割そばと感染予防対策の店内づくり

1998 兵庫県 株式会社ピーエムシー 2140001085157 非対面型サポート付サービスサイト構築によるブランディング事業
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1999 兵庫県 鳥富 HP開設によるテイクアウトの強化と三密回避による販路拡大

2000 兵庫県 ひかりや 100%自社オリジナルのジュエリーによる増客計画

2001 兵庫県 WAKELIP’S ＥＣ・予約相談フォーム設置及び施設整備により顧客獲得

2002 兵庫県 株式会社ハンターズインク 1300001010719 自宅で作れる鍋セットや揚げ物等のテイクアウトで新規顧客獲得

2003 兵庫県 ELFLOCK バックシャンプー施術による“ウィズコロナ”でのサービス対応

2004 兵庫県 喫茶アカネ コロナ徹底対策をした店舗改装とテイクアウト事業による顧客獲得

2005 兵庫県 株式会社エムズライン 6140001046948 ＷＥＢサイト構築によるテイクアウト販売強化と生産性向上事業

2006 兵庫県 Beauty salon Wiz 『HP開設による新規顧客開拓と予約システムの構築計画』

2007 兵庫県 日本玩具博物館 対面型からＥＣ販売へシフトチェンジし、集客・売上を強化する

2008 兵庫県 株式会社エイジ 6140001080014 会員専用動画サイト・雲梯による非対面トレーニング

2009 兵庫県 松月堂 HPを構築し地元食材を生かした新商品をネットで販売・PR

2010 兵庫県 株式会社ナイス・スイミング 7140001075038 ホームページ及びSNSの一新とWEB上で各種手続きを導入する

2011 兵庫県 Ｍｒ．Ｍａｓａ ＣＯＦＦＥＥ 「自家焙煎でのステイホームコーヒー価値提供とネット通販拡大」

2012 兵庫県 CoreHabits ダンス、ヨガのオンラインレッスン強化PR事業

2013 兵庫県 新崎製瓦所 顧客ニーズ対応の自社一貫オリジナル製品の生産体制力強化

2014 兵庫県 株式会社八勝⾧谷製麺 7140001085978 生産性向上用機械導入でウィズコロナ時代のおうち素麺対応力強化

2015 兵庫県 株式会社フェミニテ 3140001105780 新たな顧客獲得に向けEC販売を実施する為の投資

2016 兵庫県 生野町温泉開発株式会社 9140001046755 特産ハヤシライスのレトルト商品化と温泉商品開発で販路拡大事業

2017 兵庫県 Pura  Vida 自宅でも美容室でもハイクオリティー

2018 兵庫県 白浜興業株式会社 3140001085619 ドローンを活用した住宅点検による販路開拓

2019 兵庫県 株式会社ＨＡＮＡ 3140001115086 ホテル利用者の感染リスク軽減とテイクアウト事業注力

2020 兵庫県 株式会社嶋本食品 2140001085628 次世代大型計量器導入による新規顧客開拓

2021 兵庫県 愛石株式会社 1120901014481 宝塚桜葬「そら」樹木葬のＥＣサイト開設による販路開拓

2022 兵庫県 株式会社さえき仏壇店 5140001040365 安近短！昔から安心の店が身近なネットで短時間で心を届ける事業

2023 兵庫県 笹倉織布 内製化による社内一貫製造体制の確立と非対面営業による販路開拓

2024 兵庫県 MATAHARI芦屋 【ホームページのリニューアル】

2025 兵庫県 小倉綜合建材有限会社 6140002032534 自社WEBサイト・販売サイトの作成による新販売手法の確立

2026 兵庫県 Mother Leaf ecサイトから非対面で物販のサービス強化

2027 兵庫県 播磨観光開発株式会社 3140001075058 予約およびフロント業務の無人化による新規顧客獲得

2028 兵庫県 藤の坊株式会社 8140001066564 お一人様用小鍋と新型レジ導入による経営の安定化事業

2029 奈良県 cafe&kitchen MANABI テイクアウトメニューの開発と設備導入及びテイクアウトＰＲ事業

2030 奈良県 株式会社CAR HEART 1150001018488 パーツ部品のＥＣサイトと来店不要のＷＥＢ販売システムの構築

2031 奈良県 TIA HAIR DESIGN ネット販売強化のための広報とサロンコンセプトに合った店舗改装

2032 奈良県 プラチナ食堂 当店人気のハンバーガーをテイクアウトに！新商品開発とＰＲ事業

2033 奈良県 株式会社千の輪 7150001020785 テイクアウトの開始と個室型の音楽レンタルスペースへの改修事業

2034 奈良県 シャミー株式会社 9150001005850 コロナ禍でインターネット販売を強化するためのネット広告事業

2035 奈良県 株式会社オーエム 6150001005622 新たな小口顧客、一般顧客を獲得するためのネット活用事業
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2036 奈良県 株式会社とんまさ 7150001005935 SNS広告を活用したネット通販こだわりテイクアウトで売上回復

2037 奈良県 株式会社介護のおくむらさん 8150001016824 ネットを活用した完全非対面型シニア向け住宅の紹介事業

2038 奈良県 株式会社スペースマイン 6150001005738 コロナに負けない本物の安心安全な住まいを届ける住宅会社に！

2039 奈良県 株式会社duo 6150001020448 対面型ネイルから非対面型ネイルチップ制作のための作業場の改装

2040 奈良県 ROCOCO relaxation salon 新メニュー開発のための美容機器導入とECサイトによる物販事業

2041 奈良県 株式会社吉川屋 1150001008992 「お電話ください配達します！いつもの品をご自宅まで！」事業

2042 奈良県 シズミ印刷所 スピードと品質 コロナ禍のピンチを生産内製化で新ステージへ

2043 奈良県 株式会社 Majestic Plan 7150001022187 ベーシックスキル動画を使ったECサイトによる非対面販売の強化

2044 奈良県 堤商店 丹念に、ていねいに育てた山の芋を消費者にネット販売構築事業

2045 奈良県 株式会社 thank 3150001020938 テイクアウト強化で多店舗化促進事業

2046 奈良県 欧風バル ブロスーゴ パスタソースのネット販売と安心ご利用してもらうための内装工事

2047 奈良県 お好み焼 鉄板焼き 春道 テイクアウト開始告知チラシと店内個室化で売上回復事業

2048 奈良県 Noosa resort dining デリバリーで南国リゾート空間！専用配送車導入で新規事業開始！

2049 奈良県 麺場力皇 感動を生む最高のラーメンを衛生管理の徹底した店内で体験

2050 奈良県 株式会社夢工房 8150001006503 ネット予約に対応したHP開設とテイクアウト開始広告で売上回復

2051 奈良県 フォトオフィス タケシタ ECサイト構築とリモート旅行撮影による販路開拓事業

2052 奈良県 なわや高橋 非対面型「リモートクラフトバンド教室」スペース整備と集客事業

2053 奈良県 有限会社天野 3150002006746 真空機導入によるテイクアウトメニューの充実と広報事業

2054 奈良県 株式会社ＭＡＲＵＫＡＩ 8150001010240 非対面型支払いツール「券売機」導入による衛生環境の構築

2055 奈良県 らーめんいち庵 テイクアウトの充実と安心の飲食空間の創出事業

2056 奈良県 田中屋 非対面型広報媒体ホームページ作成による集客力向上計画

2057 奈良県 カラオケスタジオ 歌人 個別レッスンの充実とフロアを活かしたレンタルスペース事業

2058 奈良県 café＋bar JaM 非対面型営業でＰＲ！テイクアウトメニュー充実で新規客獲得計画

2059 奈良県 ほか弁 なつめ 手づくりおかずをデリバリー！コロナ禍での新しい食の楽しみ方

2060 奈良県 （有）荒神の里 笠そば 7150002007014 感染防止対策は万全に！新そばのPRは非対面型営業で！

2061 奈良県 Moon&Star WEBページの新規制作及び最新型故障診断機の導入

2062 奈良県 浜鮨 テイクアウト＆デリバリーをＰＲして販路開拓！新規顧客を獲得！

2063 奈良県 手づくりそうざい ふじもと 親子で地域に愛されるお店へ！テイクアウト事業の販路開拓事業

2064 奈良県 有限会社 ゴトウ木材 2150002006821 一般消費者への販路拡大を目指した非対面型ビジネスモデルの構築

2065 奈良県 松浦塾 コロナに倍返し！『双方向型オンライン授業』販路開拓事業

2066 奈良県 株式会社三輪そうめん小西 9150001010082 非対面型『三輪そうめん』販売のための新規ホームページ構築事業

2067 奈良県 酒蔵レストランGIROCCO 家飲み需要に応えるバーテンダーが作る大人のチーズケーキ事業

2068 奈良県 山里café 一本の樹 「山里cafe一本の樹」の味を、瓶に詰めてお届けします。

2069 奈良県 ひらの整体院 整体院高単価顧客獲得オンラインコンサルティング

2070 奈良県 御所薬舗株式会社 9150001014034 WEB海外展示会への出展による新販路開拓と新商品開発事業

2071 奈良県 株式会社コメダ 9150001014694 密を避けた店舗リニューアルとＥＣ販売事業の開始

2072 奈良県 ＩＰＤ コロナ過でも自宅で楽しむモノづくり商品企画・開発プロジェクト
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2073 奈良県 Lu-na.terra 「オンラインショップ設立による新規顧客開拓」

2074 奈良県 焼肉ホルモン味園 新商品(テイクアウト商品)の開発、ホームページの開設及び広告

2075 奈良県 宇陀観光株式会社 1150001010107 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業

2076 奈良県 古道具 山ノ葉 ネットショップ開設による売り上げの向上と買い取りの強化

2077 奈良県 小春日和 販路開拓に向けたECサイト構築による新規販売チャネル創出事業

2078 奈良県 株式会社 ニューブリッジ 5122001030471 オンラインの活用による人材派遣業の新たな取組

2079 奈良県 角谷工務店 安心・安全のＰＲ オンライン商談用ＨＰ作成とＰＲ事業

2080 奈良県 Blue Ocean Tradings合同会社 2150003001318 ＨＰと動画・画像作成によるオンライン業態の強化

2081 奈良県 リラクゼーションカフェシャンドウルール テイクアウトとデリバリー販売強化による販路拡大事業

2082 奈良県 株式会社MSTアシスト 9150001022458 自社HPとECサイト構築による物販販売強化事業

2083 奈良県 KODAMABASEBALLFIELD コロナ時代にあった予約システムの構築及び新規顧客獲得促進事業

2084 奈良県 株式会社ヤマト建設 9150001011353 一般客へ！花・野菜の移動販売と動画でする非対面型商品PR開始

2085 奈良県 株式会社平城トラベル 2150001012003 ウイズコロナ時代に対応した旅行会社の新たなお客様への提案事業

2086 奈良県 岡本釦工業所 サプライチェーン再構築！自前による高付加価値ボタン創出事業

2087 奈良県 株式会社ＡＳＵＫＡ癒俚 5150001012132 自社WEBサイトの再構築による明日香宿泊モデル強化事業

2088 奈良県 浦野自動車 オンラインとオフラインの融合による新たな顧客創出事業

2089 奈良県 株式会社島田工務店 2150001011649 新規設計CADソフト導入による建築設計のオンライン提案事業

2090 奈良県 CST ウィズコロナに対応した実店舗再構築と高付加価値ECサイト事業

2091 奈良県 和田翻訳事務所 非対面型の営業活動を強力に支援するホームページ制作

2092 奈良県 東鍼灸整骨院 ＥＣサイトで通販とトレーニングで密接さけて経営の安定化

2093 奈良県 株式会社M’s choice 3150001023940 ジャパンフェスinドバイ最新の日本の・ひと・もの・ことを発信

2094 奈良県 株式会社ダイコー 8150001013037 コロナ禍に順応した店舗改修とWEBでの販路拡大事業

2095 奈良県 おうち保育室hissi-patch テレワークで人形を製作し非対面販売する為の商品開発と仕組作り

2096 奈良県 たいらと和味 当店独自メニュー『魚串』の移動販売で新たな売上確保を目指す

2097 奈良県 株式会社swallow 8150001020446 ステイホームで負担増の家事を軽減するためのテイクアウト販売

2098 奈良県 八剣伝 王寺駅前店 FC加盟からの独立と店内改装による新規顧客獲得・売上拡大事業

2099 奈良県 北斗武道具 国産武道具を主軸とするネットを活用した新規顧客の獲得

2100 奈良県 さくらいとれとれ市場株式会社 3150001017240 入荷情報等リアルタイム発信とネット注文可能なシステム構築

2101 奈良県 洋食処 奏家 認知度あげる宣伝広告で顧客を取り戻し、売上を回復する。

2102 奈良県 こころやエンターテイメント株式会社 4150001014889 真心感染症対策（オゾン発生器とモバイルオーダー）

2103 奈良県 有限会社 青龍 2150002009907 店内提供メニュー及び関連する開発商品のネット通信販売

2104 奈良県 サントウニット株式会社 2150001015360 BtoB用サイトとＥＣショップ構築によるオンライン販路の開拓

2105 奈良県 有限会社 なちゅらる 9150002009215 SNS活用でオーガニックランチのテイクアウト・デリバリー促進

2106 奈良県 有限会社やまと泰山 6150002010225 『きもの』っていいなぁ。いいね！をポチッと

2107 奈良県 吉野 山桜 近藤 山桜 近藤の味を気軽に、EC事業拡大に伴うHP刷新事業

2108 奈良県 柿の葉すし ひょうたろう 既存事業からの脱却～ネット通販＆催事を活用した事業拡大～

2109 奈良県 たつみ 自社ホームページを活用したWEB販売の仕組みづくり構築



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第４回締切分採択者一覧

※重要

 採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

 追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

2110 奈良県 矢的庵 お家でお蕎麦！吉野山からこだわり蕎麦のデリバリーはじめます

2111 奈良県 村田商店 非対面型ビジネスモデルへの転換の為の店舗改装と新商品開発

2112 奈良県 水盛園 非対面型で安心安全。全国に美味しい梨を届ける通販サイトの構築

2113 奈良県 吉膳 吉野産杉・桧のＢｔｏＣ向けＥＣショップで販売開拓

2114 奈良県 おかめひょっとこ 居酒屋名物食材・空きスペースを活用した新業態ラーメン店の開業

2115 奈良県 前岡物産 地域食材の強みを活かしたオリジナル自社商品の開発と販路開拓

2116 奈良県 ショップＡＺＺ 自動車整備の高度化に対応する最新設備導入による収益力向上事業

2117 奈良県 ゲストハウス POST INN 自家焙煎コーヒー豆の店頭・ネット販売＆カフェのデリバリー提供

2118 奈良県 幸加商事有限会社 1150002011054 予約システム導入と週末花火イベント開催による新規顧客の獲得

2119 奈良県 株式会社キクヤ 5150001016372 外注作業（大型車整備）の内製化による利益率向上と新規顧客獲得

2120 奈良県 株式会社いちなる 3150001017372 「オンラインセッションの拡充と売上の拡大」

2121 和歌山県 岡達（オカファーム） 高品質な原材料の安定生産と、百貨店への新規開拓強化事業

2122 和歌山県 みちうえ農園 ネットショプ強化でコロナ禍のリスク回避。販促手段の一つに！

2123 和歌山県 じぞうど ヒートベンチのある快適空間での整体・体験スペース作り事業

2124 和歌山県 株式会社ハート 6170001016106 県産品の全国通販事業によるビジネスモデル転換事業

2125 和歌山県 ＡＭＯ 事業計画再構築による集客大作戦～お客様の不便解消への取組み～

2126 和歌山県 和み協会 オンラインレッスン新規開設による新規顧客開拓事業

2127 和歌山県 株式会社いなみの里梅園 4170001010201 ホームページリニューアルとウェブによる対話システムの導入

2128 和歌山県 目ジカラLAB 会員専用ECストアの開設による非対面ビジネスモデル転換

2129 和歌山県 ナチュラルガーデン 「美味しいを届けたい！」ＨＰとＥＣサイト構築による販路開拓

2130 和歌山県 有限会社 玉一商会 8170002005675 コロナ時代の宿を楽しむ環境提供による販路開拓事業

2131 和歌山県 民宿 えびす 空気清浄・給気換気機で清潔で安全なお宿に大変身！大満足！

2132 和歌山県 パティスリーＴＡＭＡＮＯ セルフレジ導入によるお客様の安心・安全促進事業

2133 和歌山県 茶房 靖 本宮硝子人気セット販売に伴うHP作成・オンライン決済の導入

2134 和歌山県 ＊天花＊ 海ニャンパフェで＊天花＊のシフォンとお菓子のまち海南をＰＲ

2135 和歌山県 森谷自動車 最新大型４柱リフトの導入による大型乗用車整備の内製化事業

2136 和歌山県 株式会社はし杭 5170001016024 デリバリーによる売り上げ増加と自動手洗い器による感染予防

2137 和歌山県 お食事処 なわ 新しい生活様式・テイクアウトのお店を始めます。事業

2138 和歌山県 Ａｍｒｉｔａ株式会社 4170001015464 ＥＣサイト設立による非対面型ＢｔｏＣ販路開拓事業

2139 和歌山県 大将閣 逆境に打ち勝つ安心安全な店づくり

2140 和歌山県 木下水産物株式会社 2170001011639 新たな冷凍加工食品開発による販路開拓

2141 和歌山県 株式会社マエシバ 4170001012503 テレビCMによる非対面型モデルハウスへの誘客事業

2142 和歌山県 株式会社九重雜賀 3170001008221 ニューノーマルに対応した蔵元直販（BtoC）による販路開拓

2143 和歌山県 料理宿 橋本荘 高級天然クエを鮮度抜群の状態での安定供給を可能とする宅配事業

2144 和歌山県 井戸健治建築研究所 web会議システムを活用した遠方地の顧客対応と新規顧客獲得

2145 和歌山県 ゲストハウス三軒家 当古民家を利用したテイクアウトスタイルのカフェによる販路開拓

2146 和歌山県 菓匠 松栄堂 高野山初！ドライブスルー方式導入による販売促進事業
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2147 和歌山県 アトリエ洒落 オリジナルグッズの開発及びネット販売による販路の拡大

2148 鳥取県 大谷酒造株式会社 3270001004895 コロナ禍における酒蔵の環境整備と新商品販売によるV字回復

2149 鳥取県 クラデン 乾燥工程の効率化による生産性向上と新規顧客開拓の取組

2150 鳥取県 有限会社 中の原銀嶺 1270002008559 コロナ禍対応設備導入及び県内客・家族利用に向けた販路開拓

2151 鳥取県 川西 正芳 作品紹介動画の作成による、訴求力の高い非対面営業の実現

2152 島根県 株式会社丸加石材工業 1280001002883 「リモートお墓参り事業」

2153 島根県 パン工房パキノ  コーヒー豆のネット通販を中心とした新規顧客獲得事業

2154 島根県 匹見タクシー 顧客満足度向上による販路開拓事業

2155 島根県 株式会社みそら 5280001007004 感染防止対策の徹底とプロモーションの展開による集客促進事業

2156 島根県 イタリアンカフェ ラディーチェ 新型コロナ感染症第３波に備えてテイクアウト営業を強化する

2157 島根県 深田建具店 ECサイトによるセミオーダー家具販売で新ビジネスモデルを構築

2158 島根県 有限会社奥出雲葡萄園 4280002011261 『ワインサーバー導入による非対面・非接触型サービスの提供』

2159 島根県 若松家 『屋台式キッチンカーで若松家の味を届ける販路拡大事業』

2160 島根県 株式会社アスコ 5280001006682 製造工程の拡大で新たな受注による生き残り戦略

2161 島根県 有限会社直江薬品 6280002006383 新聞広告掲載、ショッピングサイトの構築による販路拡大事業

2162 島根県 三洋自動車有限会社 1280002006322 自社をPRする効果的な看板設置で新規個人顧客獲得

2163 島根県 レンタルスキーショップK２ 自社ＨＰに決済システム導入し、非対面でのレンタルサービス事業

2164 岡山県 富岡珈琲 インターネットによる本格自家焙煎豆の販売開始と周知への取組み

2165 岡山県 シーズ株式会社 8260001003200 全国の塗装業者へ非対面で自社製品を販売するECサイト制作

2166 岡山県 じん整骨院 非接触型治療を行うための新規トレーニング機器導入

2167 岡山県 スタイルエフ株式会社 4260001010002 オンラインツールを活用した営業体制の構築と広報・周知の取組み

2168 岡山県 三宅酒造株式会社 9260001016011 地元総社市産の米を使用した酒をリーフレットとネットで販路拡大

2169 岡山県 お好み焼きミロ 安心安全空間の創出と生産性向上によるテイクアウトの本格参入

2170 岡山県 亜・杜・里・江 夢美 SNS等を活用した非対面型ビジネスモデルの確立

2171 岡山県 Diverse Design株式会社 7011201020606 日本語、英語、中国語対応のオンライン型有料キャリア相談

2172 岡山県 ゲストハウス曙だるま 素泊まり屋根付きバーベキュープランによる新規顧客の獲得

2173 岡山県 株式会社スギモト 6260001008548 ガス集中監視装置の遠隔処理による検針業務非対面化と遠隔地対応

2174 岡山県 にこにこ亭 お客様が笑顔になれるメニュー開発と安心して来店できる店舗改装

2175 岡山県 有限会社シバムラ 7260002014552 ECサイト・ホームページ制作によるサービス拡大事業

2176 岡山県 にんにんホーススクール 新たな顧客獲得のため集客に向けたPR広報事業

2177 岡山県 有限会社 板野酒造場 9260002000807 新しい生活様式にあったオンラインによる顧客とのつながり構築

2178 岡山県 ふじもと建販株式会社 5260001028869 地域のポータルサイト構築による新事業展開で新規顧客を獲得

2179 岡山県 本格手打ちうどん かず丸 「家で楽しむ本場のうどん！」テイクアウト販売の強化

2180 岡山県 有限会社 永井設備 3260002031097 コロナ対応の営業ツールとしてのホームページ製作事業

2181 岡山県 有限会社 岡オート商会 3260002002107 電子制御装置整備の内製化による車検売上高増加及び新規顧客獲得

2182 岡山県 丸本酒造株式会社 3260001017980 ＥＣサイト再構築による「竹林ブランド」の認知度向上と販路拡大

2183 岡山県 MOM’s CAFE ソフトクリーム等のテイクアウト開始よる新規客等の獲得
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2184 岡山県 株式会社 氷室とうふ 1260001019401 生産性向上とEC活用の非接触販売開始による販路拡大

2185 岡山県 パン・パパン＆-隠れ家-田作 当店の周知を図り、移動販売先の販路拡大及び新規顧客獲得

2186 岡山県 株式会社マルヨシ 3260001021702 ”アフターコロナ”を視野に入れた地域密着型店舗の販路開拓事業

2187 岡山県 太陽窓業株式会社 2260001004030 CADソフト購入による主要取引先向けへの販売促進事業

2188 岡山県 聖萬堂株式会社 2260001021001 チョコレート商品開発と電話注文・ネット販売による新規客獲得

2189 岡山県 ノザキサイクル じっくり自転車が楽しめる試乗空間の提供

2190 岡山県 レイラニ オンラインフラダンスレッスン開始による販路開拓事業

2191 岡山県 有限会社 太田建築所 5260002026946 建築専用３Ｄソフト導入による立体図面リフォーム提案で販路拡大

2192 岡山県 恒枝直豆 陶芸用ガス窯の整備による窯焚き工程の内製化

2193 岡山県 牡蠣の家しおかぜ 自分用お取り寄せの商品の開発によるネットショップの強化

2194 岡山県 OHANA オトナ女性に安心・安全・負担の少ないサービスを提供し販路開拓

2195 岡山県 有限会社槙本風味堂 6260002034064 サプライチェーン毀損に対応するための冷凍庫等対応設備の購入

2196 岡山県 ヘアーサロンペペ セルフレジ導入による接触機会減少による他社との差別化

2197 岡山県 Hair Studio 10 新たにオンライン講座サービス提供のための店舗改装と販路開拓

2198 岡山県 焼肉こてつ 当店の取り組みをHPでPRし新たに地元のファミリー層を獲得！

2199 岡山県 有限会社NOA 9260002032214 「テイクアウト」と「オーベルジュ」の展開による新規顧客獲得

2200 岡山県 キッチンかいぞく キッチンカーによる移動販売の推進事業

2201 岡山県 古林畳店 「抗菌畳」の非対面商談サービス周知による販路開拓

2202 岡山県 有限会社 西橋工業 2260002020282 自社生産・品質向上に向けた設備導入とチラシ発行による販路開拓

2203 岡山県 松本紀子 非対面型オンライン写真講座の事業化

2204 岡山県 佑悠 サイト制作による、代理店からの受注増大。

2205 岡山県 装寝具のカトウ インターネットをフル活用！接触減少でも売上アップ！

2206 岡山県 ノーリミッツ岡山 個別指導部屋を充実し安心安全なフィジカルディスタンスを確保

2207 岡山県 有限会社美絹糸院 9260002029202 スマホ対応ホームページを使っての新規お客様の開拓、全国発信

2208 岡山県 おいもマルシェ 新商品開発及びホームページ作成によるネット販売拡大計画

2209 岡山県 株式会社 三船商店 5260001020272 加工ツール導入による高品質オリジナル商品の製造販売の拡大

2210 岡山県 株式会社 一文 2260001033632 ホームページ開設と個室での非接触型飲食事業

2211 岡山県 株式会社のと香 4260001020967 自社サイトリニューアルでバスツアー魅力発信、非対面型受注実施

2212 岡山県 ビューティーサロン YOU 非対面接客割合の増加と新サービスの導入による顧客満足度向上

2213 岡山県 ありまま倶楽部 料理教室集客コンテンツによる非対面型のオンライン事業への転換

2214 岡山県 美咲ブルーファーム寒竹 ホームページ及びネット販売を活用した非対面型販売促進の実施

2215 岡山県 カーファクトリーライムス ASV車両の整備体制確立による競争優位性の獲得

2216 岡山県 進学塾 幸風館 オンライン授業の展開による新規顧客獲得

2217 岡山県 有限会社和技 5260002034065 新たな機能をもった最新型工業用ミシンの導入による業務拡大

2218 岡山県 株式会社ナノビレッジ 3260001026908 竹で遊ぶ宿づくり＆子どもの絵オリジナルグッズのネット販売開始

2219 岡山県 Blue Berry はるな園 地域特産物を活かした非対面農業体験型新事業とネット販売の開始

2220 岡山県 クラフト坊 コロナ禍で需要増加したキャンピングカー用ステッカー事業の拡大
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2221 岡山県 朝日堂 券売機導入による接触機会の減少と女性客獲得に向けて販路開拓

2222 岡山県 興成開発株式会社 2260001018996 小型建設機械導入による小規模工事の販路構築事業

2223 岡山県 埜藝菓 withコロナ時代に則した安心な店作りとテイクアウト商品開発

2224 岡山県 アイ・クリエイト株式会社 4260001034554 HPによる中古車販売強化と複合サービス提供による売上増加

2225 岡山県 有限会社 濱建 7260002024568 農産加工部門の自社加工実現による商品の安定供給と利益向上

2226 岡山県 有限会社シビルエンジニア 6260002027472 訪問型営業から非対面型営業へのビジネスモデル転換事業

2227 岡山県 株式会社LikeFamily 1260001034152 クラウド技術を用いた拡張現実によるリモート立会いサービス事業

2228 岡山県 アオエテック株式会社 9260001015277 自社HP・パンフ活用と「非対面打ち合わせ」実現による販路開拓

2229 岡山県 ＧＲＡＰＥ ＳＨＩＰ株式会社 7260001033628 非対面によるメイドイン倉敷産の高級葡萄と果実酒の販路開拓

2230 岡山県 あすなろ工房 自社ホームページの全面改定によるネット販売拡大事業

2231 岡山県 株式会社ヘルシーマッシュルーム 9260001012357 コロナ禍でも対応できる営業ツールとしてのホームページの作成

2232 岡山県 タムラ 外注依存から自社施工体制強化に必要な機械設備の内製化

2233 岡山県 紙屋本店 インターネット活用による店舗で購入できないお客様への販路開拓

2234 岡山県 株式会社イーテック 8260001020039 緊急対応を切り口にした民間需要獲得サービス

2235 岡山県 ＢＺＰ Ｇａｒａｇｅ株式会社 6260001033001 自社ホームページ、車両パーツの通信販売ＥＣサイト開設とＰＲ

2236 岡山県 有限会社武田自動車 2260002011769 サプライチェーン回復のためのエアコン修理作業内製化とＰＲ

2237 岡山県 Ｔ.Ｇ.Ｗ オリジナルブランド立上げに伴う効果的な販路開拓活動の実施

2238 岡山県 お好み焼き しげちゃん 非対面型販売への対応に伴う商品の通信販売の実施

2239 岡山県 ビワ温圧療法ビワキュー小野 非対面型メニューの開発による売上拡大

2240 岡山県 株式会社 ふじほ 7260001033784 オンラインで気軽にかるふキッズポケットを実感

2241 岡山県 しゃかりき家 ＷＥＢツールの作成でラーメンのテイクアウト事業の拡大

2242 岡山県 安本 和彦 ホームページ作成によるネット販売導入による販路拡大

2243 岡山県 Merci ネット販売を通じた新規顧客の獲得と既存顧客の満足度向上

2244 岡山県 レストランしんごう 券売機の実装による非対面型ビジネスモデルへの転換

2245 岡山県 くまさんの森 安心・知的好奇心あふれる直売所改修開設への挑戦！

2246 岡山県 株式会社CONO 3260001028004 お店の外でも本格イタリア料理を！テイクアウト・卸販売の強化

2247 岡山県 有限会社哲西スズキ渡辺モータース 6260002027423 整備前・整備後洗浄の内製化によるトータルカーメンテナンス展開

2248 岡山県 株式会社工房花好 6260001024099 ご家庭でも安心してお花のある生活を！オンライン花教室の開設

2249 岡山県 tetta株式会社 1260001023080 非対面型の新たな販売チャンネルを構築し、安定顧客を獲得する

2250 岡山県 有限会社 渋川自動車 1260002027428 大型車両及び緊急特殊車両の車検・整備の内製化による集客力強化

2251 岡山県 株式会社金山林業 4260001027087 作業道開設工程の内製化によるサプライチェーン毀損への対応強化

2252 岡山県 有限会社高田塗装防水 9260002019418 ウレタン塗装技術によるユニットバスに特化した再生施工の提供

2253 広島県 株式会社四川 2240001030854 独自仕様縫製機器による内製化の確立と多能工の育成

2254 広島県 アーバンナカガワ 販促用パンフとネットショップの構築による非対面型モデル導入

2255 広島県 有限会社 モト・ワールド 5240002038076 二輪車だけでなく四輪車へも対応することで、新な販路を開拓

2256 広島県 有限会社小原石材店 6240002003599 インターネットを活用した非対面型商談と新規顧客の開拓

2257 広島県 居酒屋すずめ テイクアウト・デリバリーへの参入を契機に、新規顧客層を開拓
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2258 広島県 諸毛屋旅館 空き店舗を活用したデリバリー弁当の新規事業展開

2259 広島県 成和美装 床メンテナンス作業の効率化及び、高齢従業員の雇用継続確保。

2260 広島県 株式会社修ゼミ 2240001047493 オンライン学習の導入と情報発信による生徒募集

2261 広島県 HITAF株式会社 6240001054627 特注部品の製作事業を足掛かりとした非対面営業の展開

2262 広島県 河野園芸 お客様の安心できる環境整備とネット直販による新規顧客獲得

2263 広島県 クリスタルビューティー Webを活用したリモートセルフケア開設による新規顧客の確保

2264 広島県 Madam Honey 直販体制の整備と商品の差別化による新たな売上の獲得

2265 広島県 サヴォイ テイクアウトによる新たな顧客獲得と中高年齢層の受入れ体制整備

2266 広島県 あぐり 清掃現場における予防除菌ならびに消毒を目的とした機材の導入

2267 広島県 株式会社 ＳＵＨＡＲＵＮＥＴ 5240001050164 設備導入に伴う精度向上とリードタイム短縮による新たな受注獲得

2268 広島県 株式会社フルーツのしまだ 8240001010520 既存客に向けての非接触販売、新規顧客への販売促進の仕組み構築

2269 広島県 おしゃれの店マルミツ メンズ独自商品でピッタリ感動のオーダーファッション

2270 広島県 有限会社 白木産業 1240002008213 毀損したサプライチェーンを回復し受注獲得するための重機の導入

2271 広島県 株式会社 カジヤマ 1240001044186 新設したＨＰ上での非対面型打合せへの転換による新規顧客獲得

2272 広島県 リラクゼーションサロンこもれび呉安浦店 販路拡大のための店内リニューアルと宣伝事業

2273 広島県 満月農園 感染リスクを抑えつつ、市場ニーズに応える生産体制の構築

2274 広島県 株式会社en.company 9240001050251 ホームページと動画を活用した非対面ビジネスモデルへの転換

2275 広島県 Healing Space Micro 介護アロマケアオンライン講座および商品開発

2276 広島県 安浦給食センター 事業継続のための新規営業活動及び自社の環境整備

2277 広島県 有限会社ミュリモ 1240002038303 デリバリーと店内改装で前向きな姿勢での経営持続を図る

2278 広島県 ナミダワークス 作家ブランドの認知と新生活様式に対応するためのウェブ事業

2279 広島県 庭Life露花 バラのカタログ通販による非対面型事業への転換

2280 広島県 ㈱サンコウライフサポート企画 4240001051428 ホームページ改良と持ち帰り商品開発による販路の整備

2281 広島県 株式会社仁井田造園 1240001024270 「次亜塩素酸水のネット販売による、安心安全な生活の提供」

2282 広島県 山田鮮魚店 鮮魚店が運営するテイクアウト和モダンキッチンの展開

2283 広島県 株式会社あすなろ工業 9240000108091 金属塗装ブース導入による販路開拓と新規客の獲得

2284 広島県 どうらく フードトラック利用の移動販売による新規客の獲得と販路拡大

2285 広島県 T-able 三密緩和・非対面型接客・無人店舗運営対応のための店舗改装

2286 広島県 合同会社シロカンパニー 2240003004121 ３密を避けてサプライチェーン毀損を回復するための店舗改装

2287 広島県 きっちんたまがわ温井店 テラス席拡張によるコロナに負けない店舗スタイルへ一新

2288 広島県 江田島電気設備 感染症対策を徹底した電気設備工事業の生産性向上と販路開拓

2289 広島県 風炎窯 風炎窯・野外体験スペースの屋根の新設

2290 広島県 株式会社アートブレイン 8240001000190 トルソー製造の内製化・国産化による製品供給体制の安定化

2291 広島県 瀬戸内味噌高森本店 自社ECサイト構築及び新商品開発による売上向上

2292 広島県 株式会社門林水産 8240001046218 個食対応の容器を活用したスーパーマーケット業界への販路開拓

2293 広島県 有限会社坪希 4240002036031 老舗高級旅館のテイクアウトメニュー事業への進出

2294 広島県 株式会社シングシステムズ 9240001018579 訪問せずカメラポール自動見積ができるＷｅｂシステムの構築
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2295 広島県 峰商事合同会社 7240003001493 新商品大学いもによるスーパーマーケット業界への販路開拓

2296 広島県 株式会社くれブランド 9240001045904 毛筆おけいこセットの販路開拓に向けた販売促進ツールの製作

2297 広島県 民宿野川 テイクアウトサービスの実施による非対面型事業の新展開

2298 広島県 Bakery Tonnon 新型コロナ禍での外部売上獲得のための移動販売事業の立ち上げ

2299 広島県 ＥＣＯ３６０ 株式会社 3240001045109 ＢＢＱ広場の区画整備、新芽野菜の非対面販売への転換

2300 広島県 Pizzeria Felix テイクアウト強化と換気強化による販路開拓事業

2301 広島県 國安ひろみ 離れの改装による非対面式のビジネスモデル、販路開拓事業の構築

2302 広島県 株式会社クレスト 8240001055870 非対面ネット予約システム導入によるレンタカー事業新規参入

2303 広島県 江種製パン株式会社 6240001033580 コロナ後を乗り切るための冷凍パン製品製造体制の確立

2304 広島県 エル・キュービック株式会社 8240001041061 FB広告実施等で新規客獲得・SNS活用で非対面型営業展開

2305 広島県 株式会社賀茂プロジェクト 8240001048008 【密を避けた新しい観光リンゴ園を構築し、収益UPをはかる」

2306 広島県 高田お好み焼き 冷凍の広島風お好み焼きの開発とそれを活かした新規顧客獲得

2307 広島県 まなびやcafe 焼き菓子生産体制の強化及びネット通販等の新販売チャネル開拓

2308 広島県 株式会社 勝梅園 1240001051455 オゾン装置導入による製品品質向上および汚染対策

2309 広島県 有限会社マウス急便 4240002048555 出張タイヤ交換事業による新たな販路開拓

2310 広島県 ハレノヒ 家で食べても美味しいテイクアウトの品質向上による販路開拓

2311 広島県 田中商店 パンの製造販売による事業の非対面化と新規顧客獲得計画

2312 広島県 photo Monaca 動画＋オンラインレッスンで新規顧客獲得とSNS発信の充実

2313 広島県 行政書士三浦修一事務所 高品質なWeb商談の開始と新業務の周知・集客を専用HPで実施

2314 広島県 佐々木電機商会 次世代通信を活用した顧客獲得と業改善に伴う経営基盤の強化

2315 広島県 吉岡香辛料研究所 ECサイトの構築及びその広報による新規顧客獲得

2316 広島県 有限会社 光輪 6240002038389 アプリによる新規集配事業の構築・サービスの向上と多様化戦略

2317 広島県 カネト水産株式会社 1240001029410 ホームページ開設及び販促用営業ツール活用による新規販路の開拓

2318 広島県 海神丸 広島県内海町産養殖牡蠣の非対面型販売を通じた新規顧客獲得

2319 広島県 鶏笑 深川店 毎日でも飽きない！日替わり弁当の販促と店舗認知度向上

2320 広島県 Ｒｉｎ Ｃａｆｅ 癒しカフェのスイーツテイクアウトと新メニューのための設備増強

2321 広島県 有限会社グローバルエージェンシー 3240002005136 アロマ教室及び石けん販売の非対面化と新商品開発

2322 広島県 コサクウ 非対面型販売への転換による新規販路開拓

2323 広島県 有限会社日伸精機 7240002051143 非対面式オンライン工場見学の実現と初の展示会の出展

2324 広島県 oddballworks オリジナル什器の既製品生産と非対面販売で新たな販路拡大戦略

2325 広島県 有限会社いながき一休庵 2240002024418 お好み焼き配達サービスの取り組みと店舗の衛生環境改善

2326 広島県 居酒屋 くもすけ テイクアウトによる販売強化と商品供給継続のための設備強化

2327 広島県 居酒屋 佑遊 店外看板および店内照明の更新によるイメージアップ

2328 広島県 有限会社越智タンス店 2240002031678 ECサイト展開によるクロスマーチャンダイジング強化について

2329 広島県 有限会社生田モータース 5240002030900 設備機器の導入でメンテナンス作業を内製化し販路拡大を目指す

2330 広島県 タカハシ企画 アクリルパーテーション販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

2331 広島県 仏壇仏具 菩提樹 非対面型による古い仏壇の引取供養及びモダン仏壇のネット販売



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第４回締切分採択者一覧

※重要

 採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

 追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

2332 広島県 瀬戸料理仕出し なかお 設備導入による料理の提供体制強化とファミリー層の顧客獲得

2333 広島県 Ｎａ”ｔｔｉ 滞在時間短縮のための非対面オンラインカウンセリングの展開

2334 広島県 有限会社アイカワ住宅設備 5240002037821 ＳＮＳを有効活用した非対面型ビジネスモデルの構築

2335 広島県 Mr.トーマス 減圧加熱調理機を使った通販用商品開発とECサイトの新規開設

2336 広島県 株式会社トペコおばら 8240001024917 大量在庫や品質維持の課題解決と大口注文対応による販路獲得

2337 広島県 島の屋  ギフト商材開発・増産体制整備とテイクアウト・通販の新事業展開

2338 広島県 ますはら自動車 幅広い塗装カラーバリエーション業務の内製化により塗装受注拡大

2339 広島県 有限会社黒瀬拡商店 6240002027540 新メニューの開発によるテイクアウトの強化と商品のＰＲ

2340 広島県 ⾧畠農園 新規顧客獲得と非対面販売の強化事業

2341 広島県 飲み処・喰い処みね テイクアウトの宣伝強化と個室改装で新規客獲得を目指す

2342 広島県 株式会社スズキプラザ北 8240001005207 Ｗｅｂを活用した販売・修理見積・点検案内

2343 広島県 前川印刷株式会社 1240001010865 使い捨てマスクケース「Mask・INN」の販売拡大事業

2344 広島県 つつみ 里山の魅力を発信・３密回避でコロナに打ち勝つ！！

2345 広島県 株式会社 eライフワークス 8240001034552 「すらら」を使った非対面型学習塾事業の開始

2346 広島県 株式会社久保田工作所 5240001055915 大型工具研磨の内製化で機会損失を防ぎ新規顧客を開拓する

2347 広島県 株式会社シーエヌティ 6240001033218 自社サイトで、非対面で新規顧客獲得をする、枕の『お試し販売』

2348 広島県 有限会社伸和実業 1240002035903 島の民宿の冷蔵ロッカー導入による新型コロナ対策と売上拡大

2349 広島県 株式会社向原モータース 1240001024832 車両整備による利益確保を目指した設備導入計画

2350 広島県 株式会社やまのまんなかだ 6240001054874 ベビー・マイクロリーフ特化と売り手を意識したブランド確立

2351 広島県 株式会社 メルカンテ 4240001046840 ホームページリニューアルでネット販売と予約サービスの開始事業

2352 広島県 有限会社オーパス 8240002031342 オンライン商談システムの導入による非対面化の取り組み

2353 山口県 株式会社高月工務店 8250001012714 ＶＲ展示会サイトの構築によるコロナに負けない販路開拓

2354 山口県 えどぅ 音読電話：家庭でスマホで出来る自立型学習への移行とアプリ開発

2355 山口県 有限会社アクアテクニカル 6250002006527 「非対面型室内換気“見える化”サービス」により空調事業拡大

2356 山口県 和木生花店 花教室のライブ配信ウェブサイトの整備と看板広告による顧客獲得

2357 山口県 ガーデン・ファーム・SUIZU Webを活用した剪定講習、相談、受注等の非対面型造園事業確立

2358 徳島県 有限会社ふじや 9480002015007 EC販売による新たな非対面型ビジネスモデルでの売上強化

2359 徳島県 川田商店 感染症対策と事業承継を踏まえた店舗改装

2360 徳島県 食パン工房-Oak- パッケージ刷新・ネット販売の充実による販売体制の強化

2361 徳島県 有限会社郡住宅 3480002011523 動画で伝える攻めのＰＲによる需要の触発と新規顧客の獲得

2362 徳島県 中華そば 真心 家庭でお店の味を！中華そばテイクアウト事業

2363 徳島県 花垣 テイクアウト・弁当販売本格化に伴う販売促進事業

2364 徳島県 とっぽい株式会社 3480001010030 加工用葉ワサビ栽培開始に伴う設備導入事業

2365 徳島県 那賀ニット ホームページ作成によるＢtoBの販路開拓

2366 徳島県 松下モータース 蓄積されたアナログ技術と先端機器のコラボによる集客倍増計画

2367 徳島県 みきプラスチック有限会社 6480002004722 大型丸型パイプ看板の自社製造能力アップによる販路拡大への取組

2368 徳島県 チャイニーズダイニングMIKUNIEN 持ち帰り新メニューの投入と認知度強化に向けた広報計画



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第４回締切分採択者一覧

※重要

 採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

 追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

2369 徳島県 株式会社 コットンフィ−ルド 1480001010494 キャンプサイト拡大による顧客への「安心・安全」の提供

2370 徳島県 食彩 小鮎 真空パックを活用したこだわり惣菜のテイクアウト事業

2371 徳島県 平岡紙器工業所 小ロット対応、非対面型のビジネスの導入による販路拡大

2372 徳島県 有限会社まるや 1480002005691 テイクアウト用メニューの強化と販路拡大

2373 徳島県 グローバルカレーハウス 内食需要に対応したテイクアウトメニューの販路拡大

2374 徳島県 ふじ一 創作和食弁当のテイクアウトに向けた設備投資計画と販路拡大

2375 徳島県 VIOLA 花の定期便やECサイト構築、事前予約の充実で新たな顧客を獲得

2376 徳島県 株式会社 アストロデッキ 9480001010198 オンライン販売・テイクアウト販売体制構築による収益回復事業

2377 徳島県 有限会社丸浅苑 8480002004778 コロナ禍における椎茸及び椎茸加工食品等の販路拡大のＥＣ戦略

2378 徳島県 木本食品有限会社 4480002014145 世界初ＤＭＶの関連商品を開発してネット販売を促進する

2379 徳島県 有限会社フジシマスポーツ 5480002011307 ガット張り機導入による町のスポーツ用品店の中高生部活応援事業

2380 徳島県 よもぎ田cafe 急増する持ち帰りニーズへの対応と充分なゆとり空間で満足度ＵＰ

2381 徳島県 かねもり テイクアウトメニューの増産体制と予約システムの構築事業

2382 徳島県 こっこ家 新規開店する道の駅への出品による非対面型ビジネスモデルの構築

2383 徳島県 有限会社プランタン 9480002014999 『顧客が安心して入店できる店舗づくり・リスク低減事業』

2384 徳島県 犬伏製薬株式会社 4480001005392 自社主催のオンライン展示商談会による弊社気付薬の販路拡大

2385 徳島県 Casa de Pastel スイートポテトを活用した商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

2386 徳島県 居酒屋 源 非対面型販売施設の充実化によるテイクアウト事業の強化

2387 徳島県 岡田仙漬物食品株式会社 3480001005492 非接触でのBe To C拡大のためのホームページリニューアル

2388 徳島県 有限会社森⾧商店 5480002015118 宅配弁当の生産販売拡大のための設備投資による受注増加計画

2389 香川県 ナンブケンソウ株式会社 2470001017754 建築塗装事業の営業から施工までを非対面に切り替える！

2390 香川県 ハユカ日本語研修センター 技術研修生・外国人移住者の日本語ＷＥＢ授業ＷＥＢサイト構築

2391 香川県 hacomo株式会社 8470001012642 自社ＨＰのネット販売強化と対応力強化による売上アップ

2392 香川県 讃岐製綿株式会社 8470001010381 ネット通販と在庫管理システムによる持続可能な販売力強化

2393 香川県 三好松月堂 人気商品・新商品のオンライン受注の実現による販路開拓

2394 香川県 株式会社 田中屋 3470001015419 組み立て式屋台によるテイクアウト販売事業の本格展開

2395 香川県 FINE 感染防止のワンタッチコールシステム導入とセット面の増設

2396 香川県 前場製麺所 テイクアウト事業の本格展開による売上向上

2397 香川県 有限会社みゆき 9470002014406 オリジナルパック・器の開発と販路開拓

2398 香川県 有限会社マツオカ 9470002017978 オンライン内覧やインスタでの物件詳細情報発信による入居者獲得

2399 香川県 株式会社サンケア 3470001012028 オンライン面会システム導入等による利用者満足度向上計画

2400 香川県 西村 弘太郎 プロダクト・ブランド開発及び非対面での販路拡大

2401 香川県 YAI 国内での生産構築及びECサイト開設による非対面での販路開拓

2402 香川県 株式会社やまと 6470001017809 香川が誇るオリーブ牛ハンバーグを通信販売し、畜産農家を救え！

2403 香川県 Konpira100 自社オリジナル商品での非接触型販売強化による売上向上

2404 香川県 果桜軒 テイクアウト及びデリバリーサービスの強化による売上アップ

2405 香川県 株式会社京蔵 7470001008204 感染症リスクを低減させる、EC販売事業のテレワーク移行事業
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2406 香川県 有限会社小松屋土産店 3470002013223 非接触型のWeb販売における自社販売システムの構築

2407 香川県 株式会社つるや旅館 1470003000313 テイクアウト事業の開始による販路拡大

2408 香川県 中山工業株式会社 6470001000137 民間工事・個人客向けの販売を収益のもう一つの柱とする計画

2409 香川県 ROSSO セルフケアマシーン導入による「セルフケアサービス」の実施

2410 香川県 株式会社ビットコミュニケーションズ 6470001005540 セミナーのオンライン（非対面）化による販路拡大と業務の効率化

2411 香川県 株式会社雲流 6470001016579 加工食材の内製化による安定供給および利益率の向上

2412 香川県 庭師．小谷田 剪定サービスの動画を活用した見積オンライン化の取り組み

2413 香川県 株式会社イチレン 6470001014715 抗ウイルス加工コットンマスク等の新商品開発とWeb販売の強化

2414 香川県 有限会社Stepwise 9470002000513 オートシャンプーによる非対面型施術の展開

2415 香川県 株式会社讃岐螺子製作所 4470001011251 仕入先の分散が可能となる新たな生産体制の構築

2416 香川県 アースライフヨガ ホームページの作成公開・ピラティス器具の購入とＳＣ作成配布

2417 香川県 zazu plantes et café テイクアウト用器具購入・加温設備の購入・チラシ作成配布

2418 香川県 砂川ソーイング 自社オリジナル商品開発と、オンラインモール活用による販路拡大

2419 香川県 株式会社 マコリ 3470001010948 半室内型パター練習場の造作により新規ゴルファーの定着化を図る

2420 香川県 株式会社さぬきワールド 4470001015509 移動販売のアイテム追加と新たな販路拡大による売上向上計画

2421 香川県 合同会社 二升五号 1470003001550 ゲストハウスのコロナ予防対策と事業継続に向けた新事業の開発

2422 香川県 有限会社 三豊建窓トーヨー住器 7470002016651 不動産リースバックサービス導入による新規販路開拓事業

2423 香川県 秋山土地家屋調査士事務所 インターネットを活用した非対面の相談事業と動画による販路拡大

2424 香川県 合同会社一級さん 8470003001461 商品動画提供による小売店販売支援とECサイト利用促進施策

2425 愛媛県 株式会社バツフォ計画工房 2500001007339 攻めのプロモーションと快適な打合せ環境の整備による顧客獲得

2426 愛媛県 渡辺自動車 整備対応車両の拡大と洋式トイレの導入事業

2427 愛媛県 有限会社マーボ 2500002020209 外部テントの設置による訴求力アップと新規客獲得

2428 愛媛県 河辺建設株式会社 8500001007878 測量機器の充実による作業効率の改善と販路拡大

2429 愛媛県 えひめ活き生きファーマーズ株式会社 8500001020344 ＥＣをフルに活用したネット媒体による非対面での販売強化

2430 愛媛県 株式会社季節園 2500001016026 愛媛県産柑橘を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

2431 愛媛県 有限会社伊豫燃料 9500002020152 ＥＣサイトの運営とクラウドネットワークの確立

2432 愛媛県 上浦中央縫製 防護服製造のための設備導入による生産性向上

2433 愛媛県 有限会社大西陶芸 6500002010767 ＥＣサイトの整備＆生産体制強化で県内外に出荷し売上アップ

2434 愛媛県 田中商店 惣菜コーナーの開設およびデリバリー事業の展開

2435 愛媛県 菅釣具店・菅養蜂 愛媛みかん蜂蜜のネットを通じた新規顧客獲得

2436 愛媛県 丸大青果 柑橘の冷蔵保存による安定供給と販路拡大

2437 愛媛県 赤宗理容院・サフラン美容室 ｗｉｔｈコロナ対策による新規顧客獲得

2438 愛媛県 青花窯 小型電気窯の導入で、小ロットで短時間納品を可能に

2439 愛媛県 株式会社柳瀬 2500001018823 機械導入で業務の内製化＆店舗改装でより来店しやすい環境に

2440 愛媛県 明石堂 デリバリー事業への進出による販路拡大

2441 愛媛県 株式会社東温不動産 6500001007153 県外からの転入者とのオンライン内見会による非接触型不動産仲介

2442 愛媛県 有限会社吉村住工 9500002011465 サーモカメラ搭載のドローンを活用した非対面型住宅点検事業
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2443 愛媛県 株式会社メッセージ 2500001015052 メッセージビューティーサポート事業部の新設

2444 愛媛県 菅電気工事有限会社 7500002020179 新設備導入による販路開拓事業

2445 愛媛県 メルカドデザイン コミュニティ増強の為のサイト強化・広告掲載・パンフ制作事業

2446 愛媛県 雅 ウィズコロナ時代のためのテイクアウト拡大事業

2447 愛媛県 トータルインテリアショップリヘイ 三次元CADシステムの導入による非対面型ビジネスモデルの構築

2448 愛媛県 友浦サイト オープンカフェと雑貨、飲食等のテントイベントによる売上拡大

2449 愛媛県 有限会社村上井盛堂 1500002020218 明るい店づくりで顧客の拡大と、テイクアウト新商品への挑戦

2450 愛媛県 ヘアーサロンアイハラ ソーシャルディスタンス確保：安心して来店できる店づくり

2451 愛媛県 岳陽観光汽船株式会社 3500001012775 旅館内の施設充実化による新規顧客増加計画

2452 愛媛県 sotosu 非対面型による既存顧客への販売および新規顧客獲得モデルの構築

2453 愛媛県 器屋 ひより 土練機導入で生産体制強化＆ギャラリー・ＨＰ設置で直接販売増加

2454 愛媛県 株式会社ひふみ 3500001014169 新たなSNSを活用した自社WEBサイトでの非対面型の業務

2455 愛媛県 有限会社きよし窯 7500002010782 小型ガス窯の導入で低コスト・短い納期で小ロットの受注を可能に

2456 愛媛県 日野塾 オンライン授業導入による新しい学びの場を広げよう

2457 愛媛県 田縁農園 「産直君」・「ランディングページ」の導入で自社サイトの強化

2458 愛媛県 山本みかん インターネットを活用した柑橘の販売による新規販路開拓

2459 愛媛県 Cahaya Bali Spa 勝縁 Withコロナ：コロナ対策を踏まえた新店舗で新規顧客獲得

2460 愛媛県 国政左官 下請からの脱却：提案型左官業への転換

2461 愛媛県 個別指導エリート オンライン対応で新しい学びをあきらめない

2462 愛媛県 Flore 自社ＥＣサイトでのネット販売システム構築による販路拡大

2463 愛媛県 企業組合津島あぐり工房 7500005007058 セルフスタイルの店舗に変更、密を防ぐ店づくりとイートイン強化

2464 愛媛県 濱田農園 自社ECサイト構築をすることで非対面型ＢｔｏＣ取引の販路開拓

2465 愛媛県 有限会社清伸産業 3500002008525 オンラインサロンサポートシステムの導入

2466 愛媛県 マルキカーサービス 外国車のコンピュータ診断機を導入し内製化することで販路拡大

2467 愛媛県 有限会社平林建設 8500002000295 オリジナル焚き火台の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

2468 愛媛県 有限会社ヤマイチ 6500002000355 ECサイトを導入し、人々に花と緑の価値を提供できる体制を作る

2469 愛媛県 株式会社岩﨑屋 4500001005547 シーリングマシン導入による小ロット多規格製品の対応

2470 愛媛県 株式会社杜のまきばかとう 2240001050753 アウトドア部門への参入と非対面型販売力の強化事業

2471 愛媛県 有限会社ミキ工芸 2500002012404 レーザー加工機導入による木材・アクリル材の精細加工内製化事業

2472 愛媛県 かわ咲 新生活スタイルに合わせた食の安全とテイクアウト化を目指して

2473 愛媛県 有限会社大幸 6500002015080 リフトの増設で整備・鈑金塗装を内製化して顧客獲得・売上増

2474 愛媛県 ゆげしまダイニング彩 自宅で当店のメニューを楽しんでもらうための配達事業の開始

2475 愛媛県 ととや 居酒屋メニューの配達事業による新規顧客獲得

2476 愛媛県 ナチュラル工房la vita ＥＣサイトとオリジナルデザインでラヴィータ商品全国発信事業

2477 愛媛県 合同会社HBM 1500003002347 ３密解消のための店舗改装でコロナ対策と売上アップ

2478 愛媛県 株式会社クロンタヒルズ 9500001022100 テイクアウト商品の開発販売による売り上げ回復策

2479 愛媛県 卯之町バールOTO 加工商品販売ビジネスの構築およびEC機能を備えたHPの作成
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2480 愛媛県 ラフ＆ラフ 顧客満足度向上のため、顧客用トイレ及び換気窓等の刷新

2481 愛媛県 稲垣建材有限会社 8500002020161 業務効率化による売上の向上と安心安全のサービスの提供

2482 愛媛県 伊予路園 商品の安定供給を行うための盆栽日除屋根設置事業

2483 愛媛県 マルフジ薬品 安心・安全の店内環境整備と新商品開発による販路開拓事業

2484 愛媛県 末広自動車 スキャンツールと排気ガステスター導入による内製化事業

2485 愛媛県 うずの鼻コミュニケーションズ株式会社 1500001018279 「ポタリング」向けアパレル商品開発とＥＣ販売による販路開拓

2486 愛媛県 弘俊堂鍼灸院 ECサイトの作成及びポートフォリオサイトの作成による販路

2487 愛媛県 吉田自動車 車両整備の安定化のための設備導入

2488 愛媛県 株式会社丸美 4500001016131 生産性向上による新市場開拓事業

2489 愛媛県 スイーツ工房 絹 ネット通販による販路開拓とブランド化

2490 愛媛県 レストランよし川 テイクアウトメニューの強化による販路開拓事業

2491 愛媛県 東洋オフプリント有限会社 1500002010846 総合ウェブサイト構築でサービス拡充＆非対面型ビジネスモデルへ

2492 愛媛県 織田建設興業 3次元CAD・積算ソフト導入による販路開拓事業

2493 愛媛県 daremoconte 安心安全にお届けします！珈琲バイク便事業

2494 愛媛県 しまなみ苑 テイクアウト事業の参入による販路開拓事業

2495 愛媛県 宗方丸商店 安心・安全の店内環境整備と手づくり惣菜の販売強化

2496 愛媛県 有限会社赤宗商会 3500002020224 車両整備の高度化に対応するための設備導入

2497 高知県 岩神印刷株式会社 9490001006352 コロナ需要にも対応。新機種導入による利益率向上計画

2498 高知県 有限会社アイエル物産 4490002012073 経営の安定化を目的とした自社ブランド『庭鉄』の展開計画

2499 高知県 野本商事株式会社 9490001006393 外部環境に影響されない事業分野の成⾧を目的とした設備導入計画

2500 高知県 株式会社 須藤鉄工所 8490002013035 森林率日本一の高知！顧客ニーズ対応と新規顧客獲得へ溶接機導入

2501 高知県 パティスリー＆カフェ プルメリアラクーン キッチンカーの改装による販路拡大事業

2502 高知県 有限会社ジェイ・アンド・エムズ 9490002009040 動画を活用した販促による通信販売の販路拡大事業

2503 高知県 土佐酒造株式会社 4490001006448 生活様式の変化に対応する品質向上に取り組む事業

2504 高知県 ふれあいの宿 海遊里 テイクアウトで、手軽に柏島の地域グルメを満喫しよう

2505 高知県 有限会社 葛岡自動車商会 6490002001231 サポカー対応のエーミング作業の内製化とコロナウイルス対応

2506 高知県 土佐三原どぶろく合同会社 5490003001066 どぶろく造りの技術を活かした商品開発並びにECサイト構築事業

2507 高知県 大田口カフェ 新たなサービスの提供と新商品による販路開拓

2508 福岡県 猫山商事 刺繍付きオリジナル商品の生産性強化とネット販売の開始

2509 福岡県 合同会社HOC 3290003004974 難局を乗り越えるための新しい経営スタイル（ECサイト）の展開

2510 福岡県 Karuna Cafe コロナ危機に立ち向かう、テイクアウト分野進出に伴う収益拡大

2511 福岡県 DOGSALON ARALE 新たなトリミングコースの提供と愛犬用冷凍惣菜の製造販売事業

2512 福岡県 海幸 宅配サービス導入による、非対面型ビジネスへの転換

2513 福岡県 有限会社 立花うどん 7290002053597 テイクアウト販売量増加と高齢者の来店促進の取り組み

2514 福岡県 Pet’sLifeSupportBASE 大型犬のお客様の新規獲得と非対面接客でのコロナ対策

2515 福岡県 有限会社マスブチカメラ 5290802023297 「アクセス力と提案力アップ！町の写真店の非対面型ビジネス」

2516 福岡県 万金丹 コロナ禍における店内環境の改善とテイクアウトによる販路拡大
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2517 福岡県 有限会社まえだ 7290802023213 お客様が安心してくつろげる空間づくりによる販売回復事業

2518 福岡県 美容室ラヴィール 癒しと安心、新しい美容室の在り方

2519 福岡県 株式会社あひる工芸 5290001056066 変幻自在の販売方式の提案

2520 福岡県 株式会社スタッフエージェント 6290001034847 自社商品シフトベースの販路拡大のための非対面型営業への進出

2521 福岡県 ナリス化粧品朝部販売所 コロナ対策を考慮した店舗改装等による小売販売事業の本格参入

2522 福岡県 飛龍酒造 株式会社 6290001050596 清酒等のECを活用した販路の開拓

2523 福岡県 株式会社片山金型工作所 6290001040564 金型製作プロセスの改善事業展開

2524 福岡県 Ｃｈａーｃｈａｒａ美容室 コロナウイルス感染症対策をする店舗改装

2525 福岡県 Serabyu キッチンカー導入によるカフェ事業参入への取組

2526 福岡県 日の出屋 新規ネット販売による売上強化。そして、コロナ後の飛躍のために

2527 福岡県 ミラクルグリーン株式会社 3290001064715 対面販売重視からSNSを駆使した非対面のNET販売重視へ

2528 福岡県 株式会社ROKUMI 2290001089300 真空包装機の導入による持ち帰りメニューの提供と販路の拡大

2529 福岡県 炭火焼鳥 睦 テイクアウトを主とした非対面ビジネスへの取組みによる販路開拓

2530 福岡県 有限会社フィールドウイングシステム 7290002043838 ライブ配信に合わせ手作り菓子のネット販売で顧客・売上の獲得

2531 福岡県 ＡＣＡＲＩＡ テイクアウト専門の蒸しパンの製造・販売

2532 福岡県 酒ノ膳 元気 テイクアウトで「元気」の料理を自宅で美味しく！

2533 福岡県 ドッグパウ シニア犬に優しい店作りとHPでの店への認知

2534 福岡県 Tweedia（ツイーディア) 非対面型による不妊治療専門の心理カウンセリング事業の開始

2535 福岡県 有限会社しげちゃん 8290002053415 ランチ・配達・テイクアウトのＰＲ強化による売上アップ

2536 福岡県 エースいちご株式会社 9290801023071 テイクアウトカフェ型アンテナショップ構築とECサイト販売強化

2537 福岡県 理容山﨑 女性客向けの顔そり・エステ事業の展開

2538 福岡県 翔栄丸 通年営業のテイクアウト体制をつくり新規顧客にアプローチ

2539 福岡県 欧風食堂オッタントット 非対面型による「人と食を笑顔で結ぶ」ビジネスモデル展開

2540 福岡県 愛屋旅館 当館３つの営業スタイル確立のための店舗換気設備改善

2541 福岡県 移動陶芸教室パンジー ネット販売開始及び倉庫改装による常設店舗新設での販路拡大

2542 福岡県 峠のパン屋 焼き芋等の新商品販売と、企業へのデリバリーサービス開始

2543 福岡県 火曜日はお休み ホームパーティ専用の出張シェフサービス開始による新規顧客獲得

2544 福岡県 手作りハンバーグの店 K’s kitchen テイクアウト商品の展開による新たな販路の開拓

2545 福岡県 株式会社 瀬戸製作所 7290001036603 薄肉鋳物によるバーベキューグリル等の自社商品開発とEC販売

2546 福岡県 常勝進学塾 ソーシャルディスタンスの確保で安全と安心をご提供する

2547 福岡県 エールプロ 真空包装材と冷凍庫の導入によるブイヤベースのネット販売

2548 福岡県 shinamon cafe 新顧客開拓、メニュー再考、テイクアウト販売、地元企業との提携

2549 福岡県 からだリセット太宰府 プロレスエンターテイメントをセットにした健康タコス出張販売

2550 福岡県 合同会社Samp. 4290803003209 新たな宿泊施設運営システムの構築と新規販売チャネルの確立

2551 福岡県 福間車輌サービス 移動事務車の製作による非接触型商談・決済システムの構築

2552 福岡県 有限会社マエダ企画 9290002033936 『飲食店向けCTIシステムの導入』事業による販路開拓

2553 福岡県 ハウジングステップヤスマル建装 既存のＨＰ上に見積もりシミュレーションを導入して集客率アップ
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2554 福岡県 うお家 ⾧浜市場の新鮮な魚を活かした商品開発とテイクアウト事業開始

2555 福岡県 田主丸フーズ 野菜生産農家が行うネットを活用したEC販売事業の開始

2556 福岡県 香春閣 「お持ち帰り弁当」で、自宅で香春閣を楽しみましょう！

2557 福岡県 たべった テイクアウト事業への本格参入による売上拡大・新規顧客獲得

2558 福岡県 株式会社アンダンテ 7290001078174 小ロットで原材料調達から包装まで一貫して行うＯＥＭ生産の受託

2559 福岡県 やわらか製作所株式会社 3290001074656 エンドユーザー向けウレタン加工製品開発とオンライン販売の開始

2560 福岡県 たこやき大王 自宅で人気メニューを堪能！冷凍食品のインターネット販売開始

2561 福岡県 石釜いおり 新メニュー開発およびネット通販による販路開拓

2562 福岡県 ファンキークルー オンラインを用いて宗像のエンタメ業界を盛り上げる事業

2563 福岡県 合同会社MAフーズ 7290003009111 鹿児島県地鶏を使用した地域では珍しい地鶏専門居酒屋への転換

2564 福岡県 サンリブ古賀社員食堂 新商品の開発とテイクアウト・ネット販売による販路の確保

2565 福岡県 二代目はやっとぉ ファミリーや女性を狙った個室への改装とサービスによる販路開拓

2566 福岡県 米粉製菓店コメコウ 原材料の安定確保による新商品と贈答品セットの売上拡大

2567 福岡県 内野ストアー 総菜コーナーの拡大に伴う宅配及び来店顧客数の売上拡大

2568 福岡県 Vocal school Pure breed HPリニューアルと雑誌広告によるオンラインレッスンの販路開拓

2569 福岡県 手打ちそば蕎波人 テラス席の設置とテイクアウト販売の客数増加による売り上げ向上

2570 福岡県 愛蝶羽 愛蝶羽（アゲハ）の唐揚げ弁当テイクアウト・デリバリー事業

2571 福岡県 合同会社 あじMIRAI 1290003006527 「九州素材にこだわり、餅生地を活用した商品」の開発、販売促進

2572 福岡県 ハッピー企画株式会社 6290001089692 新しい生活様式に対応したイートインスペースで販路拡大を図る

2573 福岡県 花伝 自社ECサイトによる非対面ビジネスの構築と顧客獲得・売上向上

2574 福岡県 不老松月本店 コロナ対策万全の２店舗体制で、新規顧客の開拓を図る！

2575 福岡県 ジモコムかすや 訪問営業→非対面営業への転換計画

2576 福岡県 ティーケーピーネットワーク株式会社 4290001043585 部品製造の内製化と試作品レンタル事業による新規顧客獲得

2577 福岡県 手柴食品工業 こだわりの豆腐を使用した新商品の開発による新規顧客の獲得

2578 福岡県 立野早百合 自律神経失調、不安症を克服に導くオンラインヨガで受講者を募る

2579 福岡県 POLAほしの 接触時間短縮エステメニューの導入によるコロナウイルス感染予防

2580 福岡県 ヘアーブティック アート21 ハーツ店 「非接触で安心、新時代のサロン形態」

2581 福岡県 えびすや テイクアウト事業の新設と仕出しの強化

2582 福岡県 たつみ園 自社サイト改修・チラシ作成による新規客層獲得・認知度向上

2583 福岡県 しろうず接骨院 非対面型コースの作成と積極的な告知による経営力強化事業

2584 福岡県 新栄丸 操縦者と釣り客の接触を減らすため遊漁船を改装する

2585 福岡県 株式会社六葉建社 6290001088397 ウェブ広告とポスティングによる非対面型営業事業

2586 福岡県 みるく畑くりやま オリジナルアイス作ります！非対面型営業を実現する体制構築

2587 福岡県 株式会社エスブライト 2290001072685 新商品開発によるテイクアウト販売強化事業

2588 福岡県 居酒屋 満月 脱着式間仕切壁の導入とテイクアウトの充実による販路開拓

2589 福岡県 星峰園 ＨＰ作成による新たな販売形態への転換

2590 福岡県 株式会社 太陽の商人 7290001086680 専用テイクアウト販売窓口の設置と業態明確化看板による売上確保
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2591 福岡県 大一食品工業 株式会社 5290001060084 WEB販売サイトの構築と顧客リピートフォロープログラムの導入

2592 福岡県 合同会社いなかず商店 7290003006026 間伐材や副産物を使ったBtoC向け商品開発と販促で企業力強化

2593 福岡県 株式会社磯家食品 5290001052627 設備導入による内製化１００％で新しい小売展開の確立

2594 福岡県 茶寮 千代乃園 お茶の琥珀糖等の商品開発とオンラインショップ開設

2595 福岡県 京色まみる ＨＰ・看板によるテイクアウト及び宅配事業の宣伝強化事業

2596 福岡県 株式会社KIMCO 2290001057257 本場韓国の焼肉と韓国料理の冷凍食品販売による中食需要対応

2597 福岡県 整骨院なかきど 非接触型運動器具の導入とオンライン相談による販路拡大

2598 福岡県 寿司・活魚料理 玄海 糸島産真鯛を使った通販商品開発と新規顧客獲得による売上拡大

2599 福岡県 株式会社いとしのいとしま 5290001057130 非接触型ビジネスへの転換に向けたテイクアウト専門事業

2600 福岡県 大賀酒造株式会社 7290001040902 HPの刷新とECサイト強化による基本売上の底上げと販路拡大

2601 福岡県 株式会社 福吉水産 5290001082384 新規集客や事業内容効率化に取り組み売り上げを図る

2602 福岡県 味楽 焼菓子などカフェの要素を取り入れたコロナ対策のための設備導入

2603 福岡県 株式会社SORA 5290001065249 ゲストハウス事業展開によるマイクロツーリストの新規顧客獲得

2604 福岡県 株式会社飯塚メタル（中華料理 金泉飯店） 5290001062948 お家で薬膳火鍋。本格中華をステイホームで楽しむ専用純銅鍋付き

2605 福岡県 理容室 髪人 ホームページ作成と新サービスのための店内改装とPR

2606 福岡県 伊都ホットサンド 笑顔 キッチンカーでの移動販売による売上拡大と地域活性化

2607 福岡県 タビノキセキ オンライン接客とカスタムオーダーシステムの構築による販路拡大

2608 佐賀県 きみどりバーガー こんな時代！もしもきみどりバーガーがボタン一つで頼めたら！

2609 佐賀県 Bleu Couronne 新しい生活様式に向けた店舗改装と商品の提供体制&PR強化事業

2610 佐賀県 株式会社 SUM RICE 7300001011240 オリジナルブランド米の通信販売による非対面型ビジネスの構築

2611 佐賀県 株式会社西日本髙場観光グループ 4300001005328 キッチンカー導入による佐世保バーガー等移動販売強化事業

2612 佐賀県 合同会社 福吉商事 6300003001190 ギフト用新商品開発によるギフト受注及びネット販売事業の推進

2613 佐賀県 有限会社串源 6300002007313 With コロナ対応！キッチンカー導入でテイクアウト外販事業

2614 佐賀県 ケーズサウンドスクエア コロナ禍克服のための３密排除によるドライヴインライヴ事業

2615 佐賀県 母乳育児・健康相談室「つなぐ」 ITツールとホームページを活用したオンライン育児相談対応事業

2616 佐賀県 有限会社 海上館 8300002007055 竹崎蟹と当館人気メニューのネット販売強化のための体制づくり

2617 佐賀県 木漏れ陽 木漏れ陽の本格蕎麦を自宅で堪能！通信販売体制構築事業

2618 佐賀県 旅館 大和屋 お客様も従業員も安心・安全・満足の個室空間！食事処環境整備

2619 佐賀県 LIFE 新サービス「セルフエステ痩身コース」の開始による販路拡大

2620 佐賀県 大島製畳所 薄い置き畳の製造販売のための設備購入

2621 佐賀県 有限会社森永建設 1300002007029 新規パネルソーの導入による生産体制強化及び新規販路開拓

2622 佐賀県 有限会社 渕野陶磁器原料 1300002007020 海外市場に向けた販路開拓事業

2623 佐賀県 Spicaーpatisserieー 地元食材を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

2624 佐賀県 坂本水産 漁師直伝！！「活き絞めした一夜干し」をご家庭へ直接届けます！

2625 佐賀県 リンパサロンCHIYU.R コロナ対応としての免疫力アップ施術PR及びオンライン教室開催

2626 佐賀県 山﨑ハム株式会社 7300001005060 非対面型販売路線の強化に伴うホームページ、ECサイトの再構築

2627 佐賀県 chez.N（シェ．エヌ） 感染拡大リスクを回避しお客様のニーズに応えるECサイトの開設
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2628 佐賀県 大坪時計店 「メガネ訪問サービス」販売体制構築による売上拡大ビジネス

2629 佐賀県 大富牧場フライングカウ マイクロツーリズム対応型ドライブスポット事業withコロナ

2630 佐賀県 歌謡ホールS２０００ コロナウイルス感染対策！非対面型「ひとりカラオケルーム」新設

2631 佐賀県 株式会社中村製材所 3290001054550 動画を活かしたプロモーションで製品の認知度、販路拡大を図る

2632 佐賀県 中島緑茶園 東海圏における新規販路開拓とHPによるフォロー

2633 ⾧崎県 Step forward オンラインでの運動指導やセミナーによる事業の安定化と販路開拓

2634 ⾧崎県 ききづ製茶園 非対面型ビジネスモデルへの転換による情報発信と販路拡大

2635 ⾧崎県 株式会社ラ・ヴィ・エンローズ 3290001059376 WITHコロナ時代のための一日葬対応体制整備と情報発信の充実

2636 ⾧崎県 有限会社大石石材工業 8310002019900 非対面方式による墓石建立オンライン商談会実現とネット販売促進

2637 ⾧崎県 有限会社 陶芸ゆたか 4310002012438 未来を見据えた自社オリジナル商品開発とEC事業拡大

2638 ⾧崎県 合同会社かわはら 1310003002408 ⾧崎県産生きくらげを完全乾燥しネットを通じた新規顧客獲得

2639 ⾧崎県 株式会社前田冷菓 7310001013153 非対面型のテイクアウト専門店の展開と販路開拓

2640 ⾧崎県 小麦工房ブール ２画面対面式セミセルフレジ導入による非対面型パン店への転換

2641 ⾧崎県 株式会社和建設 4310001003272 ３ＤＶＲ・リモート営業強化による非対面型ビジネスモデル転換

2642 ⾧崎県 株式会社ZOUネクスト 8310001015636 他社に先駆けた“非対面型の修理サービス”で販路を拡大

2643 ⾧崎県 きものしみ抜き 丸京 オンライン『着物しみ抜き診断』導入と全国寺院へのＰＲ活動事業

2644 ⾧崎県 株式会社広瀬組 6310001010168 ＩＣＴ活用工事の促進による受注機会の拡大

2645 ⾧崎県 レストランララミー テイクアウト開始で健康な味と顧客を取り戻す

2646 ⾧崎県 BRIDGE HP導入による非対面型販売方法構築、既存・新商品販売強化

2647 ⾧崎県 有限会社 山口電気商店 7310002012311 新生活様式対応のECサイト構築及びポイント還元サービスの実施

2648 ⾧崎県 パティスリーオオムラ ＨＰ作成による販路開拓と店舗改装に伴うブランド統一事業

2649 ⾧崎県 株式会社金政水産 6310001007560 凍結機を活用した鮮魚加工品の直販による販路開拓

2650 ⾧崎県 有限会社 割烹堀江 5310002012354 テイクアウトに特化したＥＣサイトの構築と自社商品の全国展開

2651 ⾧崎県 波矢司 TAKE OUT商品ジェラートの販売開始による事業継続の取組

2652 ⾧崎県 Yoga Bija Nagasaki 心と体を健康に！オンラインによる非対面型ビジネスモデルの導入

2653 ⾧崎県 株式会社ヤマコウ 8310001012690 強みである温泉蒸し釜で「温泉蒸しパン」テイクアウト事業

2654 ⾧崎県 ＴＯＵ Ｚｏｏｍ等と連携する予約システムの導入による非対面型への対応

2655 ⾧崎県 山口石膏製型 3Ｄ利用による自社商品アピールのためのＥＣサイト改修事業

2656 ⾧崎県 レストラン のなか 新メニューの開発と広報で、飲食店業界に革命を起こしていきたい

2657 ⾧崎県 株式会社 舞椿 7310001009317 コロナ禍をチャンスに変えて！機械導入による新規事業の販路拡大

2658 ⾧崎県 オランダフーズ株式会社 9310001010124 直販ネットショップ構築による、商圏の全国への拡大と非対面商談

2659 ⾧崎県 株式会社市場建築 3310001007217 ３D閲覧ｼｽﾃﾑ導入によるモデルハウス体感・HP全面改良事業

2660 ⾧崎県 川内造園 苦みのない絶品黒糖をギフト化して、全国のお客様に届けたい！！

2661 ⾧崎県 株式会社 大栄建設 6310001015613 安価なリフォームパック販売に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

2662 熊本県 株式会社中国四川料理真龍 1330001009799 非対面化とテイクアウト導入で新型コロナに打ち勝つ店づくり

2663 熊本県 味香 創業40年の手作りの味をご自宅へ！宅配・テイクアウト強化事業

2664 熊本県 有限会社 松海苑 3330002024011 非対面で安心感のある店づくり、集客アップで乗り切る
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2665 熊本県 アンジェリカ フラワーショップ インターネットショッピング宅配事業部

2666 熊本県 清田道子税理士事務所 リモートテレワーク推進事業

2667 熊本県 有限会社幸福堂 2330002028509 車海老養殖業者がつくる高級えびせんべいギフトの販売

2668 熊本県 株式会社天草海産 1330001013099 業者（個店）向けインターネット販売システムの構築

2669 熊本県 有限会社鋼鉄設備工業 3330002024928 3D−CAD導入による非対面型立体図面提供事業への新規参入

2670 熊本県 有限会社藤木屋 7330002019825 「テレワークシステム」等を活用した新葬儀形態への展開

2671 熊本県 五百木昭政 仮設ライブ配信システムの販売及び施工による新たな顧客獲得事業

2672 熊本県 レストランバンブ コロナに負けるなテイクアウトで販路拡大＆客層の若返り作戦！

2673 熊本県 創作料理 いちの川 食品通販ビジネスを通した地域と自社のブランディング

2674 熊本県 株式会社 あおぞらリンクス 5330001027632 非対面型モデル居酒屋への転換と新規コワーキング事業への取組み

2675 熊本県 御料理 晴屋 「新型コロナウイルスからの脱却」の為の販路拡大事業

2676 熊本県 通潤酒造 株式会社 6330001010959 酒蔵の新しい価値創造の為の多彩な利用法のネット募集

2677 熊本県 有限会社池本建装 4330002016924 ３密を避ける事業体制の構築と「ＤＩＹ教室事業」による販路開拓

2678 熊本県 有限会社吉村 9330002018247 新型機械ミシンによる新商品加工とネットを通じた新規顧客獲得

2679 熊本県 有限会社フルハウス 9330002018214 顧客の満足度UPと新規顧客の増加による売上拡大

2680 熊本県 有限会社ティ・ケイカンパニー 6330002023885 デリバリーサービスと個室の特徴を生かした飲食店への転換

2681 熊本県 トータルヘアサロンカマダ 非対面型の飛沫を防ぐリアシャンプー機器の設置

2682 熊本県 NEWOLD テイクアウトと屋外カフェ新規事業によるコロナ対策と顧客獲得

2683 熊本県 関康隆写真事務所 オンライン化による新規顧客の獲得

2684 熊本県 有限会社猪本酒店 6330002000934 通信販売から生まれる新たな販路開拓及び非対面型販売事業

2685 熊本県 株式会社 美咲 1330001007175 「ホテルの味をご自宅で」BtoCへのネット販売で収益アップ

2686 熊本県 FRAME 映えるホームページから非対面営業による新規顧客の獲得

2687 熊本県 株式会社 瀬川製茶 5330001009878 ECサイト刷新及びリモート商談会等による販路拡大事業

2688 熊本県 ぱんのわ 会員制の非対面２事業(宅配・無人販売)導入で新規顧客も拡大

2689 熊本県 福永幸山堂 肥後藍御船工房 「コロナに負けない！みんなで肥後藍復興プロジェクト」

2690 熊本県 有限会社 古閑畜産 3330002020794 ネット販売強化プロジェクト.COM

2691 熊本県 合同会社勝和コーポレーション 6330003008332 テーブルオーダーシステムの導入とテイクアウトECサイト構築

2692 熊本県 ラーメン東揚 デリバリーの拡大に伴う車両の購入

2693 熊本県 仕出しのとーる テイクアウト商品の開発による新規顧客開拓と店内のコロナ対策

2694 熊本県 味彩 当店自慢の味を自宅で楽しめる！テイクアウト強化による売上回復

2695 熊本県 玄窯 新進気鋭の窯元のオンラインショップ構築と新商品製造開発事業

2696 熊本県 尾当蔵麦酒館 地元で愛される店舗のデリバリー事業参入及び販路開拓事業

2697 熊本県 市房観光株式会社 7330001016096 自然体験応援サイト構築による売り上げＵＰ事業

2698 熊本県 ホルモン道場 待つ経営から攻める経営に変革→ホルモン大好き新規顧客獲得事業

2699 熊本県 焼肉 夢元 セルフオーダーシステム導入による販路の拡大

2700 熊本県 大久保養蜂場 ホームページ作成によるネット販売での新規顧客の集約

2701 熊本県 有限会社こざき会館 9330002003983 機械を導入し製造業に重点をおき、新たな販路へ販売強化事業
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2702 熊本県 髙津商店 とり嘉 キッチンカーによる移動販売で新規顧客と売上を獲得

2703 熊本県 株式会社香月 4330001000788 スマートフォン利用で来店せずに見積や注文ができるシステム作り

2704 熊本県 リラクゼーションテンダリー ネット販売と出張サロンと新メニューを融合した販路拡大作戦

2705 熊本県 株式会社小田商店 8330001013209 蓮根を活用した新商品開発とインターネットを通じた販路開拓事業

2706 熊本県 Luna株式会社 8330001021962 結婚式のオンライン化による販路開拓

2707 熊本県 有限会社木之内農園 4330002023292 木之内農園オリジナルジャムセットECサイトによる販路拡大事業

2708 熊本県 アロマとセラピーのお店 スイートオリーブ オンライン対応のＨＰ新設と医療機器購入による顧客獲得事業

2709 熊本県 石けん工房アンティーまさ ＥＣサイト拡充＆販路拡大と新商品開発による生産性向上事業

2710 熊本県 イナロ食堂 来店不要!レンジでチン!イナロ食堂の味を家までお届け

2711 熊本県 CoCo コロナに負けない究極のコミュニケーション空間で顧客獲得

2712 熊本県 株式会社花鳥風月 1330001009972 熊本県で一番安心できる温泉施設を目指して、店舗改革に取組む

2713 熊本県 博多焼とり串八 新商品・手羽先の唐揚げで客単価アップ

2714 熊本県 株式会社 しんわ青果 8330001020799 高齢者感染リスク軽減及び買い物弱者対策、移動販売＆宅配事業

2715 熊本県 レストランカメリア テイクアウト事業拡大と三蜜を避けるためのカフェテラスの設置

2716 熊本県 株式会社天草よかもん 2330001024343 天草宝島・サブスク農産物セットをECサイトによる販路拡大事業

2717 熊本県 有限会社サンライト観光バス 5330002017780 抗ウイルス・抗菌対策による販路拡大

2718 熊本県 緑石堂 絣・手彫印鑑・書作品等のＷＥＢ販売方法の構築と新顧客確保事業

2719 熊本県 株式会社縁花 2330001019310 家庭でも気軽に食べられる保存可能な商品の開発と店舗改装

2720 熊本県 竹下塗装工業 知育玩具で知能的発達を促しコロナに負けない遊びの環境づくり

2721 熊本県 有限会社須永博士アートプロダクション 5011502009267 ホームページ開設による通販での販路拡大とWEB鑑賞の実現

2722 熊本県 株式会社ムラサン 7330001018241 ムラサンシリーズの商品化に伴うECサイト構築による売上拡大

2723 熊本県 有限会社双葉寿し 1330002024038 配達需要の新規獲得と換気＆個別喫煙室で安心空間コロナに強い店

2724 熊本県 ストロングボス パンこね機購入により製造を増やしテイクアウト客を通じ顧客獲得

2725 熊本県 スラップスティックフォト オンライン写真教室と感染対策したスタジオ撮影による事業再構築

2726 熊本県 阿蘇お菓子工房たのや オープンカフェとレジ効率化による顧客満足度を高めた売上増加

2727 熊本県 くろひじガラス工房遊瑠璃 金属素材を活用したガラス新製品開発とネットによる販路拡大

2728 熊本県 株式会社アイテム西日本 1330002000121 阿蘇の名産「あか牛」のテイクアウト化で、新たな客層の獲得

2729 熊本県 COUP ECサイトでの商品販売拡大事業

2730 熊本県 味千ラーメン苓北店 テイクアウト商品の強化による顧客ニーズへの対応と顧客獲得戦略

2731 熊本県 有限会社ホテルサンクラウン大阿蘇 7330002023042 コロナ感染対策を織込んだ地産地消レストラン再開による売上強化

2732 熊本県 有限会社天慎 2330002029721 新メニュー開発及び豪華メニューカタログ作成で販売促進事業

2733 熊本県 (有)富喜製麺所 1330002020152 自社ECサイト作成による新規顧客獲得と販路拡大

2734 熊本県 有限会社 永田冷菓 8330002028825 自社商品の委託販売先拡大による販路開拓

2735 熊本県 居酒屋 大地 全世代型飲食店の店内環境構築とテイクアウトの導入で収益アップ

2736 熊本県 有限会社 ひがし屋酒店 5330002017533 希少銘柄の取扱開始による販路拡大事業

2737 熊本県 三角観光 有限会社 9330002025375 非対面ビジネスモデルのEC通販拡大と商品のブランディング化

2738 熊本県 有限会社ショーアップ 8330002005163 非対面型サーマルカメラ販売、レンタル事業への新規参入
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2739 熊本県 美容室ドルフィン オペレーション一部の非接触化と店内環境の整備で集客アップ

2740 熊本県 カーメイク・ドルフィン 非対面式自動車健康診断サービスの新規参入と自社ECサイト構築

2741 熊本県 SPデザイナー ドローンによる写真測量及び空撮サービスによる販路開拓

2742 熊本県 有限会社 菓舗 松陽軒 6330002002278 ＥＣサイト開設とＳＮＳ・ＷＥＢ広告を利用した販路開拓事業

2743 熊本県 美容室Y’s 個室化対応した空間でのヘッドスパサービス提供事業への参入

2744 熊本県 有限会社ウキスイミングスクール 6330002024272 ソーシャルディスタンスを保つ取り組みでの販路拡大

2745 熊本県 うなぎの吉鶴 お取り寄せ商品の開発による販路開拓事業

2746 熊本県 凛 ＬａＬｉｓ 心と身体の健康を提供するホームアロマの認知度向上施策

2747 熊本県 ベーカリーみらい ホームページの作成及びネット販売の強化

2748 熊本県 ユーエリアデザイン株式会社 5330001011264 非対面型ビジネスモデルによる販売チャネルの売上拡大

2749 熊本県 オフトコカフェ 地元名産品を使用した新商品開発、及びECサイトによる販路開拓

2750 熊本県 食彩 心和 オンライン受注で、テイクアウトを強化

2751 熊本県 株式会社ＯＨＳ企画 3330001018740 需要を逃さないための新たな生活様式に対応した販路開拓事業

2752 熊本県 食の天草 にじ 新時代に向けた製造方法の改良～極小ロット50個への対応

2753 熊本県 合同会社道 9330003006556 新商品の開発及びHP、ECサイト構築による新規顧客獲得

2754 熊本県 ㈱三響 1330001011292 元請け依存体制脱却！HPから三響の全てを発信！新規顧客開拓！

2755 熊本県 有限会社 熊井鮮魚店 9330002024377 高齢者や足腰の弱い人にも安心。リフトの導入で密接回避。

2756 熊本県 株式会社よいば 3330001009979 テイクアウト商品の販売開始による顧客獲得

2757 熊本県 花清 老舗の味をご自宅で。テイクアウト事業のＨＰ注文システムの構築

2758 熊本県 有限会社ZEN 5330002020545 「フルカラートナー印刷及びカス取不要転写機械の導入」

2759 熊本県 鉄板焼 なかや どこでも「なかや」キッチンカーによる販路開拓強化事業

2760 熊本県 株式会社BOUQUET 2330001027247 天草黒毛和牛のふるさと納税返礼品事業参入による新たな顧客獲得

2761 熊本県 食彩花あかり 県産あか牛を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

2762 熊本県 有限会社 さるわたり 1330002004725 インターネットの有効活用と非対面式納骨堂管理システムの導入

2763 熊本県 有限会社ファミリーコーポレーション 8330002024667 森の中のリラクゼーションスペース新設による販路開拓事業

2764 熊本県 株式会社ヒラモリ建築工房 2230001012579 非対面型予約制リモート見学会開催による新規顧客開発事業

2765 熊本県 合同会社佐伯自販 4330003008227  リモート商談の導入により来店不要のビジネススタイルを確立

2766 熊本県 Little Garden ECサイトを活用した商圏拡大及び中食市場への販路開拓戦略

2767 熊本県 株式会社 優 6330001022194 フードデリバリーサービスによる非対面型ビジネスモデルへの転換

2768 熊本県 STANDING STRAIGHT STUDIO DXによる熊本の伝統工芸「肥後象がん」の世界展開

2769 熊本県 株式会社甲ら家 7330001015593 アフターコロナにおけるレストラン部門の売上・収益の向上策

2770 熊本県 株式会社西田ガス 6330003002319 ⅠｏＴ−R端末を利用した非対面型ビジネスモデルの構築

2771 大分県 クリアベースボールアカデミー 野球選手のための動作解析・遠隔指導のオンラインスクール開講

2772 大分県 TSUDAトレーニングジム 「脱三密」による衛生的で安全なジムへの整備事業

2773 大分県 有限会社 山城屋 5320002010316 大女将秘伝の味噌の商品化とECサイトを活用した新規顧客獲得

2774 大分県 フォレストインボン 創作フレンチ料理のテイクアウト事業

2775 大分県 トラットリアディアナ ご自宅用「冷凍ピザ・パスタソース」の販売事業
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2776 大分県 山荘 田名加 滞在型ワーケーション利用の新規顧客獲得事業

2777 大分県 稲田農機店 コロナ禍への対応強化！加工食品の通信販売で稼げる農業への転換

2778 大分県 Moon River Horse 非対面型での乗馬クラブの楽しみ方売上アップ

2779 大分県 ピッツェリアバードランド 自家製パンの販売開始によるテイクアウト事業の強化

2780 大分県 リンパケアサロン優room 新サービスの展開による新規顧客層の獲得事業

2781 大分県 天使のイト withコロナ時代のソーイング教室の開催による売上拡大事業

2782 大分県 一期一会・一合 無人オーダーシステム導入による非対面型ビジネスへの転換

2783 大分県 安永醸造有限会社 9320002015518 コロナに対応した「WEB味噌教室」とWEB限定商品の開発

2784 大分県 株式会社 豊後大野クラスター 4320001009855 「かんしょ」新商品の開発とオンライン販売による販路開拓事業

2785 大分県 有限会社 虎屋食品 1320002018362 「豆腐」新商品の内製化・効率化による生産性向上と販路拡大事業

2786 大分県 株式会社はざま自動車 8320001015040 指定整備工場認定による『非対面型サービス』展開と新規顧客開拓

2787 大分県 牟礼鶴酒造 合資会社 4320003001166 開けてからのお楽しみ！牟禮鶴定期便で笑顔と焼酎をお届け！

2788 大分県 ワークプリント 折り加工の内製化・顧客サービス力向上による地域広告業の牽引

2789 大分県 有限会社 安心院企画 7320002014744 テイクアウトスイーツ商品を中心としたキッチンカー事業

2790 大分県 有限会社 中野酒造 3320002015366 コロナ禍における海外市場の販路開拓及び蔵見学強化事業

2791 大分県 株式会社 松山堂 2320001008322 オンラインショップ開設による非対面型国内販路開拓事業

2792 大分県 芳の芽 テイクアウト事業強化及びコロナ禍対応の店舗空間の創出

2793 大分県 有限会社 杵築カメラ 4320002015159 大版プリント仕上げ社内業務化（内製化）による販路開拓事業

2794 大分県 有限会社青山 3320002019813 名物メニューの通販対応冷凍商品の開発と通販事業の新設

2795 大分県 有限会社 佐藤商店 6320002009167 「大丸こんにゃく」製造の内製化による積極的な販路開拓事業

2796 大分県 有限会社やまが亭 8320002015923 お家で焼肉に黒毛和牛をリーズナブルに提供し販路開拓する

2797 大分県 有限会社 五洋産業 6320002015677 ストアコンセプトの見直しによる新規顧客開拓事業

2798 大分県 有限会社 エイコー水産 2320002016423 販路開拓のための既存商品強化計画

2799 大分県 株式会社西日本ハウス 7320001004085 コロナ禍で増える地方移住の需要を取り込むためのIT投資事業

2800 大分県 レ・ビラージュ キャンプ場の開設による非対面ビジネスモデルの確立

2801 大分県 coji coji テラス席の利用及び創作イタリア料理のケータリング事業

2802 大分県 有限会社 リッツ 9320002010270 新ブランド『くせものシリーズ』の開発と通販による販路開拓

2803 大分県 御食事処 あぐら 時勢を見据えた新規メニュー開発、新規顧客獲得に伴う設備購入

2804 大分県 有限会社 河原精肉店 1320002010071 新規販売ルートと新規顧客獲得のための通信販売事業

2805 大分県 ル・ラパン 新設備導入で効率化！テイクアウト推進及び情報発信強化事業

2806 宮崎県 トマ・ペーニョ ソース工場へ改装し非対面型ビジネスへ転換

2807 宮崎県 合資会社小野建材 5350003000379 宮崎県産・綾町のお肉・野菜を活かした心温まる弁当の新商品開発

2808 宮崎県 合同会社神楽館 4350003001329 ホームページ開設による「天岩戸温泉だんご」の販路開拓事業

2809 宮崎県 CAFE NO WONDERLAND 本格冷凍ピッツァの販売による新しい生活様式に沿った食のモデル

2810 宮崎県 株式会社かすが紙工 6290001017942 ホームページ刷新による業者向け通販事業の強化及び個人客の開拓

2811 宮崎県 有限会社道経 4350002007434  ネットショップ構築による当社独自商品の非対面型販売の展開

2812 宮崎県 有限会社福田園芸 7350002017232 オンライン活用、店舗移転による新たな販売方法・サービス導入
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2813 宮崎県 ピラ☆キラ 焼き菓子・ドリンク用自動販売機設置による老若男女集客アップ

2814 宮崎県 食工房 すみじ庵 通販商品の強化と品質向上事業

2815 宮崎県 十久盛 大部屋の個室化と持ち帰り商品の販売推進による売上確保

2816 宮崎県 農業屋KUMEDA合同会社 9350003003213 こだわり特別栽培米の⾧期保存による販売機会の創出と販路拡大

2817 宮崎県 青葉食堂 機械導入による加工品生産の効率化、新商品開発と販路拡大

2818 宮崎県 株式会社HAKUEN 8350001016168 外食産業から中食・内食産業への市場獲得の為のシステム構築

2819 宮崎県 有限会社あけぼの荘 7350002018536 高齢者が快適に過ごせる環境づくり

2820 鹿児島県 有村酒造 株式会社 2340001011084 自社ECサイト構築によるネットショップを活用した販路開拓計画

2821 鹿児島県 居酒屋 いっ杯 安全で快適な店舗空間を提供する為の店内環境整備事業

2822 鹿児島県 有限会社 浪瀬自動車整備工場 1340002026116 クラウドサービスを活用することでの顧客満足度向上と売上アップ

2823 鹿児島県 株式会社ＧＥＮＫＩ企画 4340001009341 新型コロナに対応した個別分析型トレーニングの提案事業

2824 鹿児島県 フラカオ・スタジオ PV配信を通じた広報とリモートレッスンによる島内外の生徒獲得

2825 鹿児島県 LINK SPORTS 営業強化を見据えた当店ホームページとオリジナルチラシの作成

2826 鹿児島県 株式会社丸忠 4340001004029 セミセルフレジの導入によるお客様へ安心安全の提供

2827 鹿児島県 (有)コウエイ環境 1340002015779 新型コロナにも対応した作業のオートメーション化で売上拡大

2828 鹿児島県 株式会社 イシタケ開発 1340001005335 家族風呂の予約・決済非対面化で安心感のある温泉への転換事業

2829 鹿児島県 安藤印刷所 ３密回避の内製化とリードタイム短縮による生産性向上と販売促進

2830 鹿児島県 有限会社 マツバラ 7340002018124 対面からWebへ。検索できる自社不動産情報掲載サイト構築事

2831 鹿児島県 株式会社 ⾧岡水産 6340001020965 ホームページの改修によるＥＣサイトの充実と加工商品の追加開発

2832 鹿児島県 Kids Cafe ＆ Bar LINK ウェブサイトの作成とテイクアウトメニューの強化による販路開拓

2833 鹿児島県 株式会社亜希和味 9340001018940 実店舗と繋がる!IT化とECサイトで販路拡大プロジェクト

2834 鹿児島県 合同会社89298.com 5340003001568 観光依存から脱却！WEBサイトを活用した小売業への展開

2835 鹿児島県 屋久島ツアーガイド旅樂 屋久島地杉商品製造とEC通販ビジネス開拓事業

2836 鹿児島県 有限会社 シゲモト 6340002025666 Ａｉｒレジ導入と広告・看板設置による販売促進

2837 鹿児島県 髙城庵 ネット販売を開始し、非対面型ビジネスモデルへ

2838 鹿児島県 合同会社奄美島おこしファーム 5340003002095 常温で流通販売可能な熱処理減菌包装による奄美薬膳惣菜の開発

2839 鹿児島県 （株）ソレイユスマイル 7340001012441 お客様に分かりやすい、新たな通販サイトの構築

2840 鹿児島県 有限会社 いまむら 5340002015180 業務用大型真空包装機を導入したインターネット販売の強化

2841 鹿児島県 有限会社幸陽苑 5340002021906 ウィークリーハウス広報事業

2842 鹿児島県 株式会社 新興自動車工業 9340001013958 大型車用リフト導入による生産体制の強化と販路開拓

2843 鹿児島県 有限会社森水産 6340002026631 個人向け新商品のオンライン販売強化による販路拡大事業

2844 鹿児島県 株式会社ファームランド牧 8340001015377 環境に優しい安全なメロンの、安定供給と通信直接販売網拡大

2845 鹿児島県 前田いちご園 自宅でリモートいちご狩りといちご大福づくり体験

2846 鹿児島県 株式会社ｚｅｎｚａｉ 4340001019919 顧客ニーズに呼応したテイクアウトサービスの本格的事業化

2847 鹿児島県 有限会社ヤマチョウ 8340002023718 需要に対応できる生産体制強化のため急速冷凍機の増設

2848 鹿児島県 たけなか・整骨院 低濃度オゾン発生装置等の導入による安心出来る抗菌対策

2849 鹿児島県 山上農園 ネット販売強化による対面販売に頼らないビジネスモデルへの転換
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2850 鹿児島県 迫田食品株式会社 9340001007258 定量分割機導入による外注作業の内製化で生産性向上と経費節減

2851 鹿児島県 廣寿司 外部ＥＣサイトで新商品の販売及び安心なお店作り販路拡大事業

2852 鹿児島県 鏡石湯 非対面型ビジネスモデル導入と環境整備で新たな客層の開拓

2853 鹿児島県 有限会社 エスランドル 3340002024729 自社ＥＣサイトの構築による非対面での営業活動及び販路開拓

2854 鹿児島県 ㈲田代水産 4340002015082 HP内におけるオンラインショップ開設・リーフレット作成

2855 鹿児島県 写真のシオヤ 車専用窓口による感染症対策とCS向上を図るための販路拡大事業

2856 鹿児島県 (株)あいらFM 1340001019756 広告オンライン発注システムおよびメディア機能の強化事業

2857 鹿児島県 太久保酒造株式会社 5340001014935 全国の太久保酒造ファンへ本格焼酎を直接届けるECサイト構築

2858 鹿児島県 株式会社わくわく園 7340001010679 JFS-B規格取得及びECサイト強化による国内外への販路拡大

2859 鹿児島県 有限会社池田観光 3340002024530 ネットを通じた新規顧客獲得と広告・看板等による需要発掘

2860 鹿児島県 カフェ・マーリー テイクアウト販売強化のための冷蔵ショーケース導入と店舗改装

2861 鹿児島県 ラ・エスプリ 実店舗からネット通販・流通ルート転換のための生産能力改善事業

2862 鹿児島県 おもいやり商会 キクラゲ商品の生産性と販売力の強化事業

2863 鹿児島県 花カフェ 新たなECサイト構築と無人販売所設置による販路開拓

2864 鹿児島県 パブ茶屋赤ひょうたん 新サービスで新規顧客獲得！地域の為のテイクアウトサービス事業

2865 鹿児島県 有限会社 一心館 5340002024917 密にならない新たな宴会スタイル提供のための環境整備事業

2866 鹿児島県 有限会社クリーニング大洋 6340002022374 完全非対面型のクリーニングサービスの提供による安心安全大作戦

2867 鹿児島県 伊佐交通観光株式会社 7340001007441 新時代の顧客ニーズに対応したツアー提案と決済の利便性向上事業

2868 鹿児島県 めん屋大征 テイクアウトメニューの充実と感染防止のための店舗改装工事

2869 鹿児島県 有限会社 有里養魚場 5340002024842 テイクアウト需要増に対応した調理環境整備事業

2870 鹿児島県 有限会社 寿しのはしぐち 2340002000557 老舗寿司店が行う仕出しとデリバリー事業の強化で売上拡大を図る

2871 鹿児島県 季膳 功 全国の家庭・高齢者向けの季膳功のお惣菜をお届けいたします！

2872 鹿児島県 有限会社 縁 4340002024447 ECサイトの開設とオリジナ手元供養品の開発・販路開拓

2873 鹿児島県 有限会社 山之口ストア 3340002018441 オードブル・仕出し弁当のオンライン予約導入による新規顧客獲得

2874 鹿児島県 宮之城トマト生産組合 生産者・商品がより見えるトマト「大安吉日」のブランド化

2875 鹿児島県 （有）十津川農場 5340002026186 国内最大規模展示会出展における個包装活用による新規販路開拓

2876 鹿児島県 さくらじまJacob spice 全国どこでもコブスパカレーを召し上がれ！プロジェクト！！

2877 鹿児島県 村原自動車整備工場 非対面商談スペースの整備と衛生環境整備による来店増加策

2878 鹿児島県 a:rk インターネットとアプリによる集客

2879 鹿児島県 みらい商店 観光大国霧島の魅力を全国に発信

2880 鹿児島県 シェ カシワギ 非対面型ビジネス（テイクアウト事業）に特化し危機を乗り切る

2881 鹿児島県 株式会社丸庄水産 1340001014674 内食市場を開拓～設備導入によるブランド魚の販路開拓事業

2882 鹿児島県 特定非営利活動法人プロジェクトたるみず 3340005007177 接触型民泊事業から非接触型民泊事業への移行による売上回復事業

2883 鹿児島県 株式会社スタジオフィルス 6340001015239 ユーチューバー向けのオリジナルグッズ制作及び販売

2884 沖縄県 和山海雲 通販サイトを制作し、もずくを原料とした土産品の販路開拓を図る

2885 沖縄県 島しまかいしゃ ウェブ販売強化と地域の方御用達の感染対策したお店

2886 沖縄県 合同会社 さしみ亭 2360003008936 テイクアウト商品の開発と非対面型販売体制の構築
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2887 沖縄県 オフィスキャリエール Zoomを利用したオンライン研修システムの導入

2888 沖縄県 豊見城タコライス 非対面型ビジネスモデルへの転換及び販売速度強化事業

2889 沖縄県 三和木工所 コッパツミキのネット販売による販路拡大

2890 沖縄県 みやざと製菓 店舗販売から卸売販売への転換事業

2891 沖縄県 KoTEN 沖縄ブランド豚『キビまる豚』を使ったご当地グルメをネット販売

2892 沖縄県 カジュアル居酒屋さとう 地域の食卓応援居酒屋ごはん

2893 沖縄県 農業生産法人株式会社伊江牛 9360001016488 自社ブランドのホームページの作成と通信販売機能の構築

2894 沖縄県 ガジャマダーラキッチン オンライン料理教室の開催及び物品販売強化のＥＣサイト構築

2895 沖縄県 キッチンブルーナ 新規ホームページによるテイクアウトの周知と集客増加

2896 沖縄県 株式会社ビズクル 3360001022095 法人に特化したサービス強化をベースとした事業改革

2897 沖縄県 株式会社 花人逢 2360001026428 冷凍ピザの商品開発とネット販売での固定客の維持と新規顧客獲得

2898 沖縄県 自然農園モンスーンファーム 移動販売「旅するオーガニック・スタンド」で新販路開拓

2899 沖縄県 酵素風呂プルメリア本店 HPを構築して設備導入による非対面型ビジネスモデルの構築

2900 沖縄県 海幸 日持ちのする海ぶどうの生産量アップ事業

2901 沖縄県 mama full 既存のコンテンツのオンライン化及び提供サービスの拡充

2902 沖縄県 ラヴィアンローズ 非対面型セルフエステの導入によるコロナリスクに敏感な方の集客

2903 沖縄県 エコ・コミ沖縄 バーチャルサロンガイドと健康器具のオンラインショップ事業

2904 沖縄県 株式会社八天 7360001019625 非対面式物品販売ECサイトの導入

2905 沖縄県 株式会社ZOO leave it 1360001025604 非対面式顧客獲得システムの導入

2906 沖縄県 あきちゃん弁当 コロナに負けない無料配達による販路強化

2907 沖縄県 たすくホーム株式会社 4360001022730 パネルソー導入での資材再利用による販路拡大

2908 沖縄県 クリームソーダ 本格中華人気店メニュー復活！【ランチ・宅配・出店事業】

2909 沖縄県 キャプフル 外の食事・デリバリー・テイクアウトの実施とテラス席の環境整備

2910 沖縄県 リマアイナ HP作成及びつくりびとへの記事掲載による販路拡大事業

2911 沖縄県 居酒屋海 ネタケース導入によるテイクアウト商品販売

2912 沖縄県 有限会社 宮城菓子店 6360002021812 「パイナップルケーキ」増産による新たな販路の開拓

2913 沖縄県 大衆酒場 魚仁 海鮮和風オードブルでテークアウト、デリバリーによる販路拡大

2914 沖縄県 310Land 「Akeeesi365」 realize project

2915 沖縄県 ｈａｐｐｙ ｆｌｏｗｅｒ一花 フラワーアレンジメント教室のオンライン化計画

2916 沖縄県 株式会社MG.produce 6360001025797 沖縄県産イチゴと平飼いタマゴの真の価値をプロデュースします

2917 沖縄県 株式会社ニライクイジン 2360001018581 テイクアウト及び通販用の商品開発による販路開拓事業

2918 沖縄県 株式会社 嶋猿 9360001014509 ECサイト構築による通信販売の開始

2919 沖縄県 Ｋ’ｓマリンクラブ 強みを生かした収益事業の立ちあげ

2920 沖縄県 食堂かりか 通信販売でのネパール料理の新商品開発と広報

2921 沖縄県 コミックバスター西原店 自動入退店受付機の導入による非対面への転換

2922 沖縄県 はたけや 自社工場設立による商品製造・販売と新規顧客の獲得

2923 沖縄県 石川ししや～ ＥＣサイトへ掲載する商品の開発と広報活動による販路開拓
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2924 沖縄県 Mamma Lella 冷凍ピザの発送、またはお持ち帰りサービス

2925 沖縄県 株式会社OBN 9360001018732 恩納村の農産物、海産物を使った「本格グルメお取り寄せ商品」

2926 沖縄県 株式会社 川平工業 7360001019633 ECサイト導入で顧客の新規開拓、非対面型によるビジネス転換

2927 沖縄県 パン・ドゥ・コッキ合同会社 9360003009556 お弁当と総菜のテイクアウト販売拠点を作り、新規顧客を獲得する

2928 沖縄県 沖縄ハナテイスト株式会社 9360001022445 冷蔵冷凍商品の沖縄特産菓子開発とECサイトの販路拡大

2929 沖縄県 シーサイドカフェブルートリップ テイクアウトメニューの提供・強化のための整備工事

2930 沖縄県 鮨居酒屋 たっちゃん 店舗改装とテイクアウトで売上UP事業

2931 沖縄県 ちびっこはうす すまいる 衛生的で安心できる保育園を目指したコロナ対策・販路開拓事業

2932 沖縄県 ミュージックプラザ音楽教室 非対面型の合奏レッスンの構築による販路拡大事業

2933 沖縄県 有限会社徳村食品 6360002019641 やんばるのお肉屋さん発！高付加価値ギフトセット通信販売事業

2934 沖縄県 琉球ガラス工房 glass32 おうち時間で沖縄を～okinwa utuwa shop～

2935 沖縄県 タイ食堂チャバー レトルト食品とタイの調味料の開発による「おうちでタイ料理」

2936 沖縄県 玉城食鳥販売 羽地鶏（はいけい）小ロッド注文対応による飲食店への販路開拓

2937 沖縄県 ホルモン焼肉居酒屋 Usi no ibukuro 日本全国配送可能！ホームページからお肉の購入、決済ができる！

2938 沖縄県 ResortVilla古宇利島Aquablue 沖縄北部初バーチャルリアルティ（VR）旅行と体験型宿泊プラン

2939 沖縄県 小泊工房 製造原材料の再生機械導入による、自社サプライチェーンの確立

2940 沖縄県 スペースワン タイヤ出張交換パンク修理を活性化するホームページ作成

2941 沖縄県 ジャストミート 鯖寿司などテイクアウト商品の販売強化にジャストミート

2942 沖縄県 ネイチャー石垣島ダイビングサービス 抗菌施工とエンリッチドエアPR強化よる中高年客への販路開拓

2943 沖縄県 民宿船着場 当店自慢の食事メニューのテイクアウト展開による地元客誘客

2944 沖縄県 合同会社石垣焼窯元 2360003005124 インバウンド向けプロモーション動画制作による新規顧客開拓

2945 沖縄県 株式会社 南碧想庵 1360001022997 南碧想庵ノスタルジックブランディングによるBtoB販路開拓

2946 沖縄県 ソムリエ 島ハーブを活用した「メニュー調味料」開発による販路開拓事業

2947 沖縄県 natural spirits 世界に一つだけの「大型家具・流木オブジェ」オンライン販売

2948 沖縄県 Breeze石垣島 「マンタボディシート」プロモーション強化によるB2B販路開拓

2949 沖縄県 BARAQUE 加工品製造体制及びECサイト構築によるLOHAS向け販路開拓

2950 沖縄県 ＫＲＣ沖縄 ＷＥＢサービスを活用した顧客開拓と利便性、生産性の向上

2951 沖縄県 フェアアトラクションズ_コーヒースタンド_ キッチンカーでの積極的な屋外営業展開

2952 沖縄県 有限会社宜野湾食肉加工場 4360002015551 冷凍保管設備強化及び新商品開発と新規顧客開拓

2953 沖縄県 Ｓｍｉｌｅ−Ｆ 新規商品開発及びオンライン販売

2954 沖縄県 ライフフォースカイロプラクティック コロナ感染防止対策と新規外国人客獲得の為の英語版ＨＰの作成

2955 沖縄県 サンルームスイーツ キッチンカー導入による販路拡大及び新規顧客獲得

2956 沖縄県 コモレビ食堂 コロナからの販路拡大に向けた取り組み

2957 沖縄県 株式会社ｍａｘ 7360001021077 潜在顧客に確実に届くチラシ作成ノウハウの構築と、販路拡大

2958 沖縄県 はる接骨院 ウェブサイトを活用した非対面型ビジネスモデル販路開拓事業

2959 沖縄県 ｔａｍａｎｅｇｉ ＨＰ開設による発酵食や健康に関する情報発信・テイクアウト事業

2960 沖縄県 株式会社ファーストアンビション 5360001023736 ＩＴ導入、業務効率化でサービス向上と回転率ＵＰで売上増大作戦
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2961 沖縄県 Cafe34 ローストチキンのテイクアウトで手軽に家での食事

2962 沖縄県 Dining香 koh 非対面式モバイルセルフオーダーとテイクアウトシステムの導入

2963 沖縄県 オートショップSTART 非対面型リモート商談ができるオートショップ

2964 沖縄県 かんなplus テイクアウトを周知して頂ける看板設置による広告宣伝事業

2965 沖縄県 ハンマーII 新たな目玉商品の開発と店舗改装およびテイクアウトの周知強化

2966 沖縄県 合同会社ケイズプロジェクト 9360003004268 テイクアウト用商品の開発と周知強化による新規顧客獲得

2967 沖縄県 沖縄おにぎりキング ITと外販事業の取り入れで、新規顧客の確保を目指す

2968 沖縄県 株式会社 八重山日報社 9360001013205 新聞および電子版の電子決済システムの新規導入

2969 沖縄県 株式会社 リッチグリーン 5360001002186 ネット販売強化・動画配信・看板設置による売上と利益拡大

2970 沖縄県 CTマリンサービス 『沖縄東海岸クルージング体験動画』販売事業

2971 沖縄県 株式会社 琉球海専 1360001010688 自宅でリゾート気分！リゾートライフEC事業

2972 沖縄県 アールクリーン 動画とオンラインを活用した非対面ビジネスへの転換

2973 沖縄県 海の家 南ぬ風 素泊まり客回避プロジェクト。客単価をあげよう！

2974 沖縄県 小美野塾 映像授業の強化によるICT化への取り組み

2975 沖縄県 NEO CBD JAPAN株式会社 9360001026818 女性客を獲得する為の新規事業

2976 沖縄県 エドメ陶房 屋外出張型陶芸ロクロ体験開始によるBtoB向け戦略販売

2977 沖縄県 Café.Kanasa 設備導入によるテイクアウトメニューの拡充と生産性向上計画

2978 沖縄県 合同会社ひとつやどおきなわ 3360003010024 チェックインの非対面化とやちむん等販売のオンラインショップ化

2979 沖縄県 あがいてぃーだ 1日1組限定宿への転換とワーケーション受入れによる顧客の拡大

2980 沖縄県 株式会社 3Foodies 4360001025048 非対面型への転換の為の自動釣銭機導入事業

2981 沖縄県 いこい処うさぎ コロナ感染対策を含む店舗増設による販路開拓事業

2982 沖縄県 竹富島 茜屋 Bar take to me 島料理、島塩、野菜ハーブ花などオーガニックティーテイクアウト

2983 沖縄県 居酒屋 柚子 鮮魚料理の真空パック保存及びテイクアウト販売所設置

2984 沖縄県 Clippers58 非接触型の自動シャンプーで新規客層獲得

2985 沖縄県 萌菓 県産農産物を使用した新商品開発とECサイト導入による販路開拓

2986 沖縄県 Grapachina レストランの料理をデリバリーでご家庭にお届けする販路開拓事業

2987 沖縄県 焼菓子工房ひよまめ ネット販売導入による新規顧客開拓及び全国への商品発送事業

2988 沖縄県 ECCジュニア北谷町吉原教室 オンラインで学べる！楽しめる！親子講座＆クッキング

2989 沖縄県 スナベギロス ピタパンサンドウィッチの冷凍テイクアウトメニューの商品開発

2990 沖縄県 アトリエフリュイ 非接触型機械導入で感染リスクの抑制と新規サービスの導入

2991 沖縄県 株式会社ソイルキュア 2360001024869 オンラインでのサンプリング提供による認知度向上と新規顧客獲得

2992 沖縄県 美ら咲株式会社 3360001025783 「笹桐庵」中国市場向けＥＣサイト・ＨＰ新規開設に伴う顧客拡大

2993 沖縄県 ヒガシーサードットコム 【セミナー講座のオンライン化及び動画制作事業の営業】

2994 沖縄県 ワイド―プロジェクト 闘牛で沖縄を元気に！「沖縄闘牛」動画の有料配信システム構築

2995 沖縄県 sankarayoga オンラインヨガでPR促進

2996 沖縄県 焼肉ホルモンのぼり苑大謝名店 焼肉店による本格焼肉テイクアウト販売事業プロジェクト

2997 沖縄県 ３びきの子ぶた ⾧岡式酵素玄米定食ランチのテイクアウトで新たな販路拡大！
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※重要

 採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

 追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

2998 沖縄県 宮城塾 Webと動画授業を活用した全員参加・双方向指導システム導入

2999 沖縄県 株式会社 玄 7360001022158 店舗で提供している商品の通信販売とネットを通じた新規顧客獲得

3000 沖縄県 yuーi FACTORY 「画像から動画」へのコンテンツ変更に伴う新たな集客への挑戦

3001 沖縄県 株式会社たなごころ 6010401114994 自社ＨＰへ多様な情報発信・共有手段を付与し効率的な契約取得

3002 沖縄県 仲間酒造株式会社 5360001025922 インターネットの活用による販路開拓

3003 沖縄県 佐喜眞美術館 インターネットを活用した国内外創意方向の情報発信・共有の充実

3004 沖縄県 ＩＺＡＫＡＹＡ ＨＡＮＡＹＡ 村産フルーツ等を使用した新感覚の商品開発

3005 沖縄県 ハイビスカスベーカリー 地域密着型パン屋の新規顧客獲得事業

3006 沖縄県 肉や食堂inへんざ 三密回避で美味しいA5ランクのお肉をテラスや自宅で楽しもう！

3007 沖縄県 金月そば 通信販売用商品開発とサイト構築による売上減少補完と新たな挑戦

3008 沖縄県 クリーンレスキュー沖縄 オンラインでの植栽計画、販売、レンタルシステムの構築

3009 沖縄県 はりゆん ドライブスルー兼弁当惣菜屋

3010 沖縄県 株式会社沖縄南国フーズ 1360001011653 アグー豚商品のテイクアウト販売と自社ネット通販による販路開拓

3011 沖縄県 屋宜家 非対面型ビジネスの構築及び販路開拓プロジェクト

3012 沖縄県 居酒屋砦みどり町店 非対面でも最高のサービスを！テイクアウトで砦の料理を！

3013 沖縄県 Thida Stone ECサイト機能拡充による新規顧客層の獲得

3014 沖縄県 中山コーヒー園 珈琲豆の生産工程効率化とECサイト販売による販路拡大事業

3015 沖縄県 ホーヨー企画合同会社 6360003005673 配送サービスの充実で安心便利な「おうち居酒屋」「身近な酒屋」

3016 沖縄県 ゆがふ合同会社 4360003008323 石垣島からお届けするブランド牛のネット通販サイト構築事業

3017 沖縄県 HANAHOU 非対面で安全に！安心な店内飲食再建

3018 沖縄県 有限会社ディーオーエヌ 8360002018749 Withコロナ非対面ビジネスの構築

3019 沖縄県 多楽製麺 自社デリバリー&テイクアウト販売開始事業

3020 沖縄県 株式会社イースト 3360001021824 非対面型チェックイン及び感染者防止対策導入事業

3021 沖縄県 居魚屋 金海 新規客の獲得及び非対面型ビジネスへの取組み


