
№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1 北海道 ㈲新⼗津川北星ハイヤー 9430002052319 機械導⼊で感染症対策の強化を図り新たな市場開拓を⽬指す

2 北海道 ドリーム・ラヴァ―㈱ 4430001074095 環境教育商材の開発およびオンラインセミナー実施体制の強化

3 北海道 Ｙʼｓ ｈａｉｒ −ＳＡＨＡＲＡ− 営業を継続させるためのコロナウイルス等感染防⽌設備等対策

4 北海道 有限会社コスモス 1460102005800 ＥＣサイトの販売⼒強化を⽬的としたホームページリニューアル

5 北海道 株式会社⼟井総業 2430002051558 賃⾦計算システム導⼊による⽣産性の向上と⾮対⾯型モデルの構築

6 北海道 有限会社栃⽊商店 6440002003042 北海道ワインによる店舗販売とEC通販のリバランス事業

7 北海道 有限会社ピポット 4460102002794 ふるさと創⽣、パークゴルフ⽤品の⾮対⾯販路拡⼤

8 北海道 有限会社芽室⾃動⾞整備⼯場 4460102003529 外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資

9 北海道 有限会社 末廣軒 1440002002222 通販事業増強と新規スイーツデリバリー（宅配）事業創設

10 北海道 霧⽴そば製粉合同会社 9450003000055 ECサイト作成と新規顧客獲得事業

11 北海道 株式会社尾⾕商店 4460301000145 ECサイト構築をメインとした、のんたジンギスカン売上増加事業

12 北海道 霧⽴亭 ECサイト再構築と新規事業開始による新規顧客獲得事業

13 北海道 ちえのわ事業協同組合 3462501000677 独⾃ブランドの確⽴とECサイト作成による販売促進事業

14 北海道 せたカフェキッチンぷらす ⾮対⾯販売という販売形態への変⾰と新たな販路拡⼤の環境構築

15 北海道 パティスリーイグレック 主⼒販売部⾨の転換による新規顧客開拓と売上の増加

16 北海道 上⼠幌⾃動⾞⼯業㈱ 7460101003007 設備投資による整備可能な⾞種及び台数増と新規顧客獲得

17 北海道 有限会社 佐藤⾃動⾞整備⼯場 6450002010525 内製化による⽣産性向上と新サービス開発

18 北海道 株式会社松⼭⼯業 6460101001754 新規独⾃サイト開設で⾮対⾯ビジネスモデル導⼊と新たな顧客開拓

19 北海道 （有）オンユアマーク 2460002005627 ペンションの味を⾃宅へ届ける。冷凍・冷蔵⾷品製造販売。

20 北海道
有限会社 ハラマキファームクリ
ニック

1430002061244 競⾛⾺テレワークコンサルタント及び⼩動物オンライン診療化事業

21 北海道 こだまスポーツ 需要喚起のためのイベント・展⽰会開催とネットショップ開設

22 北海道 Office K 業種別完成済広告デザインデータテンプレート販売サイト

23 北海道 GuestHouseぎまんち 町初の⺠間野⽣⾁処理業、野⽣⾁専⾨店やせいのおにくやの開業

24 北海道 ウッディベル 各年代に楽しく⾷べてもらえるピザの販売事業

25 北海道 有限会社 ⻑岡⾷品 9460102002435 ⾮対⾯ビジネスモデル（EC販売）に取り組んで新たな販路開拓

26 北海道 松久園 家庭での新たな「⾷のよろこび」を創造する⾮対⾯業態の開発

27 北海道 ⼗勝フードハウスルナ 北海道⼗勝産の⾷材たっぷりクレープ、テイクアウト販路開拓

28 北海道 有限会社サカモト⾷品 9460102001321 巣ごもり消費に向けたEコマースお取り寄せ事業

29 北海道 ごちそうさん⾷堂 ⾮対⾯型の設備導⼊で作業効率の改善と経費削減で売上・利益拡⼤

30 北海道 株式会社 ひらかわ牧場 4440001008432 新鮮な⽣乳と旬⾷材を使⽤したアイスクリーム製造・販路開拓事業

31 北海道 中華料理 ⼤⿓ ネットショップ開設による外部要因に負けない経営基盤強化事業

32 北海道 株式会社 ビームオン 2430001043333 オンライン料理教室開始に伴うＰＲビデオの作成

33 北海道 ＨａＭａＬｉｆｅ ⾼梨⼦ あやの ⺟⼦家庭の貧困とうつ病予防のための離婚前準備を全国規模へ
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34 北海道 株式会社 チェリーパイ 8440001004898 ＥＣサイト制作による「新しい⽣活様式」の推進と持続的経営

35 北海道 株式会社楽⾳ファクトリー 3460001005156 ターゲット再設定に伴うプロ仕様の⾳響照明機材の導⼊

36 北海道 とんかつのみしな ｅ−コマース構築に向けた⾃社商品開発と３密回避テラス席の増設

37 北海道 株式会社 総合物流嘉堂 3440001005001 3蜜・移動を考慮せずに双⽅が納得のできる⾒える遺品整理業

38 北海道 平⽥こうじ店 ＥＣサイト構築による⾮対⾯型ビジネスで販路拡⼤と新規顧客獲得

39 北海道 ⽵澤正博 ⼩規模農家・飲⾷店向け管理会計システム開発・販売・運⽤⽀援

40 北海道 有限会社薫製⼯房ハントヴェルク 1430002051625 得意先外⾷ブランドを活⽤した通販向け商品の製造・販売

41 北海道 有限会社いずみ⾷堂 2430002062662 設備投資で通販事業本格化！⾮対⾯ビジネスの販路開拓を図る

42 北海道 有限会社マルフジ海産 8450002013014 仕⼊と受注のギャップを調整するための原料保管設備の導⼊

43 北海道 株式会社 シカベンチャー 3440001008425 インターネットを活⽤した直販サイトの⽴ち上げと販路の拡⼤

44 北海道 Ｒスタジオ 株式会社 8460001004608 不動産仲介におけるリモート商談と在宅勤務へのシフト

45 北海道 居酒屋りしり コロナ後の社会に適応する店舗運営及びＥＣサイト構築

46 北海道 粗清草堂 オンラインショップおよびHP起ち上げ事業

47 北海道 サロン・ド・ボーテ R&m 新施術メニューによる顧客獲得とネット販売による売上強化

48 北海道 株式会社阿寒リゾート 7460001003949 ホテルの料理をオンラインで販売するための環境整備

49 北海道 中野⻘果 新⾷品表⽰法への対応に係る印刷業務の内製化による販路拡⼤

50 北海道 三代⽬⼀⼼ テント販売から⾃社HP受注管理による冷凍ラーメン販売強化

51 北海道 しろふくろう株式会社 8450001011126 感染症対策による⾮対⾯事業に向けた業態変更及び販路開拓計画

52 北海道 北⽇本カレンダー贈答品 株式会社 1450001000911 新規顧客の獲得に向けた「⾮対⾯型」営業戦略の構築

53 北海道
特定⾮営利活動法⼈ 南宗⾕ひだま
りの会

3450005002778 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

54 北海道 らーめん旭 ｺﾛﾅ対策で換気設備強化及び⾮対⾯販売⽤ホームページ制作

55 北海道 アゼックス株式会社 6450001009915 新聞広告と動画を活⽤したＣＲＭによる⾮対⾯型販促への挑戦

56 北海道 株式会社 マルイチ 6430001055614 販促⽤パンフレット等作成と設備導⼊によるＢtoC強化事業

57 北海道 お⾁屋さんたどころ 新規通販チャネルへの進出ときめ細やかなサービスの実現

58 北海道 株式会社ファームデザインズ 2460001004811 テイクアウト事業強化によるビジネスモデル転換

59 北海道 伊藤精⾁店 冷蔵による保存技術の向上による商品の安定供給による販路開拓

60 北海道 ⺠宿きのえ荘 真空包装によるテイクアウト商品の⾮対⾯販売への進出

61 北海道 有限会社⼤⽊牧場 8460102005694 ⾃社⽣産チーズに特化したファーマーズカフェ新設による販路開拓

62 北海道 株式会社 しらおい菓⼦⼯房まいこ 8430001054985 ネット販売等⼟産菓⼦の開発・量産と賞味期限⻑期化で⽣産性向上

63 北海道 ハート(有) 8460102007625 コロナを乗り切れ、パンフレット制作内製化事業

64 北海道 有限会社 マルテンストアー 6430002061850 安全安⼼な⾷空間整備による来店客復活プロジェクト

65 北海道 ヤジロベー合同会社 2430003003649 ４Ｋ＆ドローン映像による競⾛⾺牧場の⾮対⾯販売＆就業⽀援

66 北海道 Bell Veggy ⾃社加⼯施設の整備で開発するイチゴの加⼯品が広げる新たな販路
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67 北海道 株式会社アピッシモ 4450001010098 オンラインを使った⾮接触型の接客⽅法とテレワーク環境の構築

68 北海道 株式会社 旭川ゴルフ倶楽部 6450001000312 動画を使った⾮対⾯化サービスの充実と新たなマーケットの獲得

69 北海道 有限会社 ゼン 4460102006028 ランチタイム営業開始に伴う厨房拡張⼯事による新たな商機獲得

70 北海道 株式会社 旭川平成代⾏社 7450001011754 宅配代⾏の事業化と新規顧客の獲得

71 北海道
Ａｕｂｅｒｇｅ ｅｒｂａ ｓｔｅｌ
ｌａ

ＥＣサイトとレシピサイトの構築、及びイベント出展と広告掲載

72 北海道 有限会社野楽 9430002051592 産地直送インターネット通販サイト運営事業

73 北海道 株式会社 かねきち吉野 5430001067544 ⾮対⾯型販売の強化によるホームページのリニューアル

74 北海道 有限会社 澤⽥⽶穀店 3440002001965 ⾮対⾯型販売を強化するための商品開発及び動画制作

75 北海道 株式会社 共栄 4430001052002 新たな収益源獲得のためのECサイト構築事業

76 北海道 かごあみ絲 販路拡⼤のための販売ツール作成とブランドイメージの統⼀

77 北海道 株式会社 柳本組 1440001006736 コロナの影響で⾼まる「現地での溶接」への対応

78 北海道 炭家 ⽯花⽊⾦ 野外観光スポットでの移動販売開始に伴うキッチンカー改修

79 北海道 アトリエUuM ワークシップ空間作りの店舗改装とEC販売サイトで売上増事業

80 北海道 有限会社グッドニュース 6450002008024 加⼯⾷品の製造及びテイクアウトおよびオンライン販売強化事業

81 北海道 サワベスタジオ クラウド対応プリンターによる⾮対⾯型サービス・⾃社製品の強化

82 北海道 有限会社 マーレ旭丸 3440002009125 楽天市場出店による新規顧客獲得及び事務所の改装

83 北海道 旅する暮らし ⾃家製ジェラートの⾮対⾯販売に向けた店舗改装とＥＣサイト構築

84 北海道 株式会社 ⽵内養鶏場 7460101006059 ＥＣサイト制作による消費者向け販路開拓事業

85 北海道 株式会社NIKIHillsヴィレッジ 5430001068229 新規商品取り扱いと働き⽅改⾰

86 北海道 ＴＨＥ Ｎ３ ＣＡＦＥ ⼗勝産チーズを使⽤したピザのテイクアウト販売による販路拡⼤

87 北海道 つぼ⼋ つぼっち ⾳更店 電気式調理器具導⼊による⽣産体制強化での顧客満⾜度の向上

88 北海道 髙⽥⽯材店 設計図⾯及びデザインのIT化による販路拡⼤及び効率化事業

89 北海道 インテリアマキ ⾮対⾯での営業活動と抗菌製品のＰＲによる販路開拓

90 北海道 有限会社Ｓ．Ｒ．Ｋ． 4010502022280 ＥＣサイトの構築による⾮対⾯型販売の新たな売上増加計画

91 北海道 liko キッチンカーによる販路拡⼤とデリバリー事業の強化

92 北海道
株式会社ナレッジ情報コンサルティ
ング

1430001060395 新たな働き⽅の提供「リモートワーク環境整備」事業

93 北海道 有限会社 伸託 3462502000369 個体管理強化による和⽜の付加価値向上化事業

94 北海道 イーラインズ ⾮対⾯ビジネス導⼊と⼀次加⼯ギフト開発と顧客開拓で事業再⽣

95 北海道 café+deli四つ葉apart サービスの拡⼤とテイクアウトメニューの拡充による販路開拓

96 北海道 ニセコチセガーデン 瞬間冷凍庫を活⽤した加⼯品の⽣産とネット販売による販路拡⼤

97 北海道 寿楽の息⼦ デリバリーシステムとＥＣキャッシュレスでリスク低減の実現

98 北海道 有限会社 ⽮幡製麺所 3460002003225 包装機導⼊による⼟産⽤ラーメンのオンライン販売の強化

99 北海道 有限会社 知床ネイチャークルーズ 2462502001295 コロナに負けない安⼼の⾮接触型予約販売モデルの構築
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100 北海道 株式会社 ケミクル 7462501000632 通販チャネルのきめ細やかなサービスの実現

101 北海道 有限会社クライスデール 9430002056963 テイクアウト事業で留寿都の新しい⾷の発信と新規顧客獲得

102 北海道 ゲストハウス⼆⾵⾕ アイヌ⽂化の発信！Tシャツ等の商品開発とECサイトでの販売

103 北海道 焼き⾁ 太⾨ 三密を避けた移動販売

104 北海道 有限会社⾵来坊 8430002061799 おうちで居酒屋！中⾷需要の獲得によるＶ字回復計画

105 北海道 ナンモダ百貨新冠本店 新型コロナに対応するAIを利⽤した⾷住近接の⼩さな店舗運営

106 北海道 居酒屋いた吉 店内の「密」軽減とテイクアウト強化で地域に愛される飲⾷店に

107 北海道 有限会社 割烹 久野 8460302004810 テラス席への改修と出前・テイクアウトの強化でコロナに勝つ

108 北海道 (有)しれとこ村 4460302004855 ⾃社の強みを最⼤化するオンラインショップ事業の⽴ち上げ

109 北海道 歩⼈ スマフォ対応型ネットショップの開設による販路拡⼤事業

110 北海道 VILLAePIZZERIA iLcoVo 気軽にテイクアウト。キッチンカーでのピッツア移動販売事業

111 北海道 特定⾮営利活動法⼈サークルエイト 7450005004192 テレワークを導⼊した新たな事業拠点での新サービスの展開

112 北海道 有限会社駒井建設 6430002065892 ⾮対⾯型レンタルキッチン、レンタルスペース事業の参⼊

113 北海道 株式会社 美瑛⼦育ての丘 7450001012422 施設の付帯設備（ウッドデッキ）改修⼯事による居場所作り事業

114 北海道 有限会社 ⼀印⾼⽥⽔産 2440002000340 ⾃社ECサイトの構築とチラシ作製で売上回復の実現

115 北海道 マンマとようら 販売チャネルの強化、拡⼤及び⽣産能⼒向上のための設備投資

116 北海道 有限会社チカラノ 8011402019347 コロナ禍に対応した⾮接触型飲⾷部⾨⽴ち上げ事業

117 北海道 合同会社ベリーファームとようら 7430003010211 屋外の衛⽣環境改善及び農園環境の改善による客単価の向上

118 北海道 桜農園 化粧品のネット販路拡⼤と原料製造⽤加⼯場の整備

119 北海道 有限会社さんおん 1430002063653 地⽅から世界へ！豊浦町を情報発信！

120 北海道 株式会社 ⾵景 6460101006332 同域内の事業者連携による施設の有効活⽤と地域活性化事業

121 北海道 クラブジュテーム コロナに対応、空気清浄機導⼊による安⼼快適空間の提供

122 北海道 Hokkaido Resorts Group株式会社 7430001064309 カフェテラス席新設⼯事

123 北海道 株式会社 きつつき 3430001056425 北海道⼩⻨の⽯窯パンとアレルギー対応商品の製造・通販事業

124 北海道 ラーメン⼀本亭 餃⼦製造機導⼊によるテイクアウト等販路開拓事業

125 北海道 鎌塚運送株式会社 9450001011851 フードデリバリーサービスFooddy（フーディー）

126 北海道 Mieux hair（ミューヘアー） 感染防⽌対策によるサービス向上

127 北海道 株式会社 久保⽥組 5430001055243 緊急事態時でも活動できる業務体制構築

128 北海道 ⺠宿 元和や アイヌ⽂化の魅⼒を全ての宿泊客様に届けたい

129 北海道 有限会社 うめつぼ 2430002060451 ホームページ開設、Web販売による販路開拓

130 北海道 株式会社 haku 7430001077491 テイクアウト供給量増加を⽬的としたサプライチェーンの強化

131 北海道 合同会社 ⼗勝野スイーツ 8460103000926 ⾷品売場の隣店が閉店！販売環境改善と通信販売⽴上げの取組み

132 北海道 久保農園 ⾮対⾯型販売による新規顧客獲得と顧客満⾜度向上事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

133 北海道 かんのファーム ⼤型保冷庫を利⽤した、新鮮野菜の販路拡⼤

134 北海道 合同会社⽣涯健康実践会 7460003000597 無料オンライン健康法講座１か⽉お試しプログラム

135 北海道 MANO 弊社商材と牧野農園⾷材の抱き合わせBOXの販売

136 北海道 特定⾮営利活動法⼈ 森のこだま 7460305001780 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための取組

137 北海道 ⻫藤商店 焼⾁だいちゃん！⽣産性向上に伴う、新たな販売チャンネルの確⽴

138 北海道 ぷらっとカフェ駅茶屋 逆境に勝つ！駅茶屋の⽣産性向上と新たなチャンネルの確⽴

139 北海道 焼⾁たんちょう 設備導⼊に伴う！たんちょう式テイクアウトシステム構築

140 北海道 (株)やまだ葬儀社 8460301003978 今だからこそ！多⾓経営の基盤強化と新たな販売チャンネルの構築

141 北海道 有限会社 瀬川⾷品 6460002004575 ネットショップの強化による⾮対⾯型ビジネスの展開

142 北海道 株式会社⻘功舎 9430001075667 ⾃社ホームページ整備によるネット販売を通じた新規顧客獲得

143 ⻘森県 （同）カシスジャムの店おおた 6420003001336 ⻘森カシス加⼯品のネット販売と殺菌槽導⼊による内製化推進

144 ⻘森県 ㈱MEDIA Maker 6420001010867 オンラインコンサル会員制の確⽴のための冊⼦と動画制作

145 ⻘森県 ポムミエル 専⽤受渡窓設置等による店舗滞留の軽減とオンライン販売の強化

146 ⻘森県 企業組合 広福丸 3420005006815 ⾷堂増設による密接を防ぐ空間づくりと漁師めしによる集客増強

147 ⻘森県 正村⾷品株式会社 5420001012609 ⾖製品の販路拡⼤！機械の導⼊で新たな主⼒商品の増産販売へ

148 ⻘森県 ドリームファーム下北 採れたて野菜箱「無⼈販売機」設置による売上増進事業

149 ⻘森県 Restaurant＆CafeBar WANY アフターコロナ時代を⽣き抜く為に外⾷産業が⾏う事

150 ⻘森県 ヤマニ仙遊館 コロナ時代の旅館を楽しむ宿泊プラン発信事業

151 ⻘森県 株式会社盛⽥庄兵衛 1420001012166 ラベル内製化による新商品で新たな需要の掘り起し

152 ⻘森県 株式会社 ＡＲＩＯ 4420001016800 販路拡⼤へ向けた⽣産能⼒向上の為の設備拡⼤

153 ⻘森県 ＴＲＹＦＡＲＭ 農産物の冷凍設備導⼊による、販路拡⼤

154 ⻘森県 ㈲猿倉温泉 6420002017291 感染症予防対策のための施設環境整備事業

155 ⻘森県 ㈱まるみ 8420001013109 EC販売を利⽤した煮⼲しラーメンの販路開拓と店舗の感染対策

156 ⻘森県 有限会社スーパーヤマヤ 5420002012434 コンベクションオーブン導⼊によるテイクアウト料理拡⼤事業

157 ⻘森県 幡⿓ 新しい⽣活様式、⾃宅でリモート飲みナイトデリバリー

158 ⻘森県 合同会社聖ざき 9420003001762 新釜導⼊でテイクアウト商品の⽣産性向上

159 ⻘森県 焼⾁レストラン昌⽉園 業務⽤真空包装による⾷材ロスとテイクアウト商品の開発・販売

160 ⻘森県 有限会社ケイエス⻘果 9420002015986 ⻘森県産にんにくの急激な市場価格⾼騰に対応する為の新商品開発

161 ⻘森県 ⼩倉⾷堂 テイクアウトと出前のPRと⽼若男⼥が利⽤しやすい店づくり

162 ⻘森県 酒処okiraku テイクアウトをご利⽤するお客様向けのメニュー開発と販路拡⼤

163 ⻘森県 ワークスペース詩寿華 ⾮対⾯型オンラインスクールの構築・制作・販売事業

164 ⻘森県 整体サロン ⼒⽯の家 SNSを活⽤したオンラインダイエットサポート事業

165 ⻘森県 ㈱駒嶺商店 8420001012597 新型コロナに負けない強固な事業拡⼤のチャンス



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

166 ⻘森県 株式会社北彩屋 9420001014683 地域資源・海峡サーモンを活⽤した新たな商品開発と販路拡⼤

167 岩⼿県 株式会社 ⽢輝舎 1400002012101 ⼤槌屋台村の味を全国へ。横丁を味わうネットショップの構築

168 岩⼿県 古舘製麺所 シール機の更新とＩＴ活⽤による製品の安定供給

169 岩⼿県 やぶ屋 電⼦決済に対応した券売機の導⼊による感染防⽌

170 岩⼿県 Ｂ−ｒｏｏｍ・こんの屋 省⼒調理器具等導⼊による回転率及び効率化向上事業

171 岩⼿県 ⽇向⼯務店 広報⼒向上による知名度アップ・リフォーム元請受注拡⼤事業

172 岩⼿県 有限会社 菊池設計 8400002010453 誘致企業等⺠間⼯事受注拡⼤のためのホームページの作成

173 岩⼿県 有限会社 キリ美装 9400602001140 ⾶沫防⽌衝⽴の開発と販路開拓の取り組み

174 岩⼿県 株式会社 ⼭⼈ 3400001006564 新たな交流チャネルを⽣み出すＷＥＢラジオ広報事業

175 岩⼿県 合同会社しづか亭 7400503000185 「温泉つきデイサービス」の強みを活かした新たな販路開拓

176 岩⼿県 葵⾷品 わさび本来の味を全国発信「遠野産わさび」通信販売サイトの開設

177 岩⼿県 有限会社奥州交通 2402702000474 情報発信⼒強化と衛⽣管理向上による売上復活事業

178 岩⼿県 Deん〜隠れ家〜 ⼈々が集う賑やかで安⼼安全な飲⾷店経営のための設備強化

179 岩⼿県 有限会社オーパーツ 4400002010449 地域課題の解決に向けた移動販売による買い物弱者問題の解消

180 岩⼿県 辻ヶ花興産株式会社 5402701000308 良いものを末永く使うための分解クリーニング事業

181 岩⼿県 株式会社雪ッ⼦⾷品 5400001009383 カット野菜の品質向上のための衛⽣設備の強化

182 岩⼿県 株式会社ミナミ⾷品 6400001008186 ⾮対⾯でライブ感を実感できる双⽅向オンラインサービスの展開

183 岩⼿県 菊池商店 ＥＣサイト⽴ち上げによる⾮対⾯型ＢｔｏＣ市場への参⼊

184 岩⼿県 QOLマーケット 遠野の⾃然を活かした「苔や⼭野草」を販売するECサイトの開設

185 岩⼿県 有限会社松橋⾃動⾞整備⼯場 7400002012013 カーエアコンリフレッシュサービスによる顧客単価アップ

186 岩⼿県 株式会社⼤安 8400001007467 ラゲッジスペースを利⽤した買い物代⾏、配達代⾏サービスの実施

187 岩⼿県 有限会社 森⾕材⽊店 4402702000415 ＥＣサイト構築による『気仙杉×ＤＩＹ』販売促進事業

188 岩⼿県 株式会社 遊⼭ 2400001013891 奥⽻のたまものセット販売事業

189 岩⼿県 サロンド・ユニバース 癒しのサロン完全個室化によるシニア⼥性層獲得計画

190 岩⼿県 Cafe brooch カフェの本格スイーツをご⾃宅へ お菓⼦⼩売部⾨の整備

191 岩⼿県 有限会社 渡辺製材所 4400602001500 製材業からリフォーム業への転換を実現する為のブランド⼒向上

192 岩⼿県 有限会社 橋勝商店 1402702000566 真空パック機導⼊による調理作業の合理化と中⾷強化事業

193 岩⼿県 株式会社プロメイクホーム 7400001007253 オンライン会議システム活⽤による⾮対⾯型営業への転換

194 岩⼿県 Ｃｅ−Ｃａｆｅ デリバリーサービスの時短簡単オーダーシステムの序

195 岩⼿県 有限会社翁知屋 8400502000730 ⾮対⾯販売ツールとしての商品ＰＲ動画制作スタジオ改装⼯事

196 岩⼿県 スワローレンタサービス㈱盛岡 6400001003567 オンライン受付システム導⼊による時短・インバウンド需要の開拓

197 岩⼿県 株式会社盛岡ユニフォーム 9400001001873 HP製作による⾮対⾯型効率化営業での新規顧客開拓事業

198 岩⼿県 理容パンダ 滝沢店 ⾼齢者に寄り添ったサービスの提供及び店舗づくりによる顧客獲得
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199 岩⼿県 株式会社エムシィアール 6030001092284 テレワーク仕様の客室整備事業と屋外レストラン事業

200 岩⼿県 エムテック株式会社 4400001001804 Ｗｅｂを活⽤した新たなビジネスモデルへのイノベーション

201 岩⼿県 ⼩綿商店 ⻘空カフェ事業への進出等による売上向上

202 岩⼿県 らんぷ テイクアウト・デリバリー対応による販路開拓

203 岩⼿県 お好焼広島屋 セルフサービスの団体客専⽤貸切部屋「隠れ家」で売上増を⽬指す

204 岩⼿県 アックアモンテ テイクアウト事業拡充と店内環境整備による営業⼒強化

205 岩⼿県 よりみちそばみち 換気と製麺製造でコロナ打破！⼤槌湧⽔⼿打ちそば販売事業

206 宮城県 侭 新⽣活様式に対応した通信販売への参⼊事業

207 宮城県 マリッジメディア オンライン環境の整備による⾮対⾯型集客及び既存会員のフォロー

208 宮城県 株式会社シーズ 7370002017073 使い捨て仕出し弁当と回収型会席膳の販路拡⼤

209 宮城県 DaDaHair ホームページ作成による新規客確保とネット販売促進

210 宮城県 株式会社ターニング 1370001024118 おうちじかんを楽しもう！〜⾃宅でできるワークショップ〜の開発

211 宮城県 株式会社スマイルフィールド 5370201003909 ⾃社農産物加⼯商品の通販ビジネス体制の構築

212 宮城県 株式会社くいしん坊 5370601002691 おうちで居酒屋〜テイクアウト事業の開始〜

213 宮城県 有限会社誠⼼アカデミー 8370002001126 ⾮対⾯の体験に誘導できるホームページを確⽴する

214 宮城県 株式会社GLAFT 8370001022437 ⾃社製麺所の強みを活かした新たなスタイルTAKE OUT事業

215 宮城県 有限会社盛屋⽔産 6370502000926 オンライン接客で顧客のつなぎ⽌め及びアフターコロナ体制の構築

216 宮城県 ⺠宿 中⽥荘 新たなTakeout商品の開発による経営の⽴て直し

217 宮城県 TCICJAPAN株式会社 4370601003022 インターネットHPを活⽤した⾮対⾯営業の強化

218 宮城県 ノヴァテックエヌイー株式会社 2370001042705 ⽣命を守るシステム提供による販路開拓事業

219 宮城県 有限会社橋本⽔産⾷品 5370502001033 スマートフォン対応型ECサイトと顧客管理システムの構築

220 宮城県 ⼭内⼯房 ネットと発送での⾮対⾯対応と依頼者専⽤のオリジナル仕様の提供

221 宮城県 陽のあたる処居酒屋ＳＡＲ”Ｕ 商品ラインナップ拡充による卸売営業強化事業

222 宮城県 ⼤沼学院 ⾮対⾯型授業とテレワーク環境の整備による市場拡⼤

223 宮城県 ダンススタジオリレイション 「新しい⽣活様式」に対応したレッスン動画ＨＰアップ事業

224 宮城県 株式会社 海遊 5370301002918 漁師のデリバリーショップ（うみでり）としての新事業展開

225 宮城県 Yukkyʼs English Room ＳＮＳとオンライン教室で受講者獲得計画

226 宮城県 あちゃーる 通信販売を⽬標とした真空パックカレーの試作の製作

227 宮城県 公⽂式 ⿅島台駅前教室 学習塾として“安⼼”を提供するための内装⼯事

228 宮城県 株式会社つつみ庵 8370001043953 つゝみ庵の「会津⼭都そば」デリバリーサービスの確⽴

229 宮城県 アトリエ La Terre Verte デザインで事業と暮らしを元気にする商品開発と⾮対⾯販売

230 宮城県 ブエンモスト株式会社 6370001040688 ＳＮＳで広げる顧客づくり、ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの充実

231 宮城県 合同会社シカラボ 7370003004566 リアス式の地形が育むジビエ（⿅⾁）のオンラインによる販路拡⼤
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232 宮城県 有限会社スズキ企画 9370402001880 マスク需要への対応と新規顧客構築に向けた通販体制確⽴

233 宮城県 創菜旬⿂はしもと 中⾷需要に対応した商品開発とSNSを活⽤した域外への販売強化

234 宮城県 アイティーエスオート株式会社 3370001040880 ⾃社サイト改修と⾮対⾯型ビジネス化でのITソリューション実現

235 宮城県 株式会社はなぶさ 5370001041324 ウィズコロナ時代に対応する新サービス開発

236 宮城県 （株）2nd place 7370001042584 理容という接触回数不可能な業種の接触回数を減らす為の取組み

237 宮城県 エキリーブル 売上安定化のための動画教材販売システムの構築と販売体制の整備

238 宮城県 只野 彩佳 広報サイトの多⾔語化と新商品開発による販路開拓

239 宮城県 ホビーベース オンラインレッスンに向けてのｗｅｂ開発と既存サイトの改善

240 宮城県 博多もつ鍋たじまや テイクアウトを通じての新たな顧客獲得と当店の認知度アップ

241 宮城県 七輪炭⽕焼処 すみ⾳ ECサイト進出による売上ＵＰと安⼼して⾷べられる空間づくり

242 宮城県 株式会社カルティベイトダイニング 3370001042002 宅配事業の開始に伴う周知と店内におけるコロナ感染拡⼤防⽌対策

243 宮城県 株式会社及善商店 7370501000546 ⾃社HPの改修による新商品販売促進及び販売強化事業

244 宮城県 ラーメンねぎっこ名取浜街道店 券売機導⼊による感染症予防対策と売上管理で採算分析

245 宮城県 有限会社宮城寝装販売 3370802001107 通信販売による新事業の展開

246 宮城県 居酒屋ニライカナイ 店内動線の⾮対⾯の強化とテイクアウト導⼊による売上拡⼤

247 宮城県 和⾷屋はんざわ テイクアウトアプリを活⽤した新受注システム導⼊による販路開拓

248 宮城県 有限会社 サクラフーズ 7370602000759 近隣の会社や住宅にデリバリーで新規開拓

249 宮城県 株式会社DECT 1370001031601 新規事業リフレクソロジー・ウィルス対策未来型ホームページ

250 宮城県 フリューゲル オンライン家庭教師による感染症に負けない学習環境づくり

251 宮城県 蔵ive -クライブ- 対⾯機会の抑制に取組んだトイレ改修とテイクアウト等の販路開拓

252 宮城県 有限会社 楓林 2370202003118 懐かしの味・お⼟産⽤商品として復活！⾮対⾯販売で売上拡⼤

253 宮城県 株式会社こしき 7370001041990 滞在型サテライトオフィス設置及びテイクアウト型カフェへの改修

254 宮城県 株式会社マルジン三浦⽔産 7370501000819 新商品のパッケージデザイン及びラベルプリンター購⼊

255 宮城県 株式会社ビューティーメンテ 5380001029054 完全無⼈型24時間営業 リモート＆セルフ脱⽑店 リモダツ出店

256 宮城県 ラーメンショップ椿松⼭千⽯店 店内における⾮対⾯の強化と新メニュー投⼊による売上拡⼤

257 宮城県 東興包装材料株式会社 7370201002173 ⾃社HPを活⽤した受注ワンストップサービスによる販路拡⼤

258 宮城県 繋がる結ぶOneStory 健康寿命100歳「50代からのダイエットはヘルスコーチング」

259 宮城県 合同会社アペテラ 5370003004460 住空間を飾るアイテムのオンラインショップと宣伝広告

260 宮城県 有限会社 和⾷味処宮寿司 9370102002221 宮寿司オリジナル加⼯⾷品による通信販売の強化

261 宮城県 星のこ⼯房 ＥＣを活⽤した仮想型⾮対⾯販売を可能にしたリモート展⽰会開催

262 宮城県 株式会社さぶん酒店 6370201003973 Push通知機能を搭載したアプリ開発による攻めの販路開拓事業

263 宮城県 明神崎荘 コロナ禍による新事業導⼊と⾮対⾯型ビジネスモデル構築

264 宮城県 仙臺カネタヤ 個性的な⾃販機設置による、ミニカー販売事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

265 宮城県 株式会社フェニックスエレメント 7370301003014 感染症対策を整備した安全安⼼の⾃費整体院の開設

266 宮城県 お好み焼きぶんちゃん 本場の味を⾃宅で楽しめるテイクアウト事業の環境整備

267 宮城県 株式会社 住宅⼯房ひなた 7370000104465 「ヒューガ」でステイホーム

268 宮城県 有限会社 ミートショップさくらい 7370602001807 地元多賀城市から宮城県へ仙台⽜ブランドを発信

269 宮城県 株式会社 稲妻呉服店 8370601000065 纏う喜びを通して⽂化的⽣活の魅⼒的発信と発展

270 宮城県 株式会社 宮城マイクロブルワリー 7000012050002 ECサイトを活⽤した⾮対⾯型の営業強化

271 宮城県 有限会社マルキチ阿部商店 2370302002272 ⾮対⾯型ビジネスの確⽴とテレワーク設備導⼊による環境整備

272 宮城県 ⾼橋経営⼠事務所 家庭で仕事をする男性のための台所仕事と料理教室の開催

273 宮城県 ドッグアロマサロン リトルエンジェ オンラインドッグケア講座開講のためのＨＰリニューアル

274 宮城県 糀藍 糀の⼒で免疫⼒アップ！新型コロナを乗り越える販路開拓

275 宮城県 ゲットタイム ⾮対⾯型予約テイクアウト・デリバリーシステムと販売経路の構築

276 宮城県 マルナカ遠藤⽔産 チラシ配布、全商品デザイン統⼀による⾮対⾯販売⼒強化事業

277 宮城県 ANVIAN INTERNATIONAL株式会社 4370001039699 農チューバーを活⽤したオリジナル⼟壌改良材の販路開拓

278 宮城県 ヘルニアたこすけ WEBサイト・新規事業によるたこ焼きの販路開拓

279 宮城県 株式会社 アイ・アディールクリエー6370101002068 ECサイト開設で名物蔵王琥珀卵と蜂蜜を全国販売へ

280 宮城県 ピース ECサイト開設・テイクアウト強化で新たな販路開拓へ

281 宮城県 おきたまや 和菓⼦の魅⼒をECサイト開設で全国へ

282 宮城県 カシマ商事株式会社 9370201002221 ガーメントプリンター導⼊による新サービスの提供開始

283 宮城県 ウナガッタ カチャトラ テイクアウト・デリバリー部⾨の確⽴による販路拡⼤

284 宮城県 TOTAL BODY RESULT オンライン・出張パーソナルトレーニングサービス提供

285 秋⽥県 株式会社こはく 0410001011332 同業他社のモデルとしてのインターネット販売網の確⽴

286 秋⽥県 東海林養鶏場 外部要因に左右されない⾮対⾯型直営販売体制の確⽴

287 秋⽥県 キャッスルファイブレザーアート株式7410001010116 ECサイトの構築でコロナに負けない経営基盤づくり

288 秋⽥県 桜ピアノ教室 ⾮対⾯型レッスン導⼊による新規⽣徒の獲得と既存⽣徒の囲い込み

289 秋⽥県 湊精⾁店 新たな⽣活様式に対応した移動精⾁店「お⾁の御⽤聞き事業」

290 秋⽥県 東商事株式会社 1410001009980 ⾃社サイトのＥＣ化による販路拡⼤事業

291 秋⽥県 よしかタンポポプランニング よしかタンポポ関連商品のネット販売事業

292 秋⽥県 ⾷菜館ひだまり テイクアウトで活路を⾒いだす！冷蔵設備の導⼊による顧客獲得

293 秋⽥県 ｐｅｂｂｌｅ ⾮対⾯型で「⾒る、話す、決める」ＥＣサイト構築による販路開拓

294 秋⽥県 さぬきうどん いちこま テイクアウト充実に向けた環境整備、受注機会を逃さず獲得！

295 秋⽥県 YAH-MAN 調理能⼒ＵＰで売上げ確保！〜地域⼀体のテイクアウト展開〜

296 秋⽥県 ほの⾹ HP作成により全国へ向けて事業内容を発信し集客するための事業

297 秋⽥県 居酒屋かつら屋 テイクアウト設備増強で、新たな顧客獲得
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298 秋⽥県 マナイタ 中⾷需要への取組＆感染リスクを抑えた新外⾷スタイル提案事業

299 秋⽥県 粋や 旬⽉ デリバリー＆テイクアウトで経営基盤の強化と販路開拓

300 秋⽥県 辻本商店 コロナに強い内製化の推進とデニム⽣地の新提案・商品開発！

301 秋⽥県 兼正商店・Tra-cafe stand ⾃社製品ブランディング戦略とECサイト開設による販路拡⼤事業

302 秋⽥県 個別指導の齋藤塾 オンライン家庭教師の集客のため、HP改修とチラシ配布

303 秋⽥県 コンノ楽器 ⾳楽教室⽣徒増員のためのコースの充実と環境整備

304 秋⽥県 株式会社⼤丸 9410001005626 塗りのある空間演出によるライフスタイルの提案

305 秋⽥県 ＧＡＲＡＧＥ 由利本荘市版ウーバーイーツの定着を⽬指しＷebシステムの導⼊

306 秋⽥県 有限会社 平成産業 6410002007913 新型コロナによる影響をチャンスに！増産体制構築による販路開拓

307 秋⽥県 酒場ダイニングわたべ 換気システム導⼊・トイレ改装による「コロナ対応型営業」の構築

308 秋⽥県 ⽥沢湖グリーンガーデン 新しい⽣活様式に対応した店内改装による販路拡⼤

309 秋⽥県 ⼩伸製作所 受注増と感染予防を両⽴する⼯場レイアウトの改善事業

310 秋⽥県 株式会社 葵 3410001011555 PWA・VRを活⽤したWEBサイト構築によるテイクアウト拡⼤

311 秋⽥県 有限会社メロニーハウス 5410002005918 EC販売とテイクアウト強化によるウィズコロナ時代の販路開拓

312 秋⽥県 エステサロン ぷらっと Home コロナを乗り越え健康と美容の両⽴を提案！エステ部⾨の強化

313 秋⽥県 有限会社 ⾓館桜⽪細⼯センター 5410002012476 来店型販売から情報発信型販売による国内外販路開拓

314 秋⽥県 有限会社 三幸商店 1410002005616 ⾃動検針システム導⼊による灯油の安定供給と宅配販売強化事業

315 秋⽥県 シバタ⾷品加⼯ 製品の安定供給を図るための容器キャップの改良及び機械導⼊

316 秋⽥県 秋⽥中央警察⽝・愛⽝訓練所 プロの⽬利きで評判の「愛⽝グッズ」オンライン販売をはじめます

317 秋⽥県 株式会社 ⼤納川 1410001011251 コロナに負けない！秋⽥県産⽶×酵⺟によるALL秋⽥地酒の開発

318 秋⽥県 株式会社 ⻑⽥鉄⼯所 3410001011506 医療・介護施設の危機を救う⼿すり量産化のための設備導⼊事業

319 秋⽥県 K＆Yサービス ⾮対⾯型ビジネスの開始と商談スペースの設置による販路拡⼤

320 秋⽥県 北の國庵 ⼭奥のハンデを克服する⼩さなうどん店の新たな⽣活様式対応事業

321 秋⽥県 ⾃然療法ケアサロンゆぱゆぱ 新⽣活様式下のニーズを掴め ⾜もみサロンのオンライン化事業

322 秋⽥県 琥珀 24時までドライブスルーで提供 ラーメン激戦区でコロナに挑む

323 秋⽥県 有限会社 ⾼橋造園⼟⽊ 5410002011627 パース作成ソフトを活⽤した⽣産性向上と⾮対⾯営業への転換

324 秋⽥県 有限会社 エンゼル⾷品 6410002006337 宅配乳製品の冷蔵設備補強による安定供給と販路拡⼤

325 秋⽥県 洋⾵居酒屋シャポー 「密」を解消！屋外飲⾷スペース新設による集客

326 秋⽥県 株式会社G.T.LABO. 5410001012147 雪降る季節、装い新たに想いよ届け…時代に合わせて商機を掴む

327 秋⽥県 松永菓⼦舗 ICT活⽤等による販路開拓に対応した供給体制の確⽴

328 秋⽥県 株式会社トースト 6410001008557 安全な空間で楽しいお⾷事を！コロナに負けないための店舗改装

329 秋⽥県 丸⽵⾷堂 店内衛⽣強化によるコロナに打ち勝つ店舗づくり

330 秋⽥県 合同会社 ダイセン創農 6410003002913 インターネットショッピング開設による⾮対⾯型ビジネスの構築
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331 秋⽥県 OFFICE ASCE 「みちのく温泉パスポート」による県内外販路獲得への取り組み

332 秋⽥県 ⻁屋 県外の⻑距離運転⼿も安⼼ コロナの時代のドライブイン改装事業

333 ⼭形県 ⼭六⾷堂 弁当テイクアウトサービス開始と感染防⽌対策のための設備導⼊

334 ⼭形県 株式会社⽉⼭ポレポレファーム 3390001012093 アウトドア⾷事サービス開始と国内需要獲得のための販売戦略

335 ⼭形県 株式会社結城酒店 2390001010718 店頭スペース改修による、客数・客単価アップで売上拡⼤

336 ⼭形県 迎⽥造園 機械導⼊による廃材活⽤「薪」製品の販売で売上拡⼤

337 ⼭形県 ⿊沼畜産株式会社 9390001002428 ネットを通じた新規顧客獲得

338 ⼭形県 松岡サイクル 店舗改装による魅⼒向上と整備メニューPRで売上拡⼤

339 ⼭形県 ドリームバンク 株式会社 4390001005261 ネットショップ⽀援アプリの販路拡⼤に向けたテレワークシステム

340 ⼭形県 ⾦⽥板⾦加⼯所 作業スペース確保及び作業効率化を図り売上確保を⽬指す

341 ⼭形県 有限会社佐直写真館 7390002012171 ⾮対⾯型写真セレクト導⼊＆顧客回復広告戦略と店舗改装

342 ⼭形県 Hair Choice for Real オートシャンプーによる⾮対⾯型サービスと⽣産性向上

343 ⼭形県 株式会社寿得 4390001013388 ⾮対⾯型営業に向けネットとセルフエステの充実で売上増⼤

344 ⼭形県 グッドファーマー技研株式会社 4390001013066 テレワーク型⾃動加⼯機の⽣産体制構築による売上増加

345 ⼭形県 銀舎利いなほ 新パッケージ導⼊での感染防⽌と配達サービス拡充による売上拡⼤

346 ⼭形県 新輝産業株式会社 5390001011630 事務効率化と外注作業の内製化で売上拡⼤と経費削減

347 ⼭形県 佐藤バラ園 Webサイト機能強化とインターネット広告を使った新規顧客獲得

348 ⼭形県 ハヤシワックス ⾮対⾯型ビジネスの構築とFIS規格フッ素フリーワックスの販売

349 ⼭形県 ⽻越のデザイン企業組合 5390005008755 ⾮対⾯型シフトと営業強化！逆境を成⻑に変える会社づくり

350 ⼭形県 PICK DESIGN Google広告を使ったインターネット初⼼者層の新規顧客獲得

351 ⼭形県 ⼋⽊橋商店 オリジナル商品の販路開拓に向けて、新規ホームページ⽴ち上げ

352 ⼭形県 コトグラフ 空撮や360°カメラ等を使った動画コンテンツ作成で販路拡⼤

353 ⼭形県 株式会社ＹＵＫＡＩ 5390001015929 新型コロナウイルスの影響を乗り越える為の店舗整備事業

354 ⼭形県 ローズガーデンカフェ オープンカフェの屋根付きデッキ増設で新規顧客獲得事業

355 ⼭形県 お惣菜とお⾷事の店 ヤマキチ こだわりの⾃家製味噌と醤油のネット販売のためのＨＰ更新

356 ⼭形県 株式会社 本間商店 5390001007942 スプレータイプ洗⾞設備導⼊で新規顧客獲得

357 ⼭形県 城⼾メノウ乳鉢製作所 メノウ乳鉢内⾯研削⾃動機の開発による新販路開拓事業

358 ⼭形県 株式会社 丸⻑メリヤス 7390001002487 ⾼齢顧客層に向けたＨＰ開設と独⾃の縫製⼒を⽣かした商品の開発

359 ⼭形県 ほっこり農園 ネット通販体制の拡⼤と⽣産体制の強化で売上向上

360 ⼭形県 理容キクチ 店舗リニューアルと備品の洗浄内製化による⾮接触対策強化

361 ⼭形県 株式会社 武⽥組 1390001002451 画像処理ソフトを活⽤し⾮対⾯でのプラン提案による売上増強

362 ⼭形県 鍋屋商事 株式会社 7390001002462 エアコンクリーニングとオゾン除菌内製化でコロナ対策と売上増収

363 ⼭形県 ⿊澤建設株式会社 3390001013629 参⼊余地のある下請⼯事の積極受注による販路拡⼤
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364 ⼭形県 有限会社 寺⻄製作所 6390002011686 ＷＥＢ会議の導⼊による情報漏洩しない社内環境整備での売上拡⼤

365 ⼭形県 有限会社 渡辺⼯作所 7390002003369 精密部品加⼯業の得意分野を強化するＨＰと⾒積照会システム構築

366 ⼭形県 多⽥輪店 事務所増設による、コロナウイルスを未然防ぐ職場作りと売上拡⼤

367 ⼭形県 果樹園⽩雲 新規WEBサイト作成による安全安⼼な果物の販路拡⼤

368 ⼭形県 南部屋久三郎 移動販売⾞導⼊により買い物客の利便性を提供し売上の増加を図る

369 ⼭形県 園部商店（味だより参⽥） 冷凍庫導⼊で⾷材の安定提供＆屋外飲⾷スペース設置で売上拡⼤

370 ⼭形県 株式会社⽉⼭じょいふるふぁーむ 9390001012682 薪の通年販売に向けた設備導⼊と宅配サービスの開始

371 ⼭形県 船⼭シーリング レーザー距離計導⼊による業務効率化とリフォーム⼯事の受注獲得

372 ⼭形県 Ｎ-ｓｕｐｐｏｒｔ 新事業デザイン・印刷部⾨の開始・ネット販売による新規顧客獲得

373 ⼭形県 合同会社東根フルーツワイン 1390003001369 ワインの成分アピールとネット販売強化による売上確保戦略

374 ⼭形県 有限会社蔵王ウッディファーム 5390002006175 オンラインショップ強化と品質保持のための貯蔵⽤タンク導⼊

375 ⼭形県 有限会社菖蒲園 4390002015152 作業効率化及び⾃社PRによる売上拡⼤

376 ⼭形県 有限会社後藤屋 7390002013888 キッチンカーを利⽤しての移動販売による売上増加事業

377 ⼭形県 株式会社幸新館 2390001015361 次亜塩素酸を使⽤した、空間除菌で安⼼安全な飲⾷スタイルの構築

378 ⼭形県 まほろば⾻格調整 接触機会を減らす器械の増加 および検索機会を増やすＨＰの作成

379 ⼭形県 たねや商店 ⾃社ＨＰの構築によるＥＣ販売の開始と販売促進事業

380 ⼭形県 株式会社アスヲ 6390001010664 ⾮対⾯型のウェブ営業スタイル確⽴のためのデジタル化推進事業

381 ⼭形県 炭焼庵⼼ ⾮対⾯型セルフオーダーシステムの導⼊

382 ⼭形県 株式会社東⾨ 7390001012346 ⼭形県産⾷材の総菜開発とHPリニューアルによる販促事業

383 ⼭形県 有限会社フタバ縫製 5390002016067 医療関連製品分野の強化と安定供給に向けた空調設備導⼊

384 ⼭形県 やさいの荘の家庭料理 菜ぁ 加⼯品開発とＥＣ販売及び簡易予約サイト構築による売上向上

385 ⼭形県 株式会社ソーイング・アベ 1390001013408 マスクの増産体制を強化するための駐⾞場整備事業

386 ⼭形県 ものづくり実験室モノラボ ⽩鷹町産材杉を利⽤した商品化プロジェクト

387 ⼭形県 菓房かしくら ⼤型冷凍庫の導⼊により、⽣産性の向上、作業の効率化で売上拡⼤

388 ⼭形県 株式会社めぐるん 1390001012558 インバウンド体験事業の危機管理・業務効率の改善と国内市場展開

389 ⼭形県 有限会社春⽇商事 4390002016092 コロナに負けるな！低温冷凍機導⼊による⽣産性向上と販路拡⼤

390 ⼭形県 マリーナ 待ち合いスペースの確保でテイクアウトによる販路開拓事業

391 ⼭形県 古川接⾻院 HP開設とECサイト導⼊による新たな情報発信⼒への挑戦！

392 ⼭形県 佐藤⾷品 移動販売強化で⾼齢者向け宅配・移動販売・テイクアウトの拡充

393 ⼭形県 株式会社 渡會本店 9390001007889 最新粕詰め機械導⼊で作業効率・品質向上！安定⽣産で売上上昇！

394 ⼭形県 拓宣 ３Ｄ対応で、新規受注を掘起し苦境を乗越え持続的発展を⽬指す！

395 ⼭形県 みんなの店 増産体制の強化によるインターネット事業で販路開拓を図る！

396 ⼭形県 蔵王の森焙煎⼯房 設備導⼊による珈琲⾖販売強化で観光客依存脱却と売上拡⼤事業
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397 ⼭形県 有限会社 スズタカ 3390002003249 営業⽀援ツールと店舗改良による感染防⽌対策兼新規顧客獲得事業

398 ⼭形県 ダイニングたっち トラベルキッチン導⼊でテイクアウト移動販売による販路拡⼤事業

399 ⼭形県 kimura 新築住宅商品の規格化とECサイト構築による新規顧客獲得事業

400 ⼭形県 株式会社新旬屋 3390001009008 新しい⽣活様式をふまえた営業の挑戦！

401 ⼭形県 フレッド ＥＣサイト導⼊に係るインポートブランド新規顧客獲得事業

402 ⼭形県 常⽥農園 アスパラ⾃動選別機導⼊とネット販売での販路開拓事業

403 ⼭形県 まえむき。 直販野菜収穫増量にむけた⽔利⽤配管整備とオンライン決済導⼊

404 ⼭形県 拉麺 蓮 新⽣活様式にあわせたテイクアウトの実施

405 ⼭形県 今間畳店 個⼈顧客獲得の為のホームページ作成による販路開拓

406 ⼭形県 有限会社 ヒカルマシナリー 9390002006626 熟練の技術を活⽤した新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

407 ⼭形県 TAIRA ブランディングの確⽴とECサイト構築による販路開拓事業

408 福島県 株式会社すげの住研 3380001023513 HPを活⽤した⾮対⾯営業⽅法の構築

409 福島県 ブリリアントカラー オンラインビジネスサロンの新規展開

410 福島県 株式会社斎藤果樹園 7380001024375 インターネットを利⽤した果樹の⾮対⾯販売の促進

411 福島県 居酒屋わらべ 密を避けて”⾃宅宴会プラン”の実施

412 福島県 特定⾮営利法⼈いいざかサポーターズ1380005002440 飯坂町の特産品を活⽤した洋⾷デリバリー事業

413 福島県 株式会社 フタバ・ライフサポート 1380001020520 ホームページとＥＣサイト整備で新たなターゲットへアプローチ

414 福島県 有限会社齋久設備 1380002005355 福島県産フルーツのアイスを全国へ！お取り寄せグルメ販売⼒強化

415 福島県 合同会社ＭＡＴＯＢＡ ＪＡＰＡＮ 3380003004222 ホームページ開設・ECサイト構築で新規販路拡⼤！

416 福島県 イガリインターナショナル 事業者向けインターネットモールを使った販路開拓

417 福島県 ＳＡＭＰＳＯＮ株式会社 2380001028653 コンベクションオーブン・真空パック機による加⼯⾷品販売事業

418 福島県 有限会社ベルクール 6380002025910 福島県⾷材を⽤いたテイクアウト・惣菜販売における販路開拓

419 福島県 和来亭 感染拡⼤を防ぐ新たな営業形態への変換

420 福島県 株式会社ビーフふくしま 7380001020853 福島和⽜、緊急販路拡⼤事業

421 福島県 株式会社ミルグラン 1380001025701 コロナを乗り越える！取引ターゲットを変⾰し販路拡⼤

422 福島県 有限会社 ワタナベ 5380002013148 ITシステムを駆使したWEB葬儀の導⼊と展開

423 福島県 有限会社 佐藤製作所 2380002021129 測定機導⼊でボトルネック解消による需給変動対応⽣産体制の構築

424 福島県 株式会社ヤス・コーポレーション 2380001003549 お店の味が⾃宅で簡単料理！レンジで３分！美味しい⽣パスタ！

425 福島県 株式会社 ハチエー 2380001023118 オンライン商談サービスシステム利⽤で応対し売り上げＵＰ事業

426 福島県 森藤⾷品⼯業株式会社 1380001003327 ファクトリーショップの店舗⼒強化でコロナに負けない体⼒づくり

427 福島県 寿楽園茶舗 ECサイトの構築による、新たな販路開拓

428 福島県 有限会社サトー酒店 2380002017861 通信販売強化による⾮対⾯式ビジネスモデルの確⽴

429 福島県 株式会社ＩＩＥ 4380001022588 カプセルトイからＥＣへ。会津⽊綿の⾮対⾯型ビジネスモデル構築
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430 福島県 ㈱ＡＲＴＫＲＡＦＴ 4380001030541 新事業「銀イオン商品」の販売による新規顧客獲得と販路拡⼤

431 福島県 株式会社ＬＩＶＥＳ 5380001023940 ＨＰとカタログを活⽤した営業⼿法で⾃宅にいながら家づくり

432 福島県 リラクゼーション リラ ⾮対⾯ビジネスオンライン講義による『おうちセラピスト』の育成

433 福島県 東陽電気⼯事株式会社 7380001010342 個⼈顧客獲得へ向けた環境整備と新たな社内体制強化計画

434 福島県 株式会社ＳＡＮＪＵ 7380001024441 オンライン商談特化型ＨＰによる看板受注の販路拡⼤

435 福島県 有限会社星将 6380002018856 営業時間の拡⼤と効率運営化による売上・利益の確保事業

436 福島県 株式会社須藤⾃⼯ 2380001010974 外注へ依存しない営業形態の確⽴による強み・売上向上計画

437 福島県 真船あい社会保険労務⼠⾏政書⼠事務 テレワーク体制の整備、オンライン無料相談による販路拡⼤

438 福島県 株式会社清⽔屋旅館 1380001022847 マイクロツーリズム旅⾏需要の獲得に向けた販路拡⼤

439 福島県 有限会社⿂しず 4380002017521 新たな販路模索からの持続的経営継続計画

440 福島県 LE−CIEL 完全予約「貸し切り」で安⼼、安全な美容室

441 福島県 リバーサイド 業態転換！byピザおばさんになるの巻

442 福島県 カスミ奏 オンライン化による経営アドバイザリー業務の強化

443 福島県 株式会社ＲＯＳＥＴＴＡ 5380001029905 テレワーク時代におけるビジネスウエアの需要獲得事業

444 福島県 有限会社緑川林業機材 3380002019097 ホームページとＥＣサイト⽴ち上げによる⾮対⾯ビジネスの強化

445 福島県 合同会社こども総合知育研究所 8380003003599 現塾⽣の付加価値喪失代替えと新規獲得の会員制サイトの⽴ち上げ

446 福島県 磐梯酒造株式会社 3380001017754 ⾼品質吟醸酒製造のための蒸⽶放冷機の改良

447 福島県 ⼤堀相⾺焼 松永窯 完全⾮対⾯型のオンライン法⼈ギフトサービスの開発と販路開拓

448 福島県 Allen Auto Detail カッティングマシーンを⽤いたフィルムの⾮対⾯販売計画

449 福島県 有限会社 丑坂屋 1380002006130 本格イタリアン惣菜の製造免許取得と中⾷強化に向けた取組み

450 福島県 有限会社 サロンセ・ピア 2380002007078 ⾶沫防⽌策を取り⼊れた店内への改装と新規顧客獲得事業

451 福島県 合同会社ねっか 5380003003676 発泡性低アルコール焼酎の⽣産⼒強化

452 福島県 株式会社 アセラ 2380001017219 お問い合わせ、内覧、契約まで完全⾮対⾯の物件案内の実現

453 福島県 ベリーズパーク郡⼭ ブルーベリー観光農園新規創業PRとEC販売・キャッシュレス化

454 福島県 株式会社陽と⼈ 8380001028400 国⾒町産農産物等の⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換事業

455 福島県 有限会社川合精⾁店 9380002014786 ホームページリニューアルによるEC販売注⼒事業

456 茨城県 SAKURA café 調理効率改善と顧客との双⽅向つながりによる弁当売り上げアップ

457 茨城県 ハッピーロールアカデミー 海外⽇本⼈や海外現地⼈を対象にした「Liveレッスン」の提供

458 茨城県 北浦宝来温泉つるるんの湯宿北浦湖畔 当館の⼈気ＮＯ１料理である「鯉のうま煮」のＥＣ販売事業

459 茨城県 エモーション・クララ コマ切れ動画で理解⼒が⾼まる「ネットLiveレッスン」の提供

460 茨城県 グランドデザイン㈱ 7050001035942 VRシステムを搭載した⾃社サイトによる顧客獲得事業

461 茨城県 ㈱マーケット・フィールド・インター7050001030010 対⾯機会を減らすことができるテラス席設置による新規顧客開拓

462 茨城県 ㈲奥久慈ゆば本舗 7050002035900 「新しい⽣活様式」に対応したビジネスモデルの構築
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463 茨城県 ㈲⽯塚産業 7050002014169 EC販売事業開始による販路拡⼤と⾼負荷作業効率化

464 茨城県 ㈲⻑⾕川機械設計 5050002014567 最新3DCADで顧客ニーズに対応し、省⼒化・時短で効率UP

465 茨城県 ㈲ちゃいなはうす 5050002036487 本格中華料理のテイクアウトサービス強化によるV字回復事業

466 茨城県 ㈱⼤三 3050001015774 感染症対策強化に伴う安⼼して使える宿泊施設の提供

467 茨城県 オステリア ヴィッテロ デリバリー事業と抗菌対応の店舗環境整備による地域需要の開拓

468 茨城県 ㈲プレバランス 6050002031990 オンライン講座と会員管理半⾃動化システム構築による販路開拓

469 茨城県 テンサン 古⺠家の魅⼒を活⽤した改⾰、広く発信するECサイト開発

470 茨城県 Hair Flag ＥＣサイト構築で販路開拓・チラシ配布で新規顧客開拓事業

471 茨城県 パティスリー301 Youtubeを使ったオンラインレッスンの動画配信

472 茨城県 ピーナッツカンパニー ６次産業化におけるビジネスモデル転換による売上拡⼤事業

473 茨城県 ㈱よろぎ野.菜 2050001019883 ＥＣサイトを通じた農産物販売による⾮対⾯型営業への転換

474 茨城県 ㈱サンエイテック 5050001005113 新型コロナ感染症対策によるBCP体制の強化

475 茨城県 サイトウコーヒー ⾃宅での優雅な⼀時を演出する⾼品質コーヒー⾖のテイクアウト

476 茨城県 鮨と旬の味 弥七 告知とイベントでテイクアウトの訴求とカウンターの⾶沫防⽌改修

477 茨城県 PATISSERIEひらさわ 新たな取組み「店外販売」に伴う設備導⼊で販路開拓

478 茨城県 BAIGETSU cafe 移動販売カテゴリー追加による売上確保と拡充の計画

479 茨城県 ㈱アオイオト 7050001040587 テイクアウト事業の充実に向けた製造体制の整備

480 茨城県 エンカウンター 独⾝者のWEB上の出会いによる販路開拓

481 茨城県 ㈲クリエイティブサンエイ 1050002004142 ⾮対⾯型ECサイト構築による営業ツールのご提供

482 茨城県 ㈲⽇⻘⼯業 1050002033819 建築家とものづくり企業をマッチングするECサイトの構築

483 茨城県 ㈲秋⼭⾷品 1050002033744 新たなサプライチェーンの構築に向けた⽣産体制の整備事業

484 茨城県 Diningいごこち屋 移動販売、弁当配達、ケータリングサービスによる新規顧客獲得

485 茨城県 BREAD＆BAGEL Ordinary テイクアウト強化と通年の通信販売開始による⾮対⾯販売体制構築

486 茨城県 ㈲⼭崎⽯材店 3050002040020 新規霊園の⾮対⾯型対応への転換による販路開拓事業

487 茨城県 ㈱トータルケアみなみ 3050001037876 柔道整復師開発の⽀援プログラムによる利⽤者開拓とEC販売開始

488 茨城県 おおのや ⾮対⾯型テイクアウト事業の開始

489 茨城県 ㈱翔陽 7050001022255 集荷作業場への屋根の設置による「ベーラー⽣産体制」の増強

490 茨城県 ㈱ワンプラスワン 8010401092660 新規事業ECサイト構築「⾼級⾷パン」で販路開拓

491 茨城県 ⼤和⾞輌㈱ 4050001032364 ECサイトの構築とテラスカフェの設置による顧客対応⼒強化事業

492 茨城県 ㈱⼭⽔閣 5050001025235 ⽼舗料亭の味を全国へお届けする事業モデルの確⽴

493 茨城県 ㈱ライクシェア 4050001036191 無⼈化チェックインと⾼級感ある空間で魅⼒・集客⼒アップ事業

494 茨城県 波横丁 キッチンカーで新規販路開拓

495 茨城県 イタリアン⼯房AFC 感染症リスクを徹底的に除去した顧客受け⼊れ態勢構築事業
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496 茨城県 ㈲エルアイエー 9050002022459 FP相談のオンライン対応化と動画コンテンツ配信への取り組み

497 茨城県 ぬけるーの ぬけるーの美容サービスの販路／店舗／認知拡⼤事業

498 茨城県 ㈱アイオム 6050001045439 ウエアプリントの内製化による地域の⼩規模飲⾷店PR⽀援事業

499 茨城県 和の酒場はせがわ 安⼼安全なテイクアウト商品の開発による販路開拓事業

500 茨城県 ⼩林⾃動⾞鈑⾦⼯業所 ⾼品質鈑⾦塗装サービスの提供とＨＰによる無料⾒積サービス開始

501 茨城県 宮川製菓協業組合 8050005008480 若年層を取り込む為の新商品開発とECサイトを活⽤した販路拡⼤

502 茨城県 リトルピアニスト㈱ 9050001043670 ピアノシューズの⽣産拠点切り替えと新商品開発による販路拡⼤

503 茨城県 ワタシカラ オンライン講座事業に特化したモール型ECサイトの開設事業

504 茨城県 レストラン ミルフルール 家庭でレストランの味をそのままに味わっていただくテイクアウト

505 茨城県 UniPo ㈱ 2050001034288 スマートデスク⼥優ミラーの販路開拓

506 茨城県 ㈲イイジマ 3050002036183 年代別に対応した販売⽅法の構築による新規顧客の獲得強化事業

507 茨城県 鍼灸接⾻院IWAMOTO オンラインによる⾮接触形態でのトレーニング管理

508 茨城県 ㈲おふくろ弁当 7050002032336 ⾮接触型弁当オーダーシステム導⼊による顧客満⾜度の向上

509 茨城県 シャイニングサービス ⾮対⾯型ビジネスモデルに対応した廃品依頼増加の為のＨＰ作成

510 茨城県 Franca 「密にならない空間づくり」と「着付け教室⽤ルーム」の改装事業

511 茨城県 ㈱K-STYLE 2050001043941 新しい⽣活様式に準拠した事業への変⾰

512 茨城県 Hammar Design 光触媒抗菌施⼯とオンラインカーショーによる新規顧客開拓戦略

513 茨城県 横浜家系ラーメン 剛⼒家 「家系ラーメン剛⼒家の味をご⾃宅で！テイクアウトで商品提供」

514 茨城県 関東アクア⼯業 CAD導⼊による申請図⾯作成業務の内製化で体質強化を図る

515 茨城県 ㈱品川コーポレーション 2050001025015 既存店舗でデリバリーを取り⼊れた⼆⽑作による収⼊アップ計画

516 茨城県 学園の森整体院 専⽤ホームページ制作による⾻盤矯正グッズ等の販売への取り組み

517 茨城県 救急Ｈ＆Ｅ（同） 5050003003503 ⾮対⾯型救急経営コンサルタント・救急教育セミナー

518 茨城県 麺処ベーヤン つくば初！異次元の店舗ごと宅配で新たなラーメンサービスの提供

519 茨城県 ㈱タクミ 1050001012609 ⾮対⾯式の新スタイル⽅式の集客と提案（コロナに負けるな！）

520 茨城県 特定⾮営利活動法⼈稲四季の会 8050005012573 直売所の強みを活かした弁当・惣菜のデリバリー事業の展開

521 茨城県 PAL-GYM オンラインダイエットコースの創設

522 茨城県 BLOSSON㈱ 8012401025641 ３密対策とリモート指導導⼊によるサッカー教室の販路拡⼤

523 茨城県 ㈱UK 9050001033969 デリバリー事業の強化及びＥＣサイトの拡充による販路拡⼤

524 茨城県 埼⽟梱包㈲ 8030002005846 次亜塩素酸電解⽔⽣成装置設置事業

525 茨城県 とおるの台所 HP及びネット注⽂システム作成によるテイクアウト販売の強化

526 茨城県 ㈱おおしま 7050001007925 バーチャルサイクリングを活⽤した顧客コミュニティサービス構築

527 茨城県 ㈱鶴と学び 4050001046711 動画配信・ライティングページ作成で⾮対⾯型ビジネスモデル構築

528 茨城県 ㈱TWENTY 6050001018015 独⾃の⾼品質ウェアプリントのＥＣサイトによる⾮対⾯販売促進
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529 茨城県 ⾃然⾷教室Cocochi 料理教室のオンライン化と⾃宅で簡単に作れる料理キットの開発

530 茨城県 Bar2 昼間のジュースバー営業開始による新規顧客の獲得

531 茨城県 とよ⻑ タレのノウハウを活かした真空パック商品のＥＣサイト販売

532 茨城県 M Style㈱ 6050001035679 オンラインレッスンが配信できるシステムの整備

533 茨城県 ⾶世 創 独⽴系FP・⼩規模不動産業者間が連携する新型不動産紹介

534 茨城県 ㈲楽園堂 2050002018686 ⾮対⾯型オンライン⾳楽教室開講に向けての体制構築事業

535 茨城県 そば道場㈲ 2040002033372 ⽣そばの外販及び宅配・ネット販売による販路開拓

536 茨城県 ㈱有徳 8050001014004 オンライン化による安⼼なリフォーム提案

537 茨城県 Dining Bar Wakanatei 新たなライフスタイルに合わせた中⾷事業の本格展開

538 茨城県 ㈲⾦⼋ 5050002017322 忙しい主婦の⾷卓をお助けするあったか宅配サービスの始動

539 茨城県 BODYSTOICつくば 密にならずに完全個室で、⾃転⾞＆パーソナルトレーニング

540 茨城県 ㈱ミレアージュ 2050001045319 ⾮対⾯型除菌消毒サービス事業の展開

541 茨城県 藤井 寿和 Webを使⽤したオンライン研修の開発

542 茨城県 ㈲スタジオデン 2050002032844 ⾮対⾯型の新しい取材スタイルの導⼊と告知

543 茨城県 ㈲キドウファクトリー 4050002017620 アフターコロナの癒しの新メニューと安⼼設計で集客⼒ＵＰ

544 茨城県 ㈱⼩薗建設 2050001034825 WEB⾒学会で、乾燥無垢材で造る健康規格住宅の拡販

545 茨城県 ㈱アキバG&R 6050001013560 リフォーム検討個⼈客への対応強化及び法⼈顧客の新規開拓

546 茨城県 ㈱萬来 7050001042419 オンライン内覧による販路開拓と商圏拡⼤

547 茨城県 ㈱常成 3050001015667 国内企業向け廃棄プラスチック粉砕機の購⼊

548 茨城県 とも整⾻院 ⾮対⾯型施術へのシフトで不安の無い施術モデルを構築し販路開拓

549 茨城県 海鮮や⾠海 テイクアウト、デリバリーによる、⾮対⾯型ビジネスモデル構築

550 茨城県 Miyabi.Connect Japan㈱ 9050001040577 スキンケアオンラインカウンセリング＆ショッピングサイト

551 茨城県 イタリアン⼤衆⾷堂ロカレ ソーシャルディスタンスに配慮しテラス席確保で事業復活を図る

552 茨城県 ㈱アート・プロジェクト 3050001015279 ⾃社サイト、ギャラリーを通じた、近隣の絵画販売・買取顧客獲得

553 茨城県 村尾創造教育研究所 導⼊指導動画を活⽤した反転学習講座の開発

554 茨城県 ㈲松島製菓 5050002010426 EC対応Webの開設と新商品開発による⾮対⾯型営業の拡⼤

555 茨城県 ㈱レイズ 2050001046449 BtoC対応への⾮対⾯型ECサイト構築とショールーム看板設置

556 茨城県 染⾕建築 「ALTA」を活⽤した⽣産性向上による売上、事業規模拡⼤

557 茨城県 まつ建トータルサポート㈱ 3050001044889 ワンストップで完結する対話型AIチャット導⼊で新規顧客獲得

558 茨城県 ㈱かすみがうら未来づくりカンパニー2050001040930 つくば霞ヶ浦エリアのギフト商品開発とECを通じた新規顧客開拓

559 茨城県 DIARUS インターネット・看板・チラシで販路開拓及び新サービス提供事業

560 茨城県 アロマサロン Felicite オンラインシステムパッケージの導⼊・チラシ配布による販路開拓

561 茨城県 和dining集 テイクアウトによる顧客満⾜度向上と⽣産能⼒強化・新規顧客獲得
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562 茨城県 ㈱⽔彩⼯業 3050001040533 ⾮対⾯によるカーポート＆防犯カメラの通信販売網の確⽴

563 茨城県 ㈱⼤成⼯機 4050001015765 Webサイト導⼊とそれに付随する販路開拓向上のシステム構築

564 茨城県 ㈱パイナップル 5050001041918 感染対策を取り⼊れた次世代型飲⾷店スタイルの確⽴

565 茨城県 酒亭 縁 中⾷需要に対応する真空パックによるお持ち帰り料理の販売

566 茨城県 ㈱是空 4040001106375 集客⼒向上の為の「⾮対⾯型モデル導⼊」と「店舗内外部改装」

567 茨城県 ⾳出事 ⾳楽を愛する⼈に楽しんでいただける⾮対⾯型動画配信事業

568 茨城県 ㈱メディカルウェイブ 6050001019608 除菌消臭タブレットのECサイト活⽤販売事業

569 茨城県 ヘアスタイリストサロン レオン 3密及び除菌対策が万全な安⼼サロンへの転換及びCS向上事業

570 茨城県 エフリッジホーム㈱ 7050001021819 モデルハウス視察と商談のOn Lineによる対⾯場⾯の削減

571 茨城県 ㈱FRONTIER GATE 4050001037009 ⾮対⾯型オンライン配信サービス構築による新規顧客獲得事業

572 茨城県 MIYABIジム 健康維持のための⾮対⾯型ビジネス開始と安⼼安全な環境の提供

573 茨城県 料理や和美 本格的⽇本料理の⾮対⾯型テイクアウトサービスで事業再建を図る

574 茨城県 ふれあい情報通信網㈱ 2050001027812 ECサイト連携によるインターネット接続サービスの販売

575 茨城県 来福酒造㈱ 8050001032204 酒造りのドラマを発信するECサイトを構築し販路拡⼤を図る

576 茨城県 ㈱So 5050001045266 商品開発とAI導⼊による新規顧客獲得

577 茨城県 茶の蔵きむら園 茶の蔵きむら園オンラインショップ開設

578 茨城県 レストラン リネア／ターブル 接触を減らす⾷事のすすめと全国発送

579 茨城県 しかくいやさい 牽引型移動販売⾞両で脱⾷品ロス＆⾷の発信！未来に続く事業転換

580 茨城県 ㈱寿多庵 1050001007212 魅⼒ある県産⾷材を提供するEC事業への取組みと販路拡⼤

581 茨城県 ⾦丸釣具店 釣りの魅⼒をもっと楽しめる！新たな販路拡⼤事業

582 茨城県 K2整⾻院 腰痛のオンライン診療と体のトータルサポート事業の開発と提供

583 茨城県 ㈱にんべんいち 4050001007309 安⼼・安全！⾷品加⼯の品質向上に向けた衛⽣管理強化

584 茨城県 (同)アトリエ・キューブ 6050003001167 選ばれるWEBストア構築と全⽅位プロモーション

585 茨城県 ㈲寺⽥鉄⼯所 9050002036500 現場対応⼒向上によるワンストップサービスの提供

586 茨城県 ㈱アップライズ 7050001030563 オンラインヨガシステムの構築と展開

587 茨城県 Ｋプロジェクト フリマアプリを活⽤した販売戦略の構築

588 茨城県 ダンススタジオ AZ コロナ３密対策を意識した「オンライン＆リアルレッスン」の提供

589 茨城県 ＮＳＬ ⾮対⾯型ビジネスへ対応するＥＣサイト開設及び出張ＤＩＹの開始

590 茨城県 ⼤衆ビストロyasuda ⾮対⾯型ビジネスに対応したランチ弁当宅配受付サイト

591 茨城県 ㈱STYLEdeSTYLE 4050001037925 ハウスウエディングから始まる安定顧客開拓

592 茨城県 BAR-KIN 今話題！ボリューム満点プルドポークバーガー登場！

593 茨城県 ㈱tsumugi 7050001043895 オンラインコンサルティングによる新規顧客獲得戦略

594 茨城県 ⼩川珠算計理塾 ウィズコロナ時代に適応した対⾯+⾮対⾯共存型の新授業スタイル
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595 茨城県 Bar Second Room 希少価値の⾼いウイスキーを専⾨的に扱ったオンラインショップ

596 茨城県 スマイルバース オンラインコミュニケーションとネット販売の⾮対⾯ビジネス

597 茨城県 city ホームページ開設による⾮対⾯事業への取り組みと看板の設置

598 茨城県 ㈱ウィルトラスト 7050001007157 新規顧客育成と既存顧客へコロナ禍でも安⼼な練習環境を提供する

599 茨城県 ㈲ストアー⾕津 4050002004016 プロユースのお⾁をEC販売で新規開拓＆設備増強で⽣産性向上

600 茨城県 えん㈱ 2050001047356 当店の⼈気メニュー「⾺刺」をテイクアウト販売

601 茨城県 （同）KUKURU 6050003003907 飲⾷事業者の中⾷提供に向けた販路開拓⽀援によるV字回復事業

602 茨城県 きのか蔵㈱ 8050001044240 醗酵⾷品新製品開発と海外新規通販チャネルによる売上拡⼤

603 茨城県 ㈱柴沼醤油インターナショナル 3050001037991 欧⽶海外通販向け新商品発売及び国内テレワークによる業務効率化

604 茨城県 間中製麺所 ネット販売、キャッシュレス決済の⾮対⾯型ビジネスモデル構築

605 茨城県 アーデン⾳楽館 オンラインレッスンの提供による⾮対⾯型ビジネスモデルの確⽴

606 茨城県 レストラン マルサーラ ⾮対⾯型ビジネスの新サービス提供による販路開拓事業

607 茨城県 ㈱バラーキー 8050001046996 教育事業の取り組みによる⾮対⾯型ビジネスへの転換

608 茨城県 HAIR MAGIC nina リモートでのデザイン提供による⾮対⾯型ビジネスモデルの確⽴

609 茨城県 ㈱S−Lab． 5050001047477 感染措置事態時の製菓と科学実験のハイブリッド型学習教室の展開

610 茨城県 神橋亭 ＥＣサイトの拡充による⾮対⾯型ビジネスモデルの確⽴

611 茨城県 ⻫藤建築⼯業㈱ 7050001032080 集客から設計・施⼯までの⾮対⾯型ビジネスモデルの構築

612 栃⽊県 ワーク・ライフ・ユニオンバランス セミナーコンテンツのオンライン化とチラシによる新事業PR

613 栃⽊県 有限会社 下野屋 5060002012074 WEB販売による新規販売チャネル構築と品質向上へのチャレンジ

614 栃⽊県 有限会社 楽喜夢 6060002011158 “旨愛テイクアウト”の販売促進とオンライン通販で顧客回帰事業

615 栃⽊県 らーめん⻨わら コロナの影響をプラス志向に、チャーシューのテイクアウト定番化

616 栃⽊県 有限会社 ブルージュ 2060002013348 「招く」ではなく「外へ出る」！キッチンカーで⻘空販売へ挑戦！

617 栃⽊県 有限会社 ウッドワークプランニング8060002030800 ⾮対⾯による性能訴求と、接触回数を抑えた成約実現

618 栃⽊県 ダンケ 冷凍庫を活⽤した客単価の増加・ショーケースでギフト商品をPR

619 栃⽊県 有限会社あずさ 4060002030787 ⾼齢者⼊所施設向け配⾷サービス導⼊による売り上げ拡⼤事業

620 栃⽊県 有限会社鍛治浦製陶所 6060002018062 益⼦焼オンラインショップで販路開拓

621 栃⽊県 有限会社TEXN Corporation 7060002011041 テイクアウト強化に必要な設備投資による販売ルート確⽴事業

622 栃⽊県 MASHIKO DIY VILLAGE ⾷品⾃動販売機による販路開拓事業

623 栃⽊県 キッチン 和京 コロナに負けるな、テイクアウトでコロナをノックアウト⼤作戦

624 栃⽊県 有限会社 福⽥観光社 7060002034546 HP改修による予約・買い物システム構築による新規顧客獲得

625 栃⽊県 司法書⼠・⾏政書⼠ 優リーガルオフ 相談業務を円滑かつ⾮対⾯で⾏えるようなホームページの構築

626 栃⽊県 株式会社Factory-M 7060001029076 インターネットによる⽣放送による⾳楽配信

627 栃⽊県 Pongee オーダーデザイン対応と看板設置、ECサイト制作で売上拡⼤
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628 栃⽊県 ⼭本住設 看板設置で⼀般消費者への周知と器具購⼊による浄化槽⼯事受注

629 栃⽊県 ドレスショップBliss おうち時間に⾃宅で本格アジアンフードを提供

630 栃⽊県 有限会社 レストラン笠井 6060002014516 ⼿作りプリンのＷｅｂ販売

631 栃⽊県 ガパガポ弁当⼯房 ⾃社ＨＰ⽴ち上げによる弁当のＷｅｂ注⽂システム構築・周知

632 栃⽊県 エレガンスやしろ 刺繍ミシン導⼊による新規分野の開拓

633 栃⽊県 イタリア料理トト 新規HP作成・インターネットを活⽤した新たな販路開拓事業

634 栃⽊県 株式会社サミットジャパン 3060001028791 オンライン授業Web開設でサービス強化と新規⽣徒獲得

635 栃⽊県 株式会社 ⽣活考案室 2060001031367 ウェブサイトによる販路開拓及び販促事業

636 栃⽊県 ⽵内義博コーチングオフィス 売上回復をめざすオンライン型研修･カウンセリング事業の⽴上げ

637 栃⽊県 備⻑炭焼⿃えんたま 新商品と券売機設置による新型コロナ対策で売上回復を⽬指す！

638 栃⽊県 藤屋商店 テイクアウトと通販による売上拡⼤

639 栃⽊県 C.K.コンサルティング＆コーチング HPのリニューアルによる広域顧客向け⾮集合型ビジネスを確⽴

640 栃⽊県 Lilyʼs Studio ⾮対⾯型商品撮影サービスのためのｗｅｂサイト構築

641 栃⽊県 オリジナルカジ インターネットを利⽤して美容業界での⾮対⾯ビジネスを構築

642 栃⽊県 株式会社ジェイ・ハウス・ビルダーズ2060001028735 おうちでバーチャルモデルハウス⾒学・LINEでかんたん⾒積り

643 栃⽊県 株式会社勅使川原精⻨所 9060001020801 ⼀般消費者を対象とした、情報発信と⾮対⾯販売⽅法の強化

644 栃⽊県 美⿓庭 テイクアウト事業の強化による売上確保とリスク分散

645 栃⽊県 惣誉酒造株式会社 9060001009745 消費者に対する販路可視化と、⼀部商品のオンライン販売

646 栃⽊県 SOSports株式会社 8060001032483 ネットを通じたスポーツレッスンの仕組み作り

647 栃⽊県 ⽇本データドリブン株式会社 5060001027627 間⼝を広くポータル化したECサイトの構築による販路開拓

648 栃⽊県 有限会社川⿂瀬下 1060002033545 共⽔うなぎを活⽤した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

649 群⾺県 有限会社なかや 2070002031704 新規顧客開拓に向けた環境整備事業

650 群⾺県 グリーン観光株式会社 2070001011723 感染症対策バス構築を地域周知チラシでPRをし再集客と販路開拓

651 群⾺県 ＹＯＧＡ ｉｎｄｉｇｏ ＨＰ開設による会員サービス向上と感染症に負けない教室改⾰

652 群⾺県 有限会社すし六 3070002002951 ⾮接触型決済のための改装及び看板設置でのPRにて新規顧客獲得

653 群⾺県 株式会社ミート⼯房かわば 1070001023546 フローズンチルドによる供給体制整備と卸売・ＥＣ販売強化

654 群⾺県 株式会社⻑岡⽊⼯所 6070001027484 ⾮対⾯販売を可能にするHP開設とコロナ対策を講じた商談の実現

655 群⾺県 オカリナ教室かんら ⾮対⾯業務への転換と他の楽器の業界に新規販路開拓する

656 群⾺県 有限会社STRAWBERRYFARM陽⼀郎4070002027469 冷凍イチゴ製造によるネット販売事業

657 群⾺県 スナックいっぽ 30代顧客⽤・感染症対策⽤店内改修をサイト設置周知で販路開拓

658 群⾺県 株式会社サトウスチール 5070001011753 当社設備充実や看板設置をHP情報発信より企業に訴求し顧客獲得

659 群⾺県 有限会社橋本商事 2070002030532 顧客BCPプラン対応および内製化のための新たな⽣産体制の構築

660 群⾺県 ドグタウン⼯房株式会社 3070001033667 ディスクドッグ競技会の新ジャッジングシステムプログラム開発



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

661 群⾺県 敷島電⼦株式会社 1070001017713 コロナに打勝つ事業体制を整えるための設備強化事業

662 群⾺県 株式会社名濱 9070001023308 卸専⾨からの脱却！キッチンカー利⽤による個⼈客シフト事業

663 群⾺県 有限会社オートガレージ．カズ 8070002028562 新規顧客獲得のためのパネルカット作業の内製化事業

664 群⾺県 ⼟⽥酒造株式会社 6070001023590 国内外における⽇本酒の卸売販売強化とテレワーク環境整備

665 群⾺県 炭⽕焼きホルモン２９ セルフオーダーシステムによる接触機会の低減と販路開拓

666 群⾺県 レストランルルド 当店⾃慢のメニューをテイクアウト需要獲得の為の商品開発事業

667 群⾺県 からっ⾵焼 陶仙房 ソーシャルディスタンス対応型体験施設整備事業

668 群⾺県 リカーパークシーザー 屋外コミュニティスペースの整備とｗｅｂオーダーシステム構築

669 群⾺県 くるま⼯房 ＯＧＵＲＡ ⾃社WEBサイトと新システム導⼊による新規顧客の獲得

670 群⾺県 BeautySalon Clara ⾮対⾯での転倒予防に特化したフットケア技術のWEB⼝座開設

671 群⾺県 C-craftいわさき ノベルティー商品展開の充実による販路開拓

672 群⾺県 株式会社ダンスファッションフレン 8070001014852 ⾃社ECサイトの作成・DM・チラシによる販路開拓事業

673 群⾺県 株式会社チームアール 2070001035887 外出⽀援サービスのオンライン提供システムの構築

674 群⾺県 有限会社今屋 6070002028143 ⾼級箱弁のデリバリー開始と客室等の除菌対策による新規顧客獲得

675 群⾺県 Marron 買取査定アプリの開発・⾃宅で⼿軽に売却できるサービスの提供

676 群⾺県 丸栄建設株式会社 2070001023966 ⾮対⾯型⽅式による、物件及び施⼯内容の提案事業

677 群⾺県 丸め屋 持ち帰り需要に対応した調理場整備による新規顧客獲得

678 群⾺県 ラメール ＥＣサイトを利⽤した新商品販売と販路の確保

679 群⾺県 健康⼀番 新設備導⼊に伴う店舗独⾃サービスの確⽴と新規顧客獲得

680 群⾺県 株式会社叶⾷品 6070001018995 ⾖腐マイスタープロディースによる外部ECサイト構築の販路開拓

681 群⾺県 有限会社せい 5070002016941 妙義みそ製造特化ブース設置をECサイトと共にPRし販路開拓

682 群⾺県 株式会社⼩堀物産 5070001001275 ⾮対⾯サービス実現のための場内案内作成およびシャワー設備導⼊

683 群⾺県 有限会社エヌケイ 8070002014661 ⾥⼭体験からバーチャル「⾥⼭体感」⾮対⾯化への転換

684 群⾺県 お好み焼き 神蔵 ドライブスルー⾵テイクアウト専⽤ブースで新たな売上の獲得

685 群⾺県 有限会社落合⽯材⼯業 1070002028560 新規顧客獲得の為の販路拡⼤事業

686 群⾺県 株式会社イイヅカフラワープランツ 9070001030964 事業転換による新商品の開発及び設備導⼊事業

687 群⾺県 レストランブラジル株式会社 4070001025622 新規販路開拓のための⾃社ECサイト作成事業

688 群⾺県 富所哲平 地⽅芸⼈のブランド化によるサブスクリプションモデルの構築

689 群⾺県 Ristorante Moderato ジェラートのテイクアウトによる新規顧客の獲得事業

690 群⾺県 有限会社コーヨークラフト 6070002034793 より⾼い顧客満⾜度を達成するオンライン予約システムの構築

691 群⾺県 やまとしりんご園 客単価向上のための⾃社製品販売事業

692 群⾺県 桐匠根津 突板加⼯による⽇本唯⼀の桐材製品の開発

693 群⾺県 有限会社⽮部⼯務店 8070002035435 新たな販路を開拓する事業範囲拡⼤とホームページ制作
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694 群⾺県 銀の⽉ 愛⽝と楽しむ完全予約制ランチの開始

695 群⾺県 グローカル ⾮対⾯型商品提供の販路拡⼤事業

696 群⾺県 株式会社なかや旅館 7070001023482 2つの動画と360度全⽅向静⽌画の導⼊による新規顧客獲得事業

697 群⾺県 三浦観光 地域の魅⼒を発⾒するリフレッシュツアー

698 群⾺県 ⻑沼⽯材店 建設機械導⼊による建墓⼯事依存からの脱却

699 群⾺県 カレー⾵味すずき コロナウイルス第2、3波に対する販売促進活動

700 群⾺県 株式会社中村興業 4070001032899 狭隘な⼟地での作業効率及び顧客満⾜度向上による新規顧客獲得

701 群⾺県 株式会社トンビコーヒー 4070001032511 新しい⾷品表⽰法に対応した焼き菓⼦の販売強化

702 群⾺県 髙橋商⼯株式会社 8070001009472 カメラ監視システムの導⼊による遠隔での製造状況監視と提供

703 群⾺県 有限会社群峰園 6070002013772 ⾮対⾯型営業の構築と⾃社のブランド⼒を⾼める広報活動

704 群⾺県 有限会社⼤⾦寿司 3070002013718 内陸群⾺県でも楽しめる海産物のテイクアウト販売促進事業

705 群⾺県 有限会社有美 3070002025077 新商品開発とECを活⽤したBtoCへの拡販による新規顧客開拓

706 群⾺県 クライミングジム ホワイトロック クライミングウォール増設とネットショップの開設で競争⼒強化

707 群⾺県 株式会社ユーコ企画 6070001028805 おみやげ品ショッピングサイトの開設による販売⼒強化事業

708 群⾺県 Atelier N 受注増加のためのHP改良とテレワーク整備による⽣産性向上事業

709 群⾺県 有限会社アグリ・ベイス 9070002025385 流⽔設備刷新による⽣産性向上とライトアップ効果による販売促進

710 群⾺県 あん 店舗の拡張と新型ミシンによる新製品開発による売上向上計画

711 群⾺県 匠平⼯房 新⽣活様式に対応した「新製品」開発と直販ルートの開拓

712 群⾺県 ⼤和美術⼯芸 スマホ対応ホームページの作成と外国⼈向け商品の開発

713 群⾺県 株式会社ネイチャー・バンク 5070001030539 お客様対応（決済・誘導）の⾮対⾯化と売上拡⼤のための販促事業

714 群⾺県 eサポートサービス株式会社 9070001011270 通信制予備校の新規開校と通信教育事業の拡⼤による販路拡⼤

715 群⾺県 株式会社オーブ 3070001012992 不織布等を使った医療⽤ガウン、ユニホームの新規販路開拓

716 群⾺県 エリカフラスクールLuana フラ教室環境整備を関連⼩物ECサイトと⼀括情報伝達で販路開拓

717 群⾺県 桜花ゼミ 新型コロナウイルス対策実施とオンライン授業による新規顧客獲得

718 群⾺県 ⾷事処 知⾜ 和室宴会席のリニューアルとECサイトの構築による販路開拓

719 群⾺県 株式会社キャニオンズ 4070001023452 ソーシャルディスタンスを意識したコロナ復活キャンペーンの実施

720 群⾺県 合同会社オクトワン 1070003003018 ソーシャルディスタンスを意識した店舗販売事業

721 埼⽟県 株式会社 料理設計 6030001117826 Webサイト構築による宅配、持ち帰りサービスの拡充

722 埼⽟県 (株)beech 6030001113552 販売⽅法の転換のためのインターネット強化

723 埼⽟県 合同会社 ⻨雑穀⼯房 2030003005280 瓶ビール増産で家飲み需要へ対応・ECサイトによる販路拡⼤

724 埼⽟県 有限会社キャンロット 7010602009316 新たな加⼯技術を投資して、安定供給と販路拡⼤を図る

725 埼⽟県 cafe COUCOU ⾃宅でカフェメニューを楽しんで頂くためのデリバリー事業

726 埼⽟県 APPLAUSE鉄⾺ カッティングマシンによるオーダーメイド商品の開発事業
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727 埼⽟県 株式会社ウィークス 1030001120272 オリジナルバーガーのテイクアウト事業による新規顧客開拓

728 埼⽟県 有限会社⾼⼭商会 5030002098447 ホームページとダイレクトメールを活⽤した販促計画

729 埼⽟県 國峯住建 ⾮対⾯型を含めた顧客満⾜度への追求と情報発信

730 埼⽟県 株式会社フジハウジング 8030001031876 不動産相続⼈を対象とした営業強化及びクラウドシステム等の導⼊

731 埼⽟県 FIORIRE合同会社 2030003008267 物件提案業務の⾃動化と顧客獲得および顧客管理システムの導⼊

732 埼⽟県 有限会社まりも 4030002066652 ジャパニーズダイニング聖 鮮⿂部の⽴ち上げによる新規顧客獲得

733 埼⽟県 EGOMA COMPANY 通信販売の仕組み構築とかぼす新商品（かぼす100％果汁）開発

734 埼⽟県 ストラシステム株式会社 6030001044855 コロナ渦の減収を挽回するためのHPの⼤幅刷新とEC販売の強化

735 埼⽟県 株式会社ＨＩＪＤ 4030001126597 新型コロナウイルス感染症への対応を⽬的とする当社ＨＰの再構築

736 埼⽟県 ウィステリア・ピアノクラス ⾮対⾯型ピアノレッスンに伴う設備導⼊及び外国⼈客への販路拡⼤

737 埼⽟県 後藤研磨⼯業 多⾓的な⾦属研磨の体制づくり（Ａに関する取組み）

738 埼⽟県 有限会社ヤマサ商事 8030002025448 ホームページ、タイヤチェンジャー導⼊による⾮対⾯事業効率化

739 埼⽟県 株式会社エンドープラスチック 6030001045770 webサイトを作成し下請け構造からの脱却にむけて営業開始

740 埼⽟県 アドバンスファクトリー ⾃動⾒積り受注サイト開設による⾮接触型営業への転換

741 埼⽟県 株式会社R-resort MAKANI 4030001115807 オンラインで顧客満⾜度向上と経営⼒強化を狙うハッピー事業

742 埼⽟県 ⽕とアウトドアの専⾨iLbf シズル感を醸し出す映像を使ったオンラインショッピングの実現

743 埼⽟県 Ｔａｉｙｏ ＷＥＢ販売ツールを導⼊しつつ新規開拓の誘客と固定客の獲得

744 埼⽟県 ビューティーコンシェルジュ LaMyu 物販⽤アプリ導⼊事業に伴いHPも物販品説明の為リニューアル

745 埼⽟県 UWC株式会社 4030001110535 ⾃宅で焼⾁屋の味が堪能できる焼⾁セットの販売

746 埼⽟県 学童保育ルームいろは eラーニングを活⽤したオンライン講座開設と家庭学習⽀援の実施

747 埼⽟県 カズチャンハウス IoTを活⽤した⺠泊へのシフトチェンジ

748 埼⽟県 株式会社Y.craft 1030001120875 志⽊のビール、テイクアウト拡⼤計画

749 埼⽟県 株式会社HELP 5030001093589 ⾃社Webページを使ったデリバリーサービス事業

750 埼⽟県 カフェまいん コロナに⽴ち向かい、事業を継続していくためのサービス提供

751 埼⽟県 株式会社古丹 7030001046677 品質を落とさない通販サイトの制作による新規販路開拓

752 埼⽟県 株式会社ファンディール 9030001063258 ⽇本製の新規設備投資を⾏い安定供給の持続と新規顧客の獲得戦略

753 埼⽟県 有限会社 ⼩沢美容院 8030002097322 新しい商品販売ルートの構築とウイルス対策による安⼼安全の提供

754 埼⽟県 くいものや旬 テイクアウト対応強化と安⼼できる店内環境の整備

755 埼⽟県 株式会社和⽥台紙店 7011501005100 販路開拓の為のインターネット通販サイト開設及び新商品開発

756 埼⽟県 雀川 居酒屋からおしゃれなカフェへの転換事業

757 埼⽟県 有限会社セレモニー熊⽊ 4030002024569 駅前看板を活⽤した「新しい⼾⽥市⺠」への販路開拓事業

758 埼⽟県 株式会社シンセリティ 8030001038896 ⾼品質ジュエリーのオンライン販売サブスクリプション事業

759 埼⽟県 株式会社 美創 6030001089826 コロナに負けるな⾮対⾯型ビジネスへの⽣残りを賭けた⼤きな変化
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760 埼⽟県 株式会社Sound Drive 8030001043905 有名声優を起⽤した業界１有名なASMR作品

761 埼⽟県 ㈱グリッド・オートカスタム 2030001107252 飲⾷店の移動販売への業態転換サポート

762 埼⽟県 家カフェスキル⻘⼭・⼋潮 予期せぬ災害時にも対応可能グローバルオンライン絵画教室の構築

763 埼⽟県 il Ceppo(イルチェッポ） 窯焼きチーズプリンの通販容器とパッケージ開発とECサイト構築

764 埼⽟県 ㈱アナハイムホールディングス 4030001033868 新型コロナウイルス感染症病室の特別消毒業務

765 埼⽟県 合同会社Spotlight 4030003013364 ストレッチや運動のオンライン教材の作成、広告、販売

766 埼⽟県 株式会社Prosit 8030001101497 EC販売による⾮対⾯型ビジネスモデルの実現と売上の向上

767 埼⽟県 関⼝⾦物建材株式会社 1030001090103 顧客にプロのためのお店を意識づけるための情報発信ツール整備

768 埼⽟県 かみやま美装 気軽に相談のできるよろず住宅相談所のオンライン開設

769 埼⽟県 ⼤起理化⼯業株式会社 9030001062359 ウェブサイトとテレビ会議システムを活⽤した営業＆販促改⾰

770 埼⽟県 墨蜂会 会員制WEBサイト活⽤による通信講座拡⼤でコロナの影響を回避

771 埼⽟県 有限会社サクセスライフインスティチ7030002083793 国産「もち⼤⻨」の動画活⽤Web販売システムの構築

772 埼⽟県 ヨガスタジオ La Belle Vie バーチャル背景オンラインヨガと屋外空間でのリアルレッスン提供

773 埼⽟県 加圧Studio MOVEUP 国産ロカボ⾷品製造MOVE販売

774 埼⽟県 東稔企画株式会社 9030001025464 テレワーク推進の為の業務のIT化と微酸性⽔⽣成器の普及事業

775 埼⽟県 ナイスメタル株式会社 8011801035787 磁選機械導⼊による海外向け製品の国内業者へのシフト

776 埼⽟県 オフィスSAMURAI 「⾮対⾯型の資産運⽤オンラインスクールの開催による販路拡⼤」

777 埼⽟県 アーキダンススタジオ 事業のオンライン化とチラシのポスティングによる新規⽣徒獲得

778 埼⽟県 いっちゃん・ラボ 安全な⾃社製作の審美技⼯、デジタル技⼯の追求

779 埼⽟県 モア・エステ・ユー 予約顧客管理システムＨＰの構築と新メニューの導⼊

780 埼⽟県 株式会社ADM 7030001029938 ⾮対⾯型ビジネスの強化・構築による新規客獲得および売上拡⼤

781 埼⽟県 株式会社ミナモト 8030001030226 最適温度で安全、商品競争⼒のある⾮対⾯型フードデリバリー事業

782 埼⽟県 株式会社花形設計 1030001048670 貸会議室の⾃社予約システム及びＥＣサイト作成とＥＣ販売の広告

783 埼⽟県 （株）サーフクルー 1030001070468 ＳＮＳを利⽤したイベントの開催とテイクアウト、通販の開始

784 埼⽟県 株式会社 ビジュエル 5030001030880 ホームページ作成による⾮対⾯型宝⽯ビジネスの創造と販路開拓

785 埼⽟県 STUDIO SunTalk ECサイト⽴ち上げによる新規事業の創出

786 埼⽟県 そば処更科 今だからこそ「蕎⻨屋の出前」の強化と「きれい」なお店づくり

787 埼⽟県 ライブハウスHALLE 新⽣活様式に対応した移動販売⾞を⽤いた飲⾷販売業務

788 埼⽟県 repicbook株式会社 1030001103153 書店への対⾯営業からテレワークも含めた電話営業への変更

789 埼⽟県 キャンアイドレッシー志⽊店 ｗithコロナに負けない少数精鋭で顧客満⾜を上げるサロン化

790 埼⽟県 Bell Wood ランチ需要で⼀年中売り上げの安定化！

791 埼⽟県 焔 営業テレワーク推進、HPを新規制作し販路開拓と提携企業の発掘

792 埼⽟県 合同会社 壽朋 1030003014209 新規顧客獲得！オンライで九星気学鑑定
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793 埼⽟県 株式会社 ⼤成綜合印刷 3030001065623 プリンター⽤紙のネット販売

794 埼⽟県 整体院智圭ーTOMOKAー HPリニューアルとWEB広告出稿に伴うLP制作

795 埼⽟県 株式会社メディブリッジ 7030001133830 ⾼い⽇本の医療技術を海外に展開させるためのオンライン強化事業

796 埼⽟県 株式会社ライフプラス 8030001044589 オンラインセミナーを軸とした新規顧客開拓戦略

797 埼⽟県 株式会社マイカー三喜 3030001045088 お客様、スタッフ、社会に役⽴つEC直販サイト構築

798 埼⽟県 株式会社カイアソシエイツ 2030001050114 インターネット販売システムの構築と運⽤

799 埼⽟県 株式会社トリガーコーポレーション 3030001050559 広報誌のWeb化サービスとテレワーク環境の整備で販路を広げる

800 埼⽟県 ESS株式会社 9030001101034 AIの活⽤とオンライン個別指導・⾃⽴型学習への転換

801 埼⽟県 Airy Studio コロナウイルスに負けるな！オンラインレッスンで⽣徒再獲得

802 埼⽟県 整体師 ⼩島 幸⼦ テレワークに癒しを！おうちでセルフ整体、リフレに鍼も

803 埼⽟県 有限会社オールブルー 5030002077252 ネット販売に取り組むための新規ＨＰ作成及びＰＲ⽤看板設置

804 埼⽟県 有限会社サタケ⼯業 6011402003988 ネット通販サイトとチャットボット、WEB打合せによる販路開拓

805 埼⽟県 ふじみ野着付け教室 悠 Kimono Styl 着付け教室の⾮対⾯型オンラインスクール構築

806 埼⽟県 （株）ザイプラ 5030001099487 新しい⽣活様式に沿ったセミナーの開催と顧客フォローの実現

807 埼⽟県 有限会社井上 2030002070268 衛⽣管理を徹底したテイクアウト・デリバリーによる販路拡⼤

808 埼⽟県 株式会社モンキー・アドヴァタイジン5011001063237 OMOを活⽤した⾮対⾯対型接客サービスによる販路開拓

809 埼⽟県 特定⾮営利活動法⼈ちぇぶら 4030005017909 更年期対策メソッド英語版の動画サービス開発と販路拡⼤の実現

810 埼⽟県 本町はりきゅう整⾻院 コロナに対する密の回避と⾮接触型の施術の開拓

811 埼⽟県 合資会社親松商店 6030003004584 新たな販路獲得のためのＥＣサイトの新規構築

812 埼⽟県 鉄板家はなぶさ ラム⾁ジンギスカンの商品化とネット販売を通じた新規販路開拓

813 埼⽟県 ＡＰＳ株式会社 8011101054471 卸売事業で培ったノウハウを活⽤した中国個⼈消費者向け販路開拓

814 埼⽟県 有限会社中⾥商店 1030002117029 デジタル広告印刷の内製化・新たな販路としてＥＣコマースの展開

815 埼⽟県 イトウデンタルラボラトリー ⼝腔内データのオンライン化と⾼級義⻭制作計画

816 埼⽟県 武蔵野きしめん本舗 新しい⽣活様式に対応した新メニュー開発と提供体制の構築

817 埼⽟県 有限会社⼤村庵 8030002039588 時間が経っても「プロの料理」を味わえるテイクアウトPR事業

818 埼⽟県 ユーリス HPによる販路開拓およびそれに伴う作業効率UP

819 埼⽟県 株式会社荒川ライン下り 9030001091358 感染症予防オペレーションと集客PRの実施

820 埼⽟県 エム・サービス株式会社 9050001033655 新規顧客によるサプライチェーン毀損への対応とクラウド化事業

821 埼⽟県 有限会社ニュータイムス社 8030002066599 「⼦供記者スクール&オンライン教室」の開設

822 埼⽟県 蓮⽥総合法律事務所 リアルの⼈脈で獲得した依頼をオンラインで解決する法律事務所

823 埼⽟県 株式会社 Ｎ・ＳＴＹＬＥ 6030001032001 Ｗｉｔｈコロナに対応した衛⽣⾯に配慮する新しい美容室を⽬指す

824 埼⽟県 麺屋 葵 券売機の購⼊で衛⽣管理の徹底と効率的な店舗運営を⽬指す！

825 埼⽟県 株式会社花むら 1030002041930 料理宅配専⽤保冷⾞導⼊によるケータリング事業の新規開拓
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826 埼⽟県 中根篤史 撮影の新しい形！オンライン撮影サービスの提供による受注拡⼤！

827 埼⽟県 CRAIL ⾃社ECサイトの導⼊によるネット販売の本格稼働で売上拡⼤事業

828 埼⽟県 あすなろ接⾻院グループ オンラインでも⾝体が変わるパーソナルトレーニングの導⼊

829 埼⽟県 有限会社ふくとら 6030002065603 新型コロナウイルス感染防⽌を考えた優しいお店づくり

830 埼⽟県 ⻘⽊⾃動⾞販売整備株式会社 6030001032439 新たな営業体制の構築とIT等を活⽤した情報発信強化事業！

831 埼⽟県 ケティコキャン 差別化した商品開発と⾮対⾯型販売の実施

832 埼⽟県 ⾳⾳かふぇ お客様の⼼と体に寄り添う店外スペース・テイクアウトの充実

833 埼⽟県 ギャラリーカフェストーク 店外テイクアウト窓⼝とテラスの設置及びPR看板設置事業

834 埼⽟県 盛⽥真五建築設計事務所 差別化に悩む全国の経営者様向けに⾮接触型オンライン講座の提供

835 埼⽟県 トキワロイ⼯業株式会社 8030001061808 中国品のサプライチェーン⾒直しに対応するための⽣産性向上施策

836 埼⽟県 指圧治療院 縁 「脳と⼼へのオンラインカウンセリング」導⼊による新規顧客獲得

837 埼⽟県 ＮＥＲＥＩＤ 新美顔器の活⽤で、お客様との接触時間を短縮する施術⽅法の確⽴

838 埼⽟県 プロセスレーシング ⾮対⾯型ビジネスへの転換の為のオンライントレーニング事業化

839 埼⽟県 株式会社 ミドリ技研 3030001020719 映像とテレビ会議を活⽤できるホームページで売り上げを伸ばす

840 埼⽟県 株式会社ラッキーズ 5030001126522 パン屋が取り組むアフターコロナの店舗作り！

841 埼⽟県 鴻巣ワイン⾷堂ボレロ 真空機の導⼊によるテイクアウトサービスの拡充

842 埼⽟県 能登家 今だから配達デリバリーサービスの強化

843 埼⽟県 株式会社原⽥造園 6011101072995 カスタムオーダーECの開発（植栽パーソナルコーチング）

844 埼⽟県 ABA児童発達⽀援合同会社 2013303003328 zoomを活⽤したオンライン療育の開始と新規顧客獲得

845 埼⽟県 株式会社ＴＫクリエイティブキャリー5030001134608 ドラム⽸ECサイト制作及び業務効率向上の為のデータベース構築

846 埼⽟県 株式会社プランニングフーズ 1030001113409 ホームページリニューアルによるEC販売業への転換

847 埼⽟県 ⼿漉き和紙たにの ホームページの外国語対応と研究開発事業

848 埼⽟県 嬉乃 コロナ後に向けた新たな事業活動とその基盤作り

849 埼⽟県 株式会社humble 7030001105821 セントラルキッチン化によるテイクアウト等の販売強化事業

850 埼⽟県 スズショウ建設株式会社 3030001098821 ⼯事業務⾯談における⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換事業

851 千葉県 合同会社oneplusone 6040003011035 テレワーク収録環境の整備と⾃社HP制作による新規顧客獲得

852 千葉県 株式会社成⽥国際学院 3040001101402 ネット授業の充実と外国⼈学⽣の募集と海外への新規開拓

853 千葉県 アジアンダイニング フェスタ 移動販売による市場開拓、および認知度と売り上げの向上

854 千葉県 株式会社マナベル 4040001062998 ３Ｄスキャナと３Ｄプリンタによるスキャニング・プリントサービ

855 千葉県 エスティプランテーション 商品の安定供給に向けての新規取引先（仕⼊先）開発

856 千葉県 株式会社マスヤ 2040001052019 分割成型機の新機種を導⼊し増産体制の構築と新商品開発をする

857 千葉県 株式会社Rediscovery 1040001093641 従来型から対⾯授業、オンライン授業のハイブリッド型塾への転換

858 千葉県 ケーアイ産業株式会社 2040001020685 集客コストを低減、地域住⺠が集えるショールーム設置事業
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859 千葉県 美⾷茶屋 店舗の魅⼒向上・物販の強化に取り組み、リピーター獲得事業

860 千葉県 株式会社ライトウェイト 4040001082245 センサーを利⽤した⺠泊施設の遠隔管理システムの試作品作成

861 千葉県 しろくま舎 特定サイト依存脱却！⾃店サイト構築で⽇本製模型の海外販路拡⼤

862 千葉県 株式会社ＹＳＳ 5040001110905 ＥＣ・ＶＲ機能を搭載した⾃社ＨＰによる⾮対⾯型ビジネスの推進

863 千葉県 ⽇本ライズ株式会社 6040002038483 オンライン広告とSNSを利⽤した通販ビジネスの強化

864 千葉県 株式会社ストライブフィールド 5040001079422 Surf Nation Japna オンラインサーフレッスン

865 千葉県 Nao 宴 弁当、総菜の宅配、お持ち帰り事業

866 千葉県 えいきの鍼灸整⾻院 炭酸整体の販路拡⼤及び⾮対⾯型への取り組み

867 千葉県 ⽩井秀幸 オンラインサーフィンスクール配信システムの構築

868 千葉県 デリカショップうおとも 農家を応援するお弁当配達サービス導⼊と⾮⼊店型販売窓⼝の設置

869 千葉県 ⽴野窯 ⽴野窯オンライン販売事業

870 千葉県 紅茶と⾷と台所 ⽷ 菓⼦販売のためのビジネスモデルチェンジ事業

871 千葉県 たんぽぽ PIZZの急速冷凍を活⽤しネットなどを通じて新規顧客獲得

872 千葉県 秋⼭商店 株式会社 3040001074722 名物！イカ焼きのお⼟産商品化で新しい販路開拓事業

873 千葉県 株式会社 Ｔ＆Ｍプランテーション 5040001107851 キッチンカー「ＭＯＡＮＩ」号による新規販路開拓と店舗改装事業

874 千葉県 wamiles salon B-walk オンラインとオフラインをうまく活⽤しての新たなチャレンジ！！

875 千葉県 ⺠宿旅館 藤井荘 ⻑期滞在型宿泊施設への転換

876 千葉県 福⾖珈琲株式会社 7012701015326 内製化を図り、⼩ロット商品安定供給を実現するための設備導⼊

877 千葉県 ピースリー・スクエア 地域を救う！テレワーク、⾮対⾯型ビジネス⽀援と転換！

878 千葉県 岩瀬酒造株式会社 6040001075107 ⾼付加価値⽇本酒のインターネット直販・⼩売販売強化

879 千葉県 株式会社ローカルカンパニー 7040001103799 オンラインコーチングによるコンサルティングサービスの提供

880 千葉県 焼⾁ビストロミウラ 精⾁販売や宅配弁当のデリバリー事業開始による新規客の獲得

881 千葉県 surf shop Bloom オリジナル商品販路拡⼤のためのECサイト導⼊

882 千葉県 和ダイニング桃源坊 キッチンカーによる移動販売事業

883 千葉県 プレシャスサロン ⾃宅サロンオーナー向け「オンライン化動画」の販売

884 千葉県 三蔵⼯業株式会社 8011701003373 ⻭科ユニット製造にかかる滅菌処理とPSF樹脂加⼯技術の獲得

885 千葉県 ビータスカフェ ⾃家焙煎⾖による⾮対⾯事業の売上向上

886 千葉県 有限会社 松濤軒 6040002082481 オンライン化に伴う24時間予約受付・EC販売による販路拡⼤

887 千葉県 ⽚岡塾 ⾮対⾯型指導を取り⼊れた学習環境強化・販路開拓

888 千葉県 EVOLVE サーフボードを視覚的に⾒る事が出来るオンライン受注体制確⽴

889 千葉県 株式会社 ＧＯＮＺＯ 3040001099026 千葉の宿事業応援サイト『good good』

890 千葉県 サーフユナイテッド株式会社 2040001075325 全国のニッチ層の掘り起こし、既存ファン層へのマーケット開拓

891 千葉県 ⽇建ホーム株式会社 1040001066969 新商品全館空調⾼性能住宅nex専⽤ホームページ制作で販路拡⼤
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892 千葉県 スカイロケットアカデミー 社会⼈向け英語学習⽀援サービスの構築

893 千葉県 有限会社 昭和堂 5040002101804 ⾃家製オリジナルスイーツのオンライン販売で新顧客の獲得

894 千葉県 いとや旅館 真空包装機導⼊による郵送販売事業の開始

895 千葉県 ⻲家⾷堂 「発酵の⾥」ならではの麹を使ったメニュー開発による⼥性客誘致

896 千葉県 割烹ぐんじ 神崎名物「鯉のうま煮」の拡販と⼩規模宴会の受注強化

897 千葉県 五代⽬ 森⼭清次兵衛 贈答品⽤パッケージの開発と展⽰会出展による⾮対⾯型事業の拡⼤

898 千葉県 C-PASS 通販事業ネットを活⽤した通販及び通販情報誌の発⾏

899 千葉県 Radiant nails カンタン毎⽇15分、⽖+肌荒れに効果的レシピ、美容の情報！

900 千葉県 Ando Yoga Works Webショップと⾃然体験プログラム・ホスピタリティ拡充

901 千葉県 You-Youスクールみずほ台 オンライン授業対応とプログラミング教室開催を前⾯に出した集客

902 千葉県 ほまれ テイクアウトサービス及び衛⽣管理体制強化による集客改善

903 千葉県 株式会社 ギケン 5040002068928 お邪魔しない防⽔⼯事

904 千葉県 主基グラススタジオ ECサイトを活⽤したガラス作品販売とギャラリー物販強化事業

905 千葉県 株式会社 Mr.ソテツ 3040001089118 withコロナへのチャレンジ！移動販売強化と感染予防の充実

906 千葉県 学習塾MyWay オンライン集団授業のライブ型及び撮影放送型への新規対応取組

907 千葉県 有限会社ジェットストローク 6040002042493 店舗にてビデオ通話等を活⽤した来店⾮対⾯型サービスの提供

908 千葉県 津⽥農園 ホームページを作成しネット販売による新規顧客獲得

909 千葉県 MIKUA マスク着⽤によるお肌のトラブル解消を⽬的とした⽑⽳洗浄機導⼊

910 千葉県 合資会社 寒菊銘醸 2040003003143 リブランディング商品でSNSを活⽤したEC市場での販路構築

911 千葉県 教育的ウラ指導 オンライン講習会システムの構築

912 千葉県 ダイニングレストラン チョイス 顧客同⼠の接触低減を⽬指したテラス席の設置で新規顧客の獲得

913 千葉県 株式会社エイチアンドテーブルカンパ6040001058532 HPと看板で認知度UP、通販、機械化、ドッグランでコロナ対応

914 千葉県 有限会社えちごや 7040002079980 千葉の魅⼒を発信するネットメディア並びにECサイトの開局

915 千葉県 炭⽕焼⿃ 御嘉家゛ ⾷の安全と環境に配慮した衛⽣管理の実現の設備投資

916 千葉県 有限会社 鮒真 3040002079828 テイクアウト販売強化で接触機会を減少コロナ禍克服事業

917 千葉県 有限会社ヨシダ 1040002102806 インターネットを活⽤した販売および情報発信事業

918 千葉県 株式会社ビーワン 9040001108623 ネットを活⽤して鉄⾻⼯事事業をアップデートさせる

919 千葉県 松永⾃動⾞販売株式会社 2040001087659 オンラインによる販路拡⼤を⽬的としたビジネススタイルの確⽴

920 千葉県 ワイオリ企画 オンラインサービスを使っての⾳楽指導や楽曲配信の環境構築

921 千葉県 福岡デザインオフィス オンラインによるウェブ・IT活⽤サポートの提供

922 千葉県 汐⾒ 提供環境改善によるサービス向上でコロナから売上回復

923 千葉県 株式会社エコメディ(村杉接⾻院) 3040001082972 移動販売、移動治療で無⼈化・市場開拓

924 千葉県 株式会社丸清 8040001057466 ブラストチラーによる⾼品質なテイクアウトメニューの開発
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925 千葉県 Ｋｉｔｃｈｅｎ ＨＡＬＥ 新型コロナウイルスと共存することを⾒据えた新事業⽴ち上げによ

926 千葉県 Fuwari オンラインコンテンツの開発による⾮対⾯型ビジネスの転換

927 千葉県 合同会社ミットフロイデ 1040003013663 オンライン化による⾮対⾯販売の強化と配信設備の導⼊

928 千葉県 ⾃然酵⺟ ⼭のパン屋 ECサイト開設による直接販売の売上アップと利益率の向上

929 千葉県 株式会社ズィーク 1040001049692 ⾮接触型⾃動シャンプー機導⼊で安⼼感創出による顧客獲得事業

930 千葉県 こまきち パッケージ商品の開発による⾮接触型の販路開拓と地域活性化

931 千葉県 ﾘﾗｸｾｰｼｮﾝ＆ｴｽﾃﾃｨｯｸ OCEAN（ｵｰｼｬﾝ） 当サロンの商品を全国へ！ECサイト開設による販路開拓事業

932 千葉県 Salon M ネイルスクール事業のオンライン導⼊と在宅勤務導⼊事業

933 千葉県 ちまた 出店場所の整備と販路拡⼤及びシティプロモーション

934 千葉県 プレジャーガーデン＆リビング株式会 オンラインコンシェルジェ等のＨＰ環境システム構築事業

935 千葉県 ㈱タナカ 6040001098000 びっくりするほど栄養満点！先⽣おすすめの鶏⾁のネット通販

936 千葉県 いしげ製菓 ⼿作り・オリジナルブランドジャムのインターネット販売

937 千葉県 新⽇本繊維株式会社 3010601051867 ⼩型電気炉の導⼊による新製品開発の製造⼯程の改良

938 千葉県 株式会社トータルライフパートナーズ9011701019699 240種類以上のウイルス・菌・カビの除菌、消臭できる製品のE

939 千葉県 株式会社カグラ 9040001049611 ⾃社制作の実現とインターネット販売の導⼊

940 千葉県 Bali Trading ⾮対⾯型ビジネスへの対応と内製化の実現及び展⽰会事業

941 千葉県 WINE HISTORY 濵崎幸弘 オンライン×ワインを通じて⽇々の⾷⽣活の質を⾼める

942 千葉県 株式会社インサイト・ジャパン 3040001079440 テレワークへの移⾏とwebツールを活⽤した販促活動の推進

943 千葉県 合同会社ウィルリンケージ 8040003014622 オンライン学習メソッド「Study AId」の開発とweb集

944 千葉県 吉野酒造株式会社 8040001075096 国内外の⼀般消費者向け直接販売の体制強化による販路拡⼤

945 千葉県 中国料理 ⾹妃 感染症に対応するためのテイクアウト強化と店内環境整備事業

946 千葉県 有限会社 かまや 1040002084359 STAYHOMEでもお店の味を ECサイト設⽴で個⼈向け販売

947 千葉県 中⻄オートリペアー お客さまに安⼼を与える「⾮対⾯型」板⾦塗装⼯事の実現

948 千葉県 ビューティーサロン みどり オンライン講座開設によるヨガ教室部⾨の新規顧客獲得事業

949 千葉県 有限会社旭⼜兵衛 4040002084174 加⼯場の改装で持ち帰りニーズに対応し、地域をもっと明るく元気

950 千葉県 磯⽊淳寛 WEBを活⽤した中学⽣向けオンライン塾による販路開拓

951 千葉県 株式会社 リード 2040001063024 相談フォーマットを⽤いた⾮対⾯型相談受付事業

952 千葉県 株式会社ネクストレベル 4040001084571 業界初！オンラインによるサーフィンレッスン「モバレク先⽣」

953 千葉県 株式会社セガワ 8040001061716 ⾃社ＨＰでのBocchiブランド販売事業

954 千葉県 すし処 きら コロナ対策＆売上アップのデリバリー事業確⽴

955 千葉県 株式会社ホイホイ・キッチン 5012701011286 新型コロナに打ち勝つ新しい営業スタイルへのチャレンジ！

956 千葉県 有限会社 東鋒貿易 3040002078648 コロナ対策を⾒据えた有⼈から無⼈への越境ＥＣ⽴ち上げによる中

957 千葉県 有限会社 ビーアールカンパニー 5040002079157 コロナ対策万全でお客様に選んで頂ける店作りへ
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958 千葉県 株式会社 千野 8011101012883 千葉県いすみ市ビーチサイド⾳楽館利⽤客ターゲット客層の多様化

959 千葉県 海鮮丼九⼗九⾥ 丼丸 ⼤網⽩⾥店 調理、提供時間の短縮と作業効率向上に伴う顧客満⾜度向上事業

960 千葉県 てんぐれい ⼈気メニューのテイクアウト商品化による販路開拓事業

961 千葉県 蔵精 こだわりの発酵和⾷を全国に販売するオンラインショップの構築

962 千葉県 有限会社フルフィルアセンション 3040002103083 千葉県発のかき氷シロップの商品開発とネットショップの構築

963 千葉県 株式会社 南房コーポレーション 2010401101922 ターゲット顧客層の変化に伴う新たなネットでの宣伝と集客

964 千葉県 株式会社 モンスター 9040001061814 地元産フルーツ等を活⽤したテイクアウトケーキ等販売事業

965 千葉県 合同会社GoWest 5040003013404 新型コロナ対策完全無⼈化推進事業

966 千葉県 DOAX株式会社 3040001070119 業者向け精⾁加⼯製品のBtoB販売サイト構築による販路開拓

967 千葉県 株式会社 ガレージワン 8040002064874 動画、ＶＲを活⽤した⾮対⾯型ビジネスの推進

968 千葉県 ＳＭＡＲＴ ＢＲＩＤＡＬ 全国いつでもどこでも効率的なｗｅｂ婚活事業

969 千葉県 TransBiz株式会社 5040001112182 広告戦略による⾃社ブランド商品認知度拡⼤と売上増加事業

970 千葉県 川畑⼤志プロサーフィンスクール PCやスマホによる⾮対⾯型オンラインサーフィンスクールの実施

971 千葉県 ホテル海楽株式会社 7040001075130 「泊まらない宿泊」価値の再構築とネットを通じた新規顧客の獲得

972 千葉県 オステリアティモーネ ヘルシーイタリアン商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

973 千葉県 株式会社 鵬プランニング 9040001048753 ホームページ（VR）を活⽤した⾮対⾯型ビジネスの推進

974 千葉県 有限会社 千葉製作所 4040002087490 サプライチェーン毀損への対応と⽣産性向上のための設備導⼊事業

975 東京都 株式会社⼩笠原エコツーリズムリゾー9010001137872 ⾃宅で楽しめる遠隔オンライン体験ツアーの造成

976 東京都 株式会社ウイングベル 6012701004512 弊社商品使⽤店舗（美容室）間情報共有プラットフォーム

977 東京都 ⼀華房 フラワー販売におけるネット販売⼒強化及びBtoBへの取り組み

978 東京都 有限会社三幸電機製作所 8012402004966 燃やせるプラスチック素材を利⽤したマーブル成型の開発

979 東京都 株式会社BeWings 3012401033995 ⾮対⾯型セミナーの開発による新たな販路開拓

980 東京都 有限会社パパス．ダイビング．スタジ4010002027482 ⾮対⾯型チェックインシステムの導⼊事業

981 東京都 TOMATON 包装⽤品改修および⾃社製造への切り替えによる販路開拓事業

982 東京都 フォレストスタジオ 写真業のインターネット化による売上増・販路拡⼤

983 東京都 株式会社かよい 5012701014025 美容品のネット販売可能にするためのホームページ改修

984 東京都 株式会社アイエイシー 7013301000017 感染症との共存社会における新規顧客開拓とサービス内容の充実

985 東京都 株式会社武蔵学院創育総研 2013101003273 Web家庭教師N塾のブランド認知に向けたＰＲ活動

986 東京都 フォーテック株式会社 7012801009468 既存取引先との業務停滞による売り上げ減少対策

987 東京都 酒井 集 ライティング講座のオンライン化へ向けた販路拡⼤と宣伝強化

988 東京都 株式会社Fig 6012401020066 ベリーダンスレッスン動画データ販売事業

989 東京都 ペポニの⼭旅 ⼭岳展望サイクリング＆VRオンライン登⼭サービスの提供

990 東京都 株式会社ＬＡｐｌｕｓｔ 6011001127511 SNS広告とスマートフォンアプリを⽤いた⾮対⾯型販路の構築
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991 東京都 ＢＯＯＴ ＲＯＯＭ ⾹りの空間プロデュースと消臭による環境改善事業

992 東京都 @SeeYou（あしーゆ） 旧国⽴駅舎発『地域を愛する⼤⼈のキャラ弁』販売

993 東京都 たとぱに インターネットと実店舗を連動させる、オンラインの情報発信事業

994 東京都 株式会社NAVIS（ナーヴィス） 6012701013414 ECサイトによる国内外販売の販路開拓

995 東京都 セルモ清瀬秋津教室 新規オンライン学習と来室価値の向上とそれらの広告宣伝活動

996 東京都 COUP株式会社 4012801017275 デジタルでもリアル体験ができる⾹りのサイト

997 東京都 司法書⼠法⼈アコード 5012805002652 チャットで相談できる家族信託サービスの販路開拓事業

998 東京都 株式会社アコード・リーガルサービス8012801017858 「家系図」のウエブ販路拡⼤事業

999 東京都 MABO Art作品のwebサイト改良とオンラインショップの導⼊

1000 東京都 のぶ整体院 IT利活⽤で事務作業効率化と顧客満⾜度向上と新規顧客層の強化

1001 東京都 株式会社ヴァンドーム 1012801002734 商品名パーフェクトゲルマの新規販路開拓・EC販売ページの製作

1002 東京都 有限会社ケーズ 8013102007301 瑞穂町の飲⾷店宅配代⾏サービスと買い物代⾏サービス

1003 東京都 KISAKI ⾃然派イタリア料理のネット販売

1004 東京都 ジェイロードスポーツ 対⾯販売からSNS連動型ECサイトへシフトチェンジし販路拡⼤

1005 東京都 ACTIVIKE スポーツバイク愛好家向けオンラインスタジオサービスとEC事業

1006 東京都 冨永環奈 WEB上で⾏うピアノのレッスン

1007 東京都 グローリンク株式会社 2012401032362 ⾮正規で働く⼥性向けオンライン型キャリアメイキング事業

1008 東京都 アガタスタジオ ⾷⽂化を豊かにするデザイン商品のＥＣサイト販売による販路開拓

1009 東京都 おんがくのじかん 国内外を対象とした⾳楽ライブ配信及び配信スタジオレンタル事業

1010 東京都 FREESTYLE 制作収⼊から安定したウェブ広告収⼊獲得

1011 東京都 Hanana 最新のネット注⽂システム構築と新Ｈａｎａｎａのアピール事業

1012 東京都 ⺟と⼦のこころとからだのプログラム オンライン講座⽤のホームページ作成による集客⼒の拡⼤と強化

1013 東京都 東栄新薬株式会社 6012401016733 オンライン展⽰会の検索キーワード広告と製品ページの作成

1014 東京都 ブーケアンドリール WEB セミナー・イベントのライブ配信

1015 東京都 コツリバ 遠隔でのオンライントレーニング＆⾃⼒整体指導始めます！

1016 東京都 株式会社G&O Connect 2012401031546 通信事業の⾮対⾯型サイト構築による売上の拡⼤

1017 東京都 合同会社KWL教室 8012803001439 オンラインセッションの導⼊による販路拡⼤

1018 東京都 春の空 機会損失をなくしつつ新規通販サイトによる新たな販路開拓事業

1019 東京都 有限会社フィード 5012802010352 顧客管理システム導⼊による⾮対⾯相談・セミナー新規顧客開拓

1020 東京都 株式会社ウラニワ 1012401025251 新しい⽣活様式に合わせた店舗運営と、デリバリー商品のHP販売

1021 東京都 バヤ企画 ⾮対⾯での撮影映像の貸し出し強化のためのＷＥＢサイト制作

1022 東京都 合同会社コンテンツツーリズム振興機4012403001776 ＣＳＲ活動を⾏いたい企業向け商品の開発及び新規取引先の多様化

1023 東京都 1/4ＫＡＲＡＴ テイクアウトを通し地域とともにコロナ禍を乗り越えるための事業
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1024 東京都 有限会社ホームクリエ 5013102001488 広い敷地に外席を増加、感染防⽌で来客を増やし、ログをアピール

1025 東京都 加藤 暁 飲⾷店舗専⾨のモール型通販ECサイトの構築

1026 東京都 ストレート⾏政書⼠事務所 ⾼齢者のコロナ感染を回避する⾮対⾯型遺⾔作成⽀援サービス開発

1027 東京都 株式会社Contact 4012801018629 建設業向け専⾨職⼈材紹介事業の感染防⽌対策と契約件数増の取組

1028 東京都 株式会社汎企画 6012401010232 学校⾏事における動画配信と映像販売サービス

1029 東京都 Rainbowクルージング ⾮対⾯オンラインスクール事業及びYouTubeによる広告宣伝

1030 東京都 ひばりヶ丘整体院 店舗⽤LINEを使ったオンラインサービス・物販の⾃動化

1031 東京都 RE.パートナーズ株式会社 1011601022208 インテリア家具「WOOD ERA」のインターネット注⽂＆販売

1032 東京都 ILOVETODAY合同会社 8012403001855 背⾻コンディショニングのオンライン講座配信

1033 東京都 ヒロ・プランニング 売上減少による運営計画

1034 東京都 Get Well株式会社 8012801014046 在宅ワークで体が⾟い⼈向け、⾃宅でできる⾃分整体講座

1035 東京都 たんげそう⾏政書⼠事務所 ⾮対⾯営業による販路開拓⼿法の整備及び執務環境の整備

1036 東京都 ㈱なんのこれしき 8010001182861 対⾯接客時間短縮および販路開拓。クラウド化で⽣産性向上

1037 東京都 井上⼟地家屋調査⼠事務所 ⼤判図⾯作成の完全内製化とソーシャルディスタンスの確保

1038 東京都 エステサロンdrops マッサージの技術をコンテンツとしてHPで販売する事業

1039 東京都 蓮華 ⼋丈島産⻘とうがらしを使った⻘とんぎょうざのホームページ通販

1040 東京都 合同会社 百寶堂 9010003028582 ⼋丈島名物「くさや」の通信販売開始のための設備投資事業

1041 東京都 有限会社⾃由企画 1011002005737 ⼦どもに対して近視を発症・進⾏させない予防治療法の⼩冊⼦販売

1042 東京都 ⺠宿 船⾒荘 新旧顧客の継続と確保を⽬指した、⼋丈島の新たな魅⼒の宣伝PR

1043 東京都 ラ パージュ 真空調理を導⼊した３蜜を防ぐ⾮対⾯型営業への業務転換

1044 東京都 株式会社⼤島物産 9010001131149 ＥＣサイトでのモノ・コト拡販並びにＥＣ市場開拓事業

1045 東京都 ⾼本道場 アフターコロナの格闘技スタジオ再開に向けた環境整備事業

1046 東京都 ⾷サポ 飲⾷のコンサルに関するPR動画とテレワーク導⼊による販路拡⼤

1047 東京都 株式会社アモーレジャパン 2012701015463 テレワーク型物流業務＆⽇本製商品の⽶国向け輸出戦略

1048 東京都 佐久間甫祐書院 認知症予防・⽇本⽂化発信のためのオンライン書道教室実現・広報

1049 東京都 令和測量設計株式会社 2011601023403 テレワークのための新たなCADソフト導⼊による販路開拓

1050 東京都 株式会社和光 6010001131176 ＨＰ刷新と動画利⽤を促進し、新規売上の獲得と⾮対⾯効率化

1051 東京都 今村⿓之 運動習慣をつけるためのオンラインサービスシステムの構築

1052 東京都 クォーラ株式会社 1020001113194 持続可能なゲストハウスへの変⾰と⼤島産サンドイッチ開発

1053 東京都 株式会社スパンキー 9180001102711 学習塾における対⾯授業から、ネットによるリモート授業への転換

1054 東京都 株式会社キューブデザイン 5012401015579 ⼩ロッド受注に対する即納体制とテレワーク推進を図る事業

1055 東京都 有限会社ジョイランドリーサービス 8013402001813 無⼈ボックスの設置と店舗改装による新たな顧客の獲得強化

1056 東京都 有限会社 鈴⽊園 8012702000995 Web講座「お茶の淹れ⽅教室」による販売戦略



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1057 東京都 環境創機株式会社 7012401003887 在宅で⾏うエアラダの改良開発と⾮対⾯で⾏う販売促進活動

1058 東京都 株式会社Ｃ＆ＷＯＲＬＤ 6010001131250 ２０代・３０代男性専⽤⽖・指クリームの開発・販売

1059 東京都 株式会社マイスター靴⼯房ＫＡＪＩ 4030002060135 ⾃宅で出来るオーダーメイド靴デザインカスタムサービスの構築

1060 東京都 ボディワークサロンナチュラクシス 歩⾏と運動レッスンのオンライン化への取り組みによる販路開拓

1061 東京都 株式会社Ｄｏｔｏｋｕ 6012401034735 ⾃社ホームページでのテイクアウト訴求による販路開拓と売上拡⼤

1062 東京都 Medic Art8 ⾼齢者向け説明⽤資材の開発と⾮対⾯型販売体制の確⽴

1063 東京都 株式会社プライムページ 5012401034447 ペット愛好家⽤QR迷⼦札システムScamee!の開発

1064 東京都 株式会社エヌ・リンク・コンサルテ 5020001090083 不動産情報⾃動掲載システムの開発及び⾮対⾯型WEB販促提案

1065 東京都 ベルヴュー・Jr. 新事業展開、既存事業存続に向けた商品開発と管理体制の構築

1066 東京都 株式会社エコミナミ 4013401002130 ⾮対⾯販売への取組みによるコロナ第⼆波に耐えうる事業基盤構築

1067 東京都 ドルフィンギタースクール ⾮対⾯型レッスン設備と本格レコーディング設備の導⼊

1068 東京都 華メデェルアートアカデミー 花と海や⽇本の四季とのコラボによる新商品の開発とEC販売！

1069 東京都 髙橋 隆元 オンラインによるクラシック⾳楽動画配信事業

1070 東京都 髙橋教⼦お菓⼦教室 オンラインによる新・教室業の在り⽅3種類構築事業

1071 東京都 合同会社ノブレス 6012803001374 さいたま市岩槻区を拠点とする⾮対⾯型宿泊施設運営事業

1072 東京都 有限会社所沢屋 1012402022917 インターネットを活⽤したキャンプと防災を関連させた販売促進

1073 東京都 それゆけ！鶏ヤロ−！鷹の台 店内の感染対策、テイクアウト・デリバリ−の強化

1074 東京都 有限会社アドオフィス 5012802011169 ⾸都圏分譲マンションむけ究極のカバー⼯法の導⼊促進

1075 東京都 ティー・エム・システムズ株式会社 6012701002391 まめの⽊塾の指導をオンライン化して全国展開する

1076 東京都 阿久津春菜 テレワークを応援！⾃宅で学べる部下のマネジメント研修

1077 東京都 株式会社リアルター 5012401003451 オンラインによるエンターテインメントの提供

1078 東京都 COZY ネットによる宣伝と新商品開発による⾮対⾯ビジネス強化事業

1079 東京都 宮坂洗濯本舗 クリーニング事業受発注のオンライン化及び⾮対⾯化の仕組確⽴

1080 東京都 株式会社AS 8040001074197 オンラインにおける国分寺不動産有効活⽤窓⼝

1081 東京都 株式会社MNH 4012401017650 ⾼尾⼭かりんとう事業のネット販売環境の構築

1082 東京都 有限会社パムリンク 4012402014242 楽曲・⾳声コンテンツの⾮対⾯型収録・編集制作システムの構築

1083 東京都 上野株式会社 1012701011232 3DVDRライブ⽣配信システム

1084 東京都 すみさき⾏政書⼠事務所 無料動画を活⽤した販路開拓とＷＥＢ接客システムの導⼊

1085 東京都 株式会社リトルシード 1012401016671 ドライフラワーウエルカムボード等の新規販売開拓

1086 東京都 エスプランニング ⻭列矯正⻭科の検索サイト新規運営による販路開拓

1087 東京都 ⿅摩写真事務所 撮影画像のインターネット販売システムの構築

1088 東京都 ⽥中 玲伊⼦ ３Dプリンター切削加⼯機導⼊による⾮対⾯型ビジネス環境の整備

1089 東京都 LILY1ST VINTAGE 事務所改装による⾮対⾯型ビジネスモデル導⼊と販路開拓事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1090 東京都 KKテクノロジーズ株式会社 8010501036105 ホームページを活⽤したLEDリフォーム⾮対⾯型営業促進

1091 東京都 ブラックキャットーグローバル英会話1012401023924 オンライン授業の強化

1092 東京都 カトリーナ陽⼦ ⾮対⾯型のコミュニケーションで販路開拓する事業

1093 東京都 合同会社ランタビス 5012703001707 「仲間と繋がり、続けられる。」オンライン型ピラティスレッスン

1094 東京都 ダイニングバーだまだま 中⾷産業に向けた「⽜すじトマト煮込み」冷凍商品販路開拓事業

1095 東京都 ⼀級建築⼠事務所ＳＨＩＧＥＭＡＴ Dants cent ans

1096 東京都 イタリア⾷堂 共正製作所 テイクアウト、ネット販売での新規顧客獲得で⽣き抜き貢献する

1097 東京都 株式会社オザキリビング 2012801019678 新規事業ヨガスタジオ及び⾮対⾯ヨガレッスンサービスのＰＲ

1098 東京都 オフィスヤマミ⼀級建築⼠事務所 光触媒ミスト機材及び⾮対⾯業務システム導⼊

1099 東京都 BIGILANDS 動画・オンラインでのパン教室とパン通販を通じた新規顧客獲得

1100 東京都 有限会社 富⼠電⼦ 1012802003673 コロナ下でＨＰリニューアル新規開拓とコロナ対策投資

1101 東京都 SmartSwing.Pro テニスにおける接触減の練習⽅法の提案及び導⼊

1102 東京都 eatjoy レシピを活⽤したレトルト⾷品開発とECを通した新規顧客獲

1103 東京都 有限会社 新和⾃動⾞ 1012802004556 美観・防犯を意識して顧客のイメージアップを図る

1104 東京都 株式会社スポルアップ 4012401032484 野球オンラインサロンの新規事業による販路開拓

1105 東京都 伊東 千恵 ⾮対⾯型オンライン導⼊とコロナ予防のダンスレッスンとイベント

1106 東京都 三華堂はりきゅう整⾻院 ＷＥＢ広告を使った効率的な新規顧客獲得

1107 東京都 井関信雄写真事務所 ブランドサイトとＥＣサイト作成及びＷＥＢ集客による顧客開拓

1108 東京都 植原亜美 オンラインストレスケア事業と免疫⼒アップ治療の展開

1109 東京都 合同会社ラコア 5180303003330 ⾮対⾯型営業体制を構築して、不動産賃貸業の売上・稼働率向上

1110 東京都 株式会社 東京ドローン 5010901037779 ⾮対⾯型4K映像制作環境構築と映像制作受注を増加させる取組

1111 東京都 株式会社みのり制作室 6012701013570 インターネット等を活⽤した販路開拓とリモート管理商品の導⼊

1112 東京都 マリアテラス EC販売の拡張、チャット機能で販売ロスを防ぐECサイトの構築

1113 東京都 向⼭ソリューション合同会社 7012703001498 Web環境でコンサルティング及び販売業に取り組む

1114 東京都 Kʼs PLANNING 地域密着型情報配信サイト制作(電⼦取引等⾮対⾯広告販売)

1115 東京都 ナニウル オフラインからの脱却・オンライン化ビジネスモデルへの転換

1116 東京都 メドルマフーズ オンラインショップの開設と⾷品ロスを活⽤した商品開発

1117 東京都 株式会社アイルート 5012801014098 スクールのオンライン化とオンライン就職⾯接サイト設⽴

1118 東京都 Smilen すみりん 笑いに特化したヨガ教室の⾮対⾯型レッスン導⼊と同事業周知

1119 東京都 株式会社artLarge 2012401030498 企業・顧客・消費者を結ぶ、新時代のオンラインサービスの提供

1120 東京都 株式会社シグナル 2012701012411 多摩グリーンロードを繋ぐリモート⼦育て⽀援事業サポート

1121 東京都 トラストアーツ合同会社 1012803001924 VR-eスポーツ事業開発・販路開拓

1122 東京都 しば⽥ 対⾯販売から、ホームページ、カタログ通販で全国進出！
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1123 東京都 松本 渉 クリエイティブなパパへ情報を発信するWebメディア制作

1124 東京都 ⽩川 ⽞⼤ テレワークで⾼⾳質な⽣楽器の⾳を残す

1125 東京都 Hacchi hair（ハッチヘアー） ネットセミナーや物販の新事業と衛⽣⾯に安全な新メニューの導⼊

1126 東京都 合同会社アパレント 8012803001249 ⾮対⾯オンラインビジネスモデルへの変換

1127 東京都 ⽀那そば⽟⿓ ⽀那そば⽟⿓全国通販プロジェクト

1128 東京都 株式会社栗原⼯業 4012401007610 ＨＰリニューアルおよびテレワーク対応の顧客管理システムの導⼊

1129 東京都 株式会社 ⻄都紙⼯ 8012801007132 ＰＳ⼯程の改善とテレワーク環境の整備

1130 東京都 株式会社SOUJITU 2030001126459 まつエクサロンが提案する「セルフ美容」事業

1131 東京都 有限会社新井クリーニング商会 1012702000189 会話を楽しむ！喫茶付きクリーニング店の開設！

1132 東京都 まごころ弁当昭島店 施設への販売経路獲得とインターネット集客

1133 東京都 有限会社⽇本ヒューマンウェアー研究8012402020385 反転授業を⽤いた⾮対⾯ビジネスモデルへの転換

1134 東京都 株式会社東光企画 4012801002987 写真加⼯のネット受付・決済と通年ベビー撮影で新規顧客獲得

1135 東京都 株式会社エマージェンス 6012401025148 オンライン⽣き⽅・働き⽅サポート紹介システムの導⼊

1136 東京都 Mi-Na ⼥性の為の増⽑メニュー展開と積極的な販促活動による顧客の開拓

1137 東京都 株式会社ジャパンバルーンサービス 4012701001453 コロナ対策予約システム・新事業「熱気球観光フライト」HP作成

1138 東京都 服部克郎 アパレルブランドのECサイト新規開設による販路拡⼤

1139 東京都 パッシブデザインプラス株式会社 2012401036017 オンライン型コンサルティングビジネス拡⼤のための事業

1140 東京都 株式会社ワンネス 5012401013657 売り上げ増に直結する買取り業務の為のホームページ、広告の強化

1141 東京都 焼⾁・ホルモン 花道 新規顧客開拓に向けた戦略

1142 東京都 ㈱ツアーサポート 6012801009213 街の美味しいOKデリバリー

1143 東京都 株式会社TOMOTOMO 2012401025119 当店⾃慢のお好み焼きや総菜を提供するキッチンカー事業

1144 東京都 ブルースカイコーヒー ネット販売イメージの菓⼦製造業店舗へ改装

1145 東京都 BCプロモーション オンラインサロン運営代⾏と、⾮対⾯型イベントの運営

1146 東京都 有限会社海幸⽔産 5012802006409 販路開拓のためのオンライン環境整備と近隣への⼩売事業の開始

1147 東京都 くめがわ接⾻院 ホームページ更新と器具⼊れ替えによる販路開拓

1148 東京都 株式会社ラフライトン 6012401031187 スマホでの⾮来店型相談旅⾏⼿配の実施による売上増加と顧客獲得

1149 東京都 COHPLUS オンライン化と認知度向上による新規顧客の獲得プラン

1150 東京都 株式会社フレイムワークス 2010001118375 2分野連携による新規顧客獲得とオンライン学びサポートの開発

1151 東京都 アイル オンライン住宅診断・DIYアシストの実施と周知強化

1152 東京都 あにも！ 新型コロナにおける持続化と顧客減少対策への新設備導⼊計画

1153 東京都 ⼤園 康司 オンラインのダンスクラス開講・映像配信／顧客開拓への取組進

1154 東京都 (株)HRイノベーション 7013301043981 ネットを通じた⾮対⾯販売の開始と営業再開の周知徹底

1155 東京都 Hair Makeup Atelier INFINI 個⼈起業家のビジュアルプロデュース事業のオンライン強化
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1156 東京都 有限会社 酔夢企画 7010102010617 持続可能な現代世代のニーズを満たすオンラインバー事業

1157 東京都 KCmitF 対⾯型からWeb中⼼型へ軸を移す事業スタイルの変換

1158 東京都 コミュニケーションデザインリンク株7012401029684 ⾮接触の「対話」の機会を作る事業紹介サイトの構築

1159 東京都 有限会社アルカディア 9012802006347 ⾃社製品のバイクパーツ開発による加⼯機の稼働率と利益率向上

1160 東京都 株式会社開陽 2012801004192 「コロナでも⽣き残る」対⾯接客業から動画による⾮接触販売

1161 東京都 サンメイト 倉庫を活⽤した耐震アンテナショップの開発と多摩産材の魅⼒発信

1162 東京都 ひとづくり⼯房esuco 個⼈参加者に届きやすいweb作成で新規顧客を獲得する

1163 東京都 pelaru 販売や製造業者を介さず、⾃社で製造し直接顧客へ販売をする

1164 東京都 ボニンブルーシマ HP作成による⾮対⾯型ビジネスモデルの転換および販路開拓

1165 東京都 ダスキン⼩笠原 新事業における、新商品開発による販路開拓事業

1166 東京都 キュアヘアー 顧客満⾜度ＵＰのための新たな取り組み

1167 東京都 仙川総合法律事務所 法律相談の敷居が低くなる地域密着⼥性弁護⼠のオンライン相談

1168 東京都 有限会社ファインデザイン 7012402020279 「設備導⼊によるコロナ対策と、業務の効率的運⽤。販路開拓」

1169 東京都 株式会社アコモ 9011101075046 宿泊施設Ｂ２Ｂ受発注および予約システム利⽤促進事業

1170 東京都 半⽥康⼆税理⼠事務所 ウェブ会議による相続対策相談事業

1171 東京都 おむすびcafé&dining micro-cafe テイクアウト専⾨店の構築とクックパッドマートでの新規顧客構築

1172 東京都 117ボルト アマチュア演奏家に向けた新規エフェクター開発事業

1173 東京都 株式会社ｐｏｐ 4012401034381 特許取得した当社技術を応⽤したＳＤＫ製品を新たに市場導⼊

1174 東京都 株式会社フォルテ 7012701010897 衛⽣⾯強化で顧客の安⼼満⾜度向上とSNS利⽤による販路拡⼤

1175 東京都 MOROCOSHI ３密回避による最新技術を利⽤したオンラインリモートライブ撮影

1176 東京都 インタービジョン 個⼈顧客へのアクアリウム関連商品販売の為のＥＣサイトの⽴上げ

1177 東京都 有限会社洋昌商会 6012402021872 今すぐ客・そのうち客を取り込むオンラインアプローチの確⽴

1178 東京都 株式会社帆翔 3012701011825 テイクアウト事業及びEC事業強化

1179 東京都 株式会社トーリツ 7012801008404 問屋脱却！！メーカーとして安定した売上確保！！

1180 東京都 株式会社サンコート 3012401012479 ネット販売ＰＲと表装⼯房移転による営業⼒強化

1181 東京都 株式会社someru 5012701015122 ⾃社ブランドのアパレル商品の内製化

1182 東京都 ルミエール セラピーの⾮対⾯化と新サービス導⼊による新規顧客の開拓

1183 東京都 株式会社スムー 3012401035125 ノウハウ交換によって商談可能性を⾼めるノウハウシェアサービス

1184 東京都 齋藤 仁 新たな⾃社WEBサイトを活⽤した販促と⾮対⾯セミナーの実施

1185 東京都 合同会社サムバレー 5012403002699 ⾃社サイト開設によるアフターコロナの宿泊業への転換

1186 東京都 合同会社ＦａｍｉｌｉＡ ⼩規模事業者持続化補助⾦事業

1187 東京都 むさしの整体療術センター オンラインによる⾮対⾯型ファスティング指導販促事業

1188 東京都 StudyRoomONE オンライン授業による感染症予防及び通学時の危険防⽌事業
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1189 東京都 絹⼭不動産㈱ 9012401009008 ホームページ上で売買・賃貸物件の動画による⾮接触型内覧紹介

1190 東京都 アースコンシャス株式会社 3013101005871 ＹｏｕＴｕｂｅ動画広告新規出稿による新規顧客開拓

1191 東京都 ㈱太乃志 2012401023535 テイクアウト充実による⾮対⾯化シフトと、⽣簀演出による集客増

1192 東京都 福⽣こもれび整体院 EC事業による関連商品の販売

1193 東京都 多摩川あおぞら法律事務所 オンライン会議システムの導⼊による新規依頼者の獲得

1194 東京都 株式会社エムアイシー 2012701011710 ⾃社ＨＰ構築によるテレワーク関連商品の売上拡⼤

1195 東京都 ICC アトピー患者を対象としたお菓⼦やお茶等の⾃社製品開発とEC販

1196 東京都 株式会社エルティード 1012701011034 海外向けホームページとショッピングサイトによる販路拡⼤

1197 東京都 株式会社⽇美 7011101052071 ⾃社ホームページリニューアルによるEC販売サイト構築事業

1198 東京都 ＮＯＮＢＡＬ株式会社 1012401025788 オンライントレーニングの導⼊と加圧器具のブランディング

1199 東京都 Big Tree House オンラインを活⽤した英語レッスンで親⼦の幸せな時間の提供

1200 東京都 株式会社ケーエーナチュラルフーズ 7012401017359 動物病院向け製品の⾮対⾯型ビジネスモデルへの移⾏

1201 東京都 整体院はるかぜ オンライン体質改善相談とホームページ開設で新規顧客開拓

1202 東京都 (株)真柄⼯務店 9012701010359 ＶＲを使ったＷＥＢ⾒学会を実装し、新規顧客を獲得する取り組み

1203 東京都 株式会社鍼信 8012401023174 「ドクター漢⽅」オンライン診療サービス提供による販路開拓事業

1204 東京都 ⼭ごはんカフェ ヒノハラテラス 新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得・既存顧客との繋がり維

1205 東京都 治療院癒しの⼿ 分院 インターネット活⽤のセミナー・オンライン講座による販路開拓

1206 東京都 合同会社サンライク 5012403004183 ⾜湯カフェのオリジナル⼊浴剤ネットショップ販売

1207 神奈川県 株式会社洗⾞の王国 4021001024148 除菌抗菌剤施⼯マニュアル作成に伴う実地検証と販路拡⼤計画

1208 神奈川県 株式会社R&D 6020001119815 売り上げ減少補完のためテイクアウト及び弁当⽤キッチン設置

1209 神奈川県 株式会社 久越 6021001049960 中国料理とタイ料理の真空パックEC販売

1210 神奈川県 株式会社D4D 9021001063785 ３ＤプリンターとECサイトを活⽤したスポ―ツ新商品開発・販売

1211 神奈川県 お⾷事処 五稜郭 コロナ売上減少 補完 のための仕出し⽤冷凍⾞の導⼊事業

1212 神奈川県 コーヒーノート オンライン会員制サイトと通販システム導⼊による売上回復

1213 神奈川県 ⿊川明絵画教室 オンライン教室及びホームページによる⾮対⾯型経営移⾏計画

1214 神奈川県 Seedling kitchen 逗⼦ ⾮対⾯型移⾏へ！移動販売⾞導⼊及びPR強化による販路開拓事業

1215 神奈川県 たかはし治療院 オンラインでの会員制の講座、物販事業による経営の安定化

1216 神奈川県 辻ファーム 野菜⽤⾃動販売機を利⽤した年中無休のミニトマト直売

1217 神奈川県 株式会社めぐり 3021001052793 通信販売強化のためのHP・WEBショップページリニューアル

1218 神奈川県 株式会社 家庭塾のセレクト 9021001016652 ⾮対⾯型「オンライン⾃習室」のビジネス構築による販路開拓

1219 神奈川県 ビート・ザ・コントロール株式会社 9021001055931 ⾮対⾯型ビジネスを⽀援する集客⽤アニメのインターネット販売

1220 神奈川県 International Imports White ECサイト活⽤によるコーディネイト提案を通じた販路拡⼤事業

1221 神奈川県 Pau Hana テイクアウト商品強化と店内改修による売上獲得事業
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1222 神奈川県 アトリエ Ｒ ECサイト・カタログ販売によるオリジナルバッグ売上獲得事業

1223 神奈川県 宙の学校 星空観望会及び講座のオンライン配信事業

1224 神奈川県 有限会社ヒット・アソシエイツ 2021002054187 湯河原の特産品を使⽤した⾷品の通信販売

1225 神奈川県 ザクトクラフト 既存ＨＰに新規ショップページ開設で販路開拓事業

1226 神奈川県 ダイニングバーRAMBLE 地域のおいしさ出張調理・移動販売で販路開拓事業

1227 神奈川県 ワールドキャリア株式会社 5021002071122 ⾳楽アーティストの次世代型ライブ＆トークの配信収益化スキーム

1228 神奈川県 株式会社Tula 8021001055874 地球に優しいパッケージでお届けするオーガニックフードの開発

1229 神奈川県 LOMI LOMI LAHAINA 既存及び新規顧客への健康美容に特化したオンラインサービス導⼊

1230 神奈川県 echonica 養蜂業のオンライン環境構築・衛⽣環境構築

1231 神奈川県 ヘイゼム合同会社 8021003007790 ⾃社HPを通じた⾮対⾯での求⼈紹介及び求職申込機能の拡充

1232 神奈川県 inuit coffee roaster ⾮対⾯のネット通販拡⼤に向けた広告・販促と設備投資

1233 神奈川県 株式会社葉⼭⾷品サービス 2021001041764 持帰り事業の新設とトイレ等の改修で新規顧客獲得

1234 神奈川県 株式会社ワールドウォーク 6021003003800 ネットショッピングを超えたオンラインホスピタリティー提供

1235 神奈川県 株式会社 ライズワン 6021001043856 キッチンカーによる⾮対⾯事業の新規スタート

1236 神奈川県 株式会社Moss 8021001042666 ⾃社運営による電⼦書籍（コミック）の発⾏

1237 神奈川県 Lydlys ブライダルジュエリーの⾮対⾯受注の仕組み導⼊と販路の開拓強化

1238 神奈川県 Studio Pacifica ⾮対⾯型レッスンwebサイトによる新規顧客獲得事業

1239 神奈川県 つちや整⾻院 ベアフットシューズのオンライン販売事業

1240 神奈川県 ナーズヴィーノ合同会社 5021003003586 ⾮対⾯型のワイナリーツアー開発と販促強化による新規顧客獲得

1241 神奈川県 スマイル・グレイス 新規オンラインレッスン事業により売上獲得事業

1242 神奈川県 戦略的WebシステムMIWACS株式会社9021001060683 法⼈向け訪問営業の効率化を促すオンライン営業システムの開発

1243 神奈川県 有限会社 菊⽔亭 9021002068775 ＨＰでのテイクアウト情報発信と110周年記念⼿ぬぐいの製作

1244 神奈川県 サミット⼯業有限会社 3021002034997 コロナに負けないサミット式DXの実⾏戦略

1245 神奈川県 有限会社クラッチ 2021002070622 脱⽑・発⽑による新メニューとウェブショップによる販売強化事業

1246 神奈川県 株式会社 藤野倶楽部 2021001046805 感染症対策を含めた⼈気メニューのECサイト構築と新規顧客獲得

1247 神奈川県 アウトドアフィットネス株式会社 9021001043102 発信⼒強化のためのHP作成及び外構改築による客席増設事業

1248 神奈川県 葉⼭セリーズパティオ 対⾯式飲⾷店からレトルト⾷品開発及び通販業務へのシフトの確⽴

1249 神奈川県 株式会社組織開発プランニングセンタ5010001048669 顧客に安全安⼼を提供する為の感染防⽌対策設備の設営と広報事業

1250 神奈川県 ⼩池⽯材店 ⾮対⾯型墓参り代⾏サービス等による新事業展開

1251 神奈川県 株式会社MOL 9021001067976 オンライン集客の強化と⾮対⾯⼈材マッチングサービスの試作開発

1252 神奈川県 有限会社 オフィスセキ 3021002018934 オンライン接客サービスの展開とリアル接客サービスの安全性向上

1253 神奈川県 アルファラパン株式会社 7021001058721 『デジタルスタジオ』の構築による販路拡⼤への取り組み

1254 神奈川県 株式会社ビジョンズグラフィー 7021001042907 3蜜を避け４⾯⽴体スクリーンが⽂化・情報をネットで個⼈と繋ぐ
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1255 神奈川県 株式会社ジンジャービーチイン 5021001059366 デジタルコンテンツを強化した⽣マッコリの販路拡⼤事業

1256 神奈川県 Precious合同会社 1021003007665 ＷＥＢを活⽤した通販と技術教育ビデオによる販路拡⼤

1257 神奈川県 株式会社エコパートナーズ 7021001064777 ⾃社で集客・査定ができるホームページの制作

1258 神奈川県 アロマガーデン オンライン講座開講とECサイト構築による販路拡⼤事業

1259 神奈川県 Shogun Auto Japan バーチャル中古⾞展⽰場とオンライン商談システムの構築

1260 神奈川県 ＵＡＭ株式会社 1021001069237 ⾮対⾯型営業ツール作成による新規販路開拓事業

1261 神奈川県 有限会社スペッチエ 1021002069145 既存SNS活⽤によるネット販売・広告を通じた売上向上事業

1262 神奈川県 合同会社 サイナス 3021003003852 対⾯不要な内⾒営業モデルの導⼊

1263 神奈川県 カフェラ・シャット・ロンロン コロナ対策の環境整備と商品開発・ブランディングでＥＣ販路開拓

1264 新潟県 有限会社 北村電機 5110002014742 内製化による顧客満⾜度の向上とウイルス感染リスクの低減

1265 新潟県 株式会社 髙橋フーズ 2110002033084 業務⽤⾷品の⼀般客向けオンラインストア開設

1266 新潟県 株式会社 仁多⾒建築 6110001033065 若年層世代の新規顧客確保とリフォーム受注拡⼤のためのPR事業

1267 新潟県 有限会社 美⽉堂 3110002016303 新⽣活様式に対応するためのECサイト構築による販売経路の確保

1268 新潟県 ⼭⽥醸造株式会社 5110001007879 オンラインで店舗と同様のリアルタイム提案ができる仕組みの構築

1269 新潟県 天領盃酒造株式会社 9110001027808 社会情勢の変化に対応する⾃社直販ECの新規構築及び⽣産性向上

1270 新潟県 喫茶TRAIN 牽引型移動販売⾞によるテイクアウト事業

1271 新潟県 茶屋 千両 有事の際に対応し得る衛⽣管理をし省⼒化効率的持続事業の構築

1272 新潟県 株式会社中条電装 8110001034474 スキャンツール等導⼊で、当社で故障箇所発⾒の内製化を⽬指す！

1273 新潟県 典⼦モダンダンススタジオ オンラインレッスンと動画配信による新規⽣徒の獲得

1274 新潟県 株式会社 SolveWork 1110001033945 オンラインシステム導⼊による販路拡⼤

1275 新潟県 カフェ⼯房まめ 「菓⼦製造業」許可取得による焼き菓⼦等の店舗外販売を⽬指す！

1276 新潟県 株式会社 森⼭建設 3110001024463 ⾃社ウェブサイト改良による販路開拓

1277 新潟県 ⿂沼ホルモン亭純ちゃん 『移動販売⾞でのハンバーガー等の販売による新規販路開拓事業』

1278 新潟県 株式会社花結 8110001031265 EC販売の実現による顧客開拓とオンライン結婚式・法事の事業化

1279 新潟県 santaふぁーむ 新商品開発及び村上⽜メンチカツの販路開拓と店舗販売開始事業

1280 新潟県 株式会社クリヤマ 2110001014060 楽天市場への参⼊及びファン育成を通じ売上アップ事業

1281 新潟県 ⼭源⽊⼯ オンラインでの商品紹介・接客とECサイト開設

1282 新潟県 有限会社 島 9110006019795 キッチンカーでのサンドイッチ・ドリンクバー事業の新規展開

1283 新潟県 栁醸造株式会社 4110001023860 みそ加⼯商品の新商品開発・⽣産体制強化及び⾮対⾯ビジネス確⽴

1284 新潟県 ＮＴフーズ 商品供給体制を整えるための業務⽤冷蔵庫設置事業

1285 新潟県 株式会社 和泉屋旅館 1110001020869 ベッドのある客室と個室⾷事処でプライベート感に満ちた旅を！

1286 新潟県 居酒屋 地朗介 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

1287 新潟県 Priere モノ消費・コト消費の両⾯を満たす夢が膨らむショップづくり
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1288 新潟県 有限会社 太⼑川写真館 1110002028259 リアルタイム動画配信とお家で眠る写真の活⽤で販路拡⼤

1289 新潟県 東邦実業株式会社 2110001007816 販売管理システム改修開発・ＶＰＮ環境構築

1290 新潟県 株式会社 越季 2110001026683 あの旅館の味がご家庭でも！⾏ったつもりで旅⾏気分事業

1291 新潟県 Dance Studio Roots 「お家でDANCE」＆「誰でもオンライン」

1292 新潟県 株式会社 内⽥観光サービス 6110001026787 売上の確保と販路拡⼤に向けたホームページのリニューアル

1293 新潟県 麺や⿓美 接客時間短縮による感染リスク軽減とインバウンド対応への取組み

1294 新潟県 株式会社BAKERʼS DOZEN 6110001025970 ECサイトを活⽤した販路拡⼤に伴う設備投資及び⽣産体制の増強

1295 新潟県 ホウセイマル株式会社 7110001030433 従来の飲⾷店経営と強みを活かした新たな収益を⽣み出す取組み

1296 新潟県 ⼤⾨屋酒店 酒屋の「秘密の⾓打ち」で売り上げアップ

1297 新潟県 割烹 かねせ 新しい味付け料理と地元グルメのコラボメニューの開発

1298 新潟県 Brillian 「野草茶×サブカルチャー」オリジナルブランドの制作

1299 新潟県 すなっくなか 新しい⽣活様式に積極対応 多⾓化経営強化で⽣き残る

1300 新潟県 KIYA DESIGN 新ブランドの専⽤サイト製作およびEC販売機能の構築

1301 新潟県 和寛楽 新型感染症後の世界を⽣き抜く為の、新⽣和寛楽２０２０

1302 新潟県 株式会社 内⼭⾁店 7110001026183 ⾼級⾷材『にいがた和⽜』を活⽤した⾮対⾯型ビジネスモデル構築

1303 新潟県 有限会社パークロッヂ関根 6110002025111 ロッヂ施設内における対⼈⾮接触でのお⾷事処の整備

1304 新潟県 ⾷楽厨房あづま ⾃宅でお店の美味しい料理を！テイクアウト・デリバリーの充実化

1305 新潟県 プラウ株式会社 7110001033345 ＥＣサイトとインターネット広告を活⽤した販売数増加

1306 新潟県 有限会社花美濃 8110002005326 ⾃社ホームページの開設と新しい販路の開拓

1307 新潟県 株式会社 井⼝製材所 3110001024678 無垢⼀枚板でオンリーワンのレジンテーブル製作

1308 新潟県 塩川酒造株式会社 8110001002381 販売在庫顧客管理システムを利⽤した在庫と販路への対応強化

1309 新潟県 ⽔信 建太 パティーヌ靴ブランド化、ネット販売による新規販路構築

1310 新潟県 Cafe nomado 出張販売実施による収益確保と店舗認知度の向上をはかる事業

1311 新潟県 タッキーカメラ クラシックカメラＥＣ販売のオンライン講座

1312 新潟県 PRECOCIOUS MARKET ホームページの活⽤とオンラインショップ開設による販路開拓事業

1313 新潟県 塗巧 サーモグラフィを使⽤した建物点検サービスにおける販路拡⼤事業

1314 新潟県 株式会社 幸源 4110001026715 ＥＣマーケット出店とホームページによる直販事業の強化

1315 新潟県 株式会社 リゾートバンク 1110001031560 ウェブを活⽤した観光PR。空撮映像や⾵景画像を素材に販路拡⼤

1316 新潟県 有限会社 ⼤栄⾷品 4110002033784 ＥＣサイト登録による販路の拡⼤

1317 新潟県 有限会社ほんま商店 3110002015494 少⼈数でも楽しめる飲⾷スペースの開設

1318 新潟県 有限会社⼤島鉄⼯所 9110002029943 メーカー⽋品部品の代替え品製造販売による販路拡⼤

1319 新潟県 有限会社かんだ 1110002018895 チラシによるテイクアウト・デリバリーの需要喚起

1320 新潟県 株式会社 南都屋 2110001013269 新⽣活様式に対応するためＥＣサイト連携による受注経路の確保



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1321 新潟県 ⼩俣⾳楽教室 ⾮接触機会の軽減を図るリモート教室設備の導⼊と教室施設の改善

1322 新潟県 特定⾮営利活動法⼈いわむろや 4110005003149 ＮＰＯの意地！地元⾷材活⽤オリジナル新商品開発事業エール作戦

1323 新潟県 和⾷処 海⽼名 顧客要望を最優先した既存部⾨の新商品開発及び三密回避の施策

1324 新潟県 マツナガ ⽇本初！リモトレ（リモートトレイルランニング）の事業展開

1325 新潟県 合資会社 広島屋 8110003001514 感染症対策強化の告知による販路開拓と常連客の囲い込み事業

1326 新潟県 司法書⼠⼩林克⾏法務事務所 オンライン相談等対応オフィスの整備及びその周知事業

1327 新潟県 京ヶ瀬⾖富 まめ⼯房いとう 配達及びネット販売、既存商品販売拡⼤事業

1328 新潟県 Japow House テイクアウトコーナーの設置と⾮対⾯キャッシュレス決済の導⼊

1329 新潟県 Tiny Place オンラインストアの誘引及び収益確保のための新規出店事業

1330 新潟県 有限会社ストカ 2110002017946 最新ＶＲ技術を駆使したＶＲ⼯場⾒学の実現による顧客獲得

1331 新潟県 有限会社 猪⽖⼯芸 9110002000912 ⼤型印刷機導⼊による主⼒業務の販売促進、販路拡⼤事業

1332 新潟県 オフィスチッカ インターネットサービスを取り⼊れた⾃然体験型ツアーの実施

1333 新潟県 有限会社アートプロポーション 6110002011433 真空包装した地域の商材をインターネット販売する販路開拓事業

1334 新潟県 株式会社シラツユ商事 8110001007496 新電⼒を⾮対⾯で受付可能とするビジネスモデルの構築

1335 新潟県 株式会社ｒａｍ 9110001031215 対話型学習応援サービス付きオンライン授業の認知向上・顧客開拓

1336 新潟県 Lani Kai ⼼をつなぐリモートウエディング

1337 新潟県 ヴィラ・グリーングラス お客様と従業員の安⼼安全を確保した新規顧客開拓事業

1338 新潟県 有限会社 井出計器 2110002026385 WEBサイトのBtoBによる販路拡⼤と企業イメージ向上事業

1339 新潟県 焼⾁喜楽苑 デリバリー事業と安全性を確保した店内営業

1340 新潟県 塩澤⼯業 仕事の幅を広げるための資材置き場兼作業場の設置

1341 新潟県 ＣＬＯＶＥＲ Ｃａｆｅ 県内産⾷材を使ったケータリングカーでの移動式喫茶店

1342 新潟県 割烹⾷堂いそべ with新型コロナウイルスの中での売上回復事業

1343 新潟県 有限会社 南雲時計宝飾店 4110002033140 動画及びZoomによる遠隔販売（バーチャル店舗）の開始

1344 新潟県 BARM ECページ・LIVE配信ページ付きホームページ開設

1345 新潟県 トラットリア ポポラーレ ⾃宅で楽しむイタリア料理デリバリー・テイクアウトで売上アップ

1346 新潟県 株式会社 ゆのたに荘 8110001026827 旅館の⾷料品製造販売事業による新たな収益構造の構築

1347 新潟県 株式会社Amaya farm 5110001034196 ⾮対⾯ビジネスのための⾃社サイト改修およびEC販売機能付加

1348 新潟県 有限会社ごん蔵 4110002012029 「おうちでごん蔵」テイクアウト・デリバリーでごん蔵の味拡散

1349 新潟県 有限会社ホテル対⼭ 3110002025122 安⼼・安全・快適な⼤浴場整備による顧客創出事業

1350 新潟県 有限会社岡⽥電装⼯業 7110002024599 新技術導⼊と新規顧客開拓によるコロナウイルスの影響打破

1351 新潟県 有限会社マック 2110002011841 「何処でもごん蔵」テイクアウトでごん蔵の味拡散

1352 新潟県 佐久兵 コロナ対策のため割烹料理をお客様のご⾃宅へお届け事業

1353 新潟県 Don Bou color works オリジナル塗料の開発とDIY需要に向けた塗装⼯事指導促進事業
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1354 新潟県 株式会社はるかぜツアー 5110001028669 バス設備における新型コロナウイルス感染防⽌対策事業

1355 新潟県 はら⽜乳販売店 保冷剤から氷袋への切り替えで感染防⽌

1356 新潟県 ⾼忠鮮⿂ 陶器の器を使⽤した華やかな仕出しの演出

1357 新潟県 有限会社いいだ 6110002023866 割烹から贈る ⾃宅で楽しめる贅沢な⾷の提供

1358 新潟県 糀屋団四郎 ネット販売強化と蔵の⽣産性や景観向上による新規顧客開拓

1359 新潟県 有限会社ツバメテラス 4110002019412 美容室のソーシャルディスタンス対策とオンラインショップ拡充

1360 新潟県 株式会社⽕処 7110001034450 確実な販売先を確保した上で⾏う中⾷産業へのビジネスモデル転換

1361 新潟県 ⽊村建築設計事務所 ホームページ開設と新ソフト導⼊による⾮対⾯型ビジネスへの転換

1362 新潟県 株式会社Smile Peace 4110001029148 ⾃社メニューのインターネット販売による販路拡⼤事業

1363 新潟県 ラビチョコデザイン 「卒業期間設定型アウトソーシング」の構築と宣伝

1364 富⼭県 サロンLaLa キレイ!!を体感する新サービス展開事業

1365 富⼭県 庄川泉源株式会社 1230001008646 天然温泉⽔を活⽤した新商品開発によるヘルスケア市場への参⼊

1366 富⼭県 栄プランニング オンライン授業の認知度アップによる経営の安定化

1367 富⼭県 株式会社呉松 5230001013270 新製品開発及びネットショップ開設による販路拡⼤計画

1368 富⼭県 株式会社インターウェブ 9230001009380 テレワーク型アマゾン⼀括出品管理システムの構築と販路開拓

1369 富⼭県 ファームマツ 新しい作業スペースを確保してネット販売を強化する。

1370 富⼭県 有限会社 ドリームファーム 2230002008660 新たな設備投資によって、消費者の需要に応える

1371 富⼭県 麺吉平 新商品の開発による新規顧客獲得と営業の維持

1372 富⼭県 ＲＩＴＴＡ 安⼼・安全な店内環境の整備でＳＮＳ活⽤による顧客の獲得拡⼤

1373 富⼭県 株式会社ヤマトコ 6230002006529 インターネットを介した業務⽤特殊塗料の販売と業務効率化

1374 富⼭県 有限会社上原⾃動⾞商会 1230002008265 外注作業の内製化と感染症拡⼤防⽌のためのテレワークの推進

1375 富⼭県 有限会社 タケキチ 8230002007236 ＷＥＢサイト構築によるタケキチオリジナルブランドの販売強化

1376 富⼭県 株式会社アクティブ・フォー 5230010009376 オンライン環境並びにテレワークの導⼊による相談業務等の効率化

1377 富⼭県 アバンス クリーニング⾮対⼈受け渡し事業

1378 富⼭県 株式会社tail west 9230001016484 HPで感染予防対策PR付加価値UPとバックオフィス業務IT化

1379 富⼭県 有限会社 シモダテクニカル 9230002008308 最適切削加⼯条件導出による⼀括受注の獲得

1380 富⼭県 株式会社ライズウィル 4230001006812 通販サイト作成による⾷品通販事業の⽴上げとテイクアウト強化

1381 富⼭県 ㈱ミートハウスやまだ 5230001012867 ⾷品販売体制の構築のよる売上の拡⼤

1382 富⼭県 株式会社ふくみつ華⼭温泉 2230001008777 感染予防おもてなしで安⼼旅館宿泊提供事業

1383 富⼭県 株式会社伊造 1230001017572 テイクアウト開始と⾮飲⾷事業への注⼒による売上確保・販路開拓

1384 富⼭県 株式会社ＣａｌａＣｌ 2230001017407 ネット申込で完結する、⾞の鈑⾦塗装修理及び販売サービスの構築

1385 富⼭県 ⾕内建築 株式会社 3230001017042 ＷＥＢ内覧会・ネット打ち合わせでの需要及び販路開拓

1386 富⼭県 株式会社島津 8230001009076 セレモニー利⽤者等向け新商品「持ち帰りご膳」で販路拡⼤
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1387 富⼭県 たに川⾷堂 町の居酒屋が提供する「美味しいおうち時間」

1388 富⼭県 はちみつや 来店客みんなでWASH！洗⾯所新設でお店は安⼼安全

1389 富⼭県 四季彩の店 商品即⽇配送サービスの取り組みと動画配信によるPR

1390 富⼭県 うどん万福 テイクアウト市場の開拓による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

1391 富⼭県 books mori webによる書籍販売サイト開設と店舗・イベント販売の強化

1392 富⼭県 葉多舎 通販、県外卸し市場の開拓による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

1393 富⼭県 株式会社Sugar love 5230001018286 家族と⼤切な⼈との絆を深めるためのセルフフォトブース開発

1394 富⼭県 ユース丸 営業を維持するためのテイクアウト体制の強化

1395 ⽯川県 株式会社 家具の森⼭ 7220001000094 住宅メーカー向け家具レンタル事業専⽤ウェブサイト⽴上げ

1396 ⽯川県 株式会社セーフ・ディー・サービス 9220001021782 コロナ禍における⾮対⾯営業を重視した取組の実施

1397 ⽯川県 株式会社 匠頭漆⼯ 6220001013576 ⾮対⾯型ショールーム兼ＥＣサイト販売拠点 設⽴

1398 ⽯川県 株式会社梅信 2220001011575 ⼿袋編機の導⼊による製品開発⼒の強化と多品種化への対応

1399 ⽯川県 株式会社マイクロエミッション 1220001013787 現場分析の⾃動化を動画で紹介（安全安⼼＋省資源＋働き⽅改⾰）

1400 ⽯川県 合同会社 能登みらい創造ネットワー9220003002665 SNSとHPの連携による⾮対⾯販売の活性化

1401 ⽯川県 有限会社オカテック 2220002016821 刺繍レース加⼯を施した和装服地試作品開発による販路開拓

1402 ⽯川県 株式会社 シオモト製紐 8220001019844 複雑なデザインのプリント作業内製化と展⽰会を通じた顧客獲得

1403 ⽯川県 有限会社⼩判プラスチック⼯業 3220002016903 冷却⽔の能⼒増強による⽣産性向上と新素材商品の開発販売

1404 ⽯川県 合同会社アート⼯房 2220003001467 アート⼯房の今後の⽣活様式に合わせた⾮対⾯型ビジネスへの転換

1405 ⽯川県 株式会社 マイテック 6220001009707 品質向上と⽣産性向上による受注の獲得事業

1406 ⽯川県 株式会社 もり酒店 4220001008909 ⾮対⾯型ビジネスモデルの構築及び B to C事業の拡⼤

1407 ⽯川県 和の⾥ 惣菜店としての地域への認知の強化

1408 ⽯川県 合同会社 みつばちファーム眉丈 2220003002688 ホームページを活⽤して地元ブランドはちみつの全国販路拡⼤

1409 ⽯川県 辻 ⽯斎 北陸新幹線延伸を機会とするECサイト構築と来店型店舗整備事業

1410 ⽯川県 焼⾁びーとん 能登⽜加⼯品の開発によるインターネット販売の拡⼤

1411 ⽯川県 ふくべ鍛冶 ⾃社ブランド商品の⽣産性及び品質向上に向けた鍛冶設備導⼊事業

1412 ⽯川県 株式会社 建築⼯房正勝 3220001011137 ⾮営業体質を構築する

1413 ⽯川県 Ｓｗｅｅｔｓ Ｃａｆｅ ののん 冷凍フルーツを使った新感覚スイーツの開発とECサイトの構築

1414 ⽯川県 染⼯房⽯⽥ 移動式ブティック（出張販売）

1415 ⽯川県 ⼤志窯 オンラインを活⽤した⾮対⾯型ビジネスの展開事業

1416 ⽯川県 株式会社 岡⽥や漆器 7220001013988 ホームページの再構築で集客と売上をＵＰ

1417 ⽯川県 スマートシャイン合同会社 7220003002304 新たな太陽光発電設備の保守管理オンラインサポート事業の展開

1418 ⽯川県 株式会社伴⻑商店 9220001015917 コロナ感染防⽌に配慮した安⼼感を与えるサービスのラインナップ

1419 ⽯川県 株式会社タキノデザインワークス 9220001022005 新たな働き⽅を⽀える会議室からのテレワークスペースへの⽤途変
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1420 ⽯川県 東⽩雅堂 新たなECサイト構築による九⾕焼の販路拡⼤事業

1421 ⽯川県 有限会社⾼⽥商会 1220002000512 スマホで簡単⾒積もり

1422 ⽯川県 希らら 動く伝統⼯芸⾞（出張販売・体験教室）

1423 ⽯川県 Forest Film Production ⾮対⾯型「動画制作オンライン講座」の全国展開

1424 ⽯川県 農家⺠宿 古⺠家こずえ ⾮対⾯型の貸切⾃炊プラン導⼊によってウィズコロナ需要を獲得

1425 ⽯川県 平⼭健康計画 コロナ対応型健康⽀援プロジェクト〜⾃宅から創出する新しい価値

1426 ⽯川県 有限会社クリエイト 8220002015974 ＥＣ導⼊による販路拡⼤

1427 ⽯川県 株式会社森本⽯油 2220001016839 ⽣命保険web商談システムによる販路拡⼤

1428 ⽯川県 株式会社 TiTコーポレーション 9220001022640 ECサイトを活⽤した九⾕焼新商品の販路開拓事業

1429 ⽯川県 株式会社マイテックス 8220001012923 オンラインショップ機能付きホームページ開発事業

1430 ⽯川県 株式会社⽻⽥ 2220001012912 特殊加⼯を施したオリジナル素材の開発及び製造による販路開拓

1431 ⽯川県 株式会社寺井ガス 2220001012689 ⾮接触型ICカードシステム導⼊による販路開拓事業

1432 ⽯川県 ⽩⼭若葉株式会社 1220001018398 ⾃社栽培野菜（クレソン・バジル等）による変り種餃⼦の製造販売

1433 ⽯川県 株式会社北陸リビング社 5220001012918 モデルハウスにおける⾮対⾯営業ツール導⼊による受注アップ

1434 ⽯川県 守⽥漆器株式会社 8220001013599 ECサイトと唯⼀無⼆のブランド⼒で伝統⼯芸・⼭中漆器を後世へ

1435 ⽯川県 株式会社エヌ・エービデオプロダクシ3220001018966 新サービス 店舗・企業向け「１分動画チャンネル」の開発・販売

1436 ⽯川県 広瀬機業場 ⾼級スーツ向け素材による新製品開発・新市場進出

1437 ⽯川県 ハッサク⼯房 ルアー専⽤３次元⽊材加⼯機の導⼊による売上拡⼤事業

1438 ⽯川県 ハートウォーミング リモートワークによるウェブ集客コンサル・ネット広告事業

1439 福井県 料理⺠宿いそや 越前ガニ・⽢海⽼・和洋⿂介惣菜の急速冷凍⾷品のネット通販事業

1440 福井県 株式会社 ワタナベ印刷 6210001004469 ホームページの開設による販路開拓

1441 福井県 夢叶商事株式会社 7210001015903 架装作業の内製化による売上増加および作業効率化事業

1442 福井県 雄福屋 刺繍機を導⼊し、⾐料・新商品の⾃社加⼯化による販売強化

1443 福井県 株式会社ごーる堂 7210001008163 ソフトクリーム直売所の設置による販売促進と賑わいの創出

1444 福井県 ⻑井しいたけ組合 新商品・乾燥椎茸の品質向上と⽣産販売体制確⽴

1445 福井県 株式会社ジャパンアイウェア 6210001001549 ＥＣサイトの強化と倉庫の改修による業務の効率化

1446 福井県 ⼩料理にしばた 密閉性の改善と衛⽣管理向上による飲⾷環境の安定的な提供

1447 福井県 岡本レース株式会社 5210001000584 ⾼速度ミシンの導⼊および内製化による縫製品の安定供給実現事業

1448 福井県 株式会社 ⼩杉デザイン事務所 9210001007543 ロックミシン導⼊による縫製⼯程の内製化

1449 福井県 ふじい農園 ⾃然鶏卵と地元材料の安⼼安全なお菓⼦を⾃動販売機で提供する。

1450 福井県 勇晴 漁師⺠宿の特⾊を活かした新事業（海産物通販・卸売）の確⽴

1451 福井県 IIOプロデュース株式会社 1210001016691 ギフト商品のネット販売及びアフターコロナに向けての環境整備

1452 福井県 SANCTUARY ⾮対⾯式デリバリーサービスの開始及び新規顧客開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1453 福井県 株式会社 椿宗善 1210001014976 福井県から全国・世界へお茶の⽂化を届けていく

1454 福井県 ファンウェーブインターナショナル株5210001009312 オリジナルギフト販売の為の販促物および注⽂サイトの開設

1455 福井県 株式会社トラベルハート 6210001007141 アフターコロナに向けた動画・HP・SNS活⽤による観光客獲得

1456 福井県 株式会社海の宿⼭根屋 5210001008636 ⽔槽（いけす）を設置して全国の旬で新鮮な蟹を⼀年中⾃宅に発送

1457 福井県 株式会社 カネイチ商店 3210001014314 ⾮対⾯ながら安定した商品供給体制実現のための設備拡充

1458 福井県 有限会社いちしまミート 4210002007019 若狭⽜ギフト販売HPの制作及び⼤⼝総菜受注の為の設備導⼊

1459 福井県 ＴＯＪＩＮ株式会社 1210001017070 ＨＰ・ＥＣ連動サイト、事前注⽂システム構築からの新規顧客獲得

1460 福井県 株式会社⼤⽊電業社 7210001007314 ネットショップ事業を取り⼊れた⼩売の強化

1461 福井県 有限会社春江電機⼯業所 5210002002893 リフトの導⼊による⾞両整備の効率化と安定提供化

1462 福井県 有限会社ひらり百貨店 4210002007373 働く⼥性のための営業時間延⻑と店内環境の安全・安⼼向上

1463 福井県 株式会社hplus 4210001017555 ＷＥＢのみで設計が完了するデザイン性の⾼い規格化住宅の開発

1464 福井県 Ｃ−Ｒｅａｌ 過去実績のＤＢ等システム構築による、スピード対応体制の強化

1465 福井県 株式会社松⽥⼯務店 2210001012599 ⾮対⾯型商談促進ホームページの導⼊

1466 福井県 有限会社 寺尾製材所 7210002012197 新築住宅のオンラインによる集客・接客環境の構築

1467 福井県 特定⾮営利活動法⼈ 若狭物産協会 4210005008947 若狭の地酒の通販開始

1468 福井県 株式会社 ⽵下エンジニアリング 5210001002341 ゼリー充填シール機を⼩型、低価格化する

1469 福井県 株式会社SʼAmuser 1210001016568 地元⾷材を活⽤したフランス料理を全国に発信するための設備導⼊

1470 福井県 有限会社案⼭⼦ 3210002007564 ホームページを作成し、新たなオンライン事業

1471 福井県 エスポワール オンライン予約とネット販売システムの構築

1472 福井県 雄島⽔産株式会社 2210001007319 雄島⽔産・朝市たろうのネットでどこでも市

1473 福井県 横堀建築 若⼿従業員育成による直販割合の増加

1474 福井県 株式会社 ミタムラ建設 7210001012388 コロナウイルス感染の⻑期化を⾒据えたリスク適応化戦略

1475 福井県 有限会社キャピタル 9210002004688 ホームページ改良によるかゆい所に⼿が届く新規⼊居者開拓

1476 福井県 Ｌｕｓｈ 安⼼・安全な空間提供の構築と新規サービス顧客開拓事業

1477 福井県 ガラスアトリエ ハッピーマニアック ネット販売への参⼊及び体験教室拡⼤に向けた店舗改装、商品開発

1478 福井県 増⾕⽯材⼯業株式会社 9210001008244 商品を展⽰するショールームとＷＥＢ商談⽤ルームの設置

1479 福井県 ⼤久保建築板⾦ ⼀般消費者からの施⼯受注拡⼤事業

1480 福井県 株式会社ヤマゴ 4210001009619 ホームページを活⽤した通信販売促進事業

1481 福井県 ⼭嘉商店株式会社 2210001012228 あの⼈に贈りたくなるオリジナルデザイン保存容器の開発

1482 福井県 CafeBunbun テイクアウト事業の強化による店内飲⾷との両⽴

1483 福井県 ジャパンアルミ オンライン商談とホームページ開設による新規顧客の獲得

1484 福井県 株式会社 おかやま 5210001012547 ⾼規格ホイ−ルバランサ−導⼊でタイヤメンテナンスの完全内製化

1485 福井県 清⽔紙⼯株式会社 4210001012168 ⼯場⾒学のオンライン化及び抗菌機能を持つ和紙の開発



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1486 福井県 トライア−ド 株式会社 8210001014755 EC機能を兼ね備えた⾃社サイトの新規作成による販路開拓

1487 福井県 ＵＧメタル株式会社 5210001010393 電池解体作業の機械化による、安定供給の維持・増産体制の確⽴

1488 福井県 みやび⼯房 ⾮対⾯での営業と試作品確認を、オンラインで⾏う⾰命モデル事業

1489 福井県 株式会社ＵＣＭインターナショナル 7210001017767 ＥＣサイトとＹｏｕＴｕｂｅを活⽤した新たな集客販売⼿法の確⽴

1490 福井県 有限会社勝岡⾃動⾞⼯業 6210002000896 ⾃動⾞整備業務内製化による顧客獲得に向けた取組

1491 福井県 株式会社⾵流⼯業 5210001016754 ダクト部材の製作設備導⼊による外部の影響を受けない体制づくり

1492 福井県 環⽔⼯房有限会社 9210002000646 膜ろ過浄⽔装置の国内市場開拓 モバイル式試験・デモ環境の整備

1493 福井県 フレンチレストラン ソワン フレンチフルコーステイクアウト商品の開発・販売

1494 福井県 合同会社 ⻑尾農園 5210003001044 コーヒー焙煎機導⼊とデザイン開発による⼩売り・卸売りの強化

1495 福井県 中華そば 笹はら ＷＥＢサイト構築による、⾮対⾯ビジネスの売上拡⼤

1496 福井県 有限会社ロックランド 3210002004909 鍵に関する相談から製作までを完全⾮対⾯化

1497 福井県 株式会社ドリームワークス 1210001010414 集合とオンラインのメリットを組み合わせた「複合型研修」の提供

1498 福井県 株式会社レゾンデートゥル 3210001009677 訪問型から⾮対⾯型ビジネスへの転換による販路拡⼤

1499 福井県 有限会社⻑⾕川旅館 7210002008864 ⾮対⾯接客「個室⾷事スペース」提供による消費者ニーズへの対応

1500 福井県 有限会社松村⼟⽊ 4210002003538 更なる⺠間需要の獲得と利益確保のための体制構築及び販路開拓

1501 福井県 料亭ほんだ ３密状況とならない⾷堂飲⾷スペースの拡張による売上向上事業

1502 福井県 有限会社 岸崎⼯作所 1210002014174 最新ＣＡＤ導⼊による営業⼒強化と新規顧客獲得及びスキルアップ

1503 福井県 三国⾷糧共販企業組合 1210005004635 お⽶の品質向上で顧客満⾜の向上、新規顧客及び販路の獲得を狙う

1504 福井県 有限会社フクイヤ 4210002007927 惣菜・弁当部⾨の強化を図るための設備及び周知広報の強化策事業

1505 福井県 株式会社永尚 1210001014786 アフターコロナを⾒据えた⾮対⾯型営業・商談体制の構築

1506 福井県 吉⽥酒造有限会社 9210002004143 品質向上及びオンライン営業の強化による売上増加事業

1507 福井県 芭⾥⾳ ⾃然を感じるテラス席を設置 客席数減に対応する付加価値向上策

1508 福井県 まごころ弁当福井・永平寺店 独⾃ホームページで地域に密着した配⾷サービスの広報・営業活動

1509 福井県 ⾼島⾃動⾞ タイヤ組み換え業務の内製化と、整備⼯程の遠隔可視化の実現

1510 福井県 FANʼS 密を避けた飲⾷物の提供と顧客満⾜度増⼤の取組み

1511 福井県 ワタリグラススタジオ ⾮対⾯取引であるECサイトでの販売促進事業

1512 福井県 有限会社出⼝⼯務店 2210002002384 リフォーム⼯事の推進と⾮対⾯営業の推進

1513 福井県 国⾒⾃動⾞ ⾞両整備業務のための設備導⼊事業

1514 福井県 株式会社M&Yアソシエイツ 6210001009575 ⾮対⾯型の飲⾷提供と感染症対策をした店舗飲⾷の提供

1515 福井県 伊酒屋バル Gimo フードトラックで永平寺SHOJINサンドの販売

1516 福井県 株式会社和⽥ 5220001012851 セルフオーダーシステムと除菌効果の⾼い⽔を作る機械の導⼊

1517 福井県 ICHIGOOJI ホームページを活⽤した宣伝による利⽤者拡⼤と販路開拓

1518 福井県 Lotus ホームページ開設による⾮対⾯型広告宣伝と新規集客。
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1519 福井県 御清⽔庵 セレクトショップ事業により地域商品を販売し地域の活性化を図る

1520 福井県 MAISON DE REDONNER 密を避けた新サービスの提供による顧客満⾜度の増⼤事業

1521 ⼭梨県 敷島醸造株式会社 8090001002797 ⾮対⾯型ビジネス推進に向けたＥＣサイトのリニューアル構築

1522 ⼭梨県 株式会社 丸格建築 1090001010146 お客様との繋がりから受注に結ぶ経営の重要なパイプを構築する

1523 ⼭梨県 株式会社 ⼭中湖レストセンター 2090001010244 冷凍ラーメンの開発と通販事業による⾮対⾯ビジネスの構築

1524 ⼭梨県 めんや なないろ 顧客への商品提供を継続するために必要なラーメン製麺機の導⼊

1525 ⼭梨県 株式会社アットホームサポーターズ 2090001015417 有害⿃獣利活⽤を⽬的としたWEB販路開拓及び、新商品開発事業

1526 ⼭梨県 Restaurant＆Zakka HOROHORO ⾮対⾯販売に向けた看板商品の商品⼒強化とウェブサイトの再構築

1527 ⼭梨県 遊春窯 器とオブジェを融合させた作品の製作と通販サイト新規開拓

1528 ⼭梨県 ㈲エルフィン・インターナショナル 3090002010119 ⼀般消費者向けのホームページ構築による販路開拓

1529 ⼭梨県 SatoYamaStyle合同会社 6090003000751 イベント出店型からＹｏｕｔｕｂｅ活⽤の⾮対⾯型事業への転換

1530 ⼭梨県 ひといき荘アウトドアサービス ３密防⽌の為の野外ツアー開発と顧客維持のオンラインサロン設⽴

1531 ⼭梨県 フルール ３密防⽌対策としての⾷事エリア拡張に伴うデッキ改修⼯事

1532 ⼭梨県 きらら整⾻院 オンライン健康相談サービスによる感染予防と販路拡⼤事業

1533 ⼭梨県 ⼋ヶ岳シフォン⼯房 ⽉のひるね 移動販売⾞導⼊による3密回避で商圏拡⼤

1534 ⼭梨県 秀よし 安⼼して⾷事を提供できる空間作りと未来に繋がる⾷事提供事業

1535 ⼭梨県 ひょうたん 上野原ファミリー層を狙った店づくり、テイクアウトの強化

1536 ⼭梨県 熱燗DJつけたろう スペシャルなお酒をプロデュースする会員酒販「つけたろう酒店」

1537 ⼭梨県 近江屋ながおか ウェブショップ開設による販路拡⼤とせいだ芋を使った新商品開発

1538 ⼭梨県 WHACK ギグエコノミーで案件獲得!マーケティング強化!

1539 ⼭梨県 有限会社みやがわ 4090002009770 特殊レンズ加⼯設備の設置及び広告宣伝の新たな取り組み

1540 ⼭梨県 株式会社 川栄 9090001010502 好きなイメージを織物にする新しい郡内織物事業による売上回復

1541 ⼭梨県 株式会社 平井屋 5090001010514 安全・安⼼な⾮対⾯型製麺⼯場⾒学ルート事業による直売強化

1542 ⼭梨県 勝沼ワイン村株式会社 7090001015172 ｗｉｔｈコロナ バルコニー設置とモバイルオーダーの導⼊

1543 ⼭梨県 tapiiri ⾮対⾯販売でも、実店舗でのお買い物の雰囲気をそのままに

1544 ⼭梨県 昭和動物病院 特殊顕微鏡⼿術の動画撮影機器およびウイルス感染防⽌装置の導⼊

1545 ⼭梨県 有限会社菊岡まつ乃 9090002004569 三味線に関する動画コンテンツの作成およびショールームの創設

1546 ⼭梨県 株式会社 カフェ・コトゴト 9090001014692 業態変更に伴う店内改装と新商品サービスのＰＲによる販路拡⼤

1547 ⼭梨県 KMコーポレーション合同会社 9030003012246 対⾯販売からオンライン販売による販路拡⼤

1548 ⼭梨県 充之多メガネ 店内での補聴器検査の実現による難聴者のＱＯＬ向上⽀援

1549 ⼭梨県 株式会社Ｇｏ ｏｎ 3010401103686 カフェホームページ、サイトコントローラーの導⼊で売上向上

1550 ⼭梨県 株式会社T-MARC 4090001015786 T-MARC式オンライントレーニング導⼊による販路拡⼤

1551 ⼭梨県 ヨネバヤシリース株式会社 5090001011000 ＣＡＭＰＩＮＧ ＯＦＦＩＣＥ ＫＡＷＡＧＵＣＨＩＫＯ



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1552 ⼭梨県 株式会社４ｃａｒｄ 3090001015812 セルフチェックイン・ＨＰ導⼊による業務改善と集客戦略

1553 ⼭梨県 味処 安全安⼼の提供と収益性の確保を両⽴するキッチンカーの導⼊

1554 ⼭梨県 有限会社 渡和建設 7090002012887 ルームサービス、ケータリング、デリバリーサービスの新規提供

1555 ⼭梨県 合同会社カラー 8090003001129 ＢＢＱや⾃炊、ケータリングで滞在を楽しむ⾮対⾯型施設への転換

1556 ⼭梨県 アサヒ興産有限会社 5012802000097 ローカル体験ができる客室改装による⽇本⼈客の販路開拓

1557 ⼭梨県 特定⾮営利活動法⼈バスケットボール1090005007139 D.D.Mat（バスケトレーニングマット）開発、販売事業

1558 ⼭梨県 デイリーヤマザキ甲州勝沼店 買い物弱者への移動販売による⾮対⾯型ビジネスでの販路拡⼤

1559 ⼭梨県 ダイニング＆カフェ DERRA 密閉回避でペット連れでも⾷事の出来るテラス席の整備

1560 ⼭梨県 株式会社超⾳波応⽤研究所 3090001014079 超⾳波機器開発⽤測定機材購⼊

1561 ⼭梨県 ｔｏ−ｍｏ テイクアウト強化のための設備投資

1562 ⼭梨県 株式会社アジアトラベル 8180001070125 地元顧客や別荘客を取り込む⾮対⾯型ビジネスへの転換

1563 ⼭梨県 株式会社ＬＡＭＵＴＡＲＡ 3090001015143 最⾼級和⽜を使ったテイクアウト弁当の販促強化と品質向上

1564 ⼭梨県 静かな森の温泉隠れ宿 そらの詩 安⼼・安全に滞在いただくための３密回避対策を活⽤した販路拡⼤

1565 ⼭梨県 菓⼦処 松の屋 フルーツ等多種多様などら焼きのネット販売の売上倍増計画

1566 ⼭梨県 居酒屋 北海 居酒屋だからできる⼀品料理のテイクアウト新商品事業の取り組み

1567 ⼭梨県 有限会社 ⽔⼝屋洋品店 8090002015088 ししゅうの新デザインを開発し新たなHPで売上向上を図る

1568 ⼭梨県 株式会社 斎庵 7090001012442 ⼭梨県の産業でもある観光農園として販売ルートの開拓及び拡⼤

1569 ⼭梨県 有限会社 ウエル 3090002006620 ⾮対⾯営業および中国輸⼊に依存しない体制づくりで販路開拓

1570 ⼭梨県 株式会社アトリエいろは⼀級建築⼠事2090001013354 IROHACRAFT Standard特設HP＆BOOK制作

1571 ⼭梨県 株式会社ＭＩＧＲＩＤＳ 6080101020347 ⾮対⾯型⼀棟貸切宿泊施設（企業向け合宿所）へのサービス転換

1572 ⼭梨県 オーガニックカフェごぱん マクロビオティック料理教室オンライン化とECでの新規顧客獲得

1573 ⼭梨県 おおさわ園 富⼠恵味のブランディングとHPとECサイト開設

1574 ⼭梨県 有限会社相模鉄⼯所 5090002009654 社内製作での旋盤加⼯品対応に向けた取り組み

1575 ⼭梨県 コジシタ⼋ヶ岳 三密を避け⾮対⾯接客による顧客拡⼤

1576 ⼭梨県 株式会社ＪＫＫ 9090001015451 地域の顧客へ⾷事を届ける為の魅⼒的なＥＣサイトによる販路開拓

1577 ⼭梨県 有限会社珈琲屋佐藤 9090002009642 真空パック調理によるテイクアウト ＆ ＥＣサイトの販路開拓

1578 ⼭梨県 ペンション ⾶遊⼈ 静岡県⺠をメインターゲットにした⾮対⾯型宿泊モデルの新規展開

1579 ⼭梨県 居酒屋 やみつき屋 燻製と鶏⾁を活⽤した低温調理真空保存商品販売による販路拡⼤

1580 ⼭梨県 有限会社ぶどうばたけ 9090002011516 ネット情報提供と倉庫改装によるブランド⼒向上と通信販売拡⼤

1581 ⼭梨県 有限会社忍沢養殖場 2090002015003 新規顧客獲得を⽬的とした、ホームページとECサイト改善

1582 ⼭梨県 いったりきたり ⼯場直販店舗におけるお弁当・総菜のドライブスルー販売

1583 ⼭梨県 eMuu-company 新たなターゲット顧客(若年層)開拓のための商品紹介サイト導⼊

1584 ⼭梨県 塩⼭シネマ お客様への安全・安⼼と快適な映画鑑賞環境の整備。



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1585 ⼭梨県 Room３３８ ⾮対⾯型接客を可能にするホームページの作成と動画配信の活⽤

1586 ⼭梨県 ⾦⻑特殊製紙株式会社 4090001011950 オンライン・リアル連携による⽷落⽔等の商品紹介拡充・販路拡⼤

1587 ⼭梨県 株式会社 win Win 5011301021695 新しい飲⾷店形態と新しい⽣活様式に対応して安⼼安全を提供

1588 ⼭梨県 株式会社エクオス 9090001008728 医療機器増産体制の構築による販路拡⼤

1589 ⼭梨県 有限会社味研 4090002010654 レシピ開発とSNS連動広告による⼀般消費者顧客の開拓事業

1590 ⼭梨県 メインスプリング ゼンマイ屋 オルゴール・時計の動画配信による販促強化と⽣産性向上

1591 ⼭梨県 有限会社オンワード・レディー 3180002005860 顧客獲得へのオンラインワークショップとリモート相談、動画配信

1592 ⼭梨県 レストランモリエール HPとチラシの相乗効果によるテイクアウトメニューの販路開拓

1593 ⼭梨県 ㈱アクト 9090001014684 注⽂予約サイト構築とチラシ・SNS広告による販路開拓

1594 ⼭梨県 ㈱ACE 6090001005208 レトルトグルテンフリーカレーの開発による販路開拓

1595 ⼭梨県 株式会社 富⼠⼭銘酒蔵 5090001010729 オリジナル商品の開発とネットを通じた新規顧客の開拓

1596 ⼭梨県 （株）COMMORE 5090001013384 美容サービスの⾃動化による衛⽣向上と販路拡⼤

1597 ⼭梨県 串揚酒場きんぎょ テイクアウト業務の拡⼤とコロナ終息後の新規顧客の獲得事業

1598 ⼭梨県 (有)ティーアンドダブリューエンター5090002009159 オンラインレッスンをスタートして告知する

1599 ⼭梨県 忠兵衛 展⽰会開催の代替としてオンライン販売会を開催する事業

1600 ⼭梨県 株式会社プレシャス 6090001016139 EC販売への転換に向けた他国語標記のホームページ制作

1601 ⼭梨県 ㈲カワカミ 4090002004565 EC販売に向けたHPの創設による販路開拓

1602 ⼭梨県 Komaki Vineyard ⾮対⾯型サービスと三密でない安⼼・安全な営業体制への転換

1603 ⼭梨県 朝⽇宝⽯商会 デジタル化に対応したオンライン接客と煌雅ブランドの強化

1604 ⼭梨県 TCM テレワーク活⽤と業務内製化による動画制作事業

1605 ⼭梨県 有限会社宮森 7090002012730 看板、ホームページを使ったテイクアウト⽅式のPR＋受注事業

1606 ⼭梨県 株式会社 原⽥晶光堂 1090001012076 印章ケースクラウド型オーダーメイドシステムによる販路拡⼤

1607 ⼭梨県 株式会社GTS 9090001015162 ネット販売を通じた⾮対⾯型ビジネスの再構築と強化

1608 ⼭梨県 プチ・プラム テレワークで運⽤できる業務システムと伝票発⾏システムの導⼊

1609 ⼭梨県 彩む舎 インバウンド受け⼊れ施設向けに截⾦の商品開発と販路拡⼤

1610 ⼭梨県 しゃんてぃこっこ 商品紹介と認知度アップのためのホームページ作成と看板設置

1611 ⼭梨県 38KAWAGUCHIKO コロナ禍の中、安⼼して店内飲⾷を提供する環境を整える事業

1612 ⼭梨県 株式会社宮本⾃動⾞ 9090001009321 ワンストップサービス実現のための、外注⼯程の内製化事業

1613 ⼭梨県 有限会社⼭本⾳響⼯事 7090002009198 ホームページ開設による新たな販路開拓に向けた情報発信

1614 ⼭梨県 有限会社 ⼀ノ瀬⽡⼯業 4090002008178 新商品開発と商品紹介サイト導⼊による新規顧客開拓

1615 ⼭梨県 株式会社ミート池⽥ 6090001011825 精⾁専⾨店ならではの⾁料理の買い物弱者向けデリバリーサービス

1616 ⼭梨県 aroma&herb LURA 「⾮密の⾃分磨き」！在宅フェイスケア⽀援ECサイト事業

1617 ⼭梨県 富来亭 テイクアウトに向けた環境整備事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1618 ⼭梨県 バー．バレルンガ 新しいテーブル配置変更に伴う改装及び換気増強感染対策⼯事

1619 ⼭梨県 ウパニイの⽕ 「安⼼安全なテレワーク環境の提供」〜家族で集落ステイ〜

1620 ⼭梨県 ｍａｎｉｓｈ 固定客化に向けたアプリによるプッシュ型情報発信事業

1621 ⼭梨県 Vege＆Moreキッチン EC改⾰で売上げ拡⼤、設備投資で⽣産量アップ＆新商品開発

1622 ⼭梨県 株式会社 フューチャーズクラフト 4090001011752 ホームページからの個⼈客獲得、受注拡⼤

1623 ⼭梨県 ファットリア・ヒガシ ⽬指せ観光需要からの脱却、地元⾷材を使った加⼯品の新販路開拓

1624 ⼭梨県 ⾷と⽣活⽂化研究所 リピート率UPと⾮対⾯型指導を可能にする健康管理アプリの活⽤

1625 ⼭梨県 YETI ホームページ開設による⾃社製品のＰＲと販路拡⼤化

1626 ⼭梨県 ロベンソー 本場イタリア仕込みの⽯窯ピッツァの中⾷向け商品開発と販路拡⼤

1627 ⼭梨県 アトリエヨクト オンライン販売の拡充に向けた商品開発と三密を避けた店舗改修

1628 ⼭梨県 合同会社 ズーパーズース 8090003001640 VRとモーションキャプチャを活⽤した⾮対⾯型映像制作

1629 ⼭梨県 ⽇川中央葡萄酒株式会社 3090001006134 テレワークを可能とするクラウド型販売管理システムの導⼊

1630 ⼭梨県 ＴＡＫＡＮＯ 密閉、密集、密接に配慮した移動販売業による独⽴開業

1631 ⼭梨県 Lys blanc ECサイト構築による販路拡⼤事業

1632 ⻑野県 プチホテル アンシャンテ おうちでアンシャンテ

1633 ⻑野県 和泉屋 家でもお店の味を！新たなサービスで顧客維持＆販路開拓事業

1634 ⻑野県 Team SkiHolic株式会社 1110001030653 ⾸都圏若年層の地⽅への移住定住の促進、そのコンサル等

1635 ⻑野県 マロンジーヌ⼩布施 BtoC取引へのシフトのための商品充実および環境整備

1636 ⻑野県 ライトブレーン合同会社 9100003004401 対⾯営業を超越する営業発信ツールの確⽴

1637 ⻑野県 ビリケン⾷堂 タッチパネルオーダーシステムを使うコロナ感染リスク低減対策

1638 ⻑野県 Ｎｏｗ Ｆｉｅｌｄ Ｈａｋｕｂａ 屋外空間の強化！豊かな⾃然の中で伸び伸び外遊びをしよう！

1639 ⻑野県 有限会社 ホテル河⿅荘 5100002016418 旅館ホテル向け飲料⾃販機導⼊による⾮対⾯販売への転換

1640 ⻑野県 ル・ポタジェ ネット通販開始による⾮対⾯型新規ビジネスの構築

1641 ⻑野県 ファミリー上⽥店 融雪・凍結防⽌事業の認知度向上と事業の安定化

1642 ⻑野県 有限会社野尻湖定期船会社 3100002006024 乗船券の⾃動券売機導⼊によるウイルス感染拡⼤防⽌対策

1643 ⻑野県 ＥｃｏＰｅｎ 新規顧客開拓とテレワークを実現するオンライン事業の導⼊

1644 ⻑野県 有限会社⼯房⼤倉 4100002038776 洗浄評価システム内製化に向けた開発およびテレワーク環境の導⼊

1645 ⻑野県 麺処浮き雲 対⼈レジから⾮対⾯型決済への転換事業

1646 ⻑野県 Annie Hills アニーヒルズ 簡易宿泊サービスにおける対⾯機会減少と衛⽣安全⾯環境の充実

1647 ⻑野県 重野エルピーガス株式会社 6100001017779 ＩＴ活⽤の⾮接触型ガス事業による顧客への還元サービスの構築

1648 ⻑野県 有限会社 安留賀 7100002023247 外⾷・テイクアウト・通販を選べるオンライン蕎⻨屋へ

1649 ⻑野県 株式会社⼤天イワナ本舗 7100001032447 オンラインを活⽤した顧客毎に特注加⼯する信州イワナの拡販事業

1650 ⻑野県 フルタヤ椎茸 株式会社 7100001023165 雑誌同梱広告による新規顧客獲得とＣＴＩによるテレワークの実施



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1651 ⻑野県 かどやクリーニング店 ⽔洗機導⼊で宅配拡充とお客様毎の洗濯実施でコロナ対策

1652 ⻑野県 富岡⾃動⾞鈑⾦ ⾞両販売拡⼤に伴う看板・⾞両展⽰場設置事業

1653 ⻑野県 有限会社ホテル扇屋 2100002026816 貸切露天⾵呂の改修による販路開拓

1654 ⻑野県 株式会社⻘⼭クリエート 8100001006573 ネット広告を活⽤した受注拡⼤とオンライン講座販売

1655 ⻑野県 国際環境技研株式会社 5100001028414 WEB型営業への移⾏及び⾼性能ヒーターユニットの開発・実⽤化

1656 ⻑野県 スタジオ翼 加圧トレーニングレッスンをオンライン化し、新規顧客獲得

1657 ⻑野県 株式会社ライフプロデュース 4100001017954 ＹｏｕＴｕｂｅ収録兼ＺＯＯＭ⽤スタジオハウスの設置

1658 ⻑野県 みんなの家（ｍｉｗａ ｈｏｕｓｅ） 新⽣活様式に⾒合ったプライベート空間を提供する宿に向けた取組

1659 ⻑野県 Ｈａｋｕｂａ Ｈｏｌｉｄａｙ Webサイト構築による新市場開拓及びＣＲＭシステムの策定

1660 ⻑野県 ⼿打そばと⾃家製カレー ウォールデ テラス席拡張により席数確保し、看板設置で集客・来店促進を図る

1661 ⻑野県 有限会社カニカンパニー 5100002013035 安⼼・安全の接客をすすめる⾮接触型ビジネスモデルへの転換

1662 ⻑野県 株式会社 仙醸 4100001020768 ⽇本酒製造の⼩ロット・通年化による⾰新的な商品開発⼿法の確⽴

1663 ⻑野県 株式会社澤﨑肇商店 7100001011599 最先端⾊彩選別機導⼊による、⾼品質⽞⽶ネット販売強化事業

1664 ⻑野県 ⼆光光学株式会社 4100001021568 新規顧客獲得に向けたECサイトの構築と販売促進

1665 ⻑野県 みのわモビリティ株式会社 6100001031953 福祉⾞両販売における⾮対⾯型商談システム導⼊と販路開拓

1666 ⻑野県 和⾵ペンション ことりの樹 ⽇本と台湾輸出⼊事業を周知する為のHPとロゴの作成

1667 ⻑野県 Mʼsフードサービス 既存の厨房設備からキッチンスタジオへの転換

1668 ⻑野県 有限会社フクモト・ロジスティック 1100002013501 ⼩中学⽣プログラミング教室の⾮対⾯型授業導⼊

1669 ⻑野県 有限会社デラ⼯房 4100002027093 レーザー加⼯機でインレイ商品を製作し販路を広げる取り組み

1670 ⻑野県 heartleaf music activity 業務のオンライン化＆リモートレッスン強化で売り上げ回復

1671 ⻑野県 有限会社 外⾕建設 7100002006012 テレワーク可能な環境整備

1672 ⻑野県 有限会社みねむら 8100002006060 ホームページ開設で、ネット販売事業による販路拡⼤

1673 ⻑野県 株式会社デザインキット 6010501029944 VRを⽤いた遠隔プレゼンテーション提供＋HP拡充等による訴求

1674 ⻑野県 ロッジやまき ホームページの新規構築によるリブランディングと通信販売事業

1675 ⻑野県 株式会社⼝福商店 2100001022130 新HP作成と外観装飾強化による店舗の雰囲気作りを⾏い集客する

1676 ⻑野県 ⼩松屋株式会社 8100001029632 テラス席設置とテイクアウト⽤厨房設備購⼊で販路拡⼤売上増図る

1677 ⻑野県 みんなのいえ 抗菌塗装とインターホン設置で⾮対⾯型店舗づくりによる集客対策

1678 ⻑野県 三窯 ウェブサイト構築による情報発信強化とオンラインショップ開設

1679 ⻑野県 システム管理株式会社 9100001022495 新型コロナウイルスに対応できる脱密閉空間提案事業

1680 ⻑野県 株式会社Ｓｅｌｆｉｓｈ 2100001032393 事業継続、雇⽤維持のための⾮対⾯型事業への売上⽐率転換事業

1681 ⻑野県 イタリア料理ノンナジーニャ レストラン営業の他テイクアウトや他店への料理提供の充実を図る

1682 ⻑野県 学び舎かなえ ⼦ども達の学習を停めないための完全オンライン化への進化

1683 ⻑野県 ラ・エレガントフラワー オンライン事業・地産材料での新商品開発・通信販売の開始



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1684 ⻑野県 ICHIcafe テイクアウト・デリバリー強化と、農産物加⼯所の構築及び転換

1685 ⻑野県 株式会社印刷⼯房ハラダ 9100001025218 ホームページのスマホサイト及びネット販売システム構築

1686 ⻑野県 株式会社セルクル 5100001009372 コロナに負けない観光業オンライン化戦略

1687 ⻑野県 和⾷なが蔵 お客様の要望に応えた料理からロスの少ない鰻料理専⾨店に専念

1688 ⻑野県 株式会社 ＣＡＲ−ＲＩＯ 9100001028435 付加価値の⾼い新事業をＰＲする販路開拓事業

1689 ⻑野県 株式会社 飯島精機 1100002033813 クラウドサービス導⼊によるマニュアル作成とテレワーク推進

1690 ⻑野県 株式会社マナスル⼭荘 2100001029992 ペットツーリズムリゾートテレワークECサイトで新規顧客創出

1691 ⻑野県 有限会社 湯川沢 3100002037597 ホームページリニューアルとＰＲによるネット通販売上の増加対策

1692 ⻑野県 アトリエタムロ合同会社 6100003004750 安全な蕎⻨店開業のための多機能調理機器と製麺施設⽤機器導⼊

1693 ⻑野県 有限会社ブーレ 3100002013425 コロナに勝つ！⾮対⾯型でご紹介する古き良き時代のガラスの宝⽯

1694 ⻑野県 有限会社 中部商販 9100002022429 店舗による対⾯販売から卸売業への⽅針転換

1695 ⻑野県 有限会社おきな商店 9100002016117 新パッケージ商品の開発及び通販による新規顧客獲得

1696 ⻑野県 合同会社エーデル 7100003005252 〜⾠野産絶品松茸の味・⾹り〜３つのお試しからネット販売へ誘導

1697 ⻑野県 ⽊跡 テレワークの為のオーダー家具の商品開発と新規顧客の獲得

1698 ⻑野県 エヌアイテック ダクタイル鋳鉄材の量産体制へ

1699 ⻑野県 えんがわ商店 オンラインビデオ通話によるDIYリモートサポート事業

1700 ⻑野県 株式会社 翠明荘 1100001006316 ⼤切なものは⽬に⾒えない。体温監視カメラによる売上回復計画

1701 ⻑野県 有限会社晴⼭荘 3100002009943 ⼊浴、飲泉、さらに温泉しゃぶしゃぶで健康、ストレス発散！

1702 ⻑野県 有限会社ヤマモト 2100000204191 冷凍・チルド惣菜パックの開発と通信販売による新規顧客開拓

1703 ⻑野県 安曇野ベジタブル株式会社 5100001017053 グランピングサービスの導⼊による３密回避と販路開拓

1704 ⻑野県 ⼭恵合同会社（くるまや国道店） 4100003002418 『出前とテイクアウト』の拡充と感染対策で安⼼安全な店づくり

1705 ⻑野県 両国屋⾖腐店 ⻑野県産⼤⾖の多品種⼩ロット⽣産による販路開拓

1706 ⻑野県 萬果園 遠隔顧客の⾮対⾯販売の強化並びに近隣顧客の集客対策

1707 ⻑野県 おんたけ有機合同会社 5100003002417 ⽊曽特産『すんきの乳酸菌』ＴＶによる販売促進とＥＣサイト構築

1708 ⻑野県 株式会社つたや本店 1100001017800 宿屋提供のお料理ＥＣ通販とテレワークによる社内連携の強化

1709 ⻑野県 有限会社 村澤 6100002037495 サイトリニューアルとＤＭによる顧客とのサプライチェーン復旧

1710 ⻑野県 有限会社 ホテル光⾵館 5100002037273 テレワークとソーシャルディスタンスに対応した安⼼安全の温泉宿

1711 ⻑野県 有限会社 ホテル吉弥 7100002037271 ⾮対⾯による美肌温泉グッズ販売⽤の⾃動販売機導⼊

1712 ⻑野県 キッチンストーブ ⾼利益率な喫茶売上増加のための冷凍庫導⼊と⾮対⾯型店舗づくり

1713 ⻑野県 有限会社 辻本屋商店 2100002036815 ⾮対⾯型店舗づくりのための屋外テラス席の新設による集客対策

1714 ⻑野県 らぁ麺⻨⼀粒 テイクアウト強化による販路開拓と専⾨店の味による集客事業

1715 ⻑野県 有限会社ティンバーカントリー 3100002026609 安曇野の新鮮野菜等を家庭で楽しでいただくネット販売事業

1716 ⻑野県 清⽔牧場 清⽔牧場が⾏う「信州和⽜」のネット販売による販路開拓事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1717 ⻑野県 合同会社TASTE OF PUNJAB 1100003005126 3密回避でおもてなしカレー店への転換

1718 ⻑野県 ブーズシェルター 「ブーズシェルター」⾮対⾯型サービス提供の為の改修⼯事

1719 ⻑野県 株式会社プラスフォレスト 9100001028831 地元農産物を取り⼊れた新商品企画とネットを通じた新規顧客獲得

1720 ⻑野県 株式会社BLUECLIFF 1100001023740 テレワーク環境整備モバイルオフィス＆展⽰販売⾞整備事業

1721 ⻑野県 ⾚だすき⽩⾺製麺所 ⼈の密集を避けるための飲⾷スペース拡充事業

1722 ⻑野県 ⽇野製薬株式会社 1100001017833 ウィズ・コロナに向けた新たなるカタログ通信販売事業の構築

1723 ⻑野県 10P10C yoko toyoda 広告と量産型新商品の開発による、ネット販売の新規顧客獲得

1724 ⻑野県 株式会社第⼀建材店 7100001003852 ＨＰの改善と屋根⽡ＥＣサイト新設による受注増加及び販路拡⼤

1725 ⻑野県 カフェ＆⽸づめバルRiversideOasis W 断密！⻘空カフェプロジェクト

1726 ⻑野県 創作厨房たかむら 新たな時代とニーズに応えるためのテイクアウト事業

1727 ⻑野県 ONE DESIGN one shop ECサイトの⽴ち上げ事業

1728 ⻑野県 マナスル⼭荘 天⽂館 ネットを活⽤した通信販売システムの構築

1729 ⻑野県 南国飯店 テイクアウト販売ブース増設と店内改装による客席の⾮対⾯化

1730 ⻑野県 中国菜 橙 近隣市町村の新規客増強とHP新設による販路開拓

1731 ⻑野県 有限会社⿊岩旅館 7100002016176 個室での飲⾷空間設置による宿泊客・ランチ客獲得事業

1732 ⻑野県 天然酵⺟パン＆カフェ むく堂 ネット通販とデリバリー強化、社会的距離を保ったカフェへの改装

1733 ⻑野県 株式会社 フルプロ 4100003004760 新設備及び新受発注管理システム導⼊による販路拡⼤と⽣産性向上

1734 ⻑野県 ビオランド パンの製造能⼒向上と新たな顧客獲得の為の英語サイト開設

1735 ⻑野県 ダイヤモンドダスト 新しい⽣活様式を取り⼊れた店舗及び販売網の構築

1736 ⻑野県 有限会社フカツ 9100002038672 独⾃の販売サイトを活⽤した出張販売による販路開拓

1737 ⻑野県 ㈱トータルサポートショップ⼭崎 9100001032692 新たな顧客獲得に向けての新事業開始とホームページ活⽤

1738 ⻑野県 七笑酒造株式会社 1100001017809 ショッピングサイトとバーチャル酒蔵から造り⼿の顔が⾒える販促

1739 ⻑野県 Lazuli-Nail ECサイトを⽤いたネイル商材販路拡⼤戦略事業

1740 ⻑野県 みさき⾷堂 コロナに負けない万全な⾷事環境づくり

1741 ⻑野県 有限会社三井醸造店 9100002015093 地元農産物の有効活⽤による新商品開発とネット販路拡⼤

1742 ⻑野県 ㈱スターミール 8100001014980 ⽼舗の苦渋と未来、飲⾷の営業、考え⽅と形態の変更

1743 ⻑野県 Healing salon ポットポーリ カウンセリング事業の新規顧客獲得と⾮対⾯型ビジネス化の推進

1744 ⻑野県 株式会社beautiful light 4100001031055 オンライン美術展の構築による世界への発信

1745 ⻑野県 有限会社 ⻲清旅館 1100002009912 ⽇本六古窯⽇本遺産の信楽焼き浴槽で外国⼈観光客も⼤喜び！事業

1746 ⻑野県 農家⺠宿ひがし 飯⽥下伊那地域で害獣駆除した⿅⾁のインターネット販売

1747 ⻑野県 株式会社 フクトミ 7100001021581 バス輸送のスキル・ノウハウを活⽤した温泉宅配事業への進出

1748 ⻑野県 お⾁のとんちゃん 地域ブランド「信美豚」をネット販売で全国展開

1749 ⻑野県 焼⾁ビーフル コロナ禍後の焼⾁BBQセットテイクアウト事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1750 ⻑野県 ゲストハウスしましま ⻑期滞在を⽬的とした宿泊客へのアプロ―チ

1751 ⻑野県 Ｒ−１サービス 業務内容の拡充に伴う新規顧客の獲得と経営基盤の強化

1752 ⻑野県 有限会社新光商会 9100002030761 次世代農家を⽀える！農機具のオンライン販売サイトの構築

1753 ⻑野県 佐藤建築 継続的な安定供給のための作業場リニューアル

1754 ⻑野県 ペンション ザイマカ コロナ疎開、別荘族に向けた素材にこだわったカレーの移動販売

1755 ⻑野県 みんなのジョブ事務局 コロナに負けない！信州応援キャンペーン！！

1756 ⻑野県 ⽶っ⼦寿司⿓⺒ テイクアウト・宅配導⼊と⼤⼩看板設置で新規顧客開拓売上増図る

1757 ⻑野県 安曇野にしやま整⾻院 出張検査による⾜底圧、姿勢検査とセルフケアアドバイスサービス

1758 ⻑野県 H・C・A企画事務室 ⾮対⾯型による商品の発表及び販売への転換

1759 ⻑野県 株式会社 勇屋会館 6100001015072 安曇野の古⺠家で味わうテイクアウト新メニューの開発

1760 ⻑野県 有限会社本等⼭葵商店 6100002023999 冷凍わさび原料の販路拡⼤へ向けた冷凍庫新設事業

1761 ⻑野県 有限会社丸⽯ 7100002026852 空き室を個室⾷処に活⽤した三密対策事業

1762 ⻑野県 株式会社ＭＥＮＥＸ 3100001031072 ”３密防⽌型”の地産地消レストランのリニューアル

1763 ⻑野県 信州ゆめクジラ農園 産地直送の新たな価値の創出・ネットを通じた新規顧客獲得

1764 ⻑野県 有限会社 ホテル梅むら 7100002009980 営業再開後の清潔感向上事業

1765 ⻑野県 有限会社アプリーレ 4100002007599 30〜40代働く⼥性に向けた「時短」美容サービスの開発と集客

1766 ⻑野県 Repy Hair Design 売上向上を図るためECアプリを導⼊！美容商品を⾮対⾯で販売

1767 ⻑野県 ⻑野松陰塾 ⻑野南校 オンライン授業推進による⽣徒のモチベーションアップ

1768 ⻑野県 特定⾮営利活動法⼈えんまる 3100005011574 学習サポート収益化・習い事オンラインシステム化

1769 ⻑野県 創旬くつろぎ 客様が安⼼安全で周りを気にすることなく⾷事ができる完全個室

1770 ⻑野県 株式会社MSA 4100001032086 新規顧客獲得の為のテイクアウト・デリバリー事業

1771 ⻑野県 TOMI WINE CHAPEL 地元ワインと産物をソムリエの視点で組み合わせてネット販売！

1772 ⻑野県 株式会社MIC 2100001031172 安⼼安全なアレスシックイ壁の販売強化のための体制整備

1773 ⻑野県 株式会社キャビスト 4100001031278 ⾮対⾯・遠隔での販路開拓・効率販売等に向けた取組み

1774 ⻑野県 ペンション樹⾥庵 ペンションの⾷事の商品化によるＥＣサイトへ販路転換、事業拡⼤

1775 ⻑野県 松美⾷堂 テイクアウト部⾨の強化による売上増加と店舗衛⽣の整備

1776 ⻑野県 ライダーハウス ルート６６ ライダーハウスの⼤部屋個室化による３密回避と販路開拓

1777 ⻑野県 株式会社シャレー志賀 9100001012224 コロナ対策の徹底と⾃社HPリニューアルによる新規顧客の獲得増

1778 ⻑野県 有限会社関英ドライブイン 6100002018594 急速冷却機導⼊によるテイクアウトメニューの拡充

1779 ⻑野県 Gelateria Gina 本格イタリアンジェラートのオンラインショップ開設

1780 ⻑野県 ホワイト・アニマル・ホーム ネット販売とショップカードによる顧客獲得

1781 ⻑野県 株式会社ホテル東館 4100001012261 ワンレジの活⽤と衛⽣管理強化による安全性のPRで新規客を獲得

1782 ⻑野県 有限会社渓⾕の湯 6100002018487 新プランの構築と安⼼・安全な宿づくりによる新規顧客獲得
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1783 ⻑野県 株式会社JINPYOKAKU 9100001031868 チラシ導線、密とは無縁窓側席で絶景を⾒ながら最⾼のひとときを

1784 ⻑野県 株式会社湯川酒造店 4100001017871 創業370年に合わせたブランド価値向上による販路多⾓化計画

1785 ⻑野県 あ・うん／⾂喰館 看板と広告による店舗及びテイクアウトＰＲ事業

1786 ⻑野県 有限会社島屋旅館 2100002018549 ⾷事提供で単価アップとクラウドサービス導⼊による販売促進強化

1787 ⻑野県 有限会社⽊⼾池温泉ホテル 1100002018475 レストラン部⾨強化による⽇帰りプランで販路を開拓！

1788 ⻑野県 有限会社はくら 8100002018659 パンフレットとHPを使った営業強化とクラウド導⼊で販売促進

1789 ⻑野県 みのる写真 オンライン受注・決済導⼊と感染症予防・⾼齢化対策店内改装事業

1790 ⻑野県 福⼗拉 店内改装による安⼼・安全な環境整備で売り上げアップ

1791 ⻑野県 有限会社ホテルむつみ 3100002018696 安⼼を第⼀に！新規発信に取り組み、安全対策で販売強化事業

1792 ⻑野県 裸⾜出版 アートをテーマにした商品開発、及び海外市場への販路拡⼤

1793 ⻑野県 ⽩ほたる⾖腐店 来店できない顧客への販売拡⼤と調理効率アップ

1794 ⻑野県 株式会社スナガ 7100001009429 商品のネット販売と『NATUR ⼿芸通信案内』ついて

1795 ⻑野県 東⼭ワイン研究所合同会社 1100003005002 ECサイトリニューアルによる新たな販売⽅法の構築

1796 ⻑野県 おみやげ処美郷 ⾃動釣銭機を導⼊して⾮対⾯型販売の確⽴を⽬指す

1797 ⻑野県 飯綱東⾼原観光開発株式会社 4100003000578 テイクアウト販売及び屋外販売可能なビジネス強化

1798 ⻑野県 いぶしや 信州⾷材を活⽤したけん引キッチンカーによる販路拡⼤事業

1799 ⻑野県 株式会社 ⼾隠そば⼭⼝屋 4100001005018 ⼾隠そば通販拡⼤を⽬指しカタログ作成と顧客管理システム導⼊

1800 ⻑野県 有限会社江⼾屋みやげ店 9100002006150 ⽣そばと伝統⼯芸の新規ＥＣ事業で⼾隠の魅⼒を全国発信！

1801 ⻑野県 ⼩⿃の森 新⽣活様式に対応した⼾隠の四季（⾃然と⾷）満喫事業

1802 ⻑野県 武井旅館 新⽣活様式に対応したトイレ、洗⾯所の増設及び内輪婚への対応

1803 ⻑野県 オーベルジュ ラ ヴィ トランキーユ DMと新聞広告による集客とテイクアウトPRによる顧客獲得

1804 ⻑野県 未草 ネット販売による販路拡⼤とカタログによる顧客の取り組み

1805 ⻑野県 あづみ野炭⽕焼きふーさん 皆が安⼼して来店できる店内環境づくり

1806 ⻑野県 軽井沢⽝のほいくえんVita 通販サイト及びオンラインサロンによる販路拡⼤事業

1807 ⻑野県 株式会社シェリダン 9230001014307 通信販売による⾮対⾯販売でシェリダンの事業継続強化

1808 ⻑野県 Ｐｉｃｏ ⽝の⼿作り薬膳ごはんの通信販売

1809 ⻑野県 エターナルフレーム レストランメニューの通信販売並びにテイクアウト

1810 ⻑野県 有限会社藤⽥リゾートマネージング 6100002026787 ⽇本⼈観光客向きのグランピング商品の開発とネット販促と販売

1811 ⻑野県 フレア ECシステムを⽤いた⾮対⾯型ビジネスモデルの構築

1812 ⻑野県 株式会社 メルト 6011101056478 オンラインを使⽤した物品販売兼イベント開催

1813 ⻑野県 株式会社 ゆかり 6100001012508 昭和40年男にオアシスを。ニューノーマル対応店舖への挑戦

1814 ⻑野県 株式会社 川端 7100001033057 溶接機のロボット化による特殊溶接の販路拡⼤

1815 ⻑野県 株式会社 藤屋 8100001006350 Withコロナ時代に対応！HP作成による「オン密」事業！
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1816 ⻑野県 有限会社アールアンドデー 9100002006340 信州新町産サフォークのネット販売を通じた新規顧客獲得

1817 ⻑野県 ロンブラ 持続可能な社会、店づくりを⼩さな3歩からスタート！

1818 ⻑野県 PolarisAct 信州産ハーブオイル・ハーブティーの商品開発とＥＣサイトの構築

1819 ⻑野県 株式会社エールファーム 7100001030269 オリジナル製品の新規開発とネットを通じた新規顧客獲得

1820 ⻑野県 株式会社ハンジロー 8020001060067 ホームページリニューアルによる⾮対⾯販売の販路拡⼤

1821 岐⾩県 合資会社コーヒーハウスアオイ 2200003001460 テイクアウト機能を充実させ売り上げを維持する。

1822 岐⾩県 まきのクリーニング 新規客獲得のため無⼈で24時間引取可能をPRした効果的な折込

1823 岐⾩県 ラスリーズ ⾶騨の⾷材を活かしたタルトの焼き菓⼦販売の為のECサイト構築

1824 岐⾩県 モリモ⾷品 漬物の⾷材としての可能性・魅⼒を伝えるHPでEC通販開始！

1825 岐⾩県 株式会社FORCE ONE 4200001036985 遺品整理を主とした家財整理回収サービスの受注を⽬指すHP作成

1826 岐⾩県 ⾶騨パルム株式会社 2200002026789 アヤコ ホリスティックアカデミー オンライン講座

1827 岐⾩県 やわい屋 ネットショップ制作とバックヤードおよび撮影スタジオの新設事業

1828 岐⾩県 有限会社 もみの⽊ 2200002026401 通信販売の着⼿によりＢｔｏＢからＢｔｏＣへ新たな販路拡⼤事業

1829 岐⾩県 有限会社ビーンズ 4200002015674 Youtubeによる動画配信により新規の販路開拓に取り組む

1830 岐⾩県 有限会社成瀬製畳 2200002127580 商品開発をワンストップに、オンリーワンの商品で販路拡⼤

1831 岐⾩県 パステルソラール合同会社 9210003000827 ホームページ・ECサイト開設による販売⼒強化事業

1832 岐⾩県 三千櫻酒造株式会社 1200001023920 三千櫻のリブランディングとネットショッピングを使った販路開拓

1833 岐⾩県 株式会社アームス 6200001035500 ⾞両の⾒える化、Webを活⽤した⾮来店型⾞両販売の促進

1834 岐⾩県 ⼩⽊曽 絵美⼦ HPとSNSを活⽤した⾮対⾯オンラインコーチング事業の拡⼤

1835 岐⾩県 ⽯安株式会社 1200001033275 墓⽯店がコロナ時代を⽣き抜くための新事業展開

1836 岐⾩県 有限会社 伊藤製菓 7200002017957 ECサイト開設と商品パンフレット作成による新規顧客開拓事業

1837 岐⾩県 マキノウッドワークス コロナ打破！最先端⽊材価値を⽣む⽊材管理改善・販路開拓事業

1838 岐⾩県 有限会社 ボディーショップ和 1200002011189 最新測⾊システムを活⽤した調⾊作業の内製化

1839 岐⾩県 有限会社 鮎や 1200002000041 新型コロナウイルス対策と収束後の新たな顧客獲得

1840 岐⾩県 伸和建設株式会社 1200001019225 住宅のオンライン受注プロジェクト

1841 岐⾩県 株式会社アリアス 5180001086594 クックチルド給⾷の代理販売事業

1842 岐⾩県 株式会社コムズ 4200001025947 アルコール除菌商品のＥＣ通販サイト開設による収益向上事業

1843 岐⾩県 株式会社スマイルアース 5200001034336 ネットやプレスリリース活⽤による間接型営業スタイルへの転換

1844 岐⾩県 wonderfactory オンラインでの⾮対⾯型交流会・コンサルティング事業の展開

1845 岐⾩県 Velis，Larire ⾮対⾯式・お⼿軽・安価・短時間の定額制セルフ脱⽑

1846 岐⾩県 有限会社ワギ電機 2200002011403 「⾮対⾯型」顧客対応システム導⼊よる東海エリアへの販路拡⼤

1847 岐⾩県 アトリエフェリス 実店舗と並⾏した移動カフェスタイルの構築と販促ツールの作成

1848 岐⾩県 三六 安⼼と安全を作り出し⾮対⾯型テイクアウトを強化する



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1849 岐⾩県 株式会社 ＮＯグループ 5200001018710 オンライン授業とテレワークによる次世代の教室運営

1850 岐⾩県 株式会社藤岡⽊⼯所 7200002006563 動画を使ったオーダーメイドキッチンの⾮対⾯型提案営業体制構築

1851 岐⾩県 そば旬彩 千⾵ 「めん類製造業許可」の取得による新規の販路開拓への取り組み

1852 岐⾩県 ｉ・ｓｐａｃｅ リモート分析サービスによる継続顧客増加事業

1853 岐⾩県 有限会社 渡辺屋 9200002016560 買い物弱者への⾮対⾯型ビジネスの構築（デリバリーサービス）

1854 岐⾩県 株式会社グリーンガーデン 9200001026511 対⾯接客縮減化・テレワーク環境強化とホームページ改修

1855 岐⾩県 福⽥⽊⼯舎 ECサイトの構築による素材感のある⽊⼯製品のBtoC市場開拓

1856 岐⾩県 株式会社 ＧＯＭＬ． 6200001037008 最新⼊館システムの導⼊及び感染症拡⼤防⽌対策による販路開拓

1857 岐⾩県 宮⽥酒店 真空包装機を設置しテイクアウト商品の強化による顧客獲得戦略

1858 岐⾩県 ブライダルサロンZERO オンライン上でのサービス提供体制の整備による新規顧客獲得

1859 岐⾩県 株式会社Ｋｏａｇｏ 6010001179785 ＷＥＢマーケティングによる、オンライン営業への転換

1860 岐⾩県 株式会社多和⽥家具店 3200010105569 ＨＰ作成によるＷＥＢ注⽂、⾮対⾯型システムの構築

1861 岐⾩県 松栄電⼦⼯業株式会社 8299991929110 体温監視システムの検証と遠隔商談システム・物流システムの導⼊

1862 岐⾩県 かつや 他店にもコロナにも負けない持ち帰り弁当販売事業

1863 岐⾩県 平岩いちご農園 ＥＣサイト開設による対⾯販売からの脱却

1864 岐⾩県 有限会社たかぎ 8200002014094 安⼼安全な教育環境整備、及びオンライン授業環境の整備・強化

1865 岐⾩県 株式会社スパーダ 8200001030852 テイクアウト＆通信販売でのＥＣサイト新設による販売⼒強化事業

1866 岐⾩県 株式会社TRINITY 8200001034746 ⽣産性向上と新商品の開発のための販路開拓

1867 岐⾩県 奇蹟動画製作所 WEBカメラの改訂とECサイト制作による⾮対⾯販売開始

1868 岐⾩県 ⼤衆居酒屋⾷堂 どん 弁当配達やテイクアウト、仕出しによる⾮対⾯ビジネスモデル事業

1869 岐⾩県 double One Motors ホームページを活⽤した⾮来店で販売完結できる仕組みづくり

1870 岐⾩県 株式会社M&Company 1200001037193 Japonisme（ジャポニスム）オンラインツアー

1871 岐⾩県 Cafe de VENT SOLEIL ショーケース導⼊とＥＣサイト構築による販路拡⼤事業

1872 静岡県 ＤＯＧＳＴＡＲトレーニングスクール ⽝のしつけ・スポーツトレーニング指導動画の販売

1873 静岡県 株式会社えのきだ 4080001013774 ⾮対⾯でのアフターメンテナンス対応⼒を強化し供給の流れを保つ

1874 静岡県 すけろくどりーむ株式会社 8080001017887 発信⼒強化でテイクアウト事業の継続と本格化

1875 静岡県 燻製屋⽯井 新商品スモークベーコン・スモークベジタブルの販促

1876 静岡県 替⽟無双 豚ざむらい ⾮対⾯型ビジネスとしてテイクアウトに対応した店舗改装

1877 静岡県 株式会社ハートフルＲ＆Ａ 4080401019875 ヴィーナスカウンセラー養成講座のオンライン化

1878 静岡県 株式会社ｍｏｖｅ ｕｐ 3080101018947 新規ＥＣサイトを利⽤した除菌清掃事業の販路開拓

1879 静岡県 韓国料理ジヌ家 韓国料理ウォーキングスルーによる販路開拓

1880 静岡県 株式会社ホールアース農場 9080101016061 Ｂ級品の有機野菜を有効活⽤した冷凍⾷品の開発と販路開拓

1881 静岡県 株式会社イトウミート 4080101011265 ⼿作り惣菜お弁当宅配の過疎地域の買物困難者向け販路開拓事業
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1882 静岡県 有限会社スーパーキムラ 2080402015859 ホームページの開設による⾮対⾯販売と宅配サービスの開始。

1883 静岡県 ロアジ 店内感染症対策と料理の冷凍⾷品化によるテイクアウト販売の強化

1884 静岡県 居酒屋 花 テイクアウト部⾨の強化に対応するための店舗改装事業

1885 静岡県 遠州粋Ｎ-ＳＴＥＰ 新規販路拡⼤でコロナに負けない基盤作り

1886 静岡県 株式会社ＴＧＧ 1080101016242 EC販売の導⼊で売上減少を抑え、お店が存続できる環境作り

1887 静岡県 IZAKAYA CAFE YORIMICHI おうちでYORIMICHI！⾃家製調味料のWEB販売の展開

1888 静岡県 株式会社コナリゾート 9080101020187 eBikeガイドなしツアー販売のWEBサイト構築事業

1889 静岡県 ファミリー合同会社 9080103001672 完全⾮対⾯式業務を可能とするための店舗改装と広報活動

1890 静岡県 有限会社林泉 2080102008865 WEB予約システムの導⼊と積極的な広報強化による新規顧客獲得

1891 静岡県 瑞盛株式会社 1080101016250 卸越境ECサイト ⽇本・中国の良い商品を製造元から仕⼊れ先へ

1892 静岡県 有限会社なべや 1080402009696 こだわりの⼿作り弁当販路拡⼤事業

1893 静岡県 栄和化学⼯業株式会社 1080101000254 新規開拓のできる営業型HPの制作とユーザーと直接取引の拡⼤

1894 静岡県 シーサイドペンション波⾳ 新規顧客獲得作戦

1895 静岡県 ⽥川恵⼀ Webを活⽤したセミナーによる販路開拓

1896 静岡県 株式会社カグラス 5080101019150 ⾃社独⾃のオンラインショップサイトの⽴ち上げによる販路開拓

1897 静岡県 株式会社さあかコーポレーション 8080401009781 ⾃社⾃家で作る「⾖腐キット」の製作とWEB販売チャネルの構築

1898 静岡県 みっくす テイクアウト事業の拡⼤及びオープンレストラン化計画

1899 静岡県 合同会社アプリコット 1080103001829 ⽼⼈ホーム紹介業における完全⾮対⾯型サービスモデルの確⽴

1900 静岡県 ナカダ⾷品 ポップコーンの⽣産体制強化による販路開拓

1901 静岡県 株式会社装建 5080401020816 オンライン化による外壁塗装⼯事の販路開拓の取り組み

1902 静岡県 Ｈｕｍａｎ Ｎａｔｕｒｅ Ｌａｂ株式1080401023590 リズムトレーニングを活⽤したオンラインスクールの開発

1903 静岡県 ⼤井川事務機 地元の事業者が運営する特産品モール「焼津だもんでドットコム」

1904 静岡県 おかめ 伝統的な川⿂の保存⾷の製造⼩売販売

1905 静岡県 有限会社まるたま 3080402015965 ⾃社ＥＣサイト構築を軸とした、新たな販路開拓

1906 静岡県 ＲＡＩ４ ⾃慢の蕎⻨を⾃宅でも！宅配サービスで新規顧客獲得

1907 静岡県 株式会社オフィスグルー 8080101003449 「温（オン）ライン化」で地⽅の観光イベントをサポート！

1908 静岡県 麺や厨 当店⾃慢のアレを⾃宅でも〜EC販売も含めた⾮対⾯型ビジネスモ

1909 静岡県 有限会社せき⽵ 2080102010706 インターネット販売による新規顧客の開拓

1910 静岡県 アーキブレイン株式会社 9080401022692 オンラインで⾏うインテリアコーディネートサービスへの転換

1911 静岡県 アクトホーム株式会社 4080001013353 オンライン・ショウルームで地域の顧客との絆を再構築

1912 静岡県 鈴⽊ソフトラボラトリー合同会社 4080403003646 プログラミング教室のオンライン対応と三密対策をした店舗改装

1913 静岡県 麺⼯房 海練 ホームページリニューアル制作と⾃店専⽤ＥＣサイト制作運営

1914 静岡県 有限会社 深沢⽶店 7080002011072 ⽶屋の「おむすび」店頭販売による個⼈顧客開拓
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1915 静岡県 ＦＣ オンラインセミナー集客からの⾮対⾯コンサルティングの実現

1916 静岡県 有限会社はませい 8080402009707 地元⾷材に特化した料理・定⾷及び、テイクアウトメニューの開発

1917 静岡県 書の部屋 書道教室と筆⽂字・筆耕販売のオンライン化の実現

1918 静岡県 Ｆｕｎｐｉｃｋｉｎｇ 浜名湖ぐるっと体験ＭＡＰ

1919 静岡県 ビューティーチェリー 健康からボリューム重視まで柔軟に対応するお弁当販売の特化事業

1920 静岡県 有限会社⼤川 8080102008133 ネット通販による販路拡⼤・⼩売強化

1921 静岡県 株式会社ＲＥＮＩＴ 6080101017574 ネット集客を利⽤した⼀般家庭や法⼈のＰＣ関係のプロ派遣サイト

1922 静岡県 ミモザショコラトリー ⼈気商品の常時販売体制の構築と卸売販売による新たな需要の開拓

1923 静岡県 ＫＩＮＥＴＩＣ ＤＥＳＩＧＮ インターネット販売とライブ配信を組合せたライブコマースの開始

1924 静岡県 みなとまち接⾻院 オンライン相談と徹底した感染症対策で安⼼と安全を患者様へ提供

1925 静岡県 かず治療院 コロナ渦における美容と健康のための⾮対⾯型メニューの提供

1926 静岡県 カミキリベヤ 「カウンセリング付き」ECショップ開設とプロモーション

1927 静岡県 ＮｉｃｅＤａ Ｗｏｒｋｓ オンライン予約、地産地消新テイクアウトメニュー販売

1928 静岡県 株式会社Ｏｃｅａｎ Ｓｔａｒ 3080101019409 「ラム⾁に合うオリジナル調味料」商品化＆ネット通販開始

1929 静岡県 有限会社加藤縫製 7080402009212 安⼼安全快適マスクのスピーディ提供事業

1930 静岡県 蛭海有限会社 6080102008317 動画で『伝わる』ＨＰに更新、機械導⼊で完全内製化し販路拡⼤

1931 静岡県 株式会社エー・ワイ・ティー 5080101005191 テイクアウトメニューによる販路開拓・予約システム導⼊

1932 静岡県 有限会社ふぁいん 7080102006229 効果的なオンライン授業による⼩学⽣・中学⽣新規顧客獲得

1933 静岡県 株式会社 ⾶⿃⼯務店 4080401014620 オンラインで対応webページの導⼊による販路開拓

1934 静岡県 株式会社ｉ−Ｍａｇｅ． 9080401020721 ＥＣ活⽤＋新たな技術活⽤で販路拡⼤！

1935 静岡県 有限会社花のあがた 7080402016217 最新型フラワーショーケース導⼊による新規顧客層の獲得

1936 静岡県 有限会社福屋酒店 8080102004479 コロナ影響補填のため、新商品の陳列に伴う店舗改装と棚の購⼊

1937 静岡県 株式会社三愛 9080401011464 三ヶ⽇を味わい、こだわりの感じるおうちで焼⾁を楽しむ販路開拓

1938 静岡県 糀屋 通信サイトの⽴ち上げとニーズに対応した新規顧客獲得事業

1939 静岡県 仔⽝のワルツ 露天⾵呂の新設およびオンライン温泉による広報活動の強化

1940 静岡県 鈴⽊製作所 コロナ禍に起因する増産依頼に対応するための体制整備

1941 静岡県 有限会社 ⼤庭製作所 4080402020543 産業⽤ロボットの⽣産拡⼤に向けた⾼精度量産体制の整備

1942 静岡県 株式会社野の⾹ 9080401021042 ⾃宅で楽しめる持ち帰り商品の充実とPR、および設備投資

1943 静岡県 枯⼭⽔ EC販売の取組みによる⾮対⾯型販売の強化

1944 静岡県 株式会社麺⼯房 2080101007439 函南トマトを使⽤したオンリーワンの麺とソースづくりと販売

1945 静岡県 株式会社⼊河屋 7080401010674 地元⾷材を活かした健康応援パンの開発とＥＣ販売への転換

1946 静岡県 Puan ネットショッピングの新規⽴ち上げ業

1947 静岡県 ⼀楽 弁当ＥＣ販売の新サービスと看板設置による集客の取組み



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

1948 静岡県 不動産王国株式会社 3080101017271 ⾮対⾯型営業強化と遠隔式案内を取り⼊れた顧客対応システム構築

1949 静岡県 株式会社エコレイ 4080401011246 除菌と洗浄を兼ね備えた⾃社製品の開発及びBtoBの販路開拓

1950 静岡県 株式会社J-mix 6080101015446 テイクアウト事業強化、出前事業、ラーメンセットweb販売展開

1951 静岡県 株式会社ＹＳＫ Ｗａｔｃｈ Ｉｎｓｔ3010901036254 補修⽤天真・巻真の開発と販路開拓及び加⼯時間短縮

1952 静岡県 株式会社ヤマトミ 6080001010266 IQF⽣しらすの開発

1953 静岡県 株式会社こばやし 3080101005573 ⽣産設備の⾃動化による⽣産⼒の向上とインターネット通販の実施

1954 静岡県 朝⽇製粉 コロナに負けない店づくり！卸→ネット通販へ柱事業の転換

1955 静岡県 ふるさと 通信販売を通じて本物の味を全国の家庭に届けて新規顧客を獲得

1956 静岡県 株式会社しずここ 9080001023208 ⾮対⾯型展⽰場の設置による⾮対⾯型オンラインビジネス

1957 静岡県 ⼥性のための治療室 Ｌａ ｍａｍａｎ 「妊活・温活」サポートのオンライン対応拡張による売上向上

1958 静岡県 合資会社近藤薬局 4080103000596 純⽇本製「Made in Fuji」マスクのブランディング

1959 静岡県 有限会社フラット 6080402016523 CtoB型ビジネスモデルからCtoC型ビジネスモデルへの転換

1960 静岡県 株式会社ヤツクラ 6080101010950 営業を⾮接触で⾏う為のチャット形式のWEBとECサイトの構築

1961 静岡県 松本⾃動⾞塗装 メンテナンス技術⼒の向上とＥＣサイト開設による新規顧客開拓

1962 静岡県 株式会社野沢建築 7080401010641 VRを使ったWEB⾒学会を実装し、新規顧客を獲得する取り組み

1963 静岡県 株式会社ケルン 1080101005534 ⻑泉ブランドを活⽤した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

1964 静岡県 沖祥博 オンライン相談を受け付けるwebサイト制作

1965 静岡県 合同会社ガウデアムス 2080103002090 ピアノ及び弦楽器楽譜の販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を実施

1966 愛知県 うなぎの三河 創業５０年のうなぎ店の⼈気メニュー「うなぎ飯の素」開発事業

1967 愛知県 ACT⼀級建築⼠事務所 ⾮対⾯型営業への切り替えと営業強化、建築申請代⾏PR事業

1968 愛知県 漁師の宿 吉⽂ 新規に⽇間賀島の特産品の通信販売で⺠宿と島の活性化につなげる

1969 愛知県 ３１℃ コロナ対策に伴う実店舗ユーザー流⼊型ＥＣサイト制作事業

1970 愛知県 Vita hair works ヘアケアマイスターだからこそできる美容商品ネット販売！

1971 愛知県 有限会社 ハート・ヒール 3180002064634 「コダカラdeラボこうのとり．鍼灸院」の集客増加事業

1972 愛知県 株式会社 みのぜん 7180001067320 WEBによる来店客の増加及びお持ち帰り商品の販路拡⼤

1973 愛知県 セルモ⽇進⻄⼩学校前教室 新規オンライン授業、オンラインセミナーの提供と広告宣伝活動

1974 愛知県 有限会社 センタリング 3180002073560 オンラインスポーツクラブで、みんなを健康で笑顔にしたい！

1975 愛知県 株式会社 ジョイナスカンパニー 5180001098788 ＷＥＢ内覧会、⾮対⾯型商談サービスの構築及び情報発信能⼒強化

1976 愛知県 株式会社 未来⼯務店 5180301028791 おうち時間を快適に過ごすためのリフォームを⾮対⾯で提案

1977 愛知県 合同会社 ありがたや 6180003013991 店舗販売からのECシフト、⾮対⾯型コロナ対策とオンライン転換

1978 愛知県 有限会社 ⼤盛技建 3180002061763 ⼯事の積算精度・速度向上と⾮対⾯営業導⼊による新規受注獲得

1979 愛知県 学和塾 オンライン授業体制の構築及び⾝体的距離の確保による安全性向上

1980 愛知県 株式会社 海鵬 6200001023098 店舗の改修⼯事及び広報活動での顧客獲得、衛⽣⾯での対策
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1981 愛知県 株式会社 General Store Studio 7180001112282 Yahoo!ショッピングへ出店して実店舗三密回避で売上確保

1982 愛知県 買取ファミリー豊明店 ＬＩＮＥを使ったオンライン買取システムの構築とその宣伝

1983 愛知県 株式会社 東栄チキン 2180301024348 「東栄チキン」インターネット販売と店頭販売の増⼤

1984 愛知県 つぐや 「つぐやの五平餅」の通販サイトの構築と⽣産体制の整備

1985 愛知県 有限会社 ソイビーン 5180002085819 ソイビーン新型コロナ感染症対策計画

1986 愛知県 株式会社 ウルオイ・ビジョン 6180001115088 コロナのピンチをチャンスに変えるマインドチェンジ事業

1987 愛知県 株式会社 菱庄 7180001109997 ⾮対⾯と個室、２つの営業チャンネルによる販路拡⼤計画

1988 愛知県 マサイン コロナ時代の新規顧客開拓と信頼づくりのための広報発信事業

1989 愛知県 Relish インターネットをフル活⽤した事業モデルへの変⾰事業

1990 愛知県 永和堂製菓舗 餠切り機導⼊による⽣産能⼒の維持向上と新規顧客の獲得

1991 愛知県 ⼤和建材⼯業 株式会社 7180001097177 複合板多品種製造を⾏い安定的商品の提供で販路拡⼤

1992 愛知県 株式会社 サンビーノ 1180301026361 外⾷、中⾷、内⾷の融合 コストパフォーマンスと美味しさの提供

1993 愛知県 スクウェア ＷＥＢを活⽤した無料オンライン講座の構築

1994 愛知県 バレッドキッズ中⼭教室 コロナ対応オンライン教室の導⼊と教室内感染予防対策事業

1995 愛知県 ライフワークデザインOKURIMONO オンラインで開催！⼥性起業者⽀援事業

1996 愛知県 株式会社 ENZOU 8180001118592 ネットでの受注システム構築によるビジネスモデル転換事業

1997 愛知県 有限会社 ジーティー通商 3180002049305 ハイブリッドＣＡＤを⽤いたリバースエンジニアリング技術の開発

1998 愛知県 とんかつの喜太条 通販・テイクアウトメニュー開発と宣伝強化による新規顧客開拓

1999 愛知県 株式会社 アイベックス 4180001098806 個性が光る⾞屋さんのＷＥＢ接客・販売事業

2000 愛知県 OneStory 講演・セミナーのオンライン化による⾮対⾯ビジネスの販路開拓

2001 愛知県 With総合治療院 リモートでの動作分析・運動療法に対応したＨＰデザイン変更

2002 愛知県 株式会社 麩屋銀 2180301015891 業務⽤ホームページを開設し、問屋への商品紹介と受注を⽬指す

2003 愛知県 花あかり。 直売店 OPEN で「ふわとろわらびもち」の販路拡⼤！

2004 愛知県 彩芽 オンラインオーダー＆イージーテイクアウト事業

2005 愛知県 有限会社 丸喜 9180002026587 新型コロナウイルス感染症対策ＦＩＴＶＥＲＴＥＸプロジェクト

2006 愛知県 株式会社 yaotomi農園 1180001129266 量販店向け販路拡⼤とクラウドシステム導⼊によるテレワーク化

2007 愛知県 有限会社 ナイテック 4180002049337 Ｒ−１０００ｉＡ／８０Ｆ導⼊による新技術の開発及び販路開拓

2008 愛知県 株式会社 ALTIRA 4180001116955 不動産賃貸市場におけるビッグデータ活⽤による⾮対⾯営業活動

2009 愛知県 ＦＵＮ鍼灸整体 アスリートや⼀般顧客に対するオンライン指導実施の環境整備

2010 愛知県 株式会社 花・⾊・デザイン研究所 1180001122642 ⾮対⾯の花⾊コーチングでメンタルヘルス、癒しと⾃⼰実現を提供

2011 愛知県 garn-HATTA 販路増強！⼤型刺繍＆作業の効率化で集客UPの為の刺繍機導⼊

2012 愛知県 松下印刷 「町の印刷屋さん」の⽣き残りをかけて‼

2013 愛知県 Bee Net Japan 株式会社 8180001127494 新規計画中の宿泊施設をレンタルスペースへ事業転換
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2014 愛知県 CURIOUS WORLD オンライン留学 フィリピンの留学スタイルをオンライン上で提供

2015 愛知県 株式会社 E-ATTEND 5180001111492 コロナ禍で需要急上昇！「⾼性能除菌剤」を⾃社ECサイトで販売

2016 愛知県 株式会社 夢たまご 6180301031357 当社⾃慢の逸品！希少な極ウマたまごのブランド構築と販路開拓

2017 愛知県 鈴繁⼯業 実⾏！作業効率化、効率化できた時間を攻めの営業時間へシフト

2018 愛知県 サンワホームサービス 株式会社 3180001000499 ⾃動応答システム導⼊ホームページの作成で２４時間対応型へ！

2019 愛知県 プロジェクトＳＰＩＣＡ ＩＣT導⼊による⾳楽教育、⾳楽配信及び⽂化芸術振興強化事業

2020 愛知県 PRIVATE GYM 1st Place オンラインリモートセッション実施と２店舗⽬出店による販路開拓

2021 愛知県 有限会社 柴⽥製作所 5180002085389 ギアの⼒で世界を牽引。新たな新販路開拓⼿法の実証と確⽴！

2022 愛知県 ＦＲＩソリューション ＷＥＢを利⽤した⾮対⾯型と３密対策を徹底した「英会話教室」

2023 愛知県 有限会社 千⽵地所 2180002074948 COVID−19に対応した名鉄扶桑駅東駐輪場の無⼈管理化

2024 愛知県 ⼋⿓電設 株式会社 6180001123982 オンライン、テレワーク化を取り⼊れた⾃社のPRプロジェクト！

2025 愛知県 株式会社 ユーアイファクトリー 4180001068008 ⾮対⾯でもリフォーム・新築の受注ができる新しい取組

2026 愛知県 株式会社 中久フードサービス 6180001119510 キッチンカーで培った商品開発を⽣かしネット通販による販路開拓

2027 愛知県 G&Bトラベルサービス ⾃社ホームページ開設による快適な旅のお⼿伝い

2028 愛知県 アンシンサービス24 有限会社 2180002058538 オンライン会員制ECサイト新設による⾮対⾯型営業への転換

2029 愛知県 有限会社 松新 8180002084743 「新たなお客様を取り込む『宿泊 崎っぽ』導⼊事業」

2030 愛知県 株式会社 和⽥⼯業 2180002064395 緊急災害時の社内外情報伝達プラットホームの構築

2031 愛知県 とよあけ接⾻院ケア オンライン接⾻院の実現と当院の強みを伝える訴求の強化

2032 愛知県 知⽴経営コンサルティング 合同会社1180303004035 ⾮対⾯型経営コンサルティングWEBシステムの構築と宣伝広告

2033 愛知県 合同会社 ハレ 7180003016093 三密にならず、新たに販路開拓する為の撮影スタジオ改装

2034 愛知県 ＭＣサポート 株式会社 2180001112452 ⾃宅・就業先で⾃由に学び・相談できる⾮対⾯型のモデルに転換

2035 愛知県 株式会社 ⽇美 3180001045973 新型コロナウイルス対策による新規集客事業

2036 愛知県 蔡 於今 新たな客層獲得&⾮対⾯型⼊退室⽅式の実施

2037 愛知県 レディーストータルセラピーkanon 武豊町の鉱泉⽔を使った化粧品のネット販売網の構築と新商品開発

2038 愛知県 Ｂ.T.Ｓ 突発的なトラブルを即解決！出張サービス専⾨店の新たな販路開拓

2039 愛知県 和の⾊ ⾮対⾯・テレワークでも可能！営業ツール特化のホームページ制作

2040 愛知県 株式会社 森塾 2180001096233 ⾮対⾯式映像授業の開始と密を避けるための教室拡張

2041 愛知県 有限会社 光電 9180002084437 取引先の毀損による業務⽤エアコン取付⼯事内製化による販路開拓

2042 愛知県 株式会社 紅⽩ 4180001138132 ⾮対⾯式の新サービス セルフエステの展開とＰＲ

2043 愛知県 千道 ECサイト・動画制作でコーティングの魅⼒発信

2044 愛知県 株式会社 BREITHO 7180001058856 体温検知機能付きＡＩ顔認証システムによる販路開拓！

2045 愛知県 オフィスＢＡＴＯＮ 着物で作る⽇傘のネットショップ開設、⾮対⾯ビジネスへの転換

2046 愛知県 株式会社 Lohastyle 7180001090025 ⼯場拡張によりテイクアウト⽤のお弁当・ドレッシング⽣産へ
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2047 愛知県 株式会社 I-Ship 4180001128075 新規オンライン授業とYoutube⾃社チャンネル運営とPR

2048 愛知県 Tiara(ティアラ） 地域初の脱⽑サービス提供によるターゲットの拡充と販路拡⼤

2049 愛知県 株式会社 東栄超硬 3180001097189 ⾮対⾯でも電話営業を活⽤した「攻めの営業」による新規顧客開拓

2050 愛知県 有限会社 Ｔ−ｓｔｙｌｅ 7180302003940 ⾮対⾯ビジネスモデル構築の為の家造りオンラインシステムの構築

2051 愛知県 サインズ 株式会社 7180301011960 野菜とレストラン加⼯品の通販サイトの制作

2052 愛知県 岬⽔産 株式会社 7180001093003 ⾮対⾯⾮接触型キッチンカーで増販増客

2053 愛知県 有限会社 いずみ 9180002082325 昭和５７年創業 ⽼舗居酒屋の⽣き残り

2054 愛知県 桶狭間情報システム ＨＰを活⽤した⾃社開発ソフトウェアの販路拡⼤事業

2055 愛知県 株式会社 バルバロッサ 1180001058548 健康×髪に特化したおもてなし美容室のＷＥＢサイトでの販路開拓

2056 愛知県 株式会社 サン・クリエイト 6180001097896 ＩＴを活⽤した「攻めの営業」で⼯場塗装の販売促進

2057 愛知県 ビ・アバンス 「テイクアウト部⾨新設」

2058 愛知県 トレードベンチャー ⽇本発の新商材の発掘と、ネットを活⽤した海外への販路開拓事業

2059 愛知県 合同会社 ありまつ中⼼家守会社 5180003019239 有松の魅⼒を伝える動画配信及びオンラインサービスの提供

2060 愛知県 鵜飼塗装 株式会社 1180001135999 ⾃社案件増ためのさらなるオンライン化、テレワーク化計画

2061 愛知県 Chelsea 新規事業zoomによる「Webお話相⼿」

2062 愛知県 ＰＯＬＰＯ おうちで本格イタリアン〜主婦が喜ぶ！地域密着イタリアン惣菜店

2063 愛知県 ＩＣＥ ＧＹＭ ⽇本における⾃粛者の健康救済計画

2064 愛知県 有限会社 旭洋 1180002085789 お客様に安⼼して⾷事を楽しんでいただくための半個室づくり

2065 愛知県 株式会社 S＆G 9180001112248 既顧顧客からの予約数、予約率向上とWebを使った新規顧客獲得

2066 愛知県 株式会社 ALLONE 6180001138881 インターネットを活⽤した新規顧客獲得と効果的な広告宣伝

2067 愛知県 柏原由美代税理⼠事務所 ITを使ったグループ記帳の全国展開事業

2068 愛知県 くまはりきゅう接⾻院 カウンセリングと美容マスクを⽤いたオンライン美容プログラム

2069 愛知県 株式会社CROSS-networks 9180001105755 オンラインスポーツ講座で収益獲得・IT化で在宅勤務体制構築

2070 愛知県 株式会社 アイシーリンク 3180001053836 Webマガジンと⾮対⾯型サポートによる新たな顧客の開拓

2071 愛知県 ドリーミーボイス ライブ配信とオンラインでのボーカル教室

2072 愛知県 I.L.M 『ＨＰ、ＳＮＳを活⽤したコンサルタント事業』

2073 愛知県 first-hand ⼭を楽しむ複合施設「hi-bi」プロジェクト

2074 愛知県 有限会社 みずのかぐ 8180002001533 ネット・ＳＮＳ広告で顧客開拓！コロナに⽴ち向かう家具屋の挑戦

2075 愛知県 株式会社 Japan Food Lab. 1140001100734 ダークキッチン事業への参⼊

2076 愛知県 サロン 樹 お客様に喜ばれる環境と技術⼒の⾼いエステによる満⾜度アップ

2077 愛知県 株式会社 丸兼（都やこ） 8180001092879 持ち帰りを考慮した新メニュー作成と快適性の向上による販路開拓

2078 愛知県 そば爺 よしみ 三密を避けるともに顧客確保に向けた取り組み

2079 愛知県 ザップス ⾮対⾯型、ＱＲコード決済対応型、⾃転⾞修理店



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

2080 愛知県 J.H.tec HP作成による顧客獲得と3次元CAD導⼊による企業価値向上

2081 愛知県 有限会社 東御河屋製菓 4180302027728 新商品開発によるブランド⼒の向上と新たな販路開拓

2082 愛知県 スギヤマ電⼦ 株式会社 1180301024902 画像解析システムの販路開拓及びテレワークの推進

2083 愛知県 有限会社 ムーン・アライブ 6180002074003 セルフケアやファスティングが動画で学べるオンライン講座構築

2084 愛知県 株式会社 みかわ元気ものがたり 3080301022012 テレワーク、ネットサービスによる遠隔拠点の充実

2085 愛知県 有限会社 ソーホー 7180302028145 ６次化販売サイトの新設と業務のテレワーク化

2086 愛知県 株式会社 美和建装 7180001098489 オンライン商談の実現で消費者の不安を払拭し、反響獲得！

2087 愛知県 有限会社 映像プロ 4180002040287 なんでもDVDへダビング。オンラインショップ開設で新規開拓！

2088 愛知県 ｍａｒｕｇｉ ウイルス対策室の設置による新しい様式への対応

2089 愛知県 i-work 営業強化、販路拡⼤、⾃社グッズＥＣ販売、ブランド⼒アップ

2090 愛知県 ファイン 分業化から統合へ 〜⼀貫⽣産〜 刺繍⼯程の内製化

2091 愛知県 株式会社 ⻘⼭ 8180301023170 アフターコロナにむけて 〜⾃社サイト⼤改造計画！〜

2092 愛知県 平井⼀級建築事務所 スマホ・タブレットを活⽤した図⾯提案。

2093 愛知県 パン教室Andare パン教室から予約販売による⾮対⾯型パン製造販売への転換

2094 愛知県 株式会社 シオヤキャッスル 9180302024126 体育が出来る！体育が好き！そんな⼦供たちを育てます！

2095 愛知県 有限会社 平⼭ショップ 9180002085699 PR動画作成による顧客体験価値向上

2096 愛知県 株式会社 名⻄システム 7180001046043 聴⼒検査器の点検・校正施設の設置

2097 愛知県 合同会社 アサノエンタープライズ 2180303004026 オンライン配信で、どんな時もイベント実施！事業

2098 愛知県 服部信康建築設計事務所 オンラインで住まいを整える家具・ハウスウェアの販売体制の構築

2099 愛知県 サンスマイル 株式会社 5180001134997 顧客・従業員の感染防⽌、⾶沫防⽌パーテーションの導⼊

2100 愛知県 有限会社 エコロジ 9180002086607 無添加⽣パスタの⽣産⼒強化とネット販売システムの構築

2101 愛知県 株式会社 ⻘い空 3180301024181 オンラインを活⽤した古⺠家再⽣ビジネスの展開

2102 愛知県 株式会社 フタバ 5180001098342 ECサイト『超縫戦隊トラックマン』を通じた販売促進

2103 愛知県 Be−Glad 店内での三密を避ける為の屋外待合所の設置

2104 愛知県 エムアールティースポーツインステ 2180001103063 次亜塩素酸⽔で「健康」を守る！新たな販路の開拓

2105 愛知県 梶 祥太郎 楽器レッスンやレコーディングのオンラインによる事業拡⼤

2106 愛知県 株式会社 のどか 4180001119826 潮⾵とスパイスカレーを楽しむ新たなサービスの提供＆広告宣伝

2107 愛知県 株式会社 TSトラスト 9180001103908 セルフケア商品のオンライン販促事業構築の為、ＨＰ制作

2108 愛知県 株式会社 みどり寿司 5180301015914 「デリバリー事業最⼤化及びＥＣサイト設⽴事業計画」

2109 愛知県 株式会社 ヤマ伍三⽮商店 3180301023266 看板リニューアルで直売店の売上増加とコロナ対策で安⼼店舗

2110 愛知県 有限会社 飴⽂⽼舗 1180002085764 「葛ごおり」の⽣産安定及び増産による販路の拡⼤と売上の向上

2111 愛知県 杉浦農園 杉浦農園 虹⾊⽶のネット販売促進事業

2112 愛知県 ビボ・ファースト 株式会社 2180001133903 トレーニングとダイエットプログラムのオンライン化で販路開拓
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2113 愛知県 MAGNIʼS COFFEE TRUCK コーヒー⾖通販事業及びコーヒー焙煎⼒向上で販路を拡⼤する

2114 愛知県 有限会社ケーカンパニー 2180002063331 コロナに打ち勝つ、おいしさ、思い、笑顔を届けようプロジェクト

2115 愛知県 合同会社TGH 6180003019584 新たな輸⼊スポーツ⽤品のネットショップ構築事業

2116 愛知県 Ｋ-ＳＴＹＬＥ 動画投稿プラットフォームによる⾮対⾯型教育環境の導⼊

2117 愛知県 合同会社 スペシャリテ 9180003015589 ⾃社製造スイーツによる弁当販売促進とスイーツのネット販売

2118 愛知県 アンダンテ SNSを活⽤したコスプレパフォーマンス活動の促進事業

2119 愛知県 ＳＵＩ オンラインによるイベント開催〜癒しをご家庭へお届けします〜

2120 愛知県 有限会社 ⽇設コーポレーション 7180002048402 燻煙での除菌コーティング清掃で、新規顧客を確保する。

2121 愛知県 COFFEE&BAGEL KINO ウィズコロナ時代のテイクアウト・ネットが主⼒の飲⾷店へ

2122 愛知県 miyamoto おうち時間を⽀えるサービスをWebサイトで発信し売上効率UP

2123 愛知県 株式会社 Golden Rules 4180301016541 アパレルショップのインターネット販売への移⾏

2124 愛知県 Liburan Ratu 快適睡眠で⼥性の悩みを解決！オンラインスパサロンの販売促進

2125 愛知県 クスノキ デリバリー・ドライブスルーにフィットする商品開発で売上アップ

2126 愛知県 office amann ZOOM相談及びネット広告活⽤で⾃社サイトへユーザー誘導事業

2127 愛知県 コーヒーショップ トムトム 「元気回復ドライブスルー」でトムトムのごはんをテイクアウト

2128 愛知県 税理⼠法⼈grows 8180005017824 集客⼒の向上とマンパワー不⾜を補うホームページ制作とAI導⼊

2129 愛知県 有限会社 コジマ⽣花 1180302019356 コロナに負けるな！オンライン営業システム構築による営業強化

2130 愛知県 ボイスミュージック ⾮対⾯型レッスンへの転換による新規顧客獲得

2131 愛知県 会社の⼈柄／夫婦図鑑 「動画名刺」の試作品開発、オンライン撮影、販路開拓

2132 愛知県 株式会社 ⼤⿊屋 4180301023298 スマホ対応のホームページで新規客獲得と感染症対策推進計画

2133 愛知県 株式会社 アトリエルクス 6180001138626 事業系建築の情報発信とオンライン受注戦略で販路を開拓

2134 愛知県 有限会社ケー・エス・ピー 8180002042569 コロナ感染症対策の新製品開発と展⽰会を通じた新規顧客獲得

2135 愛知県 南国キッチン アジア ⾮対⾯型設備設置による安⼼と癒しを提供するBBQ施設への転換

2136 愛知県 フジ電計装 株式会社 2180001001135 ＰＬＣの⾮対⾯⽅式での初期診断体制の構築と販路開拓事業

2137 愛知県 株式会社 タクミ 3180001063694 オンラインで商品説明が可能な販売サイトの構築

2138 愛知県 しまうま針灸接⾻院 オンライン施術の認知度アップの為にホームページの刷新を図る

2139 愛知県 株式会社 ミライベクトル 3180001120636 ⾒積もり・打ち合わせ・データ⼊稿オンライン化による⾮対⾯転換

2140 愛知県 株式会社 ＹＴＫ 9180001118542 エンドユーザーとの直接契約につなげる販売促進活動の実施

2141 愛知県 OLIVE+1. ウィズコロナ時代を⽣き抜く スマートミラー導⼊による経済効果

2142 愛知県 ⽥鶴濱製作所 ⼯場集約と⼩規模だからこそできる丁寧な販売

2143 愛知県 株式会社 コウキ 3180001093733 ECサイト制作による販路開拓事業

2144 愛知県 株式会社 ⽶のキムラ 9180001057278 ハラール認証スイーツの開発及び新たな販売モデルの構築

2145 愛知県 株式会社 アイル 6180001131052 ベースドライの⾃動化による⾮接触・安全対策の強化
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2146 愛知県 Ascher＋Gate美容室 店内もコロナウィルス感染防⽌対策と損失売上と損失顧客の回復策

2147 愛知県 株式会社 永⼭⾃動⾞ ⾮対⾯⽅式による差別化や設備投資による満⾜度追求と販売促進

2148 愛知県 海鮮市場 徳川 コロナウイルス影響下でのテイクアウト部⾨強化

2149 愛知県 株式会社 GENROKU 4180301029808 愛知特産鶏の新商品開発とデリバリーを通じた新規顧客獲得

2150 愛知県 株式会社 オレンジツーリスト 6180301015681 新商品「映像の旅」を加えたスマートフォン対応ＷＥＢサイト作成

2151 愛知県 株式会社 阿部住宅 7180301026521 感染症対策による新たな営業⽅法の構築

2152 愛知県 有限会社 ハイド・アウト 5200002003629 テイクアウト販売⽤ホームページ開設

2153 愛知県 和ごころはりきゅう院 新型コロナウイルスの脅威に対応した、安⼼安全の院づくり

2154 愛知県 株式会社オフィスむしか 9180001139357 IT活⽤とテレワーク導⼊を推進する⽀援体制の構築事業

2155 愛知県 Hair&Make Gramour ヘアメイクの個⼈レッスン・セミナーのオンラインモデルへの転換

2156 愛知県 合同会社 芳輝建築 2180003016263 ⾮対⾯で⾏うオンライン商談の営業⼒アップ

2157 愛知県 椿の会 地産地消で作る「抹茶麹パウダーパック」の販売促進

2158 愛知県 和創作いろは 動画配信による集客とオンライン料理教室や出張料理

2159 愛知県 おたからや鳴海駅前店 ⾼価買取り店によるＷＥＢでの販売事業！新たな販路開拓の挑戦！

2160 愛知県 有限会社 ビューティーサポート愛知9180002088628 結婚相談所事業 〜縁結び隊・ブライダルプロデュース⼤作戦〜

2161 愛知県 ヴァリアス ルシアリー 万能な加⼯機導⼊による顧客満⾜度の⾼いサービス提供事業

2162 愛知県 株式会社 テクニカ 3180002064147 「終活相談」で安⼼⻑⽣きの全てをワンストップでフルカバー

2163 愛知県 ⻑命うどん コロナに負けないデリバリーサービスの為の販売促進事業

2164 愛知県 株式会社 福介屋・巴創建 9180001126207 光触媒フローリングと専⽤ＷＥＢサイトでモデルルーム集客ＵＰ

2165 愛知県 株式会社 Fit88 8180001062502 製造〜販売まで衛⽣商材を扱う会社の⾮対⾯型事業への改⾰！

2166 愛知県 リペアガレージ 接客をオンライン化するために必要な業務⽤⾒積りシステムの導⼊

2167 愛知県 みずの接⾻院 みずの接⾻院・巻き⽖専⾨院の広告宣伝

2168 愛知県 花あかり 株式会社 5180001130757 Web上で予約・お買い物。⾮接触の新しい販路開拓

2169 愛知県 株式会社 マルスエ佛壇 3180001097049 ホームページの公開によるネット販売システムの構築

2170 愛知県 チャンピオン・キッズ チャンピオン・キッズのオンライン教室

2171 愛知県 有限会社 イクマデザイン 7180002057956 リフォームWeb相談ポータルサイトの掲載企業募集キャンペーン

2172 愛知県 株式会社 ダイバーシティコミュニケ3180001112385 保育とセミナー×オンライン化で全国の新規顧客を獲得！

2173 愛知県 株式会社 FUJI-SUN 9180001135827 オンラインによる中⼩企業のブランド構築コンサルティング

2174 愛知県 株式会社 てくと 7180301031075 ⾮対⾯で安⼼安全なオンライン家づくりシステムの構築

2175 愛知県 株式会社 ピープルサム 6180001088929 ZOOMスタジオ（オンラインレッスン）の導⼊及び宣伝事業

2176 愛知県 キャスコスウィング リモートパーソナルゴルフレッスンにおける新規顧客獲得

2177 愛知県 株式会社 ⼩久保建築 9180301008559 ＥＣサイトにて輸⼊した家具やアンティークを販売する。

2178 愛知県 株式会社 リンカップ 1180301030883 Webコンテンツ刷新・強化による⾮接触型営業の取り組み
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2179 愛知県 合同会社 ＥＬＥＣＴＲＯＮ 2180003020356 今までと変わらない安⼼店舗イートイン

2180 愛知県 有限会社 ネットワークジャパン 9180002045653 SNSネット戦略とリアル店舗改装で販路拡⼤と顧客満⾜度アップ

2181 愛知県 株式会社 M.prorise 8180001136124 ネイル知識のオンライン化による新たなサービスの構築

2182 愛知県 有限会社 濵⽥コーポレーション 3180302025633 クリーンな環境で安⼼・快適・癒しの空間を提供します！

2183 愛知県 m28e 有限会社 6180002080158 m28e つくる。WEBプロジェクト

2184 愛知県 株式会社 スズマサ 4180301031417 ⾃社⼯場内で⼀貫した塗装施⼯を完結させるための設備導⼊計画

2185 愛知県 株式会社 いろは⽵⼯所 2180301021171 インターネットと動画を活⽤した⾮対⾯形式の販促ツールの作成

2186 愛知県 株式会社 エヴァーライト 9013401007455 コロナで激減した顧客を取り戻す！⼈が集まる集客ホームページ

2187 愛知県 麺屋えいじ クリーンなイメージＰＲ戦略で、店舗改装⼯事

2188 愛知県 株式会社 アドレーション 5180001137159 オンラインの導線作り、ホームページからオンラインコンサルへ

2189 愛知県 有限会社 はやかわ 7180002040557 テイクアウト＆デリバリーの予約受付可能なHPのリニューアル

2190 愛知県 有限会社 ヤマ勇うなぎ販売 3180302026978 衛⽣⾯に配慮した店舗改装及び看板設置による店頭販売増加策

2191 愛知県 shin治療院 オンライン上で⾮対⾯型セミナー・パーソナルトレーニングを実施

2192 愛知県 オーテック。 Ｗｅｂサイト及び⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換による販路拡⼤

2193 愛知県 株式会社 ＨＳＥＴ 9180001128979 ＳＮＳビジネスモデルの確⽴

2194 愛知県 しげんカフェ 花あかり。 電⼦⿊板を活⽤した⾮対⾯営業による販路開拓

2195 愛知県 プラシッダ・サプナ ⾃社HPやチラシ作成によるテイクアウトメニュー強化

2196 愛知県 株式会社 新明社 8180001000544 デザイン×企画⼒で勝負！オンライン⼊稿サービスの販売促進

2197 愛知県 シンプルワークス 株式会社 6011201007133 ショッピングモールサイト構築による⾮対⾯の集客型営業への移⾏

2198 愛知県 やわらかとんかつ彩 新商品開発による売上及び販路拡⼤のための設備投資

2199 愛知県 株式会社 GSアミューズメント 4180630103196 固定式ではない「移動式プリクラ」設置サービスで販路開拓！

2200 愛知県 ソラテクノロジー 株式会社 4180001072265 クラウドを利⽤した⾮対⾯型販促ビジネス・テレワーク実施

2201 愛知県 リカー＆ギフト とかちや ECサイト⽴上げにより売上向上計画。⽴地や社会情勢に負けない

2202 愛知県 SAGIRI DANCE & VOCAL ACADEM ダンス・ボーカル教室のオンライン態勢整備および広告宣伝

2203 愛知県 有限会社 わかお 4180002040428 ECサイトに出店、販路拡⼤事業

2204 愛知県 レーム化学 株式会社 7180001045417 フォークリフトを購⼊することによる物流の内製化

2205 愛知県 株式会社 ＮＹＩＴ 9180001137336 テレワーク環境導⼊、倉庫拡⼤における販路拡⼤

2206 愛知県 NEWS９０ ⾳楽教室オンラインレッスン開校による販路拡⼤事業

2207 愛知県 Bodymakes&Rerxtion MASICA オンライン指導を開設するサロンの販売促進事業

2208 愛知県 株式会社 ⼤嶽屋 7180301002299 ⾮対⾯型サービスに転換するギフトショップの販売促進事業

2209 愛知県 株式会社 T-ブレイス 8180301033491 新販売戦略！コロナウイルスの影響を受けない営業体制の構築

2210 愛知県 インテグラル 株式会社 8180001140893 和菓⼦の通販と宅配でお客様の団欒にサプライズを！！

2211 愛知県 割烹ｓｔｙｌｅしら浜 新店舗を⾮対⾯型の店舗に改装し新型コロナに負けない経営戦略！



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

2212 愛知県 ３Ｑ 株式会社 2180001141443 ⾮接触営業とＷｅｂページを活⽤した販路開拓

2213 愛知県 榊原 ⼀貴 太陽光事業参⼊セミナーをライブで配信！⾮対⾯で新規顧客を開拓

2214 愛知県 株式会社 Arrange 9180001141164 コロナ禍でも健康に過ごす！痛みに悩む⽅の駆け込み寺体制を確⽴

2215 愛知県 株式会社 サンホームズ 7180301001037 感染防⽌対策下でのワークショップ開催による販売促進事業

2216 愛知県 ショップ モーリア 不測の事態に対応するインターネット販売事業

2217 愛知県 株式会社 フィックス 8180001139498 ＨＰ制作による専⾨店としての地位確⽴・認知度向上・業務強化

2218 愛知県 UMIERE ネット販売を作り⾮対⾯で⼿軽に商品購⼊が可能に。

2219 愛知県 ⽵々⽊々 ⾃社オリジナルメンマ商品の開発・ネット販売による売上拡⼤

2220 愛知県 オンラインキッチン VEGAN SUSHI 欧⽶に向けて、世界で⼈気のビーガン寿司講座での販路拡⼤

2221 愛知県 株式会社 エースデンキ 4180001087775 ＤＭ、ニュースレター送付を活⽤した⾮対⾯型ビジネスの推進

2222 愛知県 Royal Clarity 合同会社 7180003020979 エステサロンのＷＥＢ活⽤での販促拡充およびコロナ対応環境整備

2223 愛知県 株式会社 オーシャンテイン 8180301029878 ⾃社の商品を周知及び販路開拓のためのウェブサイト構築

2224 三重県 とうげミュージアム インターネット配信によるオンライン講習の実施

2225 三重県 有限会社笠井産業 2190002017699 設備投資で⽣産効率アップ、余⼒をつけて新規の受注を獲得！

2226 三重県 CordCafe テイクアウトや新商品、ECショップで販売促進・販路開拓

2227 三重県 B.Mhair withコロナ時代のお客様と美容室の3密対策と販促強化

2228 三重県 グリーンマウンテン英会話 全国展開型⾮体⾯オンライン英語講座

2229 三重県 焼⾁ 出芽⾦ オーダーシステム導⼊による接触機会減少と従業員の負担軽減

2230 三重県 有限会社 稲垣商店 7190002001112 新規顧客獲得と利便性を⾼めるためのECサイトの構築

2231 三重県 有限会社⽇の出屋製菓 1190002023888 withコロナ社会へのビジネス転換、観光復興へ向けた商品製作

2232 三重県 有限会社正繁 1190002005696 オンラインショップで既存取引のオンライン化並びに顧客拡⼤

2233 三重県 株式会社下村住建 3190001006702 住宅建築ウェブ動画を活⽤した⾮対⾯型の販促プロモーション

2234 三重県 東原建築⼯房 気候⾵⼟型住宅設計のオンライン打合せとテレワーク体制構築事業

2235 三重県 株式会社SAKURAコーポレーション 4190001024942 洋⾷レストランの作るベーカリーの増産体制強化による売上向上

2236 三重県 ⽵中幸⽣商店 オンラインショップの構築による⽊製品販売の確⽴

2237 三重県 湊⽯材店 ライブ動画配信による「オンライン墓参り」の実施

2238 三重県 運転代⾏きのくに 感染症リスク管理のための⾮接触型サービスの実現

2239 三重県 株式会社 リアン 8190001022678 「セルフ脱⽑」新サービス導⼊による⾮対⾯化と新規顧客層獲得

2240 三重県 株式会社モルタン 4190001026988 既存メニューを⽤いたテイクアウト可能な新商品の開発

2241 三重県 Blancheur オンラインペップトーク講座でコロナ疲れのメンタルを癒す取組み

2242 三重県 嶋坂建築 マルシェに頼らない販売⽅法の確⽴により売上向上への取組

2243 三重県 株式会社喜場 6190001023389 『EC、テイクアウト販売への切替とネット活⽤による販路開拓』

2244 三重県 アイズ 若者向けバッグ⾃社ブランド⽴上げとＨＰリニューアルで販路開拓
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2245 三重県 DIESEL SEIBI ホイル着脱⼯程の内製化により、コロナ危機を乗り越える！

2246 三重県 有限会社 賢島グランドホテル 5190002011303 お客様受け⼊れのための設備投資

2247 三重県 森⼤建地産株式会社 1190001019648 ⾮対⾯型ビジネスモデル転換とAI導⼊で新たな需要創造型事業

2248 三重県 Cafe Attente 業務形態を明確に通知する、店舗改装計画

2249 三重県 株式会社ビケント 4190001003186 ECシステムの導⼊による⾮対⾯型ビジネスの確⽴

2250 三重県 株式会社上⽥商店 1190001024053 顧客ニーズに合った販売システム導⼊による⾮対⾯型販売の強化

2251 三重県 Cavallo（カヴァロ） コロナ危機で第三の触⼿を確⽴し、収益⼒の強化を図る。

2252 三重県 有限会社 ⿓宮 7190002011805 ＥＣサイト設置とローカル客獲得の為の喫茶コーナーの設置

2253 三重県 Ｗｉｎｅ＠憩 セルフ式サーバーと惣菜イートインスタイルで⾮対⾯式バルに転換

2254 三重県 VIET LOTUS EC通販事業拡⼤とオーガニック認証取得で広報媒体販売強化

2255 三重県 マルキ産業有限会社 5190002014909 オンライン相談システムの導⼊による中古住宅売買事業の強化

2256 三重県 ⽉乃舎 SNSに映える和菓⼦の情報発信！新規顧客開拓で店売りを増加！

2257 三重県 とも舎 HP，MEO対策でPR強化！売り込め「テイクアウト」売上回復

2258 三重県 有限会社KOZO BOXING FITNESS G 3190002018614 健康を願い「システム」導⼊。⾮対⾯受付と効率化を実現

2259 三重県 ⼋⾵農園 雅 ECサイト開設による⾮対⾯型営業と⽣産性向上による販路拡⼤

2260 三重県 タカラ整体 ⾃動物販＆問診システム導⼊による業務のオンライン化と販路拡⼤

2261 三重県 ⼤⿊ コロナの波に乗るテイクアウト＆移動販売開始及び電光看板設置

2262 三重県 ＫＥＩＩＣＨＩＲＯ ＥＧＡＭＩDES ホームページ開設による販路開拓と海外展開

2263 三重県 合同会社 ファーム橋本 6190003003380 B to B B to C ⽣産農家のおいしいお⽶直販サイト

2264 滋賀県 Ａｍｉ株式会社 4160001020878 ネットショップ開設をチラシで周知し販路開拓につなぐ事業

2265 滋賀県 株式会社カネキチ 6160001009837 「近江永源寺⽶」を全国の⾷卓へ！ネット販売による販路開拓事業

2266 滋賀県 ジュビランLe Cercleルセルクル サロン内の衛⽣管理・感染防⽌策を徹底し、受⼊態勢の整備事業

2267 滋賀県 近江化成⼯業株式会社 8160001009802 やわらか樹脂素材の熱成型加⼯屋になる

2268 滋賀県 株式会社アサイ 7160001006395 インターネットを活⽤した新たな営業形態への挑戦

2269 滋賀県 仲⾕建設 ⾃社の周知及びＶＲ導⼊によるお客様満⾜度向上計画

2270 滋賀県 Hair Design GLOSS 新事業セルフエステシステム導⼊で⾮対⾯サービスの開始

2271 滋賀県 キッチンバーポパイ 冷蔵庫設置による⾷材ストック、テイクアウト料理の提供数の増加

2272 滋賀県 アットホームエステＳＵＧＩＮＯ ホームページのリニューアルと広告／告知

2273 滋賀県 HINO BREWING株式会社 5160001020695 クラフトビールの量り売り販売導⼊による消費者への直接供給

2274 滋賀県 サンティール コロナと共存、テナント販売から注⽂販売の為の対応策

2275 滋賀県 焼⾁酒場あかね 当店の味を⾷卓へ！テイクアウト事業の開始

2276 滋賀県 株式会社A.I.R. 6160001015521 ⾮対⾯型モデルハウス営業システムの構築

2277 滋賀県 御菓⼦司 しろ平⽼舗 ネット販売強化による売上の拡⼤
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2278 滋賀県 WHITE FLAT 衛⽣⾯を徹底強化、⼦供連れでも安⼼に来店頂ける店作り

2279 滋賀県 ⼦育てスタジオPIECE ⽬指せV字回復！⾮対⾯型レッスン開講による販路開拓事業

2280 滋賀県 ヘアーサロンフジイ 新しい⽣活様式に対応した感染防⽌のための店舗改装

2281 滋賀県 株式会社 CAMEL 1160001004033 テイクアウトの拡充や宅配事業での販路拡⼤

2282 滋賀県 有限会社やまつね 8160002001931 接触機会の低減で安⼼して楽しめる“華やか⼣⾷”事業の開始

2283 滋賀県 万吾樓 スマホ対応型ＥＣサイトへのＨＰ刷新とＷｅｂ広告による販促事業

2284 滋賀県 ⼩⼭建築 オンラインでの受注を⽬指した販路開拓のための⾃社サイトの構築

2285 滋賀県 ⽥中酒店 オリジナルギフト商品に特化したホームページの作成とEC販売

2286 滋賀県 株式会社フロウライド 5160001018624 ライブチャット機能を備えたECサイトの開設。

2287 滋賀県 www.inc 飲⾷物のテイクアウト、及び雑貨類のオンライン販売の強化

2288 滋賀県 株式会社マルヨシ近江茶 6160001005332 映像を取り⼊れた海外向けホームページ作成による越境ＥＣの推進

2289 滋賀県 株式会社リバーズ 4160001017131 ３密を回避した、ロケーションフォトウエディングで売上拡⼤

2290 滋賀県 株式会社スリーケー 4160001010400 新型コロナウイルス不活化試験

2291 滋賀県 奥村燃料 ＬＰガス無線通信装置による⾃動検針システムの導⼊

2292 滋賀県 株式会社池⽥屋 5160001016215 本格炭⽕焼⿃からしめのご飯までテイクアウト強化事業

2293 滋賀県 株式会社レイクビー 7160001018688 対⾯に依存しない販路開拓に向けた新たなツールの制作

2294 滋賀県 有限会社⽯部農機 7160002004984 ⾮対⾯型サービス導⼊による⽔道事業部⾨の強化販促事業

2295 滋賀県 カラオケKOKO 換気と除菌で安⼼してカラオケを楽しめる空間づくり

2296 滋賀県 株式会社アリベ 3160001021175 講座のオンライン化とWEB等の広告による販路拡⼤

2297 滋賀県 株式会社共和製作所 3160001009872 個⼈向け商品開発とWEB 活⽤した⾮対⾯型ビジネスモデル導⼊

2298 滋賀県 BILLY VERY オンラインギャラリーの設置で、ブランド⼒をUPさせる事業

2299 滋賀県 あまつち⾃然農園 ⾃社ホームページによる効率的な販路開拓と売上アップ戦略

2300 滋賀県 ⻄村電気商会 ⽇本初！新しい⽣活スタイルにも対応できるドライブスルー⼯事店

2301 滋賀県 ますや ゆっくり料理を楽しんでいたける安⼼空間による販路開拓事業

2302 滋賀県 カットハウス スバル 接触機会の低減と強み強化による新規顧客獲得事業

2303 滋賀県 アワダデザイン事務所 試作品⼯程の内製化と⾮対⾯型打合せによるコロナ苦境対応事業

2304 滋賀県 Ｒｏｚ＆Ｍａｒｙ ネット販売により新規客層を拡げ売上アップを⽬指す！

2305 滋賀県 松井建設株式会社 6160001002230 店内の感染症対策とテイクアウト開始とそのＰＲによる顧客獲得

2306 滋賀県 ヒール ガーデン ＷＥＢを通じた⾮対⾯型ヨガセラピー事業への転換

2307 滋賀県 ⼀⼼ テイクアウト・デリバリーを充実させ売上の拡⼤を⽬指す！

2308 滋賀県 麺屋松⿓ 液晶型券売機導⼊によるオーダー会計の⾮対⾯化と販路開拓

2309 滋賀県 スカイオート ⼤型法⼈⾞両⾞検・整備強化事業

2310 滋賀県 有限会社 オフィスアズ 3160002008849 アマチュアレーサー向けに対して、⾞両制作ツールのネット販売
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2311 滋賀県 ブラッスリーエパターシュ コロナ禍でも安⼼安全に来店してもらうための空気清浄機導⼊

2312 滋賀県 滋賀⽶原センター 訪問理美容での新サービスの提供開始とオンライン講座開設

2313 滋賀県 macho hair 屋上テラス開設で新サービスとリラクゼーション空間の提供を⾏う

2314 滋賀県 mёnte 個別指導型オンラインレッスン開講による新規顧客開拓

2315 滋賀県 有限会社吉健建設 9160002009949 ⼯場内⼯事を新規で受注するために新機械を導⼊し販路開拓実⾏

2316 滋賀県 フォーラムせんだ施療院 分院新規開設で商圏を拡⼤！販路開拓と新規顧客獲得を狙う

2317 滋賀県 うを吉 新メニュー開発とテイクアウト販売強化で販路開拓を⾏う

2318 滋賀県 ⼀⼆三館 ⾃由空間 プライベートフォレスト提供事業

2319 滋賀県 有限会社シオン製作所 3160002006563 医療現場に貢献する取り組みから新販路開拓へつなげる

2320 滋賀県 有限会社 今津⾷⾁ 9160002011186 ＥＣ市場で新たな販路開拓

2321 滋賀県 株式会社 広⽥⼯務店 7160001018259 オンライン⾒学会開催のプロモーションと認知度アップの取組み

2322 滋賀県 にしむら 当社⾃慢の味をテイクアウト販売でお客様に提供する販路開拓

2323 滋賀県 ⼤衆割烹じん 少⼈数グループの複数受⼊強化

2324 滋賀県 AKAMIZU INSPIRES合同会社 6160003001156 プログラミング教育と教科指導の連携による単価増と新規⽣徒獲得

2325 滋賀県 DELI＆Café ⼀汁三菜 ECサイトの作成による⾮対⾯型サービス構築

2326 滋賀県 理容アップカット ⾃動シャンプー機導⼊による⽣産性の向上

2327 滋賀県 ⿂⽯ 天然鮮⿂専⾨店のデリバリー事業により新規顧客の獲得

2328 滋賀県 ボディショップ髙岡 ⾞検及び点検・修理サービスのPRによる新規顧客獲得事業

2329 滋賀県 株式会社KOHDEN 6160001016577 経営⽀援ツール「超ズボラ」システムの開発営業について

2330 滋賀県 北島酒造株式会社 4160001004856 極⽢⼝⽇本酒ベースの糖類無添加リキュール開発で新規の販路開拓

2331 滋賀県 へんないも屋 ⾃然派スィーツ業界初『へんな⼲し芋ステック』の開発

2332 滋賀県 楽旨庵えん 宴会需要減少の⻑期化に対する配⾷事業の販路拡⼤

2333 滋賀県 和バル ⽮乃屋 クリーンな店内でストレス解消&リラックス

2334 滋賀県 有限会社こだわり卵 5160002005836 ネット販売の構築で⾼級卵『⾄誠』の販売強化

2335 滋賀県 フランス菓⼦教室girasol 動画配信によるオンライン及び通信講座で⾮対⾯授業の開始

2336 滋賀県 エムエーピー 熱転写シートへのプリント&カット、スポーツ⾐類への転写加⼯

2337 滋賀県 株式会社B．T．I 8160001021451 ⾮対⾯型ビジネスによるコロナに影響を受けた集客回復事業

2338 滋賀県 有限会社あゆむ−くらし⼯房 5160002008979 ＥＣサイト新規設⽴による⾮対⾯ビジネスモデルによる販路開拓

2339 滋賀県 ＢＰクリエイト 撮影機器の新規修理業の開始による販路開拓

2340 滋賀県 株式会社アイクス 5160001020646 甲良町唯⼀たる不動産業社の挑戦！甲良町未来創造プロジェクト！

2341 滋賀県 Koti café テイクアウト事業の強化による販路拡⼤

2342 滋賀県 フクハラエフェクト オーダーメイド「内照式突出し看板」製造販売による新規販路開拓

2343 滋賀県 合同会社 美来⼯房 2160003001390 ⾞型プログラミング学習キットの開発による販路拡⼤



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

2344 滋賀県 能登川いろは精⾁店 滋賀ブランド近江⽜のネット販売業務

2345 滋賀県 澤⽥屋 WEB情報誌掲載による⾮対⾯型販売での販路拡⼤の取組み

2346 滋賀県 株式会社ねぎし 2160001006292 甲賀忍者と近江⽜を活かしたお店づくり

2347 滋賀県 株式会社徳志満 9160001006286 近江⽜を⾃宅で楽しめるプチ贅沢で販路拡⼤

2348 滋賀県 LACIQUE 研修、セミナー及び対⾯対話セッションのオンライン化

2349 滋賀県 明⼭陶業株式会社 9160001005610 信楽の窯元巡りを擬似体験するように、買い物を楽しむＥＣ事業

2350 滋賀県 ⼤衆波まち酒場 ウイルス感染防⽌に対応する店舗改装とテイクアウトの充実

2351 滋賀県 株式会社かわきた 8160001004844 新たな販路拡⼤に向けた着物を好きになるECサイトの開設

2352 滋賀県 Siii ongle ⾮対⾯型への転換を図れるHP作成と信頼度強化による販路開拓

2353 滋賀県 株式会社パワーコンプレックス 1160001021094 バイクツーリング客が⽴ち寄れる休憩場所提供による新規顧客獲得

2354 滋賀県 株式会社carmelcompany 9160001019148 ⾮接触ビジネス「ボート等予約サイト」の構築

2355 滋賀県 有限会社第⼀ツーリストビクトリー 9160002013513 ＷＥＢシステムを利⽤した航空券の⾮対⾯販売による販路開拓

2356 滋賀県 Mahari Design 着物ブランドのHP、Webshop構築で国内外新規顧客獲得

2357 滋賀県 割烹 吉泉 新商品開発と広報によるテイクアウト・宅配メニューの販路開拓

2358 滋賀県 株式会社 東洋商会 4160001011159 「地酒道具屋市場」を使った得意先維持と新規開拓で売上増加

2359 滋賀県 ヘアーメイクピカソ 認知度UP！の看板⼯事と、時代の流れに沿った集客に⽅針転換！

2360 滋賀県 臨湖 志満家 インターネットＨＰ作成による周知・販売・買取りの促進

2361 滋賀県 レストラン パーティーハウス コロナウイルスによる売上げ縮⼩打開のための新サービス

2362 滋賀県 ⾹貴丸 地元農産物を活⽤した新商品開発と新メニュー開発でＶ字回復戦略

2363 滋賀県 株式会社アデナック 9160001020213 従来顧客・ビジネスモデルから転換するためのWEBサイト設置

2364 滋賀県 Nダイニング株式会社 1160001019519 従業員とお客様の安全を第⼀に考えた事業再開プラン

2365 滋賀県 アレンズ ジャパン ジビエ商品乾燥機の導⼊による年間安定供給の実現

2366 滋賀県 らー麺 鉄⼭靠 新型コロナウイルスに対する売上減少防⽌策、店内感染リスク軽減

2367 滋賀県 株式会社 well-woods建築設計 4160001007413 安全安⼼のダイレクト確認申請で全国展開

2368 滋賀県 號ｔｅｔｕ 真空包装機とスチコンの導⼊で中⾷需要獲得！

2369 滋賀県 株式会社安⽥⼯務店 9160001017218 ＨＰにＶＲ⾒学が出来る⾮対⾯型ビジネスコンテンツの追加

2370 滋賀県 ⻑浜⾜⾝健康会 オンライン講座で⾮対⾯ビジネスへの転換

2371 滋賀県 こあき屋 ネットを通じた新規顧客獲得とオンラインセミナーからの顧客誘導

2372 滋賀県 有限会社 とも栄菓舗 6160002011412 卸売販売強化によるビジネスモデル転換戦略

2373 滋賀県 株式会社あなたの健康社 7180301019962 ターゲット別戦略による遠隔型ファスティング講座の販路開拓

2374 滋賀県 ALBA BODY CARE アフターコロナに対応したオンラインレッスン環境整備と販路開拓

2375 滋賀県 株式会社丸由 7160001008747 リモート監視システム開発によるテレワーク環境の整備

2376 滋賀県 株式会社ファンバウンド 1160001020253 国内販路開拓、及び施設の無⼈化



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

2377 滋賀県 株式会社トラプロジャパン 4160001020069 コロナ終息後に向けたビジネススタイルの転換

2378 滋賀県 株式会社チャレンジファーム 6160001020182 新たな販売⽅法で新規顧客獲得

2379 滋賀県 Café Parc ⾮対⾯化テイクアウト事業 おうちカフェで販路拡⼤のチャンス！

2380 滋賀県 ふじもと建築 ＨＰ構築よるオンライン事業の展開で安⼼安全なサービスの提供

2381 滋賀県 Violet ⽣菓⼦の配送販売対応による販路開拓事業

2382 滋賀県 スタジオ バリハリ クレープ・たいやき・かき氷・タピオカ・アイスクリーム販売

2383 滋賀県 株式会社ＯＶＯ 1160001018982 ＷＥＢを活⽤した、⾼齢者住宅マッチングシステムの構築

2384 滋賀県 株式会社メックソリューション 1160001016326 リモートによるコンサルティングの多様化と低コスト化の実現

2385 滋賀県 來⾳屋 コロナ対策による店内改装と⾮対⾯型販路開拓事業

2386 滋賀県 安⽥明⽞仏所 国内需要の停滞による海外販路開拓に向けての展⽰会出展

2387 滋賀県 株式会社インスタイル 7160001014175 動画を活⽤したネット通販での販路開拓

2388 滋賀県 幸⽣窯 HP作成による販路開拓＆売上UP！

2389 滋賀県 株式会社 ⾕寛窯 2160001005559 ＷＥＢを活⽤した⾮対⾯型ビジネスへ転換を図り販路開拓を⽬指す

2390 滋賀県 株式会社ウエルカムズ 5160001021917 ⾮対⾯型就活⽀援サービスのモデル構築

2391 滋賀県 Dongree 湖南市初の焙煎専⾨店『ﾛｰｶﾙ&ｵﾝﾗｲﾝ』による販路拡⼤

2392 滋賀県 炭⽕焼⾁ 曼陀 安⼼して来店できる店づくりと「おうちでも曼陀」の味を

2393 滋賀県 hair Roam Withコロナの対策で新規顧客の獲得を⽬指す

2394 滋賀県 ⿊⽥園 地元朝宮茶を世界ブランドに。⾒せる物から魅せるモノへ。

2395 滋賀県 睦庵 店舗販売のテイクアウトメニューやグッズのネット販売

2396 滋賀県 まるとく陶器 ホームページの再構築による⾮対⾯型販売の強化

2397 滋賀県 株式会社三徳 6160001007246 ⾃社ＥＣサイトの開設による⼀般消費者（ＢｔｏＣ）への販売強化

2398 滋賀県 ＲＵＤＤＥＲ グランピング・ＢＢＱ設備導⼊による新サービス提供事業

2399 滋賀県 株式会社ビーエスシー・インターナシ4160001002216 ⾃社商品のEC販売とウェブコンテンツの強化による新規顧客開拓

2400 滋賀県 清⾳ミュージック レコーディング・ＰＡ技術オンライン講座の開設で新規販路拡⼤

2401 滋賀県 きものアシスト 外出⾃粛ニーズに対応した安⼼安全な⾖腐製品の移動販売事業

2402 滋賀県 ⻑治庵 ⾮対⾯のトイレ・洗⾯所の設置で新規顧客獲得

2403 滋賀県 MUKKU interior&furniture ＥＣサイト インテリアショッピングで販路開拓

2404 滋賀県 ⼤⽯建築デザイン ⾮対⾯での集客を強化し、新たな需要を獲得

2405 滋賀県 伊⾹⾷品 ⾃社商品の全国販売をする為のECサイト制作と広報事業

2406 滋賀県 ベーシック株式会社 1116001003274 浄⽔器の越境ＥＣ販売と海外⽤商品ラインナップの構築

2407 滋賀県 ウェトラブ株式会社 8120001170153 模擬臓器の国内外の需要増に対応したホームページのリニューアル

2408 滋賀県 株式会社 江州アグリ 8160001020098 販売所の設置で新規顧客を獲得！

2409 滋賀県 松井⽇本蜜蜂養蜂園 ⽇本蜜蜂蜂蜜の新商品の開発等によるネット販売強化



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

2410 滋賀県 ⽔⼝センチュリーホテル株式会社 1160001005238 セルフチェックイン機導⼊によりチェックインを⾮対⾯型に変更

2411 滋賀県 株式会社中川⼯務店 9160001006906 ⾃社の製材所を再稼働してサプライチェーン毀損への対応

2412 滋賀県 有限会社 中藤新聞舗 5160002012808 最新型新聞包装機導⼊による⽣産性及び作業効率の向上

2413 滋賀県 株式会社ZOOM 1160001020542 内製化の推進による⾃社販売体制の新⽣と中国依存経営からの脱却

2414 滋賀県 有限会社 北和住宅 2160002009237 ＨＰリニューアル(⾮対⾯式ビジネスの構築)による販路拡⼤事業

2415 滋賀県 株式会社ヨシダ塗装 4160001019739 顧客要望の効率的かつ適格な把握による攻めの事業展開

2416 滋賀県 株式会社EELab 1160001019766 スタジオオンライン化による失客防⽌及び新規顧客獲得

2417 滋賀県 酒正株式会社 2160002008189 真空包装機導⼊とネット販売システム構築による販路開拓

2418 滋賀県 株式会社リヴァイズホームｉ 4160001021323 ⾼機能３次元建築ＣＡＤシステムを活⽤して⼼に響く住宅提案

2419 滋賀県 株式会社 キセ⽯材 3160001015805 ⾮対⾯営業強化で国産墓⽯＆ブランド墓⽯の売上UP

2420 滋賀県 丘峰喫茶店 厨房改修及びメニュー開発によるテイクアウト事業の構築

2421 滋賀県 株式会社セブンワンツリーズ 8160001016105 BtoB WEBサイトを活⽤した新たな営業チャンネルの確⽴

2422 滋賀県 ＴＡＯ ｂｙ ＳＥＮＳＥ 安全安⼼で⼼地よい店づくりによる顧客獲得事業

2423 滋賀県 Salon de Libur セルフハイフ導⼊による⾮対⾯型エステの実施

2424 滋賀県 丸越むらき ECサイト開設による⾮対⾯ビジネスの新規構築で新収益源を創出

2425 滋賀県 きなせや ⾃社ホームページ作成とネット販売による販路拡⼤

2426 滋賀県 JoinNext 新規出店から想定外の外注先営業休⽌に対応する商品内製化事業

2427 滋賀県 ノンブレスオブリージュ合同会社 7160003001997 ホームページ作成による⾮対⾯式ビジネスの販路拡⼤

2428 滋賀県 株式会社Alex cosmetic japan 6160001019332 “おうちエステ”事業展開による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

2429 滋賀県 有限会社 常松商店 1160002009709 百貨店と取引開始およびＥＣサイト開設による新規顧客開拓

2430 滋賀県 エースプロ株式会社 8160001022466 ECサイトを構築し、新たな販路を開拓

2431 滋賀県 関⻄オート株式会社 2160001000519 サプライチェーンの毀損に対応し、新たな需要を獲得

2432 滋賀県 株式会社LOOK 2160001022389 現⾞確認は⽬視からWEBの時代へ。⾮対⾯修理こそ今後の鍵

2433 滋賀県 おこのみ屋台 幸 地域唯⼀の「お好み焼き移動販売」で受け⼊れ店舗に訴求

2434 滋賀県 沢村ホーム株式会社 9160001000834 ⾮対⾯型商談の強化による売上及び業務効率向上

2435 滋賀県 株式会社にしよ 8160001001478 サプライチェーンの毀損に対応した鮮度を保つ厨房設備の導⼊計画

2436 滋賀県 株式会社⻄橋農園 7160001007914 いちごの⾃動販売所の整備による⾮対⾯型ビジネスモデルの構築

2437 滋賀県 株式会社 インプル 2160001018172 ホームページ開設による⾮対⾯型ビジネスモデルの確⽴

2438 滋賀県 株式会社 アーバンファミリー 3160001022256 ステイホームで物件検索

2439 滋賀県 介さん接⾻院 三密、接触の軽減対策による新型コロナ感染症予防

2440 京都府 株式会社たんと 1130001028605 新商材の販路開拓及び既存事業の拡⼤進化

2441 京都府 株式会社ナースハート 7130001056971 Webツールを活⽤したオンラインセミナー・研修の新規導⼊

2442 京都府 ⼭⼀興業株式会社 4130001036968 ⾃社ネット販売システムの構築による⾮対⾯営業モデルへの転換
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2443 京都府 グリーンハ〜モニー 規格外の苺を活⽤し開発した苺のお酢で事業を反転攻勢させる計画

2444 京都府 味彩 デリバリー事業と店内営業再開のための感染症設備投資

2445 京都府 京VIET いつでも⼼温まる故郷の味を輸⼊⾷品の安定供給のための仕⼊計画

2446 京都府 ⽥阪スポーツ 卓球ゲームシャツのレンタル事業

2447 京都府 ⾈屋の宿あうら ⾈屋1階をテイクアウト可能な飲⾷店に改装

2448 京都府 有限会社 紅椿 4130002032388 おウチにいてもキレイをお届け、ホームページ製作事業

2449 京都府 合同会社 DXB 6011803002218 メディカルサプリECサイト新設による新たな顧客獲得事業

2450 京都府 ライトロード規格 ビデオ会議の導⼊とホームページの改定及び展⽰会への参加

2451 京都府 いまい鍼灸院 オンラインによる商圏内新規顧客と商圏外顧客の集客促進

2452 京都府 株式会社 新和製作所 2130001039832 ＷＥＢマーケティングの構築によるＷＥＢ営業スタイルの確⽴

2453 京都府 株式会社つじせこ 9130001047119 集客能⼒を⾼めつつ接触機会を減らす設備の導⼊

2454 京都府 Chaines Couture オンライン講習会開催と精巧なミニチュア⾐装⼿作りキットの開発

2455 京都府 パライソクレープ ⾮対⾯での販路確保の為のHP作成

2456 京都府 オステリアルーチェ テイクアウトメニューにおける新規開拓及び販路拡⼤事業

2457 京都府 Hair Resort Lipe ⾮対⾯型オートネイルマシーン搭載のコロナ対策美容⾞の店内改装

2458 京都府 cococara cooking 30分7品！無添加発酵料理教室のオンラインサロン開設と販路拡

2459 京都府 株式会社⽇本超特急部品 4130001063681 ⾒積即応システムを備えたサイト構築による超特急品の受注獲得

2460 京都府 株式会社 上辻園 4130001037891 ECモール活⽤型の越境ECと海外向けSNSを利⽤した販路開

2461 京都府 焔 ＥＣサイト販売とキッチンカーデザイン変更による顧客獲得

2462 京都府 株式会社トキメキ投資教室 9130001065806 Web活⽤による販路開拓とサービス提供による⾮対⾯型への転換

2463 京都府 LatteArtJunkiesRoastingShop 販路拡⼤及びウェブショップ再構築事業

2464 京都府 ケーアイティートレーディング株式会4130001052569 ⾮対⾯営業アプローチとリモート商談活⽤で国内省エネ市場開拓

2465 京都府 株式会社リヴプラス 3130001053898 テイクアウト主体の業態へリニューアル再⽣事業

2466 京都府 SIGNs-TONK 広告商材に特化したＥＣサイト“サインキング”の運⽤

2467 京都府 丸由産業株式会社 7130001036908 襖の貼り合わせ機の乾燥⼒を⾼め、内製化を図る

2468 京都府 ㈱前広 4130001052940 新たなツール活⽤による販路開拓と成約まで繋げる強化事業

2469 京都府 メナードフェイシャルサロンaya. カムバック to サロン

2470 京都府 株式会社エッジループ 1130001064170 新たな販路開拓の為のWebサイト作製と業務効率化システム構築

2471 京都府 ⽔野佳那⼦ ⾃社製品開発、販促を⾏い新たな顧客層獲得、リピート率の向上

2472 京都府 株式会社おおかわ 2130001038685 HP開設と楽天市場への出店による新規顧客開拓事業

2473 京都府 ユニケム株式会社 3130001065571 川下製品（抗菌抗ウイルス性製品、防曇スプレー）の開発

2474 京都府 仲井電気⼯事商会 顧客や取引先との距離感を感じさせないリモートワーク化改装⼯事

2475 京都府 greentail 五感と⼼が喜ぶ！美味しいご飯と⽝ご飯の料理教室Web配信事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

2476 京都府 茶ノ実鶴園 コロナを超えて⽇本のお茶と⽂化を世界に届けるための拠点づくり

2477 京都府 株式会社 岡本ファーム 4130001057774 京地どりを活⽤した新商品開発による新規顧客開拓と経営体⼒向上

2478 京都府 VERY オンラインによる集客upおよび新規ビジネス⽴上げ

2479 京都府 株式会社ハナワリード 2130001059145 リフォーム業の内製化と販路開拓による事業拡⼤

2480 京都府 浪花FOODS テイクアウト商品の充実と拡⼤による新規売上獲得

2481 京都府 未知フォトグラフィ スタジオ内の「ささやかな結婚式」でウェディングフォト事業

2482 京都府 有限会社コーユー企画 3130002025517 電気機械ケーブルの独⾃検査体制で効率的な経営戦略プロジェクト

2483 京都府 おおた屋 ホームページ作製と販売システムの導⼊による販売促進

2484 京都府 上⽥ニットサプライ 7ゲージ編み機の導⼊による中間域の製品加⼯参⼊による販路開拓

2485 京都府 株式会社 髙⽥通泉園 5130001037916 HPリニューアルに伴い卸部⾨の宣伝機能強化及び通信販売強化

2486 京都府 株式会社⼀⾊テキスタイル 1130001040733 オンラインでのリアルタイム対⾯接客を実現した、新規販路開拓

2487 京都府 コスモ機器株式会社 8130001033821 真空・低温機器向け加⼯の外注から内製化シフトによる販路開拓

2488 京都府 Amour 若者向けコーディネート配信WEBセミナー事業

2489 京都府 株式会社アベル 9130001065120 Webサイトを⽤いた中古⾞仕⼊れの実現による新規顧客の獲得

2490 京都府 HITTITE ＥＣサイトの充実による販路拡⼤に向け⾃社作業スペース増設

2491 京都府 クオリア 「うるおいのお花ライフQualia」を世界中にGO!

2492 京都府 有限会社クレスト 4130002028725 眼からウロコ！今までにないヒンヤリマスク⾮対⾯販売

2493 京都府 株式会社 キリノ 2130001034874 こんな時だから、よりお客様を⼤切に安⼼安全な⽣活提案

2494 京都府 株式会社 京・美⼭ゆば ゆう⾖ 8130001046947 ゆば製品ギフト化・ネット販売開始による⾮接触型販売強化計画

2495 京都府 ボディーショップ・セキ 除菌と⾼い洗浄効果のある強アルカリ電解⽔を⽤いた新サービス

2496 京都府 株式会社fatマネジメント 6130001054076 新規事業のアウトドア・キャンピング事業の拡充と三密防⽌

2497 京都府 株式会社アルボ 2130001063394 全国展開を視野に⼊れたハイクオリティなホームページを新設

2498 京都府 有限会社マリナアールヴイ 9130002022995 移動のできる分離式商談ルームを利⽤した集客強化事業

2499 京都府 フロムデータ株式会社 8130001059057 オンライン契約への対応とネットプロモーションによる販促

2500 京都府 イタリアンレストラン＆ウェディング 本格パスタソースとスイーツのネット販売による売上拡⼤事業

2501 京都府 futbol loco（フットボールロコ） オンラインによる教材販売と選⼿・指導者へのサッカー塾の新設

2502 京都府 アライデンキ おうちのなんでも屋さんで、お困りごとを解決します！

2503 京都府 お茶の通販・京都おぶぶ茶苑合同会社5130003002645 最終消費者向けプロモーションと、多⾔語化対応による販路拡⼤

2504 京都府 レストラン ルスティク お家で楽しむ本格ディナー。ウェブ活⽤で潜在顧客を新規顧客に。

2505 京都府 株式会社伸輝開発 9130001030149 エンドユーザー向け外構⼯事の相談サイトの設⽴

2506 京都府 有限会社コテラ企画 2130002028652 新たな加⼯技術を付加価値とした新サービスによる販路開拓

2507 京都府 童仙房⼭荘 ⾮対⾯型オンライン講習導⼊と宿泊施設の新型コロナウイルス対策

2508 京都府 太⽥酒店 越境ECサイトの制作により新規顧客開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

2509 京都府 京⻄ 放置農地を利⽤した九条ネギの⽣産代⾏のお問合せシステムの構築

2510 京都府 ⼦供服TinyGang 付加価値名⼊れ事業と新規ステッカー事業の２本⽴て

2511 京都府 有限会社 義定刃物 3130002010320 京刃物『義定』のインターネット販売事業

2512 京都府 いそべ 通販や予約システムを完備したホームページ制作による顧客獲得

2513 京都府 LIFESTYLE COMPANY 品質の良さと作り⼿の思いを伝える、通年販売の「場」をつくる。

2514 京都府 早蕨⼭荘 ⾚政 通信販売商品及び仕出し商品の開発及び販路開拓事業

2515 京都府 インターナショナルメディカルセラ アロマグッズとアロマ⾹⽔オンライン販売

2516 京都府 株式会社すぎもと 4130001036761 Web相談会開設による、デジタル営業マンの構築

2517 京都府 原 楓⼦ オンラインでの⾮対⾯ヨガレッスンビジネス

2518 京都府 ハジメコーポレーション株式会社 3130001063591 HPの作成により新型コロナウイルスを乗り越える。

2519 京都府 ハーブキャンディ 500円ワンコインでちょっと贅沢な会員制プライベートサロン

2520 京都府 有限会社スタジオアイ 5130002025804 テレワーク写真セレクトシステムによる安⼼安全な社会の実現

2521 京都府 菓匠庵はちまん京都 インターネット販売強化による売り上げ拡⼤に伴う⽣産設備の導⼊

2522 京都府 株式会社OIKOS 5133001054622 PMSの本格導⼊による効率化と新たな顧客の開拓

2523 京都府 株式会社ミルクファームすぎやま 9130001052325 製造現場の衛⽣管理強化と新たな販路の確保に向けた商品開発

2524 京都府 有限会社ナチュラルネットワークス 1130002025477 ECサイトの強化及び新商品「美容だしスープ」の販路開拓事業

2525 京都府 株式会社システムクリエイト 1130001039651 お客様の⽣活を守るために地域密着のサービスをリモートワークで

2526 京都府 株式会社 AGRIST 5130001066287 当社のファンを増加！美味しいお⽶の魅⼒発信・販路開拓事業

2527 京都府 ３９ＬＡＢ ＤＥＮＴＡＬ ⻭科技⼯所専⽤スキャナーシステムを駆使したデジタル⻭科技⼯

2528 京都府 有限会社 和銅寛 7130002025408 ブランド認知と販売促進を⾏うためのホームページリニューアル

2529 京都府 合同会社 ロカポテ 8130003006437 農業エンターテイメント化とオンライン野菜直売所の開設計画

2530 京都府 時代堂 ガーメントプリンター導⼊による新商品制作販売

2531 ⼤阪府 株式会社かなた 9120101042929 ⼥性にやさしい店舗経営のお⼿伝い・サポート機能の強化

2532 ⼤阪府 三洋化成株式会社 1120101042770 ⾮対⾯による打ち合わせ・受注システムの構築

2533 ⼤阪府 tant-tant まちの⾼齢化にともなう宅配サービスとイベントの充実化

2534 ⼤阪府 株式会社azi-azi 3122001024450 EC ⾃社サイトの導⼊及び、宣伝、普及拡⼤

2535 ⼤阪府 HappySmileクッキング 料理レッスンのオンライン化で安定した教室運営

2536 ⼤阪府 ⽯窯PIZZA ANTHONY 移動販売の強化とECサイトを通じた販売でのビジネスの展開

2537 ⼤阪府 ジェイホークトレーディング株式会社1120101051020 あらゆるウイルス⾶沫防⽌ガード「ヒサシールド」

2538 ⼤阪府 株式会社ater 9120101057547 ソーシャルディスタンス確保と安全周知配信による潜在顧客獲得

2539 ⼤阪府 スタジオプラーチー インド舞踊オンライン講座とヨガ・瞑想オンラインクラス開講

2540 ⼤阪府 ＰＡＴＴＥＲＮ ＭＡＫＥＲ ＢＡＳＴ 通信販売でのセミオーダー受注⽣産販売

2541 ⼤阪府 有限会社ＮＥＷ ＴＹＰＥ 7120902013477 輸⼊壁紙のショールーム設置＋チャット付きHPによる⾮対⾯営業
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2542 ⼤阪府 ㈱クランズマネジメント 1120901039207 オンライン物件閲覧サービスの活⽤による業績のV字回復と拡⼤

2543 ⼤阪府 エムケーコンフォース ⾮対⾯型パーソナルトレーニングへの転換とHPの作成

2544 ⼤阪府 Mista BtoB販売からBtoC販売への転換

2545 ⼤阪府 株式会社イート＆リブ 8120101059387 お持ち帰り事業で地域の⾷を⽀える中華料理屋の⾮対⾯型事業計画

2546 ⼤阪府 横⽥⽔産 SNS等を活⽤した⼤阪湾で採れる旬の⿂や加⼯品の紹介販売事業

2547 ⼤阪府 須美ふぁーむ パネル冷蔵庫の導⼊による野菜の安定出荷の実現

2548 ⼤阪府 grigio e ao 市場動向から⾒る需要を的確に捕捉しテイクアウトに注⼒する事業

2549 ⼤阪府 ベルカンプ株式会社 4120901042133 オンラインでファニチャーロス発信事業

2550 ⼤阪府 灯和 オンライン化に向けたミニオフィス兼レンタルスタジオの設置

2551 ⼤阪府 ⾃家焙煎⼯房カフェlittleisland デザインによるブランド⼒のUPとEC事業参⼊

2552 ⼤阪府 ⼀本堂 四條畷駅前店 Web予約のシステム強化とエコバッグプレゼントで販路拡⼤作戦

2553 ⼤阪府 ぐーちょきぱんじゃ ECビジネスの拡⼤と若年層顧客の取り込み

2554 ⼤阪府 ANG 鉄板串焼きにおいて国産⽜⾁地鶏等の創作料理においての販路開拓

2555 ⼤阪府 株式会社 アイ・クラフト 2120101052109 ⾊付け⼈⼯⼤理⽯のダイレクトセール強化と受注プロセスの⾰新

2556 ⼤阪府 まつお鍼灸接⾻院 ⾃然素材を活かしたヘルスケア商品開発とＥＣ活⽤で新規顧客獲得

2557 ⼤阪府 庄⽥通信 セキュリテイ強化で質的向上デジタル化⽀援で⽣き甲斐創出の取組

2558 ⼤阪府 特定⾮営利活動法⼈フィルハーモニ 2120905004552 ITを活⽤したリモート演奏による参加型企画の実施と販路拡⼤

2559 ⼤阪府 蛍窯 ⼯房内に展⽰場開設（販売店舗）「Hotaru-gama」

2560 ⼤阪府 株式会社 TY-Govern 1120101060640 ⾮対⾯コミュニケーションや情報提供のオンライン構築

2561 ⼤阪府 スワーハ コロナ社会対応のテイクアウトとデリバリー業態の確⽴

2562 ⼤阪府 やきとり しば家 コロナ社会に対応！テイクアウトで⾮対⾯サービスをスタート！

2563 ⼤阪府 big-garden 顧客満⾜度向上とあらたな顧客を増やすことを⽬的とする

2564 ⼤阪府 北筋社会保険労務⼠事務所 ペーパーレスとクラウドサービスによる業務の共有化・効率化

2565 ⼤阪府 BIANCA ⾮対⾯事業確⽴の為のセルフエステ事業

2566 ⼤阪府 株式会社 インディゴ 9120901033573 ライブ配信ルームの設置で⾮対⾯型セミナーを実現し売上アップ

2567 ⼤阪府 アトリエＳＯＲＡ オンラインを活⽤した新しい教室運営による販促拡⼤

2568 ⼤阪府 神愛グループ株式会社 9120901014128 ⼈材確保のため感染対策⽤オンライン⾯接ブースの整備

2569 ⼤阪府 (有)岡⽥⼯芸社 7120902008428 ⾃社オリジナル商品（カラースクエア）の開発・販売

2570 ⼤阪府 東酒店 ⾃店開発商品のネット販売と新時代酒場のスタート！

2571 ⼤阪府 はなまる鍼灸整⾻院 地域密着の整⾻院が⾏う美容事業の広報活動とEC販売戦略

2572 ⼤阪府 COMIMA 温浴施設を活性化させるWEBセミナー事業の設⽴

2573 ⼤阪府 アトリエ渋⾕ ⾮対⾯サービスでコロナ対策万全！⼈⽣に寄り添う理容店づくり

2574 ⼤阪府 株式会社ＴＥＡＭ 7120101056765 スマートロックによる、⾮対⾯（留守宅）サービスの拡⼤
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2575 ⼤阪府 開屋本舗株式会社 3120101050482 ⼩さな⾷品加⼯場を起点とするゼロミッションの仕組みづくり事業

2576 ⼤阪府 鶏と創作お台所ＯＨＡＫＯ 新デリバリーシステムで⾃慢料理をそのまま真空包装して販路拡⼤

2577 ⼤阪府 株式会社オオシタ 7120901015573 ホームページ開設による⾮対⾯型販路の開拓

2578 ⼤阪府 Head Coach 家庭教師センター 家庭教師業のオンライン化による顧客確保

2579 ⼤阪府 株式会社 ⾶距離UP研究所 2120001228287 球を打たずにスイング向上、⾶ばしのプロがオンラインレッスン

2580 ⼤阪府 巧⾖館 認知拡⼤及び配達サービス販路拡⼤

2581 兵庫県 ⼭の駅 地域の特性を⽣かした駆除害獣の燻製⾷品の製造・販売の展開

2582 兵庫県 pon.room ⼼もお顔ももっと綺麗になるwithコロナ計画

2583 兵庫県 株式会社スカイウェイ 2140001056463 新事業による新型コロナウイルスからの経営危機脱出事業

2584 兵庫県 株式会社和顔家 2140001077518 キッチンカーを活⽤した新規顧客獲得事業

2585 兵庫県 株式会社新⽣⼯業所 5140001034961 脱下請け、⾃社サービスを追求するためのホームページ作成

2586 兵庫県 ⾷樂 螢 独⾃デリバリー事業と店舗新サービスの周知

2587 兵庫県 株式会社mapB 4140001108650 WEB会議、オンラインセミナー開催の為の会議室等防⾳化事業

2588 兵庫県 株式会社Beauty Stage 9140001057257 テイクアウト、デリバリー事業への独⾃参⼊

2589 兵庫県 株式会社セイブル 5140001000476 Eコマース市場の構築

2590 兵庫県 株式会社ライフクリエイター 4140001029203 ZOOMでのオンラインレッスンのプラットフォーム構築

2591 兵庫県 fleur お客様ご⾃⾝で施術可能なセルフハイフの提供

2592 兵庫県 M.I.Y. ⾃宅で受講ヨガ動画レッスン・オンラインフォローで充実度UP！

2593 兵庫県 浜坂新杵 ネットショップ開設！地産スイーツをお届け顧客獲得作戦

2594 兵庫県 ⻑寿堂株式会社 1140001113190 ⾮対⾯型ビジネスに対応するカタログ・ネット通販への取り組み

2595 兵庫県 苦楽園うお慶 兵庫県三⽥市（新販路構築）における産直⿂介通信販売

2596 兵庫県 株式会社テレマン楽器 7140001039083 管楽器販売サイトを⽴ち上げ⾮対⾯型販売⽅法を確⽴

2597 兵庫県 正井農園 安全で美味しいお⽶を追及した農家の元氣経営！

2598 兵庫県 Tʼs Consulting Project 株式会社 7140001042310 ＺＯＯＭを⽤いたオンラインコンサルティングによる新規顧客開拓

2599 兵庫県 株式会社ラ・グリュー 3140001110327 ＥＣサイト販売事業

2600 兵庫県 株式会社ホンダスマート⻄兵庫 6140001086523 チラシポスティングで太陽光パネル清掃の新サービスをPR

2601 兵庫県 咲々 テイクアウト専⾨店による新販路拡⼤計画

2602 兵庫県 株式会社かさや 7140001066318 通信販売事業強化に向けた新商品開発とコロナ対策の情報発信

2603 兵庫県 うちで整体院 オリジナル商材の開発とネットショップ開設

2604 兵庫県 有限会社三国屋 7140002046236 新たな経営基盤の構築による販路拡⼤計画

2605 兵庫県 セノヲ株式会社 4140001039053 アフターコロナ時代を⽣き抜く⾮対⾯販売⼒の強化

2606 兵庫県 株式会社ヒロオカ 2140001041267 ネットでの新規販路拡⼤と特殊⽴体メッシュを活⽤した新商品開発

2607 兵庫県 ORIGINAL 炭酸泉を使った⾼単価メニューの導⼊と商品販売の強化事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

2608 兵庫県 株式会社NTFコーポレーション 6140001046683 カフェ売上の拡⼤のため新しい⽣活様式に対応した店外売上の強化

2609 兵庫県 おはしダイニングShell ECサイト⽴ち上げとテイクアウト専⽤窓⼝設置に伴う販路拡⼤

2610 兵庫県 有限会社川本屋 2140002046736 レシポンシブデザインによる⾃社サイトの集客と通信販売の効率化

2611 兵庫県 株式会社⽵岡農園 9140001109900 サプライチェーン安定化を図る商談スペース設置及び農園PR事業

2612 兵庫県 株式会社S＆Yフード 5140001090377 お店の味を⾃宅で楽しめるテイクアウト・デリバリー広報事業

2613 兵庫県 株式会社KERAKERA 5120901036869 コロナ対策美容商材オンライン提供及び店舗衛⽣体制の向上計画

2614 兵庫県 有限会社丸松⻄上商店 4140002046445 ホームページ・インターネットを活⽤した商品販売の展開

2615 兵庫県 ヨガインストラクターMika ⾃宅にいながら⼼も体も健康に。在宅オンラインヨガで販路開拓。

2616 兵庫県 むらおか夢アグリ株式会社 1140001114775 「⽮⽥川みそ」ECショップ直売所整備による販路拡⼤とPR事業

2617 兵庫県 ＰＣ淡路株式会社 3140001112760 Google、Instagramを利⽤した⽣涯顧客価値の創出

2618 兵庫県 株式会社源平 5140001085360 淡路島の⾷材を活⽤した通販・持ち帰り専⽤冷凍商品の開発・販売

2619 兵庫県 カオリンダンサーズクラブ オンラインレッスンを取り⼊れたホームページ制作による事業転換

2620 兵庫県 フーケの館 情報発信と魅⼒的な店づくりによる販路開拓計画

2621 兵庫県 有限会社かとう電器 6140002046757 ⾮対⾯型コンサルティングセールスの確⽴による販路開拓計画

2622 兵庫県 株式会社タグチ 5140001093743 ５Ｇサービス普及を⾒据えた⾮対⾯型の⼩売ビジネスモデル構築

2623 兵庫県 有限会社藤本技⼯ 7140002053224 ⾮対⾯での商談も可能にするWEBサイトの全⾯リニューアル事業

2624 兵庫県 有限会社トッポ・ジージヨ 7140002033440 レストランメニューの通販とテイクアウトのＰＲ

2625 兵庫県 有限会社つばきの旅館 3140002046223 新規ECサイトの構築と⾃社サイトリニューアルによる利益の向上

2626 兵庫県 をり鶴 ⾮対⾯型販売の確⽴と魅⼒発信による販路開拓事業

2627 兵庫県 有限会社オリーブ 2140002055134 ⾮対⾯型『消毒液販売新事業』の近隣地域広範囲への宣伝

2628 兵庫県 株式会社事務機のサカモト 6140001055940 セミナールーム設置による販路拡⼤事業

2629 兵庫県 グスターレサッカースクール 全国の⼦供達を対象にするため⾮対⾯型ビジネスモデルの導⼊

2630 兵庫県 ふぁみぐりあ デリバリー、テイクアウト、配送（冷凍）サービスへの事業展開

2631 兵庫県 株式会社オサフネ 9140001067074 HPの作成並びに広報強化による認知度向上事業

2632 兵庫県 Pizza Groove 移転によるコロナ対策に適した店づくり事業

2633 兵庫県 活いき亭 デリバリー・テイクアウト強化から始める顧客サイクル確⽴計画

2634 兵庫県 ペンションフルーツジュース お⼦様連れファミリーを対象に安⼼・安全な販売とサービスの提供

2635 兵庫県 出⽯⽶穀有限会社 3140002046479 HP刷新およびネット販売サービスによる新規顧客獲得計画

2636 兵庫県 Yama-Dream株式会社 3140001077590 ⼩ロット多品種⽣産を活かしたクラフトビールの通販事業への参⼊

2637 兵庫県 株式会社RE・X 9140001056845 ペット⽤⿅⾁フードの販売促進

2638 兵庫県 株式会社クリーニング・センターお 2140001066330 既存サービスのネット販売経路開拓と新規開設

2639 兵庫県 ⾹寺紙業 ケータリングトレーラーによる地域顧客への飲⾷の継続的供給

2640 兵庫県 吉⽥⽊材株式会社 5140001036834 新たな住宅需要を掘り起こす販売促進（ブランディング）事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

2641 兵庫県 合同会社T&Lコミュニケーションズ 4140003008650 ⽇本製ファッション商品の中国販路開拓

2642 兵庫県 株式会社カネリョウ商店 5140001056337 新ＥＣサイトの活⽤で産地から直接消費者への販売を強化する

2643 兵庫県 株式会社NEXUS 2140001103348 遺品整理、不⽤品引取買取対応、⾮対⾯型WEB⾒積・接客事業

2644 兵庫県 ilou 感染症対策のできる店舗改装とウェブシステム構築と商品開発。

2645 兵庫県 ささき鍼灸整⾻院 TRM配信によるグループ＆パーソナルトレーニングの拡⼤事業

2646 兵庫県 アマテラスカフェ 新スタイル！⾃転⾞のドライブスルー「チャリスルー」カフェ

2647 兵庫県 しそうの森の贈物 グリーンキーパー 強みを⽣かしたBtoC強化による新型コロナ対策販売事業

2648 兵庫県 画流有限会社 7140002046673 ネットショップあるまま物流拠点整備事業

2649 兵庫県 但⾺東洋珈琲株式会社 7140001056269 ⾃社ＨＰとＥＣ設置及びＥＣモール活⽤による新規開拓事業

2650 兵庫県 株式会社フォレスト 1140001067098 ⾮対⾯型の営業⽅法の構築と、顧客⽀援強化の取組み

2651 兵庫県 株式会社ODAT 3140001115631 「塩おでん」の⾮対⾯型ビジネスモデル構築による新しい販路開拓

2652 兵庫県 株式会社芦屋荘 5140001110556 松葉ガニ料理のテイクアウトと通販サービスの展開

2653 兵庫県 有限会社くろしお 9140002046382 くろしお⼤将のレシピによる通販事業の促進

2654 兵庫県 株式会社宙の森 2140001108900 ⾃然プログラム商品開発及び設備改善によるイメージアップ事業

2655 兵庫県 株式会社innochi 3140001111374 機器のオンライン化による眼鏡ネット販売システムの構築

2656 兵庫県 有限会社くろすけ 2140002053022 タッチパネル導⼊により接触機会の削減及び利益向上計画

2657 兵庫県 料理旅館 ⼤平⼭荘 ＨＰリニューアル、名物料理のお取り寄せ販売促進強化事業

2658 兵庫県 本上崇司法書⼠法⼈ 2140005024301 ㏋改修で対話を⾮対⾯化 広告出稿・動画作成で販路拡⼤

2659 兵庫県 合同会社森中労働衛⽣コンサルタン 4140003006084 WEB会議とe-ラーニングによる⾮接触型教育への取り組み

2660 兵庫県 ちどり写真館 アンティークスタジオ＆WEB受注システムで、コロナに勝つ！！

2661 兵庫県 パティスリーエトネ ホームページの開設およびネット販売による販路拡⼤

2662 兵庫県 ふくカフェ 屋外飲⾷設備の整備とテイクアウト専⾨窓⼝の設置

2663 兵庫県 One Peace Japan オンラインによる販売ノウハウ動画コンテンツ販売

2664 兵庫県 ディグダグズ株式会社 7290801021738 多⾔語サイト構築による販路開拓

2665 兵庫県 ＨＡＲＵＮ ⾮対⾯型ビジネスの構築による販路拡⼤及び売上増加計画

2666 兵庫県 勢賀の郷 ⾮対⾯事業への取組〜市川町ふるさと納税返礼品開発事業計画〜

2667 兵庫県 ⼆位⼯業 製品安定供給に向けた⾃社の⽣産体制構築による販路拡⼤事業

2668 兵庫県 Connect Smile ⾃社による強⼒アルカリ電解⽔の⽣成及び販売

2669 兵庫県 株式会社THE HERBS 4140001000312 化粧品の⾮対⾯型販売に向けたDtoCマーケティングの販路構築

2670 兵庫県 炭焼地鶏しずく テイクアウトメニューを開発して広告を⾏い新規顧客を獲得する

2671 兵庫県 ⾷彩酒房 花林 ⾮対⾯型システムの導⼊と新商品開発による販路拡⼤事業

2672 兵庫県 ⾓⾕製菓株式会社 5140001055859 製造⼯場併設した遊休施設を活⽤した⼯場直売店舗の新設

2673 兵庫県 有限会社畑中義和商店 3140002062071 ギフト専⽤ネットショップとSNS広告による⾮接触販売体制強化
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2674 兵庫県 株式会社森⼝製あん 7140001039604 健康スイーツのオンライン販売促進事業

2675 兵庫県 株式会社⾼⾕⼯務店 7140001115058 オリジナル家具の販路拡⼤と⾃社PR活動

2676 兵庫県 東伸樹脂 事業周知活動と⾮対⾯取引による売上向上計画

2677 兵庫県 株式会社但⾺の郷 3140001056413 ネットショップの刷新とキャッシュレス導⼊による売上向上計画

2678 兵庫県 津⽥宇⽔産株式会社 5140001067334 ⾃社⽔産物を⽤いた冷凍総菜の開発と販路開拓

2679 兵庫県 輝⼭ セルフオーダーシステムとスマレジ導⼊による⾮対⾯型ビジネス

2680 兵庫県 神⼾新聞沼⽥新聞舗 ＨＰでの周知と⾮対⾯ビジネスモデルによる販路拡⼤事業

2681 兵庫県 株式会社オキフーズ 2140001085561 コロナに負けない！⾮接触型店舗への転⾝！

2682 兵庫県 光貴テック株式会社 2140001077542 オンライン授業の導⼊と拡販のためのシステム拡充

2683 兵庫県 輝商事 対⾯式の販売⽅法からの脱却！いつでも兵庫を⾷べつくす！

2684 兵庫県 株式会社ライズアンドカンパニー 7140001098435 ECサイトを利⽤した⾞両及び部品販売による売上向上

2685 兵庫県 D.DREAMS合同会社 6140003008830 酵素ドリンク及び⾃宅酵素浴商品のネット販売事業

2686 兵庫県 Push on 販路拡⼤のためのデリバリーサービス事業

2687 兵庫県 ⾹すみ堂株式会社 3140001113734 地元⽔産資源を活かした加⼯⾷品の通信販売システムの構築

2688 兵庫県 ⺠宿 ⼣庵 ECサイト構築及びHP・パンフレットの改修を⾏い新規顧客集客

2689 兵庫県 株式会社いづみ丸 6140001086242 名物「焼きあなご」等の真空パック開発・販売による新規顧客開拓

2690 兵庫県 旬菜KITCHEN BanSai お弁当のデリバリー強化による新規顧客の獲得

2691 兵庫県 株式会社ダルシャン 7140001042021 ⾮対⾯型ビジネスモデルによる新しい販路開拓

2692 兵庫県 ピスタチオプロジェクト 新しいデリバリー！キッチンカーで出来⽴てお届けサービス

2693 兵庫県 株式会社國府 8140001032327 お家でも⾷べられる！芦屋の焼⾁花菜⾃慢のおいしいお⾁

2694 兵庫県 emigration株式会社 7010901036457 ⾼級⾷パン専⾨店あずき

2695 兵庫県 花咲 ホームページの活⽤とテイクアウト販売強化の為の設備導⼊

2696 兵庫県 しらはた農園ＭＯＴＯ ＨＰ・ショッピングサイトを活⽤した新しい販路開拓の取り組み

2697 兵庫県 草地家 宿でのんびり過ごす⾮対⾯型宿泊施設の環境整備事業

2698 兵庫県 株式会社仙霊 1140001109767 新製品開発のために焙煎機導⼊による販路開拓事業

2699 兵庫県 株式会社佑宜 2140001034163 ⾮対⾯型授業の環境整備による緊急時の安定した授業の実施

2700 兵庫県 ビジネス⼼理コンサルティング株式会6140001088494 ホームページの改訂によるオンライン対応可能のPR

2701 兵庫県 株式会社ヤマイ 8140001075152 直営ECサイト⽴ち上げによるＢｔｏＣ販路拡⼤計画

2702 兵庫県 株式会社剛建 4140001107421 コロナウイルスによる減益を打破するためのサイトリニューアル

2703 兵庫県 株式会社マルテツテクニカルサービス7140001041626 売上向上を⽬指したリモートワーク環境構築サービスの展開

2704 兵庫県 ゆとり整⾻院 リラクゼーション導⼊整備＆オンライン指導着⼿事業

2705 兵庫県 メイクセラピーshin.shin ⾮対⾯型オンライン講座を利⽤してネットを通じた新規顧客獲得

2706 兵庫県 有限会社 サンスコラ 8140002023465 「英語学習⽅法徹底習得オンライン講座」の企画と販売
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2707 兵庫県 ナナイロキモノｂｙ松浦呉服店 ECサイトと実店舗のシナジー効果でコロナに負けない店づくり

2708 兵庫県 藤井商事株式会社 5140001085930 デジタルツールを駆使させ、WITHコロナ時代への変⾰と挑戦！

2709 兵庫県 鉄板ダイニング 楽空 安⼼でゆったりくつろげる個室アピール！顧客プレイバック作戦

2710 兵庫県 活⿂割烹 紅 家庭でも簡単に⾷べられる淡路島の絶品⿂の販路拡⼤事業

2711 兵庫県 miroir blanc株式会社 7140001097214 国内ブランド雑貨のEC販売による新規顧客獲得

2712 兵庫県 ⼭陽盃酒造株式会社 8140001039025 清酒製造⼯程の刷新とECサイト構築による新たな販路展開事業

2713 兵庫県 髙坂鶏農園 髙坂鶏の⼤量かつ⻑期保存で、販路拡⼤を実現する

2714 兵庫県 第⼋戎丸 ＨＰを新設してネット販売を開始し、売り上げアップを⽬指す事業

2715 兵庫県 有限会社 都冷蔵 6140002690640 淡路島ソテーオニオン ラインナップ ネット活⽤・営業戦略！

2716 兵庫県 株式会社 伊東健業 9140001105379 無⼈体温管理で⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換を進める事業

2717 兵庫県 有限会社中野醸造 9140002039139 既存商品を守りつつ特産品の⾵味を活かす新製法による新商品開発

2718 兵庫県 株式会社ユーウィン 5140001104938 宿泊施設の⾮対⾯化推進により、他施設との差別化を図る。

2719 兵庫県 AWAJI藍LAND project ⽇々に寄り添う藍染ホームブランドの⽴ち上げとWEB販売の強化

2720 兵庫県 株式会社吹き戻しの⾥ 3140001085288 懐かしい玩具「吹き戻し」のWeb活⽤による情報提供と販路拡⼤

2721 兵庫県 comecome からだにやさしいお弁当のテイクアウトデリバリーへの販路開拓

2722 兵庫県 株式会社⼤孝 3140001107851 オンライン販売と販促活動による収益確保事業

2723 兵庫県 株式会社ヴェネックス 5140001093529 耐震補強分野の内製化によるコロナ対策と販路開拓事業

2724 兵庫県 有限会社ユキタケ印刷 8140002037861 独⽴起業応援事業

2725 兵庫県 Innocent nail 事業拡⼤のために新たな営業スタイルへの移⾏

2726 兵庫県 株式会社エトフ 1140001105353 ホームページの活⽤リモートビジネスの体制構築事業

2727 兵庫県 ⼤原モータース 整備⼠の職⼈技の情報発信ホームページ開設による販路開拓事業

2728 兵庫県 けやき台整⾻院・PADMA オンラインによる個別相談・指導

2729 兵庫県 ⽩井接⾻院 パワープレート導⼊による患者様との接触減少及びその広告戦略

2730 兵庫県 萬 製麺機導⼊による⾃家製麺開発事業

2731 兵庫県 BEACH HOUSE 海岸物語 南国のイメージで３密を回避する新たなビジネススタイルを展開！

2732 兵庫県 ⾷堂カフェ VIORIN ドライブスルースタイルによるテイクアウト事業の取組

2733 兵庫県 なかで農場合同会社 1140003012639 丹波発オリジナル⾼品質⾷材を全国に！⾮対⾯型ビジネスモデル

2734 兵庫県 ⻄淡まちつくり株式会社 9140001085638 テレワーク体制の構築とネットショップの開設による店舗強化

2735 兵庫県 訪問鍼灸院まんまる堂 販路拡⼤及びオンライン完結型ビジネスモデルへの移⾏

2736 兵庫県 合同会社Red Beans 2330003006967 オンラインによるセミナー事業とECサイト開設による物販事業

2737 兵庫県 ボディ＆フットケアサロン リフージ 美脚＆ダイエットプログラムとスクールのオンライン化構築

2738 兵庫県 合同会社稲妻家 1120903002501 体に良い無農薬⽞⽶を使⽤したギフトと⾷⽂化を守るお⽶販売事業

2739 兵庫県 隆盛堂製菓株式会社 7140001046922 ホームページを活⽤した⾮対⾯販売による思い出の味お届け事業
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2740 兵庫県 荻⽥登記測量事務所 安⼼・安全な相談窓⼝の開設による新規顧客獲得とテレワーク推進

2741 兵庫県 料理⺠宿 ⻑尾屋 3密リスクを軽減・宿泊に専⽤⾷事処セットで安⼼空間の提供

2742 兵庫県 菓⼦⼯房 菓のん EC事業への参⼊と店頭販売⽤氷菓⼦の開発による収益向上計画

2743 兵庫県 株式会社ヨミテック 3140001040474 コロナ感染下における⾮対⾯販売への収益確保事業

2744 兵庫県 FotofiL ３密回避！お庭で撮る写真館の新しいカタチ。

2745 兵庫県 ⽕の果ぐらす ネットでガラス⼯芸体験

2746 兵庫県 CRAFT． 従来の全国対応型から新たな全国対応型への進化

2747 兵庫県 酵素バス＆カフェ もでれぇしょん 整体・ヨガの⾮対⾯対応へ向けた取り組み

2748 兵庫県 有限会社川下⽯材店 7140002000275 コロナ感染症拡⼤防⽌のための⾃社ホームページリニューアル

2749 兵庫県 おこのみ焼 ごんべえ オンラインで予約を受付、テイクアウトや配達での営業を再開

2750 兵庫県 五⾊浜ドライブイン 淡路島名勝「五⾊浜」を⽬前に、新たな取組で⽬指せ元気発信店！

2751 兵庫県 Bar＆DinnerTres テイクアウトと密を避ける空間づくりによる販路開拓事業

2752 兵庫県 株式会社ホライズンゴー 7140001092297 オンラインによる営業・商談のための防⾳化設備投資事業

2753 兵庫県 光⼭登記測量事務所 HP（スマートフォン対応）を介した、オンライン法律相談を実施

2754 兵庫県 アトリエクロエ ＥＣサイトによる新しい販売⽅式

2755 兵庫県 KOMOREBI 動画配信による「簡易⽪⾰キット」販売及び作業効率事業

2756 兵庫県 有限会社洋 4140002046750 豪州発ナチュラルソープの国内代理店展開及び、直販サイトの運営

2757 兵庫県 スポーツステイ淡路島 コロナ終息後の売上V字回復に向けたPRツールの拡充

2758 兵庫県 Ktwofive株式会社 6140001105456 密を避ける店舗改装とテイクアウト・デリバリーサイト事業

2759 兵庫県 株式会社和⽥⼭⾃動⾞教習所 7140001046930 感染予防ガイドラインに対応する教習所づくりと⼤型⾞教習の販促

2760 兵庫県 株式会社野元メンテナンスサービス 2140001032935 地域に根差した⾮対⾯型販売と、持ち帰り商品の販売促進事業

2761 兵庫県 株式会社オルソダイニング 1120001189134 ⽣⾁販売とそれに伴うデリバリー＆ケータリング事業

2762 兵庫県 株式会社⼀ 8140001116096 ⾮対⾯型で⾏うセミオーダーフードのインターネット販売の構築

2763 兵庫県 みつわ旅館 新たなサービス提供⽅法の確⽴による販路開拓計画

2764 兵庫県 株式会社百果園 1140001056893 新たなサービス提供⽅法の確⽴による販路開拓計画

2765 兵庫県 GATEAUX KOBAYASHI ホームページ開設による⾮対⾯販売での売上向上計画

2766 兵庫県 みちかけ葡萄酒店 ECサイト制作・販促活動による商圏拡⼤事業

2767 兵庫県 le cocotier. ⾃社サイトを制作し、新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

2768 兵庫県 株式会社由良⼯務店 7140001041378 バーチャル展⽰場開設等による⾮対⾯型ビジネスモデルの構築

2769 兵庫県 株式会社OFFICE KAJIYANO 5140001116743 オンライン相談によるブランディング⽀援窓⼝の構築

2770 兵庫県 Kuwa Monpe 薪窯焼きピザをご家庭に！テイクアウトとネット通販で販路拡⼤

2771 兵庫県 和泉侃 淡路島産天然⾹料を使った持続可能な商品開発とストアラボの設⽴

2772 兵庫県 ベーカリーカフェ サンポッポ パンのデリバリー事業導⼊で地域に密着
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2773 兵庫県 幸せの⽊合同会社 1140003014742 オンラインで⾃分に合ったサービスを購⼊できる販売⽅法の拡充

2774 兵庫県 有限会社藤本⼯務店 8140002000737 ⾮対⾯での新規開拓営業の促進

2775 兵庫県 Kiwi English School SANDA/Salon ⾮対⾯・⾮接触サービスの導⼊による経営安定化事業

2776 奈良県 キャナリープランニング合同会社 8150003000504 ⾃宅で出来るゴルフとゴルフピラティスのリモートレッスンを開発

2777 奈良県 さわやか市 冷蔵⾞導⼊による商品の品質を保持した宅配強化と販路拡⼤事業

2778 奈良県 株式会社個別指導塾同⽴有志会 6150003000976 学習⽀援教材の新規販路開拓及び業務のオンライン化

2779 奈良県 TSG合同会社 9150003001690 ⾮対⾯でも「顔を⾒合わせてお付き合いができる」駐⾞場管理

2780 奈良県 有限会社パルファン 6150002005183 HPの更新・ネット販売システムの導⼊による集客事業

2781 奈良県 しんや寿し テイクアウト及びデリバリー開始による販路開拓事業

2782 奈良県 市番屋 既存店舗改装で認知度アップ！コロナに打勝つラッピング⾞

2783 奈良県 ⼭本造園⼟⽊ ネット決済と宅配ボックスによる薪の⾮対⾯型販売の実現

2784 奈良県 有限会社 吉川住研 9150002005346 ⾃社サイトでのＶＲ内覧会の実施とオンライン窓⼝体制の導⼊事業

2785 奈良県 徳壽菴 ＥＣサイトの新設と商品カタログ作成による新規顧客獲得事業

2786 奈良県 北嶋製靴⼯業所 インターネット販売を売上の柱へと拡⼤させるための情報発信事業

2787 奈良県 健康ステーションNARA コロナ休会、退会「フィットネス難⺠」への新規顧客確保販促

2788 奈良県 エンパイヤシューズ ⾃社ブランドの新商品開発とインターネット販売強化事業

2789 奈良県 コーヒーと洋⾷ ⾓砂糖 キッチンカー導⼊による新規顧客の獲得事業

2790 奈良県 K COFFEE 設備導⼊によるテイクアウトの強化とネット通販の拡充事業

2791 奈良県 菓⼦⼯房Haru 新たなテイクアウトメニューの開発とネット予約販売の開始

2792 奈良県 株式会社⼤⼀電化社 3150001006581 家庭向け販売強化と新修理⾒積書の開発

2793 奈良県 ⽅有株式会社 8150001008565 ボールねじ修理に関する作業効率化による販路拡⼤事業

2794 奈良県 割烹ほりかわ おうちごはん・オンライン飲み会ニーズに対応した宅配事業

2795 奈良県 ⼭本松産業株式会社 5150001006778 オリジナル商品の開発とネットショップを通じた新規販路展開

2796 奈良県 オフィス上⽥ ワインサーバー導⼊と本格イタリアンのテイクアウト事業

2797 奈良県 株式会社少名⼦ 5150001006539 PC導⼊によるテレワークの実現と顧客への新提案⽅法の確⽴

2798 奈良県 脇坂⼿袋製作所 ウェブサイトに併設した⾃前のECサイトによる⼯場直送サービス

2799 奈良県 ⼭崎商店 衛⽣⾯に優れた商品の供給を継続するための逆ピロー包装機の導⼊

2800 奈良県 有限会社澤井紙器製作所 2150002005708 箔押し機導⼊によるワンランク上の箱を内製化

2801 奈良県 ヘアースペースアローズ ⾮対⾯予約で「あなただけのヘアーカット時間を」ネット予約構築

2802 奈良県 安兵衛 ドライブスルーで居酒屋メニューをテイクアウト

2803 奈良県 美光商事株式会社 9150001021708 訪問営業を脱却しECサイト構築で新たな販売ルートを開拓

2804 奈良県 家印 地域密着型ライブ配信で地元奈良を元気に！

2805 奈良県 株式会社しろくま堂 8150001017392 ⿓装束の制作過程において内製化による部材調達と増産体制の構築
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2806 奈良県 Bar TEMOTO テイクアウト商品開発と⾃前ECサイトの構築並びに店内環境美化

2807 奈良県 スリーウッド 新型タイヤ空気圧警報器の開発と全国展開に向けた販路開拓事業

2808 奈良県 株式会社R&T 4150001023452 コロナニマケルナ！『最強スクラム』そうめん流しとテイクアウト

2809 奈良県 ⽂殊房 “観光的要素”を取り⼊れたＥＣショップによる販路開拓事業

2810 奈良県 Return ⾃宅にある中古ブランド商品の買取販売強化事業

2811 奈良県 株式会社つむぐ不動産 2150001019007 新事業の⽴ち上げとHPを活⽤した⾮対⾯型の情報発信事業

2812 奈良県 かと。リエ オリジナル性を求める顧客に展開するウェアプリント事業

2813 奈良県 OdaMaki農園 無⼈販売機導⼊による⾮対⾯型販売で売り上げアップ計画

2814 奈良県 I Studio サウスポー向け⾃社ブランドの商品開発及びブランディング事業

2815 奈良県 やまぐち精⾁店 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

2816 奈良県 株式会社スポーツシティアラキ 4150001018824 HP作成による新施設及び⾃社ブランドのPR事業

2817 奈良県 株式会社マネジメント・リソース 6150001010093 企業のお悩みを解決するサポート事業「E-サポ」

2818 奈良県 やまと薬膳 オンラインによる料理教室、テレワークによるサロン等の重点拡充

2819 奈良県 株式会社アレルギーヘルスケア 4120001121234 新商品レトルト⾷品の開発とDMを使った⾮対⾯型販売促進事業

2820 奈良県 有限会社岩⾕容器 1150002006764 季節限定商品を桐箱⾵紙箱で！セミオーダーショップサイトの構築

2821 奈良県 古味⾦物店 建築場⾯の技術向上を⽬指せ！移動販売⾞活⽤プラスワン提案事業

2822 奈良県 さきやま観光株式会社 3150001015483 新たなセットプランの提供と情報化への対応

2823 奈良県 カフェレスト パームス ホームページによるテイクアウトメニューの提案で新規顧客の獲得

2824 奈良県 株式会社堀内果実園 3150001018429 ネット販売⽤完熟果実加⼯新商品開発と販売⽤専⽤ECサイト構築

2825 奈良県 株式会社柳澤果樹園 8150001019604 最新技術を使ったプロモーションビデオで効率の良い集客

2826 奈良県 株式会社ゆば平 5150001015663 ネット販売・店舗販売での新規顧客の獲得

2827 奈良県 ⼤和本陣 ⼤和本陣の味を店外へ！店と⼈と町の繋がりを強固する事業

2828 奈良県 たこぼうず 地域に根差した粉もん屋のデリバリー強化事業

2829 奈良県 有限会社 エヌアールマジック 5150002010003 直販ＥＣ事業への転換による国内の新規顧客発掘と海外販路開拓

2830 奈良県 朗紀本舗 どっこい通販サイトでこの苦境を乗り越えろ！

2831 奈良県 有限会社リテールマーケティング 3150002009724 商品開発と集客仕組化のコンテンツビジネスと６次化商品EC構築

2832 奈良県 株式会社 和 8150001016618 ネット認証とプレゼンソフトを使ってテレワークと提案推進

2833 奈良県 ⾷の歓び株式会社 1150001022606 カフェメニューのテイクアウト販売拡充とWEB販売店舗の構築

2834 奈良県 うし源本店 家庭で楽しめるレストランの味 通販商品化による販売戦略

2835 奈良県 植平⼯業株式会社 8150001009712 ⾦型研削機導⼊で加⼯技術習得とコスト削減による販売促進事業

2836 奈良県 株式会社ハブアウトドアーズ 4150001010244 ⾞中泊キャンパー向け屋外電源供給による集客／売上アップ

2837 奈良県 料理旅館 今阪屋 新型コロナに勝つ！安⼼・安全の⾮接触型接客の導⼊

2838 奈良県 U-style 商品仕⼊れの強靭化を図るためのシステム開発による販路開拓
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2839 奈良県 餃⼦の侘助 ＷＥＢサイトを活⽤した⾮対⾯式販売⼿段の整備と新商品開発

2840 奈良県 ⼤衆酒場 中庭 居酒屋が作るこだわり弁当宅配事業

2841 奈良県 中井総合会計事務所 ウィズコロナにおける会計事務所の新ビジネスモデルの構築

2842 奈良県 Ahorita（アオリッタ） ウイズコロナに負けない⽣活スタイルの商品開発と販路開拓事業

2843 奈良県 株式会社筒井電気 1150001017936 ⾮対⼈型システム 3DCADを駆使した遠隔商談・ミーティング

2844 奈良県 株式会社久保組 4150001020318 コロナに負けない体制づくりと販路開拓

2845 奈良県 上古代⼯芸社 ネット販売商品の制作の為の機械導⼊と接客・商談スペースの設置

2846 奈良県 旬⿂菜 㐂⼀ スーパー等の少ない地域のお⺟さんへキッチンカーで応援

2847 奈良県 たぬｐｈｏｎｅ ⾮対⾯式の仕組みを導⼊し、サービスを強化し新規顧客拡⼤

2848 奈良県 森⽥総合法務事務所 オンラインを使った⾮対⾯型の相続・終活相談の仕組みの構築

2849 奈良県 Salon de patypo アラフォーからのたしなみ！介護脱⽑で終わりなき美への追及へ！

2850 奈良県 株式会社 夢叶處 6150001021660 オンライン講座導⼊とテレワークを推進するワークスペースの整備

2851 奈良県 株式会社Ｊ−ｒｏｏｔｓ 9150001018951 IT等を活⽤した⾮対⾯接客及び飲⾷サービス強化による顧客獲得

2852 奈良県 ⽊⾕ワイン VRによる⾃宅で臨場感のある畑⾒学と天然酵⺟ワインの⾼品質化

2853 奈良県 ねこカフェ ふくにゃん 動物愛護法順守のECサイト構築でブリーダー直販事業をスタート

2854 奈良県 武⽥塾五位堂校 ⼤和⼋⽊校 オンライン個別指導とその広告

2855 奈良県 有限会社サトミセルヴィス 3120902018513 ⾮対⾯型事業転換による地域の⼈々に寄り添うカウンセリング事業

2856 奈良県 株式会社サカガワ 9150001012806 雪駄⼯房による安定的雪駄製造と⾃社店舗化での販売事業

2857 奈良県 セレクトショップココラ SNS動画を使ったネット販売誘導と実店舗ショールーム化と縮⼩

2858 奈良県 productB4 Alberton製商品の⾮対⾯型ビジネス化と商品開発販売計画

2859 奈良県 有限会社⼤和園 3150002009542 いけばなセット宅配を使った⾮接触販売事業

2860 奈良県 YAMATON ⼤仏Cafe テイクアウト＆デリバリー利⽤促進と通販ホームページ作成

2861 奈良県 奈良⽇⽶英語学院有限会社 1150002009825 学習サポート機能付オンライン個別授業へのビジネスモデルの転換

2862 奈良県 株式会社リアライズ 9120001167529 リモートワーク対応環境を重視した⾮対⾯型ビジネス事業

2863 奈良県 PARADISE BURGERS オンライン注⽂と移動販売⾞で３密回避！安⼼提供と新販路開拓。

2864 奈良県 Bodymake studio PS-h 完全無⼈のセルフジム開設によりコロナ禍に対応する

2865 奈良県 上島織布⼯場 テレワーク環境の整備と商材ディスプレイ設置事業

2866 奈良県 株式会社 奈の町 3150001014246 ⼟地・中古住宅をお探しの⽅へ、住宅建築家の不動産サポート

2867 奈良県 ｅａｒｔｈ ｃｏｌｏｒｓ ウッドデッキを作っておひとり様席を増やす

2868 奈良県 奈良うま直販フレッシュ パンデミックでの消費動向変化に対応したビジネスモデル変⾰事業

2869 奈良県 Cafē そらみる テイクアウトのオンライン化と開放的空間創出で安⼼感ｕｐ

2870 奈良県 ヘアースタジオ アールヌーボー ⾮対⾯型シャンプー機器の導⼊による美容室利⽤拡⼤改善

2871 奈良県 地鶏やきとり ぢどりや 法隆寺南店 地鶏焼き⿃専⾨店の⾮対⾯対応のための焼き⿃デリバリー
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2872 奈良県 柿の葉寿司 やっこ 柿の葉寿司店の業務効率化とテイクアウト新商品で売上拡⼤事業

2873 奈良県 太⿎判/花夢花夢 新規顧客獲得のためのテイクアウト及び畳導⼊事業

2874 奈良県 くにす⾷堂 お⺟さんたちの愛情と地域の魅⼒を、くにす⾷堂より全国へ

2875 奈良県 株式会社南⼯務店 8150001016163 移住・定住・⼆拠点居住体験〜⽥舎でワーケーションゲストハウス

2876 奈良県 株式会社歌藤 2150001021169 旅館歌藤の味をもっと気軽に味わってもらえるプロジェクト

2877 奈良県 株式会社南都⽊材産業 7150001016123 吉野ヒノキを全国へ！！ネット販売向け商品開発事業

2878 奈良県 ながさわ整体院 ＨＰで動画を配信！セルフ整体メニューでお客様の⼼をキャッチ

2879 奈良県 ⾚庄産業株式会社 2150001015781 ＤＩＹ⼈気に注⽬！ＥＣサイトを活⽤した集成材の販路開拓事業

2880 奈良県 株式会社林とうふ店 1150001022127 ＥＣサイト更新により切り開く新販路拡⼤事業

2881 奈良県 桝⽥商店 吉野産⾷材の販路拡⼤による供給安定化事業

2882 奈良県 岡⽥農機株式会社 7150001015819 ＨＰ活⽤による⾮対⾯営業の確⽴と内製化整備による販路開拓事業

2883 奈良県 株式会社 ミツヤハウジング 9150001016071 ＨＰを活⽤した⾮対⾯型営業への転換による新規顧客獲得事業

2884 奈良県 株式会社ドローフーズ 4150001012109 海なし県の海産物！国産えびのブランドECサイト構築事業

2885 奈良県 瀞ホテル 通販サイトによるオリジナル商品の売上増と潜在顧客の発掘

2886 奈良県 染織⼯房空蝉 新ブランド「吉野染」の開発とインターネットによる販路拡⼤

2887 奈良県 株式会社SAKURA entertainment 6122001026551 LiveCloudの⽴ち上げによるエンタメのオンライン化

2888 奈良県 株式会社ズーノ 4120001212215 ペット飼い主様にも喜ばれるペット施設様の⾒込客の集客装置

2889 奈良県 横笛⼯房あまだれ 新たな楽器製作による新規市場開拓とオンライン奇席⼩屋オープン

2890 奈良県 YUE ⾃社ECサイトの構築と新商品開発による販売強化事業

2891 奈良県 益⽥農園 オンラインショップ開設による新規顧客獲得事業

2892 奈良県 タイ料理ピサヌローク ⽞関あけたら、タイがやってきた

2893 奈良県 YAWARAGI WEB注⽂受付と新商品開発による新規販路開拓事業

2894 奈良県 後藤(正)靴下⼯場 新ブランディング及びＥＣサイトを活⽤した新規販路開拓事業

2895 奈良県 福本商店 ＰＢ商品の新開発及びＥＣサイトを活⽤した新規販路開拓事業

2896 和歌⼭県 湯浅醤油 有限会社 2170002007446 リアルからバーチャルへ、新たな販売⽅法で業績回復！

2897 和歌⼭県 hacca（ハッカ） 継続的な⽀援のための広報⼒診断とインサイドセールスの導⼊

2898 和歌⼭県 株式会社紀州本庄うめよし 3170001009236 国産南⾼カリカリしそ梅の安全供給と増産の為、⾼速脱⽔機の導⼊

2899 和歌⼭県 株式会社マージネット 3170001008849 Ｗｅｂ通販事業の新規開設及び利便性向上を伴う新営業⼿法の確⽴

2900 和歌⼭県 グリーンヒル株式会社 1170001013074 スマートロック活⽤ 安全安⼼チェックインとフロント業務の削減

2901 和歌⼭県 pole pole @ sea 飲⾷設備の確⽴及び宿泊客室増加で売上確保

2902 和歌⼭県 熊野古道古⺠家宿ＨＡＧＩ 地元⽊⼯品のＥＣ販売で古⺠家宿の⾮対⾯ビジネスモデルの転換

2903 和歌⼭県 チリ化成株式会社 1170001007844 紙からタブレットへ！モバイルワーク化で⽣産性向上・感染予防！

2904 和歌⼭県 株式会社ファインツーリスト 8170001007904 フィールドセールスからインサイドセールスへの転換と連携
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2905 和歌⼭県 Planet Colours negi 新規販路拡⼤によって、客単価向上とリピート率増⼤の実現

2906 和歌⼭県 中江ベンダー 過疎地域で発信！卸売業者のECサイトで市場拡⼤！

2907 和歌⼭県 レメディ合同会社 6170003001031 Ａｃｔｉｏｎ就活の⾮対⾯型への転換事業

2908 和歌⼭県 ゴボウ薬局合同会社 1170003001234 ⾃社サービスの⾮対⾯型ビジネスへの転換

2909 和歌⼭県 ⼤⼗バス 株式会社 6170001005967 バス⾞内設備の抗ウイルス・抗菌対策による集客事業

2910 和歌⼭県 上垣内縫製 新たに防護服の製造に取り組むための設備投資による⽣産性向上

2911 和歌⼭県 株式会社吉村秀雄商店 9170001007944 スマートフォン、海外にも対応したホームページの新規作成

2912 和歌⼭県 いわで⾻盤整体院 SNSを活⽤した販路開拓のためのwebサイト作成事業

2913 和歌⼭県 株式会社⽊下染⼯場 2170001011283 新たな収益の柱となる最終製品販売を⾏うECサイトページの作成

2914 和歌⼭県 株式会社フィールドラック 7170001012260 テイクアウト商品の拡充と通販機能つきＨＰの⽴ち上げ事業

2915 和歌⼭県 有限会社 深⾒電器商会 9170002009626 コロナに負けない⾮対⾯コミュニケーションツール構築

2916 和歌⼭県 kinari コロナ苦境をバネに新ビジネスモデル構築で新規販路開拓

2917 和歌⼭県 株式会社味泉 1170001010906 コンベクションオーブンの導⼊による新商品開発による販路開拓

2918 和歌⼭県 有限会社プウバアー商会 9170002007910 ⼩型太陽光発電装置の販路開拓と密接を回避する作業環境の導⼊

2919 和歌⼭県 森脇 碌 地域の事業者をICTを活⽤して元気に！ICT導⼊⽀援事業

2920 和歌⼭県 株式会社ねじ庄 3170001009129 ＷＥＢ広告を活⽤した集客及び、社内テレワーク環境の構築

2921 和歌⼭県 株式会社 本宮おとなし 4170001015522 アフターコロナを⾒据えたプールリニューアル計画

2922 和歌⼭県 シュリンプワールド スタッフと患者様、そのご家族様の安⼼と安全を第⼀に考える事業

2923 和歌⼭県 株式会社DISカンパニー テイクアウト商品調理スペース設置事業

2924 和歌⼭県 たるみ改善⼩顔サロンりりか〜凜々花 オンラインダイエットプログラムの導⼊・販路開拓

2925 ⿃取県 たきぎ屋 ⾮対⾯型ビジネスモデル構築による認知度向上及び販路拡⼤

2926 ⿃取県 有限会社佐々⽊⼭光園 4270002001825 ネット販売強化・販促ツール作成・コロナ対策による販路拡⼤

2927 ⿃取県 issing オリジナルキット商品の全国展開に向けたECサイト整備

2928 ⿃取県 株式会社光南 2270001002289 売店改善とネット販売サイト開設による新規顧客の開拓

2929 ⿃取県 株式会社タウン建設 7270001005592 バーチャル展⽰場の開設と情報発信強化による新規顧客獲得

2930 ⿃取県 ⼋百⾕コミュニケーションアカデミー ⾮対⾯で全国の講師に販売できるオンライン講座と販路開拓

2931 ⿃取県 株式会社エム・アール・ホーム 1270001005648 ＨＰを活⽤して⾮対⾯・個別の建築相談⼒で集客⼒を強化

2932 島根県 こめじるし ネット販売による⾃家焙煎コーヒー⾖の販路拡⼤・⽣産性向上

2933 島根県 的川 佳奈⼦ 絵本の映像化と「NeccoKanako」のHP作成事業

2934 島根県 ㈱倉絆 1280001003865 次亜塩素酸⽔の内製化による空間浄化事業の安定化と販路拡⼤

2935 島根県 天野紺屋 外国⼈向けECサイト⽴ち上げによる販路開拓事業

2936 島根県 株式会社フレール 3270001004243 ネット通販サイトの新規開設に伴う⼩売機能強化と事業多⾓化

2937 島根県 ⽯⽥⾷品 既存商品の増産体制と⾖腐・⾖乳の新商品開発
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2938 島根県 きっちん焚菜 テイクアウト商品開発とセルフオーダーシステムの導⼊

2939 島根県 有限会社 明神館 4280002002764 お客様に安⼼してご宿泊いただけるための旅館設備充実

2940 島根県 合同会社⼤根島研究所 2280003001123 業務効率化→効率化によって空いた時間でネット販売促進

2941 島根県 ㈲⼩⽥温泉 2280002006701 ⾮対⾯型で⼼の通う「料亭の味」提供に伴う販路拡⼤事業

2942 島根県 ⼼美カウンセラー 「３密」が避けられない美容業が創る⾮対⾯型スクール専⾨所開設

2943 島根県 美容室 Ｍｅｇａｍｉ 作業効率向上と居⼼地の良さや安全安⼼を提供する販路開拓事業

2944 島根県 株式会社呑⾈ 9280001007917 呑⾈の味を全国のご家庭へ！冷凍・レトルトソース開発と販路拡⼤

2945 島根県 ⽪⾰⼯房 尊 新規⾃社サイトとSNS広告等を使った新たな集客⽅法と販売⽅法

2946 島根県 有限会社宍道湖 4280002007417 冷凍しじみの品質向上と新商品開発の取組みで販路開拓を図る

2947 島根県 ⼤衆割烹 熊の⼦ 串焼きテイクアウトで家飲み需要に応えた販路開拓事業

2948 島根県 旅館すたに 接触機会削減のための1⽇2組限定受⼊体制構築による販路開拓

2949 島根県 ⼭陰観光開発株式会社 2280001005497 Withコロナ時代。島の「安⼼」「安全」PR事業

2950 島根県 有限会社あずま家具住建センター 7280002011085 リラクゼーションスペースの設置と全国の冷蔵冷凍⾷品の販売事業

2951 島根県 ㈱まるこ 6280001006715 オンラインで全国にご縁を繋ぐ販路拡⼤事業

2952 島根県 有限会社藤屋 7280002009633 地域外販路拡⼤に伴う設備投資

2953 島根県 ⾜⽴⽯材株式会社 7280001000048 樹⽊葬等の新サービス販売プロセスの⾒直しに係る広告宣伝の強化

2954 島根県 株式会社ちいきおこし 3280001007212 ⾃社商品の内製化による安定供給の確保と利益率拡⼤への取組み

2955 島根県 有限会社トム 3280002012038 乾燥⾷⽤花の⾃社通販サイトの構築および栄養成分の分析

2956 島根県 トライポット 模型製作スペース運営と3Dプリンター利⽤⾃社商品等の通販事業

2957 島根県 株式会社CoCoインテリア 5280002005659 移動販売⾞購⼊による新たな販売⽅法の構築から新規顧客獲得事業

2958 島根県 有限会社⽇本料理ほう吉 2280002007435 スライサー導⼊による⽜めしの量産と店舗改装による⾮対⾯型対応

2959 島根県 U1 create ライブ配信業務による販路拡⼤事業

2960 島根県 シェリール 「セルフ脱⽑サービス」導⼊によるアフターコロナ持続化事業

2961 島根県 ｆｗｃパートナーズ ⾮対⾯及びテレワークに向けた環境整備から販路開拓事業

2962 島根県 出雲寿観光有限会社 2280002006437 密を防いだ庭でのサービスやテイクアウトの充実で販路開拓を図る

2963 島根県 珈琲店蒼 ⾃家焙煎珈琲およびインターネット販売による販路拡⼤事業

2964 島根県 ⿅糠 キッチンカーを通じた新規顧客獲得による販路開拓事業

2965 島根県 有限会社オーエムエー 2280002003335 オンラインショップ開設による新規顧客開拓

2966 島根県 ヤクモレコード 地域の対⾯型イベントを⾮対⾯型で開催⽀援、ＷＥＢ映像配信事業

2967 岡⼭県 らぁ麺和っか コロナに負けない営業体制を構築する！ワンオペ体制移⾏への取組

2968 岡⼭県 有限会社⽵中商店 5260002034156 ⾃社ECサイト構築によるインターネット販売における収益⼒強化

2969 岡⼭県 DT-Sound アーティストが⼿掛けるミキシング・マスタリングサービスの広報

2970 岡⼭県 有限会社勝間⽥ドライ 5260002030394 専⽤洗濯機械設備の導⼊による医療機関向けサービスの提供とPR
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2971 岡⼭県 有限会社 美作農園 6260002030625 魅⼒あるウェブサイトの構築による販路開拓

2972 岡⼭県 アロマセラピー Cyabu＊Cyabu 〜ち ＥＣサイトでオーダーメイド受注とサイト周知事業

2973 岡⼭県 イシヤマユウエン合同会社 1260003002396 ＥＣサイトによる⾮対⾯ビジネス転換で３密対策事業

2974 岡⼭県 平井⽶店 店舗販売から移動販売への移⾏事業（３密対策）

2975 岡⼭県 MEUBLE POSTE 現場作業効率化と当社ＨＰの宣伝強化を図り知名度向上で販路拡⼤

2976 岡⼭県 宿場町 ⽮掛の侍イタリアン コロナ対策におけるテイクアウトの認知拡⼤と販路開拓

2977 岡⼭県 森エンジニアリング オリジナルパーツの開発及び通販事業⽴ち上げによる販路開拓

2978 岡⼭県 有限会社中光商店 9260002031447 ⾃社ネット通販サイトでの個別商品購⼊システムの構築

2979 岡⼭県 カマロ⼩林 ⾼機能タイヤチェンジャーの導⼊によるタイヤ交換受注体制強化

2980 岡⼭県 Ａｍｏｕｒ 新メニュー「脱⽑サービス」の⾃社対応による売上アップ

2981 岡⼭県 有限会社鎌⽥⼯芸社 2260002025034 ⾮対⾯での全国⼩売店への直卸と消費者への直販誘導強化

2982 岡⼭県 リトルベアードッグクラブ ホームページ刷新による⾮対⾯型受注システムの構築

2983 岡⼭県 サンライト岡⼭ ⾃社から30分圏内の営業強化とLINE導⼊で効率UP

2984 岡⼭県 TWO LINKS 新規設備導⼊による⾃社サービスの拡⼤及び新規顧客獲得

2985 岡⼭県 有限会社協栄⽡⼯事 2260002028144 ⼀般消費者からの屋根⼯事受注を獲得するための広告掲載

2986 岡⼭県 株式会社佐保建設 1260001020771 ⾮対⾯型Ｗｅｂ会議システムの構築と新事業実施のＰＲ

2987 岡⼭県 有限会社 中村製作所 1260002007256 『ステンレス加⼯品の曲げ加⼯能⼒向上及びニッチ戦略の強化』

2988 岡⼭県 有限会社 坪井⽯材店 5260002006551 ホームページを作成し、⾮対⾯型ビジネスを可能にする

2989 岡⼭県 株式会社 丸富 7260001033033 既存顧客情報やネットの活⽤による集客と商品の品質向上

2990 岡⼭県 カーライフサポートD.D 三密解消及び新規顧客開拓に向けたポートテラスの開設

2991 岡⼭県 株式会社エムアイエス 6260001019586 ⼤型⾞両に対応した設備導⼊とサービス充実による販路開拓

2992 岡⼭県 はなまる亭 地元情報誌への広告掲載とのぼり設置による販路開拓

2993 岡⼭県 多実農産「hamorita」 ⾮対⾯販売（通販）及び、えごま⽣産体制の強化による売上UP

2994 岡⼭県 有限会社 奥津荘 6260002027927 旅⾏が出来ない今だからこそ、ご⾃宅で温泉気分

2995 岡⼭県 ⼿延ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ&ﾗｲﾌﾞMacaret パン⼯房稼働でテイクアウト事業を開始！⾮対⾯でも売上ＵＰ！

2996 岡⼭県 常若エイジングケア研究所 オンライン整体講座と整体サプリのネット販売事業

2997 岡⼭県 前⽥真吾 新規顧客獲得を⽬指した⾮対⾯型販売の取り組み

2998 岡⼭県 株式会社未来 3260001031957 ネットを活⽤した⾮対⾯販売の構築とオンライン相談等のPR実施

2999 岡⼭県 ⼭陽クレー⼯業株式会社 3260001021280 ECサイトを活⽤した新たな販売⽅法の確⽴

3000 岡⼭県 正設⼯業株式会社 5260001025049 ⾮対⾯型漏⽔調査事業への転換による元請⼯事の受注拡⼤

3001 岡⼭県 あいゆうわいえ 郵送販売開始のためにオーブンを購⼊し、新たな販路開拓を⽬指す

3002 岡⼭県 ノジョウ⾦属 ⼀般住宅のメンテナンスフリー需要を獲得するための販路開拓

3003 岡⼭県 ⼩林理容店 ⼥性理容師による⼥性向けサービスの展開



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3004 岡⼭県 ⾚座鈑⾦ 「ホイールカスタムサービス」実施による市場ニーズ獲得

3005 岡⼭県 猪⿅家 ⾼付加価値化に向けた店舗販売の開始と捕獲個体の集荷率向上対策

3006 岡⼭県 株式会社笏本縫製 8260001021202 オリジナル商品の更なる認知度向上と、ＥＣ販売強化に向けた取組

3007 岡⼭県 株式会社S1NEOJAPAN 6260003002029 ネット販売システム構築で新たな個⼈顧客と代理店獲得

3008 岡⼭県 株式会社柄尾⾕鈑⾦塗装 4260001023912 ホイール換装＆タイヤお預かりサービスの周知による販路開拓

3009 岡⼭県 オートモービル ボディショップ アク オリジナルカスタムパーツ開発とネットショップ改良で販路開拓

3010 岡⼭県 株式会社酒井⼯務店 3260001022790 販促動画の制作とYouTube広告により顧客にアプローチ

3011 岡⼭県 Kuroffle 新商品本格販売開始のための設備導⼊とHP作成による販路開拓

3012 岡⼭県 ポワソン ルージュ 対⾯サービス依存脱却。⾮対⾯型講座の確⽴及び新規顧客獲得

3013 岡⼭県 星正幸 ネット通販の強化による新規顧客獲得

3014 岡⼭県 株式会社百森 8260001031358 株式会社百森WEBサイトリニューアル事業

3015 岡⼭県 きもの屋 MIYABI.net アフターコロナ対応のための⾮対⾯型EC販売の実施

3016 岡⼭県 フレッシュショップおがわ 業歴55年・店主の⽬利きで仕⼊れた農林⽔産物の移動販売の強化

3017 岡⼭県 倉敷ヨーガセラピーsola オンラインヨガ教室の開催と物販のWEB化による販路拡⼤

3018 岡⼭県 株式会社菊池保険サービス 4260001017220 ⾮対⾯相談システム導⼊による企業保険管理サービスの販売促進

3019 岡⼭県 SMILE INNOVATION NETを活⽤した⾮対⾯での成約率の向上と集客の効率化を図る

3020 岡⼭県 おこのみやき⼤国屋 出張持ち帰りで⾮対⾯ビジネスへ、⼈員減少対策の⽣産性向上事業

3021 岡⼭県 ひのき草⽊染織⼯房 草⽊染のれんの通信販売の確⽴

3022 岡⼭県 有限会社板屋 5260002030312 ⾮対⾯型による販路開拓を視野にいれた商品開発

3023 岡⼭県 株式会社いぶき 2260001026537 野菜嫌い克服するための野菜スイーツ開発

3024 岡⼭県 出張陶芸 HOSHI オンラインを活⽤した陶芸教室による新規顧客獲得

3025 岡⼭県 ⼩野⽯材⼯業株式会社 5260001018069 ⽇本に⼀つだけの⽯を活かした商品供給と顧客獲得で売上ＵＰ

3026 岡⼭県 有限会社 真賀観光 2260002033961 観光バスの感染症対策強化の設備投資とPR強化による販路開拓

3027 岡⼭県 jiffy コロナ対策：屋外スペースの拡充とインターネット販売に向けて

3028 岡⼭県 出張専⾨ 訪問リハビリマッサージ ネット配信によるトレーニング実施と動画活⽤による新規患者獲得

3029 岡⼭県 株式会社たぐち 7260001017969 新設備導⼊と出前（デリバリー）事業への参⼊による事業継続計画

3030 岡⼭県 有限会社福森内装 7260002013050 ホームページ活⽤でDIY対応！⾮対⾯で内装材物販の販路開拓

3031 岡⼭県 ⼯房La Bizen ネット販売システムの導⼊。電気窯導⼊。⼯房改築

3032 岡⼭県 有限会社豊栄産業 6260002030930 海外事業に頼り切らない、国内での原料作成のための破砕加⼯事業

3033 岡⼭県 美作建設株式会社 7260001020849 ミニ油圧ショベル導⼊による販路開拓事業

3034 岡⼭県 いこい⾷品 ふっくら・もっちり・のど越し感を追求したお寿司のテイクアウト

3035 岡⼭県 有限会社⽇神⼭内装 3260002030017 オーガニックコットンと遮熱レースを使ったプリーツマスクの製作

3036 岡⼭県 廣岡ライフコンサルティング事務所 オンライン接客ツールを活⽤した⾮対⾯による販売促進の実施



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3037 岡⼭県 KitoBito HPリニューアルとECサイト開設による新規顧客獲得事業

3038 岡⼭県 株式会社中華料理とんこう 3260001025777 テイクアウト商品の周知活動と販売、受け渡しまでの効率化

3039 岡⼭県 ファームガレージ株式会社 8260001021342 ＥＣサイトを活⽤した⽬⽴てサービスによる新規顧客獲得

3040 岡⼭県 有限会社⽥中⽊材産業 2260002006273 こだわりＤＩＹキットのＥＣ販売による⾮対⾯型ビジネスの構築

3041 岡⼭県 indigo blue 冷凍カレーの通信販売及び卸売りによる販路拡⼤

3042 岡⼭県 有限会社⾼⼭モータース 6260002028751 バイクの出張修理サービスによる販路開拓事業

3043 岡⼭県 鉄板cafe uchi ３密回避！屋外飲⾷スペース設置による販路開拓事業

3044 岡⼭県 La・prima オンラインコンサルティング等⾮対⾯サービスへの転換

3045 岡⼭県 七屋 仕出し販売強化およびＰＲ活動による⾮対⾯型営業特化事業

3046 岡⼭県 イースタイル 最新設備を導⼊し外注を内製化して売上・粗利益の向上を図る

3047 岡⼭県 株式会社タイヤ館真庭 7260001029956 ⾞両整備予約システム導⼊および周知による顧客の待合軽減の取組

3048 岡⼭県 ⽮掛家具センター有限会社 6260002026061 ⾮対⾯ビジネスへの転換と新市場開拓事業

3049 岡⼭県 有限会社梅⽥屋⽺羹店 5260002033769 ケーキの店頭販売開始と安定供給のための⽣産体制構築

3050 岡⼭県 株式会社STAYGOLD 3260001029150 オンライン無料個別相談実施による新規顧客獲得モデルの構築

3051 岡⼭県 有限会社⼭下板⾦ 2260002021834 新サービスによる売上増加とwebによる業務プロセスの⾮対⾯化

3052 岡⼭県 Ｏｎｅ株式会社 3260001028755 新商品開発と通販サイト開設によるテレワーク環境の整備

3053 岡⼭県 焼⾁朱⾥苑 テイクアウト販売の拡充と認知度向上で新規顧客獲得

3054 岡⼭県 美⽉家 コロナ影響による販売⽅法の転換と設備導⼊による新商品販売開始

3055 岡⼭県 Knocks 社内ネットワークの再構築と顧客管理システムの設置事業

3056 岡⼭県 株式会社FIRST-DESIGN 6260001023539 デザインパースの⾮対⾯販売を全国へ販路開拓する

3057 岡⼭県 笹埜商店 ネットショップ整備による⾮接触型環境の構築と販路開拓

3058 岡⼭県 佐藤果樹園 巣ごもり需要に対応 ⾃社オンラインショップ開設で売上アップ！

3059 岡⼭県 株式会社菅野被服 9260001025631 内製化の拡⼤と品質向上による⽣産性向上と販路拡⼤

3060 岡⼭県 株式会社湯郷鷺温泉 3260001020869 ⽔⾵呂の⾃動冷却循環装置設置による顧客満⾜度の向上。

3061 岡⼭県 しんかい コロナの影響による売上回復と密閉空間改善事業

3062 岡⼭県 ⼩正寿司 テイクアウト事業強化のためのＨＰ開設と衛⽣環境整備

3063 岡⼭県 株式会社 ⽶⾒ 5260001027078 内製化による販売安定化と⾮対⾯販売強化による直販の拡⼤

3064 岡⼭県 キャンパーズイン，ジャパン株式会社1260001023816 40万㎟のキャンプ場敷地を活かしたドローン⾶⾏場計画

3065 岡⼭県 早川鈑⾦塗装 中型以上の貨物⾞両向け塗装サービスの開始による事業体制強化

3066 岡⼭県 株式会社アグリスジャパン 9260001029343 ＥＣ販売対応webサイト、パッケージデザイン開発及び販促活動

3067 岡⼭県 株式会社キノシタショウテン 7260001029799 おうちカフェの提案による新規顧客獲得

3068 岡⼭県 シフォンコート 紙媒体とSNSを活⽤した⾃社EC サイトの運⽤、新市場の開拓

3069 岡⼭県 ペンションNOAH スチームコンベクションオーブンを活⽤した商品開発と販路開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3070 岡⼭県 Vehicle House 設備導⼊による内製化と⽣産性の向上

3071 岡⼭県 有限会社加茂川タクシー 7260002011905 調⾊システムの導⼊による塗装部⾨の内製強化とサービス向上

3072 岡⼭県 ザッカとオヤツ ボワ カフェ部⾨のお客様獲得に向けた取り組み

3073 岡⼭県 Oliva Sicula ブランドイメージの深化による「顧客の理解獲得動画」の作成

3074 岡⼭県 陽⽉堂株式会社 9260001030169 こだわりパンの⽣産体制の強化と新たなネット販売

3075 岡⼭県 有限会社美晴旅館 8260002032066 厨房仕⼊の⾮対⾯対化及び衛⽣管理強化による仕出し料理販売強化

3076 岡⼭県 有限会社nap 9260002015359 YouTube商品資料作成及び当社オンラインストア強化事業

3077 岡⼭県 株式会社佑佐喜屋 4260001022014 ⾮対⾯営業強化のための宅配事業開始による販路開拓

3078 岡⼭県 スリール株式会社 1260001032065 新型コロナ対策の新たな集客の為のシステム構築

3079 岡⼭県 プロジェクトノア ネット配信サービス「EVERYBODY LiVE!」の展開

3080 岡⼭県 有限会社ルーツ 5260002022391 倉敷染Ｔシャツの試供品作成と販売サイト構築

3081 岡⼭県 花と⾹りのアトリエ Rose Angel ⼼も体もアップできる⾹りの魅⼒発信による販路開拓

3082 岡⼭県 meguri 脱⽑機器導⼊と⾮対⾯型セルフエステ広告宣伝、ECサイトの構築

3083 岡⼭県 株式会社テクノホーナン 8260001014065 ⼯場照明のLED化による作業効率の改善及び製品供給の安定化

3084 岡⼭県 Pure rhythm ⼈との絆を⼤切にしたオンライン型講習事業の販路開拓

3085 岡⼭県 てん・⾺ 設備投資からの全国に向けて商品配送体制の構築

3086 岡⼭県 エムズ・アウェイク ネットワーク⼒と提案⼒を活かした商品づくりによる販路開拓

3087 岡⼭県 株式会社 ⽇ノ出化⼯ 1260001015697 岡⼭県産の原材料に拘ったリサイクル商品の販路拡⼤と新商品開発

3088 岡⼭県 川鰭商店 サプライチェーンを⽀える設備投資及びHP新設による販路開拓

3089 岡⼭県 LODES ＥＣ販売サイトの制作とＥＣでのクラフトキットの開発販売

3090 岡⼭県 株式会社KC３ 5260001030494 ビジネスモデル転換のためのHP改良および商品パッケージ制作

3091 岡⼭県 株式会社湯郷ホスピタリティ 5260001025809 ご⾃宅でもゆのごう館⾃慢の料理をお客様へプロジェクト

3092 岡⼭県 株式会社みつや電器 8260001027059 コロナ時代のおこもり⽣活の充実を図るSNSを活⽤した販売促進

3093 岡⼭県 利守酒造株式会社 6260001007293 「オールおかやま」新商品開発による新規販路開拓

3094 岡⼭県 株式会社 焼⾁・ステーキ⽜弘 3260001031115 ⽇本最古の蔓⽜「千屋⽜⾁」を使⽤した⾼付加価値瓶詰商品の開発

3095 岡⼭県 岡⼭ワインバレー 顧客DBを活⽤した接客と新サービス提供によるファン顧客の獲得

3096 岡⼭県 佳豊庵 新たな商品・販路展開、顧客ニーズを探るための移動販売⾞の作製

3097 岡⼭県 株式会社 8knot garage 1260001033922 安定的なサービスを供給するための設備投資事業

3098 岡⼭県 トラスティペット ホームページ開設による⾮対⾯販売を⾏うことでの⼦⽝直販の拡⼤

3099 岡⼭県 とりあえず チラシを活⽤したテイクアウト周知による売上増進事業

3100 岡⼭県 笑遊び広場 笑遊び広場サロン〜⼦どもの才能を伸ばすママになれるサロン〜

3101 岡⼭県 株式会社ＣＡＴ 3260001034340 「安⼼して来店していただける美容室」への改装・アピール

3102 岡⼭県 合同会社MIWAKA 9260003003189 ニーズの⾼まる建設設計代⾏⼊⼒業界への参⼊と販促事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3103 岡⼭県 Lucaトリミングサロン ⼩規模店舗の特徴を活かした1組ずつのトリミングサービスのＰＲ

3104 岡⼭県 蒜⼭グランピングコテージ 森の散歩 宿泊・スキーレンタル事業の受付無⼈化と決済効率化の推進

3105 岡⼭県 悠悠 「悠悠」のテイクアウトを全国区に！真空チルド商品への挑戦

3106 岡⼭県 株式会社おおさネイチャークラブ 8260001019279 HPと予約システム改修による⾮対⾯ビジネスモデルへの転換

3107 岡⼭県 株式会社ジラーラ 2260001034242 HPリニューアルで動画発信 ⾮対⾯化で販路開拓

3108 岡⼭県 おかやまおひさまファーム株式会社 5260001030825 おかやまバナナの販売チャネルの拡⼤をめざす

3109 岡⼭県 ウエディングコレクション ⾮対⾯顧客対応フロー構築による新規客獲得

3110 岡⼭県 CafeMulberry パン通信販売強化、増産体制確⽴による⾮対⾯型ビジネスへの転換

3111 岡⼭県 株式会社蒜⼭練乳 7260001034106 “蒜⼭練乳”の新パッケージ開発によるネットショップの強化

3112 岡⼭県 おやじの海 ペンション眼前に広がる海と浜辺を活かした新ビジネスの展開

3113 岡⼭県 iori products BtoC事業拡⼤に向けた広報販促戦略

3114 岡⼭県 ＬＡＬＡ ＨＯＵＳＥ ホームページ開設によるペットサロン⾮対⾯ビジネスモデルの実現

3115 広島県 有限会社 俵 3240002048325 地域の飲⾷店の⾮対⾯販売をサポートする海⽥イーツ事業の展開

3116 広島県 有限会社中野⽔産 9240002034765 ⼤型冷凍庫導⼊による極上⼤粒カキフライの安定供給

3117 広島県 株式会社 瀬⼾プレスフーズ 6240001050279 ⾮対⾯型で⾃社技術を⽣かした製品のＰＲ及び拡販

3118 広島県 オーベルジュ＆ステイ スオミ ⾼齢のお客様向けに昇降機の導⼊によりファミリー層の集客向上

3119 広島県 ABC株式会社 9240001045078 移動販売⾞によるテイクアウト事業のための取り組み

3120 広島県 Rise English School 新規⽣徒数を増やすための取り組み

3121 広島県 リベルテ本帆株式会社 1240001047882 広島新銘菓イカフライのウェブ通販サイト構築による⾮対⾯型販売

3122 広島県 socal.Avenue 最新機器導⼊によるサービス向上と商談スペースの改善

3123 広島県 旬彩ランチこころ オンライン料理教室へのシステム構築と⼤量調理システムの導⼊

3124 広島県 株式会社丸⾕重機 8240001019677 HPを活⽤した施⼯事例の発信及び⼯具購⼊による業務効率改善

3125 広島県 有限会社 川本ストアー 6240002029198 店頭販売ベース移動販売追加によるサービス拡充及び販路拡⼤

3126 広島県 天麩羅 あぶらや 冷凍天むすの⽣産体制の構築と販路開拓

3127 広島県 株式会社 福⼭Three door 1240001036019 コンテナハウスのＥＣ販売システムの構築

3128 広島県 株式会社メルセフーズ 1240001021136 弁当と総菜の宅配及び通信販売

3129 広島県 マルフク株式会社 4240001029548 対⾯販売からの脱却に伴う、⾃社ネット販売事業の構築

3130 広島県 ばぁばの蔵かふぇ カフェ事業の来店客減少を新たな加⼯品事業で補う取組

3131 広島県 チベットソルト株式会社 6240001024902 ⼩売部⾨強化・ECサイトで⾮対⾯型ビジネスモデルを構築する

3132 広島県 こう接⾻院 室内の環境整備による顧客の安⼼・安全対策と若年層への顧客拡⼤

3133 広島県 特定⾮営利活動法⼈コーチズ 6240005002499 令和時代の⾼齢者に向けたモニター体操教室普及拡⼤事業

3134 広島県 福光酒造株式会社 4240001023996 お客様とのつながりをより⼀層強めていくためのEC事業スタート

3135 広島県 檸檬の樹 在庫数増加のための冷凍冷蔵庫の導⼊と外壁塗装による販路開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3136 広島県 有限会社佐々⽊ 5240002035899 割烹⼤学 宅配料理業務

3137 広島県 有限会社たけだ⼯業所 6240002009456 部品の内製化と修理事業の強化と新規分野進出のための販路開拓

3138 広島県 株式会社ピュアパートナー 1240001014494 ⾃社製抹茶プロテインのサンプル開発とEC通販による販路拡⼤

3139 広島県 コーチングオフィスSUI web活⽤で⾮対⾯型サービスを過疎地から届けるコーチング事業

3140 広島県 株式会社デアルカ 3240001052815 ⾮対⾯型導⼊によるオンラインでも学べるパソコン教室の開校

3141 広島県 株式会社よつばスター 9240001050573 訪問型物理療法によるトレーナーサポート販路拡⼤事業

3142 広島県 有限会社 ネストイン 3240002005722 ⼿作りマスクのネット販売とインテリアリフォーム事業のＰＲ

3143 広島県 広島うどん じん お客様の安⼼・安全に対応した換気窓の設置とテイクアウトのＰＲ

3144 広島県 (有)かぼちゃくらぶ 3240002004063 薬局カウンターへの⾶沫対策とカフェ内ベーカリーの卸売りシフト

3145 広島県 有限会社ビーライフバンクラ 4240002013187 ウィルス対策建具を中⼼とする⽊製品の通信販売事業

3146 広島県 ⼭⽥農園 オンラインショップ開設による⾼品質野菜の販路拡⼤

3147 広島県 ダルマ園 和のソフトクリームでのテイクアウト強化

3148 広島県 ⽮野⽔産株式会社 4240001026974 直販に向けた商品付加価値向上とオンラインショップ販路開拓

3149 広島県 有限会社藤⽥サッシ販⼯ 8240002029262 新たな営業ツール導⼊による販路拡⼤

3150 広島県 安芸津整体院元気 ⾮対⾯型の遠隔施術による次世代型テレ整体の取組

3151 広島県 ⽤品名酒センター株式会社 7240001012204 ⾦持ブランド商品の魅⼒発信・付加価値の創出

3152 広島県 株式会社IRORI 7240001052340 オンラインパン教室、オンラインパン教室開業⽀援への事業転換

3153 広島県 株式会社スサキ 7240002016955 テイクアウト強化・客単価ＵＰメニューへの改善

3154 広島県 ハーバーB・B オートシャンプ機導⼊でお客様に安⼼・安全を提供する

3155 広島県 株式会社EBSカンパニー 2240001053624 ⾮対⾯型の不⽤品回収サイト構築による新たな需要の掘り起こし

3156 広島県 ミートカネショウ 密状態を予防する空間除菌装置・換気設備の導⼊と快適空間のＰＲ

3157 広島県 パステール マスク製造に対応したミシン導⼊と⾮対⾯型販売⽤ＥＣサイト開設

3158 広島県 有限会社⼩森カッティングセンター 5240002045510 オンライン営業体制の構築による下請け体制からの脱却

3159 広島県 有限会社千客 4240002008807 新型コロナウイルスに対応する為の⾮対⾯商品強化と店舗環境改善

3160 広島県 有限会社フナヤマ 3240002014665 ホームページ作成による⾮対⾯取引きの開始と新規客の獲得

3161 広島県 越⼭容器株式会社 4240001003569 原材料の保管場所拡充及び新規顧客の獲得

3162 広島県 ⻲⼭⼟地家屋調査⼠事務所 ドローンを活⽤した3D解析と3DCAD導⼊による業務⾮対⾯化

3163 広島県 リーフプラス ⾮対⾯販売のテイクアウト利⽤促進のためのオープンスペース拡⼤

3164 広島県 ＴＡＮＴＯ 店舗外観刷新と真空包装機導⼊によるテイクアウト事業の本格稼働

3165 広島県 Beauty&Harmony 事業転換！コロナ対策事務所で不安を払拭し新規顧客の獲得を！

3166 広島県 株式会社 村上内装 2240001047832 ⾃社⼀括受注体制の構築と⽣産性向上こによる販路開拓

3167 広島県 アサダ電気管理事務所 特殊試験装置導⼊による新規需要の掘り起こし

3168 広島県 有限会社いわさき 1240002029186 住宅リフォーム会社のネット注⽂システム導⼊で受注増加を図る



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3169 広島県 eye&nail&beauty Lakshmi 対⾯施術中⼼のビューティサロンのまつげエクステＥＣ販売進出

3170 広島県 有限会社 シーピー・ペペ 3240002033087 移動販売⾞導⼊による買物弱者への対応とＨＰ作成による販路拡⼤

3171 広島県 井上ともかバレエスクール オンラインや動画の活⽤で新しい形のレッスン開催とブランド強化

3172 広島県 きらぼし学舎 オンデマンドのWeb上での授業開始による新規客の獲得

3173 広島県 ⽩⻯湖リゾートセンター株式会社 2240001040110 ⾃宅にホテルをっ！！仕出し・デリバリーのPR事業

3174 広島県 有限会社 auto world アタック 8240002030798 機械装置を導⼊して内製化し、利益確保と顧客満⾜度向上を図る

3175 広島県 旬菜えん 当店⾃慢の商品の品質向上とネットショッピングサイトの構築

3176 広島県 株式会社 佐伯宝飾 9240001003861 なんでも買取web査定計画

3177 広島県 こころ粋株式会社 1240001036118 動画を活⽤したＥＣサイト構築による新販売チャネル構築

3178 広島県 Rental Printer 代理店拡⼤の為の広告及びWEBシステムを導⼊した⽣産性の向上

3179 広島県 ビーウィズ オンラインセミナー開催に向けた販促・宣伝事業

3180 広島県 ゆうゆう鍼灸整⾻院 オンラインシステム構築による⾮対⾯型サービス強化

3181 広島県 有限会社やまにし 5240002029439 終活グッズ通販、情報発信及び顧客管理システムの構築事業

3182 広島県 株式会社プローバベジモ 1240001053385 加⼯⽤機械装置導⼊による加⼯品販売での売上ＵＰ

3183 広島県 ことものクリエイト ⾮対⾯型ビジネス「オンライン講座」で販路拡⼤と売上アップ

3184 広島県 アイプランニング合同会社 5240003002196 「オンライン⾒合い」の導⼊によるネット婚活で市場開拓

3185 広島県 SUCCEED株式会社 1240003002919 HPを利⽤したオンライン⾒積り及び⾮対⾯型営業による販路開拓

3186 広島県 瀬⼾⽥しまなみDMO株式会社 8240001050252 テイクアウトスペース増改装による３密を防いだ売上V字回復事業

3187 広島県 有限会社甲斐⽡⼯業 4240002039926 シェアリングエコノミーによる⾮対⾯での労働⼒確保・⽣産性向上

3188 広島県 AIQON STORE 神⽯⾼原町の「神⿓みそ」の製造・販売事業への参⼊事業

3189 広島県 佐々⽊林業有限会社 7240002046085 事務所・商談スペースの改装による「⽀障⽊伐採」の受注拡⼤事業

3190 広島県 株式会社⼀光 5240001027864 ⽼舗料理店のテイクアウトサービス強化による新規顧客獲得計画

3191 広島県 わだち草 麺作り内製化に向けた製粉機と⼩⻨粉ニーズに対応した播種機導⼊

3192 広島県 TP dining＆Café TINO ⾷卓をレストランにする華やかなテイクアウトメニューの事業化

3193 広島県 再⽣技研 STAYHOMEを快適に！HPによる住環境改善個⼈需要の取込

3194 広島県 天勝 テイクアウトに対応！ストック量の増加による売上拡⼤

3195 広島県 紅来軒 江⽥島の中華料理店の3密対策による顧客満⾜度向上と販路拡⼤

3196 広島県 FULUA やる気を保つ「リモートダイエット」等新サービス展開と販促

3197 広島県 ペンションあんばらんす 新しい⽣活様式を踏まえた安⼼空間の創出と新サービスの展開

3198 広島県 Shirasuya eʼs 島のダイニングバーのテイクアウト強化による販拡事業

3199 広島県 うどん処やまき醤油蔵 快適空間での⾷事おもてなしと⼿軽なテイクアウトの両⽴実現

3200 広島県 くらしの⼯房 楽 地産⽊材を使った⽊⼯製品の開発とネットショップでの販路の構築

3201 広島県 有限会社 博永 9240002012688 ⼀⽣寄り添えるhironagaブランド家具のネット販売とPR
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3202 広島県 株式会社ミチコーポレーション 4012701007574 インターネット販売とサブスクシステムの構築

3203 広島県 有限会社久保電⼦ 1240002027512 ⾮対⾯型校正業務受注⽤のホームページ整備と衛⽣環境の整備

3204 広島県 株式会社ＫＳチルドレン 2240001054837 ⽝の品質向上と来店促進を⽬的とし⾼温洗浄を可能にする設備導⼊

3205 広島県 有限会社タケナガ建材⼯業 3240002026181 ⾃社ホームページ開設による新規顧客獲得と下請け脱却

3206 広島県 株式会社 今⽥酒造本店 7240001023275 消費者を直接ターゲットにした新商品の開発と販売

3207 広島県 越智モータース 毀損したサプライチェーン回復のための⾃動⾞整備装置の導⼊

3208 広島県 CrossMediaJapan株式会社 1240001051182 競合差別化と収益性改善への新商品開発と新規顧客の開拓事業

3209 広島県 薬の店はつやま 安全・安⼼・快適な店舗環境を実現するための機器の導⼊

3210 広島県 ⼭根対厳堂 ⾮対⾯ビジネスモデル確⽴のためのWEBサイト構築と品揃え拡⼤

3211 広島県 ヘアカットスパークジョイ 新型コロナウイルス感染症予防の取組をアピールし集客を図る

3212 広島県 前⽥⾃動⾞(株) 8240001010891 ⾃社ホームページのＥＣサイトを活⽤し、売上回復を図る

3213 広島県 株式会社 装匠 6240001050667 クロス施⼯職⼈たちの受注窓⼝ネット対応と、職⼈不⾜への対応

3214 広島県 砂⾕株式会社 1240001046532 ECサイト作成と情報発信。パッケージ等デザイン統⼀。

3215 広島県 株式会社⽊の家 6240001050576 モデルハウス来場者の新規集客と安全性の確保の取組み

3216 広島県 HアンドB 顧客囲い込み機能を持つ⾮対⾯販売⽤HP・ECサイトの作成

3217 広島県 有限会社仙⽯組 6240002054411 新⽣活様式に対応する⾮対⾯型経営への転換を認知度向上で実現

3218 広島県 有限会社キムラ 8240002047958 ⾮対⾯型予約システムの構築と宣伝広告事業

3219 広島県 くりきんとん亭 真空機導⼊による新商品販売・販路拡⼤事業

3220 広島県 R-LIFE広島 設備投資による内製化と新サービスによる⾮対⾯型のサービス提供

3221 広島県 Infinity 新規オンライン講座の開講と販路開拓による経営基盤強化

3222 広島県 有限会社エビス 1240002047799 ホームページによる海鮮料理店の集客向上と仕出し弁当の販売促進

3223 広島県 あゆみ不動産・隆松堂 インターネット通販機能を有したホームページ制作の事業

3224 広島県 株式会社くれさき本店 4240001044737 しょうゆ製造の⼀貫製造体制の構築によるサプライチェーン回復

3225 広島県 曽根⽥⾖腐店 製品の安定供給と直販体制の構築

3226 広島県 株式会社かがやきフーズ 6240001051673 いつでもどこでも！お客様のための環境整備事業

3227 広島県 ㈱ハイランド・ハウス 7240001008805 ⾮対⾯型ビジネスモデルへ転換し、新規顧客を開拓していく

3228 広島県 シーサイド桂ヶ浜荘 お⼟産品・醤油等の新商品開発とＥＣサイトの構築

3229 広島県 花岡⾃動⾞鈑⾦塗装 鈑⾦塗装店の設備投資による増産体制の強化と受注増への対応

3230 広島県 迫製麺所 乾麺需要の⾼まりに応じた⽣産⼒向上への取り組みと販路拡⼤

3231 広島県 ＳＡＫＥＢａｒゆう 移動販売⾞での地域顧客ファンの獲得事業

3232 広島県 株式会社四季 3240010289224 当館HPを活⽤した予約機能強化とECサイトの構築

3233 広島県 有限会社ひびき 9240002036027 3密回避に向けた店舗作りと設備投資による販路拡⼤

3234 広島県 酵素⾵呂 雅 酵素肥料ペレットの安定量産化と販路拡⼤の取り組み



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3235 広島県 INTERES SOMETH 移動販売のための冷蔵庫導⼊と３密を避けるためのテラス席の設置

3236 広島県 株式会社フィールランド 3240001045835 かき加⼯品の新規開発とECサイト制作

3237 広島県 企業組合モーモーあいすらんど 5240005005577 通販サイト開設による⾮接触型販売⽅式の導⼊

3238 広島県 AZLinks ⽔中ドローンによる新規事業創出

3239 広島県 株式会社杓⼦の家 2240001050274 観光客向けに杓⼦や⼟産物と話題性を提供する⾃動販売機の導⼊

3240 広島県 厳島株式会社 5240001029051 ECサイト構築に伴う⾃社HPの改修による⾮対⾯ビジネスの実現

3241 広島県 宮島ゲストハウス三國屋 ⽇本⼈宿泊者の呼び込み及び⾮対⾯チェックインシステムの導⼊

3242 広島県 株式会社宮島⼭⼀ 3240001029169 在留外国⼈に向けた⾷の多様性に基づく⾷品の開発と販売

3243 広島県 有限会社 紅葉堂 2240002036974 ⾃販機でのオリジナルグッズ販売によるデッドスペースの活⽤

3244 広島県 ⿊川計装 ハーネス 製品 加⼯による ＱＤＣ の底上げと⾼付加価値体質

3245 広島県 Rondine オンラインショップおよびホームページ開設による⾮対⾯化・販促

3246 広島県 ケン コーポレーション ネット販売システム構築のためのホームページの開設

3247 広島県 キラキラスマイル HP制作・ECサイト構築による販路開拓事業

3248 広島県 HALE整⾻院 在宅ワーク対応：整⾻院推奨の健康器具販売のネット通販事業

3249 広島県 株式会社マツモト 1240001011070 オンラインショッピングシステム構築のためのホームページの開設

3250 広島県 とびしま柑橘⼯房株式会社 6240001043613 サプライチェーン毀損への対応と⽣産性向上ための搾汁機導⼊

3251 広島県 株式会社SYK 7240001055517 新型コロナウイルス感染症対策におけるリモート授業への取り組み

3252 広島県 Ｈｅａｌｉｎｇ Ｓｐａｃｅ Ｍｉｃｒ 新規顧客獲得のためのホームページリニューアル

3253 広島県 洋⾷だいにんぐなかむら ピザ窯導⼊！新サービスの開始で⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

3254 広島県 West Village株式会社 7240001056003 ⾮対⾯で営業・商談・打ち合わせを完結させるホームページの開設

3255 広島県 AKATSUKI SYNDICATE株式会社 7240001050765 HPのリニューアル及びECサイト構築による販路開拓事業

3256 広島県 株式会社能美第⼀モータース 6240002035790 洗⾞機導⼊による⾮対⾯ビジネスモデルへの転換

3257 ⼭⼝県 天宿の杜 桂⽉ 通販事業の参⼊と3密回避の為の⾷事会場増設事業

3258 ⼭⼝県 防府流通サービス 冷蔵設備導⼊及びホームページ整備による県内外への新規顧客拡⼤

3259 ⼭⼝県 株式会社 KASAHARA HONEY 1250001016746 オンライン強化による新規顧客の獲得と「おうちカフェ」の充実

3260 ⼭⼝県 居酒屋 和居２ テイクアウトを強化しつつ、店内飲⾷も受け⼊れるようにする

3261 ⼭⼝県 有限会社⽟椿旅館 5250002011668 物販部⾨における、ECサイトを通じた新規顧客開拓と新商品開発

3262 ⼭⼝県 新⾕酒造株式会社 2250001001458 ⻑期保存可能な商品リニューアルとネットを通じた新規顧客獲得

3263 ⼭⼝県 ⼭根精⾁店 次世代保存・液体急速冷凍の導⼊とECサイト構築による販路開拓

3264 ⼭⼝県 有限会社⽵園 6250002011675 同業他社との業務提携＆ネット集客⽅法改善で売上⾼拡⼤を図る

3265 ⼭⼝県 有限会社 中屋うに本舗 4250002013962 ⼭⼝県産の海の幸にこだわったテイクアウト事業

3266 ⼭⼝県 株式会社ネストハウス 1250001011425 オンラインビジネス導⼊による新規集客、売上確保、雇⽤継続

3267 ⼭⼝県 瀬⼾内タカノスファーム オンラインストア中⼼の⾮対⾯型ビジネスモデルへの移⾏



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3268 ⼭⼝県 スリー・ビー株式会社 8250001012342 券売機設置などによる⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

3269 徳島県 カントリーロード 新たな販路確⽴へ向けた店舗改⾰事業

3270 徳島県 有限会社 阿波⽔軍 2480002009857 家族・親族葬の増加に対応する葬祭場リニューアルと新プラン開発

3271 徳島県 有限会社北室⽩扇 3480002014674 新しい⽣活様式に対応した無⼈販売の構築による売上強化

3272 徳島県 にちにち珈琲店 焙煎機導⼊による安定的商品の供給

3273 徳島県 HARIサイディング ホームページ構築による外壁塗装業者のPR・販路開拓事業

3274 徳島県 株式会社 敬⼯務店 5480001004641 事業領域拡充とホームページ再構築事業

3275 徳島県 株式会社TMインタラクティブ 5480001004848 インストラクター養成講座の⾮対⾯化とテレワーク環境の整備

3276 徳島県 有限会社 阿波⾷品 8480002010149 ⼀般消費者向け販路強化策、新商品開発と増産体制の構築事業

3277 徳島県 有限会社ゆずダイニング 3480002007224 テイクアウト事業の開始による新たな顧客層の獲得

3278 徳島県 はらだ整⾻院 ⾼気圧酸素ルーム導⼊による⾮接触型⾃由診療メニュー開発事業

3279 徳島県 おいし⼯房株式会社 5480001010334 地元⾷材を使⽤した新商品開発及びインターネット販促活動

3280 徳島県 ナカガワ・アド株式会社 7480001007436 ネット販売による地元野菜、加⼯品のPR・販路開拓

3281 徳島県 旬や ていじ 顧客囲い込みアプリと調理⾞による移動式⾮対⾯型宅配

3282 徳島県 有限会社 ⻘和 9480002009982 テイクアウト対応の予約・決済システムの構築

3283 徳島県 株式会社⾃然計画 6480001006918 チーズケーキと⽣⾷パンの開発・販路開拓および客室の改装

3284 徳島県 株式会社吉⽥⻘果 5480001005375 ネット販売強化のための⽣産設備増強事業

3285 徳島県 遊⾷⼯房 BASARA ⾃慢のメニューのデリバリーと密閉解消のための店舗改善事業

3286 徳島県 アンジュクレール プロエスティシャン厳選の化粧品をご⾃宅に。化粧品移動販売事業

3287 徳島県 トップスターケンネル 県外のお客様に最⾼のパピーをお届けする、ネット販売強化事業

3288 徳島県 有限会社 ニュースカイルート 2480002011276 お客様にご安⼼いただくための店舗空間改善事業

3289 徳島県 フラワーショップハラダ ネット販売強化のためのWEBサイト制作と店舗改善事業

3290 徳島県 有限会社 賀川⽯油 3480002011102 観光ニーズに応えるための店舗改善事業

3291 徳島県 居酒屋GUT 居酒屋の味を街頭で。本格塩ラーメンの移動販売事業

3292 徳島県 ⻑原簡易郵便局 新しい⽣活様式への対応のための店舗改装事業

3293 徳島県 徳島新聞松茂専売所 ⾼齢者と接する機会を増やすためのラッピング機械導⼊

3294 徳島県 PACIFICO SURF HOUSE コロナ時代に対応する宿泊施設の整備、サービスの充実、販路拡⼤

3295 徳島県 graph 打合せの効率化・撮影機会拡⼤による新たな取組み事業

3296 徳島県 ⾠⺒屋⾷品株式会社 1480001005437 新たな販路を開拓するためのECサイト構築及び商品パンフの製作

3297 徳島県 Earthship MIMA ⾃然エネルギーに関するセミナーやツアーのオンラインへの転換

3298 徳島県 円⽣デコポン園 衛⽣対策をした移動販売⾞で、露天販売での売り場を⾃ら確保

3299 徳島県 株式会社MIZUYA 8480001009225 MIZUYAキッチンからあなたの笑顔⾷を届けるオンライン事業

3300 徳島県 ヒーリングルーム中今 本質的スピリチュアリティに関する情報・サポートのオンライン化
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3301 徳島県 神⽊美容室 ホントに来たみたい！ＩＴを駆使してお家に居ながら摘み取り体験

3302 徳島県 ビューティーサロンｕ 安⼼な店づくり・施術ルームのセパレート×２で感染防⽌対を図る

3303 徳島県 ⺠宿 内妻荘 顧客ニーズ毎の導線変更設備とテイクアウト実施

3304 徳島県 Ｂｏｄｙ Ｗｏｒｋｓあいおい ⾮密接型装置による新サービスでの新規顧客獲得

3305 徳島県 麵屋 藤 焼き⿃・から揚げのテイクアウト店設置

3306 徳島県 株式会社 王王軒 9480001007921 新商品開発と⾃社HPでの販売による顧客獲得事業

3307 徳島県 Ｐｒｅｄｉｃｔ 新商品の展⽰会出展とネットを通じた販売

3308 徳島県 A&C 商品購⼊・来店予約機能を付加したHP構築事業

3309 徳島県 株式会社 元⽊⼯業 3480001010476 機械設備導⼊による作業効率化と利益率向上

3310 徳島県 Link point SAIRAI こだわりのヘルシーテイクアウトメニュー提供で新規顧客獲得！

3311 徳島県 有限会社 ダートウェイ 3480002011291 オーロラビジョン広告活⽤による新規顧客取り込み事業

3312 徳島県 定⾷専⾨店 ⾷べごろ テイクアウトシステム導⼊による収益基盤強化事業

3313 徳島県 ＲＴ３⼯房 ⾃社Ｗｅｂサイトを構築しての初めての消費者販売事業

3314 徳島県 ⺠宿えびす 宿泊業を維持するために、開発商品をネットで販売する

3315 徳島県 パーソナルトレーニングジムリレイズ オンライントレーニングプログラムの提供

3316 徳島県 藤守商店 ⾮対⾯型経営に於ける新たなインターネット販売⽤事業

3317 徳島県 株式会社南⾵べジタブル 4480001009014 ネットショップでのＨＰの新設及び改善によるコロナ対策事業

3318 徳島県 1éF COFFEE ROASTERS コーヒー⼩型焙煎機導⼊による焙煎⾖の少量ネット販売事業

3319 徳島県 有限会社 ⼭⽥宝来堂 9480002014066 廃棄からリベイクパンへ、顧客ニーズに合わせ新たな販路開拓

3320 徳島県 ⻄部⽊⼯ ＨＰでの集客とZOOM＆3Dソフトによる⾮対⾯営業の導⼊

3321 徳島県 合同会社 Iʼm home 1480003001384 ⾮対⾯ビジネスへの転換と販路拡⼤計画

3322 徳島県 Dashi kitchen ZEN 料理教室のオンライン化「だしパック商品」のセット開発

3323 徳島県 Ｍ＆Ａ⼯房 ネット通販による⾃社製品の製造直売及び商品発送代⾏の開始等

3324 徳島県 有限会社酒井燃料 8480002011147 新看板・ウインドウサインの作製による来店誘致事業

3325 徳島県 有限会社⽵中農機商会 4480002010607 新設備開会導⼊により⾃社で部品、製作事業

3326 徳島県 下板⾃動⾞有限会社 2480002011169 新看板設置による店頭誘致を⾏う上での店内環境改善事業

3327 徳島県 株式会社樹 9480001008003 ⾃宅にいながらホームページにて新規事業による販路開拓

3328 徳島県 Loving CAFE 屋外席の増設で３密を避け、顧客の需要に応え売上を回復

3329 徳島県 cafe ruche CAHOA 世界農業遺産認定地域での茶葉を活⽤した商品の企画販売

3330 徳島県 ⽳吹⽵材 卸売販売から脱却し、ECによる直接販売事業への進出計画

3331 徳島県 Glanz 動画配信による既存顧客のつなぎとめとシニア層の開拓で売上回復

3332 徳島県 ひなた お好み焼きのお持ち帰りを促すためのPRと店舗改装

3333 徳島県 旬彩うおしょう ⾮対⾯型テイクアウト事業構築と店舗環境改善による経営安定化
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3334 徳島県 and food BY HORTUS 今後の感染症にも備えたテイクアウト専⾨店の開業

3335 徳島県 株式会社 阿波⾷ 9480001010025 テイクアウト販売の強化による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

3336 ⾹川県 有限会社おおもり 2470002018867 新型コロナウイルスの感染防⽌対策により売上を確保

3337 ⾹川県 kamos 3密回避をふまえたテラス席増設とＥＣサイトの開設

3338 ⾹川県 有限会社 岩崎荘 6470002009334 あなたのところに“岩崎荘”をお届けしたい。『岩崎荘屋』の開店

3339 ⾹川県 プランニングオフィスUOTA ⾰製品の内製化とホームページ作成によるBtoC取引の拡⼤

3340 ⾹川県 株式会社 せとうちのずかん 7470001015761 ⾃社製造「冷凍⼩⾖島ぎょうざ」をＥＣサイトで販売して売上拡⼤

3341 ⾹川県 東かがわマルタツ⼿打ちうどん 真空包装機であなたの⾷卓へ驚きと感動の味をお届けします

3342 ⾹川県 こまめにくらす コロナ対策と新規⽣徒獲得のための学習環境整備と情報案内の強化

3343 ⾹川県 AH+ 感染防⽌対策と広報強化による売上確保

3344 ⾹川県 株式会社K2works 1470001017383 オンライン商談システム導⼊および納⾞場の整備

3345 ⾹川県 有限会社 歓 4470002010946 ⾮対⾯型ビジネスモデルのための新たな駐⾞場の整備

3346 ⾹川県 四国システム印刷株式会社 3470001007787 印刷商品を安定供給する為、ソフトウェアの設備投資

3347 ⾹川県 坂出⾷品有限会社 9470002014026 業務筋（外⾷産業・給⾷）に向けた新商品開発の為の設備投資

3348 ⾹川県 オーガニックアロマサロンひだまり HPリニューアルとネットショップ開設による経営基盤の再構築

3349 ⾹川県 ぎゃらりぃ つるや ボタンとファスナーで着付け要らずの着物レンタルサービスの展開

3350 ⾹川県 有限会社エムシーアシスト 6470002007899 調剤薬局における⾮対⾯型ビジネスモデル構築

3351 ⾹川県 有限会社加藤印刷 4470002009914 「新しい⽣活様式」に伴うＨＰの改修と教室の環境つくり

3352 ⾹川県 ⼤塩⽔産 株式会社 1470001014117 ECサイト充実とWebマーケティングによる新規顧客獲得事業

3353 ⾹川県 くりや株式会社 1470001011337 営業の「仕組化」+「⾃動化」による⾮対⾯型販路開拓事業

3354 ⾹川県 有限会社 オアシス 3470002018866 オリジナル商品の開発とオンラインでの販売による売上拡⼤

3355 ⾹川県 なおちゃんら〜めん 全国への販路拡⼤、販路開拓のためのネット通販⽤ＨＰ開設

3356 ⾹川県 Sky f 新メニュー開発と宅配サービス強化による販路拡⼤事業

3357 ⾹川県 株式会社 渡辺 5470001011523 安全・安⼼なお⿂を産地から⾷卓へ直接お届けします。

3358 ⾹川県 喰蔵 写真撮影、デザイン、印刷、翻訳事業による新規顧客の獲得

3359 ⾹川県 サウザントウェーブクラブ ⾃社ＨＰ作成＆無⼈物販システムの導⼊

3360 ⾹川県 若松 テイクアウト需要で新たな販路拡⼤！⼈気ギョーザで販路開拓

3361 ⾹川県 京兼醸造有限会社 7470001008204 うどん店開業の為の講義を動画化、遠隔地より開業を⽀援

3362 ⾹川県 かなたまキッチン 関⻄⽅⾯へのネット販売の定期購⼊の宣伝

3363 ⾹川県 Ａｓｈーｗｏｒｋｓ株式会社 5470001015482 飲⾷店向け⾃社開発コロナ対策＆啓発グッズのＷＥＢ通販

3364 ⾹川県 有限会社なかむら 2470002014239 コロナ時代における新しい⽣活様式への対応事業

3365 ⾹川県 株式会社⼆宮⽯材 7470001005853 庵治⽯の新たな可能性の商品開発と新たな販売⽅法による⾰新事業

3366 ⾹川県 株式会社スクルト 3470001014131 ⾃社デザイン商品を取り扱うECサイト活⽤による販売戦略事業
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3367 ⾹川県 有限会社藤井麺業 8470002019331 新ブランド商品開発とECサイトを活⽤した直販による販売⼒強化

3368 ⾹川県 ⼤淀ボイラー興業㈱ 4470001010526 販路拡⼤のため、⾃社完結分野の拡張事業

3369 ⾹川県 てっぱんやき さんて 新テイクアウトメニューとオペレーションの⾒直しで売上確保

3370 ⾹川県 有限会社真⾥ 4470002019343 宿の3密対策・顧客満⾜向上・業務改善を⽬指したタブレット導⼊

3371 ⾹川県 Sen Guesthouse サイクルスタンド設置とアウトドアBARで⽇本⼈集客を強化

3372 ⾹川県 株式会社油屋呉服店 1470001010363 刺繍ミシン導⼊による⾃社内製化事業

3373 ⾹川県 株式会社三福⼟建 5470001010384 遠隔管理システムと監視カメラの⼀元化サービスの確⽴

3374 ⾹川県 漆器⼭富 HPリニュアルと県下⼀⻫の新聞折込による顧客獲得事業

3375 ⾹川県 ⾕川⽊⼯芸 ⽊⼯⽤⼯具の購⼊とホームページの改良

3376 ⾹川県 東讃岐法律事務所 弁護⼠業経営に伴う周知広報・環境整備による顧客獲得向上実現

3377 ⾹川県 合資会社まんじゃーれ 3470003000278 急速冷凍機・真空調理機の活⽤による⾮対⾯型ビジネスモデルへの

3378 ⾹川県 ゆるりと。 店外販売⽤に厨房改装・冷蔵庫・コンテナ倉庫購⼊と、店内改装

3379 ⾹川県 居酒屋どろんぱ キッチンカー⾞によるあったか弁当販売

3380 ⾹川県 ⾳楽酒場ブギナイト 三豊の新ブランド『三豊ぎょうざ』プロジェクト

3381 ⾹川県 むく⾷堂 ⾃家製「むく焼菓⼦」の新規販路開拓と店内改装計画

3382 ⾹川県 株式会社キョーワ 7470001009879 地域資源「釜揚げいりこ」を使⽤した家庭⽤冷凍⾷品の開発と販路

3383 ⾹川県 三豊コンシェルジュセンター株式会社7470001014359 映像（動画広告）事業参⼊による地域情報誌の⾼付加価値化

3384 ⾹川県 スピード美容室 美容設備更新による⾮対⾯化推進と顧客満⾜度向上事業

3385 ⾹川県 Accueil・hair 全⾃動シャンプー導⼊によるコロナ対策とサービスの強化事業

3386 ⾹川県 合同会社SUGAR HILLS 6470003001736 ⾮対⾯型決済処理を可能にするドライブスルー型テイクアウト販売

3387 ⾹川県 株式会社あやうたライフ 6470001011729 「⽣うどん」を活⽤した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

3388 ⾹川県 nail salon petit 電動施術椅⼦と施術室の改装で⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

3389 ⾹川県 株式会社東井⼾会社 7470002027205 カタログ・ネット販売等による対⾯型ビジネスモデルへの転換事業

3390 愛媛県 株式会社⻄渕⼯務店 8500001007804 ⼈に代わる営業ツールによる販路拡⼤事業

3391 愛媛県 株式会社森髙リゾート 9500001019071 「ふわふわかき氷」のテイクアウト販売のための機械導⼊

3392 愛媛県 株式会社美ゆき 9500001020450 ホームページ開設等による感染症対策周知とテイクアウト事業促進

3393 愛媛県 ⼭猫堂 ホームページ及び屋外接客スペース設置による動物安⼼お届け事業

3394 愛媛県 Bakery emon ＳＮＳでの広報及びネット販売での販路拡⼤事業

3395 愛媛県 株式会社ジェイジェイ旅⾏センター 4500001007997 テーマ特化型旅⾏商品開発と販促活動

3396 愛媛県 関原広告デザイン事務所 オンラインセミナー動画収録システム構築による⾮対⾯収益の確⽴

3397 愛媛県 古⺠家 ⼸削の宿 屋外ランチサービスによる新規顧客獲得と新たなおもてなしの提供

3398 愛媛県 かたん 病⼈をも救った「お粥」のテイクアウトで起死回⽣

3399 愛媛県 有限会社松屋旅館 1500002012396 スマートロック導⼊による⾮対⾯型宿泊の実現
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3400 愛媛県 有限会社穂⾼村 9500002011473 インターネットを活⽤した営業スタイルへの転換

3401 愛媛県 株式会社清流の⾥ひじかわ 5500001007996 設備導⼊による商品開発の安定化と販路拡⼤

3402 愛媛県 SALT HOUSE（ソルトハウス） 安⼼安全かつ顧客満⾜度向上による集客率アップ

3403 愛媛県 りくう ３Ｄプリント及びレーザー加⼯の内製化による販路開拓の持続化

3404 愛媛県 HEART IN TOUCH合同会社 3200003003480 「カウンセリングのオンライン化と宣伝活動」

3405 愛媛県 有限会社アーバンホームズ 9500002021992 ⾮対⾯で⾏う遊休地、耕作放棄地の有効活⽤⽀援事業

3406 愛媛県 COLORCUBE パーソナルカラー専⾨ECサイトの認知と販路拡⼤

3407 愛媛県 こうそdeほっと 既存客へＤＭ発送と、ネットを活⽤した酵素肥料の販路拡⼤

3408 愛媛県 繁⽊建設 ホームページ刷新とパンフレットを活⽤した⾮対⾯型ビジネス構築

3409 愛媛県 株式会社ゆうぼく 3500002012386 通販の発信強化及び⽣協販売への安定供給実現

3410 愛媛県 ⺠芸カフェ 珈町 テイクアウト販売開始で売上アップ

3411 愛媛県 株式会社宮窪モータース 1500001012975 「スキャンツール」の導⼊による新規販路開拓事業

3412 愛媛県 酒匠⽶匠森の駅 ⽼舗から『森の駅』的セレクトショップへのリ・ボーン事業

3413 愛媛県 RIE DAIFUKU DESIGN シルクスクリーン印刷機械導⼊とECサイト開設で売上アップ

3414 愛媛県 なみへい⾷品株式会社 9500001008611 冷蔵庫及びエアコン導⼊による新事業・新商戦への参⼊

3415 愛媛県 ⾃在鋼房 ⾃社新ブランド設⽴によるサプライチェーン、売上の確保

3416 愛媛県 FFC sandwich&coffee 移動販売⾞導⼊による販路拡⼤

3417 愛媛県 得得うどん⼤⻄店 調理タレ開発による新メニュー考案とＥＣ販売による販路開拓

3418 愛媛県 レストランお宿 こころ テイクアウト強化継続と密を避ける店舗づくり

3419 愛媛県 株式会社内⼦・森と町並みの設計社 5500001008103 ⾃然乾燥材を活⽤した板倉⼯法の取り扱いと⾮対⾯型販促活動

3420 愛媛県 Beauty Salon Tiara 三密回避リニューアルでコロナ疲れの⼼も髪もヘナトリートメント

3421 愛媛県 株式会社維⾥ 2500001022081 新規⽣産物の⽣産拡⼤による売上増加とネット整備による販路開拓

3422 愛媛県 有限会社⾼井商店 9500002014658 楽天市場出店と抹茶を使った新商品の開発で売上アップを⽬指す

3423 愛媛県 河野鮮⿂ コロナに負けんぞ、「テイクアウト・デリバリー」新規開拓事業

3424 愛媛県 ⼭⻄⽯材有限会社 9500002020334 産地直送“⼤島⽯”通販企画とサイト構築

3425 愛媛県 ひじかわ開発株式会社 9500001007885 宴会場レイアウト変更による安⼼・安全の徹底

3426 愛媛県 徳⼭⽯材 ⽯⼯品への微細加⼯を実現する機器導⼊と⾮対⾯型商談環境の実現

3427 愛媛県 ベルローズ 花の移動販売、⼩サイズ箱開発、トイレ改装による販路開拓

3428 愛媛県 有限会社グルーヴ 8500002008454 顧客の要望に対応した⾃転⾞を提供するネット通販サイトの構築

3429 愛媛県 株式会社プロックス 3500001003601 ＶＲ、ＨＰ導⼊によって出来る企画提案による新規開拓

3430 愛媛県 ⾁専科 しんみや ⾼単価精⾁の宅配販売による新規顧客獲得

3431 愛媛県 株式会社マルウ⽔産 7500001008159 ⻑期保存可能な加⼯品製造設備導⼊によるＥＣサイトでの販路開拓

3432 愛媛県 株式会社growin 9500001016416 移動販売（テイクアウト）による、かき氷・ドリンク等の販売
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3433 愛媛県 書の美沼 オンライン硬筆の実施と、教室内3密の回避

3434 愛媛県 合同会社フェザー＆ターコイズカンパ9120003008111 「東温レザー（TOON-LEATHER）」の商品化で売上拡⼤

3435 愛媛県 おかだ整⾻院 オンライン整体システム構築による遠隔での顧客の運動機能分析

3436 愛媛県 株式会社レイベル 3500001017353 当社のカスタマイズ技術を活⽤したキッチンカーの開発

3437 愛媛県 Piano Art Lesson 防⾳室設置によるオンラインレッスンの環境強化と新規⽣徒獲得

3438 愛媛県 カネキ⽔産株式会社 6500001012938 真鯛に特化したインターネット販売サイトの構築

3439 愛媛県 ⽥縁農園 「産直君」ソフトを活⽤してネットを通じた新規顧客の獲得

3440 愛媛県 うたしの⾥ ⽯川 おうち消費対応：柑橘の今をインスタグラムで届けるEC通販

3441 愛媛県 株式会社富⼠⾒園 1500001022314 3密回避〜お客様が安⼼して過ごせる宿に〜

3442 愛媛県 株式会社森茂⾃動⾞ 5500001016386 プラズマカッター導⼊による事業の拡⼤及び新規顧客獲得

3443 愛媛県 砥部焼窯元 ⼀夢⼯房 ＨＰリニューアル＆通販部⾨確⽴＆新商品開発で売上アップ

3444 愛媛県 株式会社グラッディ 3500001021090 砥部焼コラボ商品の販路拡⼤と海外マーケット進出

3445 愛媛県 映光⾃販株式会社 9500001017645 ⾞両整備部⾨強化の為の新規設備投資(トラック対応リフト導⼊)

3446 愛媛県 株式会社フィールド愛の和 6500001019339 インターネットを通じた無観客ライブの実施事業

3447 愛媛県 株式会社NIC愛媛 9500001018874 Youtubeを利⽤した、新しい情報発信「松前ＴＶ」

3448 愛媛県 エコ寅 ＥＣ販売開始による販路開拓事業

3449 愛媛県 ぐっちーままCooking 良縁⽀援Good 集合型料理教室から⼣飯宅配業務サービスへの転換

3450 愛媛県 有限会社喜多寿し 6500002020337 事業承継と店舗リニューアルによる販路開拓事業

3451 愛媛県 かまぼこの村上有限会社 7500002020336 ECサイト設⽴による⾮対⾯型ビジネスモデルの構築

3452 愛媛県 株式会社しまなみライトハウス 1500001022529 ドローンに関する知識をオンラインで学ぶ仕組みの導⼊

3453 愛媛県 松前餃⼦ 松前餃⼦ＰＲ計画及びお持ち帰り⽤焼き餃⼦機械の導⼊

3454 愛媛県 Lea Baileyʼs テイクアウト、デリバリー化と開放的な空間作りによる販路開拓

3455 愛媛県 森岡 菖平 ECサイト設⽴による新規顧客獲得事業うち消費対応

3456 愛媛県 井上苺園 苺を活⽤した新商品の開発と販路開拓

3457 ⾼知県 おもや 少⼈数グループ客対応による⾮対⾯型の推進に向けた店舗改装

3458 ⾼知県 うどんの庄真⽥ 顧客との密集、密接を避けた対策による安⼼安全な店内飲⾷の提供

3459 ⾼知県 郷麓温泉 個室の新設・部屋⾷の整備・ホームページ作成

3460 ⾼知県 喜ら功 総菜・単品料理の新メニュー開発と増産体制確⽴で新規顧客獲得

3461 ⾼知県 有限会社仙頭酒造場 5490002012857 多様化する消費者ニーズに対応した低容量商品の増産で販路拡⼤

3462 ⾼知県 PMサービス株式会社 2490001009337 受⼊れ⾞種増に向けた設備導⼊による販路拡⼤事業

3463 ⾼知県 神﨑建築設計事務所 業務のオンライン化に向けたWEB作成及び提案業務のIT化推進

3464 ⾼知県 四万⼗⼤正まちづくり株式会社 1490001009214 HPに予約機能構築24時間予約可能体制実現

3465 ⾼知県 豚福亭 ⾼電圧フライヤーの導⼊により調理時間の時短を図り、回転率向上



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3466 ⾼知県 濵村鉄⼯有限会社 3490002008139 CAD/CAMシステム導⼊による営業効率化、受注拡⼤

3467 ⾼知県 ⽇々株式会社 6490001008541 「アフターコロナ」時代のライフキャリアデザイン講座の販路開拓

3468 ⾼知県 株式会社エスエス 8490002010370 新たな需要開拓及び品質向上による受注体制整備事業

3469 ⾼知県 株式会社 StoryCrew 8490001008300 アフターコロナに備えた販路拡⼤の為の設備投資

3470 ⾼知県 畑の⾷堂Copan おうちでコパンシリーズの開発、販売開始による販路拡⼤

3471 ⾼知県 有限会社 ベンズ 8490002012615 鰻の⾻を使った加⼯品の開発

3472 ⾼知県 ⾷事と図書 ⾬⾵⾷堂 テイクアウト事業開始に伴う必要設備等の導⼊

3473 ⾼知県 夢の温泉 空間除菌消臭装置導⼊による客室内および館内の安⼼安全確保事業

3474 ⾼知県 ⺠宿&レストラン みちしお ⾮対⾯型営業形態強化の為の設備導⼊事業

3475 ⾼知県 花⽉ お家で料亭花⽉ 巣ごもり料亭便事業

3476 ⾼知県 中村商会 完全予約制のキッズルームと商談個室で親⼦が安⼼来店できる店に

3477 ⾼知県 グリルJoin ⾮対⾯型営業強化の為のテイクアウト等に係る設備導⼊事業

3478 ⾼知県 株式会社 太笑屋 6490001009259 デリバリー販売拡充強化に伴う設備導⼊

3479 ⾼知県 Totte Me Camera インターネット広告配信による若年層への販路開拓

3480 ⾼知県 クルミ⼯房 商品認知度の向上の為の広報物制作による販売強化事業

3481 ⾼知県 宗﨑⼯業株式会社 1490001009362 ＣＡＤ及びクレーンの導⼊による増産体制の強化

3482 ⾼知県 信﨑⾷品店 外販商品の製造および販路拡⼤のための設備増強計画

3483 ⾼知県 有限会社 岡上⼯業 6490002011619 コアドリルの⾃社化による品質向上でサービス供給の維持

3484 ⾼知県 株式会社レ・プリュ 3490001009385 リモートウェディング導⼊に係るＴＶＣＭ、看板による宣伝広告

3485 ⾼知県 合同会社⾼知カンパーニュブルワリー9490003001153 ECサイト改善による初回購⼊者数とリピーター数増加対策

3486 ⾼知県 駅間亭 テイクアウト事業実施のための設備投資

3487 ⾼知県 株式会社 なかよしライブラリー 3490001006481 オンライン接客販売事業

3488 ⾼知県 株式会社 オートショップハシダ 4490001007009 出張修理サービス開始による⾮対⾯式ビジネスモデルの構築

3489 ⾼知県 サウスショア ⾮対⾯型営業強化の為の野外テラス拡張事業

3490 ⾼知県 川添ヤギ牧場 ヤギ⾁の加⼯品開発

3491 ⾼知県 美容室エンゼル サービス⾼付加価値化のための設備導⼊

3492 ⾼知県 有限会社 光写真館 4490002011926 「フォトウェディング」事業開始にかかる設備導⼊

3493 ⾼知県 美⾺旅館 オンラインセレクトショップ開設によるサービス拡充と観光集客

3494 ⾼知県 Smiley Dive ネットショップとオンライン体験の構築、全⾃動トイレの導⼊

3495 ⾼知県 RELA GREEN VILLAGE株式会社 5490001009078 ⽣姜を使⽤した商品特化開発に向ける設備投資

3496 ⾼知県 route PHOTO STUDIO 顧客の安⼼安全を守り、新しい⽣活様式に対応したスタジオ改装

3497 ⾼知県 株式会社ドルチェ 4490001006522 動画プロモーションを⽤いたＥＣ販売による販路開拓事業

3498 ⾼知県 株式会社 植⽥住宅設備 8490001009199 新機器導⼊による作業効率の向上・営業活動の充実による販路開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3499 ⾼知県 La・Lueur 新機器の導⼊により濃厚接触を避けた作業効率向上・営業継続

3500 ⾼知県 菓⼦ʼＳ Foo to Mee 形で訴求するケーキの製造機器導⼊

3501 ⾼知県 株式会社ひなたハウス 3490001007208 感染症対策型店舗への改装による新規顧客獲得

3502 ⾼知県 ふくちゃん⻘果 商品供給維持及び品質維持を図る為の店舗環境整備

3503 ⾼知県 岡崎鮮⿂店 業務⽤真空包装機を導⼊し、贈答⽤「カツオのたたき」の販売。

3504 ⾼知県 ⾷蔵⼀ 店舗衛⽣管理⾯強化とホームページ作成による販路開拓の実施

3505 ⾼知県 猪⿅⼯房おおとよ ショッピングサイトの構築と新商品開発事業

3506 ⾼知県 有限会社 マルオカ 5490002012312 中古⾞レンタカー事業の実施

3507 ⾼知県 株式会社宮地観光サービス 4490001009392 WEBでキャッチ、WEBでおもてなし、WEBで予約

3508 ⾼知県 コーヒースタンド カンズヒュッテ オンラインショップの⽴ち上げによる販路拡⼤、リピーター獲得

3509 ⾼知県 有限会社おかばやし 1490002011227 お店ｱﾌﾟﾘの製作と新商品開発による新規顧客獲得事業

3510 ⾼知県 株式会社三膳 9490001006575 通信販売事業向け冷凍⾷品の新商品開発事業

3511 ⾼知県 ジェラッテリアクリーム ３密を避け新たな商品提供⽅法による販路開拓及びブランド⼒向上

3512 ⾼知県 有光商店 配達強化及び冷蔵・冷凍⾷品強化による販路開拓

3513 ⾼知県 Pizzeria Blu e Albero 新規キッチンカーの改装によるオペレーション効率化から販売強化

3514 ⾼知県 株式会社 ⼟佐農機 3490001005491 ⾮対⾯型ビジネスツールとして製品PR動画の作成

3515 ⾼知県 特定⾮営利活動法⼈⿊潮実感センター8490005002613 ホームページ改修およびテレワーク環境整備による新規顧客獲得

3516 ⾼知県 EarlyBird〜TheBreadStand〜 ⼤容量オーブンの導⼊による業務効率改善と売上向上事業

3517 ⾼知県 ⻄村⾷品 真空包装機械導⼊により賞味期限⻑期化による販路拡⼤事業

3518 ⾼知県 ⼟佐ヒーリングセンター webを活⽤したカウンセリング・オンライン講座による販路開拓

3519 ⾼知県 株式会社 森国商店 9490001009512 加⼯品の本格製造開始に伴う設備投資

3520 ⾼知県 RABO森⽂具店 ホームページ開設による⾮対⾯型サービスの開始

3521 ⾼知県 株式会社 くるめ屋 2490001009519 新型コロナウイルスの消毒・除菌作業を含む特殊清掃事業

3522 福岡県 PETIT MARCHE ネット販売システムを構築し⾮対⾯型ビジネスの環境を整える

3523 福岡県 株式会社菊のや 1290001075739 ⾮対⾯販売に対応するためのネット販売による販路拡⼤

3524 福岡県 株式会社サトキチ 7290001061213 実⽿測定による調整回数の減少化と遠隔調整による来店不要化

3525 福岡県 美容薬理株式会社 8290801011696 コロナ対策関連商品の開発製造による売上・販路拡⼤事業

3526 福岡県 ふかみ組 SNSやオンラインセミナーを活⽤した販路拡⼤

3527 福岡県 akarizm キャンドルワークショップのオンライン化事業による販路拡⼤

3528 福岡県 ｍｉｎａ ｐａｎｎ ＰＡＮ ＤＥＬＩ．（ネット通販で実現するストック型ビジネス）

3529 福岡県 株式会社 中⼭吉祥園 6290001047411 SNSを活⽤できるホームページの作成

3530 福岡県 福岡サバゲーランド 「新しい⽣活様式」に対応した⾮対⾯型ビジネス（ＥＣ販売）

3531 福岡県 ⽴花ワイン株式会社 2290001047340 フルーツワインのスパークリングワイン、少量ワインの商品開発



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3532 福岡県 toconobar 野外空間で気持ちよくーキッチンカーによる移動販売・宣伝事業

3533 福岡県 Mother Tree 動画講座の構築とオンラインサービスの販路開拓

3534 福岡県 ザグ・インスティチュート(有) 3290002027472 ⾼実⽤性・⾼耐久性・⾼機能の調理器具の開発とECサイト販売

3535 福岡県 有限会社 明光メディカル 1290002035510 理化学機器販売の⾮対⾯型ビジネスモデルの転換

3536 福岡県 ミリタリーＣＡＧ ＥＣサイト新設による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換と販路開拓

3537 福岡県 clover ⻄畑を堪能！地元産のおいしいスイーツ委託販売の展開

3538 福岡県 フラワーショップ花urara 空間の確保によるコロナ対策と男性客の取込み

3539 福岡県 國 若草の⼩屋 精⾁のプロが作るお⾁専⾨通販サイトの⽴上げ

3540 福岡県 THREE TREES コロナ禍でも2⼈の思い出に残るウェディングに！

3541 福岡県 酒のメイトーク 「アナログ×デジタル」の販路開拓による事業転換の実現

3542 福岡県 株式会社S.sytle 3290001071050 男性専⽤美容脱⽑サービスの開始による新規顧客開拓

3543 福岡県 太宰府似顔絵ショップcotontoco 実店舗とインターネットが連携したステイホーム似顔絵教室の展開

3544 福岡県 アークラプロ株式会社 2290001044940 With コロナ時代への販売⽅法転換

3545 福岡県 PACHAMAMA YOGA HOUSE 動画によるフリータイムレッスンで⾮対⾯ビジネスを実現

3546 福岡県 株式会社ICHOU 4290001084729 仔⽝の移動販売とお迎え時の初めてパック販売

3547 福岡県 Cafe Lanai 新型コロナウイルスとの共存を図りつつの安全な営業形態の確保

3548 福岡県 ㈱トータルリフォームＫＡＮＤＡ 8290001057945 「トイレパック」の販路拡⼤を⾏う

3549 福岡県 ㈱ｊｕｓｔａ 2290001067850 こどもを想うママのためのドーナツ販売

3550 福岡県 仕出しかわかみ 拡⼤する中⾷市場と新たな顧客層に向けて取り組む販路開拓

3551 福岡県 株式会社エヴァブリッヂ 4290001042538 対⾯営業が減少する時代のターゲティング広告による販路開拓

3552 福岡県 福進ゼミナール 1クラス8名への移⾏、及び⼩学⽣プログラミング講座の開講

3553 福岡県 きちじ整体 新規事業とHP販売サイトの開設による新規顧客の獲得

3554 福岡県 有限会社許⼭酒販 2290002035682 ⽇本酒売場整備による販路開拓により持続可能な売上を獲得する

3555 福岡県 HOME＆STORE DESIGN SONS HPの⼤幅な作りかえと広告により知名度アップで集客作戦

3556 福岡県 DAUGHTERS FURNITURE テレワークに特化した商品開発と⾮対⾯での接客の充実化

3557 福岡県 HIKONIWA ＥＣサイト作成による新規顧客の開拓・販売拡⼤

3558 福岡県 ヒシミツ テイクアウト販売事業の本格化による新規顧客の開拓

3559 福岡県 勇商店 商品リニューアルによるブランド⼒強化とチラシによる販売促進

3560 福岡県 薬膳Café＆BAR 寿膳 設備導⼊による薬膳料理のテイクアウトメニューの品質向上

3561 福岡県 株式会社 モリ薬局 8290001044687 健康⾷品や⼀般⽤医薬品のECサイトでの販路拡⼤

3562 福岡県 株式会社⼼つなぐ⼀杯 6290001080841 キッチンカーを利⽤したデリバリー・駐⾞場整備による飲⾷の提供

3563 福岡県 深町タイヤ販売株式会社 2290001039536 環境配慮型低温エコ設備による来店型タイヤ交換サービスの拡⼤

3564 福岡県 有限会社若杉観光 9290002037549 新規⼀般客を開拓し旅⾏会社だけに頼らない営業体制を構築する
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3565 福岡県 ステーキ＆ハンバーグくずはら 冷凍ハンバーグのEC販売開始による販路開拓

3566 福岡県 庚申窯 EC販売・動画マーケティングによる⾮対⾯型ビジネスモデル導⼊

3567 福岡県 テクサー環境 空気環境測定機器導⼊による販路拡⼤と収益の安定化

3568 福岡県 株式会社 新商 6290001033114 求職者と企業に訴求するWebサイトの開設による販路拡⼤

3569 福岡県 ㈱若⼤将 9290001047581 HPリニューアルによるテイクアウト・デリバリー事業拡⼤

3570 福岡県 株式会社宮原福樹園 5290001069976 顧客情報のクラウド化とＨＰ強化で機動⼒をいかして集客アップ

3571 福岡県 株式会社俊建⼯房 7290002041791 専⾨家にすぐ聞ける！スマホで住まいのなんでも相談室開設！

3572 福岡県 創作居酒屋 ⼀⼼ 地域の皆様の『うまい・安⼼・安全」を⼀⼼に考えた店舗整備事業

3573 福岡県 カネガエ技研 ドローン講習会の拡充と新講座、ネットを利⽤した新規顧客獲得

3574 福岡県 age age テイクアウト商品の拡充

3575 福岡県 スナックLokahi お客様に安⼼を提供するための感染予防対策リニューアル

3576 福岡県 ⾷⼯房 筑紫館 ⾃社サイト・チラシによる新規顧客開拓拡充事業

3577 福岡県 エムズイノベーション株式会社 8290001074172 宅飲み⽤の新商品の開発による販路開拓

3578 福岡県 ギャラリー茶寮 南の⾵ 当店オリジナル商品の通販強化

3579 福岡県 ヘアーリラックス・ハレノヒ 近隣の年配者の獲得とエステサービスのセルフ化による持続的発展

3580 福岡県 株式会社数寄屋 7290001066955 ⾃分だけの⽇本伝統オリジナル商品の購⼊が可能なECサイト構築

3581 福岡県 アライブコンピューティング キッチンカーの催事販売からECサイト主体の⾷品製造販売への転

3582 福岡県 MINOU BOOKS＆CAFE 「暮らしの本屋」をテーマにしたオンラインストア事業の開始

3583 福岡県 ⽣活購買店reed オンライン型の企画展開催による新規顧客開拓・既存顧客維持

3584 福岡県 株式会社 住幸房 2290001046739 ⽊のぬくもりを感じて、暮らしを豊かにする⽣活⽤品販売事業

3585 福岡県 パブスナック⽐絵呂 ⽐絵呂⼈気メニューのテイクアウト販売事業による新規顧客獲得

3586 福岡県 株式会社UBSNA 2290001079409 ポタリングとピクニックとお⼟産で新サービスの開発

3587 福岡県 株式会社丸徳 2290001031303 社屋の改装による⼩売販売（テイクアウト）と商談スペースの確保

3588 福岡県 朝倉買取センター 商品仕⼊と販売のWEB強化及び店舗外観の改装

3589 福岡県 はる⾵整⾻院 整⾻院の信頼から⽣まれたオンラインで繋がる新しいトレーニング

3590 福岡県 弥右衛⾨ テイクアウトによる新規開拓と周辺市場へ認知度向上計画

3591 福岡県 豚⾻らーめん・創作麺CRAZY MALT ドライブスルーdeおうちらーめん

3592 福岡県 ヤマモトパーツ ⽇本全国の中古⾞、中古機器をウエブを活⽤してオンライン買取

3593 福岡県 堀留 『活き⿂料理とテイクアウトをアピールし、新規顧客の確保』

3594 福岡県 株式会社 ⼤橋建設 7290001054935 モデルハウスの動画配信と⾮対⾯型の打ち合せによる受注の確保

3595 福岡県 スマート ３ＷＡＹ ＷＩＧ メディカル

3596 福岡県 浜幸家 当店名物「サザエの炊き込みご飯の素」開発及び通販事業展開

3597 福岡県 コーヒーハウスタイム コロナ対策⼿洗い場設置・テイクアウトきょうかによる新規顧客獲
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3598 福岡県 アイライズ⼯房 焼き菓⼦の⽣産販売による取引先の拡⼤

3599 福岡県 ⽔﨑塗装 ⾮対⾯での診断・補修・打ち合わせができるシステムの構築

3600 福岡県 技⼯ボウディ 当ラボの技術⼒とセラミック材等を⽤いた⾃費技⼯分野の販路開拓

3601 福岡県 アートビデオプロダクション コロナ対策ライブ配信付き映像撮影サービス

3602 福岡県 ヘアリゾートブンブン 新しい⽣活様式に対応した理容＋癒しサービスの提供

3603 福岡県 とまとのまつお ブランド確⽴と販路チャンネルの複数化による販路拡⼤

3604 福岡県 クォーレインターナショナル株式会社9290001034183 ⾃宅や野外料理に使える持運び可能なオリーブオイルの販路拡⼤

3605 福岡県 ノエルの樹 3密対策！他にはないテイクアウトも考慮したECサイト事業

3606 福岡県 ⼗割蕎⻨かぜのたみ 福岡ブランド蕎⻨のネット通販進出及びPR事業

3607 福岡県 ミライダネ株式会社 8290001087133 ボタニ⽸の商品開発および販売促進

3608 福岡県 仕出しふか⽥ ⾃社ブランドの確⽴とホームページ＋チラシによる売上アップ

3609 福岡県 炭⽕焼劇場 ⼆⽇市⽉空 ウィズコロナに対応した店舗構築・営業再建

3610 福岡県 あこ家 テイクアウト、デリバリーサービスへの進出及びPR事業

3611 福岡県 レストランKUROKI テイクアウトメニューの開発と屋外客席の設置による販路拡⼤

3612 福岡県 村のお⾁屋さん HP作成による全国への情報発信とECサイトによる販路拡⼤

3613 福岡県 Mimosa. ⽶粉クレープの移動販売⾞事業による販路拡⼤

3614 福岡県 癒⽯ 天然⽯や新商品アメリカンフラワーを中⼼としたネット販売の拡充

3615 福岡県 株式会社M・T企画 9290001062911 ⾮対⾯型ビジネスモデルへの導⼊による新規顧客獲得

3616 福岡県 株式会社レイズ・ワン・スタイル 8290001052021 新規顧客・取扱店等の開拓・PR活動とオンラインショップの強化

3617 福岡県 福岡⽣活道具店 ⾮対⾯でのデザイン案件受注・進⾏のためのWEB作成・設備投資

3618 福岡県 居⾷屋 ⼀栄 ⾮対⾯ビジネスを取り⼊れ、売上UPを⽬指す販路開拓の取組み

3619 福岡県 株式会社IDEALgrow 2290001083534 遠隔コンサルタント実施・在宅での技術向上するための計画

3620 福岡県 株式会社H&H 8290001061922 新しいつながりを⽬的としたネット環境・ショッピング機能の構築

3621 福岡県 とまりガーデン⼯房 お庭の⽬隠し施⼯専⾨店構築とネットを通じた新規顧客獲得

3622 福岡県 あおば不動産合同会社 9290003004011 ネットワークカメラで賃貸住宅等を遠隔管理して業務を効率化する

3623 福岡県 ⼟地家屋調査⼠⼭本幸伸事務所 ネットで相談・受託できるウェブサイト構築による新たな販路開拓

3624 福岡県 株式会社ノリハウス 5290001044533 デザイナーズ収益物件の3DVRコンテンツによる新規販路開拓

3625 福岡県 宝町整⾻院 ECサイト作成によるホームケア商品の拡販

3626 福岡県 やきとり新選 焼き⿃新選 お持ち帰りや催事等にも⼒を⼊れよう計画

3627 福岡県 カラオケば〜 うたんちゅ たこ焼きのテイクアウト、配達、祭りなど催事への出店、販売計画

3628 福岡県 有限会社シルバー 3290002042414 ⾮対⾯受渡しシステム構築による新サービス提供・収益改善事業

3629 福岡県 有限会社東肥産業 4290002052073 新規顧客獲得からサービス提供まで⾮対⾯式廃油回収システム

3630 福岡県 ㈱エステック21 9290801012842 WEBに特化した⾮対⾯型営業⼒とその対応⼒強化による販路開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3631 福岡県 陽代⼯業株式会社 5290001038857 モバイルワーク・テレワーク環境構築

3632 福岡県 株式会社ＤＥＥＧＯ 5290001062915 ＩＴツールの活⽤や動画掲載による⾮対⾯型集客モデルの構築

3633 福岡県 やすまる⾏政書⼠事務所 Ｗｅｂツールを活かした⾮対⾯相談窓⼝設置による新規顧客獲得

3634 福岡県 ONGAESHI株式会社 6290001086483 ECサイト構築による⾮対⾯販売での売上拡⼤

3635 福岡県 ファゼンダかじわら株式会社 5290003003990 ファミリー層向けのオリジナルジェラート開発および通販事業

3636 福岡県 OYASAI KITCHEN 室外飲⾷とテイクアウト強化でコロナに負けないお店づくり

3637 福岡県 ＭＡＩＫＯ ⾃社販売ウェブサイトによる販路開拓

3638 福岡県 株式会社Green Field 9290001051781 産地直送野菜の、ECを活⽤した販路の開拓

3639 福岡県 アフォードシェア合同会社 9290003008045 レンタルオフィスとして⺠泊施設活⽤とユーチューバーとの仲介業

3640 福岡県 ファニーラテイナーズ ダンスレッスンのオンライン化、野外実施における事業の多⾓化

3641 福岡県 株式会社 ⼩名細胞アッセイ技術研究2290001069533 現地コンサルティングを活⽤し⾮対⾯・遠隔による新規販路獲得

3642 福岡県 林ホルン教室 WEBを活⽤し、三密に配慮した⾳楽レッスンの拡充事業

3643 福岡県 Pain de famille YOUTUBEで天然酵⺟パン＆旬野菜の簡単料理教室

3644 福岡県 ジラソーレ コロナに負けるな！テイクアウトで新規顧客を開拓！

3645 福岡県 株式会社グラシアス 5290001043519 ⾮対⾯営業の推進とテレワーク環境整備による働き⽅改⾰事業

3646 福岡県 MASUKEレーシング 現在保有のスキルを活⽤した移動式キッチントレーラーで販路拡⼤

3647 福岡県 炭⽕ダイニング ばん鶏 テイクアウト事業の本格参⼊による新規顧客獲得

3648 福岡県 株式会社スリーワン 7290001081640 販売⼒強化を⽬的とした⾃社ＥＣサイト新規⽴ち上げ

3649 福岡県 隠れ家スタジオＰＥＣＣ オンライントレーニングサロン開設

3650 福岡県 台湾料理 福来たる お弁当配達サービスで販路開拓

3651 福岡県 Live cafe folkvillage 顧客安⼼度向上及び集客拡⼤のための販路開拓事業

3652 福岡県 株式会社三笠⽊⼯ 2290001043018 新しい⽣活様式に対応したリフォーム商品の開発と販売

3653 福岡県 ㈱城⼾⽯材加⼯所 8290801015499 霊苑の遠隔確認システムの導⼊による新サービス提供と販売⼒強化

3654 福岡県 株式会社スリーサポート 4290001085413 ⾃社ブランドの確⽴とＨＰ＋ユーチューブ動画による売上アップ

3655 福岡県 合同会社リハプラス 6290003009095 オンラインを使ったオーダメイドのカラダのメンテナンス予防事業

3656 福岡県 ⽉うさぎ テイクアウト向け新商品の開発及びweb構築による販路拡⼤

3657 福岡県 ⼩⼭農園 ドライブスルー可能な直売所設置による販路拡⼤

3658 福岡県 有限会社吉村⾃動⾞整備⼯場 1290002050518 展⽰場開設によるコンパクトカーの販路開拓

3659 福岡県 坂井製⽡合資会社 1290003002906 受注体制強化の設備投資及び販路開拓に向けた事務所改装

3660 福岡県 有限会社たまや 3290002036597 四国4県及びその周辺地域を狙ったデザイン特産品の販路開拓事業

3661 福岡県 株式会社 創筵 5290001075371 伝統と伝統のマッチング・いぐさと絣の新しい商品開発・販路開拓

3662 福岡県 株式会社クリエイトクリーン 3290001085298 もみ殻運搬処理業への進出・販路開拓

3663 福岡県 Nice Time 浴室完備のウェイクボードレッスンPRによる販路拡⼤
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3664 福岡県 ⽥中製麺 ウィズコロナで販売⼿法の⾒直し〜ステップワン〜

3665 福岡県 居酒屋からす 衛⽣的で安⼼できる飲⾷店への体制構築と販路開拓

3666 福岡県 ⼤⾨運送有限会社 5290002053541 ⺠間企業への営業⼒を強化！広報宣伝強化による販路開拓事業

3667 福岡県 株式会社串ざんまい 8290001062086 マスク着⽤が常態化するうえで安全かつ快適な店内の空調改善

3668 福岡県 株式会社オールデザイン 7290001035340 対⾯販売からECサイト販売への転換でコロナ禍を乗り切る

3669 福岡県 Bugs&Guild合同会社 7290003008947 ⾃宅学習動画による⾮対⾯ビジネス化と広報活動での事業再⽣

3670 福岡県 柳川サッシ販売株式会社 7290001053318 コミュニティスペースを活⽤したイベント開催による販路開拓

3671 福岡県 株式会社テレバイス 8290001032948 エリア拡⼤、オンライン営業への転換の為のＷＥＢサイトの刷新

3672 福岡県 とうの鍼灸整⾻院 アスリート特化型施術のレベルアップと⾮対⾯⽅式の導⼊及びPR

3673 福岡県 ㈲扇屋 9290002047044 届く！家で楽しむ！ECサイトで販路開拓

3674 福岡県 ヘアガーデンハーベスト ⾮対⾯での商品販売の為のECサイトの⽴ち上げ

3675 福岡県 マンション管理⼠事務所オフィスM2 感染防⽌会議システム導⼊

3676 福岡県 INDIAN SPICE FACTORY 合同会社 9290003008219 現地そのままの東インド料理を冷凍パックでご⾃宅にお届け！

3677 福岡県 OIEsalon... 来店せずにネイルアートを楽しめるネイルチックオンライン販売

3678 福岡県 株式会社モリタ 1290001038646 ネット・ＳＮＳ活⽤による販促、デザイン、テレワークの推進

3679 福岡県 株式会社オータニ 2290001038141 超⾳波治療器フタワソニックの販路開拓

3680 福岡県 YAMAZAKURA ⽶粉を使⽤したシフォンケーキ販売と寛ぎの場所の提供

3681 福岡県 内村建装 脱下請け！ネットを活⽤した直受け販路の開拓

3682 福岡県 株式会社Espoir 5290801017069 こだわりの味を気軽にお得にテイクアウトの広報について

3683 福岡県 ＭＥＮＯ ＣＯＭＰＡＮＹ ＪＡＰＡＮ 個⼈及び⼩ロット輸⼊者向け買付代⾏サービスによる新規顧客獲得

3684 福岡県 べーる テイクアウトを便利に！持ち帰り専⽤窓⼝と注⽂システムの導⼊！

3685 福岡県 炭⽕焼⾁まがりや 換気の悪い密室空間改善で安全と安⼼の店造りを⾏い売上回復！

3686 福岡県 開成館アカデミー Ｅラーニング及び学習管理スステム導⼊による遠隔授業の効率化

3687 福岡県 うぐいす座 ⾮対⾯と換気でおもてなし！プライベートなゲストハウス

3688 福岡県 （株）⽟広⾷品 9290001033350 商品の店頭販売強化とネットを通じた新規顧客獲得

3689 福岡県 Ken-style ⾮対⾯式で楽しむオンラインゴルフ

3690 福岡県 株式会社 友⼼ 6290001066634 コロナ対策、除菌剤販売と除菌作業の⾮対⾯販売で販路拡⼤

3691 福岡県 トップミシン 次世代プリンター設置によるレンタル事業と新規顧客層の開拓

3692 福岡県 御忍び麺処nakamuLab. キッチンカー活⽤による移動販売事業

3693 福岡県 株式会社レガロ 9290001060601 ⾞売却・パーツ買取販売・⾞リースのＷＥＢ⼿続による販路開拓

3694 福岡県 博多南ナチュラルビア＆オイスターガ 屋外飲⾷スペースを有効活⽤した新型コロナウイルス対策事業

3695 福岡県 創伸テクニカルサービス株式会社 5290001043584 ⼥性⽬線の事業所内コロナウイルス感染症感染防⽌対策の提案

3696 福岡県 有限会社リピート 3290002030360 ホームページとSNSによる、通販客と新規顧客の獲得事業
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3697 福岡県 炎のステーキ 新型コロナ禍転じて福となす炎の挑戦

3698 福岡県 ⼤動開装 ネットとＳＮＳを駆使してキーワードから誘導する販売促進事業

3699 福岡県 家康観光株式会社 3290001073303 ⾞両に除菌⽤噴霧器を設置、感染症の危険から乗客を守る

3700 福岡県 株式会社九千部 4290001033792 名物とろろすき焼きのネット向け商品改良とＥＣ事業の強化

3701 福岡県 ⽥中⽺羹本舗 若者の⽺羹ファンを増やす、テイクアウトメニューの開発

3702 福岡県 須恵ミュージックサロン ホームページのリニューアルによる⽣徒募集

3703 福岡県 eyelash salon Winkerbell 男性も⼦供連れの主婦も通いやすい⾼技術な美眉サロンへ

3704 福岡県 中華Ｄｉｎｉｎｇ桂華 安全安⼼の真空パック中華料理の出前移動販売事業

3705 福岡県 トラットリアジラソーレ テイクアウト及び通販⽤商品を製造する「ひまわり⼯場」の新設

3706 福岡県 カレーショップL-A レトルトカレーパック商品開発の店頭販売による販路開拓

3707 福岡県 株式会社 協和⽊材 3290001041409 リモート営業取組に必要な周知活動及び環境設定事業

3708 福岡県 ⾜⽴⾏政書⼠事務所 ＷＥＢ会議システム連動、複雑な書類の相談を解決するサイト制作

3709 福岡県 有限会社⼭中塗装店 4290002048212 HP及びランディングページ構築により⼀般顧客の獲得

3710 福岡県 株式会社芳野造園⼟⽊ 7290001071039 ⾮対⾯営業実施のためのWEBサイトリニューアルと販路開拓

3711 福岡県 有限会社執⾏企画⼯芸 7290002049166 アフターコロナに向けた複合加⼯可能設備導⼊による⽣産性向上

3712 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492 旬の新茶商品のカタログ販売により奥⼋⼥新茶をご⾃宅にお届け

3713 福岡県 アート企画 新しい⽣活様式対応オンラインDeテーマ・アートコレクション展

3714 福岡県 株式会社春⽇製薬 2290001083674 １個から製造販売する化粧品通信販売と卸販売システムの構築

3715 福岡県 al passo（アル パッソ） 新しい⽣活様式に対応した新営業スタイルの構築による販路拡⼤

3716 福岡県 四季彩膳 彩⽻ テイクアウトの周知強化とアフターコロナを⾒越した店舗環境整備

3717 福岡県 POND合同会社 6290003008857 営業⽀援コンサルタントサービスの展開

3718 福岡県 Restaurant Spoon コロナにも負けないSpoon通信販売開拓事業

3719 福岡県 合資会社若⽵屋酒造場 7290003002999 歴史ある蔵元が旬の酒を直接販売するオンラインショップの開設

3720 福岡県 古賀酒店 今後の時代を⾒据え新たにオンライン通販強化にて売上確保

3721 福岡県 串焼き 時松 居酒屋⼥将が弁当デリバリーに業務転換して売上アップを図る！

3722 福岡県 博多やき⿃ 天匠 ランチ営業での売上強化と、デリバリーによる新規顧客の開拓

3723 福岡県 株式会社 横mix 2290001052010 庭師の作るコンテナハウスを利⽤した新しいライフスタイルの提案

3724 福岡県 街道カフェ やまぼうし 中⾷（テイクアウト）製造設備及び販促設備導⼊

3725 福岡県 サカタ環境管財 オリジナル商品開発によるインターネット販売事業

3726 福岡県 うどん⼈⽣たもん ⾃慢のうどんと総菜をご家庭で！テイクアウト商品拡充で販路開拓

3727 福岡県 ルネプラス 彫⾦アクセサリーの⾮対⾯型販売対策と製造材料の⾃社製造

3728 福岡県 居酒屋ゆたか ⼈気No1商品である「⼿⽻先の唐揚げ」のテイクアウト事業の開

3729 福岡県 有限会社 英ルーテック 3290802017160 検査体制の充実による付加価値向上と販路開拓
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3730 福岡県 炭焼⼯房暖 住宅地への地域巡回型移動販売事業による新規顧客獲得

3731 福岡県 和の舎かりん 家族団らん、⾮対⾯ECデリバリーサービスへの転換事業

3732 福岡県 松永専⾨店 顧客データによる布団の販売・レンタルで販路拡⼤

3733 福岡県 株式会社 IPO 6290001066196 オンラインによる営業⽅法の導⼊による新規ユーザーの獲得事業

3734 福岡県 BAR婆いろは 店内換気改善によるコロナ感染防⽌への取り組み

3735 福岡県 ウーヴル飯塚教室 講師のオンライン講座および動画配信に対応した貸し教室事業

3736 福岡県 株式会社プレディ 2290001055896 既存サービスをオンライン型へ移⾏する

3737 福岡県 カミーノ ホームページによる集客とネットミーティングの実施

3738 福岡県 福岡引越センター 事業継続のための不動産売却サービス事業の展開による販路開拓

3739 福岡県 ㈱天盃 5290001044112 新商品販売に伴うHP強化とECサイト構築

3740 福岡県 蕎⻨と惣菜 つくし 仕出し事業を踏まえたメニュー改⾰と店内コロナ対策強化

3741 福岡県 ハッピーフーズ株式会社 7290001079321 新メニューと地域⾷材ドリンクバーの開発で顧客獲得とコロナ対策

3742 福岡県 ジョイトラベル有限会社 2290002033760 新規セーフティサポート事業の展開による販路開拓事業

3743 福岡県 陶花 通信販売サービスによる顧客・販路開拓事業

3744 福岡県 スイッチ ホームページを使った店舗・消費者の信頼獲得による販路拡⼤

3745 福岡県 トータル・ヒューマン・ヘルス ＥＣサイトの⽴ち上げによる新たな販路開拓事業

3746 福岡県 えがお整⾻院 コロナに負けない⾝体と⼼をサポートする取り組みの全国ＰＲ活動

3747 福岡県 Cafe Gatto HP刷新およびECサイト活⽤による販路開拓事業

3748 福岡県 ⼤⽯養成園 インターネットを活⽤した果樹⽣産販売業者への独⾃販路開拓

3749 福岡県 株式会社ボーテックス 5290001067567 テイクアウトの強化による店内飲⾷再開後の新規顧客開拓

3750 福岡県 moment コロナ禍でも提供可能なヘッドスパによる売上拡⼤計画

3751 福岡県 ＬＡＮＫＡ株式会社 9290001051204 災害備蓄⽤レスキュー⽸の開発と⼯場直送による⼩売部⾨の強化

3752 福岡県 エナジーオートワークス 完全⾃社施⼯新サービス開始よる販路開拓

3753 福岡県 ⽯川会館有限外会社 8290002052945 外販商品の開発とマルシェキットの導⼊で販路開拓

3754 福岡県 髙⽥⾷品⼯業株式会社 6290001005393 コロナ禍で加速するEC事業の体制づくりとホームページの拡充

3755 福岡県 舞ひめ 予約受注制による「テイクアウト弁当(惣菜)」への取り組み

3756 福岡県 有限会社まるごう商店 1290002021568 ホームページ作成によるBtoB拡⼤及びBtoCの新規顧客獲得

3757 福岡県 地鶏炭⽕焼 ⿃花 冷めても美味しい地鶏料理の開発とテイクアウトによる販路拡⼤

3758 福岡県 スマソル嘉⿇ ゲーム機修理ビジネスと郵送受注でコロナを⽣き抜く広報事業

3759 福岡県 株式会社ストーク 3290001033389 完全オンラインでリアルな対⾯接客システムを導⼊し売上拡⼤

3760 福岡県 遠賀屋 遠賀町産⽶粉めんと⽶粉スウィーツの持ち帰りによる新規顧客獲得

3761 福岡県 ⼤煙 お客様のためのお客様に安⼼してご来店頂ける店作り計画

3762 福岡県 いちよし インターネット販売を活⽤した⾮対⾯型広域販売への事業展開
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3763 福岡県 鶴⾒窯元 鶴⾒窯ＷＥＢサイトからＥＣサイトへの再構築

3764 福岡県 SO:AIL ⾃宅で気軽に本気の出会い！オンライン婚活！

3765 福岡県 有限会社 ⻤丸雪⼭窯元 5290002043435 薄さ軽さを伝えられるＥＣサイトの構築と受注システム確⽴

3766 福岡県 有限会社やまめ⼭荘 3290002043916 安⼼な案内時間提供クラウドサービス導⼊と売上確保への取組み

3767 福岡県 ⼩⽯原焼 秀⼭窯 お客様とのつながりを⼤切にするオンライン販売の取組み

3768 福岡県 KANOYA株式会社 8290001082043 梅ケ枝餅や仏料理に合うオリジナル⽇本茶の商品開発で売上アップ

3769 福岡県 オートワン ⾮対⾯での⾞の相談〜契約システム、及びサブスクシステムの導⼊

3770 福岡県 Cafenine Hakatanomori デリバリー弁当の導⼊による⾮対⾯ビジネスの推進

3771 福岡県 Mʼｓ福岡 ⾃動⾞のネット販売による販路開拓

3772 福岡県 株式会社KLD 9290001075401 HPリニューアルによる⾮対⾯での買取強化

3773 福岡県 株式会社コラボプラネット 7290001063639 学習塾オンライン校の開設

3774 福岡県 個別指導学習塾EUREKA ⾮対⾯型授業システム(ユリイカオンラインシステム)の構築

3775 福岡県 ⽥中美掃 オンライン相談システムの構築と発信⼒強化による販路開拓

3776 福岡県 鉄板焼きじゅうじゅう アフターコロナへの営業⽅法転換と売上確保

3777 福岡県 GRIP サーモグラフィ導⼊による安全性を重視で新規顧客の開拓

3778 福岡県 jingoro ⽊⼯品及び焼き菓⼦などのオンライン事業と実店舗の充実

3779 福岡県 ⽥中⾃動⾞ コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策してある清潔感のある店舗へ

3780 福岡県 Studio Somcha Club オンラインダンスレッスン配信と業務効率化

3781 福岡県 凛 テイクアウト及びレトルト商品の開発による新顧客獲得

3782 福岡県 鉄板焼広島お好み焼もんちゃん デリバリー業務の強化。換気設備の増設

3783 福岡県 韓国居酒屋オンマ 店舗丸ごとテイクアウトPR事業

3784 福岡県 ㈱愛菜華⽥中ファーム 1290001075508 採れたて野菜を買い物に困った⼈へお届けする移動・直接販売

3785 福岡県 J Space ⾮対⾯型のロボット・プログラミング授業へのビジネスモデル転換

3786 福岡県 暖歓 アフターコロナを⽣き残る営業改⾰

3787 福岡県 アグリフィールズ合同会社 3290003006392 廃プラリサイクル体験ができる⼯場開所により売上アップ

3788 福岡県 有限会社くまタクシー 8290002048877 「タクシー⾞内の空間除菌対応⾞」周知事業

3789 福岡県 Famille 妊娠期〜初期育児に関する悩みを解決するオンラインコンテンツ

3790 福岡県 いけす料理 磯太郎 新型コロナ感染症対策のための店舗リニューアル

3791 福岡県 ⽥中油糧⼯業株式会社 3290001040889 化粧品事業におけるECサイトの構築及び販売促進

3792 福岡県 株式会社NAO２＆４ 1290001070368 ECサイト改善によるコンバージョンアップ及び海外への販路拡⼤

3793 福岡県 有限会社 東洋テクニカルフーヅ 3290002053659 たい焼き・かき氷の製造販売事業の新設・ドライブスルーの整備

3794 福岡県 株式会社KʼS 3290001086098 ビジネスコーチング販売に伴うHP作成・オンライン決済の導⼊

3795 福岡県 となりのグリル 福津市・古賀市を対象としたデリバリー事業への本格参⼊
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3796 福岡県 花祭窯 ネット販売強化のための、国内・海外へのECサイト構築

3797 福岡県 筒井時正玩具花⽕製造所株式会社 8290001066392 ⼿軽に遊べる新商品の開発とネット販売強化のためのＷＥＢ整備

3798 福岡県 有限会社博多海苔 ⼤分県産バラ⼲し海苔の新商品を軸にしたBtoB販路の開拓事業

3799 福岡県 ⽷島きのこファーム 商品のデザイン統⼀化及び会社ロゴマーク制作による販路拡⼤

3800 福岡県 アロマの⼯房 ⾹の宮 オリジナルデザインの充実と⾮対⾯販売での業績UP

3801 福岡県 Vin Café PROSPERO ソムリエが提供する本格的なテイクアウト型ワインカフェの展開

3802 福岡県 よかもんいちご 新たな体験型デイキャンプサービス事業の企画・展開

3803 福岡県 株式会社キ乃シタ 3290001055152 コロナにまけない新たな⾮接触型販路開拓、物産展出展

3804 福岡県 セブンイレブン筑紫野杉塚店 タイアップテイクアウト ⼆⽇市ウエストサイド事業

3805 福岡県 株式会社toffee 6290001059539 テイクアウト販売窓⼝の設置と新商品開発による新規顧客の獲得

3806 福岡県 陶灯 オリジナル作品のLED化とコードレス化による販路拡⼤

3807 福岡県 カメライフ ⾼単価顧客獲得サイトの構築で新市場開拓

3808 福岡県 和彩⽇ 巣ごもり消費に対応したテイクアウト事業により新規顧客の獲得

3809 福岡県 株式会社 414 Factory 9290001043795 太宰府での草⽊染⼿織⼯房設⽴による新規顧客の獲得

3810 福岡県 株式会社SING 9290001056293 お洒落な屋台での移動販売による新規顧客の獲得

3811 福岡県 株式会社テレワーク構築 7290001067037 ⾮対⾯営業化と情報発信⼒の強化

3812 福岡県 株式会社エムズプロデュース 1290001041699 野外カフェ空間で「⽇本⽂化体験」計画・宿泊⼈数増やす

3813 福岡県 楽亭 テイクアウト商品の開発、駐⾞スペース拡張による売上向上

3814 福岡県 株式会社TANNAL 1290001085647 おうち時間のための商品開発とオンライショップの拡充

3815 福岡県 ダンザパデーラ ⼈気メニューの真空パック商品の開発及び通信販売

3816 福岡県 サユアロマ 新型コロナ対策店舗への移⾏及びネット販売の強化

3817 福岡県 1 LIFE COMPANY ⾃社ECサイトでの卸販売並びにBtoCへの直接販売強化

3818 福岡県 アッカプントエッフェ コロナ感染拡⼤防⽌のための客席配置と店外飲⾷スペースの設置

3819 福岡県 有限会社 塚本鮮⿂店 1290002035898 寿司テイクアウトの販路開拓

3820 福岡県 いとしまスポーツ整⾻院 40〜60歳代⼥性をターゲットとした健康増進型⾃費治療院併設

3821 福岡県 喫茶 深⼭の牡丹 ウエブ注⽂受付と新商品開発によるテイクアウトの販売強化事業

3822 福岡県 炭⽕やきとり⼆番⼿ 新型コロナウイルス感染症に対応した持ち帰り・店内飲⾷の展開

3823 福岡県 有限会社 川久保酒店 2290002032671 ECサイト構築によるB to Cビジネスの強化

3824 福岡県 有限会社 ウラタ農園 2290002033174 ホームページでのネット販売を活⽤した新規顧客の獲得

3825 福岡県 株式会社 森⼭ 9290001070187 九州アイランド 貸切・乗合バス⽷島から発信・・・

3826 福岡県 株式会社 村上や 6290001072913 販売経路を確保のため認知を増やしネット販売で利益を⽣み出す

3827 福岡県 株式会社 吉丁 1290001042879 ⾮対⾯による⾃社商品の販売と新規顧客獲得

3828 福岡県 ビデオフラッシュ イベント等の⾼品質ライブ配信サービス
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3829 福岡県 株式会社H＆A 5290001072534 ⾮対⾯での広告媒体を利⽤した治療体制の構築による販路開拓

3830 福岡県 株式会社アルジェント 7290001043384 テイクアウト強化・当店の認知度UP

3831 福岡県 Cafe&barTAMARI 地産地消のオリジナルピザとテイクアウト等事業の実施

3832 福岡県 光酒造株式会社 3290001038512 顧客創造とブランド形成~SNS連動情報発信型ECサイトの構築

3833 福岡県 有限会社フーディアムトクナガ 6290002012819 リモート商品開発・⾷育のための設備投資と⾃社製品のＥＣ展開

3834 福岡県 いやし処すっきり堂 オンラインダイエットプログラムサービスの提供

3835 福岡県 キッズライン福津 ⾯談や育児相談、及び⼦ども向け教室のオンライン化

3836 福岡県 ⽷島レストランAMOUR 惣菜、カレーのテイクアウト・デリバリー開始による販路開拓

3837 福岡県 ヒカリメンテナンスサービス のどかな農園の隠家・ダイニングバーの宅配テイクアウトへの転換

3838 福岡県 和洋めし よはく プチ贅沢・贈答⽤お弁当および「おばんざい」のテイクアウト事業

3839 福岡県 MONQ（モンク） ⾮対⾯ビジネスツールの導⼊による新営業システムの構築

3840 福岡県 ⼩杉有由美 「ハンドメイド⼩物販売と、ハンドメイド教室をオンライン化！」

3841 福岡県 ロッカシャッカ合同会社 7290003007040 ⾃社デジタル⾳楽配信サイト開設による⾮対⾯型ビジネスの構築

3842 福岡県 PonoHeartCompany 市場動向を意識した健康志向ナッツ商品の開発による販路拡⼤

3843 福岡県 もぐもぐぽけっと株式会社 1290001088071 アレルギー対応製品の⾮対⾯販売及びEC販売対応化事業

3844 福岡県 合同会社ブルズ 4290003006144 同業他社と差別化した地域密着⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

3845 福岡県 てらすてら 販路拡⼤の為の脳トレグッズの制作とオンラインの多⾯的活⽤。

3846 福岡県 ＴＥＳ我者 移動販売⾞を利⽤したコロナに負けない販路開拓並びに顧客獲得

3847 福岡県 合同会社福寿丸⽔産 9290003008053 ネット販売対応の⾃社ホームページ作成による販路開拓

3848 福岡県 Ｔｒｏｉｓ Ｃｌｏｃｈｅｓ 外注に頼らない真空機器による商品開発と⾮対⾯ＥＣシステム確⽴

3849 福岡県 有限会社 寿し栄 6290002039382 九州産さばを活⽤した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

3850 福岡県 yummy mekong 本格！東南アジア料理専⾨店が⼿掛けるテイクアウト事業

3851 福岡県 QOT株式会社 8290001088940 ⾃社⾷品販売サイト、写真ダウンロードサイト作成による販路開拓

3852 福岡県 いち⽇のはじまり 新しい⽣活様式に対応した⾮対⾯、EC販売への取組、事業展開

3853 福岡県 クレッシェンド合同会社 1290000006948 「太宰府みやげ」の開発とネット販売による新規顧客の獲得

3854 福岡県 宴屋う免/OPOL（オポロ） テイクアウト並びにインターネット販売による新規顧客の獲得

3855 福岡県 BRiLLER（ブリエ） 新サービスの提供並びにネット販売による新規顧客の獲得

3856 福岡県 まんまる⾷堂 ⽷島産ひじきを使った新メニュー開発とネット販売による販路拡⼤

3857 福岡県 有限会社スターカメラ 4290002032760 視認度アップのための店舗改装とホームページ作成による販路開拓

3858 福岡県 株式会社 ⻩河 9290001024003 業務管理システム・アプリケーションの開発（⾮対⾯型営業⽀援）

3859 福岡県 君の庭 花雑貨の販売と⾳読・朗読講座の⾮対⾯対応へ向けた取組

3860 佐賀県 有限会社 鶴荘 8300002007113 ⼈気バイキングメニューをお届け！通販参⼊による新規顧客獲得

3861 佐賀県 川原⾷品株式会社 5300001001185 新商品「家庭で楽しめるおつまみ煎餅」の開発による販路開拓事業
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3862 佐賀県 ⼀ノ瀬理容店 ソーシャルディスタンスをキープする安⼼と効率アップの店舗改装

3863 佐賀県 株式会社茜フードサービス 6300001010508 セルフオーダーエントリーシステム導⼊による新規顧客開拓

3864 佐賀県 割烹 津⽥屋 宅配⽤に加⼯した弊社の地元料理を、お取り寄せ商品として全国へ

3865 佐賀県 エムテック有限会社 2300002004058 ヘアカラー講習会「ヘナ塾」DVD映像作成、無償配布

3866 佐賀県 株式会社 アートヒルズ 9300001004762 製造⼯程の⼀部内製化による新商品製造の安定化と販路拡⼤

3867 佐賀県 PLAYERS ONE インターネット販売の開始と設備導⼊によりコロナ禍を乗り切る

3868 佐賀県 閑古錐 アート作品をメインとしたインターネット販売開始による販路開拓

3869 佐賀県 JUMP-UP留学センター株式会社 5300001009880 オンラインレッスン・１教室増設による販路拡⼤事業

3870 佐賀県 三栄興産株式会社 3300001007597 テレワーク環境の整備と、消費者ニーズに応える直販体制の構築

3871 佐賀県 ふゅうじょん 当店オリジナル料理の作りたての味そのままをお届けするサービス

3872 佐賀県 株式会社ラジカルラボ九州 4300001010476 除菌剤次亜塩素酸⽔容液「商品名：キエルキン」の増産体制の構築

3873 佐賀県 有限会社⼤幸園 4300002009880 テイクアウト⽤惣菜開発と販路開拓事業

3874 佐賀県 﨑⼭ 裕⼆ テレワーク等の環境整備事業

3875 佐賀県 おがはら整⾻院 体の深部にアプローチ、免疫⼒アップによる抗コロナ体質改善計画

3876 佐賀県 株式会社 エムズ 7300001008583 お客様へ確実に納品の確保ができる安価な「半規格住宅」の販売

3877 佐賀県 中川⾃然坊窯 コロナに負けない新たな販路開拓に向けたECサイト構築とPR

3878 佐賀県 有限会社アシス 1300002005172 ECサイト⽴ち上げとオープンカフェ設置によるコロナ禍克服

3879 佐賀県 辻製陶所 ⽣産体制強化計画実施による製品の安定供給継続と販路の拡⼤

3880 佐賀県 株式会社 ⾦⿓窯 5300001004832 HPのリニューアルによるネット販売強化事業

3881 佐賀県 株式会社シード 8300002006899 最新型測量機とソフトウェア導⼊による⽣産性の向上と販路拡⼤

3882 佐賀県 有限会社フジサン 1300002004604 地域資源の⼤⾖を使⽤した商品の販路拡⼤に向けたECサイト構築

3883 佐賀県 にじいろ整⾻院 ⾮対⾯に対応したネットを活⽤した遠隔施術サービス提供事業

3884 佐賀県 三⽥川ホルモン専⾨店 ネット販売拡⼤に向け、真空包装機等装置導⼊と情報発信事業

3885 佐賀県 株式会社アイテク 5300001006597 ギフト商品の開発による⾮対⾯販売の実現と販路拡⼤の取り組み

3886 佐賀県 居酒屋 千⿃ 来店安⼼！居酒屋の⽣き残りをかけた店舗フロア完全個室強化計画

3887 佐賀県 うさぎメガネ 弁当販売においての⾮対⾯サービスへの移⾏

3888 佐賀県 きもの⾺場崎 よそ⾏き⽤草⽊染め⾼級バックの開発と通販事業への取組み

3889 佐賀県 Noutje（ノーチェ） オンラインレッスンで楽しめるフラワーアレンジメント事業の展開

3890 佐賀県 株式会社bodymake ONIX 5300001009006 三密を避け快適に運動できる「オープンエアスタジオ」の併設

3891 佐賀県 昭⽉堂 「ジュエリーバーム」ネット販売構築による売上拡⼤ビジネス

3892 佐賀県 はらだ酒店 新商品開発とインターネット販売強化による販路拡⼤

3893 佐賀県 有限会社坂本⾃動ドア製作所 3300002001921 部品販売ECサイトの構築とリースシステムの開発による販路開拓

3894 佐賀県 有限会社本⽥葬祭 2300002001955 葬儀ライブ配信サービスの提供による新たな顧客の獲得
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3895 佐賀県 有限会社旅館くじゃく 8300002006321 ３密回避の旅館滞在スタイル確⽴事業

3896 佐賀県 株式会社 ⼩野原製茶問屋 5300001009708 株式会社⼩野原製茶問屋ECサイト構築事業

3897 佐賀県 オステリアウーヴァ 完全⾮対⾯型のテークアウト対応事業

3898 佐賀県 有限会社 旅館初⾳荘新館 8300002006354 ３密を避けたお⾵呂と⼣⾷部屋⾷事業〜安⼼した旅館ステイ〜

3899 佐賀県 有限会社光陽閣 9300002006502 ３密を防ぐ新しい旅⾏スタイルの提案事業

3900 佐賀県 TIPS HOSTEL ⾮対⾯型宿泊施設の実現と滞在コンテンツの発信による誘客

3901 佐賀県 ⼀福 安⼼・安全で地元⾷材を活⽤したテイクアウト強化事業

3902 佐賀県 株式会社みや⿂ 5300001008759 デリバリーサービスの開始による新たなビジネスモデルの確⽴

3903 佐賀県 天吹酒造合資会社 7300003000506 三密回避「オンライン営業室」設置および仕組構築

3904 佐賀県 旅館杉乃家株式会社 8300001003807 通販事業への参⼊事業

3905 佐賀県 ⼭沙商店 すし芳 HPによる新規・既存顧客の獲得とテイクアウト・出前による集客

3906 佐賀県 Photo Studio Inoue 株式会社 2300001007755 デザインポップ・写真画像販売と商品案内動画配信サービス

3907 佐賀県 株式会社 夜灯⾒荘 9300001005059 ⾮対⾯EC事業への参⼊と客室単価向上による客単価アップ事業

3908 佐賀県 合同会社ヘルスケアマネジメント協会2300003001244 BtoBからBtoCへの事業展開のための環境整備事業

3909 佐賀県 北村商店 キッチンカーでお届けします！販路開拓・新規顧客獲得事業

3910 佐賀県 ⾕⼝農園 農産物の個⼈向け販売拡⼤のためのホームページ・ECサイト作成

3911 佐賀県 P plus hair ECでの販売ツールの導⼊と新たな⽣活様式に対応した店舗づくり

3912 佐賀県 ⾜のナースステーション HighFive オンライン講座・⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換事業

3913 ⻑崎県 株式会社やがため 9310001011246 収束後を⾒据えた新商品開発と商談会出展・店舗バリアフリー事業

3914 ⻑崎県 株式会社はまぐりデッキ 9310001015296 コロナリスクの回避と利便性向上にむけたＱＲコードシステム導⼊

3915 ⻑崎県 マツダ旗染屋 ⼟間空間の有効活⽤による「旗染加⼯場」兼「体験教室」開設

3916 ⻑崎県 相川⼯務店株式会社 1310001010073 ITを駆使した3次元モデルハウス導⼊による⾮対⾯型営業展開

3917 ⻑崎県 Ｍ.Ｙフード合同会社 3310003003602 ブランド⿂（値賀咲）の棒寿司の冷凍商品の販路拡⼤

3918 ⻑崎県 株式会社 ⻑崎造園⼟⽊ 7310001004301 廃材を活⽤したインテリア⽊炭のネット通販による販路拡⼤

3919 ⻑崎県 野⼝とまと 加⼯業者向けトマトの貯蔵設備改修によるロス削減と販路開拓事業

3920 ⻑崎県 有限会社 ⼤紘産業 4310002013064 インバウンド観光にも対応！カスタマイズできるレンタカー事業

3921 ⻑崎県 みなとの⾷堂ひろ ⼈気メニューの広報で新型コロナウイルスに負けない経営の取組み

3922 ⻑崎県 スアイ ⾃社ホームページの制作および充実による売上向上と安定

3923 ⻑崎県 博多久兵衛 テイクアウト販売及びオリジナル商品販売における店舗改修⼯事

3924 ⻑崎県 リトルれお パック料理によるテイクアウト販売強化

3925 ⻑崎県 株式会社桜花コーポレーション 5310001013923 ＷＥＢ及び⼩冊⼦を活⽤した⾮対⾯での家庭⽤蓄電池の販路拡⼤

3926 ⻑崎県 元祖酵素⾵呂 時のしずく 完全個室化と内装変更による顧客獲得事業

3927 ⻑崎県 kakkon cafe 薬剤師が運営するカフェのＥＣショップ制作と健康志向商品の宣伝
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3928 ⻑崎県 有限会社堀江陶器 4310002012512 顧客訴求事業HPに買い物機能追加と新商品の開発、展⽰で増収

3929 ⻑崎県 有限会社 ⿃⽻⽔産 8310002013176 こだわり鮮度を消費者へ 〜ネット通販による消費者への直売〜

3930 ⻑崎県 有限会社 ⻑池屋呉服店 1310002018347 呉服店型の⾮対⾯ビジネスモデル確⽴よる販路開拓

3931 ⻑崎県 LʼECRIN 相談事もできる⾮対⾯型ECサイトの構築。

3932 ⻑崎県 ふさや亭 秀珍 「新⾷感かき氷」を売りにしたテイクアウトサービス導⼊事業

3933 ⻑崎県 カレーライフ ⼩浜の味を全国へ！冷凍カレーの通信販売

3934 ⻑崎県 四季亭 商品製造の設備導⼊と⾃社サイト開設で飲⾷店が販売も⾏い売上増

3935 ⻑崎県 寿し博 顧客ニーズを満たし新型コロナ対策も⾏う改修事業

3936 ⻑崎県 株式会社Polite 3310001015335 ⽇本製衛⽣⽤品の⽣産体制強化と企業信頼・⼈材確保広報事業

3937 ⻑崎県 株式会社 ⼤久保物産 6310001009169 仕出しサービスの導⼊による経営⽴て直し事業

3938 ⻑崎県 マルノ⽔産 鮮⿂の加⼯および消費者への直接販売

3939 ⻑崎県 TOME FOREST ARTISAN SUMIYAK ⻑崎発アウトドアブランドによるオリジナル製品開発とネット通販

3940 ⻑崎県 茶寮 京翠 新サービス開始によるコロナ対策とメニュー開発・販促事業

3941 ⻑崎県 焼き⿃ ちょうちん 弁当・惣菜事業への新規参⼊および店内改装による顧客回復事業

3942 ⻑崎県 志磨屋 店頭販売型⾐料品販売業から通販主体の健康⾷品販売業へシフト

3943 ⻑崎県 ㈱⻄海クリエイティブカンパニー 2310001015311 オンラインセミナー・サロンの新規開設、通信販売の新規組成事業

3944 ⻑崎県 ゆい窯 CAD導⼊による“供給連鎖への新規参⼊”と商品開発

3945 ⻑崎県 Deicy & Co オートシャンプーの導⼊によるソーシャルディスタンスの確⽴

3946 ⻑崎県 有限会社翔芳窯 5310002012395 オンラインショップの再構築による販路拡⼤と新商品のPR

3947 ⻑崎県 株式会社⻑崎旨菓堂 1310001014256 地域の伝統菓⼦「かんころ餅」の新規オンライン販売事業

3948 ⻑崎県 イートジャパン株式会社 2310001014057 ⾮対⾯及びECサイト構築による新ビジネスモデルへの転換事業

3949 ⻑崎県 ハッピーパン みやしたゆみこパン教 教室の仕切り作成によるコロナ対策とパン等販売による販路拡⼤

3950 ⻑崎県 旅館 太公望 地元壱岐産の⿂を活⽤した真空冷凍保存商品の開発

3951 ⻑崎県 株式会社 ビューホテル壱岐 1310001010148 ⽣活様式順応型⾷品供給スタイル事業

3952 ⻑崎県 有限会社 味よし 1310002019221 新しい⽣活様式に対応した｢壱岐の島丼キッチンカー｣導⼊事業

3953 ⻑崎県 喫茶・スナック MILD 弁当及び惣菜テイクアウトへシフトするコロナ対策事業

3954 ⻑崎県 BGスタイル 予約システム実装による継続率の改善と会員数増加及び三密回避

3955 ⻑崎県 合資会社吉⽥屋 2310003002084 通販定期購⼊制度導⼊による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

3956 ⻑崎県 有限会社 本多⼯務店 6310002016585 ⼯務店によるトリプルメディアの活⽤でＷＥＢ集客事業

3957 ⻑崎県 アイアカネ⼯房 オンラインでの販売広報を仕組化して「藍」商品の販路拡⼤を実現

3958 ⻑崎県 有限会社 光春窯 9310002012375 独⾃店舗型ECサイト開設および周辺環境の整備による販路開拓

3959 ⻑崎県 麹屋 kinomama オンラインでの販売拡⼤及び⾃社販売強化による売上増強事業

3960 熊本県 マイクロアトム株式会社 1330001026126 利⽤者拡⼤のための施設設備、設備投資と広告宣伝事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3961 熊本県 A Little ISLAND ホームぺージ構築による物販販売とコロナ対策装置の導⼊

3962 熊本県 有限会社 松野屋商店 6330002023951 コロナ禍での⾃動検針システム導⼊で⾮対⾯型ビジネスに事業転換

3963 熊本県 美⾷家 かなえ ⾮対⾯テイクアウトと交互に着座し距離を保つ為の⻑テーブル導⼊

3964 熊本県 株式会社WOMANHOOD 1330001023981 プラセンタ化粧品の魅⼒発信による潜在顧客獲得・売上拡⼤事業

3965 熊本県 なごみ庵 ダイニングアウトによる新たなフードサービス事業の展開

3966 熊本県 有限会社華正 7330002021327 店舗改装によるコロナ対策と新商品開発による需要喚起計画

3967 熊本県 atmインターナショナル 株式会社 7010401103773 WEBサイトとDMを併⽤した⾮対⾯型営業システムの構築

3968 熊本県 株式会社ホワシ 5330001007130 最新設備導⼊による⽣産能⼒向上・販路拡⼤

3969 熊本県 有限会社⽶⽥⽊材 6330002016146 コロナ対応と経営持続に伴う機械導⼊

3970 熊本県 河津酒造株式会社 1330003002728 スパークリング清酒のデゴルジュによる差別化と新チャネル創⽣

3971 熊本県 オオツカスポーツ ドローンによる「思い出」提供！⾮対⾯式新規顧客獲得事業

3972 熊本県 JUN整⾻院 ⾃社HPを改修してオンライン整体サービス事業を開始する

3973 熊本県 株式会社トヨダ体育教室 4330001022650 ⾮対⾯で顧客満⾜の向上を実現するシステムの導⼊

3974 熊本県 カフェスタイルダイニングバーエムズ ⾃社ホームページ開設によるテイクアウト受注業務の開始

3975 熊本県 井上⽯彫 ⾃社ホームページによるオンライン受注システムの開設事業

3976 熊本県 合同会社Ｌ5Design 7330003006244 レーザー加⼯機による⾃社⽣産で販促品作成による販路開拓事業

3977 熊本県 株式会社 やすだホーム 1330001016622 VR技術による⽴体映像を取込んだHP再制作による新規顧客増⼤

3978 熊本県 バックカントリーラボ株式会社 2330001026579 リアル店舗とネット店舗の充実によるイチゴ農園の販売⼒強化

3979 熊本県 有限会社 タノウエ企画 6330002020453 屋外ビアガーデン開設とテイクアウト強化とによる売上確保

3980 熊本県 フクシマ建材株式会社 7330001013457 簡易⾒積りシステム構築とスマートフォン対応、新商品ページ制作

3981 熊本県 久⽊野庵 ピンチをチャンスに！コロナ撃退売上げアッププロジェクト

3982 熊本県 ペンションアンジェリカ オゾン発⽣器の管内設置事業

3983 熊本県 iConnect 点検・検査データの遠隔確認システム構築事業

3984 熊本県 株式会社 エヌ・アイ・シー 5330001014671 HP改修により直販を開始し、新規顧客を獲得する

3985 熊本県 株式会社モアコンセプト 8330002010659 サブスクリプション型サポートサービス強化で収益安定化事業

3986 熊本県 有限会社 吉原⾷品 1330002020227 予約注⽂を円滑にするEC事業への参⼊

3987 熊本県 合名会社 あそ路 9330003002695 攻守⾃在戦略（魅⼒ある新商品開発と緊急時のストック能⼒増強）

3988 熊本県 有限会社⾠⺒観光 5330002023523 宿泊のみに頼らない業務体型拡張を⽬的とした通販事業参⼊事業

3989 熊本県 ⼭⼝屋旅館 ⾼齢者向け弁当の宅配事業開始による売上向上

3990 熊本県 ピーエーエス コロナ後の世界に対する開発環境構築

3991 熊本県 color of life ⾃主性のある⼦どもに育つ⾊彩環境コンサルティングサービス事業

3992 熊本県 有限会社ヨミヤクリーニング 6330002029858 LINEツール・特設LP作成による新規顧客獲得システムの構築

3993 熊本県 株式会社 アイムホーム 1330001022752 新築住宅販売における⾮対⾯接客・テレワークへの転換事業
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3994 熊本県 株式会社平⼭海洋 8330001015650 ⾼級真珠の⽣産数向上と天草ブランド再構築事業

3995 熊本県 ⽇化産業合資会社 7330003001971 電光表⽰器によるテイクアウトでの販路拡⼤、知名度向上計画

3996 熊本県 ⽵下⾃動⾞ 塗装技術を⽣かして建設ヘルメットの加⼯販売事業

3997 熊本県 TA.Dティーエー・デベロップメント 3Dプリンター＋レーザー導⼊による内製化とEC販売促進事業

3998 熊本県 有限会社せんだい 3330002016784 宴会中⼼からテイクアウトと通信販売への対応による販路開拓

3999 熊本県 株式会社 トライ 3330001010482 アフターコロナに向けた営業⼿法改⾰！認知度向上とクラウド導⼊

4000 熊本県 個別指導塾スモールストリーム オンライン個別指導授業のシステム化、それを使った⽣徒募集

4001 熊本県 META美容室 ホームページの活⽤とECサイトによる認知活動と販路拡⼤事業

4002 熊本県 株式会社てんき 2330001023045 熊本発の「よも麺」で、健康と熊本の味を全国に広げるEC事業

4003 熊本県 ㈱城乃井 1330001017777 美養⾷ 健康と癒しのオーダーメイド型宿泊プランの新設に向けて

4004 熊本県 ユリコバレエスタジオ 現役の海外で活躍するバレリーナと連携したオンラインレッスン

4005 熊本県 株式会社Ｋ−Ｍｉｎｄ. 9330001025847 旬菜旬⿂提供に伴うセルフオーダーシステムによる経営拡⼤事業

4006 熊本県 セキュリティプロKanade 新規顧客開拓の為のネットショップ開設

4007 熊本県 ⾵⼟屋ぱんぶう ドウコンディショナー導⼊による効率化と販売⼒強化事業

4008 熊本県 合同会社⼟芸 8330003006375 体験型外灯設置と社会的距離確保の為の拡張⼯事で新規顧客の獲得

4009 熊本県 合名会社LAURA 5330003006659 WEB予約導⼊システム・LINE＠導⼊による予約業務の効率化

4010 熊本県 有限会社⻑嶺⼯務店 6330002007624 新規設備導⼊による⽣産性向上及び新規販路拡⼤事業

4011 熊本県 浅尾⾳楽教室 遠隔⾳楽教室に向けた環境整備事業

4012 熊本県 SCENERY ⾃家焙煎⼿法開発による内製化と経費削減による⾼収益体制の構築

4013 熊本県 ⽔産加⼯平家の⾥かしのうら お惣菜開発に伴うフライヤー導⼊と⾃社商品認知度向上事業

4014 熊本県 Beauty Flower mami 五感で感じる癒しフラワーアレンジメント ネット販売

4015 熊本県 梅⽥健之建築事務所 遠隔操作で伝わる住空間プランの３Ｄ提案による販路開拓事業

4016 熊本県 株式会社Ｓｔｅａｍ 3330001023856 菊陽ニンジンを活かしたキッチンカー運⽤でコロナからの復旧

4017 熊本県 聖地中津からあげぶんごや⼤津店 コロナに負けないテイクアウト専⾨店の新店舗設⽴と認知度UP

4018 熊本県 いで塾 いで塾式 個別指導と映像指導のハイブリッド学習法で売上UP

4019 熊本県 仕出し⾚鉾 ⼿作りにこだわった仕出し店ＰＲのためのホームページ作成事業

4020 熊本県 株式会社和草堂 5330001009515 健康相談所サロンを軸とした新規事業展開による販路拡⼤事業

4021 熊本県 イールドプラン株式会社 1330003002983 酸素カプセル店舗での⾮対⾯で三密を避ける店舗内及び⼊⼝改装事

4022 熊本県 株式会社２ＰＵＭＰ 1330001025937 パーソナルトレーニング×痩⾝エステのコラボによる新規顧客獲得

4023 熊本県 株式会社敬明 5330001015785 ⾷パン専⾨⾃販機販路拡⼤のための、作業効率改善設備導⼊

4024 熊本県 株式会社ふるしょう 5330001017947 テイクアウト並びに店舗整備による新型コロナウイルス予防対策

4025 熊本県 有限会社ケンアカデミー 5330002017038 ミラクルロードオンライン講座の全国展開

4026 熊本県 ぼくのお宿 ⾵の⾳ 弁当・惣菜及びペット⽤製品の製造販売による⽣産性向上



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

4027 熊本県 ウォーターフロンティア ECサイトによるオーダーウェットスーツの販路開拓と商圏拡⼤

4028 熊本県 株式会社ワンストップ 1330001021515 プラセンタ商品の⾮対⾯型ビジネス展開事業

4029 熊本県 合同会社ティーブレイン 3330003006388 販売場所棄損に対応するための販売形態の転換。新商品の開発。

4030 熊本県 スタジオキプロ ⾮対⾯による新規事業「オンラインミュージックスクール」

4031 熊本県 株式会社⼋⼗⼋番屋本店 4330003005819 宅配の強化と⾃動販売機の導⼊で⾮対⾯ビジネスの強化

4032 熊本県 ＡｍｅＹａ 既存商品及び新商品テイクアウト対応事業

4033 熊本県 株式会社⾖酩 9330001022844 ネット通販強化による、販路再構築事業

4034 熊本県 株式会社ロードランナー 3330001009748 衛⽣⾯をより重視した⾃動⾞清掃を動画でＰＲするためのＨＰ刷新

4035 熊本県 Chang-plant ⼩さい飲⾷店のOEM化で経営拡⼤のお⼿伝い事業

4036 熊本県 合同会社ヘイスト 8330003006821 タイヤ交換設備投資による粗利拡⼤

4037 熊本県 アグリコネクト⼭都株式会社 9330001025277 ⾮対⾯、リモート型コンサルティングサービスの推進事業

4038 熊本県 ＮＰＯ法⼈Ａ−ｌｉｆｅなんかん 8330005008428 地域事業所向け健康経営⽀援ヘルスケアプロジェクト

4039 熊本県 桜屋 ( ⽚⼭商店 ) 焼き⾁レストランと同じ味を届けるための宅配サービス向上事業

4040 熊本県 Ｋｉｔｃｈｅｎ明ヵ⾥ ステイホームいつでもどこへでもＥＣ販売転換による販路拡⼤事業

4041 熊本県 からだ学集塾 世界に⽻ばたくアスリートの育成と新規オンライン講座展開事業

4042 熊本県 株式会社⾕⼝産業 8330001017795 コロナ疲れを吹き⾶ばす泉質を持った温泉施設開業の販路拡⼤事業

4043 熊本県 カフェポポラス 商品開発を⾏う施設の改装事業（⾮対⾯型事業への転換）

4044 熊本県 ＶＩＮＡＹＡＫＡ ｙｏｇａ ｓｔｕｄ オンラインヨガスクール開校とオンラインレッスンへの集客事業

4045 熊本県 reD ピンチはチャンス〜感染対策と望まれる店舗への刷新

4046 熊本県 くまもと和ぎゅう まつおか ⾮対⾯型事業の強化に向けた設備と商品開発事業

4047 熊本県 Ｒｅｐｌａｃｅ 店舗紹介動画の作成による認知度向上と新規顧客の獲得事業

4048 熊本県 Kaedehair ⾃宅で贅沢なマンツーマン施術！訪問美容で販路拡⼤

4049 熊本県 株式会社レイDANCE 1330001021267 ⾮対⾯型のレッスンの導⼊と新規客の販売獲得

4050 熊本県 ⽇進塾 動画配信とZOOMの導⼊によるビジネスモデルの転換事業

4051 熊本県 合志総合⾏政書⼠事務所 ⾮対⾯型ビジネスモデルとしてHPを活⽤し全国展開する

4052 熊本県 市房⾷堂 「IT活⽤による新たな販路拡⼤〜客単価改善〜」

4053 熊本県 ほぐし処ホイミ コロナ禍における除菌・ウィルス対策で新規顧客獲得

4054 熊本県 株式会社オオヤブデイリーファーム 1330001023296 直販体制構築のための、⽣産⼒強化及び商品パッケージ等整備

4055 熊本県 有限会社⼭家 1330002010970 オープン席を個室に改装するコロナ（感染症）対策事業

4056 熊本県 株式会社グラシア 9330001018529 コロナに影響されない⾮対⾯販売の強化と新規客獲得の取り組み

4057 熊本県 有限会社ながまつ 9330002024600 コロナ対策としての⾼付加価値の提供と企業体質改善ステップ1

4058 熊本県 ボディーショップ マツムラ ちょっとした鈑⾦塗装のカットモデル版

4059 熊本県 焼⾁ 俺の⽜ 焼⾁好きのあなたを救う！デリバリーによるコロナ回避販売戦略



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

4060 熊本県 株式会社HAIR＆BRIDALローズ 3330001007636 オンラインで提供する美のサポート事業と動画を使った来店促進

4061 熊本県 居酒屋⾷房 ⼀膳 ドライブスルー型テイクアウト店及び衛⽣対策店への改修

4062 熊本県 原⽥⼭業 原⽊椎茸栽培キットと薪販売のネットを通じた新規顧客獲得

4063 熊本県 リーフマート 新需要を加味した商材開発と製造国の追加及び販売拡充

4064 熊本県 有限会社やまえ堂 8330002030681 新⽣活様式にマッチしたネット販売の強化事業

4065 熊本県 まつお製麺 ネット販売を通じて全国の皆様へ南関そうめんのお届け事業

4066 熊本県 株式会社志亜 1330001019798 熊本の⾺⾁料理をご家庭へECサイトの構築と販路開拓

4067 熊本県 いけす設備の丸善有限会社 3330002015984 ⾃社制作によるコロナ対策の⾶散防⽌パーテーションのＰＲ事業

4068 熊本県 株式会社⽇添 8330001022815 動画・ライブ配信付き通信販売#旅するおうち時間

4069 熊本県 綱⽥ローカルデザインスタジオ 個別販売のネット環境と⾃社展⽰場での新規販売形態事業

4070 熊本県 リペア倶楽部 輸⼊に頼らないインソール事業の内製化

4071 熊本県 有限会社家具や 1330002016984 相⾒積もりシステム構築とインターネット販売事業による売上拡⼤

4072 熊本県 有限会社 梅崎 5330002022038 ⽬⽴つ看板とQRコードで新規顧客の獲得を図る

4073 熊本県 有限会社ガレージ・イン 6330002029619 ⾃動⾞、船舶の専⾨会社がコロナ対応型遊漁船開発で販路開拓事業

4074 熊本県 株式会社九州トータルハウジング 8330001009099 サプライチェーン多⾓化対応ショールームと⾮対⾯営業ツール活⽤

4075 熊本県 有限会社 阿蘇はなびし 3330002023013 ⽣産効率化による販路開拓強化事業

4076 熊本県 株式会社ジーピーエフ 7330001022763 ⾃社ホームページ改修によるオンライン商談事業の開始

4077 熊本県 eva ネットショップ開設と免疫⼒アップメニュー⻩⼟よもぎ蒸しの強化

4078 熊本県 合同会社ワールドリース 8330003006862 タイヤ交換の内製化による利益改善と利⽤者安全・安⼼対策

4079 熊本県 株式会社 アイボリー 8330001009990 冷凍のお好み焼きとモダン焼きの新商品開発による販路拡⼤事業

4080 熊本県 イクルテーブル ⾝近に「イクル！」スパイスはコロナに負けない！！

4081 熊本県 プリマリーサ 「セルフエイジングケア⽔素吸⼊」の導⼊

4082 熊本県 falagraphics 動画編集業務と⾳声収録業務の効率化

4083 熊本県 ジャパン合同会社 5011303002000 「動画でPR！安くて速い⾼品質動画制作事業」

4084 熊本県 Ｌｅｐｏ ニューオリジナルブランドによるおやつの提供で新規顧客を開拓

4085 熊本県 ⻩⾦焼き本舗 持ち帰り強化とホームページとチラシで新たな客層を取り込む事業

4086 熊本県 有限会社⼤原商店 9330002024294 新たなシステム構築による、⾮対⾯ビジネスモデルの提供

4087 熊本県 CAFÉ＆BAR MONKEY Withコロナに対応する店舗づくりとテイクアウトでの販路拡

4088 熊本県 株式会社 マル松塗装商会 1330001022934 ⼤型⼯事受注増のための企業体制整備

4089 熊本県 海⼥ちゃん⾷堂 ⼄姫屋 湯島の魅⼒と特産品を全国に発信

4090 熊本県 株式会社ダイヤモンドブルーイング 3300010231181 ⾃社開発のクラフトビールの通販事業

4091 熊本県 株式会社ダストクリーン 6330001026575 九州・沖縄地区低濃度ＰＣＢ処理促進事業

4092 熊本県 株式会社 葉⼭ 4330001016867 コロナを吹き⾶ばす美味しさ！！ お届けします幸せの味！
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4093 熊本県 有限会社⾼司農園 2330002016694 農園レストランのコロナ対策事業

4094 熊本県 パレットプランニング ＥＣサイトのフルリニューアルで⾮対⾯による新たな販路開拓

4095 熊本県 Hand MADE JAPAN 株式会社 2330001022917 インターネットを⽤いたオンライン講習会と新規販路開拓の実施

4096 熊本県 有限会社丸重ミート 1330002020318 熊本名産⾺刺しのオンラインショップPR事業

4097 熊本県 ルセットバル 地域情報誌へ広告掲載で認知度アップ！テイクアウトで新規開拓！

4098 熊本県 株式会社渡邉建設 1330001024377 インテリア家具の通販事業

4099 熊本県 さいばーとれいん ライブ配信業務の強化及びホームページの更新による販路開拓

4100 熊本県 酒楽房 笑家 真空機を使ったテイクアウト商品、通販商品の商品開発とその周知

4101 熊本県 珊瑚礁 カレーデリバリーの展開で馴染み客ニーズへの対応と新規顧客獲得

4102 熊本県 つけ麺⿂雷光の森店 新型コロナウイルスを乗り越えるための⾮対⾯型事業への転換

4103 熊本県 miraitribe株式会社 9330001022869 ウィズコロナ時代の住環境サポート事業

4104 熊本県 アロハライフ株式会社 アロハライフ株式会社及び同社が運営するＥＣサイト等の情報発信

4105 熊本県 居酒屋ひさご テイクアウト商品の販売強化と店内環境の改善

4106 熊本県 国成⾃動⾞ コロナをチャンスに変え新しい広告にチャレンジ

4107 熊本県 ファミリーショップうえの ⾮対⾯販売と関連購買の強化による売上向上事業

4108 熊本県 有限会社シリカファームしすい 2330002018138 お客様への快適販売による⼩売部⾨の始動並びに接客充実事業

4109 熊本県 株式会社 坂⼝商店 6330001019579 働き⽅改⾰⾮対⾯型ビジネス推進基盤事業

4110 熊本県 ニューノガミ産業（有） 8330002013315 和の職⼈の味を普段の⾷事に！バイクでデリバリー事業

4111 熊本県 mowaソリューションズ株式会社 1330001021580 集客のための企業環境の改善

4112 熊本県 湯町ふくうら 弁当の配送、宅配サービス

4113 熊本県 ぱせり ⾮対⾯型出張ＢＢＱ ケータリングサービス事業

4114 熊本県 有限会社⾼⽥蒲鉾 9330002027553 賞味期限の機械印字装置導⼊による全国への販路拡⼤事業

4115 熊本県 株式会社⽊⾕製材所 3330001014533 設備導⼊による⽣産性向上、販路拡⼤事業

4116 熊本県 株式会社 浜興 5330001024836 墓⽯クリーニング・コーティング事業と⾮対⾯ビジネスへの挑戦

4117 熊本県 有限会社綱⽥牧場 4330002027566 新規設備導⼊によるブランド⽜、熟成⾁等の配送事業

4118 熊本県 ⼤関⾃動⾞ ガス乾燥機導⼊による⾃動⾞整備業の多⾓化事業

4119 熊本県 合同会社ララハート 5330003005248 通信教育⽅式へのモデルチェンジで商圏の拡⼤と⽣産性の向上

4120 熊本県 園村苺園 アフターコロナに向けたＥＣ販売の強化

4121 熊本県 株式会社REAL LIFE 8330001026557 店頭販売から⾃社ECサイトの構築！さらに輸出⼊の増加施策

4122 熊本県 おうちごはん ⾮対⾯でのテイクアウト事業で新規顧客獲得

4123 熊本県 合資会社⾼⽥酒造場 4330003004333 消毒⽤アルコール商品の⽣産⼒向上と、直販体制構築事業

4124 熊本県 暮らしの⼿しごと くらしごと ⽊の良さを伝える予約制ショールームと魅⼒あるHPより顧客獲得

4125 熊本県 ますな屋酒店 店主の⼈柄が伝わる動画やブログを活⽤した通販サイト構築
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4126 熊本県 株式会社ＳＩＫＩ 8350001013165 ヒトとペットが健康になるためのオンラインショップ

4127 熊本県 株式会社アイシア 1330001019071 越冬できる最⾼品質のモリンガ栽培とネット販売での新規顧客獲得

4128 熊本県 Ｌｕａｎａ 新しい⽣活様式に合わせた店舗での販売戦略

4129 熊本県 株式会社温泉の駅リバージャンプ 2330001016241 空気がよく、安⼼して過ごせる安全な遊びと憩いのスペースづくり

4130 熊本県 看板のSTEP（ステップ） 特殊⼤型プリンター導⼊による⽣産性向上事業

4131 熊本県 旅館居酒屋 夢屋 ホームページの作成とテイクアウト事業で売上回復

4132 熊本県 hairʼs NARAZAKI 安全安⼼に配慮したバリアフリー抗菌チェアの導⼊事業

4133 熊本県 有限会社 ⾁のみやべ 2330002019796 ＥＣサイトでの売上アップと販売管理ソフトによる労働⽣産性向上

4134 熊本県 株式会社ＩＭＷ 6330001021873 店舗及びテイクアウトサービスの認知度向上による販路開拓

4135 熊本県 UGヘアー ⾮接触・⾮対⾯型の理美容室サービスの推進事業

4136 熊本県 株式会社 花味亭 9330001021409 地域を⾷で笑顔にするためのテイクアウトと店内環境設備の充実

4137 熊本県 味乃なじみ合同会社 6330003006286 定⾷屋がお菓⼦作りを始める事による新たな売上の柱構築計画

4138 熊本県 ナルオト 本格的な撮影⾳響機材導⼊による制作物の質の向上計画

4139 熊本県 ⽇本画⼯房 浮島館 「国宝・平安絵巻レプリカ講座」の動画・キット提供で売上UP

4140 熊本県 漁師ばい平国丸 「オンライン動画で漁師のこだわりを伝えて販路拡⼤」

4141 熊本県 株式会社阿蘇⾃然の恵み総本舗 5330001018004 通販売上の向上に向けたＥＣサイトリニューアルと販促強化

4142 熊本県 中島 昌彦 リモートによる地⽅での⾼画質な映像制作の実現

4143 熊本県 株式会社本⽥屋 4330001026354 熟成⿂を⾷卓で⾷べる〜新しい⽣活様式による新規顧客獲得

4144 熊本県 有限会社 野村鮮⿂店 1330002026736 コロナウイルス対策のお店化とＰＲ電照看板設置による販売促進

4145 熊本県 株式会社ちかけんプロダクツ 7330001018828 ホームページおよびネット通販の⼤幅強化による世界発信事業

4146 熊本県 國武林業 新商品の新たな販路オンラインストアの構築

4147 熊本県 ＭＧＳプランニング株式会社 6330001026831 「熊本に⾏きたい！熊本に居たい！」と思ってもらえる街づくり

4148 熊本県 NSS九州株式会社 3330001006920 ウイルス対策のための⼩型・廉価・⾼性能オゾン⽔⽣成器開発

4149 熊本県 ⾏政書⼠・⼟地家屋調査⼠吉⽥事務所 テレワークの実施、告知による取引拡⼤及び新規顧客獲得

4150 熊本県 株式会社熊本建材 5330001012832 除菌・消臭・特殊清掃とリフォームのハイブリッド事業

4151 熊本県 株式会社GreeNexus 5330001024456 BｔｏＣへの割合増加を図るための販売促進戦略並びに新商品開発

4152 熊本県 味⼗家ＳＨＩＮ 次世代セルフオーダー⾰命

4153 熊本県 松岡書道教室 オンラインを活⽤した書作品の販路開拓、⾮対⾯型の教室を展開

4154 熊本県 ⼩野⽥ライスセンター 遠⾚外線乾燥機増設による販路拡⼤

4155 熊本県 株式会社 ウディスソフト研究所 8330001017176 弊社オリジナル！有休管理システムの⾮対⾯式販売で新規顧客獲得

4156 熊本県 株式会社猿渡⼯務店 6330001024059 ⾃社ホームページを活⽤した⾮対⾯型による新規顧客開拓事業

4157 熊本県 オートスタジオリズ 新規事業による新たな顧客開拓事業と内製化事業

4158 熊本県 有限会社 井野観光 6330002022978 出張販売情報をSNS・HPで活⽤しワンツーワンMktgを確⽴



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

4159 熊本県 nicola オンラインおよび⾮対⾯型サービスへの転換

4160 熊本県 Cafe Rosy+ ⾃粛で疲れた地域の⼈に癒しと活⼒を！地域初のサブスクカフェ

4161 熊本県 株式会社ナチュラル 5330001016346 販路拡⼤を⽬的とした通販サイト構築と通販商品の充実

4162 熊本県 有限会社 三⽔ 9330002023156 事務作業におけるテレワーク環境整備

4163 熊本県 Soils cafe ファミリー向け農業体験ツアーで近隣からの集客促進事業

4164 熊本県 チャフェ ウェブショップ持続の為の施設の改良/⽣産・販路の拡⼤事業

4165 熊本県 スタジオメザシ ホームページのリニューアルと新製品開発

4166 熊本県 有限会社ゴトー企画 2330002023451 ECサイト作成

4167 熊本県 株式会社阿蘇アースライブラリー 5330001015802 無⼈グランピング場の運営

4168 熊本県 栄師庵坂 新型コロナに負けない、安⼼・安全・安価（３A）

4169 熊本県 マツヤマエッグファーム 松⼭憲⼀ 『３密を避け売上を伸ばす。たまごの⾃動販売機と看板設置』

4170 熊本県 クウシキ舎 グラフィックデザインの拡充と通信販売販路の開拓

4171 熊本県 株式会社前川商事 2330001010327 事業存続のための真空パック商品の開発とＥＣサイトの拡充

4172 熊本県 ⾼森ガス販売株式会社 5330001012353 集中監視装置設置による、⾼度な保安サービスの提供

4173 熊本県 株式会社峰寿司 5330001004533 ＥＣサイトによる「峰寿司出前メニュー」の宅配販路拡⼤事業

4174 熊本県 有限会社 松藤薔薇亭 4330002009853 ＥＣサイトによる「しゃぶしゃぶセット」の宅配販路拡⼤事業

4175 熊本県 株式会社雅 3330001021884 在宅タイ式リラクゼーションセットのECサイトによる販路拡⼤

4176 熊本県 有限会社ナカムラ優美堂 3330002007662 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための取組

4177 熊本県 有限会社 サンルレザン 6330002023844 ＥＣサイト構築による顧客満⾜度向上と販路拡⼤事業

4178 熊本県 鈴⽊建設株式会社 4330001022361 3Dオンライン現場⾒学会による⾼性能住宅の販路拡⼤事業

4179 熊本県 株式会社 菊池⾷品 5330001012262 ECサイトによる「たかなの逸品宝箱」⾷品の販路拡⼤事業

4180 熊本県 まんじゅう乃池⽥堂 急速冷凍機導⼊による冷凍商品開発とネット販売による販路拡⼤

4181 熊本県 はばねろ⼯房 ホームページ構築による３⼤SNSを活⽤した収益向上事業

4182 熊本県 そらにあす株式会社 4330001025538 ECサイトによる「アロマ商品」の販路拡⼤事業

4183 熊本県 きっかけ屋 対⾯型から⾮対⾯型ビジネスモデルへの移⾏

4184 熊本県 合同会社 けやき⼯房 7330003006054 新商品開発の設備導⼊と専⾨家⽀援・情報発信ツール製作事業

4185 熊本県 伊藤譲⼆ スマートフォン版ＥＣサイト構築による販路拡⼤事業

4186 熊本県 株式会社 GYANfinity 5330001027087 レジンテーブルの通販事業

4187 熊本県 Ｓａｙａｋａアトリエ ⾮対⾯型レッスンのシステム作りと、ウェブ集客システムの構築

4188 熊本県 株式会社グラスワークス 3330001025258 カッティングプロッター導⼊による新規販路開拓

4189 熊本県 合同会社mother nature 6330003008324 スキマ時間で売上上乗せ配達弁当の⼆⽑作業

4190 熊本県 medical body make K SNSとヨガ教室を取り⼊れた集客率アップ事業

4191 熊本県 peace ホームページによる営業スタイル変更で⾏う販路開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

4192 熊本県 株式会社 ⽟豊 1330001022579 本物の味を仕出しで提供！⾮対⾯式予約導⼊で新規顧客獲得

4193 熊本県 コノＣＡＦＥ ⾮対⾯式サービス導⼊による安⼼安全提供で新規顧客獲得

4194 熊本県 shino-sora ＷＥＢカウンセリングによる⾮対⾯式ビジネス導⼊で新規顧客獲得

4195 熊本県 髪処ＳＨＩＮ 癒しのゴッドハンド事業と⾮対⾯式予約導⼊で新規顧客獲得

4196 熊本県 ペンション ティンクナ 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための取組

4197 ⼤分県 ツーリズム豊後⼤野 ⾮対⾯型のガイド付周遊観光ツアーの確⽴及びＰＲ事業

4198 ⼤分県 （有）ラムネ温泉倶楽部 7320002018159 オンラインコンテンツの充実で関係性向上の販路開拓事業

4199 ⼤分県 旅館梅乃屋 ⿂の燻製商品で地域ナンバーワンのお⼟産を！

4200 ⼤分県 Gypsyʼs mile テイクアウトの強化とネット販売で販路拡⼤

4201 ⼤分県 有限会社 ⼯藤商店 3320002017858 ⾮対⾯ビジネスの確⽴による販路拡⼤

4202 ⼤分県 ⺠宿 城⼭ ⾮対⾯ビジネスの確⽴による収益確保

4203 ⼤分県 有限会社⼩川商店 9320002016466 ヒートシーラー導⼊による包装商品の品質向上と販売拡⼤

4204 ⼤分県 ⽥島⼭業株式会社 7290001008676 モバイルGPSとドローンを活⽤した効率的な測量体制構築

4205 ⼤分県 株式会社 松⼆マッタケ 3320001008668 菌床販売⽤E Cサイト制作事業

4206 ⼤分県 きこりや株式会社 4320001011506 ⾮対⾯型販売形態の促進とECサイト活⽤事業

4207 ⼤分県 お菓⼦の家 えいらく ⽣産体制強化による他社に依存しない体制の構築

4208 ⼤分県 有限会社⼭梨⼦産業 6320002017442 ⼯業⽤ミシンを活⽤した船舶⽤別注ソファーの製造・販売の開始

4209 ⼤分県 株式会社 Lively Farm 8290801021720 ＥＣサイトを活⽤した⼤分県産「⾼原⿊にんにく」の全国販売事業

4210 ⼤分県 株式会社 草庵秋桜四季⼯房 3320001005780 インターネット販売を通じた販路開拓と新規顧客の獲得

4211 ⼤分県 株式会社 ゆふふ 1320001005233 ネット通販に対応したＨＰと、屋外で楽しむスウィーツ開発

4212 ⼤分県 HOU ⾮対⾯型ビジネスの構築と縫製⼒を活かした「帽⼦教室」事業

4213 ⼤分県 A:GOSSE（アーゴス） 地⽅発送のための⾃家製酵⺟パン開発事業

4214 ⼤分県 嬉し乃⾷堂 ホームページ運⽤による集客とネット販売

4215 ⼤分県 合同会社由布のしいたけ 1320003002571 乾燥しいたけの製造強化及び地⽅発送事業

4216 ⼤分県 ⽯⾅挽き⼿打ち⼗割蕎⻨温川 ⽯⾅挽き⼿打ち⼗割蕎⻨の地⽅発送事業

4217 ⼤分県 コネクトリハビリテーション 職員が密にならない福祉⽤具を使⽤したビデオ学習教材の作成

4218 ⼤分県 wakoʼs lab 地粉使⽤の健康志向向け新商品の開発とネットを通じた新顧客獲得

4219 ⼤分県 有限会社フードスタッフ 8320002010180 ギフト市場参⼊のための⾦属探知機導⼊及びECサイト構築事業

4220 ⼤分県 有限会社のぶはら写真館 8320002016046 ⾮対⾯型注⽂システム導⼊等による販売促進

4221 ⼤分県 株式会社松成 9320001017317 魔法の粉『⿂介粉』を使⽤したテイクアウトメニューの開発事業

4222 ⼤分県 アトリエ杵築 お家で楽しくレッスン！動画付き⽺⽑フェルトキット「⽺の⼩箱」

4223 ⼤分県 久住⾼原ニュー丸福 ⾮対⾯ビジネス確⽴の為のテイクアウト事業強化及び収益確保。

4224 ⼤分県 ⼤地酒造株式会社 9320003001021 新商品の品質向上と酒蔵直送オンライン販売体制の構築



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

4225 ⼤分県 Suku yoga space オンラインヨガ開設・スタジオ改装などによる新規顧客獲得

4226 ⼤分県 トトノエル（Happy Lifeのお⼿伝い） 共働き・⼦育て世代を応援！（対⾯・⾮対⾯）全⾯からトトノエル

4227 ⼤分県 株式会社ベース 7320002017318 アートとの融合！新しい海藻商品の開発と販売チャネルの構築

4228 ⼤分県 Sakura Beach Garden（エスビジ） ECサイトによる新たなビジネスモデルの構築と国内需要強化事業

4229 ⼤分県 Phthalo(Beauty Style Company) 動画とＳＮＳを利⽤した『情報発信とカウンセリング』で販路開拓

4230 ⼤分県 しらす料理の豊洋丸 しらす料理豊洋丸の料理をご⾃宅で！通販、委託販売事業の開始

4231 ⼤分県 アカゲラ ブランドマークを⼊れた包装資材作成に伴うＥＣ部⾨強化事業

4232 ⼤分県 ヒャクマス ブランディングと⾮対⾯ビジネスで全国へ販路拡⼤事業

4233 ⼤分県 株式会社森美 2320001015855 デリバリー事業によるカフェ部⾨販売強化事業

4234 ⼤分県 美ノ草 陶器通信販売による新販路開拓事業

4235 ⼤分県 株式会社Rmk.Planning 7320001016956 温泉施設と近隣施設・事業者との結びつきを強めた温泉利⽤促進事

4236 ⼤分県 株式会社ドリームファーマーズJAPA4320001011786 都市圏での販売拠点。国内初の農家運営するアンテナショップ事

4237 ⼤分県 株式会社芳苑 2320001015599 「はちみつ商品」の購⼊・持ち帰り強化事業

4238 ⼤分県 いもや 吉 ＥＣサイト⽴ち上げと蒸し器・電気オーブン導⼊による製造量増加

4239 ⼤分県 中国医学推拿整体 ⼩倉養⽣所 『⼩倉の薬膳』ＥＣサイト販売による薬膳部⾨強化事業

4240 ⼤分県 ごちそう雲隠れ ⼤分県産の冠地鶏加⼯品の開発・販売による販路開拓事業

4241 ⼤分県 インド料理夢や ⽣活スタイルの変化に対応したテイクアウト戦略

4242 ⼤分県 株式会社三和興産 3320001009666 新たな⽣活様式に対応したサービス提供による新規顧客獲得

4243 ⼤分県 株式会社 next Branch 9320001016426 「⾃社顧客獲得の為の売場再構築とテイクアウト新商品開発事業」

4244 ⼤分県 溝部⼯業株式会社 9320001007755 テレワークに対応した建設業務の効率化＆PR事業

4245 ⼤分県 Nutrifit-Everyday オンライン新サービスの展開とウェブサイトの改善

4246 ⼤分県 河野内装 軽鉄⼯事の内製化と⽣産性向上による販路開拓

4247 ⼤分県 株式会社村ネットワーク 5320005006443 糖度の⾼い⻘果の専⾨受託加⼯サービスの⾮対⾯型による展開

4248 ⼤分県 株式会社あんどう 8320003001154 サプライチェーンの既存に対応する惣菜部⾨の新設と販路開拓

4249 ⼤分県 だるま製麺所 地元タクシーの配達サービスを活⽤したテイクアウト販路開拓

4250 ⼤分県 クリエイション・ボックス株式会社 7320001008251 インターネット販売の促進による商品全国展開

4251 ⼤分県 株式会社 ⾸藤モータース 5320001017502 他社に負けるな！販路開拓と⾮対⾯サービスの展開で売上アップ！

4252 ⼤分県 川津⼯芸 新商品による新規顧客獲得とネット販売による⾮対⾯型販売強化

4253 ⼤分県 株式会社錦幸園 6320001008913 新商品「鮎丼」の開発とECサイト構築による販路開拓事業

4254 ⼤分県 ⽉路 合同会社 1320003003207 本場台湾スイーツテイクアウトメニューと台湾雑貨ECサイト作成

4255 ⼤分県 株式会社九州中央⽶市場 7320001009745 サプライチェーンの毀損に対応した直販体制の強化

4256 宮崎県 有限会社ときわ荘 6350002015476 コロナに負けない、⾷のコンテナショップ開設

4257 宮崎県 茶々の助珈琲 カフェ⼈気商品の台湾烏⿓茶のECサイト販売事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

4258 宮崎県 グリヤード リードタイム短縮と顧客回転率アップによる、売上向上計画

4259 宮崎県 お⾷事処岳 真空パック機導⼊によるデリバリー事業で売上アップ計画

4260 宮崎県 下川進学塾 オンライン授業環境の整備による売上拡⼤事業

4261 宮崎県 ⽯原書道教室 システム構築による遠隔書道教室の開講

4262 宮崎県 あじさい館 ＨＰと⽣産環境整備による、オンライン受注体制の整備

4263 宮崎県 有限会社観⾳池ポーク 8350002016010 ＨＰ改修、設備導⼊による加⼯⾷品・惣菜部⾨強化

4264 宮崎県 ⽩砂ヶ尾地鶏牧場 ⽩砂ヶ尾地鶏牧場のPR、ネットを通じた新規顧客獲得

4265 宮崎県 Rose ハンドメイド雑貨のＥＣ販売とＨＰによるサービスの販路拡⼤事業

4266 宮崎県 森だんご 移動販売⾞両導⼊による買い物弱者対策事業

4267 宮崎県 株式会社⾦本組 3350001000358 チャット機能付きホームページ構築による営業活動の⾮対⾯化

4268 宮崎県 スピリチュアル⾔の葉 ⾃社オリジナル製品「⽉夢ノート」のネット販売事業

4269 宮崎県 株式会社ASAMI 1350001013295 カフェ⼭猫のテイクアウト対応の為の店舗改修D2Cサイト構築

4270 宮崎県 悠瑠⾥ 配達⽤と持ち帰り⽤商品開発、販路拡⼤とコロナ対策

4271 宮崎県 株式会社森建築 8350001007654 VR動画による、いつでもどこでも住宅内覧会。

4272 宮崎県 有限会社湯之元商店 9350002018237 新事業展開による利益の確保及び客室改装によるイメージＵＰ事業

4273 宮崎県 カゲロイデザイン 地場産品案内・販売サイト「みやざき空の駅」の開設

4274 宮崎県 HAIRMAKE LICO ⾮対⾯型ネット打合せシステム導⼊と完全貸切型サロン改装事業

4275 宮崎県 edge合同会社 4350003003317 物販事業展開のためのネット・外販向け商品開発と販路開拓

4276 宮崎県 株式会社BEBUYA 2350001015811 ⾃社⽣産した⾼級和⽜を多くの消費者に直接お届けしたい事業

4277 宮崎県 株式会社藤⽊⽯油店 6350001007301 新たなライフスタイルに対応した商品開発及び販路開拓

4278 宮崎県 株式会社燈 4350001015561 完全個室に改装し最⼩限の⾮対⾯型接客に切り替え

4279 宮崎県 ＲｅＲｅＲｅ ホームページの制作とテレワーク導⼊による業務⽣産性向上

4280 宮崎県 株式会社タカヒラ 6350001007796 ネット通販強化による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

4281 ⿅児島県 焼⾁れんが屋 ⿅⾁のふるさと納税返礼品出品・持ち帰りによる売上アップ事業

4282 ⿅児島県 遊⾷酒菜SAKANA コロナウイルス感染拡⼤防⽌対応の店舗づくりによる売上回復

4283 ⿅児島県 株式会社 垂⽔南 1340001014749 ホームページ導⼊によるＥＣ販売と新商品のパッケージ開発

4284 ⿅児島県 有限会社⿅児島ますや 2340002015670 HACCPシステムの導⼊による経営改善や販売強化

4285 ⿅児島県 ⼭好き 屋久島で焙煎されたコーヒーをご⾃宅で！

4286 ⿅児島県 N.Yスクエアビル エコテナント機器を設置し⼊居しやすい安⼼な店舗づくり

4287 ⿅児島県 株式会社九州の宝 9340001021333 ＥＣサイト開設による新規顧客の開拓及び商品開発事業

4288 ⿅児島県 （株）アンドカラー 7011001065917 オンラインを使⽤した⾮対⾯型「⼤島紬展⽰販売会」サイトの構築

4289 ⿅児島県 株式会社HOPE 5340001020116 ジェラートのネット通販強化で事業継続⼒強化・リピーター確保

4290 ⿅児島県 有限会社原ハブ屋奄美 2340002021223 ワークショップの開発と⼩型⾃動販売機設置による地元顧客の獲得



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

4291 ⿅児島県 株式会社沖⽥⿊豚牧場 4340001016643 ネット通販サイト構築による⿊豚加⼯品の販売促進・販路開拓

4292 ⿅児島県 南九施設株式会社 7340001003119 情報発信と体制確⽴による需要・認知度アップと効率性の改善

4293 ⿅児島県 オリエンタルスタジオ コロナに負けない！⾮接触型営業でお客様も従業員も安⼼写真館

4294 ⿅児島県 Ｓｏｕｖｅｎｉｒ ⾮対⾯型のローカルメディア（動画配信サイト）⽴ち上げ事業

4295 ⿅児島県 株式会社 ⽶⽟利住⼯ 5340001012402 ECサイト開設による売上維持・向上と新規顧客の開拓

4296 ⿅児島県 ⺠宿さんごビーチ 共⽤部分の個室化による感染防⽌対策強化と、安⼼できる宿づくり

4297 ⿅児島県 レストラン パノラマ 屋久島でなくても屋久島のおいしいを⾃宅で楽しむ

4298 ⿅児島県 株式会社アイランドコーポレーション3340001021124 おみやげ屋も⾮対⾯へ！島の良品を発信する通販リニューアル

4299 ⿅児島県 屋久島サウスビレッジ ワーケーションの企画推進（コワーキングスペース整備）

4300 ⿅児島県 ユニマーレ 対⾯型観光業から⾮対⾯型ECサービスへのビジネス拡⼤事業

4301 ⿅児島県 久保養蜂園 屋久島ファーム 島の産物を活かした採蜜とネット販売で新規販路獲得事業

4302 ⿅児島県 LIV HOLLY 奄美⼤島の魅⼒を世界へ！⼥性の⼼を掴む宿泊事業を⾮対⾯型に

4303 ⿅児島県 Warung Karang コロナリスクを避けお客様が快適に店を利⽤できる環境づくり事業

4304 ⿅児島県 株式会社 河童の森 3340001018005 インターネット販売による新たな販路開拓

4305 ⿅児島県 株式会社さくら 6340001019818 地域初となる弁当のドライブスルー販売

4306 ⿅児島県 有限会社屋久島葬祭 8340002019781 インターネット技術を活⽤した葬儀

4307 ⿅児島県 帝秀窯 オンライン陶芸教室開設とホームページ更新による販路開拓事業

4308 ⿅児島県 株式会社 ⽵之内組 1340001013981 姫⽢海⽼を活⽤した新商品開発とＥＣサイトを通じた新規顧客獲得

4309 ⿅児島県 Castanet レトルト商品開発および販促サンプルの配布とECサイトの構築

4310 ⿅児島県 なかよし合同会社 5340003002566 “⽣涯のパートナー”ペットの通販サイトを活⽤した販路拡⼤

4311 ⿅児島県 株式会社PRO 8340001009973 介護タクシー事業による販路拡⼤と業務効率化

4312 ⿅児島県 こうのみね合同会社 9340003001928 店舗内ソーシャルディスタンスの確保と⾮対⾯型販売体制の整備

4313 ⿅児島県 有限会社 福岡⽣花 8340002014741 ＨＰと⾃社ＥＣサイトの構築による企業ブランディングと販路開拓

4314 ⿅児島県 しょう家 テイクアウト事業実施に必要な店舗改装による新規顧客獲得事業

4315 ⿅児島県 きもつきエッグ 卸売業から⼩売卸売業へ事業拡⼤！ＥＣサイト作成事業

4316 ⿅児島県 有限会社 グレンツェン 6340002014652 ⾮対⾯型ビジネスモデルの確⽴による販路拡⼤と業務効率ＵＰ

4317 ⿅児島県 有限会社卓味屋 1340002011951 ⿅児島県産⾷品素材を使ったお⼟産品のネット販売

4318 ⿅児島県 まごころ鍼灸院 ⾃宅で美肌・美body⼤量創出計画

4319 ⿅児島県 河野醸造合資会社 3340003001272 ⼤海酒造ブランドに特化した⾃社ＥＣサイト開設による販路拡⼤

4320 ⿅児島県 かなめデザイン ３６０度３Dカメラの導⼊による新サービスの導⼊と販路拡⼤

4321 ⿅児島県 ⼤丸鰹節有限会社 2340002018921 オンラインでの営業強化と在宅グルメ向け商材の開発と販売

4322 ⿅児島県 渡辺パン 備蓄貯蔵庫改装による製品の安定供給の確保

4323 ⿅児島県 有限会社とうごう薬局 HP改良・ネット販売・展⽰会出展BtoBによる販路開拓事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

4324 ⿅児島県 CUATORO鍼灸院 オンライン問診の導⼊と新型コロナウイルス感染対策設備の充実

4325 ⿅児島県 オフィスＨＴ合同会社 8340003002191 ３密を避ける屋外活動で充実した療育ができる環境づくり

4326 ⿅児島県 株式会社健 5340001013061 オンライン販売システム構築による国内・国外向け販路拡⼤

4327 ⿅児島県 味樹屋 新しい⽣活様式に沿った経営策とＥＣサイト導⼊による販路開拓

4328 ⿅児島県 南村製糖 純⿊糖の通年販売と新商品原料確保の為の⼤型冷凍保管室導⼊

4329 ⿅児島県 喜界島⼯房 新たな販売チャネルとパッケージ作成

4330 ⿅児島県 株式会社サンアイ 6340001012896 ⾮対⾯型による顧客開拓を図るためのHP制作とDMの製作・配布

4331 ⿅児島県 OCEANʼS CLUB合同会社 7340003002688 ＶＲ動画を⽤いたＥＣ販売促進および動画配信サービスの導⼊

4332 ⿅児島県 株式会社システムビジョン 9340001012282 コロナに対応したIT機器販売開発及びネットからの集客売上向上

4333 ⿅児島県 ⿅児島美容鍼灸サロン Calla ⾃宅でできるオンライン美容指導・教育事業の⽴ち上げと広告宣伝

4334 ⿅児島県 特定⾮営利活動法⼈ かごしま地域健6340005008841 ❝社会とのつながり推進❞「元気がでるオンライン教室」

4335 ⿅児島県 有限会社⾺場商店 6340002027381 ICTを活⽤した授業スタイルの構築と教室内環境の整備

4336 ⿅児島県 はやと⾻盤整体院 個室での施術の実施及び、オンラインサービスの提供開始

4337 ⿅児島県 ハマデン 作業⼯具導⼊によるビル等設備⼯事の販路開拓

4338 ⿅児島県 クリーニングキリノ ⾮対⾯⾐類受渡サービス導⼊とシミ抜き作業効率化による顧客獲得

4339 ⿅児島県 湯けむりダイニングトントン亭 コロナ対策強化によるお客様が安⼼できる料理の安定的提供事業

4340 ⿅児島県 有限会社わきもと 9340002015136 霧島の美味しさを貴⽅の⾷卓に わきもとのデリバリー事業

4341 ⿅児島県 Kウェブ DMの⼀⻫発信による、⾮対⾯型コンサルタントの本格稼働

4342 ⿅児島県 こむぎ屋⼯房恭農園 ⾮対⾯型販売サイト新設による販路拡⼤と新規顧客の獲得

4343 ⿅児島県 堀之内酒店 ⾮対⾯型ネットビジネス構築事業

4344 ⿅児島県 Ｈｅｌｌｏさつま 新たな顧客開拓の為、商品開発を⾏い経営体質の改善を⾏う

4345 ⿅児島県 有限会社花の店げんかわ 4340002024604 顧客獲得に向けたEC販売・店舗改装・広告看板等総合的店舗開発

4346 ⿅児島県 居酒屋慎 焼⿃を中⼼とした居酒屋メニューやオードブルなどの移動販売事業

4347 ⿅児島県 株式会社いせえび荘 6340001012888 地域NO.1旅館と協同でEC販路拡⼤＠特産芋のスイートポテト

4348 ⿅児島県 株式会社オコソコ 3340001021306 カフェ型アンテナショップの出店と商品のEC事業の展開

4349 ⿅児島県 Le.plan.de.AK ECサイト構築と卸先開拓へ向け，製造量増加を図る機械設備導⼊

4350 ⿅児島県 株式会社 うずえ屋 1340001020821 安納芋の品質向上を図った空間創出及び新商品開発による顧客獲得

4351 ⿅児島県 有限会社菓⼦処渡辺 7340002019361 ＥＣサイトの構築と新商品の販売による市場開拓

4352 ⿅児島県 株式会社隆光産業 9340001021556 オンライン商談システム等導⼊による⾮対⾯型ビジネスモデル構築

4353 ⿅児島県 DYCエンターテインメント 各種イベントライブ配信サポート事業に向けた設備投資

4354 ⿅児島県 ときわラーメン ３密対策としての開放的店舗内改装で快適空間の提供へ繋げる事業

4355 ⿅児島県 ＮＯＲＩ ＰＩＺＺＡ（ノリ ピッツァ ３密対策としての新たな販売モデルへのチャレンジを図る設備投資

4356 ⿅児島県 合同会社 岬 4340003001296 これからの⽣活様式に対応した販売モデルチェンジへの設備投資



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

4357 ⿅児島県 TAGIRU ⾳楽ライブ活動および楽曲制作のIT活⽤による販路拡⼤

4358 ⿅児島県 ＬＡＧ ＢＡＧ ＭＵＳＩＣ オンラインショップの本格的事業化による⾮対⾯型ビジネスの展開

4359 ⿅児島県 株式会社⾷品安全推進センター 6340001022532 HACCP制度の認知向上と新規顧客の獲得

4360 ⿅児島県 有限会社 ⽔⼝松夫⽔産 8340002022959 ネット販売を活⽤した⾮対⾯ビジネスの新規構築で新収益源を創出

4361 ⿅児島県 ゆいまーるＰＣ オンライン相談システム構築と⾮対⾯データ復旧サービス提供

4362 ⿅児島県 池⽥商店 オリジナル焼酎の開発に伴う通販と店舗改装による販路拡⼤事業

4363 ⿅児島県 合同会社かねきゅう 7340003001673 加⼯品販売のための乾燥機導⼊による販路拡⼤事業

4364 ⿅児島県 株式会社カネキヨファーム 5340001019513 冷蔵保存による商品販売時期変更に伴う付加価値向上と経営安定化

4365 沖縄県 ギャラリー喫茶猫丸庵 猫丸かおる作品「なにコレオキナワフシギ図鑑」出版プロジェクト

4366 沖縄県 ガレージハウス株式会社 7360001020814 社内ウィルス除菌コート及び保護コーティングによる販路開拓

4367 沖縄県 琉球アスティーダスポーツクラブ株式7360001023593 来店型からデリバリー、テイクアウト型への転換

4368 沖縄県 ざきみ弁当 真空包装機導⼊で朝⼣⾷分野への販路開拓。

4369 沖縄県 アジアン⾷堂シロクマ シロクマ タイ⾷材とタイ料理のネット販売事業

4370 沖縄県 沖縄屋新垣商店合同会社 5360003008941 県産ドライフルーツ加⼯品の開発及びECショップ等での販売促進

4371 沖縄県 友好商会 多⾔語での利⽤ができるオンラインショップの作成

4372 沖縄県 株式会社リビングライフ２１ 2360001018499 WithコロナAfterコロナを⾒据えたオンラインストア販売

4373 沖縄県 株式会社フードサービスもとぶ 9360001012784 ⾃社商品・店舗のＣＭ及びＥＣ販売強化による地元客の掘り起こし

4374 沖縄県 琉球ボーテ株式会社 1360001022279 SNSを活⽤による販売促進

4375 沖縄県 ビストロおんな⾷堂 真空包装機導⼊による、⾁料理のテイクアウト販売の実現及び拡販

4376 沖縄県 吹きガラス 匠⼯房 県外への販路拡⼤の為のEC販売⼒強化

4377 沖縄県 株式会社ZOU colud 2360001023227 オンラインサービス『おうちdeスタジオ』の導⼊

4378 沖縄県 ⼭城司法書⼠事務所 相続に特化したWEBサイト・看板を活⽤した新規顧客開拓

4379 沖縄県 ライオン・ビルメンテナンス ホームページ開設による新規顧客の獲得に伴う売上増加計画

4380 沖縄県 有限会社ハナムロ・インターナショナ7360002008668 脱・島内売上依存 〜島⼟産品の開発と通販サイト制作

4381 沖縄県 合同会社MBC 5360003007019 対⾯OJT不⽤のアプリトリセツ動画及び事業紹介WEBの制作

4382 沖縄県 洋⾷Bar ナギサ 新型コロナ対策テイクアウト事業

4383 沖縄県 ヘアメイクエイジア 個室空間にて寛ぎと安⼼を提供し新規顧客獲得、客単価アップ作戦

4384 沖縄県 さわのや テイクアウトやネット販売等の⾮対⾯販売商品の⽣産と商品開発

4385 沖縄県 Rental Villa Luana Waioli 新たな⽣活様式に即した宿泊設備と需要層への周知

4386 沖縄県 神⾕酒造所 泡盛の商品価値の⾒える化と販路開拓

4387 沖縄県 伴⾛舎 ⾮対⾯型のマーケティング＆ブランディングプラットフォーム構築

4388 沖縄県 株式会社 久⽶島印商店 3360001021106 ⾃社HP拡充及びECサイト開設による新たな収⼊増加

4389 沖縄県 café JAM ⾷品ケース設置とテイクアウト及びチラシ配布による新規顧客獲得
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4390 沖縄県 スカイキン株式会社 8360001020904 ｅーランニングのオンラインスクールシステムの構築事業

4391 沖縄県 US.PARK有限会社 6360002018734 新商品の陸上アスレチック製品販売および販売促進

4392 沖縄県 伊平屋酒造所 伊平屋島の魅⼒発信！伊平屋酒造所・島外販路開拓事業

4393 沖縄県 てぃだ家 オンラインショップと新たなロースイーツ教室による販路拡⼤

4394 沖縄県 沖縄ロケ株式会社 4360001012715 新⽣活様式を⾒据えた沖縄県内のロケディレクター代⾏

4395 沖縄県 株式会社SAVORY 5360001023843 webマーケティングを⽤いた新商品の情報発信

4396 沖縄県 ビストロ⾷堂ChezNori フレンチデリ&イートインコロナとの共存フレキシブルな飲⾷店

4397 沖縄県 呉っつい コロナに負けないニュー居酒屋で販路開拓

4398 沖縄県 合同会社 Reconnect 7360003008626 出張検眼を可能にする新しい事業の創造とホームページの再構成

4399 沖縄県 有限会社 ヒルホシ 8013402006498 E.F.A.S（イーファス）施術を活⽤したオンライン施術提供

4400 沖縄県 ２banchi home ＨＰ制作とオンライン予約でリノベーション事業の販路開拓

4401 沖縄県 WAKE UP CALL 海柄ものづくり作戦

4402 沖縄県 島やさい⾷堂てぃーあんだ おいしいお届け、お⼿伝いします。

4403 沖縄県 農業⽣産法⼈有限会社 稲穂 9360002010861 ⾮対⾯型ビジネスモデルへのサイトの構築健康博覧会2021出展

4404 沖縄県 プルメリア沖縄（ゴールデンウイング カリッ旨！ヘルシーチキンをデリバリーで中⾷市場の販路開拓

4405 沖縄県 nunu ネットショップ開設！オリジナルかりゆしウェア販売

4406 沖縄県 有限会社沖縄空感Design Agent 3360002018456 販促⼩冊⼦とWeb連動で動画サイトに誘導し顧客化する販路開拓

4407 沖縄県 アトリエほっちｋｉｓｓ ⼼と⾝体、アートで繋ぐ

4408 沖縄県 有限会社 泰伸電気 4360002017449 Ｗｅｂ及びＳＤＧｓ冊⼦を活⽤した販売促進による集客の持続化

4409 沖縄県 株式会社ASOVIVA 4360001011584 オンライン三線レッスン及び三味ネットASOVIVA

4410 沖縄県 有限会社海⾵ 3360002019090 インターネットを通した販路の拡⼤と宣伝

4411 沖縄県 ショットバー サマーグラス 新型コロナの苦境を乗り切る、カクテルテイクアウト事業の展開

4412 沖縄県 CANASAJAPAN株式会社 4360001026319 有事でも営業を⽌めない事業スタイルと販路開拓の為の器機導⼊

4413 沖縄県 有限会社 仲松ミート 1360002013517 商品の内製化をサポートするコンベクション機械導⼊

4414 沖縄県 有限会社メジャー 7360002004403 全国市場への⾮対⾯・オンライン営業活動の新規取り組み

4415 沖縄県 フクギリゾート株式会社 1360001025983 ソーシャルディスタンスでおもてなし

4416 沖縄県 株式会社TIDA plus 沖縄の⼤⾃然を活かしたドローン空撮によるクリエイティブ素材

4417 沖縄県 joy⼯房＆茶屋 新商品の開発と、安全な店内利⽤をしてもらう為に

4418 沖縄県 Safari Lodge コロナウィルス感染症対策環境整備とＰＲで集客⼒アップ

4419 沖縄県 村上佑写真事務所（photo studio ou ouchiでオンライン写真教室

4420 沖縄県 有限会社ファミリー・ネットサービス3360002014364 新規顧客獲得の為の⾃社の特徴を打出すブランディング事業

4421 沖縄県 海岸⾷堂CAPRICE 販売促進のための設備強化

4422 沖縄県 カフェシーフレンドジュニア コロナに負けないテイクアウトサービスの開始
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4423 沖縄県 合同会社プラナリア 3360003008885 電気照明設備・⾮対⾯型カウンター導⼊による夜間営業等販路開拓

4424 沖縄県 株式会社プロドライブ 4360001018621 ⾬天利⽤可能な作業場の整備と外注脱却による販路開拓

4425 沖縄県 ヨガシャクティ オンライン講座開設及び新サービス開発による新規顧客開拓事業

4426 沖縄県 Moves Japan株式会社 3010901039315 〜無⼈施設で本物のおもてなしを〜

4427 沖縄県 株式会社アシスト 6020001088671 テイクアウト導⼊及び新たな販売形態導⼊による新規顧客開拓事業

4428 沖縄県 上間⾷堂 ロス低減での新商品開発と今後の店舗販売での形態変化

4429 沖縄県 島の猿 shima-monkey テイクアウトのメニューの強化を⾏い新規のお客様の獲得を⾏う。

4430 沖縄県 合同会社てんぷす 2360003008498 新型コロナに負けるな！！新たな店舗経営と通販進出

4431 沖縄県 カラオケ＆酒処さんぽみち アフターコロナの新スタイルの構築

4432 沖縄県 株式会社MITAKA 5370001041943 インターネットを通じたヨガレッスン

4433 沖縄県 Craft Beer Pub Beer Rize テイクアウト⽤クラフトビールと新メニューのブランディング事業

4434 沖縄県 YOUSHOKU TARO レストランの味を家庭で楽しめるテイクアウトデリバリー販路開拓

4435 沖縄県 SLOW テイクアウト及びドライブスルー対応メニュー拡⼤事業

4436 沖縄県 StyleWeb 検索、SNSを活⽤したｗｅｂ広告で販路開拓&テレワーク整備

4437 沖縄県 合同会社 チームスナベ 9360003007584 住宅、ホテル、マンスリーマンション、の総合清掃業

4438 沖縄県 ライフ ＢｔｏＢむけＥＣサイト構築及びＷＥＢ予約システム導⼊事業

4439 沖縄県 Nailʼs AMU 新商品の開発による販路開拓

4440 沖縄県 合同会社ハブリンク 6360003008404 ウッドデッキ設置によるアウトドア志向の新規顧客獲得

4441 沖縄県 光和寿司 感染予防と今後の商品提供について

4442 沖縄県 スローライフマリンサービス オリジンル商品の開発と販売

4443 沖縄県 ⽉ぬ合同会社 9360003006546 ⾮対⾯型モデル構築のためのオンライン教材開発による販路開拓

4444 沖縄県 株式会社アイテラス 7360001015376 オンラインフラワースクール&ショッピングサイト追加、新規事業

4445 沖縄県 ⽇本⼑鍛錬所 兼⼯房 作⼑の⽣産性向上&ショッピングサイト開設による新規顧客獲得

4446 沖縄県 有限会社 海の種 2360002012971 さんご畑のオンラインコンテンツ事業化施策

4447 沖縄県 株式会社かなろあ 1360001025075 特産品開発とネット販売でコロナに勝つ

4448 沖縄県 株式会社 津梁 2360001007650 シーラー機の導⼊

4449 沖縄県 洋⾷館 c coeur 新たな⽣活様式に対応した商品開発による販路開拓

4450 沖縄県 株式会社沖縄美健 2360001006784 健康相談の⾮対⾯化とWEBサイト作成・更新による販売の利便化

4451 沖縄県 まいまいシーサー 電気釜購⼊と物販スペースの改装で⾮対⾯！ECサイトでも売上増

4452 沖縄県 親⽗のまぐろ 県内顧客向け⾮対⾯モデルのビジネス展開、集客増加の取組み

4453 沖縄県 okinawasun 沖縄県産フルーツスムージーとアイスの通販による新規顧客獲得

4454 沖縄県 GRAND LINE 屋上を活かして三密回避と市場開拓

4455 沖縄県 Pawn antiques ECによる簡易化と仕⼊れシステム構築と販路開拓
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4456 沖縄県 バードランドカフェ 天候に左右されないテイクアウト利⽤者のための窓枠改装事業

4457 沖縄県 農業⽣産法⼈株式会社アセローラフ 6360001012878 新たなアセローラの価値を届けるWEB販促プロモｰション制作

4458 沖縄県 ビッグブルーマリンサービス テラス席増設とテイクアウト、体験型事業転換+接触感染予防

4459 沖縄県 ⾥主 ⻄表島わくわくデリバリー＆テイクアウトプロジェクト

4460 沖縄県 ⾃家焙煎珈琲みちくさ テイクアウトニーズの獲得と商店街全体への呼び⽔作戦

4461 沖縄県 有限会社 ⽇本プラント企画 3360002003402 新規機械導⼊による⽣産性向上及び新規顧客の獲得

4462 沖縄県 マルミツオート ⼯場整備による短納期実現で⾃社ブランド⼒向上計画

4463 沖縄県 タイ式リラクゼーションルームデイゴ 接触機会を減らした安⼼安全なエステ予約と講習システムの確⽴

4464 沖縄県 細野陽⼀⼟地家屋調査⼠事務所 GNSS受信機器導⼊による基準点測量の内製化と効率化

4465 沖縄県 Lucky D Hills 県内⼩規模店舗や個⼈事業者への⾮対⾯WEB導⼊サポート

4466 沖縄県 旭潜研株式会社 5360001021847 3Dプリンター導⼊による製品製作内製化並びに増産体制の強化

4467 沖縄県 ペンションほろほろ 加⼯品の⽣産販売増加による製造部⾨の強化

4468 沖縄県 合同会社ＯＴＷ 2360003007244 ⾃社サイトから沖縄ファンのお客様に向けて沖縄と商品をＰＲ

4469 沖縄県 marowe 沖縄素材を活⽤したオリジナル⽇常着の開発及びEC販売事業

4470 沖縄県 癒空間バル ななまる テイクアウトデリバリー事業の開始と視認性向上のための看板設置

4471 沖縄県 株式会社アール・スタイル 8360001016381 WEB⾒学会の導⼊及び、WEB会議システムの導⼊

4472 沖縄県 株式会社Lei 接触感染リスクを減少させるメニューの導⼊による新規顧客獲得

4473 沖縄県 株式会社リアルシステム 8360001011572 ⾮接触型ビジネスモデルのFAXDMとWeb広告で販路開拓

4474 沖縄県 ODAGAWAFITNESSPRO 密を避けるため中断している⼈を取込む屋外トレーニング導⼊事業

4475 沖縄県 オートモービル沖縄 専⾨性の⾼いサービスの開発と新規顧客層の開拓

4476 沖縄県 南恩納トロピカル シニア世代向け新商品開発と⾃家製ベーコン等の直販事業の開始

4477 沖縄県 株式会社マキ屋フーズ 7360001012720 カタログ販売からネット通販へ転換による紅麹商品のＤ２Ｃ展開

4478 沖縄県 株式会社愛知⾦属⼯業 1360001000020 ⾮対⾯型営業活動（ネット+テレアポ）の活⽤で新規顧客の獲得

4479 沖縄県 海と星空の⼩さな宿 WASSA WASSA ネットショップの商品を加⼯するため２Fキッチンで営業許可申請

4480 沖縄県 くわっち〜家 テイクアウト強化＆店内客層拡⼤

4481 沖縄県 ステーキ屋 ⽡ テイクアウト強化及び店内環境整備事業

4482 沖縄県 有限会社華絵 8360002020143 新規ニーズを⾒込んだウェディング事業集中からの脱却

4483 沖縄県 Airando Restaurant＆Café 沖縄初！フィジーレストランによるレトルトカレー開発で販路開拓

4484 沖縄県 SMJ.Motorʼｓ ⾞両整備外注の内性化による整備サービスの充実及び看板設置事業

4485 沖縄県 imagine..if production ⽇本の学校教育におけるMathletics導⼊に伴う販路拡充

4486 沖縄県 わくわくランド ホームページを活⽤して県内県外及び海外向けに販路開拓

4487 沖縄県 CAKE Oshanty ネット販売で広範囲にオーダーメイドケーキと焼菓⼦の販路拡⼤

4488 沖縄県 la joie 脱⽑サロンが提案する沖縄の化粧品開発インターネット販売事業
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4489 沖縄県 ダイバーズネット⽯垣島 ⽯垣島でのダイビングイメージを⾼める情報発信による販路開拓

4490 沖縄県 アクアカラーズ オンライン媒体への広告強化および集客による売上UP

4491 沖縄県 株式会社たみくさ 5360001014339 ショップサイトの販売強化並びに地盤固め事業

4492 沖縄県 ローカルドットカンパニー ゲストハウスから⼀棟貸し⾮対⾯型ワーケーション施設への転換

4493 沖縄県 リンパ専⾨スクールFLOW&サロンFa オンラインビジネスモデルの構築・WEB集客サイトの導⼊

4494 沖縄県 （有）セイシン住興 4360002008530 ウイルス対策モデルの構築及び販売による新たな事業展開

4495 沖縄県 RIN STYLE 健康美づくりの効果をより実感できる⾼速姿勢測定システムの導⼊

4496 沖縄県 株式会社 PAVLOV 4360001023761 ⾮対⾯授業の実現と新規顧客の獲得

4497 沖縄県 宮ファーマーズカンパニー こだわり野菜の宅配サービスで売上UP

4498 沖縄県 麺や偶もとなり コロナに負けるな！安⼼安全衛⽣的な新しいスタイルの店舗づくり

4499 沖縄県 かなしゃノイエ ⾮対⾯型ダンス教室と宮古島の魅⼒発信・特産品販売への取組

4500 沖縄県 居酒屋あがん 居酒屋による地元特産品を活かしたファーマーズマーケット構築

4501 沖縄県 浜⼝⽔産株式会社 9360001019549 宮古島・浜⼝⽔産「ストック＆スローグロース」作戦

4502 沖縄県 TAKEダイビングスクール HPの最適化により販路開発を拡げ新規ゲストの獲得を⽬指す

4503 沖縄県 パソコン教室 オキ楽 オンライン授業の普及・発信による新たな需要対応と新規⽣徒獲得

4504 沖縄県 SEASIDE OFFICE オンラインイベント参加型⽉額会員制度の新設

4505 沖縄県 CoccoRo（コッコロ） 弁当＋居酒屋メニューテイクアウトによる新規顧客の獲得

4506 沖縄県 U and Lee 業界初オンライン⽀援導⼊による新サービスの構築・新規顧客獲得

4507 沖縄県 RIAN ⾃社ECサイト構築による商圏拡⼤と販促強化による売上確保事業

4508 沖縄県 MILK BOMB デリバリーで更なる販路拡⼤

4509 沖縄県 NÖÖM 様々な世代が⼼⾝共に美しく元気になるくつろぎサロン

4510 沖縄県 合同会社サードプレイス 6360003009740 デリバリーサービスで新規顧客獲得

4511 沖縄県 NIWA CAFE コロナ対策！三密を避けてテラスで安⼼ランチ

4512 沖縄県 BrandBuddyz合同会社 1360003008771 インバウンドマーケティングを活⽤した⾮対⾯型営業体制の構築

4513 沖縄県 合同会社sirobako 8360003008518 ⾮対⾯型のお弁当宅配社⾷サービス構築

4514 沖縄県 GAJARUM 本格沖縄クラフトビールの販路開拓

4515 沖縄県 Transit Cafe デリバリー、EC営業を開始するための設備投資および⾶沫感染対

4516 沖縄県 N spirits Ocean 公式ウェブサイトの整備と情報発信および予約のオンライン化

4517 沖縄県 Conte de fee 新型コロナ予防策としての⾮対⾯ネット予約の確⽴

4518 沖縄県 LEATHER WORK MAKE ⼯房拡張によるコロナ感染防⽌の⾮対⾯モデル作りとSNS周知強

4519 沖縄県 株式会社七海コーポレーション 6360001005750 安⼼安全に⼊店できる衛⽣的な店舗スタイルへの変更

4520 沖縄県 株式会社 TAKIMA 3360001018325 「⾯談コミュニケーションシステムの導⼊による事業リモート化」

4521 沖縄県 株式会社エンジョイリゾート 3360001010372 安全意識の⾼いファミリー・シニア層を取り込んだ販路拡⼤
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4522 沖縄県 帆⾵−ＨＯＫＡＺＥ− 「真空包装機」を使ってふるさと納税新商品開発事業の強化

4523 沖縄県 ＳＵＩＧＥＮ オンライン⾃社販売への取り組みと新商品開発

4524 沖縄県 add records7 在宅で動画＆ライブ配信を収⼊にするためのオンライン塾！

4525 沖縄県 株式会社ＢＡＲＩＫＩ総研 3020001085028 美容・健康商品のＥＣサイトでの販路開拓

4526 沖縄県 株式会社ガクアル 6360001020567 ガクアルリモート(仕事・学校）説明会の開発・販路開拓

4527 沖縄県 保護猫とつながるカフェ＆ショップ オンラインでも保護猫カフェ＆ショップを満喫プロジェクト

4528 沖縄県 有限会社リビング住建 8360002017858 不動産内乱オンラインシステムでの⾮対⾯型ビジネスモデルの導⼊

4529 沖縄県 亜洲飯店 新型コロナの影響を受けた地元客向けに中華料理をお気軽に提供

4530 沖縄県 mofgmona 「ネット販売導⼊による販路開拓及び新型コロナ⼊域客減少対策」

4531 沖縄県 Ｇａｒａｇｅ ＷＯＲＫＳ 新規設備導⼊で作業効率アップ！アウトドア⽤⾞両販売拡⼤

4532 沖縄県 株式会社ユナイテッドコーポレーシ 8360001010525 不動産ホームページのリニューアル及び⾮対⾯対応の実施

4533 沖縄県 炭⽕串焼 ⽉と器 持ち帰りサービス等の開始と周知強化およびコロナ対策の実施

4534 沖縄県 神鮨 コロナ感染防⽌を⽬的とした店舗改装および周知強化

4535 沖縄県 炙り者 Ｗｅｂサイトによるテイクアウト販売と新商品開発で販路開拓

4536 沖縄県 ＫＯＢＡ ⾃社によるレトルト商品製造場所の整備

4537 沖縄県 カフェユニゾン デリカ⽅式での「中⾷」参⼊とECサイト「沖縄⽂化市場」開業

4538 沖縄県 紅陽庵 オンラインカウンセリング＆オンライン体質改善サポート

4539 沖縄県 i.c.sα 『美姿勢・美脚オンラインレッスン』で新規顧客獲得

4540 沖縄県 トキなりフーズ ネット販売による販路開拓と⾮対⾯型ビジネスモデルの構築

4541 沖縄県 HYGGE 凍ったままでもおいしい！通販で、フローズンドーナツの販路拡⼤

4542 沖縄県 HL FitnessLabo オンラインクラスの構築とオリジナルグッズのネット販売

4543 沖縄県 有限会社池⽥⾷品 3360002007112 宅配ボックス設置による⾮対⾯販売の強化

4544 沖縄県 株式会社ＷＪＯスターコーポレーシ 4360001016889 オーダーメイド商品を開発しネット販売で販路拡⼤

4545 沖縄県 有限会社 沖縄スカイ観光サービス 1360002017393 コミュニケーション型オンライン旅⾏会社を構築

4546 沖縄県 農家⺠宿マナ ネットを利⽤した⼝コミ販路開拓

4547 沖縄県 BAR NOBU オンラインショップ開設、コロナ禍での新規顧客拡⼤プロジェクト

4548 沖縄県 島のTシャツ屋さん 島のTシャツの島内外のへの販売促進事業

4549 沖縄県 YAMBAR ⽯垣島店のデリバリーサービス開始とECサイトの⽴ち上げ

4550 沖縄県 有限会社Tilla・Earth 6360001025178 WEB技術を活⽤した⽯垣島ジュエリーブランドの販路拡⼤事業

4551 沖縄県 有限会社ネイチャートレール 7360002019129 感染・クラスター発⽣防⽌型エコツアーの確⽴による顧客獲得事業

4552 沖縄県 有限会社嘉⼿納住宅 9360002017106 オンライン動画配信を活⽤した⾮対⾯型集客の促進

4553 沖縄県 株式会社南洋社中 8360001019665 海の模擬体験・ウイルス除菌・新社会様式対応カヌー等体験事業

4554 沖縄県 にしんすに 伊江島販促『にしんすにプロジェクト』〜皆の笑顔を⾒るために〜
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4555 沖縄県 cafe okinawarail 新型コロナウィルスに負けないキャンプサービス

4556 沖縄県 ＭＡＬＩＢＵ 新たな設備導⼊による⾮対⾯サービスの拡充

4557 沖縄県 島ジェラート＆カフェ ISOLA ご当地（沖縄）ジェラートとしてWEB販売での売上強化

4558 沖縄県 有限会社 下地⿊糖加⼯所 8360002021827 店×スマホ×クチコミ連動「島のはしり」事業

4559 沖縄県 ワイドーaiプロ(株) 6360001022786 「闘⽜戦⼠ワイドー」を全国配信。⾮対⾯での新たな販路開拓PJ

4560 沖縄県 ウェーブエンターテイメントジムシ モズクの新商品開発とオンラインショップの構築事業

4561 沖縄県 (株)海邦商事 5360001007623 ネット販売強化事業

4562 沖縄県 おきなわ薬膳美⼈ サブスプ強化！パーソナライズされた体質に合った⾷材を提供

4563 沖縄県 Jo pottery これまでの販売⽅法の特徴を⽣かしたオンラインショップの構築

4564 沖縄県 ⼿造りパンの店 パネス ⼿造りパンの店 パネス

4565 沖縄県 国泉泡盛合名会社 7360003005094 国泉泡盛合名会社

4566 沖縄県 Study Space Basic オンライン授業の促進に向けた集客活動

4567 沖縄県 RELAPOOL株式会社 5360001025443 動画による旅⾏サイト「Reef net」プロモーション事業

4568 沖縄県 屋那覇丸 ⾮対⾯型ビジネスモデル変換オンライン無⼈島講座検定

4569 沖縄県 株式会社Hplus 2360001017666 JEENAR 認知度アッププロジェクト

4570 沖縄県 有限会社ホーセル 7360002008585 Webを活⽤したECショップへの誘導と県外への販路開拓

4571 沖縄県 貴丸⽔産 ⾃社ECを開設し、販路拡⼤を⽬指す

4572 沖縄県 daisy サロン発オーガニック⽯鹼、ジャンプ―＆コンディショナの開発

4573 沖縄県 STICK BY ME 新メニュー開発と業務効率化によるテイクアウト強化事業

4574 沖縄県 コンドミニアム瀬良垣リトリート ウェブを介した宿泊旅⾏の疑似体験で国内需要獲得

4575 沖縄県 株式会社 双葉 1360001027195 クロス資材印刷に係る外注の内製化とＨＰ製作による販路開拓事業

4576 沖縄県 合同会社コネクト 3360003009982 ウェブ注⽂受付と新商品開発によるテイクアウト等の販売強化事業

4577 沖縄県 コラソン治療院 オンラインでの姿勢チェック＆姿勢改善エクササイズ指導

4578 沖縄県 ごちそう居酒屋バケネコ ECｻｲﾄ及びﾈｯﾄ決済による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

4579 沖縄県 エステティックルームリベルラ サロンの今後の在り⽅と接遇の取り組み〜⼼は密のままに

4580 沖縄県 丸正織物⼯房 オンラインショップ開設による依存脱却および⾼収益販路開拓

4581 沖縄県 居酒屋おっちゃん酒店 ECサイト導⼊等による⾮対⾯型ビジネスへの転換

4582 沖縄県 Bistro bomba テイクアウト・デリバリー部⾨の確⽴と周知

4583 沖縄県 コルネとサンドのお店ｐｉｐｐｉ スマホ対応ＥＣサイト構築による販路拡⼤事業

4584 沖縄県 有限会社徳⽥塗装⼯業 8360002018872 ＷＥＢ受注受付とオンライン打合せ等の販売強化事業

4585 沖縄県 有限会社ラハイナ 3360002018869 新たな販売⽤PR映像制作による⾮対⾯型ビジネスへの転換

4586 沖縄県 琉球オーシャン・トラベル株式会社 8360001023709 アプリ開発と想い出共有サイト制作による⾮対⾯型新ビジネス事業

4587 沖縄県 有限会社アンカー商事 1360002014440 ウェブ型販売管理システムの導⼊による⾮対⾯型ビジネスへの転換
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4588 沖縄県 tWorks合同会社 5360003006607 映像オンライン販売による⾮対⾯型ビジネスモデルの構築

4589 沖縄県 passerelle(パスレル) オンラインによる⼥性起業⽀援事業


