
№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 北海道 株式会社 ちえのわ 3462501000677 脱ＯＥＭ化のための自社ブランド構築＆ＥＣサイト構築プロジェク

2 北海道 ヘアスペースヴォーグ 髪の乾燥工程の無人化による感染防止および業務効率化の取り組み

3 北海道 株式会社 マルコ・オーエム物産 1440001005226 小売・飲食部門の強化に向けた店舗備品の導入及びネット販売

4 北海道 株式会社 高田精密板金工業 4440001005289 高性能切断機の導入による業務体制の回復と顧客満足度の向上

5 北海道 北斗防災サービス株式会社 7440001005666 消防点検業務の完全内製化によるサプライチェーンの回復

6 北海道 岡本スポーツ・おさんぽカフェ 「ペットホテル」人・ペットの感染予防対策

7 北海道 株式会社ヤマヒサ寺澤水産 1460001005158 YouTube動画を活用したネットショップの開設

8 北海道 有限会社 菓匠ゆめや 6440002000923 高付加価値商品の開発による店頭販売及びネット通販の強化

9 北海道 有限会社厚賀ツバメ石油 6430002062642 灯油の小型移動販売車導入で両立する「非対面化」と「販路開拓」

10 北海道 Bowl of rice ぶたや 安心して食事ができる客席とテイクアウト専用販売窓口の設置

11 北海道 炉ばた スチコン導入によるテイクアウト総菜＆宅配弁当の販売強化事業

12 北海道 有限会社 二本柳旅館 9440002003295 客室増室で３密防止とアフターコロナでのＶ字回復を目指す

13 北海道 有限会社 タムアンドピー 4462502000452 密を避け、オンライン化を推進し、これからの薬局標準を目指す！

14 北海道 洋菓子店ポルテ デポジッター導入による生産能力向上でネット販売を強化

15 北海道 有限会社丸伊いせや 6462502000698 介護用品のネット販売及び安心安全な店舗環境整備による売上回復

16 北海道 有限会社とりせい 5460102006547 安心してテイクアウトが利用できる待合環境の整備

17 北海道 柴田建設 株式会社 7460301004085 ＶＲ（仮想現実）で完全感染対策した非対面型展示会を実現

18 北海道 (株)幕別パークホテル悠湯館 1460101001783 十勝幕別町から発信、安心安全宅配ソロ風呂プロジェクト！

19 北海道 海鮮工房 やっとこさ 新北海道スタイル安心宣言の店で行う感染対策見える化で売上獲得

20 北海道 写真の新栄堂 HP開設によりネットサービスを統合！非対面型事業の充実を図る

21 北海道 便利屋！お助け本舗旭川神楽店 非接触型の見積サイト立ち上げと、新型機導入によるコストダウン

22 北海道 ＨＹＰ合同会社 7450003001877 誰でも手軽にオンラインで動画販売できる動画配信システム開発

23 北海道 株式会社 丸尚 富崎水産 4462501000577 コロナウイルスの影響による物流の毀損から商品を守る対策の実施

24 北海道 清水工業 鉄筋加工の内製化による新規受注の増加と利益の拡大

25 北海道 有限会社クリーンサービス美深 1450002010083 リサイクル物品のHP受付による非対面型ビジネスへの移行

26 北海道 （株）OFFICE GREEN TALE 4460101005195 フードプリンター導入による非対面型ビジネスモデルでの顧客拡大

27 北海道 有限会社セイコー大和 8430002062574 宅配・移動販売専用車両を導入し、コロナ禍出の販路拡大を図る

28 北海道 株式会社 元木金物店 7460301003442 知床に全国の⾧期滞在希望者を呼ぶネット商談型不動産ＨＰ制作

29 北海道 ｔａｎｏｓｉｍｏｕ 北海道産原料で製造する韓国商品の流通性向上とＥＣ販路開拓

30 北海道 株式会社Cafemocha 3430001075945 京極プリンのネット販売システム構築とブランド開発

31 北海道 スタジオEJSS 対面授業からオンライン授業への転換

32 北海道 株式会社 ライフクリエーション 2462502000891 ＳＮＳエリア広告による誘客及びホームページ活用による販売促進

33 北海道 こびと 非対面型ビジネスモデルへの転換と新型コロナウイルス感染症対策

34 北海道 コンタクトＲｏｏｍ ECサイト・SNSを活用した販路開拓及び新規顧客獲得

35 北海道 Kitchen Garden 及川農園 通年営業に向けた施設整備とオンラインによる新規予約獲得事業

36 北海道 お座敷いしだ・レストランいしだ 予約受注式テイクアウトによる販路開拓と店内感染防止対策の徹底

37 北海道 合同会社ルパ・デサン 7450003001919 コロナ禍に対応するための新規ビジネスモデルの構築
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38 北海道 しれとこくらぶ テイクアウト事業の開始と知床PB商品販売のためのサイトの構築

39 北海道 合同会社FAR EAST COMPANY 9430003009870 世界のニセコは日本のニセコ、再バランス化を目指すプロジェクト

40 北海道 帰山農園 ウェブ・通販による直販強化による需要開拓事業

41 北海道 有限会社小野金物店 8462502000127 ＥＣサイトショップによる販路拡大と非対面による顧客接点強化

42 北海道 株式会社山川 5462501000592 宿泊者のニーズに対応した新しいゲストハウスへの転換

43 北海道 東京ホルモン株式会社 5430001048057 テーブルオーダーシステムの導入による非対面化及び販路の開拓

44 北海道 株式会社成高電設 2450001010661 非対面式オンライン対応のＨＰ開設と機械導入による新規顧客獲得

45 北海道 写真の店ＫＡＺＺ 撮影部門の売上補填を実現するネットプリント展開事業

46 北海道 ロッジ ウッドペッカーズ コロナによる市場と顧客ニーズの変化に対応するための店舗改修

47 北海道 株式会社寿宴 8462510000103 接触機会を軽減したオペレーションのための機器導入による販路開

48 北海道 クロスメイクmogu 看板部門の新設による屋外工事の受注で、新規顧客獲得と売上増加

49 北海道 羅臼海産 株式会社 4462501000305 催事出店ビジネスからオンラインによるＢtoＣビジネス転換事業

50 北海道 有限会社斉藤観光 2460102006112 エアコンメンテナンスで車内環境と車内環境の向上への取組事業

51 北海道 株式会社グリーンフィールド 4460101003884 「温泉付きキャンプ」グラマラスパキャンピング導入で新需要獲得

52 北海道 有限会社松月堂 6460102007429 十勝足寄の甘味を全国へ！ネット販売事業参入による新規販路開拓

53 北海道 株式会社東鷹栖シードホープ 8450001010838 地元農産物を活用した商品の外販で新たな飲食店経営モデルを作る

54 北海道 モラン テイクアウト商品の強化による非対面ビジネス転換

55 北海道 ひびきのビューティサロン 地元食材を使った免疫力向上料理のオンラインサロン開設

56 北海道 旬彩酒房 山桜 食材保管用設備導入によるテイクアウト販売強化事業

57 北海道 有限会社 南十勝衛生社 5460102006737 光触媒施工によりあなたの施設を除菌・防菌施設へ

58 北海道 株式会社オートサービスヤマグチ 9460102006782 大型トラックの内製化による短納期ニーズへの対応

59 北海道 有限会社 髪切屋だんかん 9430002005284 券売機導入による非接触型会計システム構築事業

60 北海道 合同会社MAKINO 6450003001481 トータルステーションの導入による売上拡大事業

61 北海道 有限会社タカハシ食品 8012802007825 ECサイト構築によるインターネット販売

62 北海道 株式会社森像 8450001011811 コロナ禍後を見据えた、雇用を守りお客様を笑顔にする事業転換

63 北海道 有限会社 花輪食品 9450002009069 コロナに負けない！昭和レトロ自販機導入による来店機会向上事業

64 北海道 株式会社ロコファームビレッジ 5430001042084 北海道おいしい定期便 サイト構築および運営

65 北海道 喫茶すずらん 外出自粛の女性をターゲットとした弁当開発と出前販売体制の整備

66 北海道 有限会社 たかはぎ寝装 8460102006387 新規設備導入による新たな顧客獲得と売上増加の取組み

67 北海道 陸別ガス販売株式会社 3460101003308 IoTを活用したデータ分析に基づく販売戦略

68 北海道 スナックであい 感染予防を行いながら、複数団体客への対応及び女性客獲得のため

69 北海道 寿司のつしま 新メニュー開発！テイクアウト強化による新規顧客獲得

70 北海道 陶café輪果 新メニュー『和プリン』の開発による新規顧客の獲得

71 北海道 有限会社 松田 4011102000973 きめ細やかなサービスの提供による販路開拓

72 北海道 寿都カメラ コロナ対策のための網戸設置と内装工事

73 北海道 光陽クリーニング 布団クリーニング機械導入で新たな対象とエリアの販路の開拓

74 北海道 そうざい工房しゃり弁/グリーンズカフェ 3店舗統合型ＨＰ制作によるテイクアウト＆デリバリー事業の拡大
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75 北海道 合同会社SPICE BOYZ 2430003008210 テイクアウト特産品開発による全国への販路開拓プロジェクト

76 北海道 株式会社菊地塗装店 3430001073800 「新北海道スタイルで取り組む 攻めのショールーム改装計画」

77 北海道 有限会社ピュアフーズとうや 9430002065824 コロナを乗り切る、製造業の新たな挑戦 自社HP開設事業

78 北海道 たこ焼き居酒屋龍汰呼 「テイクアウト商品提供による販路開拓事業」

79 北海道 真野民芸 加工機械導入による製品加工の多様化とネット販売による販路開拓

80 北海道 たねぱんや 農家直結！100％オーガニックの加工食品通販事業

81 北海道 合同会社ヤマビコジムショ 8440003001647 非対面形式で可能な空き家・空きスペースの活用事業

82 北海道 うしだや増毛店 個室志向が強まる顧客ニーズに対応するための個室新設

83 北海道 有限会社 磯貝嘉市商店 7430002061338 甘味たっぷりの「熟成昆布」開発による新販路開拓事業

84 北海道 蕎麦 十箱 冷凍生そば開発により非対面の強化、看板による集客力向上

85 北海道 有限会社 デリシャスフーズ 5460102002174 新テイクアウトメニュー開発と非対面ビジネス導入強化で販路開拓

86 北海道 株式会社 北信開発コンサルタント 5460101001557 サテライト事務所新設でテレワーク導入と3密回避事業で販路開拓

87 北海道 食空間ゆるり キッチンカー導入により“待つ”から“行く”への販売戦略

88 北海道 有限会社 後藤商会 6460102001118 スポット溶接機の導入による先進自動車の修理と作業効率化

89 北海道 芽室仕出し株式会社 4460101001830 自社サイト新規設置で「秘伝の豚丼」PR強化で持続的経営事業！

90 北海道 マツダ・エージェンシー ホームページの開設とネット販売機能構築による販路開拓

91 北海道 有限会社 田畑印章房 8430002061618 スマホ内線化システム・UTM導入によるテレワーク環境整備

92 北海道 有限会社 奥野写真館 5430002061389 コロナ禍における屋外撮影の強化による非対面型プランへのシフト

93 北海道 焼肉平成園 「ご自宅で堪能！平成園監修の焼肉セット販売」＋新メニュー開発

94 北海道 有限会社 くしやフーズ 6430002061842 需要獲得に向けたテイクアウトメニューの強化及び快適空間の提供

95 北海道 株式会社ハル北海道 6430001077121 感染リスクを避けた非対面型販売と販売チャネルの構築

96 北海道 惣菜店 紅 地場食材をブランド化した新商品の開発・ITの活用

97 北海道 ベンチタイム 新規テイクアウト事業の開始とテイクアウト用メニューの開発

98 北海道 株式会社北海道日高ブランド 8430001055892 EC販売の強化に向けた「熟成ワイン」のブランディング事業

99 北海道 株式会社 石橋グループ 8430001067302 ドライブスルー設備設置事業

100 北海道 有限会社 クミカワ塗装 4430002052075 ＩＴツールによる塗装工事の非対面化、効率化および商圏拡大

101 北海道 株式会社 雨竜町振興公社 2430001048159 観光客に依存しない販路開拓と生産者および地元住民への貢献

102 北海道 株式会社フォーグインターナショナル 6440001007804 完全テレワークが可能な非対面型の商談システムへの転換

103 北海道 有限会社 森農場 3440002009835 加工設備導入による新たなサプライチェーンの構築

104 北海道 有限会社 吉水商会 7450002012958 部品を輸入から内製化に切替ることによるサプライチェーンの維持

105 北海道 清里イーハトーヴホステル ECサイトの構築と顧客管理による販路開拓事業

106 北海道 北海ネオフーズ株式会社 1440001007370 道南産食用フジツボの販売

107 北海道 小清水すらら塾 オンライン学習塾（家庭学習サポート塾）の構築と塾生獲得

108 北海道 メムロピーナッツ（株） 9460101006800 北海道ピーナッツのECサイト構築及び通信販売による販路拡大

109 北海道 ナキレ函館店 函館初上陸セルフエステ機器導入による非対面型事業への転換

110 北海道 株式会社さんかいらく 9450001007949 日本最北の山海酪パッケージ商品開発と個人向EC直販サイト開設

111 北海道 R’s Kitchen 自慢のお米と従業員を守る。キッチンカーの導入で現状打破！
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112 北海道 Toko-Toko cafe ３密防止！安心して食を楽しむ屋外テラス席新設販路開拓事業

113 北海道 特定非営利活動法人きよさと観光協会 1460305001670 新規特産品開発とECサイトによる非対面型ビジネスの構築事業

114 北海道 知床アルパ株式会社 5460301004046 着地型観光を目指したオンライン体験ツアー構築事業

115 北海道 有限会社 ⾧谷川食品 3440002003557 オリジナル北海道セットのネット通販強化に向けたＥＣサイト制作

116 北海道 有限会社仲野フルーツガーデン 2430002051319 「幸せのアップルパイ」非対面インターネット販売強化

117 北海道 らーめん銀兵街・銀兵街水産 テイクアウト商品強化をPRするHP・チラシ・看板制作事業

118 北海道 株式会社Double Black 6430001070274 海外のカフェ文化を小樽に。ながら食べ飲み作法を伝授

119 北海道 肉のかんべ テイクアウト用すき焼き・しゃぶしゃぶセットの小売販売強化

120 北海道 たかラボ Web・SNSを活用した十勝産農産品の高付加価値化と販路拡大

121 青森県 アンファーニュ株式会社 3420001012239 コロナに負けない、心を癒すエステティックサロンでおもてなし！

122 青森県 R*A BASE 移動式屋外什器と地域内での広報宣伝強化による新規顧客獲得

123 青森県 山千石材店 文字加工システム導入による納期の短縮とペット供養市場の開拓

124 青森県 おばんざい家 けやぐ 徹底した感染防止によるテイクアウト市場の開拓事業

125 青森県 有限会社 名川ウメ・サクランボ加工センター 8420002010039 半自動リセンサー導入による生産工程の感染対策と生産性の向上

126 青森県 有限会社 夢ハウス 4420002010199 遠隔監視システム導入による生産性の向上と後継者育成

127 青森県 合同会社あずまし本舗 3420003002031 ホームページ作成による非対面型販売の実施

128 青森県 堅田そろばん教室 オンラインそろばん授業による学区外塾生の新規獲得

129 青森県 春華飯店 新商品開発によるテイクアウト等の販売強化事業

130 岩手県 株式会社大果 7400001007468 人気メニュー「ジャンローハン」の販促強化で認知度向上

131 岩手県 有限会社フクオカ食品 2400002006589 総菜テイクアウト事業による本格的な中食市場への進出

132 岩手県 マルツ工房 新たなホームページの開設による非対面型の販売・営業力の強化

133 岩手県 株式会社ササキプラスチック 9400001007549 あなたの想いを形にする立体ノベルティ販路開拓事業

134 岩手県 株式会社Lunon 2400001015087 新サービス提供と非接触サービス設備導入による顧客獲得事業

135 岩手県 株式会社山田の牡蠣くん 8400001009422 市場動向の変化に対応した新商品の市場投入と販路の拡大

136 岩手県 三船製菓店 空調温度管理による期間限定商品の通年製造販売事業

137 岩手県 上神田精肉店 宅配事業の拡大による取引構造の多重化

138 岩手県 フーズショップカネショウ 惣菜メニューの充実による「簡単」ニーズの取込み事業

139 岩手県 株式会社悠希商事 8400001015222 空家遺品整理等の非対面化サービス提供による新たな顧客獲得事業

140 岩手県 吉田技研 コロナ禍における歯科補綴物の納期短縮による患者満足度の向上

141 岩手県 有限会社 及川農園 1402702000062 日本食の原点「昔ながらの完全無添加梅干し」通信販売強化事業

142 岩手県 株式会社 工藤健一商店 1400001007820 惣菜内製化による売上拡大と地域の方々の不便の解消

143 岩手県 株式会社BMC 7400001014563 新規車検受入強化のために、エアコンリフレッシュサービスの提供

144 岩手県 有限会社 河判 7400002010223 お米マイスターの知識を活かした「極みお米ギフト」の販売

145 岩手県 ⾧盛堂 団子類の量産化に向けた生産性向上設備の導入

146 岩手県 エース 店舗拡張による集客力の向上

147 岩手県 有限会社羽沢製菓 7400002007707 ホームページ・ECサイト構築による販売機会の創出事業

148 岩手県 合同会社みのり風土 1400003001012 八幡平市産九条葱の魅力発信とＥＣサイトによる販売
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149 岩手県 有限会社 高橋自動車整備工場 7402702000271 高齢者への安心・安全な車両点検サービスの展開

150 岩手県 菅原整骨院 柔道整復師と鍼灸師の資格を活かした効果的なサービスの提供

151 岩手県 有限会社タキザワフーズ 8400002004835 宅飲みおつまみセットの販売による個人向商品開発事業

152 岩手県 株式会社 Bussola 7400001014373 個別リハビリメニューの構築による新規顧客の獲得

153 岩手県 有限会社プロトサイエンス 4400002011158 ネットで顧客獲得、趣味と実益のＰＣ・３Ⅾ造形・電子工作・木工

154 岩手県 有限会社 田野畑流通開発センター 7400000201119 インターネットを活用した、宅配事業

155 岩手県 有限会社西舘拓硝子店 9400002004074 自社サイトでＰＲ！予約制体験型イベント開催による販路開拓！

156 岩手県 Ｍ´Ｓ ＧＡＲＡＧＥ ＢtoＢ市場への販路開拓強化のための非対面営業強化計画

157 岩手県 株式会社ひょうたん島苫屋 5400001009722 自社オンラインショップの開設と高級ギフトセットの開発

158 宮城県 やきとり大吉多賀城店 テイクアウトサービスの開始による販路開拓事業

159 宮城県 Ｎラボ オンライン活動導入と看板設置による認知度アップで売上拡大

160 宮城県 合同会社 Kプランナー 5370003001474 オンライン見積りシステム導入によるリフォーム新規顧客の獲得

161 宮城県 一心食品 ネットを通じた新規顧客獲得・宮城県産食材を使用した商品提供

162 宮城県 有限会社ホームベース 4370202003818 オンラインで東北の家具リメイク・再生請負事業

163 宮城県 美容室KIKI 自動シャンプー機械導入と徹底した感染症対策による新規顧客開拓

164 宮城県 株式会社雅庵 8370001019441 顧客層別自動計算機能付仮契約システム導入等のＨＰ更新及びＰＲ

165 宮城県 新生自動車工業株式会社 2370601000384 海外製高張力鋼板加工の金型開発によるサプライチェーンへの貢献

166 宮城県 有限会社タツミ食品 3370302001581 自社ECサイト販促力強化による販路開拓及び通販部門拡大事業

167 宮城県 N.G.N オンライン完結型の中古車オークション代行事業への切り替え

168 宮城県 有限会社きぼこ 9370002010613 テイクアウト事業の強化及びテイクアウト向けメニューの開発

169 宮城県 株式会社ネオナード 4370001045920 各種無観客イベントのライブ配信事業を通じた販路開拓

170 宮城県 軽食ももか テイクアウト・チラシＰＲで取り組む事業継続計画

171 宮城県 酒どころ４０／６０ テイクアウト・配達対応の強化で昼食時間帯の飲食関連事業強化

172 宮城県 スマイルネットワーク合同会社 8370003004326 ホームページを用いた新たな面談スタイルの構築

173 宮城県 株式会社SJKコーポレーション 5370002001491 二か国語対応の和装コーディネートアプリ開発及びネット販売強化

174 宮城県 有限会社かみむら 3370002002657 新型コロナウイルス対応型の新メニュー開発とサービス

175 宮城県 ケムリノアブサン 移動販売事業PR及び自動販売機導入による非対面販売環境の整備

176 宮城県 株式会社ディンゴ 9370601002762 非対面受注システムの構築とオゾン発生装置で売上回復・販路開拓

177 宮城県 株式会社Never works 8370001045933 自社ホームページ制作による新たな販売チャネルの構築と売上確保

178 宮城県 BahaRe オンラインサービス導入とHP・宣伝ツール活用で新規顧客獲得

179 宮城県 ハーレー自動車鈑金 法人向けサービスメニュー構築のための設備導入

180 宮城県 株式会社VOLANTE 2370501001061 コロナ禍に対抗した土産品開発に伴う設備導入事業

181 宮城県 家具工房ウッドペッカー 新商品提供に伴う設備導入で生産性向上と安定した製品供給事業

182 宮城県 畠山水産 新規顧客獲得のためのECサイトの開設

183 宮城県 佐藤酒店 新規販路拡大及び既存客のためのECサイトの開設

184 宮城県 末永九兵衛商店 株式会社 4370301003215 生産性の向上と自社製品の食べ方を動画で紹介する取り組み

185 宮城県 青木工務店 オンライン見学会・商談の非対面対応と情報発信強化で販路の拡大
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186 秋田県 からだ美人イルソーレ コロナに負けない！望まれる新メニュー導入計画

187 秋田県 有限会社 奥田酒造店 2410002012198 多くのお客様に安心して当社の「日本酒」を飲んでもらうために

188 秋田県 吾作大曲 ラーメン屋の変革！券売機等の導入で新たな営業スタイルを確立

189 秋田県 雲雀農園 新たな加工品の商品化と製造現場の「密」回避に向けた設備導入

190 秋田県 株式会社 伊藤製麺工場 5410001004730 ホームページ改良による非対面型ビジネスへの進出

191 秋田県 Ｃｒｅａｍ 映像制作におけるサプライチェーン強化と新サービスで売上アップ

192 秋田県 株式会社フラワート 3410002007049 プリザーブド技術による枯れない盆栽開発とネットでの顧客獲得

193 秋田県 Ｈａｉｒ＆ＳｐａＬｕｃｅ 美容室ならではの新型コロナ感染症に対応した新たな施術工程導入

194 秋田県 有限会社たかえん 4410002013806 発送対応惣菜の開発による通信販売と卸売の強化

195 秋田県 株式会社はなえにし 9410001012390 自社ブランド構築とECサイト制作による無店舗型花屋への挑戦

196 秋田県 シックファッションセンター コロナ禍を糧に！自社技術力の向上及び強化事業

197 秋田県 佐々平商店 ホームページ開設及び新商品開発による非対面販売での販路拡大

198 秋田県 菅野建築 女性大工の持続化計画/品質向上と販路拡大のための設備導入

199 秋田県 有限会社 佐々木工務店 7410002012160 ICTでコロナと大手に打ち克つ！Webカタログ機能の新設

200 秋田県 有限会社 勇和工業 8013402003982 EC BUSINESS（電子商取引）を活用した非対面による販

201 秋田県 ヒワタシＴＧ株式会社 5410001009184 非対面型ビジネスに向けた浴室展示場の整備とEC販売で販路拡大

202 秋田県 手打ちそば処 川嶋 真空技術導入による手打ちそばのテイクアウト事業の展開

203 秋田県 鹿角コミュニティＦＭ株式会社 5410001010101 オンライン配信・映像コンテンツ事業への新規参入

204 秋田県 ＥＱＷＥＬ美郷こまち教室 オンライン教室を開催するための環境整備事業（ＷＥＢ構築・シス

205 秋田県 桧森酒店 コロナ禍の巣ごもり消費を狙って事業転換！ＳＮＳ広告で販路開拓

206 秋田県 畠山電気管理事務所 非対面の遠隔監視装置導入で電気保安管理の優位性確保と新規開拓

207 秋田県 有限会社栄物産 3410002009986 ネット販売で「畑から健康」を全国にお届けします

208 秋田県 株式会社華まる 7410001011956 業務効率化と販路拡大で、おいしい野菜、果物をもっと届けたい。

209 秋田県 雑貨＆カフェ メゾンドット 総合ＥＣサイトを活用した新たな販路拡大と集客力向上の取組み

210 山形県 COCHON D’or イートインコーナーの新設による非対面型ビジネスモデルへの転換

211 山形県 有限会社 朝日町ワイン 8390002016139 非対面で試飲できるワインサーバーの導入

212 山形県 Heart＆peace 券売機導入で無人レジ及び移動販売車メニューの拡充で売上増加

213 山形県 食事処 熊乃茶屋 お持ち帰りメニューＰＲと椅子・テーブル導入による売上回復計画

214 山形県 株式会社山から 5390001015805 ネット経由受注管理システム導入による販路シフトの実現

215 山形県 株式会社ひかり 5390001008866 新たな生活様式を踏まえたオンライン化事業

216 山形県 株式会社 中沖酒造店 3390001010766 一般消費者をターゲットにしたECサイト構築による販路開拓

217 山形県 民泊工房FUu～ ジュエリー部門とECサイト新設による販路拡大事業

218 山形県 スナック蘭 ニーズの変化対応とサプライチェーン毀損による経営形態の転換

219 山形県 伊藤建築工房 DIYの需要を捉えた非対面ビジネスモデルの構築

220 山形県 こんびにみやざき キッチンカー販売による新しい生活様式に対応した販売体制の構築

221 山形県 ととや三代目 非接触型の店舗実現のための非対面自動レジ導入

222 山形県 水進化粧 「ショッピングサイト」新規構築とプロモーションによる業績向上
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223 山形県 花のアトリエ しまtoくろ 3密回避のための店舗拡張等による顧客満足度向上事業

224 山形県 有限会社アベオイル自動車整備工場 3390002010633 完全内製化を目指し、安心・安全な整備工場体制づくり

225 山形県 有限会社デリカコンタ 2390002015963 ⾧期保存でき遠隔地への輸送ができる惣菜の開発と販路開拓

226 山形県 有限会社 テックワン 3390002015962 コロナ禍中の新たな挑戦。NC導入で販路拡大の為の作業場拡張。

227 山形県 有限会社三泰工業所 8390002015801 高精度高さ測定器導入による生産要請への対応

228 山形県 原敬車体工業 店内非接触化工事と、溶接機導入による販路拡大

229 山形県 藤田接骨院 非対面型ビジネスでイメージアップと認知拡大事業

230 山形県 レストランタカノ 恒温恒湿庫及びコールドテーブル導入によるテイクアウト強化事業

231 山形県 有限会社ホテル小松 7390002012361 後継者による温泉旅館の顧客台帳を活用した通信販売事業への挑戦

232 山形県 有限会社 石沢布団店 2390002003167 店舗販売で実績のある健康快眠マットのオンライン販売と来店強化

233 山形県 山崎果樹園 ECサイトを活用した「贈答用ぶどう」の販路開拓事業

234 山形県 株式会社 ライズ・イン 3390003000617 最新式無洗精米機導入によるネット販売強化事業

235 山形県 古代布 温海しな織り 柴田屋 オリジナル製品のブランド化と販売サイトの構築による販路拡大

236 山形県 萬来屋酒店 冷蔵ショーケースリニューアルによる商品安定供給継続で店売増加

237 山形県 株式会社出羽屋 6390001012108 真空包装機導入で通信販売強化と食事処を増やすための環境整備

238 山形県 株式会社ひばり工房 9390001014134 withコロナ時代でも安心して相談できる事務所リニューアル

239 山形県 サロンド・ジョイ 自動洗髪機導入による接触を減らした新サービスで売上拡大

240 山形県 有限会社まるみつ食品 1390002016070 鮮魚の移動販売サービス開始に向けた設備投資

241 山形県 月山天然石 ECサイトを活用し天然石のパワーを日本全国に届ける！

242 山形県 BRS be-STYLE ホームページ受注による、現代型対応を行う。

243 山形県 山竹商店 新たにEC販売に取り組むための公式ホームページ開発

244 山形県 和食のみせ パリから来た和 弁当等の受注・配達強化による売り上げアップ

245 山形県 中華食道 心風亭 非接触型オーダーシステムの導入とECサイトの立ち上げ

246 山形県 株式会社 佐徳 7390001007585 Webサイトの強化と通販向け商品の開発による販路開拓

247 山形県 井上農場 商品生産体制強化と自社ネットショップ充実・強化による販路開拓

248 山形県 無量庵 地場産製麵のインターネット販売と3密を防ぐ環境整備事業

249 山形県 株式会社 ジェイファーム 6390001008320 テイク＆デリ＆新設ジェラードで自店の魅力をフル活用。増益達成

250 山形県 株式会社 フーデライト庄内 5390001013172 お取寄せで楽しむ庄内名店巡り！超人気店のラーメンをご自宅で！

251 山形県 オーディオラボ鶴岡株式会社 8390001015620 ＥＣサイトの拡充及び映像と音声を一体としたシアタールーム構築

252 山形県 株式会社 やまぶきEX 7390001014656 ピザ窯増設による安定供給と提供時間の短縮

253 山形県 Ｔａｋａｈａｔａ山喜 券売機導入による感染症対策と回転率上昇による売上増加事業

254 山形県 株式会社てるぜん 5390001013610 テイクアウト店舗事業立ち上げによる販路拡大

255 山形県 有限会社 すがわら製麺 6390002009474 働く環境・生産環境の整備とＰＲ強化で新規の顧客獲得を目指す！

256 山形県 山口工業 有限会社 7390002013995 ＶＲ（ウォークスルー）を活用させ新たな営業展開で売上拡大

257 山形県 株式会社アンスリーファーム 4390001014601 新時代に即した令和版ECサイト制作による販売展開事業

258 山形県 東の麓酒造有限会社 4390002014534 コロナ禍におけるEC活用非対面方式の販売戦略の構築

259 福島県 株式会社サイミコーポレーション 4380001027612 当店人気商品の冷凍食品化及びテイクアウト強化による販路拡大
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260 福島県 有限会社 利福 7380002003964 テイクアウト部門の強化によるコロナからの復興

261 福島県 富岡ホテル株式会社 1380001026955 コロナ禍対策、会議・研修用弁当需要の開拓

262 福島県 斎藤りんご園 ネットワークカメラ導入による直販からネット販売への転換事業

263 福島県 陶雅陶楽 コロナ対策からネット販売及び陶芸体験による販路開拓事業

264 福島県 株式会社井手商会 4380001011608 「商品説明ビデオ」制作事業

265 福島県 民宿伊勢屋 安心な「おこもり旅」提供のための非対面接客環境の整備

266 福島県 有限会社グリーンライフ 1380002009001 ITによる迅速かつ新しい生活様式に対応した業務体制の確立事業

267 福島県 ビューティスリムケア美神 理容メニューを追加しコロナ禍でも安心して利用できる店舗づくり

268 福島県 大堀相馬焼陶吉郎窯 コロナ禍対策、iki(粋)ブランドの販路開拓事業

269 福島県 有限会社カントリーライフ二十一 3380002021466 非対面型ビジネスモデルへの転換に向けた情報発信対策

270 福島県 中川屋 ターゲットを明確にした非対面ビジネスによる販路拡大計画

271 福島県 Cafe’s Bond 141 テイクアウト商品の製造販売数拡大による新たな販路開拓事業

272 福島県 松本酒店 福島銘酒直販サイト開設による非対面型ビジネスの確立と販路開拓

273 福島県 有限会社さつき 2380002013794 冷凍自動販売機設置による非対面型持ち帰りラーメンの販売

274 福島県 安積工業所 ホームページ導入による抗菌・抗ウイルス塗装等の新規顧客獲得

275 福島県 はり・きゅうRoom FIKA 完全個室化による癒しとプライベート空間の提供

276 福島県 有限会社総合葬祭おかべ 1380002021658 ウィズコロナに対応するべく、リモート葬儀の導入による販路開拓

277 福島県 大天狗酒造株式会社 5380001009725 ホームページリニューアルによるＥＣサイト強化

278 福島県 未来農業株式会社 4380001027174 EC事業の展開と、飲食店跡の食品加工施設兼店舗への事業転換

279 福島県 川崎クリーニング 来店しなくても大丈夫！衣類のしみ抜きでお客様を笑顔にするお店

280 福島県 有限会社 ササキボデー 7380002030059 コロナ対応新サービス導入とＨＰ活用非対面商談による販路拡大

281 福島県 食彩酒房 九竜 テイクアウトによる売上回復とPR活動による顧客増加計画

282 福島県 Dana Village 新生活様式による心身のケアができる宿泊事業

283 茨城県 Cocon fouato 非対面型施術方式とネット予約システム導入による新規顧客の獲得

284 茨城県 お米工房こさか ごはんもちや雑穀米のお餅など独自商品のＥＣ販売による販路開拓

285 茨城県 日本創興㈱ 5050001025508 人との接触を最小限にするスループレイプランの提供

286 茨城県 ㈱きうち農産 2050001043099 自社ブランド米開発とネットショップ構築による直販事業の強化

287 茨城県 studio-a㈱ 5050001045712 ネット展覧会の開催と陶芸作品の制作販売による新規顧客獲得

288 茨城県 ㈲ひがしのプラン 3050002007861 接触を不安視する方へのセルフサービス型電気治療器具の導入

289 茨城県 伴田造花店 メモリアル「いはい」のネット販売とスマホ「いはい」の開発

290 茨城県 つぼ八鹿島スタジアム前店 宅配事業の取組による新規顧客開拓

291 茨城県 おおつき接骨院 肩こり・腰痛改善に向けたオンラインプログラムの開発提供

292 茨城県 茨城農園 ＷＥＢサイト・ＥＣサイトリニューアルによる非対面販売の強化

293 茨城県 株式会社孝建 3050001013167 ジャックハンマーでコロナを砕け！解体工事は創造への第一歩

294 茨城県 MISAKO犬舎 新型コロナウイルスによる自殺を防げ！ペットで癒しを提供します

295 茨城県 神生バラ園 お部屋に潤いと癒しを添えて。心がより豊かになる「バラ暮らし」

296 茨城県 居酒屋漁夫 港町の新鮮素材を活かしたテイクアウト商品開発
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297 茨城県 泰旬庵そば風 筑波山の麓で自然の風を感じながら常陸秋そばを食しませんか？

298 茨城県 あじさい工房 展示会出展による顧客接点創出からＥＣサイトで新規開拓へ

299 茨城県 株式会社CARAZ 6050001038483 自社ブランド商品の開発と非対面型ビジネスモデルの構築

300 茨城県 株式会社ミラフィスウォーター 9010401086075 家庭向け新商品開発と新規ECサイト構築！非対面型販路拡大事業

301 茨城県 ㈱おのむら 5050001039920 非対面型オーダーシステム導入による接触機会削減で安心提供

302 茨城県 ㈱ ジェイピーエヌテクニクス 6050001046791 外壁をキレイに塗装してリフレッシュ！コロナの閉塞感を打ち破れ

303 茨城県 ビストロ楽魚 ホームページ新規開設とお店の味を自宅で簡単調理。

304 茨城県 hair salon die tRam シニアも安心！新しい抗ウイルス・非対面型美容室の構築

305 茨城県 ㈲大むら 6050002018229 新メニュー開発とテイクアウト事業参入による新規顧客獲得事業

306 茨城県 幸和住宅販売㈱ 5050001029319 新バーチャルオープンハウスサービスの提供による受注強化事業

307 茨城県 ㈲ミルティーユ 9050002041665 通販ページの制作およびテイクアウト予約システムの構築

308 茨城県 食彩 太信 ドリップ抑制による食材の鮮度保持及びネット販売システムの導入

309 茨城県 居酒屋ダイニングしゃらく 高齢者を対象とした個室型・非対面型居酒屋モデルの開発

310 茨城県 ㈲鈴木屋本店 5050002018493 ＷＥＢサイトリニューアルによる販路拡大及び新規顧客獲得事業

311 茨城県 手造りの味はグルメの心 うまごや 地産地消商品の開発と非対面型個室の設置による新規顧客開拓

312 茨城県 ㈱清水 8050001030827 自宅で楽しむ本格寿司の出前開始で新規顧客獲得と売上向上

313 茨城県 蓮沼石材店 HPによる商談から施工完了までの非対面式ビジネスモデルの構築

314 茨城県 ㈲大庭自動車 5050002029755 キャンピングカーコンサル事業と非対面接客による新規顧客開拓

315 茨城県 ㈱柏木石材工業 4050001031721 ３Ｄ−ＣＡＤを活用した非接触型営業方式の採用による顧客開拓

316 茨城県 スタジオ リュウ 衣装合わせシュミレーション機能の開発による非対面方式の採用

317 茨城県 グリルあらの 新商品開発とEC販売、テイクアウトによる新規顧客の開拓

318 茨城県 ダイニングどや わらく テイクアウト専門へ転換して新事業へトライ!事業再開を図る工夫

319 茨城県 有限会社スズラン・ロードハウス 9050002017046 ふるさと納税者・事業者向け専用ＥＣサイトでの総菜販売事業

320 茨城県 有限会社ギブアンドギブ 6050002016942 非対面型ツールの導入による新たな保険契約の獲得方法の確立

321 茨城県 炭焼酒場 とり匠 非対面注文システムの導入とテイクアウトによる売上回復事業

322 茨城県 株式会社広瀬設計 4050001013406 多機能型ホームページを活用した設計事務所の非対面型営業の導入

323 茨城県 株式会社苅部農園 9050001047374 小ロット高付加価値米のパッケージングによるEC販売事業

324 茨城県 小口設備工業株式会社 1050001013813 ＡＩチャット機能を活用した自動見積もりシステムの構築

325 茨城県 Knot coffee コロナウイルス感染症対策としての非対面販売と利益率向上策導入

326 茨城県 株式会社リモデル･プロ 3050001046068 ホームページとECサイトの相乗効果による販路拡大計画

327 茨城県 量深 江戸時代より継承された秘伝のタレを用いたうな重のＥＣ販売事業

328 茨城県 テイクアウト専門店 楽縁 新型コロナウィルスに負けない出張販売事業の展開

329 茨城県 ラ・ルーナ ネット販売とオンラインカウンセリングによる非対面サービス導入

330 茨城県 ㈲ 小林畜産 3050002019865 独自冷凍商材の開発とIT利活用による新規販路開拓事業

331 茨城県 Keicondo 橙砂釉を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

332 茨城県 初鹿野浩明 セミナースタジオの設置によるWebセミナーの開催

333 茨城県 フィジカルケアサロン SakuraIcd 非接触型エステティックサービスの導入による集客力の向上
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334 茨城県 いいね株式会社 5050001044706 ＥＣサイトを利用した農産物の販売でマーケットの拡大を図る。

335 茨城県 ㈱エーベンハウス 3050001012251 オンライン見積システム導入による家作り検討個人客への対応強化

336 茨城県 ㈱ 風實 3050001033289 お弁当総菜のデリバリー宅配事業開始に伴う厨房設備改装・拡大

337 茨城県 インディゴガーデン トータルガーデニングサービスへの進出とＥＣサイトの構築事業

338 茨城県 ㈲ 日商丸博 8050002002486 量販店向け生産性向上と一般顧客向け贈答用特選しじみの販売開始

339 茨城県 相澤鍼灸整骨院 来院のネット予約・施術室の完全個室化による非対面型施術モデル

340 茨城県 ST商事結城家 鮮度管理を徹底した寿司や刺身のテイクアウト＆デリバリー事業

341 茨城県 日進運輸株式会社 5050001013520 空車情報・見積書発行システム構築による営業車両の稼働率向上

342 茨城県 ㈱大和ホースパーク 7050001032865 乗馬クラブならではの関連商品販売のためのECサイト導入

343 茨城県 有限会社結城家 7050002017510 ファミリー向け贅沢寿司デリバリーと葬儀場ケータリングの拡大

344 茨城県 (同)MKH 7050003004986 プレミアム「かき氷」のテイクアウト販売による新事業展開

345 茨城県 株式会社Plus One 4050001036679 ＥＣサイト開設による非対面ビジネスモデルへの転換

346 茨城県 株式会社絆 3050001038775 ホームページリニューアルによる非対面型のビジネスモデルの導入

347 茨城県 TRY-Kプロジェクト㈱ 4050001008521 ピンチをチャンスに！店舗外販売中心への業態変換プロジェクト

348 茨城県 青木製麺工場 移動販売の導入による攻めの顧客獲得戦略

349 茨城県 ㈱ウェッジ 6050001015202 コロナ禍に対応したオンラインサービスによる新たな販路開拓

350 茨城県 ㈱アロー住建 4050001032059 デジタル体験による新築ハウスのプロモーション

351 茨城県 花風 本格的な江戸前料理のテイクアウト事業による販路開拓

352 茨城県 ㈱メトローシャン 9050001029208 EC（BtoC）ビジネスの強化による戦略的販路開拓

353 茨城県 ZERO Webサイト構築と非対面型ECシステムを組合せた販路拡大

354 茨城県 (同)福祉クリエーションジャパン 5011803002086 BtoCに特化した介護用品オンラインワンストップデリバリー

355 茨城県 ㈱スウィートグリーン 6050001028229 パッケージデザイン刷新とＥＣサイトによる巣ごもり需要の開拓

356 茨城県 通快居酒屋ムートントンズ 新しい生活様式の中で店内飲食とティクアウトの共存で売上アップ

357 茨城県 ヘルシアプラス㈱ 1050001029289 「粒食文化」を訴求する雑穀で作るポン菓子シリーズの開発

358 茨城県 羽生オート販売 新商品の開発とキッチンカー（移動販売）による販売体制強化事業

359 茨城県 小川屋 券売機導入による感染症予防対策の強化及び巣ごもり消費への対応

360 茨城県 有限会社ザカルビ 1050002024561 飲食業+小売業！インターネット販売による新規顧客開拓

361 茨城県 常磐印刷㈱ 3050001014462 リハビリ事業のオンライン化による非対面ビジネスモデルの構築

362 茨城県 秋庭農園 販売撮影スタジオとLPによるオンライン販売会で新規顧客開拓

363 茨城県 セルフ酒場Qワトロ 地域住民の体も心も元気にする創作餃子テイクアウト事業

364 茨城県 大黒家 店舗改装による安心安全の会食空間づくりとテイクアウト充実事業

365 茨城県 寿里庵 テイクアウトによる非対面型ビジネス強化

366 茨城県 ㈲カザマデンキ 4050002003752 パン工房拡大によるテイクアウト商品の充実による販路開拓事業

367 茨城県 お茶の石橋園 独自ブレンド茶のインターネット販売による新規顧客獲得強化事業

368 茨城県 広東料理シュウロンFS 温かい・冷たい、を提供する美味しいテイクアウトサービス事業

369 茨城県 ベルブレス合同会社 1050003004265 婚活スタイルの新提案「オンライン結婚相談所開設事業」

370 茨城県 有限会社時野谷製作所 4050002042981 パワープレス導入・精度向上・高効率化による部品国内生産対応化
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371 茨城県 Hajimeno Pudding 移動販売車の導入及びWEB販売による事業継続計画

372 茨城県 圷ほしいも直売所 販路開拓に向けたECサイトによる非対面販売の強化

373 茨城県 ㈲ 龍道工務店 1050002043867 HPとリフォームCADによる非対面打合せサービスの実現

374 茨城県 N’s cafe 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

375 茨城県 ミヤタガラス ＨＰ構築による契約までのオンライン化実現

376 茨城県 ㈱ 仲山住設 1050001032391 インターネット・SNSを通じた売上・新規受注案件の獲得

377 茨城県 ㈱練馬製作所 4050001027595 新型コロナ対策グッズの新商品開発による脱下請け事業

378 茨城県 株式会社Pure・ly F 1050001033324 オンラインエステの開始による新規客獲得と商品の定期購入化

379 茨城県 株式会社沼尻創美 4050001039475 非対面型で提供する空間プランニング提案事業

380 茨城県 酒処 どろのすけ テイクアウト強化と３密対策によるコロナに負けない店舗づくり

381 茨城県 ㈲クラモチ 9050002012641 待合室の密を避け、スムーズな来院実現の為の、予約システム導入

382 茨城県 株式会社Thug Life 3050001045466 紫峰牛を活用したランチ・弁当の認知拡大

383 茨城県 ㈱AXIO 5050001035647 VRや受注システムを活用した新規HPによる販路開拓事業

384 茨城県 洋食屋marchu 「店舗改装」によるテイクアウト事業の本格展開

385 茨城県 ONE BAKERY 自宅で美味しく食べられるパンの瞬間冷凍と注文配送の仕組づくり

386 茨城県 Bar Lilac ホームページ導入による予約システム導入及び近隣店との連携実施

387 茨城県 カネヨシ商事株式会社 9050001015505 オンラインで相談・見積！新生活様式リフォームの販路拡大事業

388 茨城県 やすらぎ心花 ダイエット＆妊活サポートする独自のオンラインプログラム開発

389 茨城県 ㈱筑波商事 6050001028773 ビデオ通話オンライン会議に特化した専用ブース作成

390 栃木県 UP stander’s 株式会社 4060001032826 栃木県初の熟成鮨のＰＲと販路開拓事業

391 栃木県 松屋菓子店 ホームページの制作とネット販売による新規顧客獲得

392 栃木県 SILVER・ブリューエ オンラインサービス導入による対面ビジネス依存からの脱却

393 栃木県 アース自動車株式会社 3060001027001 インターネット非対面型を利用した販路開拓

394 栃木県 株式会社糸人 6030001077599 機械導入によるサプライチェーン毀損への対応

395 栃木県 株式会社 神山商店 1060001015024 コロナの影響で川上企業の廃業に伴う内製化のための設備投資

396 栃木県 株式会社相良酒造 2060001017011 サプライチェーン毀損への対応のための新ブランド日本酒の製造

397 栃木県 青竹手打ちらーめん弐現 テイクアウト実施によるコロナからの再起事業

398 栃木県 神楽フーズ合同会社 3060003003322 テイクアウト及びデリバリー事業による非接触型経営の展開

399 栃木県 ファミリーランドリー 敷き布団丸洗い＆コロナ除菌対策

400 栃木県 株式会社 ロケットビューティー 4060001006474 withコロナ時代を生き抜くオーダーメイドウィッグ事業の推進

401 栃木県 有限会社遊山 5060002023393 宅配弁当事業の販路拡大とマスメディアを活用した新規顧客開拓

402 栃木県 お菓子工房 アトリエG キッチンカー導入で新しい魅力を広くたくさんの方にお届け

403 栃木県 合同会社アースグローワーク 7060003003442 湯津上の名所・旧跡にちなんだテイクアウト新メニュー開発

404 栃木県 株式会社わくわくお米本舗 1060001029255 自社サイト構築を中心にコロナに対応した販売の仕組みを作る！

405 栃木県 有限会社 豊徳 7060002037920 非接触型リハビリで新型コロナから利用者の健康を守る

406 群馬県 赤城食堂 完全非対面型出前事業の推進と移動販売による販路開拓

407 群馬県 海鮮酒房 美鈴 テイクアウト導入による新規顧客開拓事業
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408 群馬県 株式会社ウイルビック 7070001014143 溶剤塗装内製化による販路開拓

409 群馬県 有限会社布施建設 7070002016576 EC機能付ホームページへのリニューアルによる販路拡大事業

410 群馬県 REIKO’s SOAP 手作り石けんのECサイト構築による非対面型販売モデルへの転換

411 群馬県 株式会社ＳＰＡエンジニアリング 8070001035080 商品説明動画を使った非対面型販売と事務所の感染症対策

412 群馬県 ＢｉｇＭｏｍ 移動販売用キッチンカーで新たな顧客を獲得し売上拡大する事業

413 群馬県 有限会社満留伊屋食堂 4070002035496 テイクアウトの充実による新規顧客獲得事業

414 群馬県 灯屋煙火店 コロナ禍で密にならない花火大会の開催にあたって

415 群馬県 NATUBROWN テイクアウト用ホームページ構築・チラシ作成及び新商品開発事業

416 群馬県 そば処 わへい 非対面型で新商品のネット販売システムの構築で新分野にも進出！

417 群馬県 山屋 新規ＨＰ作成でオーダーメイド家具販売及びオンライン相談事業

418 群馬県 株式会社はたお商店 8070001032499 はたお本気の“おうちラーメン”開発と新規HP制作で販路拡大

419 群馬県 株式会社未来R 6030001120672 バーチャルショールームによる非対面営業の強化及び販路開拓事業

420 群馬県 株式会社観山荘 2070001023603 WEB会議システムを導入したテレワーク環境の整備及びその実施

421 群馬県 Cafe木の実 テイクアウト専門店への業態転換で新規顧客獲得し売上拡大を図る

422 群馬県 理美容室いちば 非対面・非接触型サービスの強化による新規顧客開拓事業

423 群馬県 オノテック 旋盤導入による内製化及びHP開設による継続受注と新規顧客獲得

424 群馬県 ひぐちばら園 非対面販売への転換・品質向上と周知による販路開拓

425 群馬県 石田商事有限会社 5070002027526 オンライン集中管理による自動検針システム導入事業

426 群馬県 シュクル キッチンカー導入により、クレープ・菓子販売で接触低減を図る

427 群馬県 麺屋うめはら テイクアウト事業強化によるブランドの認知向上と新規顧客の獲得

428 群馬県 有限会社原田いちご園 1070002027224 ＷＥＢ予約による集客強化、コロナ禍での適切な環境整備事業

429 群馬県 上村滋養農園 ECサイト立ち上げによる売上増加事業

430 群馬県 ホルモンまつき屋 町民に愛された自慢のホルモンのテイクアウトによる売上増加事業

431 群馬県 ようらく 券売機導入による非対面型ビジネスの構築と売上管理の合理化

432 群馬県 亀鶴旅館 キャッシュレス決済の導入及び非接触型トイレの設置

433 群馬県 株式会社カント 1070001029254 コロナ禍、ステイホームで需要増の見込めるコンポストの製造

434 群馬県 株式会社グンスポ 6070001019151 ネットショップでマーキング加工の商品販売と製造マシン導入

435 群馬県 株式会社掃除家 9070001024925 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

436 群馬県 バンフーズ株式会社 1070001035351 テイクアウト強化事業で食生活変化に対応した売上増加事業

437 群馬県 尾瀬しんこう荘 非接触型食事提供スタイルへの転換に向けた客室環境整備事業

438 群馬県 有限会社アカギ印刷 7070002025833 新サービス導入に伴う非対面型営業ツールによる新規顧客獲得

439 群馬県 カラオケ ジュピター コロナと過疎化に打ち克つキッチントレーラー移動販売事業の展開

440 群馬県 有限会社高野商店 1070002014916 オーダーラベルサービス強化とそれに伴うECサイト改修事業

441 群馬県 妻の手しごと ネット販売を活用した非対面型事業確立による売上拡大

442 群馬県 株式会社サトカンパニー 6070001007049 家庭用空気清浄機の非対面型ビジネスの構築

443 群馬県 美容室 七彩 ～なないろ～ 顧客満足度の向上とホームページの開設による販路開拓

444 群馬県 カネコラスク ホームページの開設及び卸売強化による販路拡大
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445 群馬県 佐登美屋 自動釣銭機付きレジの導入及び厨房設備のリニューアル

446 群馬県 株式会社サンケイテクニカ 1070001018554 飲食店支援アプリ開発による販路開拓

447 群馬県 Cafeと宿Bonny インスタ映え必至！絶景カフェで味わう本格コーヒーとラテアート

448 群馬県 弥一鮨 ECサイトを利用した新商品販売と新たな販路の構築

449 群馬県 Sakura. 非対面での商品販売・リモート相談の開始による新たな顧客の獲得

450 群馬県 ヒロ・モーター 非対面型顧客対応による自動車修理と車両販売

451 群馬県 異人館 新規来店客の為の非対面型オーダーシステム導入とＨＰ制作・ＰＲ

452 群馬県 有限会社相生建設 9070002022399 販路開拓のための「オンライン見学会・相談会」実施事業

453 群馬県 坂本林業 新事業のスタートとEC販売網構築による新たな顧客獲得

454 群馬県 つねやモンドール 自社HP新設による非対面型販売の強化と新規観光客需要の獲得

455 群馬県 株式会社KING HEART 4070001011317 コロナ対応ビジネスモデル転換を図るためのキッチンカー改造事業

456 群馬県 株式会社天翔堂 9070001026194 新分野への積極進出でサプライチェーンリスクの分散

457 群馬県 ヒーリングルームこころ HPの開設及びオンラインによる新規顧客の獲得事業

458 群馬県 整体サロンMA・COCORO 非対面型オンラインパーソナルトレーニングへの転換と販路開拓

459 群馬県 有限会社鈴森商事 4070002035579 ペットボトル販売による企業顧客の獲得

460 群馬県 福田有機ファーム 自社有機栽培小麦を使ったうどん製造販売でリスク分散

461 群馬県 有限会社エリゼ サンク 5070002022849 新しい生活様式とともに本格フランス料理を提供するための事業

462 群馬県 株式会社木村工務店 9070001015866 無垢材を使った木製品のネット販売とＰＲで新規顧客獲得

463 群馬県 高橋果樹園 強みである安心安全な新鮮野菜・果物の自動販売機導入

464 群馬県 ぐれんびあーれ デリバリー展開で当店人気スィーツの販売強化による販路開拓事業

465 群馬県 R-LABO インスタグラムに焦点を当てた新規飲食事業

466 群馬県 株式会社エイカテック 1070001031771 遠隔システムの導入と電気設計用CADソフトによる販路開拓事業

467 群馬県 HISA接骨院 非接触での施術対応可とする新規設備導入および新規顧客獲得事業

468 群馬県 ありがとうや テイクアウト強化！ＨＰ改修と店内改装によるイメージアップ

469 群馬県 エーケーエンタープライズ株式会社 6070001027922 テイクアウト宣伝・強化および店内改装による新規顧客獲得事業

470 群馬県 魚利 テイクアウト強化のための周知および当店のイメージアップ事業

471 群馬県 小池縫製合同会社 8070003003234 ＥＣサイト構築及び新規設備導入による新規顧客獲得

472 群馬県 有限会社庄屋久平 8070002023753 テイクアウト強化のためＨＰ改修およびパンフレット制作

473 群馬県 株式会社SAVER ONE 4070001017074 自社サイト制作による非対面チャンネルの販売強化

474 群馬県 PUBLIC LANGOLINO テイクアウト＆ネット予約体制構築による非対面化事業

475 群馬県 雨ニモマケズ ボトル洗浄を自社で行なうことによる内製化及び感染症対策事業

476 群馬県 やぶそば 安心・安全な非対面対応への取り組みと新規顧客獲得

477 群馬県 株式会社井上出版企画 4070001032123 ネット販売機能付き自社HP開設による非対面ビジネス化

478 群馬県 飯玉屋 群馬のソウルフード『焼きまんじゅう』のＥＣ販売事業

479 群馬県 有限会社栄和電器 4070002025984 自社ＨＰリニューアル及びＥＣサイト構築への転換

480 群馬県 一電機株式会社 3011101017359 Web・ECサイト開設による非対面型ビジネスへの事業展開

481 群馬県 今井挽物工芸社 コロナ禍で、顧客ニーズに合った製品企画・販売の取り組み
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482 埼玉県 麺屋みつば ネット販売テイクアウト事業部の立ち上げ

483 埼玉県 アマティス 子供服・おもちゃに特化した買取販売ＨＰ作成による販路開拓事業

484 埼玉県 有限会社 成駒 9030002095226 持ち帰り・出前需要開拓のためのチラシ及び専用窓口設置事業

485 埼玉県 株式会社ウェルストーン 9030001096885 自社ＷＥＢサイトを活用した新製品とオーダー家具の販路拡大事業

486 埼玉県 浜町リッツ整骨院 自費治療を主とした運営とオンラインカウンセリング開拓事業

487 埼玉県 宮澤商店 卸売り専用設備と業者専用ページ増設による販路開拓

488 埼玉県 しゃらく 戸田公園店 入客増加及びコロナ感染予防対策の徹底とテイクアウト設備設置

489 埼玉県 そば処北本さんた亭 テイクアウトでもおいしく食べられる「北本そば」の商品開発事業

490 埼玉県 株式会社シバタホーム 6030001071750 Webサービス充実で住宅展示場の非対面型営業スタイルの確立

491 埼玉県 Trust 栄養学スクール非対面集客のためのWebサイト作成

492 埼玉県 株式会社すっきりマイスター 5030001111078 接触機会を減らすための決済やトーク機能を組込んだアプリの導入

493 埼玉県 ファミリークリーニング あずかりＢＯＸ導入による非対面型クリーニングの導入

494 埼玉県 株式会社菓房茶房 6030001039013 ECサイトを構築し新たな販路開拓

495 埼玉県 ソフトクリーニングセピア 新規ホームページ開設による情報発信及び広域化受注戦略

496 埼玉県 料理と酒 すず 埼玉県産武州和牛を使った商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

497 埼玉県 株式会社OIC 9030001126444 弁当の開発・宅配と設備導入による新規顧客開拓

498 埼玉県 有限会社エスフィールド 9011402019593 非対面型販売チャネルの構築で販路開拓と売上の増加を目指す。

499 埼玉県 株式会社保険室 2011801033284 新たな生活様式に対応するオンライン保険営業のためのウェブ制作

500 埼玉県 株式会社ニシネン砿油 8030001036909 非対面型カーシェアリングの導入による販路開拓

501 埼玉県 名代 四方吉うどん 通信販売開始による販路拡大事業

502 埼玉県 EPCO株式会社 9030001124646 販路拡大のためのEC活用と国内販売戦略の強化

503 埼玉県 株式会社 みどりや 4030001089844 フリースペースの設置とネット通販による客数・客単価向上事業

504 埼玉県 麦ぼうず 作り置き代行料理のインターネット販売

505 埼玉県 三代目 魚徳 非対面弁当宅配サービス提供のための製造・配達体制構築

506 埼玉県 株式会社埼玉航空サービス 3030001031427 リモート旅行相談窓口の開設による非対面ビジネスモデルへの転換

507 埼玉県 夢みる木 株式会社 2030001132135 生産者のみえる安心・安全の国産牛と国産牛内蔵の通信販売事業

508 埼玉県 有限会社 獣医イメージングサポート 2030002080382 有料動画配信による新たな画像検査情報サービスの拡充

509 埼玉県 X10 アプリを活用した店販の販売と新規既存顧客の囲い込み

510 埼玉県 株式会社下総屋 6030001032562 EC通販による新規顧客開拓とオンラインヘルスコーチ事業の推進

511 埼玉県 Cucuri合同会社 4030003014569 セカンドキッチンによる食品製造部門の新設とオンライン販売強化

512 埼玉県 雲雀書道教室 書道業界の初動へ！安全且つ達筆に向けたオンライン書道開講！

513 埼玉県 合同会社 ＪＵＳＴＩＣＥ 5030003011037 ヱビス君が安全安心に唐揚げを運ぶキッチンカーで家族団欒！

514 埼玉県 サザンフィールドインダストリーズ ＥＣサイト充実によるネット向け商品の開発強化と生産効率の向上

515 埼玉県 小島繊維 株式会社 6030001032793 コロナ禍の体制強化、ジャージメーカーD2Cビジネスモデル構築

516 埼玉県 ビストロ酒場 伊達男 当店の魅力を活かした非対面型移動販売サービスによる販路開拓

517 埼玉県 中華そばあおい 新型コロナに打ち勝つためのテイクアウト商品販売事業

518 埼玉県 有限会社山田屋肥料店 3030002060417 高額紙幣対応券売機導入による非対面接客体制の構築
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519 埼玉県 株式会社メリーナ 8030001027338 オンラインビジネス対応型ＨＰの改修と販促小冊子の作成

520 埼玉県 おおや整骨院 オンライン指導への転換とＥＣサイト導入による健康維持の提供

521 埼玉県 oasis plus spa合同会社 3030003016005 コロナに負けない！非接触型セルフエステの導入

522 埼玉県 Kimipopo みのりのアクセサリーのブランド確立と非対面型ビジネスへの転換

523 埼玉県 株式会社EXceed 3030001119321 HANSシステム(仕出し割烹しげよし)を用い、配膳・お届けに

524 埼玉県 有限会社 竹寿司 2030002096024 出前、テイクアウトで売上アップ&店内改装で安心安全大作戦

525 埼玉県 有限会社 花工場 6030002122560 ３密をモルタル造形教室などのワークショップ動画の作成

526 埼玉県 ㈱大澤 4030001091081 テイクアウト商品の開発と自社ネット通販ビジネスモデルの構築

527 埼玉県 たぬ金亭 顧客同士の非接触サービス提供のために施設整備事業

528 埼玉県 美容室chou chou un autre 非対面物販サイトで事業転換と、アフターコロナネット集客対策

529 埼玉県 有限会社 酒舗おおば 1030002047168 非対面式による良き酒文化の普及と継承を目指すECサイト構築

530 埼玉県 couturier 好きな時間を利用して自宅で完結！中野由香里の洋裁教室

531 埼玉県 株式会社入間製作所 9030001030027 新商品開発及びテイクアウトとネット販売を通じた新規顧客の獲得

532 埼玉県 有限会社ひで蔵 8030002067110 ＥＣサイトの活用による新規販路開拓事業と除菌抗菌

533 埼玉県 ビースタイル株式会社 1030001114951 お客様向けウエブサイトの導入・非対面型見積もりサービス

534 埼玉県 ＢＲＯＮＸ ＷＯＲＫＳ株式会社 1030001133183 車をきれいにしたいと思ったその時に！オンライン予約で注文！

535 埼玉県 hair&reflextion duple ヘアケア商品のオンライン物販による非対面事業の開始

536 埼玉県 あんぽ法務行政書士事務所 オンラインで行政書士業務の周知およびサービス提供で売上アップ

537 埼玉県 EQWEL七田チャイルドアカデミー入間教室 家からでもしっかりレッスンが受けられるオンラインシステム導入

538 埼玉県 陽明塾 生徒が安心して通える陽明塾のオンライン講義・説明への取組み

539 埼玉県 GEL-ART ジェラート エアブラシ業界を活性化！オンラインレッスンで新規顧客拡大計画

540 埼玉県 関東ホームズ 明朗会計！オンライン完結の非対面型の定額リフォームパック

541 埼玉県 株式会社いいじゃん 2030001135922 非対面型の多言語営業サイトとEC直販サイト構築による販路拡大

542 埼玉県 ヤマザキショップいいだ 高齢者対応型ECサイトによる非対面の販売配送サービス

543 埼玉県 岩田道場 オンラインとリアルを融合した経営でコロナ対策＆販路開拓

544 埼玉県 時空学習塾 コロナ禍での変わらない教育をするオンライン授業

545 埼玉県 有限会社マサキコーポレーション 6030002092911 マサキブルーベリー販売に伴うネット通販事業の展開

546 千葉県 ネオジャパン株式会社 1021001058751 カメラリモート管理監視営業とドローン空撮映像の新規顧客開拓

547 千葉県 有限会社 千葉メディア 7040002088395 新規検索サイト構築による、広告収入拡大事業

548 千葉県 理容 大竹 サーファー向けポマードの販促と店舗改修による若年顧客誘致事業

549 千葉県 有限会社わたなべ 5040002083638 テイクアウト弁当の予冷による保存性向上と販売個数増加事業

550 千葉県 株式会社ＡＲＩＡＮ 9040001085029 日本人を新たな顧客に！二事業部を掛け算した相乗効果で売上UP

551 千葉県 ゆあべじふる株式会社 1040001092503 贈答用「茶葉製品」の対面・非対面による販売拡大事業

552 千葉県 さつき美容室 コロナに負けない安心・安全な店舗空間の創出による売上の拡大

553 千葉県 株式会社 まるしち 7040001075808 リモート設備導入による葬儀の３密対策と顧客満足・売上拡大事業

554 千葉県 バーンズ 感染対策オーベルジュ（宿泊できるレストラン）一日1組限定！

555 千葉県 株式会社YOLO 1040001099845 サーフィンスクールを集合型からオンライン型へ非対面で提供する
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556 千葉県 スイーツカフェ マハロ オリジナルケーキ制作を動画配信しテイクアウト専門店へ非対面化

557 千葉県 小熊工務店 伝統技術を活かしたオンリーワンのオーダー木製家具のネット販売

558 千葉県 有限会社 大原木工所 8040002101743 脱中国！お札やお守りなどの純国産木製授与品への挑戦

559 千葉県 株式会社 三方舎 6040002012273 Webを活用した非接触集客の仕組み作りによる顧客の掘り起こし

560 千葉県 居酒屋やよい コロナに負けない事業内容転換で販路開拓事業

561 千葉県 ヘアーサロン ユタカ 疾病、高齢その他理由で店舗に来店できない方の訪問理容拡大事業

562 千葉県 野口クリーニング店 BtoB向けユニフォームの非対面クリーニングによる新規客開拓

563 千葉県 はなざわ５ 宿泊業からランチへ、昼食需要を取り込み込むための店舗改装事業

564 千葉県 有限会社いわだて 9040002059766 「じゃこめし・仕出し弁当」の拡販による非対面型売上獲得事業

565 千葉県 紅仙観光株式会社 5040001062849 HP設置活用による当社旅行商品の魅力発信および新規顧客獲得事

566 千葉県 ソムリエファーム 惣菜のテイクアウト・オンライン販売による新規販路拡大事業計画

567 千葉県 なんごう亭 キッチンカーで皆を元気に！山武市の創作料理ブランディング戦略

568 千葉県 有限会社小川豊商店 6040002079395 対面販売依存から脱却！新ECサイト作成によるネット販売強化

569 千葉県 おやど すえひろ 新商品開発とインターネットを通じた新規顧客獲得

570 千葉県 合同会社 フュリアス 6040003011761 テイクアウト等による自家製餃子販売に向けた製造設備の導入

571 千葉県 中華料理 香林 飛沫防止対策でくつろぎのお食事処作りとテイクアウトの充実事業

572 千葉県 南総食品有限会社 6040002100466 「打ちたてそば」のテイクアウト強化による非対面型事業の拡大

573 千葉県 龍ちゃん 千葉県産素材を使った当店名物「焼きそばの唐揚げ載せ」拡販事業

574 千葉県 株式会社緑川商店 5040001057725 健康が気になる方に、栄養だし（カルシウム多、減塩）の販促事業

575 千葉県 カラオケダイニングもへじ カラオケから地元食材を活かした料理でテイクアウト事業の充実

576 千葉県 やぎ農園 在庫された玄米を活用した「新商品開発」の為に必要な機械の購入

577 千葉県 しばちゃんの台所 冷凍庫の設置による販売商品ラインナップの増加と食品ロスの削減

578 千葉県 株式会社里・山インターナショナル 8040001101810 田園風景でのテレワーク環境と文化体験・ECサイトの構築

579 千葉県 楽ちん堂美容室 花嫁着付けとリラクゼーション「おひとり様プラン」のご提案

580 千葉県 life of flowers-coaching ビジネスコースの非対面型集客を目指した検索広告掲載

581 千葉県 いとうRYO 集団での練習時間を短縮するために4部屋を防音練習室に改装する

582 千葉県 和光食堂 今後を見据えたキッチンカーによる新たな販路開拓と地域活性化

583 千葉県 有限会社 なみ川 2040002084812 客数及び客単価ＵＰへ向けた、おもてなし感溢れる個室づくり

584 千葉県 株式会社 アシスト 1040001077132 動画を活用した物件内見を体感出来るHPの再構築による売上拡大

585 千葉県 髙尾俊哉 コロナに負けない！苗配送で巣籠もり需要を獲得！！

586 千葉県 テクノナリタ 釣用「リール」向け部品製造内製化のための環境整備事業

587 千葉県 魚一食堂 食堂部門の回転率及び客単価向上事業

588 千葉県 磯部米穀株式会社 1040001061053 インターネット広告による新規顧客の獲得とEC販売の強化

589 千葉県 有限会社金村靴店 9040002083683 靴修理事業紹介・受付ホームページ改修及び新規事業への設備投資

590 千葉県 関食鳥 通信販売事業の強化による新たな販路開拓事業

591 千葉県 オートワークウエスト 塗装スキルを活かしたガラスコーティング事業拡大による売上向上

592 千葉県 拉麺なるい旭店 餃子などの製造設備の導入による生産性の向上と売上拡大
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593 千葉県 近藤商店 屛風ヶ浦焼高音質陶器スピーカー認知度アップと販売促進事業

594 千葉県 カフェ サンペイ コップでスープランチと自分にご褒美フレンチ弁当の提供事業

595 千葉県 株式会社 ヤマハン 6040001063177 ECサイトの販売力向上にむけたピーナッツペースト開発事業

596 千葉県 合同会社RunwayBlue 1040003013564 元世界チャンピオンが教えるオンライン教室＆動画制作ビジネス

597 千葉県 Health management Pilates オンラインレッスン導入とピラティス認知度向上による顧客開拓

598 千葉県 オドーリ・キッチン ウィズコロナ時代を生き抜くための、多様な業態への転換

599 千葉県 Ｆｉｉｅｈ オンラインでもできる「オルゴナイトを作りたい」をサポート

600 千葉県 ＹＡＫＩＴＯＲＩ ＢＡＲ．ＧＯ 新しいＹＡＫＩＴＯＲＩＢＡＲ．ＧＯスタイルによる集客の拡大

601 千葉県 有限会社オリオン 8040002092462 ハイカーブレンズ対応加工機導入によるネット販売で新規顧客獲得

602 千葉県 有限会社 シンコーエンジニアリング 6040002102933 非対面によるコロナに負けない「今こそ」リフォーム推進事業

603 千葉県 とんかつ亭有家 テイクアウト・ケータリングサービスの開始による販路の開拓

604 千葉県 株式会社国際スポーツ医科学研究所 8040001075229 非対面運動指導・運動履歴管理システム導入による新規顧客獲得

605 千葉県 ㈱ジパング・エンタテイメント 4011101074325 1日１組限定一棟貸切営業、経営方針の転換で安心安全な宿泊へ！

606 千葉県 株式会社土屋呉服店 3040001074904 若者中心に眠りの重要性を唱える基地とする情報発信事業

607 千葉県 日本ベンディング株式会社 7040001057450 作業工程の自動化による生産能力向上で製品の短納期要請に対応

608 千葉県 有限会社 南風荘 3040002078045 九十九里名産のいわしを活用した新商品開発と販売・宣伝強化

609 千葉県 株式会社片貝薬局 2040001057406 配達強化とHPでサービス宣伝、オンラインシステムで非接触化

610 千葉県 有限会社 カネヨン水産 4040002077921 製造過程の改善で生産性向上と感染防止、ＨＰでＥＣ販売のＰＲ

611 千葉県 TOMOZO テイクアウトメニュー等周知による新規顧客の開拓

612 千葉県 Sweets Factory&café aNt 大型冷凍庫導入による販路拡大とネット販売事業の強化

613 千葉県 株式会社Red Wood Workers 5040001112521 移住者向け非対面営業スタイルの確立と競合他社との差別化

614 千葉県 フーズウェーブ株式会社 2050001033843 飲食売上体質から脱却するための製造設備導入と事業売上確保

615 千葉県 有限会社押田自動車 7040002060081 生産性向上による新規受注の獲得

616 千葉県 有限会社武藤興業 5040002057939 「見える」非対面型営業スタイルの確立

617 千葉県 海鮮和食 仲々 商品開発と環境整備によるコロナ感染対策

618 千葉県 株式会社ハヤシダ 3040001064863 ３Dプリンターを活用した小型造形品作成

619 千葉県 株式会社 タキグチコーポレーション 5040001075124 コロナウイルス禍を打破するためのネット酒販事業部等の開設

620 千葉県 ドロップアウトチバ インターネットの再構築による新規顧客サービスの獲得

621 千葉県 RC 英語土台固めオンラインコーチング

622 千葉県 株式会社茜 5040001077896 お客様の心を潤す新規事業の展開とテイクアウト事業の強化

623 千葉県 株式会社 鶴乃寿し 2040001077156 テイクアウト事業の促進と店舗コロナ対策強化による販路拡大

624 千葉県 中華七福 テイクアウト・デリバリー事業強化による地域密着型店舗への転換

625 千葉県 株式会社 サクセス 4040001107530 デジタルツール導入による新規顧客獲得

626 千葉県 フタバロジック ＥＣサイト作成での直販、無人販売機導入による新たな販売ルート

627 千葉県 株式会社 アパートメントオフィス 4040001076228 外壁塗装カラーシミュレーション活用による新規販路拡大

628 千葉県 合同会社 リラクシング 6040003009402 非対面での学習コンテンツの作成による非対面での集客力アップ

629 千葉県 有限会社 ユタカ冷販 5040002100244 直販と非対面営業力強化による売上拡大計画事業
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630 千葉県 徳川株式会社 4050001039772 ガーデンとテイクアウトの強化を図るための売上げ増大計画

631 千葉県 株式会社寿絵商 1040001034265 携帯アプリによるテイクアウトや出前による非対面型販売の促進

632 千葉県 有限会社ノーブルクリエーション 7040002035868 展示会出展によるオリジナルデザインマスクの販路開拓

633 千葉県 吉岡茶房 テイクアウト比重を高める新メニュー開発と動線確保による効率化

634 千葉県 お好み焼 寿々 新規テイクアウトメニュー開発と広告宣伝強化による販路拡大

635 千葉県 ギフトふじい ECサイトでの独自商品販売とリアル店舗の看板設置

636 千葉県 有限会社 奈良輪豊月堂 3040002068649 老舗和菓子店のブランド化と３密対策徹底による安心安全対策

637 千葉県 かくれ里 ～かくれ里収益基盤強化プロジェクト～

638 千葉県 株式会社印西商事 5040001043592 お酒に合う手作り料理をテイクアウトで販売

639 千葉県 トラットリア ダ ソリーヴォ オペレーションの効率化によるテイクアウト部門の売上UP

640 千葉県 海の家 一力 『オールシーズン稼働！海の家一力キッチンカー事業』

641 千葉県 有限会社ラッキー 6040002102990 新規にキッチンカー導入による移動販売による飲食事業拡大

642 千葉県 光楽器製造株式会社 7040001061254 ３Ｄプリンター導入でリモート営業の実現による売上拡大

643 千葉県 有限会社栗山ブロック工業所 9040002086364 新商品開発による売上増加と社会への貢献

644 千葉県 Atelier Betty Sue Ｗｅｂによる非対面型オーダーメイド・ウェディングドレスサロン

645 千葉県 株式会社グラフトワークス 2040001109363 接木苗・マイクログリーンの品質向上と販売拡大

646 千葉県 カラオケスタジオ明歌音 テイクアウト販売の安心・安全強化と調理効率の向上で売上拡大

647 千葉県 有限会社椎名人工孵化場 1040002083328 工場内温度制御で生産性向上を図り、需要期のチャンスロス解消

648 千葉県 幸盛丸 安全安心な船釣りを楽しめる仕組みを取入れ新規顧客を獲得する

649 千葉県 漁師工房・拓 宅配便を使った非対面型発送方式による経営改善

650 千葉県 彩仙龍 人気№1の味をネット販売によるコロナ禍の中食需要獲得事業

651 千葉県 BELL FARM 急速冷凍機等の購入による冷凍苺通信販売事業

652 千葉県 キウチスタイルホーム株式会社 6040001064489 外国人客向けの不動産購入支援サービスの非接触・遠隔化及び宣伝

653 千葉県 農国ふくわらい インターネット通販での販売及び新規販路開拓のためのPR

654 千葉県 ネクサスインターナショナル有限会社 5040002093645 ホームページでオークション情報等の表示による新規顧客の獲得

655 千葉県 ＭＥＤＸ株式会社 6040001115366 オンライン研修と録画動画配信を通じた知名度向上・新規顧客獲得

656 千葉県 株式会社トウセイ 6040001067491 焼き小籠包の開発、販路開拓 テイクアウト促進 ネットの充実

657 千葉県 トビシゲ建設株式会社 7040001060099 水道関連工事の自社施工化及び販路拡大

658 千葉県 有限会社ニュー山中荘 6040002080428 バスケットボール関係のアリーナ利用客新規獲得事業

659 千葉県 平林建設株式会社 5040001075173 新しい働き方に合わせた「ひらけんの平屋」販路拡大事業

660 千葉県 おしだり寿司 新型コロナによる売上減少対策のテイクアウトサービス体制の構築

661 千葉県 ラスティックリゾートいすみ 癒し・健康をテーマとし、施設を充実させ販路開拓につなげる

662 千葉県 てぃふぁちょ 沖縄の味を提供！アンダギー通信販売のECサイト作成事業

663 千葉県 スキップヒーリングヘアーサロン コロナ対策万全！お客様が安心して来店出来る地域一番店を目指す

664 千葉県 株式会社ヴォルテックスインターナショナル 2010801017033 遺品整理サービスのネット受注システムとリサイクル物販サイト構

665 千葉県 美容室 スタート コロナと共存、15分で満足できる低価格・高品質サービスの提供

666 千葉県 shanty.coa お店の美容用品を使ったセルフエステを可能にするＥＣサイト構築
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667 千葉県 株式会社 ＤＴ 5021001063525 テイクアウト商品開発による移動型レストラン事業の販路開拓

668 千葉県 AROXジャパン合同会社 2120903001576 スマートロックの導入によるチェックイン・アウト業務の無人化

669 東京都 ノンクプラッツ 展示会出品全作品のオンライン販売と代替展示会開催

670 東京都 BIG UP CREW 新感覚「丸ごと食べる胡椒」をECサイトで新規顧客を獲得

671 東京都 テイクヒーロー・ジャパン コロナ禍において変化・変革に対応できない社員の成⾧支援事業

672 東京都 Ｔotal age lock salon REJU 直接肌に触れない脱毛メニューで綺麗を目指す新規女性客獲得

673 東京都 斉藤税務会計事務所 次世代会計システム導入による業務効率化と顧客との関係強化

674 東京都 バレリーナ webサイトを起点とした非対面型の生花販売プロセスの構築

675 東京都 空色企画 オンライン講座立上げとネットで新規顧客獲得する仕組みの構築

676 東京都 健康サポートM Webサイト構築にネット販売強化と新規販売店（卸売先）の獲得

677 東京都 高木悠凪 【オケどく】電子音源による、カラオケ機能付き音読教材

678 東京都 株式会社ＣＨＯ 6012401031815 店舗での安全なワークショップ開催と新旧ブランドでの越境ＥＣ

679 東京都 出間 俊昭 保険請求の非対面型ビジネス転換と資産運用ビジネスの新規取組

680 東京都 Ｒｉａｎ ＷＥＢを通じた新規化粧品顧客獲得とエステコンサル開拓

681 東京都 株式会社だいすＫコーポレーション 9012401032521 非対面型子ども向けプログラミング学習支援サービス

682 東京都 株式会社MARMARI 7012801017280 縫製レベルにこだわり新しいデザインの企画と発表、ネット販売

683 東京都 ほぐしの時間 サロン専売化粧品のネットカウンセリング販売

684 東京都 a.n.d connection. リモートワーク転換に伴う不調へのオンラインケア提案と販路開拓

685 東京都 株式会社オービット 6012401002023 新型CADの導入により新しい仕事の仕方とテレワーク環境の整備

686 東京都 JIN DANCE FACTORY ITの力でダンススタジオの非対面化・情報化・感染防止の促進

687 東京都 冨田 しのぶ 企画、映像、音楽の一貫制作体制で総合型クリエイティブ映像制作

688 東京都 株式会社ＫＲＢ 8013401005674 本格中華を自宅で味わうテイクアウトの販路開拓作戦

689 東京都 よもぎ蒸し&リンパ／健康エステYOSA ハーブの恵み 東村山店 不調で悩む女性に求められている健康指導を、非対面で提供

690 東京都 HIOスペシフィックカイロプラクティック 新規販路拡大のためのオンラインによるカウンセリング事業

691 東京都 株式会社アンブー 3013401005134 ベトナム人若手美容人向けリモート技術セミナー事業

692 東京都 ３CRGB オンライン完結型商品撮影による映像制作事業の販路拡大

693 東京都 AWACOM 移動販売業を新規事業で取り組み売上貢献と販路開拓に繋げる

694 東京都 藤巻体操クラブ 幼児体操教室の非対面対応へ向けた取り組み

695 東京都 有限会社ユ・アース 7012802002422 運動指導と栄養指導の遠隔サービスの導入

696 東京都 有限会社Y.T.S 6012702013933 キッチンカーで東村山黒焼きそばの販売促進

697 東京都 エル整骨院 非対面・非接触で筋力を維持向上できるJOYトレの導入

698 東京都 株式会社アジャスト 5012701008423 冷凍車間間仕切りを直販するための自社ＨＰ改修と営業改革

699 東京都 株式会社栄和ビルド 9012401007358 ホームページ開設と拾い・積算ソフト導入による非対面営業の促進

700 東京都 アトリエタフィー 新商品開発とECサイト開設による顧客層の拡大

701 東京都 株式会社フォルティメイト 7012401033463 オンラインシステムの導入による非対面型モデルへの転換

702 東京都 みずたま整骨院 特殊な施術道具を用いた【非対面・非接触型診療】の構築

703 東京都 株式会社丸め 5012701011303 6「お店の味をそのままに」ご家庭にお届け。本格ラーメンの通販
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704 東京都 手打うどん どんたく オンライン手打ちうどん体験とECサイトでの自社製品の販売

705 東京都 有限会社公会堂前増田屋 9012402018726 「おうちで二八そば」テイクアウト販売強化事業

706 東京都 有限会社グッドフィールド 2012402015498 非対面によるオーダーシステム並びに来店予約システムの構築

707 東京都 株式会社アクバジャパン 9012801016264 有機無農薬紅茶HPのECサイト化と営業転換による個人販路拡大

708 東京都 株式会社エフコネクト 3012401022247 Webによる営業活動およびコンサルティングの仕組み構築

709 東京都 マールス株式会社 9012401019023 自社ECサイトの構築とリスティング広告による販路開拓

710 東京都 シナリープランター オンライン授業構築とホームページリニューアルによる販路拡大

711 東京都 加藤けんぴ店 実店舗改装と自社サイト構築による新規顧客の獲得

712 東京都 有限会社和田 5012802010864 時代に合った非対面型サービスによる店内環境の安全性向上と提供

713 東京都 株式会社Cana’Well 2012801020339 新たなターゲットを掴む！対面販売脱却に向けたECサイトの構築

714 東京都 合同会社調布レコード 9012403003776 高音質でリーズナブルなライブ配信イベントの為のサービス提供

715 東京都 The Crayon Box 新規サービス「オンライン授業」で新規顧客を獲得する

716 東京都 株式会社イデアビジョン 3012401035083 サービスのオンライン化による新規事業展開

717 東京都 かたがた行政書士事務所 対面型販路開拓から時世の流れにより非対面型販路開拓へ移行事業

718 東京都 レジュール 自社ブランドの新商品開発及びオンラインショップの構築

719 東京都 有限会社アームズ 7012802002629 ダウンロード販売可能なECサイトとフォト・ギャラリーの構築

720 東京都 アトリエ・ド・アー チョコレートのレッスンと起業に向けたオンライン教室

721 東京都 株式会社重本音楽事務所 7012401007830 舞台芸術の公演モデル転換を実現する、動画配信推進事業

722 東京都 藤原 由布子 自宅ですべて完結、おうちでできるママのためのオンラインヨガ

723 東京都 One Vision 個別指導塾のオンライン化に伴う販路拡大事業

724 東京都 赤石雅紀写真事務所 撮影内容を選んで商品を送るだけで商品写真ができる撮影サービス

725 東京都 羽佳卓球倶楽部 オンラインによる個人レッスン、レッスン見学、レッスン予約導入

726 東京都 株式会社マイレ 6013101006264 Webリニューアル及び非対面対応社内システム構築

727 東京都 麻子硝子 インターネット販売の構築及びギャラリー兼倉庫の改装

728 東京都 有限会社岸野トレーディング 6013402000445 生地から製品化までをイタリアで完結する直輸入プラン

729 東京都 むらやま 伝統産業陶磁器の販路拡大へ向けたWebマーケティングの活用

730 東京都 Ｍ.Ａ.Ｓ.Ｆ. 国内外ミュージシャン向け楽器専門ＥＣサイト製作による販路開拓

731 東京都 映心堂合同会社 1011103008119 ウェブコミュニティによる新規顧客獲得及び予約決済オンライン化

732 東京都 ChanQ Coffee ウェブコーヒー販売事業とテイクアウトの販売の強化

733 東京都 有限会社GinzaSKm 4010002020800 テレワーク対応型ECモール連携管理システムホームページの導入

734 東京都 sarang ＨＩＦＵ導入による非対面型エステサービスの提供

735 東京都 カタクリ整骨院 収益確保→収益増加を見越した非対面型相談システムの構築

736 東京都 Kumiko Suzuki Art オンラインギャラリー閲覧とＥＣサイトによる販売強化

737 東京都 薩川 良弥 コロナ禍に対応した少人数制の民泊事業

738 東京都 ＨＳ合同会社 2012403001910 ホームページ開設とそれに連結した通信販売サイトの作成

739 東京都 有限会社フィーノ 2012402021447 コロナ禍における新規客獲得を狙ったネットショップの強化

740 東京都 いたらいいなのおかあさん HP予約システム導入で共働き世帯の家事代行サービス利用を増加
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741 東京都 添田達也税理士事務所 税理士事務所における非対面型営業モデルの構築及び顧客拡大

742 東京都 すみや 多摩地域の特産品を選定し、オンラインショップで販路開拓

743 東京都 株式会社レオ恵比寿 2012801016717 非対面取引の実現を目指したECサイトの構築及びその周知活動

744 東京都 エースミルクセンター ホームページでの非対面営業の実現による新規顧客獲得

745 東京都 株式会社TN 1012801017971 当社サービスや商品の広告宣伝活動を通じた国内新規顧客獲得

746 東京都 株式会社EVTD研究所 5012801009602 インターネットを活用したD2Cによる販売を通じて新規顧客獲得

747 東京都 合同会社TO THE GALAXY 4012803001839 お弁当とお惣菜のテイクアウト実施と周知による販路開拓事業

748 東京都 燻薫～kunkun～ 工場設置による生産性向上と他社コラボ新商品開発による顧客獲得

749 東京都 BEETRAD 商品輸入から国内生産に移行・IT利用対面販売で感染リスク低減

750 東京都 ベトナムごはん チャオエムカフェ ＨＰ・看板作成でイートイン・持ち帰りのお客様を増やす事業

751 東京都 美容室シェモア セルフ試用サービスの開始によるオリジナル商品の物販の強化

752 東京都 けやきトレーディング 販路と物流の一社依存から脱却する為のテレワーク型システム導入

753 東京都 佐藤 潤 オンライン旅行講座システムの構築

754 東京都 池田 真弓 ＥＣサイト立ち上げによる自社オリジナル商品のネット販売

755 東京都 パティスリーレジュニール 予約簡略化とEC強化のためのホームページリニューアル

756 東京都 三福屋 従業員の雇用維持と宅配サービス事業による販路開拓

757 東京都 Clover Leaf ハンドメイド作家になれるプリザーブドフラワーオンライン講座

758 東京都 LILIO 『感染への不安』を解消し髪も綺麗に気持ちも元気に

759 東京都 株式会社accessibeauty 9013101008423 オンライン化による販路拡大と障がい児者向けネイル講座開始

760 東京都 スタジオレトー BtoB向けサブスクリプション型サウンドプロダクションの整備

761 東京都 HAIR FREASY 顧客管理システムとECサイト導入で非対面でも顧客獲得

762 東京都 有限会社ラ・ヴィー・オンフルール 7012702008726 新たな生活スタイルにする為のWEBサイトの構築

763 東京都 株式会社エンジョイパパ 6012701014346 ゴルフスクールの非接触（無人店舗）運営システムの導入

764 東京都 澤田史陽 インターネット等を活用した顧客獲得とリモート商品の導入

765 東京都 シナリーミトラ営業所 【心と体を美しく】ビューティーサロンWebサイト制作

766 東京都 Spa&hair Capiz 独自メニューの差別化と継続ネット販売で売上獲得

767 東京都 くにたち自游工房 小型窯活用による短納期焼成実現、オンライン併用による販路開拓

768 東京都 さわやか整骨院 非接触環境整備と予約情報周知及びネット予約導入による来院促進

769 東京都 株式会社藤盛 7012701015500 ＥＣサイト開設と宣伝力強化

770 東京都 株式会社ベルエア 7011001048285 非対面型（オンライン）研修事業への転換と直接取引の販路開拓

771 東京都 大場英明建築設計事務所 一連の顧客打ち合わせのオンライン化と写真を中心とした広報事業

772 東京都 cyclefeat.com オンライン化による自転車修理・組立・販売サービスの集客力向上

773 東京都 株式会社ライジングサン 6012701012135 非対面営業による新規顧客獲得のためのHP制作

774 東京都 カーリッジ スクールと施術のオンライン化と認知拡大事業

775 東京都 Personal  training  studio  LEPRE パーソナルレッスンとトレーナー養成セミナーをオンラインで提供

776 東京都 瀧口ピアノ教室 オンラインレッスンの設備体制の確立とHPによる周知

777 東京都 株式会社プライムゼロ 8011001116545 未経験から覚える初心者向け動画制作オンラインサイト構築事業
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778 東京都 特定非営利活動法人ちょうふ子育てネットワーク・ちょこネット 7012405002968 お客様との接触を極力低減した安心安全なウィズコロナカフェ

779 東京都 株式会社オートコア 5012401010076 HPSNS看板連携による自動車総合ケアの非対面営業で新規取込

780 東京都 株式会社ハイスピード・パートナー 9012401019320 新Eコマース「オンライン観光＋物品販売」を提供するモデル事業

781 東京都 JPコンストラクション株式会社 5090001014705 耐震診断ソフト導入による中古建造物の耐震診断システムの構築

782 東京都 株式会社Rokumei 2012401035943 ウェブサイト、販促ツールによるインテリアスピーカーの販路拡大

783 東京都 株式会社東京乳母車 7012401008267 対話型リモート販売システムの構築と輸出仕様の強化

784 東京都 Neighbor foods オンライン販売可能なサイトの構築及び野菜の宅配サービスPR

785 東京都 鍼灸サロン  てぃーだ スポーツキッズの親向け「セルフケアWEB指導」事業

786 東京都 mo 新しい生活様式に合わせたECサイト構築による新規顧客獲得

787 東京都 株式会社大谷工務店 2012701015133 特化型リフォーム業と新規サイトによる顧客の獲得

788 東京都 だいやめ 通販事業での新規顧客獲得とテイクアウト事業での新規顧客獲得

789 東京都 鮨武 寿司店が取り組む「国産のうなぎ」の通販サービス開始！

790 東京都 有限会社オウン・ピー 1012402022347 「多言語自社ECサイト×SNS広告」海外販路開拓戦略

791 東京都 株式会社塩田組 2013101000155 処分費用を明確に！ZOOMの利用で一般顧客への営業機会の拡大

792 東京都 有限会社小澤建装 7013102000199 HPを活用!エンドユーザー向けの非接触型リノベーション工事獲

793 東京都 Kitchen car Yasu ＮＯもったいない！ＥＣサイトで冷凍ピザ販売＆地産野菜アピール

794 東京都 家庭料理おだか 店内飛沫対策とテイクアウト・デリバリーによるコロナ対策術

795 東京都 地下ダイニング＆カフェつどい キッチンカーによる行動型非対面テイクアウト事業の実施

796 東京都 satomiyoga オンラインレッスンのH P作成及びtiktokでの広報

797 東京都 StudioA＆A一級建築士事務所 インターネット配信を活用した新規顧客の獲得

798 東京都 株式会社一鶴堂 7012401035360 食育と環境問題を考える天然素材サプリメントの通信販売

799 東京都 おなりばし接骨院 セルフ施術による非対面型施術への転換と新メニューの提供

800 東京都 話美人アカデミー オンライン講座への転換と広告宣伝の実施

801 東京都 ユニットコンサルティング合同会社 4012803002028 ＷＥＢでの商談・セミナー開催を実現するオフィスで販路開拓

802 東京都 Ken service cooperation 合同会社 4012803002192 非対面でのチャット機能付きインバウンドツアーWeb予約システ

803 東京都 有限会社シンクネクスト 7012402023331 企業とのコラボイベントのオンライン化事業

804 東京都 有限会社エンヴィー 7013102007797 非対面型脱毛マシン導入により新規顧客獲得

805 東京都 coupe ウェブ受注を可能にし、外出自粛の影響を受けにくくする事業

806 東京都 株式会社リベイク 4012701016055 ホームページを活用した光触媒空気清浄機の提供・販売事業

807 東京都 株式会社京南ライフスタイル 5012801008190 オンライン商談スキームの確立とYoutubeによる告知宣伝

808 東京都 株式会社志事務所 5012701011781 営業スタイルのデジタル化と、HPのリニューアル

809 東京都 有限会社きれ屋 2013102005277 店頭販売用「ご当地オリジナル手ぬぐい」の開発

810 東京都 株式会社チャレンジWORLD 3010901034299 子ども向け食育プログラムの開発と非対面型ビジネスモデルの構築

811 東京都 土居祥子 自宅でもオフィスでも受けられるオンライン総合健康美容サービス

812 東京都 有限会社アイケープランニング スマホで見積りから契約までワンストップサービス事業の実施

813 東京都 株式会社Ｗｉｎｇｓ 4013101007462 コロナ禍を教訓とした新規の販路を開拓するための事業

814 東京都 有限会社プラテ 6012702008784 ヘアケア商品セットのネット通販展開事業
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815 東京都 有限会社アテイン 8012702003882 非接触型施術での新規顧客獲得

816 東京都 合同会社ファンファン 2012703001981 相談業務サービスのオンライン化でコロナを乗り切る！

817 東京都 株式会社サイバースポーツ 2012801019372 スポーツ用品リユース事業とネットを通じた新規顧客獲得

818 東京都 エンゼルワーク 鑑定メニューのオンライン化に伴う販売促進事業

819 東京都 ノルン鍼灸院 オンライン面談による身体のケアとメンタルケアの新規サービス

820 東京都 株式会社モーティブ 7012401017978 オリジナルアパレル販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

821 東京都 メンタル＆ボディワーク オンラインレッスン導入とWEB構築、SNS活用による販路開拓

822 東京都 有限会社ＺＥＲＯ 9013102007754 少人数スタッフによる動画のライブ配信システムの構築

823 東京都 株式会社東城オート販売 5012401015926 コーティング剤ネット通販開始に伴う新規ＥＣサイト作成

824 東京都 株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所 9012401019031 介護施設向けヘルスケア・システム製品の販路開拓

825 東京都 株式会社 らくと 2010401080638 オンライン型授業の全国展開とネット広告による新規顧客の獲得

826 東京都 丹下経営研究所 非対面型のオンラインと動画による経営支援とセミナー事業

827 東京都 株式会社 Seven Seas 9012401024345 湯守の里厳選セットのネット通販による非対面ビジネスの実現する

828 東京都 有限会社ティー・カンパニー 2012402007108 オンラインショップの構築と集客出来るＨＰへのリニューアル

829 東京都 Body&Face ラクレ 美容矯正オンライン問診サービス導入による新規顧客開拓

830 東京都 有限会社セイシン 1012402013437 修理メンテナンスを受付対応できるEC販売サイトの構築

831 東京都 株式会社Hippyness 7012401036656 オンライン＆リアルレッスン配信およびアパレルEC販売展開

832 東京都 株式会社 ネクスト 3012403002503 オンラインスクール事業の開始及びWEB販売による全国展開

833 東京都 CHAM:O2 オンラインでもマンツーマンのカウンセリングで販路開拓

834 東京都 鍼灸サロン ピオニー 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

835 東京都 EQWELﾁｬｲﾙﾄﾞｱｶﾃﾞﾐｰ国分寺駅前教室 オンラインでもしっかり満足できるオンライン教室システムの導入

836 東京都 428ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ/ｱﾙﾌｧﾉｰﾄ オンラインサービスへの転換で次世代型問題解決アプローチを展開

837 東京都 株式会社司雄解体工業 3012401020531 リフォーム分野における新規展開×営業代行の利用

838 東京都 フランヴェールヘアー 非対面型セルフエステ事業のWEBを活用した販路拡大

839 東京都 春宵堂治療院 超音波エコーによる「見える化」とオンライン健康指導システム

840 東京都 ヘッドスパオアシス オンラインスクール「中医学式ヘッドスパアカデミー」の運営事業

841 東京都 Office A Tiny May キッチンカーによる出張型ʻVRライブʻカフェテリアの運用

842 東京都 株式会社ウェイビー 9021001056319 ECサイト構築による ガラスコーティング剤の販路開拓事業

843 東京都 Bar Copper 店内の内装工事とポータルサイトへの掲載

844 東京都 株式会社Pendant 7012401031351 バケーションレンタル 新ブランド確立と販路開拓

845 東京都 株式会社B.G Companio 7013101008111 福生市特産グルメの福生ドッグ出張販売事業

846 東京都 ぴゅあと～ん音楽教室 オンライン型レッスン拡充に向けた設備増強とサイトリニューアル

847 東京都 熱狂ストレッチ 「笑顔になるお手伝い」ストレッチをインターネットで提供

848 東京都 株式会社ｈ-line 9012401035821 ECサイト構築による、非対面型販売への転換

849 東京都 Nao Okita glass works 制作の効率化と事業発展に向けた機械導入

850 東京都 Dolce Dolce 新規顧客開拓のオンライン化と動画講座テクニカルサポートの拡充

851 東京都 株式会社Yuki. 8013401005294 冷凍パン生地の通信販売によりパン専門店の市場価値を引き上げる



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第5回締切分採択者一覧

※重要

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

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

852 神奈川県 株式会社ムサシノ精機 9021001021306 SNSによる新規販路開拓を用いた非対面型ビジネスへの転換

853 神奈川県 テーエス瓦斯株式会社 9021001021198 一般消費者の米需要増加に応えるための精米能力の強化

854 神奈川県 tsukitoame 本質的な豊かさに気づくオンライン・コンセプトギャラリーの構築

855 神奈川県 珈琲宮上倶楽部 ポスレジの導入で従業員間の接触削減し空間を広げ販路拡大を計る

856 神奈川県 大澤珈琲店 大型ミル導入によるECサイトでのギフト販売強化、販路開拓事業

857 神奈川県 有限会社旅館川正 2021002034437 ホームページによるデリバリーサービスの周知と販売強化

858 神奈川県 夢HUG コロナ対応型働き方生き方支援オンラインコーチングサービス

859 神奈川県 有限会社 LC・ファクトリー 4021002049020 出張買取のオンライン申込サイト「買取.NET」開発事業

860 神奈川県 イタリアン食堂・酒場Ｖｅｎｉｔｅ 顧客ニーズの対応と店外での売上創出のための広告宣伝と商品開発

861 神奈川県 合同会社ＳＭＪ 1021003008119 新たな売り上げ、客層・販路開発のためデリバリーサービス

862 神奈川県 ㈱ナチュレ 4021001050755 自社ブランド製品のＥＣ販売と多言語サイトによるアジア市場開拓

863 神奈川県 ⾧谷園 非対面型オンライン講座への移行と新規顧客の獲得

864 神奈川県 松寿司 未知数のコロナ禍での出前とテイクアウトの強化

865 神奈川県 有限会社 シルフ 5021002055199 コロナ禍におけるニューノーマル構築「商品展示スタジオの活用」

866 神奈川県 株式会社丸秀建装 3021001067123 「寒川地域の認知度UP」チラシ＆WEBブランディング戦略

867 神奈川県 株式会社岩見 1021001067661 来店できないママのためのオンラインヘアカット講習の全国展開

868 神奈川県 株式会社モデルノデザイン 8021001057227 非対面型の「新ウェブ商談」ビジネスモデルに転換して販路開拓

869 神奈川県 アーキット株式会社 2021001041962 非対面オンラインスクールの新設と直輸入ヨット販売促進

870 神奈川県 戦略的WebシステムMIWACS㈱ 9021001060683 新事業オンライン商店街の普及PRとサポートの強化整備事業

871 神奈川県 株式会社 ＳＥＮＳＥ 6021001029756 ＳｅｎｓｅＢｒａｎｄ 公式オンラインＳＨＯＰ ＥＣサイト構築

872 神奈川県 大道寿し 新規顧客に向けた寿司テイクアウト及びデリバリーと店舗改装事業

873 神奈川県 株式会社カウ・ベルFarm 1021001059923 安心安全な地元野菜の無人販売機設置による非対面ビジネス事業

874 神奈川県 有限会社のぞみコーポレーション 4021002012969 新規サービス利用者向けオンラインサポートの為のHP改修

875 神奈川県 たこやきサボちゃん テイクアウトに注力するための内装工事と広報活動

876 神奈川県 フラクタル 無人販売所土屋商店のオンラインサロン化

877 神奈川県 株式会社ＴＡＣ２１ 9021001042384 高齢者宅向け配達事業参入によるコロナ禍「減少」売上の回復事業

878 神奈川県 袴田 和彦 写真撮影ノウハウ活かしたオンライン業務進出による売上回復事業

879 神奈川県 特定非営利活動法人 地域魅力 9021005001295 イベントで人気の地域グルメの配送ニーズ充足による売上回復事業

880 神奈川県 Saiyo WEBサイト作成によるネット販売・広告を通じた売上向上事業

881 神奈川県 Ai Voice Studio Sing&Dance オンラインレッスンの導入と新サービスの広報による販路開拓

882 新潟県 ミタムラ建築デザイン工房 非対面営業ができるＥＣサイトの構築とライフプランソフトの導入

883 新潟県 かずみや鈑金塗装工業 自動車整備工場認証取得によるサプライチェーン毀損への対応事業

884 新潟県 合同会社 中華飯店 永楽 9110003003658 手作り餃子のECサイト販売とLINEテイクアウト注文の開始

885 新潟県 家合板金 鉄骨造建築分野への事業拡大及び板金資材加工の内製化

886 新潟県 合資会社 竹田酒造店 6110003001334 ＥＣサイトの立ち上げによる、個人消費者の需要拡大

887 新潟県 cafe&yoga Ananda オンラインヨガレッスンとwebショップ開設による販路開拓

888 新潟県 有限会社レガーロ 8110002011349 キャッシュレス決済に対応した券売機導入によるサービスの向上
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889 新潟県 うぐいすの初音 創業１３０年の宿で好評な会席料理の販売

890 新潟県 成接骨院 AI分析を用いたオンライン受診を進め接触回数を減らし治療する

891 新潟県 あわね接骨院 新治療技術と予約制の導入によるウイルス感染予防の徹底

892 新潟県 酒肴 城の里 テイクアウトの拡充と新設ブース、新鮮食材でお客様満足度の向上

893 新潟県 KONAYUKI 安心・快適空間の創造によるリピート率アップと新規客獲得事業

894 新潟県 有限会社ささかみやまびこ農産 9110002014730 ネットを通じて新規顧客獲得を強化して、自立した経営を確立する

895 新潟県 有限会社タカライ・フォト・スタジオ 6110002033601 顧客ニーズに対応した設備導入と写真のネット販売による販路開拓

896 新潟県 有限会社ビガーコーポレーション 2110002033225 ネット通販サイト開設で南魚沼の食材とレストランの味をご自宅へ

897 新潟県 株式会社龍氣 3110001026625 農家ホテルの農業部門による、地域名産品開発とEC販売事業発足

898 新潟県 有限会社いまなり 9110002032848 冷凍食品のECサイトでの販売とテイクアウト事業の展開

899 新潟県 りざえもん農場 新規EC取引による非接触・直接販売の増加事業

900 新潟県 スマイルフィールド 有機無農薬・無添加新商品開発と通販サイト開設・新規顧客獲得

901 新潟県 妙高建設株式会社 3110001020355 新規顧客獲得のためのオンライン営業戦略

902 新潟県 和食花吉 開店一周年企画とECサイトの活用による、新たな仕組み作り。

903 新潟県 株式会社 神田酪農 1110001029506 「ahun」のブランド化とECサイト開設による非対面販売事業

904 新潟県 魚幸 高澤鮮魚店 デリバリーの強化およびキッチンカーによる販路拡大

905 新潟県 有限会社新保総業 5110002030483 個室化で「安心してくつろげる店」を実現して来店促進

906 新潟県 株式会社 ヤミー 6110001027216 新たにネット販売導入とコラボ商品企画、開発による販路開拓

907 新潟県 株式会社 WBOARD 6110001034501 新規販路拡大の為の商品安定供給実現事業

908 新潟県 湊や 外販向け商品開発とインターネットを使った販路開拓

909 新潟県 ナチュール 注目の日本ワインを通じて非対面型で新たな販路確保・開拓

910 新潟県 BEACH SIDE HOUSE PARADISO コロナ禍とオフシーズンを乗り越えるためのテイクアウト事業

911 新潟県 カラオケバーマンハッタン 「コロナ感染対策」と「夜を楽しむ施策」の両立を目指す事業

912 新潟県 マーチャンダイジング 魚沼野菜のブランド化と、インターネット販売による新規販路獲得

913 新潟県 レストラン小樽 新しい生活様式に対応する新事業の立ち上げと来店環境の整備

914 新潟県 五十嵐商店 ホームページを利用した販売促進の展開による新規顧客獲得

915 新潟県 株式会社 高橋農産 8110001028765 〝新潟直送計画〟連携とブランディングで売れる仕組みづくり

916 新潟県 有限会社甘泉堂 6110002033650 ECサイト立ち上げと、ネット専用商品の開発で売上げアップ！

917 新潟県 グローカルスタイル ＥＣ販売への転換に向けた商品撮影、検品及び出荷作業場の改修

918 新潟県 山ｃａｆé一歩 地元を拠点に！キッチンカーで焼き立てワッフルを提供

919 新潟県 有限会社稲音 3110002016088 販売チャンネル増加と新たな宴席スタイルの対応による販路開拓！

920 新潟県 冨士食堂 惣菜のテイクアウト事業の立ち上げとEC展開による収益確保

921 新潟県 イタリアンカフェ ブーケ 『ママさんたちにもっと優しい店づくりで集客アップ』

922 新潟県 シーサイド・ファクトリー株式会社 4110001027845 佐渡からECサイト導入によるオリジナル商品の販売拡大事業

923 新潟県 株式会社ストーク設計 5110001017861 オンラインを活用した顧客対応と快適・安心な家造り事業

924 新潟県 株式会社小玉屋 8110001032940 特産品を活用した商品開発・販路開拓と非接触型店舗売上の向上

925 新潟県 くま整体院 サービス供給網の毀損に伴う店舗創出事業
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926 新潟県 越後農産株式会社 6110001025616 個人消費者向けネット販売強化と設備導入による商品化作業内製化

927 新潟県 株式会社星野工務店 7110001025061 オンライン展示会による非対面型接客の強化

928 新潟県 有限会社セントラルホテル 3110002025089 お客様のクラスター感染不安を回避する為の換気・除菌に力を注ぐ

929 新潟県 絣Shop西田 リモート接客とECサイト開設・強化による売上アップ

930 新潟県 珈琲舎ぐれ ウィズコロナに向けたテイクアウトの売上強化と冬の店舗換気対策

931 新潟県 さいき養蜂園 ウェブと採蜜体験動画で蜂蜜をPR!SNSとECで新規販路開拓

932 新潟県 天ぷら斉藤 コロナ禍によるこれからの時代に合わせた飲食店の在り方への移行

933 新潟県 つながり酒場 俺オレOle 人気メニューの調理動画SNS配信によるネット販売強化

934 新潟県 有限会社モカ 5110002033486 新規設備の導入による新規事業獲得及びリスク分散

935 新潟県 有限会社金誠舘 9110002032823 お年寄りへの配食事業とデリバリー・真空パックメニューの開発

936 新潟県 有限会社ミウラオート 4110002023868 オンライン化で新規顧客の開拓

937 新潟県 たんぽぽラーメン 新事業「テイクアウト」・「贈答品」で新たな事業展開

938 新潟県 グローバルアカデミー HPによる通訳・翻訳業務の強化・オンライン実戦練習

939 新潟県 株式会社綿ぼうし 8110001027115 ＱＲコードでのリフト券ＤＬ販売とＨＰの多言語化による販路開拓

940 新潟県 藤田農園 新潟で育った最高品種のお餅を全国へ発信

941 新潟県 Ｖｉｎ ｄｅ ｂｏｏｎ ペアリングの達人が選ぶワインのオンラインショップの開設

942 新潟県 有限会社グランドール四季亭 6110002031588 お客様からのご要望の多いメニューを、ネットにて販売

943 新潟県 大黒製パン 密でも安心にご来店頂ける店舗作り

944 新潟県 SANOYOI−咲の宵ー 自社HPとECサイト構築とオンラインでの新規顧客獲得

945 新潟県 株式会社Ocean Life 4110001027779 Webを活用した新たな飲食店の集客及び販売形態への取組

946 富山県 ヘアーショップ アリマ 自動洗髪機によるウィズコロナ時代の福祉理美容サービスへの挑戦

947 富山県 株式会社 秋山クリーニング 8230001007567 24時間お預かり・お渡しBOXの導入により顧客満足度の向上

948 富山県 株式会社ProduceM 3230001018172 ＡＲ機能を取入れたバーチャル試着を活用した着物ドレスの販促

949 富山県 割烹田舎 ハイグレードな仕出し弁当の開発によるテイクアウト需要開拓事業

950 富山県 有限会社石本塗装 3230002013899 天井クレーンの導入による大型工作機械に係る新分野開拓事業

951 富山県 株式会社前田電設工業 3230001014849 再生可能エネルギーに関する特別高圧配線用接続処理事業の開拓

952 富山県 ゼロプラスプロダクツ 髪質改善トリートメントメニュー等の開発による客単価向上事業

953 富山県 Holy工房 安心安全♪ オンライン講座提供による非対面型への事業転換

954 富山県 フラワーウォーク・ポポ 植物療法士がいるお花屋さん

955 富山県 株式会社坂田商事 1230001008984 寿司のテイクアウト強化のための各種広告販促事業

956 富山県 和み蕎 たつ テイクアウト用スイーツの商品化とオンラインによる販路開拓

957 富山県 ドレミ音楽教室 オンラインレッスンと特別授業の強化のための環境整備

958 富山県 株式会社渡邊薬品 7230001004615 自社ECサイトの開発・利用促進による自社製品直接販売体制強化

959 富山県 株式会社 源喜 2230001009536 「棟方弁当」による販路拡大と広告販促の強化事業

960 富山県 氷見商店 新たに葬儀関連ＥＣサイトを構築し、ワンストップサービスを提供

961 富山県 Dunk 「安心して歌えるお店作り、楽しい時間を提供します。」

962 富山県 株式会社ル・アンジェ 1230001016351 セルフネイル商材のネット販売による非対面ビジネスモデルの実現
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963 富山県 株式会社ライスヒル 3230001016820 新たな販路獲得のための一貫生産体制の構築

964 富山県 有限会社桂樹舎 1230002006698 販売サイトリニューアルによる和紙製品の販路拡大と新規顧客獲得

965 富山県 小島有香子（作家名） 自社工房取得による創作・製造活動の維持と地域活性化への貢献

966 富山県 サロンドブロウヒィル Withコロナに対応した店舗環境整備と若年層つや・モテ髪提案

967 富山県 Ken’s Food Truck 移動販売車による新商品開発と塗装の一新事業

968 富山県 株式会社旭屋 1230001013638 徹底した店舗内感染症対策による来店客への「安心安全」提供事業

969 富山県 居酒屋 極 出来立てお弁当の量産体制構築によるテイクアウト販売強化事業

970 富山県 三和建興株式会社 3230001005294 携帯アプリによる業務管理等データベース化による付加価値の創出

971 富山県 東屋 展示場整備によるWEB商談体制の構築による販路の拡大

972 富山県 森昆布〆専門店 店舗・ＥＣサイト・各種イベント複合チャンネル融合での販路開拓

973 富山県 株式会社トミイチフーズ 3230001002705 内製化推進と生産拡大による売上高の増加を実現

974 石川県 株式会社 能西水産 9220001020925 BtoCへの挑戦 WEBサイトの構築で小売部門強化を行う

975 石川県 花＊美 ～Hanabi～ ECサイト構築および非対面カウンセリングによる売上アップ

976 石川県 株式会社岡田工務店 2220001017449 オンライン相談の導入による非対面型ビジネスモデルへの変換

977 石川県 株式会社塗装館エス・エス 5220001002927 ＥＣサイト（非対面型営業）による当社オリジナル商品の販売

978 石川県 幸庵 新たな利用シーンの提案による将来の顧客づくりと事業承継準備

979 石川県 山崎水産 直接販売の強化による新規取引先の拡大事業

980 石川県 株式会社タロダ 2220001017283 コロナ禍における新商品開発と新販売方法の確立

981 石川県 happy&healthy kitchen SAKURA 強みを活かしたテイクアウトメニューをドライブスルー方式で提供

982 石川県 ゼスト・デンタル・スタイル アナログとデジタルの融合による作業性向上と良質な歯科技工物

983 石川県 加藤手織牛首つむぎ 「加藤改石」ブランド構築と牛首紬新商品”がま口プロジェクト”

984 石川県 米沢ニット株式会社 5220001015838 オンライン商談対応及びデザイン提案力の強化に向けた設備投資

985 石川県 学思塾 オンライン授業の取り組み実施による退塾防止と新規塾生の開拓

986 石川県 株式会社カーパートナーズ 7220001022213 音楽ライブのネット配信・物販サイト構築による新サービスの展開

987 石川県 やまだ農場 “鳥越こしひかり”の更なるブランド力向上による販路拡大事業

988 石川県 株式会社 グリーンサポート出村 2220001019924 自社の白山麓産米の品質向上による一般消費者等への販路拡大事業

989 石川県 中川石材 法名字合わせ

990 石川県 農家レストラン＆チーズケーキ専門店Sorriso 本場オーガニックイタリアンの新商品開発及び非対面販売事業

991 福井県 株式会社 はな里 2210001009158 コロナ禍における教室・レッスン部門継続の為の環境整備

992 福井県 有限会社岡三屋 2210002011047 三方五湖の自然と既存設備を活用した車中泊サービス事業の実施

993 福井県 株式会社 佐武工務店 3210001016665 新サービスによる売上向上とＨＰの改良による新規顧客の獲得

994 福井県 牧島織物 カーシート生地専用織機導入による販路開拓事業

995 福井県 スペックス株式会社 8210001017502 スポーツジムの時間貸しと指導者のオンライン育成サービスの展開

996 福井県 株式会社三輪機械 7210001003841 既存事業の受注減に対応するための昆虫養殖販売事業への進出

997 福井県 株式会社Nora 5210001017224 卸売や贈答・お届け品部門の強化による販路開拓と新規顧客獲得

998 福井県 有限会社加藤印刷 7210002007057 印刷物・看板の本格的ネット販売による新たな顧客・販路拡大事業

999 福井県 株式会社びようぶや 3210001007400 ECサイト再構築とふるさとチョイス商品LPページの制作
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1000 福井県 有限会社やま甚 9210002007229 BtoC向け巣ごもりセットの開発とホームページのリニューアル

1001 福井県 きむら接骨院 オンラインサービス提供のためのアプリ開発とサイトの立ち上げ

1002 福井県 株式会社なみまち 5210001017612 波松の梨を活用した新商品開発とネットを通じた新規販路の開拓

1003 福井県 有限会社ウッディ工房美樹 9210002004696 事業承継を機とした、非対面型ＢｔｏＣの強化

1004 福井県 株式会社TIATURI 4210001018009 非対面・3密を避けたサービス提供による売上維持・向上事業

1005 福井県 株式会社 三方工芸 7210001010953 多品目小ロットに対応した新規販売先獲得のためのHP構築事業

1006 福井県 イタリアンバール サルーテ テイクアウト・デリバリー強化と店頭販売による新規売上獲得事業

1007 福井県 YAMADA GRAPHICS 印刷業務の内製化でイベント企画・制作の一貫体制構築

1008 福井県 Berceau テイクアウト事業とアフターコロナに向けての体制強化事業

1009 福井県 株式会社PANTES 365 Japan 5210001009584 非対面型販売方式導入によるアフターコロナを見据えた販路拡大

1010 福井県 ミッキーズファクトリー 特殊構造マスク等の増産・安定供給体制の確立

1011 福井県 株式会社NOUMANN 8010701030023 自社ECのブランド化及び販促強化

1012 福井県 ロッキンバーグマン キッチンカーの活用による売上拡大と効果的な広報戦略

1013 福井県 第一防災株式会社 4210001001963 WEBチャンネルの新設による非対面ビジネスの展開

1014 福井県 喜久屋 ホームページを活用した非対面型ビジネスの集客と売上の強化

1015 福井県 有限会社魚栄楼 5210002012059 オンラインを活用した法要会食及び旬のお魚料理の販路拡大事業

1016 福井県 株式会社サンライフ 9210001008211 ニーズに対応した環境整備と非対面型サービス提供による販路開拓

1017 福井県 三国トリコット株式会社 2210001003755 ホームページ新設による直販ルートの開拓及び新規顧客の獲得事業

1018 福井県 クロダ農園 栽培技術、田舎遊び動画配信及び農園ECサイトの作成

1019 福井県 株式会社日向釣船センター 3210001014850 ネットショップの訴求力強化による収益基盤強化事業

1020 福井県 竹澤茶屋 配達需要の拡大に対応するための車両導入と認知度向上事業

1021 福井県 株式会社つるや 1210001014679 事業を持続させるための車両整備業務完全内製化

1022 福井県 有限会社 飛田電機設備 8210002012618 IoT遠隔ガス検針システム導入で検針業務合理化と販路の拡大

1023 福井県 株式会社カイロオフィスＹＯＵ癒佑 2210001017367 非対面対応強化のためのオリジナル体操プログラムのビジュアル化

1024 福井県 タワラ機工株式会社 3210001012573 新商品開発及びホ−ムペ−ジの有効活用による新規売上の獲得事業

1025 福井県 株式会社Ｅ＆Ｍ 3210001010346 オンライン販売による販路拡大と宿泊客の顧客満足度増大事業

1026 福井県 いただき繕福井越廼 親子が安心して泊まれる空間作りとEC卸販路拡大。

1027 福井県 小玉旅館 稼働部屋数の確保とECサイトでの物販による売上増大事業

1028 福井県 竹之助 VRで伝える竹垣の魅力360°施工実績動画で新規顧客獲得

1029 山梨県 レストハウス貴純 テイクアウト商品の開発と製造強化及び販売促進のための設備投資

1030 山梨県 有限会社いち囲 8090002006608 中食需要に対応するための設備導入による売上高の維持拡大

1031 山梨県 きのしたベーカリー 山間地にあるパン屋のネット来店予約システムと売上向上の取組み

1032 山梨県 b-right ウィズコロナ対応に伴い新しい半個室型の美容室で売上促進

1033 山梨県 有限会社尾形興業 2090002009608 営業スタイルの変更による新規販路開拓の強化

1034 山梨県 さくらんぼ 要介護・高齢者宅の配達強化と団体向けオリジナル弁当の販売強化

1035 山梨県 一徹ラーメン 新商品開発とテイクアウト・通信販売の強化

1036 山梨県 ハシドイ テイクアウト・ネット通販に適したスイーツの開発と販売の促進
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1037 山梨県 あしたば硝子工房 ＥＣ市場向け女性用ガラスアクセサリー商品の開発と販路開拓

1038 山梨県 Fumi Hotta Design 北欧デザインの定番商品の開発と新たな販路チャネルの構築

1039 山梨県 ソーワカートン株式会社 6090001010554 大手向け大量生産から中小向け多品種、少量生産に全国販売の転換

1040 山梨県 武藤株式会社 5090001010522 ジュエリーストール開発とスタジオの設置によるネット販促事業

1041 山梨県 Ｄａｈｉｃａ（ダヒカ） 独自ブランドを後押しするウェブページによる「発信と集客」

1042 山梨県 合同会社のんきばぁーば 4090003000992 新商品の開発とネット通販による非対面型ビジネスモデルの推進

1043 山梨県 株式会社古屋製作所 5090001008954 ネット等を利用したワンストップサービスの確立による販路拡大

1044 山梨県 FORTIS コーティング加工機器導入と予約システム構築によるコロナ対策

1045 山梨県 株式会社カザ 1090001004528 国際宝飾展におけるライブ商品説明・商談による海外市場の開拓

1046 山梨県 株式会社後藤商会 3090001008898 オンライン接客システムによる非対面型ビジネスモデルへの転換

1047 山梨県 しゃしんのイソ ドローン導入による、新規撮影メニューの構築と新規顧客開拓

1048 山梨県 K-カンパニー HP作成によるサービス周知、非対面での販売促進

1049 山梨県 有限会社オルドフ 4090002010712 オンラインによる業務短縮と新事業による販路開拓

1050 山梨県 食祭亭みかど 配達・テイクアウト体制強化による非対面型ビジネス促進事業

1051 山梨県 株式会社日本のちから 3090002011026 キッチンカーによる移動販売・テイクアウト事業の導入

1052 山梨県 株式会社奥山産機 7090001009463 コロナに負けるな！！温か弁当の移動販売サービス事業

1053 山梨県 CLIMBERS FARM EC化による非対面型事業強化（販路開拓と収益性向上）

1054 山梨県 原町屋酒店 ECサイトを活用した宅配サービス実施による新規販路開拓

1055 山梨県 株式会社丸政 7090001011353 ホームページ一新によるＥＣへの参入による販路開拓売上向上事業

1056 山梨県 株式会社きっかけデザイン研究所 3090001015903 非対面ビジネスへの転換を支援するwebプラットフォーム事業

1057 山梨県 ペンション わっ コロナ禍においても安心して宿泊できるペンションへの事業転換

1058 山梨県 オートボディー峡南 コロナ禍から再建をかけた自動車整備工場の拠点整備と新分野進出

1059 山梨県 有限会社 植松菓子舗 8090002009924 地域密着型老舗店としてコロナ不況からの脱却と新たな取り組み

1060 山梨県 小斉太郎事務所 インターネット販売の強化による新規顧客獲得と利便性の向上

1061 山梨県 有限会社 源泉舘 4090002014853 温泉を活用したオリジナルグッズの非対面販売強化による販路開拓

1062 山梨県 エステサロン MUGEN セルフホワイトニングサービスによる非対面型ビジネスの確立

1063 山梨県 依田石材店 墓石専用ゴム切りシステムの内製化で提案型へビジネスモデル転換

1064 山梨県 割烹立よし 郷土料理の強みを生かした新製品の開発とネット販売での販路拡大

1065 山梨県 メンズカサイ 取扱店の少ない紳士ブランドアパレルのネット販売による全国展開

1066 山梨県 錦城葡萄酒株式会社 9090001009214 ＨＰやパンフレットによる非対面型の新たな顧客・販売機会の創出

1067 山梨県 然企画 Web通販で掴む！Withコロナ時代のWinプロジェクト

1068 山梨県 カレー屋サーカス スパイスカレーの商品開発と多様な出口戦略による新規顧客開拓

1069 山梨県 莉利合同会社 5090003001412 セルフオーダー機導入による更なる感染対策徹底と顧客満足度向上

1070 山梨県 有限会社うかい商事 4090002008913 菜園野菜等の外販による非対面型ビジネスの拡大と3密の回避

1071 山梨県 マルエス農園 インターネット販売強化のための広報による販路開拓の取り組み

1072 山梨県 福島整骨院 オンライン自由診療の開発による新スタイルの施術の提供

1073 山梨県 十割蕎麦 きはち 『テイクアウト用十割蕎麦メニュー開発による新規顧客獲得作戦』
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1074 山梨県 美容室しらゆきひめ 「出張美容室」サービスの新たな提供による新規顧客の開拓

1075 山梨県 吉田のうどん 蔵ノ介 吉田のうどんのテイクアウト新規取組とＥＣ展開の研究

1076 山梨県 和牛焼肉よりとも コロナ禍でも安心して焼肉を楽しんでいただく為の店づくり事業

1077 山梨県 株式会社Y.S.M VILLAGERS 7090001014653 キャンプ場・ゲストハウス施設増設及びECサイト開設事業

1078 山梨県 株式会社 歩成 7090001009439 コロナ禍に応じた安心安全な店舗設備の改善とテイクアウトの強化

1079 山梨県 株式会社アイエデュケーション 1090001013090 自社商品ECサイト構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

1080 山梨県 うどん居酒屋まるや 三密回避オープンテラス創設と製麺小売スタートで売上と客数回復

1081 山梨県 丸山企画 インターネットを活用したオーダーメイド商品受注による販路拡大

1082 山梨県 Ｅi８ht Ｈair サプライチェーン毀損への対応のため待合場所として駐車場整備

1083 山梨県 有限会社ワカバ 8090002008785 非対面型ビジネスの強化と安心して食事できる衛生環境づくり

1084 山梨県 株式会社 名水地所 2090002014186 ホームページで動画ソフトを使って土地建物の物件の紹介をする

1085 山梨県 Ｆｒｅｓｈ Ｗａｔｅｒ テラス席新設とテイクアウト導入で３密回避と新規顧客開拓を図る

1086 山梨県 有限会社 ワイ・エス・ケイ 2090002010986 業務用商品の強みを生かした自社のネット販売と販路拡大

1087 山梨県 御食事処 岬 富士五湖の飲食店が取組む非接触決済とネット予約システムの導入

1088 山梨県 フレッシュ山梨 コロナ対応非対面強化アプリ導入による顧客満足度UPと販路拡大

1089 山梨県 ＩＬ ＰＯＧＧＩＯ 全天候型テラス席とアクリル板設置による安心安全な店舗づくり

1090 山梨県 有限会社 蓬莱家 9090002012480 店舗改装による国内の家族及び個人客向け売上増加促進事業

1091 山梨県 restauro terra ECサイト開設による新規販路開拓・新商品開発及びHP魅力発信

1092 山梨県 そば・うどん なか澤 駐車場内ですべて完結する感染症対策を徹底したテイクアウト事業

1093 山梨県 萩原製パン所 個別包装機導入による給食パンのサプライチェーン毀損への対応

1094 山梨県 株式会社ＴＲＩＢＥ 7090001016063 テイクアウト専門店への転換で新規顧客の開拓と新たな売上の構築

1095 山梨県 いえぱん実粉 新規設備導入による業務効率化とEC販売開始による販路拡大事業

1096 山梨県 native surf 自然を活かした湖畔カフェテラス改修転換と柔軟な営業体制作り

1097 山梨県 味処まんぷく テイクアウト商品の製造設備と商品販売ウェブ予約システムの導入

1098 山梨県 居酒屋都 本格的なテイクアウト事業開始のための受渡カウンター等整備

1099 山梨県 富士の住み家 りぶらん 非対面対策システムの導入、及び３密回避の屋外リビング設置

1100 山梨県 株式会社ＮＥＯ ＳＰＯＲＴＳ 7090001016468 スマートフォンアプリおよびライディングページ制作・広告

1101 山梨県 イタリア食堂 Ｌａ Ｌｕｃｅ 大口顧客獲得によるテイクアウトのさらなる強化、通販事業の開始

1102 山梨県 shanG 動画を取り入れた非対面型新サービスの提供とホームページ作成

1103 山梨県 ヘアスタジオ Fine お客様に安全・安心のサービスを提供するための環境づくり

1104 山梨県 株式会社アライ 5090001000110 SNSを使った動画配信・LIVE販売による外国人への販路拡大

1105 山梨県 ㈱ジュエリープランニング 9090001001121 ジュエリー用CADソフトの導入によるビジネスモデルの転換

1106 山梨県 創作帽子かよ＆かよ ネット通販用の商品開発と3密を回避した屋外型個展での販売促進

1107 山梨県 ビストロバガブー テイクアウトや冷凍品の販路拡大にむけた設備投資と商品開発

1108 山梨県 ふらここ食堂 Fracoco Italian テイクアウト受渡口設置と３密を防ぐ店舗改装で安心安全な店に！

1109 山梨県 まるてんぼう 新規ECサイトと新商品開発による新規顧客開拓事業

1110 山梨県 有限会社 石和錦鯉センター 4090002008145 コロナを生き抜くための生産体制強化と新たな販路開拓
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1111 山梨県 STUDIO  tune 八ヶ岳より、新たな世界へ～tune～

1112 山梨県 House. オリジナル珈琲焙煎機のプロモーションと通信販売促進

1113 山梨県 川魚専門店 みやま ネット通販の増産体制強化、オペレーション改善と集客数の向上

1114 山梨県 合同会社明野市場 6090003333644 彩り豊かに食欲もそそる自然な野菜ドレッシングの開発と販路拡大

1115 山梨県 オフィス・コグノスケ リモートでの動画撮影に特化した新しい事業の開始

1116 山梨県 有限会社八ヶ岳プランニング 8013202006541 テイクアウト含むメニュー開発とテラス席拡充による新規顧客開拓

1117 ⾧野県 有限会社シナノミクロ 7100002030755 医療機器部品の受注獲得のための設備投資（加工機の購入）

1118 ⾧野県 えんがわWorks ロゴ制作・広告宣伝によるホームページ制作事業の販路開拓

1119 ⾧野県 フォレストシューメーカー コロナ禍における直販充実に向けた、来店客の為の環境整備

1120 ⾧野県 有限会社ファームいちまる 1100002027220 自社ブランド米の品質向上による食米消費拡大事業

1121 ⾧野県 株式会社金剛建設 7100001018842 公共事業獲得のためのトータルステーションの導入

1122 ⾧野県 株式会社ヤマザキアクティブ 3100001011561 特許技術の魅力を直観で伝えるホームページリニューアル事業

1123 ⾧野県 有限会社清風荘 4100002018596 非対面・非接触の部屋作りによる成約率、単価アップ

1124 ⾧野県 大木島写真館 写真スタジオの商品の新展開及び表現の拡大による販路拡大

1125 ⾧野県 momoGファーム ネット販売出店で安心安全な食材を提供し新規顧客獲得を図る

1126 ⾧野県 黒澤酒造株式会社 6100001008167 非接触型試飲提供による付加価値向上とブランディングの構築

1127 ⾧野県 有限会社 山喜荘 3100002015066 お客様が安全・安心してご来館できるホテル事業への転換

1128 ⾧野県 そば処 佐助 信州真田ブランドを全国に～1日1組蕎麦屋の民宿～

1129 ⾧野県 株式会社 白樺 9100001025985 テイクアウト対応型ホームページとコーヒー焙煎コーナーの設置

1130 ⾧野県 株式会社 アイスリー 1100001011241 テレワーク導入による対面営業時間短縮と迅速対応の取組み

1131 ⾧野県 株式会社 城山館 8100001011747 学習旅行・テレワークとホームページ強化で新たな⾧期滞在を

1132 ⾧野県 ちょっと屋 テイクアウトと新たなメニューによる売上増加体制の構築

1133 ⾧野県 株式会社 サングリーン 2100001010457 囲炉裏風くつろぎスぺ―スの新設と換気口の増設

1134 ⾧野県 有限会社 エーデルホテル 1100002015118 お客さまに自室でより快適にお過ごし頂くプラン

1135 ⾧野県 ひるがみ温泉株式会社 9100001022693 非対面型ビジネスによる感染防止対策とオリジナル商品の販路拡大

1136 ⾧野県 下中屋グループ 高齢者に対応した非対面型店舗づくりによる集客対策

1137 ⾧野県 有限会社穂高養生園 2100002024019 オンライン予約システムの導入とECサイトの強化

1138 ⾧野県 岡本ファーム 農産物のネット販売構築によるコロナ対策

1139 ⾧野県 TAKEUCHI GREEN FARM 非対面型販売による販路拡大

1140 ⾧野県 有限会社天狗の茶屋 6100002011095 旅館は新規開拓と平準化、食堂はテイクアウト、デリバリーの拡充

1141 ⾧野県 明治屋旅館 新生活様式に合わせた新たな旅館経営の構築

1142 ⾧野県 株式会社ユナイテッドフューチャーズ 3012401015580 「ハンモック・薪ストーブ付きリゾートテレワーク施設」

1143 ⾧野県 株式会社モン・ビラ 6100001024387 ホームページ新規制作による販路開拓及び新規顧客獲得事業

1144 ⾧野県 白馬ピエモンヤマジュウ 新規国内需要獲得と増収に向けたテレワーク環境整備事業

1145 ⾧野県 アルプス白馬 コロナ渦対応、食事提供の生産性、品質向上で新たな顧客の獲得

1146 ⾧野県 株式会社白馬そだち 3100001028787 外部環境の変化に負けないためのWEB・ECリブランディング

1147 ⾧野県 Cuore Verde 非対面・非接触を進めるためのテイクアウト用駐車場の整備
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1148 ⾧野県 株式会社桶数 1100001017965 買いやすく・強みを活かすＨＰに改修し、売り上げ拡大を図る

1149 ⾧野県 Asian Table Mong Cai 唯一無二の中華まんで挑む日本全国で新規ファンの創出事業

1150 ⾧野県 特定非営利活動法人ふれあい 7100005010688 葬儀・寺行事のライブ配信事業

1151 ⾧野県 舎鳥木-yadorigi- 高付加価値商品製作のための機械導入とネット活用事業

1152 ⾧野県 合同会社Mumei.lab 6100003004734 ・五感体験型・消費者啓蒙型コンテンツの作成及び公開

1153 ⾧野県 有限会社 栄樹 1100002033631 コロナ渦に生まれた新たな市場のニーズにフォーカスして売上増加

1154 ⾧野県 CredoANNE Ｗｅｂサイト とブログ、ウェブショップを活用した販路拡大

1155 ⾧野県 あづみ野エフエム放送株式会社 1100001025365 テレワーク環境整備、ネット活用しWEB・アプリ広告放送の強化

1156 ⾧野県 LPS株式会社 6100001030699 人気の⾧野でテレワークと駅前エリア商売の相乗効果を狙う事業

1157 ⾧野県 株式会社NorthForest 1100001031628 テイクアウトやお弁当、パン販売による新規顧客開拓とweb宣伝

1158 ⾧野県 株式会社LAMP 5100001033579 オンラインチェックインシステムの導入・電子ロックキーの導入

1159 ⾧野県 株式会社⾧野フォトセンター 4100001002485 オンライン設備による撮影の密集化の削減とそれに伴うHP構築

1160 ⾧野県 有限会社 塩澤屋酒店 2100002038200 取引先の急な発注対応用冷蔵庫の導入と地元産商品提案で売上強化

1161 ⾧野県 株式会社アイサポート 4100001021964 自社製品を売るためのオンラインショップの構築・集客・販促

1162 ⾧野県 Ｂｉｓｔｒｏなゆた ビストロなゆたの本格メニューのテイクアウト・手土産販売事業

1163 ⾧野県 有限会社金星製菓舗 8100002034755 ネット活用による非対面販売強化と個人顧客層・商圏の拡大

1164 ⾧野県 株式会社ノーストーン 2100001026065 ＥＣサイトによる新商品販売と店舗リニューアルによる顧客獲得

1165 ⾧野県 松田養鱒場 新商品（養殖魚加工品）のネット販売と釣り堀環境整備事業

1166 ⾧野県 遊夢庵 極低温保管設備導入により遠方顧客向けの販路開拓事業

1167 ⾧野県 株式会社しん美 4100001023052 ECサイトとSNSによるBｔｏB営業への転換で新規顧客獲得

1168 ⾧野県 Mons Mare 料理用キッチンカー製作による事業拡大

1169 ⾧野県 株式会社池田にぎわい創造社 2100001031189 池田町産食材を使用した特産品開発とネット販売による顧客獲得

1170 ⾧野県 合同会社village8works 4100003004884 セルフオーダーシステム導入・屋外設備設置による新規顧客獲得

1171 ⾧野県 ホテル サンマルテ ニューノーマル型家族スキー旅行商品の開発・販売と環境整備

1172 ⾧野県 gonki 収益確保のための商品を店外販売するための改装と機材導入

1173 ⾧野県 ソイルアンドベリーズ小布施 『新型コロナ対応設備付きキッチンカーによる新規顧客獲得事業』

1174 ⾧野県 株式会社松葉屋本店 3100001005852 コロナ対策による新しい販売方法の提案

1175 ⾧野県 呑喰処 きらく 新たな販路開拓のための移動販売とケータリング事業

1176 ⾧野県 レストランひいらぎ テイクアウト事業と感染防止対策の徹底による売上増加計画

1177 ⾧野県 有限会社松﨑工務店 7100002034450 新商品とwebコンテンツによる非対面での顧客獲得事業

1178 ⾧野県 Resort  Garni  CORU 東屋とピザ窯設置による新しいサービスの提案と新規顧客の獲得

1179 ⾧野県 ペンションアンメモリー コロナ禍を乗り切るための新たな体験型宿泊プラン創設事業

1180 ⾧野県 ペンションもくりん テラスによる３密回避、コロナ対策・予約獲得のホームページ刷新

1181 ⾧野県 シュクレ 看板によるテイクアウト告知とテラス席設置により集客促進を図る

1182 ⾧野県 ペンションココット 料理で⾧和町を表現する新しい方向へのペンション

1183 ⾧野県 有限会社鷹山ファミリー牧場 6100002016318 新商品開発と自社産牛を活用したネット販売による新規顧客獲得

1184 ⾧野県 株式会社八丁園 9100002004088 非対面型ガーデンデザインの提案とWEB上での資材の販売
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1185 ⾧野県 あらい接骨院 接骨院内の環境浄化と非対面型ビジネスモデルの導入

1186 ⾧野県 工房陶 新商品開発とＥＣ販売開設事業

1187 ⾧野県 nozawasnow 非対面型（無人）多言語対応チェックインシステムの構築

1188 ⾧野県 株式会社インテリア大英 6100001010965 コロナに負けない！ホームページによる販路拡大事業

1189 ⾧野県 （株）マッシュアンドフルーツ 7100001005411 インターネットを通じた販売・新規顧客の獲得

1190 ⾧野県 だいず食堂パチョコ 「だいずスイーツ」の販路開拓事業

1191 ⾧野県 アジアンカフェlotuSmile テイクアウトでコロナ禍に対応する取り組みを行う

1192 ⾧野県 株式会社VC⾧野クリエイトスポーツ 3100001031031 オンラインサロンを利用した非対面型ビジネスモデルへの取組

1193 ⾧野県 たこ焼鉄板焼けいちゃん 炉端焼による新商品開発及びチラシ配布による新規顧客獲得

1194 ⾧野県 居酒屋彩月 テイクアウトへの対応と安心安全なお店づくり

1195 ⾧野県 Lisa studio olive ネットを活用したオンラインレッスン環境づくりと新規顧客の獲得

1196 ⾧野県 天然酵母のパン工房 KUUH 通販向け商品製造体制強化とネット販売による新規客の販路拡大

1197 ⾧野県 有限会社 山風荘 1100002009929 旅館の感染症対策設備による安心・安全向上事業

1198 ⾧野県 ハローズ・バー 安曇野産牛肉や豚肉を活用した新商品開発による新規顧客獲得

1199 ⾧野県 有限会社 山﨑製麺 7100002024179 自社製品を直接ご家庭に届ける販路開拓と新商品開発

1200 ⾧野県 有限会社 美郷 2100002026898 新型コロナウイルス感染症対策と調理場効率化

1201 ⾧野県 株式会社辰野全音 5100001021682 新設備導入による加工能力の向上と新規案件受注活動の増進

1202 ⾧野県 小佐加 紫外線照射装置の導入による安心安全な食空間の提供

1203 ⾧野県 Full frame コロナで諦めない！オンライン結婚式で夢を実現

1204 ⾧野県 株式会社信州新町地場産業開発機構 8100001003851 信州新町「道の駅」ＨＰリニューアルとＥＣ売上増加対策事業

1205 ⾧野県 LODGEぴこ パン工房新設によるデリバリー、テイクアウト事業への進出

1206 ⾧野県 ぼんじゅーる農園 地域色豊かな新商品の開発と実店舗のサービス拡充・機能強化

1207 ⾧野県 ヒュッテこぶし Ｅバイクのレンタル事業を通し利用者及び宿泊客を獲得する

1208 ⾧野県 山の庭タンネ ＦＯＲＥＳＴ ＷＥＤＤＩＮＧ

1209 ⾧野県 旬菜酒房 彩り スッポン料理のテイクアウト・業販ECサイト構築及び販路開拓

1210 ⾧野県 SUNNY SIDE HUT 安心安全なおもてなしと、テイクアウトによる客単価増

1211 ⾧野県 叶屋旅館 コロナ感染防止対策を強化し、部屋数を増やし集客力アップを図る

1212 ⾧野県 株式会社 彩香 2100001032600 ＥＣサイトの改良構築による売上拡大及び営業構造の改善

1213 ⾧野県 月日堂製パン 薪窯で焼くハードパンの通信販売による新規顧客獲得

1214 ⾧野県 アジアごはんとスパイスカレーアドゥマン 地元食材とスパイスを活用した新商品開発とネット通販で販路開拓

1215 ⾧野県 中華料理 一品香 台湾料理の素食（ビーガン料理）の販路開拓

1216 ⾧野県 DesignRS どこでも出張可能！高性能動画・音声配信システムの導入

1217 ⾧野県 株式会社ヤマダイ大蔵 6100001017936 オンラインショップ開設による南木曽ろくろ細工の販路開拓事業

1218 ⾧野県 株式会社MCI 4100002022722 赤外線カメラを活用した革新的な調査方法の導入による販路開拓

1219 ⾧野県 有限会社STERN 2100002025834 まるで生ケーキ！幸せのアイスケーキをECサイトで全国へお届け

1220 ⾧野県 パッションLIFE インターネットを活用した販路開拓及び新メニューの開発

1221 ⾧野県 繊月 ヨガのオンライン動画講座開講・SNS広告の配信
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1222 岐阜県 山口特産開発株式会社 5200001024188 コロナ禍に対応する為のホームページ刷新とネットショップ開設

1223 岐阜県 株式会社クラフトコーポレーション 8200001012116 新たな商談方法（オンライン打合せ等）でお客様の夢実現

1224 岐阜県 インド料理ビシュヌデビ おいしいインドカレーのテイクアウトをじもとのひとにＰＲします

1225 岐阜県 株式会社AIRロボ 9200001032798 災害救助用ドローンのパーツ開発販売等による販路開拓

1226 岐阜県 心屋郡八 特別な時間を味わって頂けるテイクアウト弁当・スイーツの開発

1227 岐阜県 糸CAFE ヒトコトモノを繋ぐWEBマルシェの展開と郡上産スパイスの開発

1228 岐阜県 有限会社中倉製材所 8200002024168 『理想のお家』をバーチャルでプロデュースします！

1229 岐阜県 有限会社リプロ 2200002015123 「ＩＴ強化で全国に発信！タスク管理ツールで管理徹底事業

1230 岐阜県 株式会社フォーエヴァー 3200001028133 コロナ時代に対応した新しいマスクの生産と受注体制の構築

1231 岐阜県 胡座 日本全国の皆様へ！当店自慢のもつ鍋セットのネット販売事業

1232 岐阜県 株式会社 明宝レディース 7200001026570 「明宝トマトケチャップ」非対面型ネット通販の抜本的強化事業

1233 岐阜県 有限会社アン・シード 7200002023105 ＥＣモールへの出店・地域情報誌への広告による新規顧客の獲得

1234 岐阜県 個別指導K&S リモート授業管理システム導入、営業力強化による売上規模拡大

1235 岐阜県 株式会社棚橋牧場 2200001034504 コロナ禍に対応するための移動販売専用車の導入で顧客獲得事業

1236 岐阜県 株式会社ジャパーメン 3200001011097 非接触型ベルトコンベア導入によるオンライン販売への取組

1237 岐阜県 田頭刺繍 外注依存脱却！ニーズに応えたオリジナルマスク対応刺繍機の導入

1238 岐阜県 カットルームKAZ 感染症対策と事業成⾧を実現するための非対面型ワークの拡充

1239 岐阜県 アクス わかりやすい！紙よりリアル！オンラインで体験ＶＲパース提案

1240 岐阜県 株式会社澤建築 3200001026698 非対面型販路拡大のためのHP改修とWEBマーケティング施策

1241 岐阜県 アイル学習塾 学習支援アプリと進捗管理システムを用いたトータルな指導の実現

1242 岐阜県 小森 敏雄 動画・オンラインサロンの構築とオンライン広告によるＰＲ事業

1243 岐阜県 夢大地・岐阜人ショップ 非対面による炭製品の認知度向上・魅力発信・EC販売の仕組構築

1244 岐阜県 株式会社山平ゑびすや 9200001024052 来店型から非来店型の新たなビジネスモデルによる販路拡大

1245 岐阜県 サンジエル株式会社 2200001027937 真空包装機導入によるテイクアウト用商品開発とECでの販路開拓

1246 岐阜県 ヤスフク建築株式会社 1200001036328 非対面方式による住宅建築相談の仕組み構築事業

1247 岐阜県 トレイド 自社ＥＣサイト開設により一般消費者の『巣ごもり需要』を狙う！

1248 岐阜県 野村農園 非対面接客・販売の為のネット販売ページと商品パッケージの制作

1249 岐阜県 カネヨシ工芸 隠れた需要を掘り起こせ！非対面型オリジナル製品販売事業

1250 岐阜県 株式会社PLADES 3200001036227 ＥＣサイト構築による販路拡大と「ＰＬＡＤＥＳ加工」認知度向上

1251 岐阜県 株式会社 木と暮らしの制作所 7200001033939 伝わるWebサイト・SNS活用で「つながる工房」

1252 岐阜県 有限会社ケイズ 6200002027800 インターネット広告による新規顧客及び販路開拓事業

1253 岐阜県 有限会社すぎ山 4200002028197 券売機導入による接触回数減少及びテイクアウト弁当販売促進事業

1254 岐阜県 株式会社ワークス不動産 6000001027792 コロナ禍でも安心して相談できる不動産コンサルティング事業

1255 岐阜県 BOND株式会社 5200001035409 「withコロナ」に対応したシステム導入による顧客獲得計画

1256 岐阜県 あんず園 自家製ドレッシングの配送販売による新規顧客獲得事業

1257 岐阜県 Wonder GARAGE. セルフ脱毛・セルフハイフによる非接触型サービスの新事業展開

1258 岐阜県 株式会社一鉄 4200001016640 焼肉弁当のテイクアウトと宅配の強化で販路開拓！
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1259 岐阜県 ヘルシーＢＢプランニング オンライン講座への転換による経営力強化計画

1260 岐阜県 株式会社resolve 6200001036397 非対面でも戸惑わないＩＴシステム導入！

1261 岐阜県 テラスフラワー 非対面及び効率化によるアレジメント予約システム導入

1262 岐阜県 株式会社GROW 6200001033147 積極的情報発信による顧客獲得と管理のためのホームページの作成

1263 岐阜県 LIBRA 近隣の方に求められるランチを、なるべく非対面で提供

1264 静岡県 あるばとろす 固定客向けのテイクアウト実施による売上回復事業

1265 静岡県 マメルキッチン 和風居酒屋への転換による地域顧客獲得事業

1266 静岡県 株式会社ナオケン工業 3080401021477 バリ取りの技術品質を活かし製品安定供給と新製品開発に取り組む

1267 静岡県 giverny ECサイト及びホームページを利用した販路拡大と新規顧客獲得

1268 静岡県 和重 ECサイトを活用した玉子焼及び地魚商品の地方発送体制の確立

1269 静岡県 有限会社東海技術 2080102011126 角度切断の内製化によるサプライチェーンの確立と新たな販路開拓

1270 静岡県 有限会社まるととづか 8080002015394 完熟さつまいもペーストの開発による新規販路開拓と廃棄ロス削減

1271 静岡県 ぱすた屋REB 本格フレンチのパック売り・厨房改装によるＥＣ販路開拓

1272 静岡県 株式会社元気 6080101003491 静岡県、東部初！！3密回避・非接触型大工工事による受注開拓

1273 静岡県 虎太郎 タッチパネル式オーダーシステムの導入による販路開拓

1274 静岡県 有限会社藤波園 6080002014968 WEBサイトの再構築による非対面型発注システムの導入・充実

1275 静岡県 富丘佐野農園株式会社 5080101018805 感染予防策を講じた安心できるいちご摘みサービスの提供事業

1276 静岡県 株式会社Dealize 9080101020229 低カロリーで美味しい豆腐生チョコ製造とEC販売による売上向上

1277 静岡県 Hawaiianpaint KAN レーザー機導入による弊社完結型の多品種少量生産への転換

1278 静岡県 有限会社割烹魚徳 6080402019014 スムーズに買えるテイクアウト専用フロアの整備とお弁当販売事業

1279 静岡県 御前崎まちづくり株式会社 1080401015142 地元水産加工品・土産品を販売するECサイトの構築と新規客獲得

1280 静岡県 割烹旅館合亀 自家製プリンのシリーズ商品開発とテイクアウトによる売上向上

1281 静岡県 小笠原製茶 ECサイトによる非対面型販売で販路拡大と新事業展開への取組み

1282 静岡県 有限会社亀屋書店 6080102006782 教科書に特化したオンライン書店の開設

1283 静岡県 高田産業株式会社 6080101019703 自動化による内製化率１００％で輸入に頼らないサプライチェーン

1284 静岡県 株式会社 レアル 4080101005184 複合機導入により増産体制を強化し作業効率を向上させ売上確保

1285 静岡県 株式会社Victory 3080101007974 設計から創業支援までのキッチンカーをWeb販売により全国展開

1286 静岡県 うな平 HPを活用した新サービスで非接触型ビジネスへの転換

1287 静岡県 株式会社マルマ 3080401015108 自動砂搬送盤の導入における製品高品質化での新規受注先の確保

1288 静岡県 株式会社Ausdruck 3080401013243 三密回避で未来へつながるイメージシステム構築による販路開拓

1289 静岡県 うまいもん空海 新型コロナ時代の餃子のバリエーション充実による売上アップ

1290 静岡県 佐々木菓子店 テイクアウト販売専用窓口と駐車場の新設で新規顧客を獲得

1291 静岡県 芝川苑 空中グランピングサービスによる三密回避の新滞在環境の提供

1292 静岡県 株式会社AMANA 3080401021510 インターネットレッスンにて授業の非対面化を推進し売上増加

1293 静岡県 五智 テイクアウト事業の拡充による、新規顧客の獲得のための販路開拓

1294 静岡県 株式会社カネス製茶 7080001013383 通販会社をターゲットとした当日出荷体制の構築による販路開拓

1295 静岡県 株式会社堀内板金 5080001023863 コロナ対策にもなる「カスタム防護スクリーン」のHPでの販売
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1296 静岡県 株式会社島田鋼板 9080001013076 トヨタホーム向け「特殊シャッター部品の組付業務」の新規開拓

1297 静岡県 永田農園 直販比率２割を目指す新商品開発・ECサイト構築

1298 静岡県 居酒屋 龍 テイクアウトメニューの拡充と近隣住民へのPRによる販売促進

1299 静岡県 有限会社山栄 5080402014008 うなぎ料理宅配サービス立ち上げによる売上回復計画

1300 静岡県 合同会社人生は壮大な暇つぶし 4080403004124 液体急速凍結機導入による安心安全な牛ユッケ通信販売事業

1301 静岡県 株式会社キザワ 7080101020825 展示会、リモート営業システム構築による販路拡大

1302 静岡県 株式会社マルエム 4080401020197 室内空気質の改善に役立つ屋内塗装事業の非対面型営業活動の展開

1303 静岡県 Ｋｅｗｌ ＆ ｌｅｇｉｔ． エンドユーザー様に気軽に楽しんで頂く刺繍プリント事業

1304 静岡県 株式会社佐野機械 9080101008612 3次元CADを用いたウェブサイト改良によるリモート営業力強化

1305 静岡県 エヌエスワン株式会社 1080101020293 自宅で味わう「富士やみつきそば」のオンライン販売体制構築

1306 静岡県 有限会社川崎製作所 1080102009963 レーザー加工機・ECサイトを活用した新製品開発と新規顧客開拓

1307 静岡県 株式会社グリーンアイランド 3080001013800 観葉植物のネット販売を実現し非対面ビジネスの展開を行う

1308 静岡県 有限会社増島農園 1080102009154 家で簡単に食べれる電子レンジ対応商品の開発と施設内コロナ対応

1309 静岡県 株式会社STOCK’S 1080401023401 観葉植物とギフト販売のオンラインショップによる非対面化

1310 静岡県 喜多八 磐田名物“おもろ”等のテイクアウトメニュー開発と販売事業

1311 静岡県 株式会社いなほマネジメントサービス 6080401013059 オンラインコーチングを活かした全員経営の推進支援

1312 静岡県 株式会社和田牧場 3080401021700 自動販売機の導入による非対面型販売への転換と直販部門の強化

1313 静岡県 鳥工房かわもり 脱羽毛機の内製化でコロナ禍にも負けない遠州地鶏一黒軍鶏の販促

1314 静岡県 後藤精肉店 黒毛和牛を使用した新商品開発とネットを通じた新規顧客開拓

1315 静岡県 JN International 株式会社 3011101054435 出前サービスの利用拡大を目的としたPR事業

1316 静岡県 ジオガシ旅行団 非対面型のデジタルトランスフォーメーション

1317 静岡県 有限会社 八木田 3080402008374 コロナ禍に対応したテイクアウト・宅配事業の訴求による顧客開拓

1318 静岡県 咲来 料理メニューの提供とテイクアウトの開始による販路開拓

1319 静岡県 香貫屋商店 超高齢者向け少量パックの総菜を開発しデリバリー対応し売上増加

1320 静岡県 株式会社サスネット 9080402003279 オンライン研修体制の構築による差別化と新規取引先開拓の実施

1321 静岡県 Ｄ.Ｐ.Ｓ ＡＰＥＸ タイヤチェンジャー導入による内製化と新規顧客獲得

1322 静岡県 有限会社野中研磨工業所 7080402018469 非対面型ビジネスモデル構築による高精度部品加工の取引先開拓

1323 静岡県 株式会社ヤマウメ 5080001022436 コロナ対策のための接触機会を減らす作業体系の構築

1324 静岡県 有限会社ファミリーガーデン 6080102007442 オンライン注文フォーム開設による非対面ビジネスモデルへの転換

1325 静岡県 合同会社ホテルスクエア 7080103001336 フロント業務の非対面型ビジネスモデルへの転換による集客

1326 静岡県 有限会社井上シール 8080002012986 コールド箔によりデザイン性を高めた高付加価値の市場開拓

1327 静岡県 東海食糧株式会社 7080101005990 新しい生活様式の下で取り組むECサイト運営でお米の通販事業

1328 静岡県 有限会社 小関建設 4080102021461 宮大工技術を生かした無垢材テーブル等のネット販売促進

1329 静岡県 Ｔｏｋｉｂａｃｏ オリジナルスパイスオンライン販売による売上＆店の認知度アップ

1330 静岡県 mahina makana ヨガレッスンや商品の非対面式販売による販路の拡大

1331 静岡県 PLAYING FIELD テイクアウト導入による三密回避と売上増加

1332 静岡県 株式会社 Ｃ２・ＢＩＳＥＮ 8080101017572 ECサイトを構築し新規顧客獲得と既存の利益率からの脱却を図る
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1333 静岡県 株式会社桝形 2080401016866 名物料理の販路拡大とマスメディアを活用した新規顧客開拓

1334 静岡県 ゼスト 新型コロナ感染対策のためのチタンコーティングマスクの製造

1335 静岡県 有限会社うなぎの井口 9080402014771 うなぎの規格外品を活用したレトルト商品インターネット販売強化

1336 静岡県 釜めし とらや テイクアウト用釜めしメニュー開発による売上確保

1337 静岡県 ヤマニ柑橘 西ヶ谷農園 キッチンカーによる柑橘スイーツのテイクアウト事業

1338 静岡県 おべんとう処鹿島 企業への昼食配達で、非対面かつ従来にない販路の開拓を目指す！

1339 静岡県 株式会社山関園製茶 4080001013493 ＨＰ・ＥＣサイトによる販売手法の再構築と新規顧客獲得

1340 静岡県 井村製茶 来園者増加・販売強化のための試飲スペース整備・SNS情報発信

1341 静岡県 株式会社ひらおか建築 7080001011379 ＷＥＢ展示場とオンライン相談窓口の開設による新規顧客獲得事業

1342 静岡県 株式会社リュクスタイル 6080401018289 宅配買取・非対面査定とインターネットの販路拡大強化事業

1343 静岡県 みつつき株式会社 7080101017714 商品化とECサイト構築による非対面モデルへの転換事業

1344 静岡県 株式会社樽脇園 3080001022842 川根茶の魅力を写真やパッケージで全世界に伝えたい！

1345 静岡県 有限会社三ヶ日紙工 1080402016263 リアルタイムで状況を伝える三ヶ日みかんの木オーナー制度の展開

1346 静岡県 庭あそ株式会社 5080401019494 非対面型営業スタイルの推進と確立のためのシステム開発

1347 愛知県 ＩＬ ＰＡＲＣＯ 地域に向けたテイクアウト新商品の開発と告知で新規顧客獲得

1348 愛知県 Un-Shelly 美と健康を手に入れ収入と社会貢献を実現するオンライン講座

1349 愛知県 特定非営利活動法人 ゆめフルたけとよスポーツクラブ 8180005014334 オンラインを活用した自宅等でのスポーツ機会の提供

1350 愛知県 takenaka coffee オンラインコーヒー教室とテイクアウト用新商品の導入

1351 愛知県 株式会社 なすびの会 5180301031911 内製化による商品の安定供給・雇用の確保・新商品開発の設備導入

1352 愛知県 鈴木板金 Web概算見積システム導入による販路開拓及び営業効率化事業

1353 愛知県 株式会社 ジェイズ進学塾 3180001126798 オンライン授業の立上げとホームページ開設による新規顧客の獲得

1354 愛知県 有限会社 ケイ二十一プラスワン 6180002050268 スマホ対応ホームページ制作と商品の独自性PR動画で販路拡大

1355 愛知県 有限会社 ワンクリックアイティー 2180002087248 飲食事業部「ゴーストレストラン」事業の新展開！

1356 愛知県 株式会社 船砥工業 4370001019180 withコロナ!見積りシミュレーター活用で新規取引先開拓!

1357 愛知県 Beauty Salon Cherish 個室増やして雇用を創生！サービス追加で売上向上する仕組み作り

1358 愛知県 株式会社 リフォ 4180001067067 オンラインで気軽に相談できる住宅リフォーム会社への転換

1359 愛知県 株式会社 ＦＫＬ 6180001124048 測量工程のＩＣＴ化による生産性向上、販路開拓、感染防止対策

1360 愛知県 トヨダコンサルティング事務所 産業保健におけるプラットフォーム型事業の展開

1361 愛知県 株式会社 グッドホーム 5180301020617 動画を活用した非対面での商品アピールにより接触機会の低減

1362 愛知県 株式会社 中部パイプライニング 4180001028473 受注対象者毎に分かり易いＨＰによる非対面営業での新規開拓

1363 愛知県 光カレー オリジナルスパイスカレーのキッチンカーによる販路開拓

1364 愛知県 インドレストラン シャクティ 豊山店 デリバリー事業の新たな導入による売上拡大

1365 愛知県 株式会社 大井石油 9180001119680 WEB簡単予約、ピカピカな車を乗り続けて頂くサービス開始！

1366 愛知県 関塾 志段味校 映像授業・オンライン授業導入による新規入塾生獲得

1367 愛知県 風月 テイクアウトで集客を図るラーメン店の販路開拓事業

1368 愛知県 株式会社 Re創 7180001124278 遠隔対面での提案や打合せ方法の構築及びコロナ対策的空間の提案

1369 愛知県 川澄屋茶房宿 ３密回避のガーデンテラスと新商品＆テイクアウト導入事業
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1370 愛知県 ねこや 合同会社 1180003020828 自動釣銭機等の導入による非対面非接触接客の実施と事業の効率化

1371 愛知県 合資会社 かめや 7180003012415 コロナに負けるな！新商品開発とネットを活用した新規顧客獲得

1372 愛知県 Ｒｏｏｔｓ Ａｕｔｏ HPによる非対面型ビジネスモデルの構築と広告宣伝の内製化

1373 愛知県 プラスとマイナス オンラインヨガ導入及び占術活用の新規事業立上による顧客開拓！

1374 愛知県 MEL学習塾 非対面型ビジネスモデルの構築による安心安全な学習環境の実現！

1375 愛知県 B-SKY プロダーツプレイヤーによる非接触型オンラインレッスン開講

1376 愛知県 株式会社 夢尊ワークス 6180301033964 企業開拓による売上向上を目指すホームページの作成

1377 愛知県 日の丸屋旗店 脱アウトソーシング！昇華プリンター導入による自社一元製造

1378 愛知県 株式会社 山下建築 8180001136925 常時在庫木材を販売するネットショップ開設で販路拡大

1379 愛知県 三河温泉 株式会社 5180301030368 【感染防止対策を徹底した屋外BBQプランの構築】

1380 愛知県 山七水産 ラベルの社内印刷による在庫削減とサプライチェーン対応

1381 愛知県 喫茶 むつみ 新メニューの開発と弁当等の受注体制の強化

1382 愛知県 株式会社 石垣商店 6180001007855 CAD／CAMを用いた非対面での技術営業による販路開拓事業

1383 愛知県 Culture Islands サモアスイーツ「パニケケ」のEC販売事業

1384 愛知県 オートフェッセル 株式会社 2180001126799 ホームページリニューアルによる非対面型事業の強化

1385 愛知県 ヘアサロン タニカワ Withコロナでも安心して来店できる店内改装環境作り

1386 愛知県 Rapport 美容液のように細かいニーズに浸透！地元美容室の新たな挑戦！

1387 愛知県 奉達 株式会社 4180001110330 デリバリー・スマホオーダーの非対面型ビジネスによる販路開拓

1388 愛知県 保養整体室 えんじゅ 整体・カウンセリングをＰＲする看板・待合室・ＥＣサイトの設置

1389 愛知県 株式会社 スギテツ 7180301007876 顧客に解りやすい仮想住宅ソフトの活用で非対面営業でも売上ＵＰ

1390 愛知県 うの整骨院 オンラインによる新たな取り組み！非対面型治療で売上アップ！

1391 愛知県 Ｂｒｅｍｏｎｙ オリジナル珈琲豆販売のためのＥＣサイト付きホームページ作成

1392 愛知県 株式会社 ハーモニークリエイション 3180001105769 オンライン研修の全国拡販で、ハラスメントのない組織作り

1393 愛知県 株式会社 西日本セフティデンキ 7180001072122 「オリジナル商品を通販で！」スーパーピタットチューブ拡販事業

1394 愛知県 有限会社 ホーム・イン・ワン 3180002008021 ＷＥＢセルフ見積りシステム構築による個人ユーザー獲得事業

1395 愛知県 hair shop hori コロナ対策高齢者送迎・訪問カットサービスによる販路開拓事業

1396 愛知県 合同会社 歩 8180003017413 保守管理業務の非対面化に伴う内製化への環境整備

1397 愛知県 栄すし 有限会社 5180002063997 コロナに負けるな！本格的な寿司の出前とテイクアウト販路開拓

1398 愛知県 西村社会保険労務士事務所 コロナに負けるな！社労士が副業兼業相談ホームページ開設

1399 愛知県 有限会社 サンフレンズ 3180002084244 デジタル発券機導入による”訴求効果向上”と”売上拡大”

1400 愛知県 マコト設備 ドレンクリーナーで作業効率ＵＰ&滞在時間短縮で感染リスク減少

1401 愛知県 洋食家 Kitchen Piglet 移転店舗でのテイクアウト事業再開。認知度向上の為の販促物制作

1402 愛知県 有限会社 山本鉃建 3180302027844 密なく濃密相談！非接触オンライン営業で顧客獲得！

1403 愛知県 サクラカフェ ECサイトでの新たな販路とインターネットを利用した集客

1404 愛知県 株式会社 Ｏｗｌ 3180301027416 テイクアウトと通信販売による新たな事業展開で売上回復

1405 愛知県 株式会社 マルサ 1180001086202 ＥＣ販売、ＳＮＳによる商圏拡大事業

1406 愛知県 杉原ぶどう園 ”撲滅コロナ 苦しさもいつかは晴れる！”
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1407 愛知県 秋吉香里 ECサイトによるWEB講座で新規販路拡大

1408 愛知県 大福魚苑 オープンテラス・足湯の設置！非接触型接客による顧客満足度向上

1409 愛知県 横山ワッシャー 株式会社 6180001084465 ワッシャー加工×世界の織物による販路開拓とECサイトの構築

1410 愛知県 株式会社 ソワン 2180001066310 新メニュー導入による非対面痩身サービスの提供

1411 愛知県 パスタ・ラ・クリマ ＮＯ密レストラン～三密回避とテイクアウトメニュー強化～

1412 愛知県 株式会社 渡辺工業所 5180001104884 全集中！コロナ禍 販路拡大から新しいものづくり様式

1413 愛知県 ヘアステージソキウス 非対面式施術を可能にするための自動スタイリング機の導入

1414 愛知県 千代接骨院 足の悩み専門接骨院の新設による新規顧客開拓

1415 愛知県 株式会社 しんぐる 8180301033509 個室セルフエステでニューノーマル時代を美しく生き抜く提案事業

1416 愛知県 癒しの空間・Ｈｕｇ コロナ後の素敵な未来のために！Ｈｕｇがあなたを癒します。

1417 愛知県 Ｈｉｄａｍａｌｌｙ 母と子の自己肯定感を高め元気にする講座をオンラインで広める

1418 愛知県 株式会社カワサ 8180001092937 外注の廃業危機にも負けないコロナ禍におけるサバイバル事業

1419 愛知県 株式会社 雄山 7180001098217 対外的なコロナの拡大防止と社内における拡散防止

1420 愛知県 渦.jp 乾燥機導入により外部環境に影響されない自社内部の生産体制強化

1421 愛知県 正道会館 靭優会 「オンライン稽古・教材」の提供とWEBを活用した集客強化

1422 愛知県 株式会社Ｋ&Ｍ 8180001130952 新規販路開拓と安定受注の為のＥＣサイト構築と機械の導入

1423 愛知県 AUTO PLANNER ＫＺ 対面営業から非対面営業への転換のためのホームページ作成事業

1424 愛知県 株式会社レジェンドホールディングス 6180001098580 店舗内不具合の解消と共にネット販売の拡充で売上増大計画

1425 愛知県 山崎建設株式会社 8180301002059 個人住宅販売拡大は、ＷＥＢで完結、コロナ対応型ＨＰの構築

1426 愛知県 神明サロン 安心・安全な店づくりによるコロナ対策で顧客数維持への取り組み

1427 愛知県 Commercial office TOMATO ネットシステムによる新たな非対面型の写真ビジネス展開

1428 愛知県 ＤＩＥＺｃａｆｅ(ﾃﾞｨｴｽｶﾌｪ) ドライブスルー型カフェで、非接触のままＧＯＴＯビーチ！

1429 愛知県 アトラクティブアールシー オンラインピアノ教室開講と地域情報交換オンライン化

1430 愛知県 かね光間瀬精肉店 有限会社 5180002085323 コロナ禍を生き抜く非対面販売の強化

1431 愛知県 味工房 津つ井亭 法事用食事及びランチメニューのテイクアウト化による顧客拡大

1432 愛知県 FORCE GYM フィットネス・センター ウイルスから自分を守れるのは自分だけ！Ｌｅｔ’ｓ健康管理！

1433 愛知県 田中屋製菓舗 贈答用商品の開発による販路拡大

1434 愛知県 FORWARD SURF 新店舗と通信販売など商品を提供する新サービスで売上回復

1435 愛知県 Brain-Plus アプリ併用で効果を高めたオンライン研修／コーチング

1436 愛知県 株式会社和牛専門店久永 5180001103143 ＨＰ改造し新たな通販サイトの開設及び通販用新ラベルの作成

1437 愛知県 株式会社 プログレス 1180301027839 感染症対策の強化と通信高校開校で売上と利益をアップ！

1438 愛知県 株式会社 エスプリ 4180001084806 オンライン商談・営業による新規顧客開拓および顧客接点拡大事業

1439 愛知県 ＡＲＴＥＦＩＣＥ コロナ対策！！予約管理システム導入と売上ＵＰメニュー開発事業

1440 愛知県 有限会社 LTオート 2180302019768 WEB受注増加のための自社ホームページでの中古車品質見える化

1441 愛知県 株式会社マイスター 4180301029584 インターネット販売による非対面営業による新規販路の獲得

1442 愛知県 株式会社 アゲート 3180001103194 ヘッドマッサージ機器導入で新サービス提供し新規客獲得と売上増

1443 愛知県 オフィスリバーイン オンラインライティングスクール及び専用ホームページの開設
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1444 愛知県 カットホーム スギノ 店舗改装で安心安全、女性客の固定客化と新規客の獲得

1445 愛知県 奏楽工房 レーザー加工機を使って木とアートを暮らしの中に！

1446 愛知県 有限会社 光紙工 9180002052393 省力化機械導入での穴取り作業の内省化による新規客獲得・売上増

1447 愛知県 Ａｕｔｏ Ｎｅｔ コロナ禍必勝対策、若年層の取込みを行うためのＥＣサイトの構築

1448 愛知県 株式会社 コンディション 3180001108367 健康と美容の維持に貢献できる施術の地域ワンストップ体制

1449 愛知県 つぼく 店舗改装・デリバリー・新メニューにより、コロナを乗り切る

1450 愛知県 合資会社ミート 3180003007880 ネット販売商品の販路拡大及び設備投資による売り上げアップ事業

1451 愛知県 有限会社 丸八設備 6180002058518 新設備導入による、配管部材の自社製造販売

1452 愛知県 ダイヨシ・コーポレーション 株式会社 8190001003612 ドローンスクール受講予約システム構築事業

1453 愛知県 ハコビット 便利屋が行うIT活用型非接触サービスの提供による新規顧客獲得

1454 愛知県 オートクチュールスイーツ スイーツヒーロー研究所でスイーツプロデュース業と販売の強化

1455 愛知県 株式会社トルシープ 2180001096002 バスボートのバーチャル試乗体験を可能としたECサイトの構築

1456 愛知県 株式会社 リモート経理さん 5180001142257 業務動画サイト制作による信頼度向上と非対面での認知度向上

1457 愛知県 小島接骨院 接骨院が非対面型ビジネスモデルへの転換を考えた医療機器の導入

1458 愛知県 ＳＡＫＵＲＡＧＩ お客様に安心安全を！ 有人・無人のハイブリッド営業実現化事業

1459 愛知県 彩農園 常温でもおいしいタハラディップの新開発、ＳＮＳ利用の販売強化

1460 愛知県 BARBERIA 非対面型セルフ脱毛サービス事業

1461 愛知県 レディーバード コロナに負けない！テイクアウトとデリバリーで販路開拓

1462 愛知県 ミナト不動産有限会社 4180002088442 セルフエステサービスの提供に必要な機器導入と販促ツールの整備

1463 愛知県 株式会社 アイストンプ 4180001014052 ECサイト新規導入による新規顧客の獲得

1464 愛知県 食品販売 山芳 冷蔵設備導入による新サービス実施で売上と顧客満足度UPを図る

1465 愛知県 山里ちゃふぇ米粉シフォンケーキの店アトリ ECサイト開設と新商品開発による販売力強化事業

1466 愛知県 有限会社イケダオート 1180302003368 若者の夢を推す新たなサービスの販売促進事業

1467 愛知県 ティー・パーツ 合同会社 3180003017327 施主とのコミュニケーションを重視した営業力・商品力の強化

1468 愛知県 有限会社 都築仏壇店 4180302003506 位牌の非対面型受注システム構築のための販売促進事業

1469 愛知県 株式会社 阿部技建 6180001046184 インサイドセールス導入による非対面型の新たな営業活動の確立

1470 愛知県 ベーカリー＆カフェ たいいくぱん コロナに負けない安心安全なパン屋さんを目指して！

1471 愛知県 天中軒 製造機導入による生産性向上・ＨＰによる販路拡大

1472 愛知県 有限会社 魚友 1180002039407 キッチンカー事業化とＩＴを活かした新規事業戦略

1473 愛知県 有限会社 黒川時計舗 6180002089703 安心して来店できる抗菌店舗づくりとネットを通じた新規顧客獲得

1474 愛知県 AcquaRose 妊活オンライン講座及びオンラインサポートによる販路開拓

1475 愛知県 国産焼き鳥とんちき 鮮度が超⾧持ち！『氷感』による食品ロスゼロへのイノベーション

1476 愛知県 H.Bee Planning ディスプレイデザイン・ＶＭＤに関する発信と、ＥＣサイトの構築

1477 三重県 博多らーめん半蔵 店内混雑状況の発信と食券機導入による非対面化で売上拡大

1478 三重県 ももんが行政書士法務事務所 松阪市での在留資格申請業専門ウェブサイト（HP）の導入

1479 三重県 有限会社かご万 4190002023704 非対面型LPガスIoTシステムの活用による新サービスの提供

1480 三重県 四季さかな 店外でも、通販でも、どこでも「四季さかな」の味を提供！
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1481 三重県 パティスリーナカジマヤ ＥＣショップ参入で販路拡大とお客様の笑顔を獲得する

1482 三重県 有限会社 わらしべ 2190002008657 WITHコロナ時代に対応する非対面型ビジネスモデルの構築

1483 三重県 エーストラベル株式会社 7190001011756 「顧客の要望を第一に、安心と満足いただけるサービスの提供」

1484 三重県 陶工房みなみかわ 陶器オンライン販売体制の確立と当店でのオフライン体験への誘導

1485 三重県 MIEL JARDIN 本格フレンチディナーテイクアウトで競合と差別化と売上高確保

1486 三重県 株式会社 サンライト 8010401096224 店舗前にオーニングを設置してテイクアウトの環境整備

1487 三重県 明治牛乳磯部宅配センター 高齢化が進む地域への新規宅配事業と非対面型販路の拡大

1488 三重県 宮川鍼灸院 新たな生活様式への変化に対応するためのリモート治療の開発

1489 三重県 奥翔 コロナ禍に対応した新時代居酒屋へ！テイクアウトと感染対策事業

1490 三重県 株式会社ナミ不動産 2190001007932 非対面式商談環境整備構築による安心安全不動産屋

1491 三重県 株式会社 マルタカ農産 4190001024728 米や稲穂を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客の開拓

1492 三重県 有限会社 お菓子職人おとべ 4190002011849 新たなEC事業展開による既存客の絆強化と新規顧客の掘り起こし

1493 三重県 和牛石アミ焼肉たまちゃん ネット通販導入とネット予約システム及び宣伝による販路開拓

1494 三重県 アントニオ メッセージを紡ぐ！プリンター使用オリジナルケーキのネット販売

1495 三重県 有限会社 魚定 6190002012630 ホームページリニューアルとＥＣサイト開設による販路開拓

1496 三重県 キッチンやどかり 人気の肉盛り丼を真空パックで通販開始！全国にこのおいしさを！

1497 三重県 細井フードマネジメント合同会社 4190003003168 自社ブランド商品の開発とネットを通じた新規顧客開拓

1498 三重県 家作店 辰屋 非対面営業化とネット販売で販路拡大

1499 三重県 株式会社すこやか 2190001023822 非接触非対面のサービスを開始して、利用者様を笑顔にします！

1500 滋賀県 ヨコタ農園 ６次産業化の拠点「ＹＯＫＯＴＡ−ＢＡＳＥ」設営プロジェクト

1501 滋賀県 有限会社山下自動車 8160002007383 新サービス展開・顧客誘導事業「ムービング・インスペクション」

1502 滋賀県 株式会社山岡自工 3160001022537 モータースのアウトソーシング「エーミングサポート」の商品化

1503 滋賀県 株式会社成建 5160001006752 新測量システム導入による作業員間の接触削減と生産性向上事業

1504 滋賀県 丸栄商会 商圏内でのユーズドカー売買マッチング事業

1505 滋賀県 西田畳店 直接受注を獲得するためのホームページ改修

1506 滋賀県 橋本家具 株式会社 3160001002266 インダストリアルデザイン家具のオーダーメイド販売

1507 滋賀県 屋根屋いまい 直接受注獲得に向けたHP設置と調査・説明のためのツール導入

1508 滋賀県 River Land 新たな販路開拓と非対面ビジネスモデルの転換

1509 滋賀県 ＪＯＹ＆ＦUＮ ＨＰ一新！ネットショップの開始と新事業のための機器導入

1510 滋賀県 株式会社ビューロッジ琵琶 8160001001643 地元等からお客様を獲得するバーベキュープランのハード整備

1511 滋賀県 ＦＬＡＶＯＲ ＨＰ作成とネット販売参入からの販路開拓

1512 滋賀県 ビストロさくらyogo オープンテラスの新設とテイクアウト導入によるコロナ対策事業

1513 滋賀県 中川木工芸 比良工房 量産品の生産性向上を図り、新規顧客を獲得する

1514 滋賀県 宮崎料理と旨い酒ひなはる Withコロナ時代に、ファミリー層の新規顧客獲得のための事業

1515 滋賀県 伊串工務店 株式会社 8160001009703 相談型壁紙セレクトショップによる新規顧客獲得

1516 滋賀県 ＡＢＡＲＩＳ 本格フレンチ料理店のお気軽テイクアウト事業の本格開始

1517 滋賀県 有限会社瀬津工務店 4160002001051 品質とデザインの双方にこだわった天然木材の造作家具の販売
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1518 滋賀県 株式会社電気工事ツジ 3160001018007 クリニック経営者への熱交換ユニット工事訴求による新規顧客獲得

1519 滋賀県 有限会社二ツ屋 5160002002148 酒の店頭販売を強化するための店舗改装

1520 滋賀県 株式会社 シン工業 4160001021843 一般個人客からの外壁塗装直接受注による新規顧客獲得

1521 滋賀県 有限会社嫁人 4160002006117 ウィズコロナ対応～僕と私の結婚式 販路開拓事業

1522 滋賀県 株式会社柿本工務店 1160001003547 飲食店・保養所向け排水溝・排水管つまり解消事業の開始

1523 滋賀県 Noel Withコロナにおけるスナック新規顧客獲得事業

1524 滋賀県 中村刃物店 近隣のDIY・家庭菜園をされる方をターゲットとした販路開拓

1525 滋賀県 有限会社高見金物店 5160002001083 HP改修により、WEB販売を開始し一般顧客を新規獲得する

1526 滋賀県 株式会社フェリーチェ 3160001018270 料金受付業務の無人化など感染予防対策による販路開拓

1527 滋賀県 Lull.k 新サービスの導入と感染症対策の徹底による新規顧客獲得

1528 滋賀県 株式会社結喜 3160001019839 コロナ禍でも集客できる立地で、新たに始めるテイクアウトカフェ

1529 滋賀県 pizzeria魚幸商店 手作りソーセージを使ったホットドッグのテイクアウト専門店

1530 滋賀県 梅本建設工業 地元商圏におけるDIY顧客獲得強化事業

1531 滋賀県 株式会社タカラ建設工業 1160002004528 幅広い地域において公共機関からの受注を増やすためのHP開設

1532 滋賀県 有限会社ガルーダ 2160002002183 ホームページを開設し、整備事業の新規顧客を獲得

1533 滋賀県 Pasta＆Dolce ism 家庭で楽しめるismの『おうちごはん』シリーズの開発

1534 滋賀県 株式会社 Blue Net Jewelry 9160001018166 3Dプリンタを使った子供部屋向けペンダントライトの販売

1535 滋賀県 安井商店 自社ブランド清酒「勝馬」のブランド化による売上拡大

1536 滋賀県 肉の池元 「和牛かっぱ焼きの増産によるブランド育成事業」

1537 滋賀県 金子精密 溶接加工の内製化による納期短縮から目指す売上増加と新規開拓

1538 滋賀県 株式会社タキガワオート 5160001018244 最新テスター導入による車検の取り込み強化とＨＰによるＰＲ

1539 滋賀県 田辺精工 ３次元ＣＡＤの導入から目指す売上向上と新規販路拡大！

1540 滋賀県 炎炉牛肉 とくしま 主要顧客である企業団体客の毀損解消の為の女性客層の誘客事業

1541 滋賀県 エステティックサロン素肌美人 感染防止対策の為の個室化と非接触型エステメニューの導入

1542 滋賀県 有限会社 由貴産業 8160002014371 既存取引先の受注減少をカバーする新作業取組による販路拡大

1543 滋賀県 風野工房 気軽に立ち寄れるギャラリーづくりによる新規顧客獲得事業

1544 滋賀県 北川産業株式会社 1160001006558 観光地の渓流魚専門料理店からECサイトにより特産品を全国発送

1545 滋賀県 株式会社べんがら 8160001020924 非対面ビジネスの移動販売車によるケータリングサービスの確立

1546 滋賀県 佐治タイル株式会社 7160001011916 タイルのネット販売によるコロナ社会に沿った事業転換

1547 滋賀県 株式会社 心笙 1160001019378 真空包装機及び冷凍庫導入でネット販売開始

1548 滋賀県 LEAN BODY STORE 会員専用ＨＰによるオンラインダイエット・トレーニング指導

1549 滋賀県 株式会社 浅井三姉妹の郷 8160001019264 新型コロナ拡散対策用の販売システムの構築と団体飲食予約の導入

1550 滋賀県 株式会社レイアンドカンパニー 3160001011176 「製品説明動画に連動したQRコード付き新カタログ推進事業」

1551 滋賀県 株式会社 琵琶湖テック 5160001020737 オンリーワン加工機械導入で、新規顧客開拓と継続的な売上の確保

1552 滋賀県 株式会社村山電産 9160001013530 新規取引先からの新規設備導入要請対応による受注機会拡大事業

1553 滋賀県 オカスポーツ キッズコーナーの設置による新規顧客獲得事業

1554 滋賀県 ＧＥＴ ＮＥＴ ファンの獲得と購買意欲を高めるＷＥＢとＳＮＳの連携
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1555 滋賀県 アロマサロンゆくりな ネットショップを含むホームページの作成による非対面事業の実現

1556 滋賀県 株式会社藤田電気工業 6160001011264 にんにくで免疫力アップ！ＥＣサイト構築による販路拡大

1557 滋賀県 １pigna ステーキレストランが提供する洋食お惣菜の店頭販売事業

1558 滋賀県 淡海酢有限会社 2160002011382 新商品開発とネット販売による販路開拓事業

1559 滋賀県 渡辺糀店 創業百年の糀製造を継続させるための直売体制強化事業

1560 滋賀県 株式会社 アイル 3160001019178 大型の雑木・草刈り機を導入して新たな樹木伐採契約締結を目指す

1561 滋賀県 Cha Lu-Lu 脱毛サービスの開始による総合美容サービス店としての販路拡大

1562 滋賀県 有限会社鮒清 8160002009834 個室対応によるソーシャルディスタンスの強化と衛生管理の徹底

1563 滋賀県 株式会社スナッツフーズ 1160001017357 新商品クレープバーの小売業界への販路開拓

1564 滋賀県 Delicious Acai 新規サービス「デリバリー」の導入で新規顧客の獲得

1565 滋賀県 株式会社村西商会 3160001008817 地域と顧客をコロナリスクから守る、最新サービスの展開

1566 滋賀県 株式会社キーテック 3160001013775 オンライン工場見学を用いた遠隔商談を可能にする仕組みの導入

1567 滋賀県 株式会社ケースタイル 6160001017160 新事業・当店の強みを生かした近江牛ハンバーガーで販路拡大

1568 滋賀県 比良利助 鶏舎のイメージアップを図り小売化による売上ＵＰ

1569 滋賀県 近江路 コロナから始まる新たな飲食店の店づくり

1570 滋賀県 有限会社 カネハチ食品 4160002011257 WEBマーケティングによる増収・増益プラン

1571 滋賀県 ヘッドマッサージ ひよりーな コロナ社会に対応した店舗の受入態勢の整備による販路拡大事業

1572 滋賀県 合資会社オールシルク 4160003000036 「機能性シルクマスク」の試作開発と販路開拓事業

1573 滋賀県 花久造園 薬剤散布なら花久造園にお任せ！ドローンを使った販路拡大事業

1574 滋賀県 Ａｏｚｏｒａ ＨＰ（ネット予約・ＷＥＢショップ）とチラシを活用した新規獲得

1575 滋賀県 みちくさ 予約サイトで、湖北の郷土料理、焼鯖そうめんをテイクアウト‼

1576 滋賀県 カーショップツイン 持ち込み歓迎！部品・タイヤ取付けサービスによる新規顧客獲得

1577 滋賀県 株式会社GAFCREATE 4160001005689 住空間にWallArtを求める富裕層の新規顧客獲得

1578 滋賀県 株式会社市川農場 5160001017519 接触機会の減少と三密防止対策を同時に行う非対面型直売所

1579 滋賀県 株式会社安藤製材所 2160001008017 withコロナ住宅を提案するオンライン接客体制構築事業

1580 滋賀県 メガネ２１ 能登川店 外注工程の内製化によるサプライチェーン毀損への対応

1581 滋賀県 株式会社Ｂａｒｒａｎｃａ 7160001021840 ホームページリニューアルによる非対面販売で新規顧客獲得

1582 滋賀県 丸三ハシモト株式会社 5160001007313 新琴糸増産促進のための生産設備リモート管理システムの導入

1583 滋賀県 賑わい屋小芋ちゃん お弁当販売車によるテイクアウトリピート客増加計画事業

1584 滋賀県 尾﨑の育てた野菜。 安心・最高食材の安定供給によるネットを通じた新規顧客への販売

1585 滋賀県 中国菜館 登龍門 看板のリニューアルで「テイクアウト」ができる店をPR

1586 滋賀県 田中葬祭株式会社 6160001021866 屋外焼香スペースの設置による新型コロナウイルス感染症対策

1587 滋賀県 プライベートサロンロゼッタ まつエクのＰＲ強化と新規美容メニューによる販路開拓事業

1588 滋賀県 アン美容室 確かな技術力とコロナ対策を地元にアピール

1589 滋賀県 百合華音楽教室 教室拡張とオンラインレッスンによる新規受講生の獲得

1590 滋賀県 木村織物株式会社 4160001011869 生地の切り売り販売開始による新たな顧客層の開拓

1591 滋賀県 下田武司琵琶湖バスフィッシングガイドサービス 最新鋭魚群探知機による釣果アップで顧客増加
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1592 滋賀県 川島酒店 地酒品揃えの充実と冷蔵陳列で品質管理体制の向上で販売力アップ

1593 滋賀県 いしべ整骨院 超音波画像診断装置導入による診療効率化と新規患者の獲得

1594 滋賀県 北村工業株式会社 3160001002175 ミニショベルカー導入による掘削作業の効率化

1595 滋賀県 株式会社 エフレボ 8160001017391 非対面で行うパソコン教室の環境づくりと販路開拓事業

1596 滋賀県 山本米穀株式会社 3160001008123 コロナ禍の社会にやさしく、おいしいお米販売の実現

1597 滋賀県 宮川クリーニング店  無人サービスルーム設置による感染病対策と営業時間延⾧の実現

1598 滋賀県 株式会社薬舗たんぽぽ 4160001014723 Webを活用した非対面型での健康とダイエット相談を構築

1599 滋賀県 有限会社山中鉄工 9160002005254 新たな戦略「個人のお客様向けオリジナル商品の製作」で販路拡大

1600 滋賀県 お米農家のよこい コロナ禍における自社生産物での新商品開発と販路開拓事業

1601 滋賀県 有限会社大與 9160002011368 コロナ禍における販路開拓と生産体制強化による売上回復事業

1602 滋賀県 有限会社ブルーベリーフィールズ・紀伊國屋 8160002004109 コロナ禍における非対面型ビジネスモデルへの転換事業

1603 滋賀県 森建装 防音型塗装機械の導入による販路の開拓と新規顧客の獲得

1604 滋賀県 レインボームーン ウイルス感染症対策の消毒・除菌・抗菌コート事業

1605 滋賀県 有限会社 鴨石 4160002004244 ランチメニュー・ホームページの見直しによる新規客の取込み

1606 滋賀県 南極堂 販路拡大・販売数増加に取組むための製餡機の導入

1607 滋賀県 アトリエ アールヌーボー 国外向け自動車部品ECサイトの設置と新製品開発、広告

1608 滋賀県 hair salon CHA-CHA 密にならないお店作りとネット予約・ネットショップの整備

1609 滋賀県 株式会社優月電気 7160001021535 非対面型工事受注予約システムの構築と自社宣伝で新規顧客の獲得

1610 滋賀県 株式会社アイテック 6160001017311 ３Ｄプリンター導入によるテレワークの実施と自社ＨＰの製作

1611 滋賀県 株式会社 湖北農機 6160001007238 商談専用ブースの設置で、お客様が安心できる環境整備

1612 滋賀県 有限会社うすなが 9160002014610 ホームページの製作とネットショッピングの開設による販路開拓

1613 滋賀県 株式会社 おおやま工務店 4160001017940 非対面で内覧できるＶＲツアー新設による工務店の販路拡大事業

1614 滋賀県 拉麺ハッパ 電子決済機能付き券売機と冷水機設置で安全な食事を提供！

1615 滋賀県 フォトハウス松坂 今できる地域コミュニティ・自慢の手作り惣菜で地元を元気に‼

1616 滋賀県 奥野農機 店舗改装によりお客様との対面時間短縮での営業方法の改革

1617 滋賀県 松月旅館 女性も安心して宿泊いただけるビジネス旅館への転換

1618 滋賀県 酒のひがしら 自然食品の宅配サービスと店舗リニューアルによる新顧客の獲得

1619 滋賀県 ゲミュートリヒ珈琲 インターネット販売であなただけのオリジナル珈琲を自宅にお届け

1620 滋賀県 Novo Visual Beauty Salon 「家庭で気軽にヘアケア」事業実施で販路開拓を目指す

1621 滋賀県 有限会社HOPE 4160002004590 「金沢屋抗菌サービス」によるBtoB依存体質からの脱却！

1622 滋賀県 株式会社すし慶 5160001007965 お客様に安心して御来店いただくための新しい生活様式対応事業

1623 滋賀県 合同会社ルード 2160003001655 インターネットカフェ区画の非対面式完全個室ブース導入工事

1624 滋賀県 株式会社太郎 2160001020070 非対面受注システムの構築と新たなテイクアウト商品の開発

1625 滋賀県 一叶ichikaパーソナルスポーツリハビリテーション オンライン無料カウンセリング&セルフケア指導で新規顧客の獲得

1626 滋賀県 なごみ工房 ソーシャルディスタンス及び客席確保の為のテラス席増設

1627 滋賀県 原田サービス合同会社 6160003001602 3Ｄ機材導入による非対面型商品撮影代行ビジネスの開設

1628 滋賀県 合同会社ライフガーディアン 9160003001938 オンラインを活用した営業活動の強化と金融教育事業の推進
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1629 滋賀県 有限会社大治工務店 8160002011071 非接触・非対面による新たな建築営業様式の確立

1630 滋賀県 株式会社ツジヤ 1160001005386 買い物弱者支援とシェア拡大に向けた「移動販売型スーパー」事業

1631 滋賀県 自家製麺と定食 弦乃月 無添加・無化調のテイクアウトグルメの開発によるサービス提供

1632 滋賀県 料理 大谷 テイクアウト、コロナ渦の中でも楽しめる会席の提案で販路拡大

1633 滋賀県 安田包装 新型コロナウイルス感染症対策製品の新規製造事業

1634 滋賀県 西川運送有限会社 4160002011439 お客様が事務所に来る地元密着運送会社への改革

1635 滋賀県 みずほ製菓 つきたてのお餅をコロナ禍のおうちに届ける保存期間延⾧事業

1636 滋賀県 内林クリーンサービス エアコン分解洗浄サービスの導入により販路拡大

1637 滋賀県 有限会社竜王メディアセンター 7160002011023 ECサイトと折込チラシによる非対面の物販事業

1638 滋賀県 タイヤショップカキゾエ コロナ対応非接触設備導入による顧客満足向上と新規顧客獲得

1639 滋賀県 有限会社 鳥中 4160002011414 商品の生産性、品質、供給体制を向上して非対面非接触モデル促進

1640 滋賀県 カー・ステーション・オカダ有限会社 7160002008829 G−scan tab導入による自動車部門の強化・コロナ対策

1641 滋賀県 有限会社 宝船温泉 1160002011391 宅配サービス「お取り寄せ」強化とビワイチ参加者取り込み

1642 滋賀県 ouchi 美容店の動画による非対面提案とＳＮＳによる非対面相談の取組

1643 滋賀県 有限会社 綿庄食品店 3160002011613 仕出し、テイクアウトの促進と観光客誘致事業

1644 滋賀県 川島酒造株式会社 5160001011851 コロナカ禍での少量多品種化に向けたラベルプリンター導入

1645 滋賀県 有限会社 ライスステーションタカシマ 6160002011726 ドローン導入による高付加価値商品等の強化と非対面モデル構築

1646 滋賀県 どんき～。 製麺機能の増強と手打ちうどんのテイクアウト販売開始等

1647 滋賀県 楽らくキッチンカー 自粛疲れに癒しを！スパイスカレー専門キッチンカーで販路拡大！

1648 滋賀県 関西鍼灸院 現場から発信！『機能的でおしゃれな介護衣服』の販路拡大事業

1649 滋賀県 有限会社マツク五 4160002001761 コロナ禍における割烹店の強みを生かした仕出し対策の強化

1650 滋賀県 梅原水産 コロナピンチを販路開拓のチャンスに！～テイクアウトへの挑戦～

1651 滋賀県 有限会社ジェイブレス 2160002004188 ニューノーマルと従来の販売方法を両立した中古車購入サイト構築

1652 滋賀県 手づくり和菓子 みのりや 新しいお客との絆を求め、販売サイト開設とお取寄せ需要への対応

1653 滋賀県 有限会社大友 2160002000328 コロナ禍での真空加工による安心・安全な健康食の練り製品の提供

1654 滋賀県 ＣＯＡＣＨ学習塾 コロナ禍のニーズに対応するため個別指導で販路開拓を図る

1655 滋賀県 有限会社 茶のみやぐら 1160002005724 オープンテラスで朝宮茶！３密回避の屋外飲食スペース設置事業

1656 滋賀県 株式会社 お米の家倉 3160001019252 生産環境のコロナ対策実施と、米のEC販売強化による販路開拓

1657 滋賀県 コクユ株式会社 6160001007782 製品の検査供給を継続・不適品を再利用する内製化計画事業

1658 滋賀県 有限会社福永建設 7160002007351 小規模工事に対応するため小型重機導入で販路拡大を図る

1659 滋賀県 公文式速水教室 ＺＯＯＭシステムを使った非対面型学習導入による顧客獲得

1660 滋賀県 そふぁら 内製化のための設備導入とＥＣ販売による販路開拓事業

1661 滋賀県 Trip Salon くれよん 訪問美容師を目指す方の為のオンライン育成講座へＴＲＩＰ！！

1662 滋賀県 コケッコーズ合同会社 4160003001851 きなこ揚げパンの販路開拓ができる移動販売方法の構築

1663 滋賀県 村田工務店 ハウスメーカーに負けない３D設計と非対面営業から売上拡大

1664 滋賀県 みのり農園株式会社 1160001020377 ECサイトを通じたオリジナルブランドの調味料等の販売

1665 滋賀県 イチキューモブラー ホームページの開設でコロナ禍を乗り越える非対面ビジネスを導入
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1666 滋賀県 株式会社 ゆたか 8160001015081 美白化粧品のオンライン販売

1667 滋賀県 株式会社Ｔ−ＷＯＲＬＤ 3160001022421 車両展示スペースの改修と非対面型商談の開始による新規顧客獲得

1668 滋賀県 株式会社ケンゾー 6160001017204 ペットフード・用品のネット販売強化に伴うＥＣサイト制作事業

1669 京都府 クリエイティブスペースGate 不安不満を解消するメニュー提供のための設備導入と商品のWEB

1670 京都府 株式会社コンセプトデザインラボ 3130001062668 聴覚障害者に対応したユニバーサルデザインのオンライン講座開講

1671 京都府 株式会社吉村建設 5130001043170 着工前の測量作業を内製化して競合他社との差別化による販路開拓

1672 京都府 理容イノウエ 贅沢空間を独り占め出来る究極のプライベートサロン

1673 京都府 株式会社fun da mental 6130001065098 非対面、非接触でのオンライン講座開設による新規顧客開拓事業

1674 京都府 株式会社能見工務店 4130001053749 手刻みで建てる木組みの家～伝統的な工法の発信・新規顧客開拓～

1675 京都府 ネットロジックス合同会社 9130003004877 販売管理システムの開発とテレワークによる顧客満足度向上

1676 京都府 森登記測量事務所 高齢者も対応可能な非対面システムをPRした集客活動への取組み

1677 京都府 宮幸建設株式会社 9130001036939 ミニショベル導入で、民間リフォーム工事受注力アップ！

1678 京都府 株式会社ファインズアート 3130001039121 最新設備導入とデザイン力を活かした非対面型ビジネスの構築

1679 京都府 株式会社京菜 7130001037047 印刷工程の内製化と新商品開発のサイクル短縮による販路拡大計画

1680 京都府 株式会社 播磨園製茶 4130001039070 オンライン小売事業の強化による非対面ビジネスモデル転換

1681 京都府 京和あずま株式会社 8130001036675 「新販路に対応する商品を自社で製造するための取り組み」

1682 京都府 and more contents プラスアルファの施術メニューでご家族皆様が満足できるサロンへ

1683 京都府 有限会社丹羽荘 4130002033997 テイクアウトカフェを活用し、密を避けた集客・売上向上

1684 京都府 山﨑内装工業株式会社 8130001006956 新型製品検反・巻き取り機導入による小口需要への対応

1685 京都府 マルリ大谷茶園本店 お茶の頒布会（EC通販）で販路拡大！非対面双方向モデルの導入

1686 京都府 和茶園 和束産発酵茶の内製化

1687 京都府 アルモニーア ピンチをチャンスにかえる！高齢者向け陶芸教室による販路開拓

1688 京都府 株式会社 馬と鹿 3130001066239 動画講座とオンライン講座の開発と、オンラインでの新規顧客獲得

1689 京都府 ハウジングワークス イジリ 工事費積算ソフト導入による中小零細建設業者技術支援で販路拡大

1690 京都府 CHICO 集客力強化と非対面型販売の実現

1691 京都府 映像制作ファクトリー １５秒PR動画制作サービス

1692 京都府 株式会社 さわ 1130001057265 丹波黒枝豆の生産・販売拡大を可能にする設備導入

1693 京都府 鉄板とお酒 久蔵 向日市観光交流センター「まちてらすMUKO」カフェブース運営

1694 京都府 あじひろ 物集女 テイクアウトの周知による新たな販路の獲得と非対面販売の拡大

1695 京都府 上嶋爽禄園 希少種のお茶の内製化による高品質化と商品の充実化

1696 京都府 ゆとり居酒屋 宴 -UTAGE- 新規顧客獲得のための非対面事業への展開と店舗改装

1697 京都府 茶舗 圓通 玄米の内製化と新商品（各種の粉末茶）の開発

1698 京都府 とみやま米穀店 新規顧客向け東北地方の新ブランド米と玄米等のネット販売事業

1699 京都府 有限会社芳樹園 8130002029950 ほうじ茶ティーバッグ製品化のための設備投資とネット販売

1700 京都府 まり音楽教室 新型コロナウイルスに負けない音楽教室の経営改革

1701 京都府 好美スリッター 銀Agフィルム使用の抗菌消臭作用のマスク製作と新規販路開拓

1702 京都府 ｅｅｌ英会話 タイピング力と英語力を相乗効果で高める英会話スクール
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1703 京都府 岡田電工 コロナ禍に負けない。業務用エアコン事業参入による事業拡大

1704 京都府 株式会社 奥西緑芳園 6130001038673 ホームページ作成新装による宇治抹茶の販路開拓事業

1705 京都府 ｊｉｕ ｓａｎｄａｌｓ ＆ ｂａｂｙ ｓｈｏｅｓ 世界に羽ばたくデザインシューズの生産体制強化、新規顧客獲得

1706 京都府 市位整骨院・鍼灸院 ＷＥＢ動作分析システム導入とＥＣサイト構築による新販路の開拓

1707 京都府 株式会社ボディーショップシオミ 6130001033757 会わずにスマホで簡単見積～選べる入力フォームＨＰ運営事業

1708 京都府 杜ノ匠ノ 有機質肥料などの資材製造販売事業による売上の向上

1709 京都府 株式会社C4cars 6130001066360 商品価値を落とさない自動車トータルサービスECサイト事業

1710 京都府 丸山染工 海外販売用ＥＣサイト・受注管理システムの構築

1711 京都府 森岡商店 現代版「大福帳システム」構築による販路・売上拡大

1712 京都府 津多屋 京都最大級の氷室をPR!歴史を伝えるカキ氷テイクアウト

1713 京都府 株式会社オプトイノベーション 3130001061018 社内設備強化によるコロナウイルス除菌装置開発・製作・事業化

1714 京都府 食道具 竹上 オンライン展示会出展と片刃ペティナイフ販売計画

1715 京都府 株式会社アクセルオン 4130001045275 再ボディコーティングの必要性を訴え、顧客生涯価値を高める。

1716 京都府 古川末三郎商店 ＨＰを活用したオンライン営業による肥料の販売先の開拓事業

1717 京都府 株式会社 京一屋 1130001057380 地域の良質なコメを消費者の食卓へ、卸業から小売業への進出事業

1718 京都府 合同会社 竹繊維研究所 2130003005295 世界初の葦繊維と綿混毛紡績製作とその製品をネットショップ販売

1719 京都府 竹内村上ATELIER一級建築士事務所 京都の空き家×地元の無垢材で癒しのカスタムリノベーション

1720 京都府 NOBUKO-DESIGN 「日本古来の技法で染める色落ちしない天然藍染布のウェブ販売」

1721 京都府 ｏｋｕｌｕ株式会社 5130001066527 オンライン受注と移動販売車による配達で密を避ける販売の実施

1722 京都府 有限会社鳳城苑 4130002032215 「まゆの華」丹後ちりめんの絹100％ブランケットの新商品開発

1723 京都府 菊水食品株式会社 4130001040631 与謝野のソウルフードは清竜が守る！非対面型居酒屋への取組

1724 京都府 三宅家具製造店 コロナ禍で変わる新たな生活様式に合わせた愛用家具の提案

1725 京都府 味の台所 中々 テイクアウト事業開始による販路拡大

1726 京都府 クラブコング株式会社 8130001030736 オンラインレッスン配信事業「オンライン・レッスンマーケット」

1727 京都府 ほりい商店 ご当地フードトラックグルメのネット販売事業

1728 京都府 株式会社ミュゼ 9130001039859 トレンド対応力を生かした新サービスと情報発信事業

1729 京都府 有限会社リーブル 4120002075355 若い世代のパンニーズに応える商品のラインナップ実現への取組

1730 京都府 株式会社 森忠建設造園 2130001036953 「ミニグランピング施設展示場作成」による需要喚起事業

1731 京都府 カットハウス Ben 神シャンプー台導入による最高の癒しとインスタ映えする店作り

1732 京都府 坂本印刷所 コロナ禍前の水準に売上を戻すための名刺の内製化事業

1733 京都府 リラクゼーションサロン ラ カノン 「CⅢミラー」導入による非接触型サロンへの転換事業

1734 京都府 カントリーハウス株式会社 5130001038963 非対面でも納得のオーダーメイド設計住宅販売サイト運営事業

1735 京都府 株式会社ies 2130001052240 オンライン会議システムを活用した非対面授業の実施

1736 京都府 小倉英治 非対面型ビジネスモデルへ転換、新規顧客開拓で売上確保する事業

1737 京都府 トシアンティークス ウェブページを使った非対面営業への業態転換による販路拡大

1738 京都府 gama da gama 独自の商品を各地に積極展開、地方活性販路開拓事業

1739 京都府 株式会社 アーネスト 2130001058015 新設備投資を行い、新たな販路を開拓する
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1740 京都府 有限会社カフェ・グリーン 7150002010389 ＥＣサイト新規構築と同時にキャッシュレス導入

1741 京都府 ＭＤプレス工業株式会社 9122001028751 ＩＴ連携事業可能なＷＥＢサイト構築による営業、新規事業の推進

1742 京都府 言葉と声 「動画発信により非対面で売上を上げる」為のオンライン教育事業

1743 京都府 有限会社フレンドヒル 4130002024939 日本未発売ドッグフードの通信販売による販路拡大と感染防止策

1744 大阪府 有限会社 緑輝園芸 3120102017398 インターネット広告とクラウド型の管理システム構築

1745 大阪府 ヒッキ―溶接 自社工場をフル活用しインターネット上からの新規顧客開拓を狙う

1746 大阪府 おがたはりきゅう整骨院 リモートヨガで家族みんなの運動不足を解消！

1747 大阪府 株式会社くるみや 3120101047966 新商品の開発及び、新規販売先の開拓

1748 大阪府 ミナミ薬局 非対面型、漢方カウンセリングシステムの構築

1749 大阪府 株式会社矢野材木店 1120101055871 各樹種自社加工ハギ板集成材の新規顧客獲得

1750 大阪府 mai..nail ネイルサロンにおけるネットを通じた新規顧客獲得

1751 大阪府 ブランジェリーショコラ デリバリー限定のセット商品販売とＷＥＢによる予約体制の構築

1752 大阪府 有限会社南大阪保険事務所 3120102020253 訪問活動から非対面販路への転換による新規顧客獲得事業

1753 大阪府 Padma ぽっちゃり体型向けのオンライントータルファッションの提案

1754 大阪府 クリーンキーパー柏原 積極的なＰＲと業務効率をアップして売上拡大事業

1755 大阪府 株式会社田辺工業 6122001033003 非対面での販促・サービス提供に向けた設備・システム投資

1756 大阪府 早川縫製工業株式会社 2122001029681 柔道衣の縫製技術を活用した雑貨・アパレル分野への新規進出事業

1757 大阪府 近畿リビング株式会社 4122001023501 現況対面営業からインターネットを活用した新規顧客獲得手法確立

1758 大阪府 キクイ印刷工芸社 抗菌加工しているサービス記録伝票の通信販売

1759 大阪府 株式会社日本ユーア 1120001178351 インターネット販売による非対面型ビジネスの革新計画

1760 大阪府 PRIME. オンライン美容コンサルティングとホームケア製品販売ECサイト

1761 大阪府 Gift オンラインを使った片づけサポートと広報強化で新規顧客を開拓

1762 大阪府 香港海鮮料理 季し菜 安心安全な感染予防対策と真空パックによるテイクアウトの強固化

1763 大阪府 温カフェ テイクアウトメインのお店への切り替え

1764 大阪府 株式会社SSコーポレーション 7120901041165 オーガニック食材の量り売り

1765 大阪府 おんぷＣＬＵＢ 非対面でのサービス提供とウエブサイト構築による経営安定化計画

1766 大阪府 キングオート キッチンカー導入による災害や天候に左右されない移動販売事業

1767 大阪府 Pikake Jasmin 非接触化営業に切り替える為オンライン配信型へ移行、販路拡大

1768 大阪府 コレクトリテイリング 自社ＨＰ及びＥＣ構築による汗ジミ防止インナーの販売と販路拡大

1769 大阪府 ＡＢＣ Ｅｎｇｌｉｓｈ Do you try English in ＣＯＲＯＮＡ？

1770 大阪府 有限会社水野工業所 1120902001586 製造業が小売に挑戦！アルカリイオン水で除菌をみんなで

1771 大阪府 岩永商店 HP作成による市場認知向上及びテレワーク環境の整備

1772 大阪府 近畿エア・テクノス株式会社 9120901016727 HPの作成によりECサイトへ連携して非対面で新たな販路開拓

1773 大阪府 ポーラ ラ.フルール 『肌・癒しオンライン窓口』の開設による新規販路開拓

1774 大阪府 関西カーボン加工株式会社 8120901040257 三次元スキャナーの導入による新規顧客獲得と新分野の開拓

1775 大阪府 What’s Michael？ 新型コロナウイルス感染予防対策の為の自動注文システム導入

1776 大阪府 ライラック美容室 新しい生活様式に対応した安心・安全なサロンづくり
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1777 大阪府 カフェ＆スタジオレゲエ（藤井寺JAMJAM） 音楽ライブの配信等による新たな新規顧客獲得

1778 大阪府 輝望館 藤井寺教室 コロナ対策の学習環境の整備とネットを活用した販促活動

1779 大阪府 御菓子司 吉乃屋 LINE＠を起点としたネット販売経路の拡大

1780 大阪府 掌 うどんのテイクアウトに加え、中華総菜のデリバリー開始

1781 大阪府 農家の居酒屋８３１ ハンディターミナルで安全提供と素材を活かせたテイクアウト開発

1782 大阪府 N-CLOSET18 HP・広告作成と美容技術のオンライン講義

1783 大阪府 有限会社川幸 4120102028163 ~コロナ不況からの脱出~ネットショップ『あつまれお酒の森』

1784 大阪府 株式会社 薔薇園 4120101051091 商品品揃えの増強とインターネット販売の立ち上げ

1785 大阪府 辻茂製菓有限会社 9120102027994 販路拡大・新商品開発で売上向上及びブランド力強化

1786 大阪府 Color dental Labo デンタルスキャナーの普及を見据えたビジネスモデルの構築

1787 大阪府 三国スポーツ 受注生産オリジナル商品のオンライン接客販売と新規顧客開拓

1788 大阪府 Lapis 新フェイシャル商品開発とＥＣサイト設立による非対面商品販売

1789 大阪府 Lifo 新たな結婚式の２人のプロモーションビデオプロジェクト

1790 大阪府 株式会社加賀 3120101023661 新型コロナウィルス感染症を乗り越えるテイクアウトの取組

1791 大阪府 キタデンシ株式会社 3120101032010 新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために1/6以上投資する

1792 大阪府 有限会社ワークスエンタープライズ 9122002015609 地元テナントに自社ポータルサイトを無料開放して販路開拓

1793 大阪府 casa mio 安心・安全のコロナウイルス対策とネットショップで売上回復

1794 大阪府 ニット商事株式会社 6120101032338 手作りニットの良さを伝えるECサイトで販路開拓

1795 大阪府 オリーブ27 手作りアイテムとマダム服をECサイトで販路開拓

1796 大阪府 美容室 スタジオ ジークレフ 感染予防策を徹底！安心のマンツーマンサロンの顧客獲得事業

1797 大阪府 輝望館 ネットを使った非対面型学習と安心して学習できる環境の整備

1798 大阪府 フェリーチェ 非接触サービスを活用しての新規獲得とコロナ対策の環境整備

1799 大阪府 合同会社SARAH 7122003001015 運動中も呼吸しやすい！マスクの開発とオンライン販売

1800 兵庫県 つなぐキッチン 月額課金型会員サイトの新規立ち上げと、ＥＣ販売による販路拡大

1801 兵庫県 ライフ・カイロプラクティックラボ 電子カルテ・顧客管理システムでオンラインセッションを可能に

1802 兵庫県 Left Alone WEBサイト（和英）作成による国内外へのライブ動画配信の周知

1803 兵庫県 エビスクラフト合同会社 3120003010700 真空パック装置を活用した新商品開発とECサイトによる販路拡大

1804 兵庫県 マノカルダ株式会社 4140001106877 保育園⾧が新たな挑戦！大人も子どもも楽しむ里山農園wacca

1805 兵庫県 Re:mind 非対面型カウンセリング導入による販売エリア拡大と新規顧客獲得

1806 兵庫県 此の友酒造株式会社 1140001046804 WITHコロナを前提とした非対面型営業推進による販路開拓事業

1807 兵庫県 合同会社きよし水産 3140003015466 地元海産物の魅力発信と非対面型販売による販路拡大事業

1808 兵庫県 Place 428 地域に密着した販路開拓（Withコロナ）事業

1809 兵庫県 PILATES STUDIO３７５ オンラインレッスンの確立と情報発信による販路拡大事業

1810 兵庫県 カミノ珈琲 オリジナルギフト商品のネット販売開始による販路開拓計画

1811 兵庫県 コムサポートオフィス 研修メニューのデジタルコンテンツ強化による販路開拓と業務改善

1812 兵庫県 ナカイストアー 地域老舗酒店が提供するオリジナル商品の販路開拓事業

1813 兵庫県 株式会社マサキ 4140001106191 非対面作業方式の導入および生産性向上による販路拡大計画
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1814 兵庫県 尾崎施術院 公式ホームページ開設とレンタル用マットビジネスの展開

1815 兵庫県 株式会社丹波婦木農場 5140001112684 小麦の自社製粉体制構築による新たな販路開拓事業

1816 兵庫県 ＶＩＶＡＣＥ 体質別に特化した非対面のオンラインダイエットカウンセリング

1817 兵庫県 ル・グラン・トレゾワ モバイルに特化したECサイトへの転換及び非接触機器の導入

1818 兵庫県 スミタニ ゴルフ アカデミー HP導入でのインターネット予約、ECサイトでのクラブ販売等

1819 兵庫県 名色荘 新規顧客獲得のためのホームページリニューアル事業

1820 兵庫県 株式会社篠山繊維 1140001041722 ネット販売による新規顧客獲得とブランド認知ＵＰ

1821 兵庫県 柴田水産 ネットとリアルを融合した直売強化による平均販売単価向上

1822 兵庫県 Ｄ．Ｌ．Ｐ 認知度向上およびコロナ時代に対応したオンラインビジネスの展開

1823 兵庫県 株式会社エルエルシーコンピューター 4140001077417 リモート保守メンテナンスサービスのPRによる売上拡大

1824 兵庫県 カラオケスタジオ歌仲間 自販機コンビニ転換でボックスを再生・スタジオ進化は２Ｆ移設で

1825 兵庫県 有限会社ポップ・アイ 2140002019898 キャラクター店⾧での楽天市場出店による新規顧客開拓と販路拡大

1826 兵庫県 ミルフルール オンラインによる商品販売およびレッスンへの転換

1827 兵庫県 Origym Ashiya 自宅で出来るオンラインフィットネスサービスによる新規顧客獲得

1828 兵庫県 ドッグブティックmint オーダーメイド商品をはじめとする非対面式ビジネスへの転換

1829 兵庫県 Yuri-Therapy 非対面で環境改善・オンラインによる風水アドバイス

1830 兵庫県 株式会社NOTICE 5140001077820 中小企業に特化した女性社員の戦力化支援（オンライン動画開発）

1831 兵庫県 株式会社くまだ建工社 5140001046511 就業管理システムによる感染防止を図った営業強化による販路開拓

1832 兵庫県 北垣建設株式会社 2140001046506 接触回数を減らすためリモート営業を兼ねたＨＰの改修事業

1833 兵庫県 有限会社四国レジャー企画 2480002011185 WITHコロナ時代に適応したテーブルオーダーシステムの構築

1834 兵庫県 カフェ・ド・あじゅーる カフェ・ドあじゅーる「レンタルスペース」サービスの開始

1835 兵庫県 但東自動車株式会社 1140001056448 パーツの国内生産でコロナ禍でも負けない商品開発よる売上拡大

1836 兵庫県 株式会社植村畳 6140001056229 若者向けの新販売チャネルの展開による畳の受注拡大事業

1837 兵庫県 まるまつ窯 丹波焼の文化を安心して体験・伝えていく集客事業の再開

1838 兵庫県 フローリストひまわり オンライン活用によるＢｔｏＢからＢｔｏＣへの移行

1839 兵庫県 新日本製麺株式会社 7140001067514 テイクアウト用中華生ラーメン等新商品開発及び既存顧客への営業

1840 兵庫県 川上織物株式会社 9140001075424 播州織新生地のエンディングドレスの開発とブランドサイト構築

1841 兵庫県 細尾布帛有限会社 5140002061947 オーダーメイドで思いをカタチにするシステムの構築

1842 兵庫県 あすか整骨院 自粛も楽しく親子で一緒に学べる予防治療オンライン講座配信

1843 兵庫県 丹波路ブルワリー 瓶詰作業の自動化による醸造所の販売形態変化促進事業

1844 兵庫県 有限会社にしおか 8140002053173 卸売から店頭販売転換へ向けた作業効率化と商品販売スタイル強化

1845 兵庫県 藤田石油株式会社 5140001075865 設備導入による油外サービス強化と顧客囲い込みによる売上拡大

1846 兵庫県 ＢＯＴＡＮ 自慢の発酵食品をネット販売することによる販路開拓、拡大事業

1847 兵庫県 有限会社善徳織物 9140002061745 非対面ビジネス「オーダーメイドバッグネットショップ」の開設

1848 兵庫県 秋田商店 風呂敷専用ネットショップの開設による非対面ビジネスへの転換

1849 兵庫県 Keypoint muse studio オンラインレッスンを軸にした非対面ビジネスへの転換

1850 兵庫県 足立醸造株式会社 1140001075258 通販サイトの一元管理システム導入等による顧客満足度の向上



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第5回締切分採択者一覧

※重要

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

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

1851 兵庫県 株式会社加美鳥 3140001112975 自社ＥＣサイト開設による生産背景の見えるブランド卵の販路開拓

1852 兵庫県 太田工務店株式会社 9140001096684 HPを活用したウェブカメラで建築現場配信と木工製品のEC販売

1853 兵庫県 ヘアワン イッセイ オートシャンプー機導入による施術時間短縮と憩いの時間提供事業

1854 兵庫県 丸善産業株式会社 3140001085172 アンテナショップ、便利隊の強化による器具・リフォーム受注向上

1855 兵庫県 カフェハウス コロンビア ほっとステーション「コロンビア」深耕計画

1856 兵庫県 株式会社サンデサン 8140001088336 人気メニューのテイクアウト化による売上強化

1857 兵庫県 有限会社うんつく 6140002037987 看板商品の訴求および非対面型ビジネスモデル導入による商品販売

1858 兵庫県 メディカルサロンピュア 『あなたを救う魔法のメディカルアロマ』ネット販売

1859 兵庫県 スタジオ光画 スタジオ光画主体型写真撮影事業

1860 兵庫県 旅館さかえ スキー場初の自家生産「特産米」のEC販売展開に挑戦！

1861 兵庫県 天下無敵 移動販売＆テイクアウト客と新規顧客をHPでガッチリ確保事業

1862 兵庫県 おかだ整骨院 既存の患者さんで通院が困難な方向けへ施術のオンライン提供

1863 兵庫県 only one meat株式会社 1140001108918 HP・自社ECサイト構築による収益向上計画

1864 兵庫県 SALON DE HALO サロンオリジナルコスメの製作とネット販売による販路拡大

1865 兵庫県 民宿 西田荘 淡路島初！「RVパーク認定」と新規「キャンピング客層」誘引！

1866 兵庫県 株式会社クエイザー 3140001099825 ECサイト構築と設備導入による安心安全なカーライフの提供

1867 兵庫県 電灯舎 3Dプリンターによる新商品開発で新規顧客獲得と非対面ビジネス

1868 兵庫県 合同会社イマジネ 3140003014922 自社商品開発強化とBtoC展開のためのＥＣサイト構築事業

1869 兵庫県 田村鍼灸接骨院 感染症が流行しても安心・安全な鍼灸接骨院を構築

1870 兵庫県 株式会社ビオソフィア 9140001108126 Ｗebサイト再構築・プロモーション映像による新規顧客獲得事業

1871 兵庫県 幸せになる健康美容橘 HPを開設し店舗型から脱却、オンライン型エステ・講師へ転換

1872 兵庫県 KOTOBUKIAN 認知拡大と安心して利用できる施設への投資で新規顧客の拡大。

1873 兵庫県 民宿割烹しらさき ECサイト開設による売上増加と露天風呂設置による来店客数増加

1874 兵庫県 宝佛堂 コロナ時代のオンラインでの住宅環境に適した御佛壇御仏具提案

1875 兵庫県 吉岡道場 クラウドを使った小中高生の学習サポート掲示板システムの運用

1876 兵庫県 マルコ農園 EC販売による売上増加とAirレジを導入した顧客管理

1877 兵庫県 オーター寝装センター オーダーメイド式の布団のオンラインEC販売の構築

1878 兵庫県 東洋スプリング工業株式会社 8140001075714 バネ設計とバネのお困り事に対応するHPの作成とバネの内製化

1879 兵庫県 株式会社マツウラ 4140001066601 新規顧客獲得のためのセルフメイクスペースによる化粧品販売事業

1880 兵庫県 喰太郎 飲食店の自社HP開設による非対面型ビジネスモデル構築事業

1881 兵庫県 株式会社桂野工務店 9140001046672 施工管理・顧客管理専用ソフト導入による非対面施工管理事業

1882 兵庫県 有限会社桝政 2140002032463 【評判の美人女将が”室津産海産物”をまるごとテイクアウト！】

1883 兵庫県 株式会社セレモニー五塔 8140001083279 葬儀無人案内システムでコロナ禍に負けない強い経営を目指す！

1884 奈良県 梅古庵  ECサイト用の新規商品開発による新たな顧客獲得

1885 奈良県 カーショップリンク 機械設備導入による外注業務内製化と利益拡大施策

1886 奈良県 株式会社キュービッククロス 8150001021139 自社サイトによるECショップの運営及び非対面営業ツールの作成

1887 奈良県 季節料理 翁 テイクアウトを強化したHPへの改修とPRで売上を回復する
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1888 奈良県 tabi tabi 店舗移転によるテイクアウトメニューの導入と新規顧客獲得事業

1889 奈良県 有限会社筒井商工 2150002005096 認知症ケアアイテムのオンライン販売

1890 奈良県 ステップ株式会社 5150001005730 インターネット販売の強化による新規獲得・リピート顧客獲得事業

1891 奈良県 アトリエ・ノア リモートキーシステム導入による「非対面型」文化サロン新設事業

1892 奈良県 株式会社グランデ 5150001015218 テイクアウトを本格稼働するための販売コーナーの新設と設備導入

1893 奈良県 GOOD SPEED 「惜しみなく伝える当社の技術、遠隔モニターでご覧あれ」

1894 奈良県 サンプーペー 「お店の味をご家庭で」設備導入による新商品開発とネット販売

1895 奈良県 カメラのニシカワ 写真プリントのネット注文受付システム導入による売上拡大事業

1896 奈良県 Chiii コロナ禍でのテイクアウト販売に特化した新規店舗オープン事業

1897 奈良県 北乃家 おうちで北海道気分 北海道料理専門店のデリバリー事業

1898 奈良県 株式会社アイ・サンク 8130001045627 SNSで信頼関係を構築 ターゲティングWEB注文システム導入

1899 奈良県 有限会社 成駒屋 2150002005831 こだわり総菜テイクアウトで「心と体に優しいおうち時間」の提供

1900 奈良県 ゲンシン郡山インター店 トラック専用大型リフトを導入し他社に頼らない販売促進事業

1901 奈良県 肉のきしもと 山形県産牛肉を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

1902 奈良県 有限会社乾谷繊維 9150002005593 BtoCへの経営スタイル変更に係るHP、看板の作成

1903 奈良県 Casual dining INDIGO ネット販売の開始に伴うHP作成と店内空調の整備

1904 奈良県 福住自動車株式会社 5150001006704 測定器の導入による自社修理受付の拡大と外壁塗装による販路拡大

1905 奈良県 株式会社サンフォン 3150001009337 ドライブスルーでお買い物！WEBを活用した新しい販売様式

1906 奈良県 山本工務店 若い世代がターゲット！WEBを活用したオンライン打ち合わせ

1907 奈良県 café neutral ピザ捏ね機を導入！自転車で気軽に寄れるテイクアウト強化事業

1908 奈良県 株式会社橋谷宝珠苑 3150001009493 D2Cへ転換！自社webサイトでの販売による新規販路開拓事業

1909 奈良県 zyteco sports 五輪内定プロサイクリスト監修“非対面型観光×EC販売”事業

1910 奈良県 池田工房 伝統産業のエンターテインメント化でオンライン販売を実施

1911 奈良県 ミワケンコー株式会社 1150001009553 馬油で肌荒れ対策！自社ECサイトでの新商品による販路開拓事業

1912 奈良県 農産直販モリモト ネット販売強化のためのホームページ作成事業

1913 奈良県 株式会社ベジライフ丸稜 2150001016383 オンラインショップ販売の為の自社のECサイト作成

1914 奈良県 株式会社ラウアイ 6150001021594 自社ショッピングサイト立上げ及び出荷作業と生産作業の効率化

1915 奈良県 きみごろも本舗 松月堂 設備強化で取り組む、売上拡大／品質向上

1916 奈良県 南都工芸 ＥＣサイトを活用して「奈良印傳」の認知度向上と販路拡大事業

1917 奈良県 有限会社メディエヌ  すみれ薬局 1150002007291 全自動円盤型散錠剤分包機の導入による差別化・効率化事業

1918 奈良県 有限会社恵夢経恵寿 7150002005620 伝統の葛湯で非対面型ビジネスモデルへのブラッシュアップを

1919 奈良県 株式会社 高橋 3150001022827 企画と仕上りが自慢、HP開設による新たな顧客開拓への取組み

1920 奈良県 Be shanti ヨガを通して一人一人に寄り添う健康動画配信サービス

1921 奈良県 ハヤイングリッシュアカデミー ニューノーマル仕様のウェブサイト構築事業

1922 奈良県 株式会社 エアー 8150001016972 学校や塾が休校になっても授業動画が見られるＷＥＢ塾の増設

1923 奈良県 株式会社平野木材 1150001011798 ホームページリニューアルとチャットボットによる新規顧客の獲得

1924 奈良県 株式会社ONEonONE 7150001018887 「ハイブリッド店舗」展開による新規販路開拓事業
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1925 奈良県 ふるかわ種苗・米穀店 好きな時に好きなだけ。プロが品質管理した精白米の宅配事業

1926 奈良県 有限会社森山 8150002007772 宅配・移動販売事業エリア拡大と得意先獲得の為の保冷設備導入。

1927 奈良県 佐藤農園株式会社 9150001019223 自社いちごの活用によるジェラート開発とＥＣによる売上拡大事業

1928 奈良県 久住林業 コロナ禍での林業再生を実現するオンライン販売モデル転換事業

1929 奈良県 株式会社PHILO 1013201016498 バーチャルショールームのオンライン発信による新規顧客獲得事業

1930 奈良県 ポカフレール コロナを乗り越える！３密を防ぐテラス席営業

1931 奈良県 AYARI ＺＯＯＭカラオケ大会でご家族への安心ＰＲとシニア客の来店回帰

1932 奈良県 万葉建設 オンライン会議型のＨＰ作成によるリフォーム市場への販路開拓

1933 奈良県 株式会社ｈｉｎａｔａ 6150001019787 コロナ対応型ショールームの開設と施工管理ソフトの導入

1934 奈良県 隅田文具店 ECサイトによる非対面型ビジネスモデルの構築及び販路拡大事業

1935 奈良県 高木整骨院 自家焙煎コーヒーの販売事業によるEC事業参入と販路開拓

1936 奈良県 たこ焼きＢＡＲ たこ坊 地元に密着した新商品「雪丸ベビーカステラ」開発で販路開拓！

1937 奈良県 富士屋 自社ECサイト開設と非対面のテイクアウト実現ツール構築事業

1938 奈良県 合同会社三方物産 9150003002210 新ブランド立上げとECサイト構築による非対面の効率的販路拡大

1939 奈良県 株式会社荒市商店 1150001012292 店内セルフ型自動釣銭機導入による非接触店舗の構築

1940 奈良県 Rebirth Contact コロナに負けない！【新メニュー】セルフエステで新規顧客開拓

1941 奈良県 マメタロウ商店 新たな販売チャネル構築と宅配導入による顧客サービス向上事業

1942 奈良県 株式会社肉匠たけ田 9150001015379 大和牛ECサイトを含めたＨＰリニューアルで目標と夢を実現する

1943 奈良県 広陵レストラん SNSとホームページの活用でデリバリー・テイクアウト促進事業

1944 奈良県 有限会社 共生 5150002009821 漬物をもっと身近に手作り出来るオンラインサイトの構築

1945 奈良県 花見亭 テイクアウト事業導入の為の新商品開発と調理設備の拡充

1946 奈良県 大西米穀店 無洗米精米設備導入で、新規顧客獲得と内製化による品質アップ

1947 奈良県 下井林業 薪火でリラックス×疲れをデトックス×低価格でもデラックス事業

1948 奈良県 舟形家 新商品・冷凍和生菓子のネット販売による非対面販売強化事業

1949 奈良県 鮨亀 吉野名物をご家庭で！真空包装での鮎製品テイクアウト事業

1950 奈良県 百華園 在庫管理と予約販売の充実を兼ねた通販サイトの構築

1951 奈良県 株式会社大谷木材 6150001015976 ＤＩＹに特化！ＥＣサイト構築による新規顧客獲得と収益向上事業

1952 奈良県 株式会社 ⾧谷川建設 5150001015762 ドライブイン・民宿事業の非対面化の推進と新規事業進出

1953 奈良県 とつかわ水産株式会社 5150001021323 温泉うなぎ新商品の開発とネット販売による新規顧客獲得

1954 奈良県 合同会社 工芸舎 6150003001735 オンラインで産地を世界へ繋ぐ工芸新世紀の幕開けに挑戦

1955 和歌山県 横八商店 販売力強化とストック能力の強化で、サプライチェーンを強靱化

1956 和歌山県 株式会社 木の国 7170001007616 ピンチをチャンスに！急速冷凍庫の導入で三方良しへ

1957 和歌山県 有限会社 垣内みそ店 6170002007450 冷蔵庫の性能アップでサプライチェーンの毀損に対応

1958 和歌山県 尾崎家具装飾 株式会社 5170001007097 先進加工機械の導入で、紀州材を全国発信！

1959 和歌山県 秋桜 ６次産業における非対面型ビジネスモデルへの転換による販路開拓

1960 和歌山県 株式会社 阪中緑化資材 2170001007793 厚手生地特注品対応ミシンとオンライン商談会・商談ソフトの導入

1961 和歌山県 合格館 安全安心の教室および非対面式授業の提供の周知
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1962 和歌山県 有限会社ナチュレ 7170002005528 新たに昼のランチを開始します。

1963 和歌山県 RTH-design リモートで相談！工事費用がわかるＨＰ開設とネット広告出稿！

1964 和歌山県 佳香会 ギャラリーと教室を非対面型ビジネスモデルで展開する事業

1965 和歌山県 ちゅらさん工房 コロナ感染予防対策で安心店舗及び非対面販売の強化

1966 和歌山県 あんのん テイクアウト提供、テイクアウトメニュー開発による販路開拓事業

1967 和歌山県 キミノーカ オンライン・ショップにおける新商品ラインナップの拡大事業

1968 和歌山県 森本工務店 建材の加工作業の内製化による販路拡大事業

1969 和歌山県 株式会社千代徳組 1170001010220 相談、展示場設置による民間需要への販路開拓事業

1970 和歌山県 ＆ＮＩＧＡＯＥ WEBショップ構築による絵画及び似顔絵のWEB販路開拓事業

1971 和歌山県 有限会社ぷらむ庵 7170002009693 受付業務無人化による安全安全な環境づくりと非体面型への転換

1972 和歌山県 のだ鍼灸院 健康増進をしたい地元の50代以上の女性のための鍼灸院づくり

1973 和歌山県 橋梁テックコンサルタンツ株式会社 7170001014942 非破壊検査機械を導入し、「非破壊調査を内製化する事業」

1974 和歌山県 株式会社藤桃庵 4170001014078 セミセルフレジ導入によるコロナ感染対策で集客強化事

1975 和歌山県 パワーズ保険事務所株式会社 9170001008447 オンラインとオフラインの融合、地域の安心安全な総合案内所

1976 和歌山県 有限会社大師陀羅尼製薬 7170002010726 コロナ禍における安定供給！地域資源に着目した販路開拓事業

1977 和歌山県 和真庵 商品のブラッシュアップと新たな取り組みによる販売促進事業

1978 和歌山県 寿司割烹 ⾧津 テイクアウトの拡大とネット通販で売上アップ

1979 和歌山県 NewLife NewDesing 【安心して泊まれる、新型コロナ対策の宿作り】事業

1980 和歌山県 白安 パンダ・紀州南高梅を使ったテイクアウト商品・土産品の開発

1981 和歌山県 関西ハウスクリーン ６次産業化に伴う機械類の購入及び販路開拓

1982 和歌山県 カフェ コリン テイクアウトの拡大とＺＯＯＭ講座で売上アップ

1983 和歌山県 有限会社曽和刺繍 7170002010932 最新型刺繍ソフトの導入による、新規取引先確保の取り組み

1984 和歌山県 アオイ整染工業株式会社 8170001010899 特殊加工の内製化に伴う作業場の改修補強工事

1985 和歌山県 西岡農園 フルーツ王国和歌山かつらぎ町美味しいフルーツを全国に発信

1986 鳥取県 さとわ オンラインセミナーを活用し販路拡大・新規顧客獲得

1987 鳥取県 有限会社エーアンドエフ 5270002008209 ECサイト拡充と生産性向上によるネット部門の売上拡大

1988 鳥取県 山の恵みの研究所 地域資源を活用した商品開発とネット販売強化による新規顧客獲得

1989 鳥取県 有限会社まつもと 2270002010943 コロナ禍における弁当需要取込みに向けた顧客獲得

1990 鳥取県 株式会社鳥取再資源化研究所 6270001005222 新規顧客獲得からアフターサービスまでの一貫した非対面型営業

1991 島根県 株式会社恵曇鐵工所 7280001000816 湿度管理施設の導入による品質向上及び受注拡大事業

1992 島根県 有限会社ソーイング・ヨシモト 1280002010596 製造体制の整備による新サービス実施と新規取引先開拓事業

1993 島根県 有限会社みしま 7280002006465 靴部門を早期に軌道に乗せることで持続可能な経営を目指す

1994 島根県 なかのや旅館 コロナ禍で新しい生活様式に適したメニュー強化と販路開拓事業

1995 島根県 肴 配食・ケータリングサービスの実施により売上増加を目指す事業

1996 島根県 スタジオフェイス ロケ及びスタジオ撮影による新たな販路開拓事業

1997 島根県 宮岡商店 外商部門の強化による販路拡大と新規顧客の獲得

1998 島根県 ０７ｋｉｄｓ 出張買取サービスによる品揃え強化・SNSを活用したネット販売
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1999 島根県 まるふく農園 オンラインショップ開設による最高級干し柿の全国展開

2000 島根県 株式会社隠岐牛企画 4280001005479 隠岐牛を活用した新商品の開発と卸売需要の新規顧客開拓

2001 島根県 covaci MAJIBON 世界に1つだけのオーダーメイド「omoide bag」の提案

2002 岡山県 たけまさぶどう園 ぶどうのドライフルーツ製造の生産性向上及び新たな販路開拓

2003 岡山県 Relaxation.Lab-T 非対面型セルフ美容の新サービス提供による新規顧客開拓事業

2004 岡山県 大橋商事有限会社 7260002033908 コロナ禍から農業者を守る！草刈り作業代行サービスの事業化

2005 岡山県 アーム コロナ対策を施したスタジオ整備と非対面型スタジオ環境の構築

2006 岡山県 32’s cafe 新庄村産黒文字茶などのネット販売取り組みと生産向上事業

2007 岡山県 山﨑商店 移動販売によるコロナ禍での販売強化・新規顧客獲得事業

2008 岡山県 有限会社藤田商事 6260002029295 多言語HPでのベトナム人向けサービスの情報発信による販路拡大

2009 岡山県 株式会社白崎工業 4260001008847 Ｗｅｂサイトの更新と非対面型商談システムの導入

2010 岡山県 株式会社ライズ 6260001006948 新しいウェブサイトの構築による害獣駆除花火販売の強化

2011 岡山県 株式会社奈緒企画 2260001029795 オンライン受注システムの構築と石材メンテナンスの強化

2012 岡山県 オーガニックス 新商品開発及びECサイトの構築による売上拡大

2013 岡山県 株式会社三協商建 1260001022677 コロナ禍に対応するための非対面型の営業体制の確立

2014 岡山県 ＧＯＬＤ ＨＯＵＳＥ 新事業展開「事故車改修サービス」を見据えた工場環境の整備

2015 岡山県 石原知新 インターネットによる非対面型面談形式による新規販路開拓事業

2016 岡山県 山脇 栄 新規顧客開拓と既存顧客へのリピート促進事業

2017 岡山県 革工房ManLy ＨＰのリニューアル（ＥＣサイト構築）によるＢｔｏＢからの脱却

2018 岡山県 有限会社山荘やなはら 4260002029611 お弁当、テイクアウト商品販売による新規顧客獲得

2019 岡山県 ヘアーサロンふらっと 店舗改装で密を避けて、新メニュー展開による新規顧客の獲得！

2020 岡山県 焼肉レストラン慶州 テイクアウトサービス及び店舗内コロナ対策ＰＲによる販売促進

2021 岡山県 COLLABOENRICH ソーシャルディスタンスを確保し、客単価UPと顧客満足度の獲得

2022 岡山県 サトウオートサービス 真備町初！非対面による愛車の早期遠隔診断サービスの提供

2023 岡山県 株式会社勇建工業 8260001029237 外壁塗装業に本格参入、チラシとHPで非対面でも売上up！

2024 岡山県 株式会社アイリ― 6260001021781 非対面型への移行、新しいECサイトの立ち上げで販売強化

2025 岡山県 有限会社山銀商店 4260002031542 虫明産牡蠣のネット販売のリニューアルによる新規顧客獲得

2026 岡山県 株式会社森材木店 5260001008788 外注していた外構工事を受け内製化することで県南地域へ販路開拓

2027 岡山県 Ｍ’ｓＧａｒａｇｅ タイヤ交換作業内製化事業

2028 岡山県 デザイン工房ブランコ・ブランカ ネットショップ開設による販路拡大計画

2029 岡山県 エムエム本舗 ウェブサイトによるオンライン展示場の実現

2030 岡山県 美川自動車 車両整備サービスの強化とWEBを活用した非対面型営業への取組

2031 岡山県 山﨑農園 自社ＨＰによる非対面型販売と顧客管理による売上拡大

2032 岡山県 ナチュラルファクトリー リモートフラワー教室とお花の定期便で、お客もお店も安全安心

2033 岡山県 有限会社高祖鮮魚店 7260002031325 阪神地区依存の脱却！若年層新規客獲得のための魅力発信事業

2034 岡山県 MS CREATE BOM CREPE 販売設備の完全非接触非対面仕様の製作・現設備への水平展開

2035 岡山県 With moms 「母親講座、個別相談をオンライン化で親子支援」
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2036 岡山県 フルハウス スポーツクラブ セルフトレーニングスペース「私のGｙｍ」の展開

2037 岡山県 株式会社 TRANSITION 3260001028689 当店独自のオンライン愛車相談と会員登録で非対面システム構築

2038 岡山県 白菊酒造株式会社 1260001018980 国内外における非対面型営業の為の営業ツール作成とシステム構築

2039 岡山県 柳井商店 移動販売の強化を行い、コロナ禍の中での買い物難民の救済

2040 岡山県 三栄建機株式会社 4260001002759 非対面対応商談スペースの設置と中古機械販売開始による販路開拓

2041 岡山県 有限会社光土水 1260002026990 クラッシャーを導入し生産性向上と対応工事の拡充による販路開拓

2042 岡山県 有限会社フラワーキャンドルオカヤマ 4260002032177 ＥＣサイトの開設による新規顧客獲得

2043 岡山県 うどん はるひ 券売機の導入による非対面対応および新店舗のＰＲによる販路開拓

2044 岡山県 有限会社成羽自動車 7260002026969 タイヤサービスの強化による顧客の囲い込み事業

2045 岡山県 有限会社西川石材工業 7260002026993 仕入０円事業。クローラ導入による墓じまい事業の拡大！

2046 岡山県 有限会社リバティック 2260002027063 高梁市移住希望者に向けた中古住宅のリノベーション販売とＰＲ

2047 岡山県 丹正燃料 ソーシャルディスタンスの確保による商談スペースにより販路拡大

2048 岡山県 有限会社あくら 3260002000300 事業所及び施設向け訪問移動販売への本格参入

2049 岡山県 有限会社サンシャイン 3260002018433 介護施設・こども園におけるリハビリ目的のシールダイレクト販売

2050 岡山県 有限会社落合タクシー 4260002033794 コロナ禍の市場ニーズを踏まえた観光商品開発と広報・周知の取組

2051 岡山県 レストランアクア 顧客からの期待に応える店舗リニューアル

2052 岡山県 松川食品株式会社 5260001022954 岡山県産鶏肉串焼きのブランディング強化およびＥＣ展開への挑戦

2053 岡山県 共和林業有限会社 3260002030421 非対面型営業システム構築のための素材体感モデルルーム新設

2054 岡山県 株式会社メタルワークス善正 7260001032547 個人向け建築板金工事の販路開拓事業

2055 岡山県 ニッタ建設 非対面型ビジネス「ふる里見守り応援サービス」への取組

2056 岡山県 美容室ＪＥＣＴ 地域初導入設備による新たな非対面型ビジネスモデルの転換

2057 岡山県 株式会社美咲物産 5260001020702 ３密対策を講じた店舗リニューアルとオンラインショップの開設

2058 岡山県 株式会社成和建設 9260001031844 地場ゼネコンの大型工事一次請負受注による売上損失の回復

2059 岡山県 砂田園芸 お花屋さんのコロナ対策、非対面で安心販売計画

2060 岡山県 株式会社 新製品開発研究所 4260001033606 弊社の存続をかけた防災用水陸両用救助舟艇の開発事業

2061 岡山県 蒜山もちもち村 ＥＣサイトでふるさとお届け！もちもち村のオンラインショップ

2062 岡山県 中華そばじなんぼう テイクアウト商品の開発と安定生産及びチラシを活用した販促事業

2063 岡山県 仲屋 キッチンカーによるテイクアウト販売事業の展開

2064 岡山県 株式会社山室建設 8260001019015 新設する無人ショールームを周知し、市内中心部へ販路開拓を行う

2065 岡山県 山室設備 プチリフォーム需要を取り込むため生産性向上のための設備の導入

2066 岡山県 株式会社YUNOKA 1260001034747 ＨＰへの動画コンテンツ追加による新規顧客開拓事業

2067 岡山県 理容ハマモト ネット販売による新たな売上獲得及び窓枠改装で感染症対策強化

2068 岡山県 有限会社 岡田鮮魚店 6260002033636 高齢者が安心して利用できる店舗へのリニューアル事業

2069 岡山県 ホトトギス株式会社 5260001023416 ホールケーキの非対面予約販売および卸向け新商品の開発

2070 岡山県 満天茶屋 テイクアウト販売強化に伴う商品の安定供給に向けた設備導入

2071 岡山県 ANDADURA 動画作成配信による新事業を加えた自社ブランドイメージ向上事業

2072 岡山県 株式会社 大森豆富 2260001008683 揚げたて「手揚げ」の工場直売（テイクアウト）の開始



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第5回締切分採択者一覧

※重要

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

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

2073 岡山県 acca コロナ禍における料理全体の付加価値向上で売上拡大

2074 岡山県 仕出しさとう 事業承継後の重点的展開（昆布巻き・仕出し・弁当）で老舗店復活

2075 岡山県 なお助健堂 テレ診断と非接触機器導入による「おっぱいケア」役務の販路拡大

2076 岡山県 阿新クレーン株式会社 4260001019290 新型コロナウイルス感染防止対策の非対面PRによる集客力強化

2077 岡山県 環山堂株式会社 3260001012890 ECサイトのリニューアルとコンテナ販売による売上向上

2078 岡山県 有限会社エヴィスファクトリーシステムズ 3260002016833 生地裁断の内製化による生産性向上と販路拡大

2079 岡山県 Nail Salon lit 非対面エステでコロナ太りを解消！美から心豊かな暮らしを

2080 岡山県 有限会社エムツー 3260002024407 浴衣・着物の着付け動画の活用による非対面サービスの展開

2081 岡山県 森永整骨院 高濃度酸素発生機導入による疲労回復、免疫力向上の施術の内製化

2082 岡山県 株式会社エコプランニング 1260001021142 「スマートハウス新築、リフォーム」の周知による新規顧客獲得

2083 岡山県 株式会社アグリ蒜山 2260001023055 「蒜山米」を気軽においしく楽しむためのＥＣサイト等整備事業

2084 岡山県 有限会社小林芳香園 5260002030444 お家時間を楽しむ高級嗜好のネット顧客の獲得に向けた販路開拓

2085 岡山県 有限会社FORZA 7260002033619 購入からアフターフォローまで一貫したサービス体制の強化

2086 岡山県 Boulangerie VOGEL 店舗改装による濃厚接触懸念排除及び通販受注拡大計画

2087 岡山県 株式会社ウッディライフ 3260001020729 ネット販売強化による販路拡大・非対面型ビジネスモデルへの転換

2088 岡山県 株式会社石村電器 9260001023040 自宅倉庫のリノベーションによるリフォーム特化型展示会場の新設

2089 岡山県 ほのぼのハウス農場 冷凍庫導入によるサツマイモチップスの通年販売化・通販強化計画

2090 岡山県 GS化工株式会社 4260001033341  パンフレット作成による新規顧客獲得と既存顧客への提案強化

2091 岡山県 頂 餃子のテイクアウト販売による新規顧客の獲得と店内客数の調整

2092 岡山県 美容室aera ディスタンス確保で安心のトータルビューティーサロンへ！

2093 岡山県 特定非営利活動法人 山村エンタープライズ 3260005009891 学習環境の内製化（オンライン支援体制の整備）による販路開拓

2094 岡山県 Hair salon e，na 新メニューでお客様に快適と安心を提供して満足度と売上アップ！

2095 岡山県 株式会社 中心 2260001027031 果樹向けドローン活用の新事業展開

2096 岡山県 平本靴下 自社オリジナル商品のインターネット販売の新事業展開

2097 岡山県 渡辺製麺所 コロナを乗り切る、製麺所のうどんテイクアウトで新たな販路開拓

2098 岡山県 株式会社かしはら不動産 9260001018783 分譲地オンライン相談サービス提供に向けた非対面ビジネス

2099 岡山県 お掃除本舗 総社店 お任せ掃除パックサービスのオンライン決済導入よる非対面展開

2100 広島県 有限会社日本管理サービス 2240002018700 国産小麦使用！家庭用たこ焼き粉セットのネット販売事業

2101 広島県 焼肉 河相 最新注文システム導入よる非対面化実現と内装変更による集客改善

2102 広島県 3porcellini 通信販売スタート＆テイクアウト拡充による非対面化・ＩＴ化推進

2103 広島県 株式会社セイコー自動車 2240001005344 ブランディングとウェブサイト 新規事業の販路開拓

2104 広島県 やわらぎ整骨院 超音波治療器の活用による診療の高度化と非接触型治療

2105 広島県 マグドウィズヴィンチ 本気で健康を考える方へ向け塩製品のブランディングと温活提案

2106 広島県 株式会社 市川商店 5240001051039 非対面販売事業の促進、及び店内空間の改善計画

2107 広島県 株式会社シンコー 7240001017418 複数拠点で行える品質表示発行のテレワーク環境整備

2108 広島県 喫茶モナミ 昭和の喫茶店遊休テラス活用で感染対策＆SNS映えの二兎を追う

2109 広島県 シルフィード有限会社 2240002025614 着物メーカーPB商品のEC通販による事業再建
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2110 広島県 梅岡建築 設備導入による新たな販路開拓の実現

2111 広島県 Y‛s Dining 一博 非接触の為のモバイルオーダー導入と店舗外内装工事の実施

2112 広島県 goody goody ヘアーサロンの改修等により新しい生活様式に対応

2113 広島県 株式会社オンライン 5240001033540 Webサイト再構築による自社ブランド及び新製品販売強化事業

2114 広島県 cafe Rin 新商品への生産要請対応とコロナ禍を克服するカフェ運営の再構築

2115 広島県 アジアンダイニング マヤ 新たにテイクアウト事業展開を実現し販路拡大

2116 広島県 ホビーショップくらくら ３Ｄ造形による自社商品製作と組立て事業の作業環境の整備

2117 広島県 有限会社岡安工業 4240002027344 新たに大型製品の加工を行う為のクレーン導入

2118 広島県 有限会社 井上組 6240002046128 小型重機の導入による林業土木（路網整備事業）への参入

2119 広島県 有限会社 世羅向井農園 1240002052709 非対面での売上獲得に向けたギフトセットと広報ツール制作事業

2120 広島県 Nail Space Rose 酸素ボックス導入による体力回復・健康増進目的の新サービス開始

2121 広島県 歌島舎 映画配給におけるウェブ配信・ECサイト販売の販路拡大事業

2122 広島県 株式会社BestOne 1240001048749 「匠の技を自宅で」対面業務の減収を非対面業務導入で増収へ

2123 広島県 大松 お好み焼テイクアウト販売とカラオケ店のライブ向け場所貸し告知

2124 広島県 CAFÉ DE hanae 陶芸家カフェによるオフライン→オンライン販売のためのＨＰ構築

2125 広島県 le Soeur 可部をまるっとフラワーネットショップによる売り上げ向上策

2126 広島県 魚武 料理店の味を真空調理でテイクアウト。商圏拡大で新規顧客獲得

2127 広島県 株式会社おへそ 1240001041553 パン部門の販売先業種転換及びカフェ部門の非対面型接客導入事業

2128 広島県 エンジン コロナ禍に対応したオンライン商談と来店誘導への基盤整備

2129 広島県 能宗呉服店 オンライン営業体制の構築による対面販売依存からの脱却

2130 広島県 有限会社 ワークス 1240002028642 イベント業だから出来る新事業部参入による顧客拡大

2131 広島県 森戸 新士 ブラジリアン柔術におけるテクニック動画を活用した収益性確保

2132 広島県 株式会社アパークス 1240001029781 新たな非対面販売チャネル構築による自社ブランド販売強化事業

2133 広島県 中華そば 陽気 発券機導入による非対面化の実現と従業員の作業効率化の促進

2134 広島県 ジョイナス・ナカムラ 非対面型オンライン営業体制の構築による営業力の強靭化

2135 広島県 整体院 ペナレス翔 オンライン腰痛セルフケアサービスの告知と決済システムの導入

2136 広島県 有限会社三上電機 1240002046165 太陽光パネルの設置に関連した電設埋込工事への参入事業

2137 広島県 株式会社ポンヌフ洋菓子研究所 5240001021826 洋菓子店による、高速道路SAに代わるネットモールの創設

2138 広島県 伸栄自動車整備工場 顧客獲得に向けた「出向くサービス」への展開

2139 広島県 eぷらん 新規事業 電磁波測定サービスの販路開拓と既存事業への相乗効果

2140 広島県 渡川食料品店 移動販売、弁当販売、ネット販売の拡充

2141 広島県 株式会社くいしんぼう 6240001017204 人気の自家製うどん 非対面型ビジネスモデルによる販路開拓

2142 広島県 合同会社ベストアローズ 9240003004032 検品作業の自動化・リモート化を図るシステム開発と内製化促進

2143 広島県 株式会社 広島元気いっぱいプロジェクト 7240001043637 企業向け・リモートでの従業員の健康指導プランの開発と販路拡大

2144 広島県 株式会社協成 6240001026865 訪問営業からMA導入自社サイトによる非接触型営業への転換事業

2145 広島県 株式会社 香木堂 5240001052672 顧客の安心・安全に重点を置いた来店型店舗への誘導

2146 広島県 株式会社京橋コーポレーション 1240001016334 オンラインコース設立による商圏の拡大と生徒数の増加
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2147 広島県 株式会社きゃんきゃん 4240001042451 トリミング時間短縮で受入客数を増やし、顧客離れを食い止める

2148 広島県 株式会社ジテック 7240001052522 3Dモデリングカメラ導入によるECサイト構築強化事業

2149 広島県 株式会社ウルトラックス 4240001048829 設備導入による新事業の展開と売上拡大

2150 広島県 小野自動車 最新の診断機とタイヤチェンジャー導入によるメンテ事業の強化

2151 広島県 有限会社中国ホット・ウォーター 2240002029128 重機の導入による新たなる販路開拓事業

2152 広島県 レオン＆コージ カット椅子導入による満足度向上と収納BOX設置による効率化

2153 広島県 有限会社広南自動車 1240002034863 溶接機導入によるアルミボディー等修理事業の確立と新規顧客開拓

2154 広島県 株式会社ＮＯＳＯＮ 0240001042686 特産のりんごを使った商品を核とした販路開拓と必要供給量確保

2155 広島県 有限会社春月 2240002038145 ネット販売による安定的な収益確保型ビジネスモデルの構築

2156 広島県 やさい畑 新メニューの開発とテイクアウトサービスの充実による販路開拓

2157 広島県 H.K.S安藤商会 HP改修による安心・納得のワンストップ片付けサービス拡大

2158 広島県 株式会社 大心 7240001005950 非対面販売の実現に向けたHP開設と看板設置による顧客獲得

2159 広島県 株式会社エー・エス・エー 6240001000424 新商品の自社ECサイト販売＆YouTube動画活用で非対面化

2160 広島県 山県自動車商会 自動車整備で欠かせない車両診断装置導入による内製化と販路開拓

2161 広島県 株式会社Fam Japan 8240001046119 感染防止ライドライン順守体制の構築で安心の理容を提供する。

2162 広島県 紀 真理子 『絵本読み聞かせオンライン講座により、販路開拓を目指す』

2163 広島県 株式会社モンテドール 3240001016695 キッチンカーを購入し利益率の高いパンと焼き菓子の売上を上げる

2164 広島県 トモエ美容院 ３密回避、トリートメントでさら艶髪美人プロジェクトｉｎトモエ

2165 広島県 有限会社宮本家具工業所 7240002016443 ソフト導入による提案力向上でオーダーメイド事業の拡大

2166 広島県 reflet 自宅でできるオンラインフィットネスでステイホームを楽しもう！

2167 広島県 学研教室杜の街あおば教室 教育に関する相談・指導・講座のオンラインへの転換

2168 広島県 ジャパンマーケットワンエイティ 生活快善アイテムを世界中からお届け！ネットによる販路開拓事業

2169 広島県 株式会社 高陽ドルフィン 2240001003430 ＩＴ導入による非対面型ビジネスモデルの確立と顧客満足度向上

2170 広島県 トリノメ建築設計 オンラインビジネスの非対面型コンサルティング事業の販売促進

2171 広島県 SAKODA.NO.SAKURA テイクアウト及びインターネットを活用したデニッシュ等の販売

2172 広島県 柄酒造株式会社 1240001023297 ウェブサイト作成による非対面ビジネスの確立と販路拡大

2173 広島県 株式会社砂原モータース 4240001023245 電子制御装置整備事業の外注依存からの脱却

2174 広島県 安芸津歳實コーヒー 自家焙煎珈琲店のBtoBへの展開事業

2175 広島県 株式会社西日本住設 7240001040568 クラウド顧客管理による遠隔営業で、フレキシブルな働き方を実現

2176 広島県 アルディジャーノ ルビー 本格イタリアンを気軽に楽しめるテイクアウト事業を本格化させる

2177 広島県 株式会社Delectable 8240001052604 「炭火焼き鳥居酒屋」自慢の食材を真空パックで外販＆ネット販売

2178 広島県 有限会社カーサロン．シンザワ 5240002030966 新型故障診断機等の導入で地域の自動車整備ニーズに迅速対応

2179 広島県 万汐農園 商品ブラッシュアップによる非対面販売の新規客層獲得と経営改善

2180 広島県 株式会社パナッシェ 5240001051229 お取り寄せ専用商品の開発とＥＣサイト構築による販路拡大

2181 広島県 pras furniture ECサイト構築による顧客獲得と設備導入による木材加工の内製化

2182 広島県 たくみ株式会社 3240001052245 非対面型のペットと泊まれる一棟貸しの民泊事業

2183 広島県 PESCA デリバリーによる既存顧客の利用回数増加と新規顧客獲得
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2184 広島県 有限会社あみ焼ハウスせせらぎ 2240002000864 換気抜群でおしゃれに生まれかわった「せせらぎ」再始動！

2185 広島県 株式会社エムズトラスト 2240001038963 複雑高精度加工受注による新たなサプライチェーンの構築

2186 広島県 御調オート有限会社 5240002052267 サプライチェーン回復のための新規設備導入

2187 広島県 fun loving株式会社 4250001013261 デリバリー・テイクアウトを主とした販売強化事業

2188 広島県 かじや動物病院 血液化学検査器の新規導入で安定医療の提供と定期健康診断の開始

2189 広島県 サンクスクリーン 非対面での売上確保のためのアロマオイルなどのECサイトの整備

2190 広島県 株式会社 水口組 4240001011332 新たな設備導入による人手不足解消と業務改善による生産性向上

2191 広島県 有限会社 キクプランドゥー 8240002004422 大型設備の受注を可能とする車両へのリフト導入とDM配布

2192 広島県 ワタナベ理容室 理容の古き良き技術の代表であるアイロン技術を未来に残していく

2193 広島県 Cafe fudoki 非対面で安全なパーティーメニューを提供するための設備導入

2194 広島県 bb:geek 愛犬連れにも対応できるカフェスペースの整備で新たな顧客を開拓

2195 広島県 有限会社 船附商店 6240002036855 コロナに負けない！通販サイトの作成と和風への店舗改修。

2196 広島県 株式会社 戸田本店 9240001026796 マイクロツーリズムとサイクリスト誘店と感染防止強化策

2197 広島県 エコ・システム有限会社 9240002038312 ホームページの拡充による非対面型の製品販売への転換

2198 広島県 株式会社もみじの木 7240001028340 テイクアウト商品の開発、周知広報及びPR用機器の導入

2199 広島県 マルサ・やながわ水産有限会社 2240002036231 生産体制を強化のための新商品「牡蠣加工品」の開発

2200 広島県 yuone 非対面型ビジネスモデルのベーグル販売事業

2201 広島県 宮下畳製造所 ふすま框乾燥機の導入による生産性向上及びHPから新規集客

2202 広島県 里信農園 柑橘類の新規販路開拓のためにEコマース導入と販促ツール制作

2203 広島県 EpoK合同会社 6240003003375 呉発の冷凍バナメイ海老「くれぇ海老」の新規販路開拓

2204 広島県 株式会社元氣ファクトリー 3240001041867 エステサロンの成⾧戦略 アンチエイジング強化のための設備投資

2205 広島県 株式会社クロマ 6240001040800 コロナ禍に対応する為のオープン商談スペースと作業スペース整備

2206 広島県 MILCO FIL 新設カフェスペース整備による新規事業立ち上げ

2207 広島県 有限会社 コアハウス 6240002040519 ニューノーマルの暮らしに対応する換気を伴う全館空調住宅の開発

2208 広島県 有限会社東立工業 6240002028852 トリミング作業効率化による販路開拓事業

2209 広島県 食処しんぺい テイクアウトニーズに対応した商品供給継続のための設備強化

2210 広島県 すし柳 テイクアウトニーズに対応した商品開発のための設備導入

2211 広島県 株式会社スーツネット 1240001029039 非対面でも変わらない「ＭｏｒｅＨａｐｐｙＬｉｆｅ」をお客様へ

2212 山口県 株式会社デナリファーム 9250001018033 非対面販売の強化による来園機会・認知度の向上

2213 山口県 周南クオーツ株式会社 3250001010689 アングルヘッド機一式を導入し石英ボート溝切加工技術を内製化

2214 山口県 Beauty Teresa 在宅出張美容＆在宅出張エステ事業による新規顧客拡大と収益向上

2215 山口県 アイシン株式会社 8250001017754 製造機械とテレワークシステムの導入による受注機会の創出

2216 山口県 株式会社アトリエtete 5250001017245 チョコレートダイエットプログラムの販売促進事業

2217 徳島県 髙畑農園 売れ筋商品製造量アップとヒットする新商品開発で委託販売開始

2218 徳島県 あぐり工房美郷 キッチンカー導入による移動販売本格参入

2219 徳島県 ビューティーサロンSOL 感染対策の徹底による在宅美容サービスの提供

2220 徳島県 畑名味噌糀店 自社HPの有効活用による新たな顧客層の開拓・収益の安定化
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2221 徳島県 エスボウズ株式会社 6480001010779 徹底した感染症対策でコロナに負けない！高齢者の新生活を応援

2222 徳島県 ふなこし整骨院 夫婦で営む整骨院によるマタニティママの体と心のサポート

2223 徳島県 Sirius 他のお客様を気にせず吉野川を満喫できる「パックラフト」の導入

2224 徳島県 小椋自動車 コロナの影響を乗り越えるための設備投資と生産性向上で収益強化

2225 徳島県 芳水酒造有限会社 5480002015811 withコロナ時代のフレッシュ酒！家飲み需要を取りこめ！

2226 徳島県 有限会社錦屋商店 5480002005639 トレンド商品とイベント情報の発信ができるＥＣサイトの構築

2227 徳島県 有限会社水香園 1480002002160 気化冷却パッド及び散水装置を活用したスプラウト類の生産性向上

2228 徳島県 株式会社 ラヴェスト 9480001006361 「密を避ける」空間作りと、非対面でのオーダーとテイクアウト

2229 徳島県 有限会社ナカガワ 1480002015699 宴会場レイアウトと配膳スタイル変更で安心安全な食事空間の創出

2230 徳島県 中華そば 田村 中華そば田村のテイクアウト転換事業

2231 徳島県 ファンタジーワールド コロナに負けない安心安全バルーンセミナー開催事業

2232 徳島県 アトリエ ペイザンヌ オンライン販売の拡充と新規開店の道の駅への出品による販路拡大

2233 徳島県 板野漬物食品株式会社 3480001005484 スピーディな新商品開発体制+BtoB専用サイト開設による拡販

2234 徳島県 ヨンロッパ オンライン上での商品開発体制の構築と地域交流拠点の認知度向上

2235 徳島県 合同会社アマティーユ 4480003001316 オンラインを活用したLIVE体験・農産品販売事業

2236 徳島県 居酒屋 ひろ助 焼き鳥専門店 居酒屋ひろ助の焼き鳥各種テイクアウト参画事業

2237 徳島県 ブテック 亜衣 感染症防止の安心・安全な店舗改装事業

2238 徳島県 つちかべ花店 新商品開発によるネット販売の促進事業

2239 徳島県 いさむ商店 移動販売店の地元密着型テイクアウト店の取り組み

2240 徳島県 Ｂａｈａｔｉ 密解消の客席減に伴う売上減をテラス席の改善で取り戻す

2241 徳島県 (株)ＭＡＫＥ ＤＡＹＳ 6480001006471 見積りから施工まで見える化一貫サービス

2242 徳島県 山上ファーム加工部 多様なメディアミックスを活用する事で新たな販路開拓事業

2243 徳島県 PURE BREAD(ピュア ブレッド) 通販部門の売上増強に向けた量産体制構築に伴う設備投資

2244 徳島県 めしや コロナ禍で生き残るための、テイクアウト商品の開発事業

2245 徳島県 洋風居酒屋タイフーン 店舗認知度向上のための看板設置

2246 徳島県 株式会社アクティス 5480001009599 微生物採取キット製造の半自動化での生産性向上による販路開拓

2247 徳島県 修徳商事株式会社 2480001009841 部品販売部門強化のためのネット販売

2248 徳島県 株式会社地域サービス 5480001005730 高鮮度の魚を自宅でも食せる満足度アップのビジネスモデルの構築

2249 徳島県 Ryo美容室 3密対策の徹底の上、新看板設置・新サービス導入の取組

2250 徳島県 西村商店 農家との接触抑制による感染防止＆品質向上事業

2251 徳島県 高橋利明建築設計事務所 うだつが上がるPR強化策による新規顧客開拓

2252 徳島県 株式会社南プランニング 4480001006028 オンラインシステムの再構築によるビジネスモデルの転換

2253 徳島県 有限会社 井川メガネ 6480002014556 希少性の高い福井県鯖江市製眼鏡のネット販売による新規顧客獲得

2254 香川県 株式会社西本商店 2470001007813 灯油配達サービスの開始で、地域を守り従業員の仕事を確保する

2255 香川県 有限会社ホテル松風 8470002019083 感染対策を徹底し3密を防ぎ、安心接客による最高のおもてなし

2256 香川県 Ｃａｆｅ ｆａｍｉｌｌｅ 「テイクアウトの本格展開等のコロナ対策による売上向上施策」

2257 香川県 発酵料理 丸亀つむぎ 手作り発酵調味料の開発とインターネットを活用した販路開拓事業
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2258 香川県 学生服のタニオカ オンライン採寸システム導入及び動画配信による販路拡大事業

2259 香川県 ONESWORKER ハイポストミシンの導入による生産体制強化と売上増加策

2260 香川県 株式会社i・プラン 9470001014794 建築設計会社の新事業（二輪販売・整備）開始とネット販売で3密

2261 香川県 株式会社 新冥王 4470001015665 自社ＨＰで非対面型商談により新しいビジネスモデルで顧客拡大

2262 香川県 仁寺洞 家庭で当店の味を堪能してもらうためのテイクアウト事業

2263 香川県 株式会社三好石材 3470001000065 「墓地掃除代行サービス」のＷＥＢを通じた新規顧客開拓

2264 香川県 レガロビズ コロナ渦からの回復！ＥＣサイト及びテイクアウトによる売上向上

2265 香川県 合同会社セインツ 7470003001529 「２階ウッドデッキのテラス席でウィズコロナのおもてなし」

2266 香川県 サノオート カーケア技術を活用したウイルス対策抗菌コートサービスの新事業

2267 香川県 cleaR ＥＣサイトを活用した付け爪セットや化粧品等販売による顧客獲得

2268 香川県 平田技工研究所 ジルコニア製義歯の製造体制の確立による売上拡大

2269 香川県 フラワーショップ花友 新規非対面型事業の展開と広告による売上拡大

2270 香川県 株式会社森のいちご 8470001007023 日本初ＶＲ意図後狩り！コロナに負けないイチゴ農家の新しい提案

2271 香川県 有限会社 西岡自動車機械工作所 7470002017559 ブレーキディスクローター研磨機を活用した販路開拓事業

2272 香川県 ritsuto design合同会社 1470003001071 受身から提案型へアートを取入れたインテリア製品開発と販路開拓

2273 香川県 株式会社 ザムウ 7470001013583 「360°VR動画作成サービス」を活用した販路開拓事業

2274 香川県 合同会社 茶茶 1470003000643 厳選黒毛和牛を活用したテイクアウトサービスによる販路開拓

2275 香川県 WHITE VELVET 「企業向けオリジナルウェア」提案による販路拡大

2276 香川県 ヘアーサロンくわしろ 寛げるコロナ対応非対面型理美容店への店舗改装とシステム構築

2277 香川県 ARUEI（アルエイ） 豊島産食材を活用したオリジナル総菜と調理パンの新規ネット販売

2278 香川県 Orchard＆Technology株式会社 3470001016268 独自知財を核としたネットワーク型アグリビジネスの展開

2279 香川県 香川決済サービス ニーズでマッチングする婚活事業

2280 香川県 ROOCH design Co. 新ブランド立ち上げとオンラインショップ開設による販路拡大

2281 香川県 アラックス ホームページ等を活用した、対面営業に頼らない新規顧客獲得

2282 香川県 蕎麦CAFE 心呼庵 ECサイトによる健康スイーツの販売及び店内感染防止対策事業

2283 香川県 大山牧場D＆C株式会社 9470001016015 焼成冷凍コッペパン開発販売事業

2284 香川県 株式会社岩見 2470001013737 持ち帰りメニューの紹介、店内の換気循環を高める設備導入事業

2285 香川県 マナベ自動車相談所 インターネットを利用した情報発信とコロナ対策による売上げ回復

2286 香川県 アート印刷株式会社 8470001006735 動画セミナーを活用した非対面型営業への移行

2287 香川県 さぬき路 新型券売機導入とワンコインメニュー開発による顧客満足度向上

2288 香川県 ジェラート Caju×果樹 コロナ対策の為の屋外店舗改装と販路開拓

2289 香川県 かつまや 感染対策の徹底と持帰り商品の開発・周知で売上回復を目指す事業

2290 香川県 べっぴんはうすMonta セルフケアの大切さと手法を伝え、新しいお客様と⾧いお付合いを

2291 香川県 三豊オリーブ株式会社 1470001015049 ＥＣサイトへの出店を軸とした通信販売における非対面型ビジネス

2292 香川県 有限会社藤林亭 1470002017787 テイクアウト・仕出しの強化とトイレ改装による機会損失の回避

2293 香川県 株式会社とおる化成 8470001012881 工場の環境整備による品質向上での国内回帰需要の取り込み

2294 香川県 有限会社東讃印刷所 5470002017924 ＷＥＢ再構築による情報発信と非対面サービス強化での顧客獲得
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2295 香川県 株式会社三木製材所 5470001010847 木製品のネット販売による非対面事業を確立

2296 香川県 有限会社 香川安田サービス 1470002018091 ホームページの一新と保険の非対面契約のスキーム作成

2297 香川県 有限会社 箸方だるま堂商店 5470002013304 コロナに負けるな！ＥＣサイト開設と新商品開発で売上アップ！

2298 香川県 みとよ訪問福祉理美容サービス株式会社REK 7470001014524 予約システムの導入と高齢者向けヘアケア商品販売ＨＰ作成

2299 香川県 株式会社高嶋三宝 5470001011052 刺繍の内製化とマスク新事業・エコバッグの開発による販路開拓

2300 愛媛県 成川商店 商品可視化の冷凍冷蔵庫導入によるコロナ対策事業

2301 愛媛県 株式会社濱田水産 4500001021957 ＥＣサイト販売導入と水産加工品の品質管理向上による販路開拓

2302 愛媛県 有限会社大成社 1500002012355 カッティングプロッタ導入によるシール・ラベル印刷事業の強化

2303 愛媛県 都建設株式会社 2500001018666 ホームページを活用したリモート商談による顧客獲得事業

2304 愛媛県 有限会社井戸モータース 7500002000073 お客様への利便性向上と作業の効率化による満足度アップ

2305 愛媛県 シーサイドうわかい 各種体験メニュー及び快適空間提案の為のネット営業システム開発

2306 愛媛県 フローリストやまおか 自社Webサイト構築及びネット販売強化による売上回復事業

2307 愛媛県 有限会社山本金物建材 9500002000360 商品紹介サイトとテレワーク環境の構築による新規顧客獲得

2308 愛媛県 ヴィオラクみつこカフェダイニング ３密を避けるためのテラス席を設けることで売上挽回を図る

2309 愛媛県 有限会社砥部タクシー 5500002010834 キャッシュレス決済でコロナ渦を乗り超える非対面型ビジネス事業

2310 愛媛県 カイゼン・ラボ株式会社 7500003000312 ホームページの刷新とネット販売システム構築及びリモート営業

2311 愛媛県 オートコンシェル 自動車除菌サービス開始による新規顧客獲得事業

2312 愛媛県 広告アドバイス 非対面広告アドバイス、不動産の買い方アドバイス事業

2313 愛媛県 有限会社近藤硝子店 8500002022042 「こんなことも出来るんだ！」をＨＰやＤＩＹコーナーでアピール

2314 愛媛県 民宿のんびりや ウィズコロナに対応したアウトドア型宿泊モデルへの転換事業

2315 愛媛県 Paysan（ペイザン） ウィズコロナに対応した新店舗設立によるテイクアウト強化事業

2316 愛媛県 片山果樹園 ECサイト構築による「とびっきりの愛媛みかん」の販路拡大事業

2317 愛媛県 島ライフ 海の見えるウッドデッキでくつろげる宿

2318 愛媛県 farmer’s kitchen HIMARINO ウェブサイト充実と商品ラベルの開発による認知度向上事業

2319 愛媛県 有限会社西畑建設 4500002008755 伝統の日本家屋・家具工芸品の魅力の発信と非対面型営業への取組

2320 愛媛県 菓子工房Kazu 非対面化に伴う販売サイトの構築及び、地場産品の販売強化

2321 愛媛県 有限会社宇和島食菌 7500002023413 ECサイト構築とIoT技術の導入による接触機会の低減

2322 愛媛県 株式会社ヴォルツオートモービル 5500001013045 ＵＶ照射器の導入で最速板金塗装の実現と広報による販路開拓

2323 愛媛県 オリナススタイル株式会社 8500001021581 ＨＰを開設してＢtoＣ向けネットショップの充実と新商品開発

2324 愛媛県 株式会社つじ丸 8500001022340 店内を個室化して来店客アップと支店とはＷＥＢ会議で３密回避

2325 愛媛県 村上商店 宅配用車両を導入し地域と米のすべてを知る男が配達

2326 愛媛県 大頭屋商店 宅配用車両の導入で御用聞きに取り組み、地域の方へ配達します。

2327 愛媛県 今井自動車整備工場 スキャンツールを導入し内製化することで利益と売上げアップ

2328 愛媛県 atelier LUXE ECサイト新設＆店舗改修で顧客へ直接販売、利益増加を目指す

2329 愛媛県 石鎚黒茶さつき会 インターネットを活用した石鎚黒茶の販路開拓事業

2330 愛媛県 ＫＩＺＯＫＵ（珈琲貴族） コロナ禍を乗り切るデリバリービジネスへの新規参入で売上増

2331 愛媛県 有限会社秋山モータース 4500002014605 自動車のクーラーガスの入れ替え機導入で環境貢献と売上増大
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2332 愛媛県 有限会社やまだ電気 9500002011283 抗菌新塗装技術の内製化でコロナ禍でも安定した事業運営

2333 愛媛県 La Blanche フレンチレストランのテイクアウトによる販売戦略

2334 愛媛県 株式会社愛南フルーツ 4500001021783 ＨＰ制作とＥＣサイト構築による新規顧客の獲得と認知度向上事業

2335 愛媛県 grandpa’s tree ギフト商品のEC販売で販路拡大

2336 愛媛県 株式会社ブルーレモンファーム 4500001013228 レモン・柑橘類の品質向上と通年販売・雇用体制の構築

2337 愛媛県 株式会社グリーンワークス 8500001019097 害獣対策用設備の内製化による新たな販路開拓

2338 愛媛県 株式会社ペッティロッソ 9500001017538 飲食店の店舗改装及び設備増強による通販事業への進出

2339 愛媛県 株式会社あかまつ農園 9500001020120 インターネット販売による販売力強化とトイレ改修による集客拡大

2340 愛媛県 株式会社モトムラ商業建築事務所 9500001007415 東温市産野菜を活用した新商品開発とSNSを通じた新規顧客獲得

2341 愛媛県 有限会社魚常 5500002020032 テラス席を生かして、店内３密を避けてのテイクアウト商品販売

2342 愛媛県 株式会社アラクール 8500001019592 自社ＥＣサイトを活用した非対面販売方式による販路拡大

2343 愛媛県 夢うらら 安全・安心な環境整備とテイクアウト商品強化により売上アップ

2344 愛媛県 古民家カフェ茜 テイクアウト商品等の開発のための特殊冷蔵庫導入

2345 愛媛県 hanari 屋根付きウッドデッキの導入による飲食スペースの確保

2346 愛媛県 三谷畳店 框縫機の導入による新たな需要への対応

2347 愛媛県 tette ３ＤＣＡＤ導入によるテレワークの推進事業

2348 愛媛県 いよ翁 チラシ配布による地元客のリピート増、厨房改善で提供速度アップ

2349 愛媛県 有限会社川﨑屋 4500002008425 仕出パンフレット作成・配布及び看板設置による宣伝事業

2350 愛媛県 株式会社ドライブ 6500001005836 ネットワーク型診断装置の導入による遠隔修理サービスの提供

2351 愛媛県 河田林産有限会社 1500002000129 巣ごもり需要の獲得へ！国産無垢材ＤＩＹキットのネット販売促進

2352 愛媛県 井戸商店 ECサイトを導入して、市場から食卓へ新鮮な青果をお届けする

2353 愛媛県 食農舎 新たな包装パッケージ及びカタログ作成による販路拡大

2354 愛媛県 トライアド ピザ屋の無い地域に低価格で焼きたてピザが食べられるお店を作る

2355 愛媛県 キッチンきらら 「テイクアウトと広報強化によりコロナに打ち勝つ」

2356 愛媛県 株式会社Be.palle 7500001017878 「密」を回避した店舗改装による売上アップ事業

2357 愛媛県 コオノヤ 「密」を回避、店舗改装計画で新規顧客獲得作戦

2358 愛媛県 谷口自動車 ホームページを活用した中古スポーツカー販売拡大計画

2359 愛媛県 吉左右 冷凍冷蔵庫リニューアルによる販路開拓事業

2360 愛媛県 有限会社喜船 4500002020181 テイクアウトによる販路拡大と３密回避のための客席配置

2361 愛媛県 株式会社井上モータース 3500001019003 車両整備の高度化・安定化ための設備導入

2362 愛媛県 にしはら寝装 愛媛県産の食材を活かしたテイクアウトメニューの開発と設備導入

2363 愛媛県 旅館さわき 三密回避の為の什器購入/物販の強化

2364 愛媛県 丸甘田中屋 柑橘の安定供給と販路拡大のための冷蔵設備導入

2365 愛媛県 焼肉 千草 テイクアウトの強化と3密回避による販路開拓

2366 愛媛県 株式会社わっか 5500001021428 【非接触型案内システムの客室導入による非対面接客の充実】

2367 愛媛県 大三島フレンチFiler 大三島産食材を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

2368 愛媛県 合同会社大心 5500003002021 内製化による仕入れ強化と、ＥＣで売り上げ向上！
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2369 愛媛県 大かんマート 安心・安全の店内環境整備とテイクアウトの販売強化

2370 愛媛県 簀戸自動車 車両整備の内製化のための設備導入

2371 愛媛県 Tenzo&典座 テイクアウト事業と自家製ドレッシングの商品化による販路開拓

2372 愛媛県 有限会社丸浦 6500002020213 チルド貯蔵設備導入による販路拡大と既存顧客満足度ＵＰ

2373 愛媛県 くろしお テイクアウト事業による経営基盤の強化と販路開拓事業

2374 愛媛県 八崎興業株式会社 3500001012899 建築資材の安定供給とＷｅｂ販売に向けた事業体制の整備

2375 愛媛県 有限会社藤田商店 1500002020011 ドローン導入による太陽光発電システムの保守点検業務参入事業

2376 愛媛県 有限会社千年松 6500002020287 アフターコロナを見据えた当館の魅力発信事業

2377 愛媛県 大島石材工業株式会社 8500001012936 ホームページリニューアルによる非対面型ビジネスモデルの構築

2378 愛媛県 ボディショップトラスト 対応車両の拡大による新規顧客開拓事業

2379 愛媛県 土岐モータース セルフ洗車サービスの導入による3密回避事業

2380 高知県 ラブアンドピース 新しい生活様式に対応美容室の遠赤外線促進器導入新サービス事業

2381 高知県 菓子工房コンセルト 販売力と利益率の向上を目指した商品構成の立て直し計画

2382 高知県 浜口酒店・Ruecafe コロナ禍をきっかけとした柔軟な飲食店営業スタイルの確立

2383 高知県 八百屋 小笠原 カット野菜売上拡大の為の加工場改修・設備導入

2384 高知県 合同会社 歩 5490003001256 自社ブランドの確立と外国人実習生との共同企画による販路開拓

2385 高知県 大阪なにわ道頓堀たこやき日高店 デリバリー対応と顧客への快適空間提供事業

2386 高知県 峰輝グリーン薬局 おでかけファーミーによるオンライン服薬指導とテレワークの実現

2387 高知県 株式会社 ケイズ 8490001007112 生徒募集を目的とした折込広告の実施

2388 高知県 そら農園 無人直売所の開設による直接販売開始

2389 高知県 青果やまもと 名産青果のEC販売導入による販路開拓

2390 高知県 あすなろ鍼灸接骨院 EMS機器による非対面での体幹トレーニング及び看板での広告

2391 高知県 株式会社 小松啓作商会 5490001006827 釣り針加熱炉の導入による生産体制の強化及び新規販路開拓事業

2392 高知県 聖建築研究所 ＨＰ改善とプラットフォーム活用によるウィズコロナ時代への対応

2393 高知県 こまつや ごぼう製品のEC販売導入による販路開拓

2394 高知県 沖本モーターサービス 新たなサービス事業の立ち上げによる販売拡大

2395 高知県 株式会社 オフィスニシムラ 6490001008129 ギフト通販商品へのWEB名入れシミュレーションシステムの開発

2396 高知県 株式会社 堀 9490001003688 非対面型ホームページの構築による販売促進

2397 高知県 苺氷り本舗株式会社 4490001005235 美味しいご当地氷を食べて、自宅でお祭り気分を味わおう！

2398 高知県 A・M・P hair 仕上がり感はコロナ前と同じ！時短美容サービスによる販路開拓

2399 高知県 栄楽 店舗設備に感染症対策を実施し、顧客へ安心・安全をＰＲする。

2400 高知県 どぶろく工房香南 新商品の１号瓶どぶろくを製造し、新たな販路へ販売する。

2401 高知県 横矢食品・Art Wave 従来のサービスを活用した継続性の高い事業展開計画

2402 高知県 永渕食堂Shanti 販路拡大のための設備導入と感染防止対策による売上確保

2403 高知県 株式会社ハッピーラフト 8490001007624 インバウンド獲得計画

2404 高知県 尾﨑建設有限会社 7490002009422 積算システムの導入によるテレワークの実施及び受注増加事業

2405 福岡県 株式会社ディレクション・ライブ 4290001069291 肉のネット通信事業と既存のコンサルクライアントへの食材提供
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2406 福岡県 里沙の店 ECサイト構築による非対面型ビジネスの強化と新規顧客開拓事業

2407 福岡県 魚処かいせい 地元水産物を活用した新商品開発と卸販売による売り上げ拡大

2408 福岡県 株式会社グーニーズワン 8290001079618 ECサイト構築による自社ホームページからのネット販売

2409 福岡県 ヘア−スタジオしょうわ 高齢者目線の店づくりによる顧客生涯価値を高める事業

2410 福岡県 有限会社 丸巧水産 4290802021970 キヌ貝の販路開拓を図るための一般消費者向け商品の開発と周知

2411 福岡県 美健料理屋禅 焼き肉用鹿肉の販売による新たな販路の開拓

2412 福岡県 株式会社ジーワン・トレード 8290801016869 インターネット販売事業の取り組みによる新たな販路開拓

2413 福岡県 やきとり東洋 ファミリー層のお客様に喜ばれる新メニュー開発

2414 福岡県 株式会社ＳＯＵＬ 1300001008589 九州のソウルフード「井手ちゃんぽん」をキッチンカーにて拡販

2415 福岡県 ニルヴァーナ オンラインエステの構築による販路拡大と売上獲得

2416 福岡県 スタジオ桑野 商品の内製化とネットショップ開設による販路拡大

2417 福岡県 ラックデザイン株式会社 7290001072821 ヒーティングジャケット縫製完全内製化とリモート営業新規開始

2418 福岡県 M・Tトータルカーショップ 展示場開設による月額定額リース車両の開拓について

2419 福岡県 佐藤 洋美 「ヒロミの干物」ブランド化と全国の食卓への販路開拓

2420 福岡県 玉水酒造合資会社 1290003003202 オンラインストアの開設、既存のお客様からの販売拡大

2421 福岡県 Jewel Nail salon 脱毛器導入による、気軽に行う脱毛と介護脱毛サービス

2422 福岡県 株式会社イーストロング 4290001037496 テイクアウト事業強化と密を避ける為の店内改装による売上向上

2423 福岡県 株式会社セイコー・トータル・ホーム 4290801014810 ＶＲを活用した非接触型の営業への移行

2424 福岡県 ブループラネット英会話スクール 軽バンでデリバリー＆イベント出店

2425 福岡県 株式会社ＨＯＰＥ’Ｓ 1290001074187 自社サイト作成による非対面での商品販売及び顧客対応

2426 福岡県 日和乃家 ネット販売構築による非対面ビジネス導入で販路開拓

2427 福岡県 森のおはな 地元一般個人客獲得に向けた店内改装による販路開拓事業

2428 福岡県 寿司本家げんもん バリアフリーに対応した店舗改装による少人数顧客の獲得

2429 福岡県 NISHIKIMATI PHOTO STUDIO 自宅撮影スタジオを新設し非対面型営業と訪問撮影で写真事業展開

2430 福岡県 琉球料理 安 新商品の開発とネット販売による販路拡大事業

2431 福岡県 桃香 デリバリーサービス強化による業態変更と新規顧客開拓

2432 福岡県 美容室VOGUE 3密を避け、安心を提供する新しいVOGUE

2433 福岡県 旬鮮処 まこと家 客室の個室化（非対面化）による少人数利用者等への販路拡大

2434 福岡県 レストラン サンシャイン ハイグレードなテイクアウト商品開発への取組

2435 福岡県 株式会社ステッカートレーダージャパン 1290001040809 動画によるカーラッピングサービスPRで販路開拓

2436 福岡県 Spice オンラインレッスンと動画コンテンツ販売による販路拡大

2437 福岡県 株式会社フルサポート 8290001042699 空き家のご実家を再生し有効活用する「ふるさと安心サポート」

2438 福岡県 らーめん 六⾧屋 コロナ対策の一環として、３密を避ける２階改装による集客

2439 福岡県 情熱的中華厨房 味都 ネット通販導入による小売販売事業の拡充

2440 福岡県 Pure green heart 業界初の新方式 非接触型エステティックサービスの導入

2441 福岡県 革研究所 福岡店 全国のお客様と非対面で接客可能なオンラインシステムの提供

2442 福岡県 シオンフードサービス有限会社 5290002054671 創作料理店の仕出し宅配・テイクアウト強化事業！
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2443 福岡県 合同会社simclear 8290003008839 自社ブランド製品の開発とクラウドファンディングによる販路開拓

2444 福岡県 Happy gym オンラインレッスンで新しい生活様式に対応し売上拡大を図る

2445 福岡県 Golf&Bar Rosa Brillante 佐賀県産牛肉の丼料理開発とECサイト導入による新規顧客獲得

2446 福岡県 株式会社イベロジャパン 2900010374754 字幕付き動画による全世界営業と国内での販路開拓事業

2447 福岡県 ＭＡＣＡＲＯＮＩ 糸島産あまおうの新スイーツ開発と非対面売り上げの構築

2448 福岡県 ケーキとパンのお店ちびちび 麹製造オンライン講座サービスの新規開始とその販売促進

2449 福岡県 SRK商事株式会社 6290001057872 ＨＰ・ＥＣサイトを活用した、海外販売網構築並びに販路開拓

2450 福岡県 福盛醤油醸造元 「福盛ネットスタイル」によるフレンドリーな販売と御用聞き開始

2451 福岡県 三洋軒よかろ ﾃｲｸｱｳﾄ商品の販売促進による店舗改装

2452 福岡県 株式会社チャレンジアンドスマイル 7290001082044 カーシェアシステムを活用した非対面の無人レンタカー運営

2453 福岡県 百武総建 塗装の相談窓口を設置して地域の住宅寿命の最大化に貢献する

2454 福岡県 そば茶寮 桃乃香 そば粉を使った新感覚スイーツでコロナ禍でも売れる新規販路開拓

2455 福岡県 原口鉄工所 TIG溶接製品へ取り組み受注先と受注製品分散させる

2456 福岡県 贈り物家具 みはたや 関東へ進出！バイヤー向け展示会への参加による新規顧客獲得

2457 福岡県 ヘアメイクハウス ハーベスト ECサイト構築によるオリジナルシャンプーの販路拡大

2458 福岡県 株式会社 白石商業 3290801024414 精米工程の内製化と受託精米事業の立ち上げ

2459 福岡県 有限会社 高倉食品 5290002044276 九州手作り田舎こんにゃく販路拡大のためのWEBサイト改良

2460 福岡県 株式会社 セブンミート食品 8290001067283 新商品の開発と通販事業拡大への取組

2461 福岡県 有限会社 畠中育雛場 8290002044447 DM配信による非対面による来店誘致と新商品ＰＲの取組

2462 福岡県 ハナオコーヒー ケーキとコーヒーのテイクアウト強化事業

2463 福岡県 （有）ヤマト工芸 4290802016979 感染症予防対策アクリルパーティション付き別注家具の販路開拓

2464 福岡県 Hair make Choki Choki 心と身体を癒す「大人のメンテナンスlabo」の事業展開

2465 福岡県 蛭子屋合名会社 7290003002413 ワクワク！味噌づくりワークショップ商品の通信販売事業開始

2466 福岡県 熊添農機サービス 運搬機導入による作業のスピードUPと施工現場での新規顧客獲得

2467 福岡県 株式会社 近藤 2290001087023 非対面型ビジネスを構築し、新規顧客及び客単価の増加を図る

2468 福岡県 桑野自動車 ラミネーター導入による自社でのステッカー作製に伴う販路拡大

2469 福岡県 有限会社祥賢物産 4290802016871 ビーツを使用した甘味料生産体制の構築

2470 福岡県 有限会社つづみの里 6290002044176 ３６５日色の地産地消弁当のデリバリー

2471 福岡県 株式会社 tomato create 3290001080729 スーパーマーケット等で当店商品を販売する為の真空包装機の導入

2472 福岡県 BMS古賀 自社ブランド内製化による生産強化と自社ＥＣサイトでの販路開拓

2473 福岡県 ケーキのメルシィ 洋菓子店が展開するパンの製造販売による販路開拓

2474 福岡県 CANDY テイクアウト（ドライブスルー）の導入と各種取り組みの市場浸透

2475 福岡県 カレー＆カフェ ココペリ ネット販売及び直売所販売の強化に伴う量産計画

2476 福岡県 元の氣 石飛 オンラインを活用した施術開始による販路開拓

2477 福岡県 株式会社 マイキ 4290001059879 非対面による完全個室化サービスの取組

2478 福岡県 有限会社 糸島手造りハム 4290002032620 OEM生産の拡大で食品業界の新たな需要に対応し販路拡大を行う

2479 福岡県 田原電設 設備導入とチラシ配布により新たな販路にアプローチを行う



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

令和２年度補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜コロナ特別対応型＞ 第5回締切分採択者一覧

※重要

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

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

2480 福岡県 オートファクトリーマツモト ホイールバランサー導入による事業継続への取り組み

2481 福岡県 株式会社フロンティア・アドバンス 2290001035064 食材ロスをＷＥＢで繋げるBtoBビジネス事業

2482 福岡県 海＜KAI＞ 新鮮な玄界灘産魚介類を中心とした創作料理のテイクアウト事業

2483 福岡県 古民家レストラン 食工房 神楽 自社ブランド商品の開発及びECサイト構築による新規顧客獲得

2484 福岡県 株式会社FRank 3290001086131 オンライン内見サービス等の展開による非対面ビジネスモデル構築

2485 福岡県 合同会社天照グループ 5290003009658 当店の味をご家庭で！テイクアウトの拡充と非接触型店舗への取組

2486 福岡県 有限会社カノオ醤油味噌醸造元 9290002032665 ＥＣサイトを利用した非対面型直接販売での販路開拓事業

2487 福岡県 カルチャースタジオ スイッチ ヨガからセルフエステへの事業シフトによるコロナ禍への対応

2488 福岡県 株式会社 保利建設社 3290001033117 お客様獲得に向けて新たな媒体へのチャレンジ

2489 福岡県 ＵＳソーイング 高速電子ミシン導入による防護服加工売上増加の取組

2490 福岡県 株式会社タツナリース 8290001076672 足場工事に付随する非常用発電機点検事業の展開による販路開拓

2491 福岡県 CORONハンドメイドショップ&カフェ テイクアウト及びコロナ対策による飲食の提供

2492 福岡県 有限会社スポーツ館 6290002033749 クラブチーム・学校向け会員制ECサイト構築による販路開拓

2493 福岡県 菊美人酒造株式会社 4290001052776 ネットショップの強化と新商品投入による家飲み市場の開拓

2494 福岡県 Handmade in Fukuoka ネットからの売上拡大とBtoB事業拡大への基盤整備

2495 福岡県 ALARGE 三密を避けた自動シャンプー機器導入による新規顧客獲得

2496 福岡県 城井ふる里村有限会社 1290802023565 ホームページ作成及びEC機能導入による販路拡大と売上の向上

2497 福岡県 有限会社まいんど 6290002033170 キャッシュレス決済導入及び広告・宣伝による新規顧客獲得

2498 福岡県 株式会社エースワークス 4290001084571 非対面型によるオンライン集客及び作業効率化による販路開拓

2499 福岡県 GELABO オリジナルカップアイスの開発とネット販売による販路拡大

2500 福岡県 ビストロでんでんむし コロナ時代の消費形態の変化を逆手に本格的なテイクアウト開業

2501 福岡県 西山陽一博多人形工房 博多人形工房のブランド力向上とオンライン販売の導入で販路拡大

2502 福岡県 カフェレストラン人と木 自家焙煎珈琲の導入でテイクアウト商品を充実！売上増加計画

2503 福岡県 アートオブヘアー 非対面型新メニュー提供による接触時間の削減と混雑の回避

2504 福岡県 Sun Laurel 合同会社 5290003006093 非対面型新サービス「おくって修理」「電話１本在宅修理」の導入

2505 福岡県 トランポリンHouse am.ex 非対面型「トランポリンエクササイズ」オンライン講座の提供

2506 福岡県 有限会社むさしや 3290002040293 大吟醸酒で仕込む「大吟唐揚げ」の開発とテイクアウト販売の開始

2507 福岡県 ととや 石釜の名水を使用したおもちかえり海鮮丼と石釜店の新規開店

2508 福岡県 株式会社木村ファーム 7290001061519 ネット通販用使用済蹄鉄の商品化とふれあい乗馬の安全・安心強化

2509 福岡県 株式会社 渡辺農産 2290001042853 生麹（生麹、黒麹、はと麦麹等）の開発及び新規販路拡大事業

2510 福岡県 あしたばくらぶ（プチボヌール） 若者に人気のフルーツサンドテイクアウト事業による売り上げ回復

2511 福岡県 合同会社ＥＨカンパニー 7290003009565 ネット予約及び通販システムの構築と季節メニュー周知チラシ配布

2512 福岡県 株式会社コネクト 9290001061814 刺繍機導入による小ロットからの帽子刺繍サービスで販路拡大

2513 福岡県 株式会社 彩月 1290001056557 オンラインによるトータルフットケアサービス事業の展開

2514 福岡県 株式会社 富田商店 5290001044120 朝倉・筑後川流域にて醸された酒を物語と共に全国へネット販売

2515 福岡県 うどん屋翔 自動券売機導入による安心安全の店づくりでコロナに喝！克！勝！

2516 福岡県 株式会社マツカワ世界堂 6290001044243 学びを止めるな！オンラインレッスンの開始独自ECサイト展開
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2517 福岡県 KEIKIー経氣ー スクール事業のオンライン化による販路開拓

2518 福岡県 株式会社AMBITIOUS 8290001039654 リアルタイム非対面双方向型オンライン授業システムの構築

2519 福岡県 ７YOGA ネット活用による『ヨガ、ダンス』のオンラインサービス開始

2520 福岡県 美しが丘そろばん教室 学びを止めない「オンラインそろばん」デジタルとアナログの融合

2521 福岡県 株式会社飛梅商店 8290001079469 森林マイナスイオンを利用した開放的な空間での施術

2522 福岡県 原口商店 来店型から通販型への本格移行による売上高確保策の実施

2523 福岡県 籔電設 HPを活用した「町の電気屋さん」PRによる新規顧客の獲得

2524 福岡県 博多餃子笑井 巣ごもり消費に対応したキッチンカーによる新規顧客の獲得

2525 福岡県 高木茶園 コロナ禍における対面販売から本格的オンライン販売への業態転換

2526 福岡県 仁田原花園 自分で育てるユリで幸せ時間＆コロナに負けない気持を手に入れる

2527 福岡県 風の道 自動販売機による小売りの売上高アップ

2528 福岡県 有限会社 佐藤工業所 6290002039201 非対面営業による新規顧客拡大と車中泊キットの開発とネット販売

2529 福岡県 JAM TACOS 【新たなテイクアウト販売の拡大とＥＣ販売による販路開拓】

2530 佐賀県 北村養蜂園 ラベル刷新による訴求力向上とＷＥＢ＆ＥＣ新設による販路開拓

2531 佐賀県 九州ライフネット株式会社 2300001004488 非対面型による顧客満足度を向上させるオンライン支援の導入

2532 佐賀県 一光合同会社 9300003001056 動画指導を取り入れたストレッチサービスによる販路拡大

2533 佐賀県 有浦米穀店 飲食店向けの販路回復のための小型精米機導入

2534 佐賀県 翔建工業 オンライン講習配信サービスによる建設従事者のスキルアップ支援

2535 佐賀県 オフィスきゃぶ 目指せ世界一！国内外自社EC&システム構築の新既販路開拓強化

2536 佐賀県 よしとみ整骨院 非対面型で実現する整体&ファスティング新女性専用サロンの開設

2537 佐賀県 有限会社 辻与製陶所 3300002006251 ECサイト再構築による新たな販路拡大と肥前吉田焼の知名度向上

2538 佐賀県 AYHカウンセリングルーム 「非対面型でも対面型カウンセリングと同じ効果を得られる」

2539 佐賀県 ソラパン コロナ禍でも来店しやすい環境整備による「巣ごもり需要」の獲得

2540 佐賀県 株式会社花一 2300001005255 アナログとオンラインを駆使した個食対応の法事メニュー提供事業

2541 佐賀県 介護タクシーはまたま コロナ禍でも非接触の取組で集客できる地域型介護タクシー事業

2542 佐賀県 体質改善サロン蓮REN レンタル事業の開始、HP作成、チラシ広報で新規顧客獲得計画！

2543 佐賀県 おるごーる デリバリー&テイクアウト事業への参入と安心安全な店舗づくり

2544 佐賀県 ノグチ農園 新鮮なレンコンをお取り寄せ！ネット通販参入で新規顧客獲得

2545 佐賀県 カーレストレーションモリ 色調作業のIT化によるオリジナルアクセサリーの開発とEC進出

2546 佐賀県 和醸良酒 とりごえ 「非接触テイクアウト推進と３密回避店内環境整備事業」

2547 佐賀県 友田商店 集中監視システムを活用した新たな非対面型サービスの提供

2548 佐賀県 千生 ひょう太 認知度向上と販路開拓に向けたHP・ECサイト構築とパンフ制作

2549 佐賀県 有限会社アリギス 1300002004959 仕出し屋が取り組むネット販売への進出とテイクアウト事業の強化

2550 佐賀県 ulla 高齢者ヘアカラー充実のための非接触型シャンプーサービス提供

2551 佐賀県 やきとり一竜 Withコロナ時代を生き抜くための新商品開発と販売強化事業

2552 佐賀県 有限会社オールフーズ 3300002004981 コロナ対策としての新製品開発・新販売方式導入のための設備導入

2553 佐賀県 株式会社 堀田工務店 9300001008540 コロナ順応型 ネット集客とVR営業による新規顧客獲得事業
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2554 佐賀県 ⾧浜ラーメン喜楽屋 ECサイトの活用で喜楽屋餃子を全国へ～みやき町を餃子町に～

2555 佐賀県 有限会社ミマツ工芸 6300002004236 自社ショップ来店促進に向けた発信体制とオンライン営業体制強化

2556 佐賀県 岩屋うどん ウィズコロナに向けたテイクアウト体制構築のための設備導入事業

2557 佐賀県 有限会社かわしま 9300002007161 コロナ禍だからこそ！ランチ部門拡充のためのPR事業

2558 佐賀県 カーテック岸元 コロナに負けない車屋 Webでの販路開拓・時代ニーズへの対応

2559 佐賀県 ヘアーサロンもとやま Withコロナ時代の新生活様式への対応と集客力アップへの取組

2560 佐賀県 株式会社イエローキッチン 8300001009845 新商品開発とオンライン販売強化による新たな販路拡大

2561 佐賀県 鳥巣窯 ECサイト創設とWITHコロナ対応展示場、コラボ会場の創設

2562 佐賀県 おにきばら園 ネットショップ開設とウェブシステム導入による小売販売への転換

2563 佐賀県 三太郎寿し 接触回避の予約専用個室で提供する特別コース料理開発事業

2564 佐賀県 山ん堂 食券器導入による非対面接客による和風ラーメン周知事業

2565 佐賀県 株式会社北村醤油醸造 3300001006475 県産品を使った商品開発とネット販売による非対面型販路拡大事業

2566 佐賀県 株式会社佐賀工房 8300001003773 佐賀の土産店の新たなEC販売事業展開のためのWEB構築事業

2567 佐賀県 有限会社いけがみ 4300002007298 「ウィズコロナ」へ向けた地域サービス向上事業

2568 ⾧崎県 ヤマグチ写真館 非対面で濃厚接触回避 短時間接客で効率ＵＰ・売上ＵＰを目指す

2569 ⾧崎県 荒木商事有限会社 8310002015841 建設現場の改善と成果作成業務の非対面化とテレワーク

2570 ⾧崎県 四川菜Rinrin 本格四川料理店のテイクアウト強化事業

2571 ⾧崎県 出島フードサービス ｗｉｔｈコロナでの個人グループ集客可能な屋台村構想の実現

2572 ⾧崎県 平田水産加工 「旬の魚を通年販売！小売贈答販売への転換」事業

2573 ⾧崎県 優和恵アトリエオフィス 非対面接客による通信販売の開始および作品展による販路開拓

2574 ⾧崎県 fleur・fleur 新サービス『オンラインヨガレッスン』で新規顧客獲得事業

2575 ⾧崎県 株式会社中村輪業 2310001010015 web上でカスタムオーダーできる新たなビジネススタイルの構築

2576 ⾧崎県 吉村酒店 非対面型ビジネスモデル構築による地域1番店への挑戦！！

2577 ⾧崎県 まつみね食堂 移動販売車両による非対面型ビジネスモデルへの転換

2578 ⾧崎県 みなと株式会社 6310001014458 非対面式テイクアウト、デリバリーの強化による売上アップ

2579 ⾧崎県 有限会社髙島総合事務所 1310002015872 書類作成業務のテレワーク化とドローンの有効活用による販路開拓

2580 ⾧崎県 有限会社 華豊 8310002018670 お店の味を自宅に届ける！華豊型の非接触モデルの確立

2581 ⾧崎県 有限会社 林田土建 2310002018684 テレワーク環境の樹立による事務効率化による販路拡大

2582 ⾧崎県 縁処 俺ん家 感染防止に取組み、少人数対応で安心して利用できる店作りへ

2583 ⾧崎県 大山製茶園 ラベル制作の内製化とＨＰリニューアルによる販路拡大

2584 ⾧崎県 Kazu Gee Factory EC開設で販路拡大・新商品売出しへの機材導入で生産性アップ！

2585 ⾧崎県 四季膳 清香 島原半島最南端から料亭の味「純和風角煮」を通信販売で全国展開

2586 ⾧崎県 株式会社野田武一商店 4310001013172 コロナ値上げ交渉に対応するための完全リサイクルローソク事業

2587 ⾧崎県 宝緑園 茶葉茎除去工程の機械化・自動化による商品サプライ体制の強化

2588 ⾧崎県 霧氷酒造株式会社 8310001005001 半自動タックラベラー導入による製品供給体制並びに営業力の強化

2589 ⾧崎県 とら屋クリーニング店 高まる衛生意識に応えるサービス開発＆情報発信で地域の壁を突破

2590 ⾧崎県 石川水産 「商品価格帯拡充によるインターネット販売の強化」
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2591 ⾧崎県 株式会社e-エクササイズ 5310001015102 リモート指導による運動で免疫力アップ！新顧客と新市場獲得事業

2592 ⾧崎県 ふれあいの里清水 非対面・非接触促進のためのセミセルフレジ導入化による安心向上

2593 ⾧崎県 保栄水産 卸中心の営業から海鮮丼を中心とした観光客獲得事業へのシフト

2594 ⾧崎県 工房紫明 他社に依存しない生産体制で窯業界に生き残るための事業

2595 ⾧崎県 ダイニングカフェるらん テイクアウトに特化した新商品デザートの非対面販売事業

2596 ⾧崎県 有限会社旅館山田屋 9310002016599 老舗旅館によるウィズ・アフターコロナを見据えた売上増加事業

2597 ⾧崎県 川上建設株式会社 3310001011235 建設業におけるデジタル技術の推進によるコロナ対策

2598 ⾧崎県 株式会社 別所組 4310001003454 ３Ｄ作成ソフトと自動追尾機導入による３密回避と生産性向上

2599 ⾧崎県 株式会社 三井楽水産 7310001011149 五島の風物情報を加えてギフトの魅力を高め消費者直売を強化

2600 ⾧崎県  株式会社いきいきファーム 3310001011739 トレーサビリティとこだわり品質情報を添えた野菜・加工品の通販

2601 ⾧崎県 Aniel アフターコロナの社会へ対応する非対面型講座予約システムの導入

2602 ⾧崎県 学習アトリエＣＯＲ オンラインで子供のやる気・元気を支える新たな学習支援導入計画

2603 ⾧崎県 パワーパートナー 「顧客のコロナ感染不安解消」体制構築による「筋トレ教室」展開

2604 熊本県 ドルフィンクルーズ オンライン予約・EC決済による海上釣り堀への観光誘客事業

2605 熊本県 スペンド有限会社 2330002029696 マリーナの業務効率化による売上増加と経営安定事業

2606 熊本県 ＩＮＦＩＮＩＴＹ ＧＲＯＵＰ 安心、安全なキッチンカーで「美味しい」を届ける事業

2607 熊本県 かいろ屋 施術器具の導入で接触機会の削減と顧客満足度ＵＰ！

2608 熊本県 株式会社 火の国ゴルフスクール 5330001010035 「どこにいても練習できるムービーレッスンの導入」

2609 熊本県 1.2.3美容室 オートシャンプー機の導入により新規顧客獲得・顧客満足度ＵＰ

2610 熊本県 株式会社 ガブリ 6330001027821 ECサイトの立ち上げ、テイクアウト事業の強化

2611 熊本県 肥後ばってん堂 Ｗｉｔｈコロナに対応した非接触型店舗改装及び急速冷凍機の導入

2612 熊本県 割烹仕出しほんだ コロナ禍により変革した創業６０年割烹仕出し店の店舗改装事業

2613 熊本県 ヘアー・ジュース 新型コロナウィルス感染症に備えた安心と安全のサロン展開

2614 熊本県 株式会社トラベルロード 9330001005535 植木町に根付く旅行代理店の新規受発注ネットシステム導入事業

2615 熊本県 株式会社ワクワクカンパニー 1330001000550 非接触扉の導入で安心安全なお店構築と店舗看板リニューアル事業

2616 熊本県 株式会社 関工業 8330001023482 ホームページによる新サービスＰＲと認知度向上で受注増

2617 熊本県 有限会社 菊陽食肉センター 8330002016103 馬肉レトルト商品の開発により馬肉食文化の普及を目指す。

2618 熊本県 石嶋畳店 畳用の電動台車の導入で受注増を目指す

2619 熊本県 bamboo garage HP予約システム導入とメイン看板・外観照明で新規顧客獲得

2620 熊本県 株式会社 酒井建設 9330002016184 ＨＰ強化による販路拡大・新しい技法での体に優しい住まいづくり

2621 熊本県 株式会社 オーケーフーズ 9330001009131 ホームページ強化とＥＣサイト構築によるこだわり商品の販路拡大

2622 熊本県 ソガフォルム 発信チャネルの複数化（オンライン/オフライン）による販路拡大

2623 熊本県 lamp.flower オーダーメイドのお花の注文で癒しを感じてもらう事業

2624 熊本県 坂口サイクル 出張エリアの拡大と修理ステーションの増設

2625 熊本県 有限会社 プエルタ 1330002016423 セルフレジ導入により、お客様の感染に対する不安払拭事業

2626 熊本県 有限会社 深山工業 9330002016473 外注を減少させ専門分野にも取り組み作業効率化による収益確保

2627 熊本県 合資会社 蘇山郷 7330003002581 テイクアウトメニューによる新たな事業展開による販路拡大事業
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2628 熊本県 有限会社 笹木食品 3330002022840 ソーシャルディスタンス確保で阿蘇の絶景を満喫

2629 熊本県 有限会社 乙姫企画 8330002022803 デジタル仕様オーブンの導入による生産性の向上と集客拡大事業

2630 熊本県 株式会社プラスワン 6330001023969 消毒液『チタニア1.0』の販売とHPを利用した新たな顧客獲得

2631 熊本県 エステサロンEMURU WEB対面型エステと動画配信、通販に画面決済で販路拡大

2632 熊本県 合資会社大石酒造場 7330003004297 海外輸出促進のための商品精度を高める事業

2633 熊本県 ティールーム・テテ ＨＰを活用し、おいしい紅茶の販売と当店の認知度向上事業

2634 熊本県 株式会社ＬＩＦＥ 5330001027203 高齢者の生活支援サービスの充実で安心と信頼を獲得するＬＩＦＥ

2635 熊本県 中山達行政書士事務所 オンライン打合せシステムの構築による販路拡大事業

2636 熊本県 加藤建設 最新木工加工機導入により現場作業の生産性向上及び受注拡大事業

2637 熊本県 株式会社ケイ・エス・アール 7330001000901 町工場が作る自宅で自然と共存できる家具の提供

2638 熊本県 ダイワ化粧品店 ECサイト確立による販路開拓

2639 熊本県 UP FIELD 中古車販売の非対面型買い取りビジネスモデルの構築

2640 熊本県 黄土漢方よもぎ蒸し Ｈａｎａ日和 自宅でリラックス！動画ガイド付よもぎ蒸しセットレンタル・販売

2641 熊本県 有限会社パーティープロ 9330002008181 オンライン管理職研修のサンプル動画（ＤＶＤ）の試作開発事業

2642 熊本県 ITサポートMu3 イベント出店も出来る！機動性のある動画撮影配信スタジオ事業

2643 熊本県 合同会社くまもと学習舎 3330003007551 非対面型事業転換のためのECシステム構築と教室の個室化事業

2644 熊本県 有限会社栗崎建業 3330002019655 木枠製作の内製化で、一人当たりの生産性向上を目指す

2645 熊本県 有限会社ＴＡＫＡＫＩ 6330002017879 高額紙幣対応券売機を導入し非対面接客の確立

2646 熊本県 有限会社 グラッシー 8330002020740 自動車特定整備制度に対応した事業拡大

2647 熊本県 three.M ターンテーブルによるオンライン商談ネット掲載情報発信強化事業

2648 熊本県 有限会社 野田家具 花ゆら 2330002017437 メーカーと協力して作り上げるブランドショップの導入

2649 熊本県 有限会社中村商会 9330002021531 デリバリーの強化とコロナ収束後の幅広い年齢層への新規顧客獲

2650 熊本県 手羽家 九州産の手羽先を新感覚ファミリー味付けで全国展開！

2651 熊本県 穂栄株式会社 3330001016728 家庭用植物工場の開発と非対面事業モデルへの転換

2652 熊本県 アビリティ・サロン 非対面型自動施術機導入によるエステサービス革新事業

2653 熊本県 株式会社 Global Smile Japan 8330001010008 バーチャルオンライン留学＆学習サイトと留学情報サイト制作事業

2654 熊本県 有限会社 天野スクリーン印刷 7330002000487 資材管理強化でサプライチェーンを守る設備投資事業

2655 熊本県 株式会社 基設計 8330002010683 次世代の住まいの選び方～モバイル型モデルルームプランの開発～

2656 熊本県 イッシンiＳパール合同会社 8330003006433 「新市場・新商品」ＰＲによる非対面販売事業

2657 熊本県 居酒屋いっかん 個室空間設置と日替魚料理のテイクアウト販売による新規顧客獲得

2658 熊本県 ビストロ ティミード ＥＣサイトの構築と県産品を活用した新商品開発で販路拡大

2659 熊本県 割烹 ながよし テイクアウト窓口の設置と生産性向上の設備投資で販路拡大

2660 熊本県 carshop D-style 自社ECサイト開設と遠隔地展示場への看板設置による販路拡大

2661 熊本県 杉田ボデー 簡易整備作業用リフト貸出と作業環境提供による新規個人顧客開拓

2662 熊本県 株式会社ふる里グリンマーケット 3330001027857 ふる里の耕作放棄地を減らし生産者と消費者を繋ぐ通販事業の構築

2663 熊本県 HANAmarumo お花の非対面型無人販売でコロナ対策と販路拡大

2664 熊本県 Ｎｅｅｄｓ コロナ禍でも負けない営業力強化と業務拡大
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2665 熊本県 四季彩食 和樂 当店のこだわりをPRするためのWeb制作と販売サイトの構築

2666 熊本県 やきとり紅梅 一層の非対面化と業務効率に取組み、新たな顧客獲得を目指す

2667 熊本県 株式会社碧い海 3330001014731 玄米あられの販売力強化とインターネット販売実施による顧客開拓

2668 熊本県 バックヤードワークス コロナ対策！迅速な対応による密防止と顧客満足度向上事業！

2669 熊本県 ペンション おれんじびーる カフェレストランを開始するための初期整備事業

2670 熊本県 U-Bito JAPAN株式会社 3330001025282 研修・講演のオンライン化事業

2671 熊本県 株式会社FKM 7330003007655 サザエやアワビのインターネット販売による新規顧客の獲得

2672 熊本県 有明オレンジ園 幅広い顧客ニーズに寄り添い、利便性を向上する売上増への改修

2673 熊本県 Ristorante due mamme 真空パック包装機導入による新商品開発及び新規販路開拓

2674 熊本県 ビストロ シェケン 電動ミンチ機と急速冷凍機を導入した通販業務販路拡大事業

2675 熊本県 はなみずき コロナ禍での家族湯事業から非対面非接触型民泊事業での販路開拓

2676 熊本県 株式会社サンフィード 1330001027165 自社製有機肥料を活かした情報発信とネットを通した新規顧客獲得

2677 熊本県 西日本産業有限会社 2330002017222 ネット販売による直販強化、機械化による短時間大量高品質の実現

2678 熊本県 田嶋モータース コロナに負けない！地域密着型自動車展示場の開店で新規客獲得

2679 熊本県 ㈲インテリアいけなが 5330002016915 作業場整備による効率向上！「時短施工」で販路開拓事業

2680 熊本県 熊本クラフトビール有限会社 3330002003345 ネット販売構築と新パッケージ商品開発で商圏拡大と新規顧客開拓

2681 熊本県 炭焼屋 阿呆鳥 「テラスで楽しむ炭焼料理」で新たな客層獲得事業

2682 熊本県 Ariadne プリザーブドフラワーのオンライン講座で新規顧客獲得

2683 熊本県 有限会社 ハートランド 8330002024816 顧客深耕の強化と新規顧客開拓及びネット販売による販路開拓事業

2684 熊本県 ばんしゃく屋実り 新規顧客獲得！地産地消型テイクアウトカフェの展開

2685 熊本県 小顔美s. オンラインエステの導入と非対面完結型による商品の販売強化

2686 熊本県 ラリマ オンラインで出会いの場をつくり新規顧客獲得事業

2687 熊本県 有限会社 味万 5330002017541 熊本の美味いもんを全国へ！

2688 熊本県 外壁塗装ハレイエ PR映像制作・発信等による販路開拓及び感染症対策

2689 熊本県 株式会社ニシカワ 3330001022362 テイクアウトメニューによる「肉肉うどん」の販路拡大事業

2690 熊本県 釜聖株式会社 7330001027432 冷凍した刀削麺を自社ECサイトで販売し新規顧客獲得事業

2691 熊本県 オートメイク NONAKA 車の部品をネット販売し、売上UPを図り新規顧客獲得事業

2692 熊本県 有限会社みなみ 3330002030736 コロナ時代の小規模宴会需要に対応したケータリングサービス開始

2693 熊本県 福島万希子 「ぴえん」状態からの脱却！「３密」を避けた販路開拓事業

2694 熊本県 株式会社 社会福祉サービスシンフォニ 7330001026376 ホームページリニューアルによる在宅作業体制の構築

2695 熊本県 株式会社 ACCESS 1330001014898 動画とパンフレットを活用した非対面型の新たな販路開拓

2696 熊本県 アジアンマーケット花宗 非対面販売を取り入れた店舗改装による販路拡大事業

2697 熊本県 Karua GOHAN de HamHam 販路拡大事業「いつでもテイクアウトde HamHam」

2698 熊本県 株式会社つづき 3330001015770 店舗の出入口改装による、お客様への安全な買い物空間の提供事業

2699 熊本県 ドゥスールヘア 非対面式全自動化シャンプーで、売上向上と社会貢献の実施

2700 熊本県 有限会社 那古井館 3330002021532 無人販売機導入により地域特産品等を24時間販売する物販拡大事

2701 熊本県 凹Bacio（カルデラバッチョ） 5340002012954 冷凍商品販売強化とテラス席を作り感染のリスク軽減
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2702 熊本県 有限会社 松島観光センター 8330002029055 仕出し事業の強化と高齢者需要への対応

2703 熊本県 有限会社マーメイド レストランカフェグレーテルの森 7330002026359 ソーシャルディスタンスで『食と癒し』の提供をめざす！

2704 熊本県 有限会社 コーシン企画 7330002023827 チラシ広告・動画・ＳＮＳで新規顧客獲得と販路拡大戦略

2705 熊本県 株式会社リュックスグループ 8330001006716 「Lifa Rストーンパネル」の全国展開及びネット通販事業

2706 熊本県 MERCIMONDE 合同会社 4330003008433 デンタルスタッフの需要を踏まえた教育活動の事業拡大

2707 熊本県 Kiwakokoro 非対面型オンライン整体システムの構築とアプリ広告事業

2708 熊本県 ヨガインストラクター永野留美子 コロナ禍の中、安心安全に心と身体の健康を守る事業

2709 熊本県 有限会社太田黒商店 2330002024292 新商品開発とECサイトによる販路開拓

2710 熊本県 有限会社さつまや菓舗 8330002012168 工場直下お菓子の看板認知度抜群自社ロゴ・チラシ周知で売上ＵＰ

2711 熊本県 モイスティーヌアベニールサロン 非対面ビジネスモデルでの新しいサービスによる販路拡大事業

2712 熊本県 グランヴァロール大津ＦＣ ブランド力向上を図ったネット戦略による新規顧客獲得事業

2713 熊本県 有限会社エヌティーリース 7330002016764 既存業務効率化及び除菌対策支援サービスによる販路開拓事業

2714 熊本県 パティスリーヴォロンテ合同会社 3330003008500 オンライン(非対面)構築で地元熊本スイーツPR販路拡大事業！

2715 熊本県 お菓子の国あんさんく 手渡さないギフト商品販売のためのパッケージWebデザイン開発

2716 熊本県 御船窯 御船窯の宣伝、販売促進の為のネットショップ事業

2717 熊本県 炭火焼肉喰会 自家製焼肉のタレ・自家製キムチ専用作業場の開設、資材庫の設置

2718 熊本県 株式会社竹組 1330001026299 環境に優しくコロナにも負けない「竹の新規堆肥商品化」事業

2719 熊本県 居酒屋ひょうたん 感染症防止対策強化による新規顧客開拓事業

2720 熊本県 村上産業株式会社 2330001013908 イグサの未来を描くための特許畳によるグローバル販売事業

2721 熊本県 和田たたみ店 次世代型天然畳による新生活スタイル提案での販路開拓事業

2722 熊本県 Himecco ニコニコ弁当を温かく皆様の元へお届け。レッツゴー！！

2723 熊本県 Hairspace IRIE バリアフリー対策・高齢者向け広告づくりによる顧客獲得

2724 熊本県 株式会社スエヨシ 4330001009417 リニューアルオープン新たにスチール社商品展示販売事業

2725 熊本県 ＣＡＦＥ218 テラス席設置とドライブスルー設備の充実化による販路拡大

2726 熊本県 ぷりんとはうすMK 彫刻及び転写加工機導入による業務環境強化と販路拡大事業

2727 熊本県 有限会社喜多川商会 4330002018103 非対面ビジネスモデルへの取り組みECサイト構築による販路開拓

2728 熊本県 (有)肥後ッ子 6330002022128 接触時間の削減、及び作業の効率化によるコロナ対策事業

2729 熊本県 株式会社ウィル 9330001022217 新しい生活スタイルに合わせたオンライン授業の活用

2730 熊本県 ジャージー牧場カップル トレーラー型ソフトクリーム移動販売

2731 熊本県 株式会社サンジェルマン 2330001016274 清流「川辺川」の流れる村！唯一のパン屋から全国へパン通販事業

2732 熊本県 ＲＯＭＡＮＴＩＣ 新商品の展開による販路開拓、及び売上向上

2733 熊本県 有限会社味の大津屋 4330002015942 無煙ロースター導入による顧客満足度向上及び新規顧客獲得

2734 熊本県 株式会社船田工務店 6330001015727 熊本地鶏の個人向け商品の開発と販路開拓への取り組み

2735 熊本県 有）小林製菓 2330002023105 コロナ感染予防、安心安全くつろげる場所、持続的経営の安定化！

2736 熊本県 杯盤酒肴 祝家 キッチンカーでの各温泉蒸気を利用したモモチキンカレーの販売

2737 熊本県 有限会社福馬果樹園 5330002020751 ウィズコロナ時代の販路拡大と新しい生活様式への対応

2738 熊本県 TVR株式会社 5330001024101 Googleストリートビューによる屋外施設のVR化で販路開拓
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2739 熊本県 やじろべえ テイクアウトスタイルを取り入れ、売上増加と効率アップ！

2740 熊本県 株式会社 なかがわ 8330001025732 ネット通販による販路拡大事業

2741 熊本県 ベリー樹ベリー 移動販売車を活用した四季の農園情報発信による新規顧客獲得事業

2742 熊本県 ドラキン産業株式会社 6330001003285 非対面型ビジネスで新規参入と販路拡大に必須な見積ソフトの導入

2743 熊本県 ペンション野ばら コロナ対策機器導入による感染防止及び顧客の安心・信頼感の形成

2744 熊本県 朝日屋精肉店 コロナに負けず熊本の食文化発信で全国への販路拡大事業

2745 熊本県 笑心 テイクアウトの強化と新商品開発による販路開拓

2746 熊本県 まかない家MATSU コロナ禍でも誰かと来たくなるウィズコロナを意識した店舗づくり

2747 熊本県 阿蘇薬草園株式会社 4330001018921 キャッシュレス＋顧客管理システム導入による直販売上増計画

2748 熊本県 有限会社 阿蘇の四季 8330002022951 ペットと過し安心して入湯できる癒しの空間を提供した宿泊客増強

2749 熊本県 黒瀬製菓舗 外部ＥＣサイトによる販売力強化に伴う販売促進ツールの制作

2750 熊本県 有限会社 中原松月堂 8330002017860 巣ごもり需要を獲得する為のホームページ作成事業

2751 熊本県 文化創造館 風流 阿蘇の風を全国へ、地域と共に築くコロナ時代の販路拡大プラン

2752 熊本県 恵比寿鮮魚店 販売窓口の増加、ECサイト連携による販路開拓事業

2753 熊本県 有限会社アースクリーンサービス 4330002018251 ホームページのリニューアルと新商品開発でネット販売拡大

2754 熊本県 有限会社重元園芸 6330002024900 「非対面ネットショップ事業」と「いちご事業」による販路開拓

2755 熊本県 東田美容室 新規オンライン対応HP制作及び感染症対策実施事業

2756 熊本県 ヘアーミューズ 非対面型ビジネスモデルで安心感を来店動機にした販路開拓事業

2757 熊本県 有限会社 魚形青果 9330002017595 真空パック機商品、自動ラベルによる非対面販売の強化

2758 熊本県 青雲市場 コロナ対策無人販売と買い物弱者支援事業

2759 熊本県 Ｆｌｏｗｅｒ ｏｆ Ｅａｒｔｈ 新規ネットショップ開設による都会と地方を繋ぐ有機加工食品販売

2760 熊本県 コントルノ食堂 菊池市特産「走る豚」を中心とした無添加加工品の販路・顧客開拓

2761 熊本県 丸源水産 急速冷凍機導入・インターネット販売による新規顧客の獲得

2762 熊本県 有限会社 橋本うに商会 5330002028902 自社サイトの構築による商品ＰＲとネット販売による販路開拓事業

2763 熊本県 株式会社ボン・ライフ 1330001010170 女性の住宅販売プロが厳選した住宅雑貨ECサイト構築販路拡大

2764 熊本県 正垣機械工業 有限会社 4330002025314 海を向いた看板設置による新規レジャー客獲得計画

2765 熊本県 つたやクリーニング 新たな非対面型サービス構築及び提供のための設備導入事業

2766 熊本県 有限会社向商会 9330002022307 新商品の開発によるテイクアウトの強化と新たな顧客の獲得事業

2767 熊本県 有限会社 丸尾工務店 8330002009949 住宅リフォームのオンライン見積システムの構築

2768 熊本県 ふらっぷ ECサイトの構築による「オリジナル美容品」販売の販路拡大事業

2769 熊本県 有限会社 西原商事 3330002027583 非対面ヨガ実現とIT化展開で熊本県南の元気を創出し売上回復

2770 熊本県 合同会社 アイ・エス企画 8330003006053 店舗・事業所向け清掃事業の展開による販路開拓計画

2771 熊本県 橋本部品 自動車クリーニングサービス事業による売上確保、及び販路開拓

2772 熊本県 有限会社徳フードサービス 4330002013384 コロナの状況下でも負けない地元の小さな八百屋さん出店事業

2773 熊本県 白玉屋新三郎株式会社 2330001014889 ｢江戸から続く伝統｣食のおいしさオンライン発信による販路拡大

2774 熊本県 きつねのてぶくろ ファミリーでゆったりと旅を満喫できる非対面の宿づくり

2775 熊本県 Ashikitagrm 通販事業整備と商品の開発、ブランド化
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2776 熊本県 うちや キッチンカーでの移動販売新規事業計画

2777 熊本県 ㈱ピースクロージング 3330001007925 店舗型HPおよびネットショッピングサイト開設による客単価回復

2778 熊本県 （株）大沢海苔店 1330001000650 既存の顧客売上依存からの脱却。販路開拓のためのHP刷新

2779 熊本県 将建工業 Web広告とチラシによるホームページの販路拡大効果の最大化

2780 熊本県 株式会社平野石材工業 7330001024033 自社HP改修による非対面商談の実現と3密回避機材の導入事業

2781 熊本県 SHIMAGO SURFRIDER コロナに負けない！人が出会うスポーツユーザーの安心簡易宿泊所

2782 熊本県 有限会社堀内自動車 2330002024680 きめ細かなサービスとお気軽来店体制の構築による販路開拓

2783 熊本県 株式会社SOA 8330001012615 ECサイト構築及びEC販売形態導入による売上拡大

2784 熊本県 KAFU 自社の強みの輸入雑貨とオリジナル観葉植物のネット販売事業

2785 熊本県 株式会社 タカキ電器 3330001013469 地域コミュニティビジネス及び非対面式販売導入で新規顧客獲得

2786 熊本県 そば是上々吉 そば屋こだわり焼酎開発によるインターネット販売事業！

2787 熊本県 西川塗装 非対面営業システムと新型塗装機械導入で売上アップ事業

2788 大分県 有限会社 佐伯装研 9320002016697 急速冷凍機導入による卸売体制の強化・通販への参入事業

2789 大分県 そば処 笑楽庵 ３密対策の飛沫防止、殺菌、空気清浄の充実により売上向上を図る

2790 大分県 カットインYOUーG 機材、照明等新たに導入して新規市場開拓と作業効率化を図る

2791 大分県 有限会社たかくら緑樹園 5320002010134 オリジナル大豆麺を使用したテイクアウト商品販売事業

2792 大分県 山国どぶろく製造所 「ホームページおよび非対面型ECサイトの構築と販路拡大」

2793 大分県 有限会社津崎商事 8320002017969 新ブランドの立ち上げによる、BtoBの開拓

2794 大分県 鳥たつ 衛生管理体制の徹底による人気商品“鳥刺し”の復活！

2795 大分県 有限会社アリタ商店 7320002015569 おつまみ等食料品のオンライン販売による販路拡大と売上向上事業

2796 大分県 御菓子つたや ＥＣサイトとＤＭによる業務用販売の進出でコロナ禍からの復興

2797 大分県 有限会社 たかはし 9320002016912 ECサイト開設と商品開発による佐伯生姜の消費拡大プロジェクト

2798 大分県 由紀ノ屋株式会社 5320001017551 大手ECモールアカウント開設と運用によるEC販売の拡大

2799 大分県 有限会社 やまいち商店 7320002019545 ITによる発信力の強化とECサイトでの非対面型販売の拡大

2800 大分県 有限会社 村松水産 9320002017365 新たな販売チャネル構築のための美人ぶりファンサイトの設立

2801 大分県 しづ香温泉 券売機導入による非対面化と観光客の取込みによる販路の拡大

2802 大分県 阿部三郎商店 無添加の発酵食品で免疫力向上！ECサイトを活用した販路開拓

2803 大分県 有限会社イセヤ 9320002018215 からあげグランプリ最高金賞「秘伝からあげ」の新規販路開拓事業

2804 大分県 株式会社RIFNUM 5320001017345 ＨＰ改良と生産性向上によるネットコンシェルジュサービスの充実

2805 大分県 シセイ・アグリ株式会社 1320002018528 自社サイト改善とＥＣサイト構築による６次化推進と新規販路開拓

2806 大分県 農産加工うえすと 自社製造効率の改善と内製化による売上拡大事業

2807 大分県 手しごと商会 森 香桜瑠 ＨＰ構築による非対面販売及びオンライン教室の開校の実現

2808 大分県 あっきらきら農園 WEB予約の導入といちご苗直販開始による観光農園化の推進事業

2809 大分県 有限会社アルファンブラ 3320002000830 ホームページ開設とオンライン販売開始によるＢｔｏＣ販路の開拓

2810 大分県 三愛本舗 ＨＰ作成によるネット決済の導入と地域を牽引する販売手法の確立

2811 大分県 有限会社大分千歳村農産加工 2320002018238 有名店コラボによる柚子胡椒の新しい食べ方提案とＨＰ受注の強化

2812 大分県 レストランくにさき牧場 オリジナル商品販売促進と感染症対策等による売上増加
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2813 大分県 まるか ＨＰリニューアルによる非接触型販売・予約対応

2814 大分県 日本料理 空 ＣＵ 「当店の味をご家庭へ」ホームページを活用した新事業

2815 大分県 有限会社 割烹平野屋 6320002016015 テイクアウト販売・オリジナル商品販売による非対面型販路開拓

2816 大分県 勇ちゃん唐揚げ ＨＰと受注システム構築、ネット広告を活用した販路開拓事業

2817 大分県 カフェアナハタ 小型焙煎機を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

2818 大分県 ゆふいん 岳焼 平家窯 需要の多いペットビジネスの活用とネット販売で新規顧客の獲得

2819 大分県 有限会社 由布院散歩道 5320002010019 ネットで全国にお届けするʻ湯布院ジャムづくり物語’

2820 大分県 クックヒルファーム 健康需要の高まりをとらえた新商品開発とネット販売強化事業

2821 大分県 箸屋一膳 刷新した新たなECサイトの立ち上げによる新規顧客の獲得

2822 大分県 株式会社 豊後フーズ 2320001002366 巣ごもり需要に対応した茹で麺（郷土料理やせうま）事業の展開

2823 大分県 +竹 放置竹林の竹を活用した新商品開発とネットを通じた販路開拓事業

2824 大分県 合同会社ぼちぼち 5320003002840 施設内就労による加工品及びパンの製造の取組

2825 大分県 はじファーム 非対面型ビジネスの構築と気候変動に負けない品質の作り

2826 大分県 下村時計店 あなたの時計直します～時計のよろず拠点としての挑戦～

2827 大分県 株式会社 夢のぼり工房 3320001008635 手作り届けます！ 弁当惣菜の販売強化で家庭をレスキュー！

2828 大分県 まめのもんや 予約システム導入で、お客様もお店もシアワセな経営を目指します

2829 大分県 農園 億土 ＥＣサイトの構築及び強みを活かした『国産キクラゲ』製造販売

2830 大分県 有限会社 オレンジ農園 7320002016088 ECサイト構築により、杵築市から皆様へ美味しいをお届けします

2831 大分県 有限会社 宮部商店 5320002015471 自社ＥＣサイトの開設による県産食肉・肉加工品のオンライン販売

2832 大分県 今村農園 自社サイトのリニューアル及び積極的なＰＲによる通販事業の強化

2833 大分県 有限会社 今村商店 2320002015053 お茶専門店の魅力発信～テイクアウト事業＆ネットショップ強化～

2834 大分県 またみ生花店 新生活様式に対応！どこからでも気軽に話せる花屋へ

2835 大分県 COCOA BRUNCH 革小物と共に時間を～ECサイト構築による販路開拓事業～

2836 宮崎県 有限会社大洋うどん 6350002011450 セルフオーダーシステム導入による顧客満足と客単価ＵＰ対策

2837 宮崎県 北川淡水株式会社 6350001007400 「おいしさを逃さない」急速冷凍白焼きうなぎの販路拡大

2838 宮崎県 らーめん亀仙人 亀仙人しかできない餃子の開発とネットを通じた新規顧客の獲得

2839 宮崎県 合同会社Ｈ＆Ｋ 8350003003619 ホームページの全面リニューアル等によるテイクアウト販路拡大

2840 宮崎県 リブレ株式会社 3350001008491 ECサイト構築による直接受注ルート及びBtoCビジネスの強化

2841 宮崎県 Camel 3密を回避！地産地消メニューをキッチンカーで直接お届け事業

2842 宮崎県 有限会社末山商会 5350002018190 ホームページとネット販売を活用した販路＆売上増加計画

2843 宮崎県 株式会社吉永林業 6350001006451 自社ブランド「KIGOCORO」での新商品開発・売上向上事業

2844 宮崎県 合同会社あまてらすの娘たち 7350003002704 自社ECサイト構築による加工食品の販路拡大

2845 宮崎県 株式会社Colorful Life 1350001016067 新規ECサイトの構築及び拡充事業、販売管理ツールの導入

2846 宮崎県 株式会社カーオレンジ 2350001013369 ＷＥＢサイト構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

2847 宮崎県 松元エンジニアリング HPの一新とCtoC売買サイト構築等による新たな販路開拓事業

2848 宮崎県 株式会社ごこく 1350001011753 新生活様式に対応したクラウドIOT型コインランドリーの展開

2849 宮崎県 Yショップくらおか秋本店 高齢者等対策とクリーニングの宅配サービスによる売上増
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2850 宮崎県 合同会社IWC 4350003002500 新規客獲得・セルフケア用品のWeb販売の為のHPリニューアル

2851 宮崎県 株式会社河野塗装 3350001005464 HP開設による常設・非対面型営業システム構築

2852 宮崎県 株式会社スカイフォレスト宮崎 1350001012719 造園特化型電子システム導入による受注数増加及び業務の効率化

2853 宮崎県 有限会社シードカルチャー 4350002007806 非接触型による無農薬野菜と加工品の販売システム構築

2854 鹿児島県 そはら農園 巣ごもり消費に照準を合わせたECサイトによる直販体制構築事業

2855 鹿児島県 浜島建築 リフォーム事業参入による新規販路開拓と生産体制の強化

2856 鹿児島県 農業法人 八千代伝酒造株式会社 9340001014659 ホームページの改修による非対面型ビジネスモデルの構築

2857 鹿児島県 kyu-tech整骨院 高周波温熱機器の導入によるコロナ感染防止対策と新規顧客の獲得

2858 鹿児島県 有限会社オーエイプロジェクト 9340002019203 非対面で対応できるよう遠隔操作ソフトの導入と店舗外観の改修

2859 鹿児島県 株式会社 宮路ファーム 6340001012079 町内初となる自社生産の牛肉を主体とした精肉販売事業

2860 鹿児島県 有限会社 レガーレ・ワキタ 2340002023351 自社商品ラインナップの販路開拓を図る新たなＥＣサイトの構築

2861 鹿児島県 株式会社サンエイ 9340001021060 入居者検討者またはそのご家族にオンラインで施設見学をする事業

2862 鹿児島県 池田農園ふれあい館 フレッシュジュースの安定供給に繋がる冷凍設備導入事業

2863 鹿児島県 島結 トビウオのレトルト新商品開発及び既存商品の販売網強化

2864 鹿児島県 安永丸 屋久島地魚を扱う魚屋さんのお惣菜等テイクアウト部門拡大事業

2865 鹿児島県 雪苔屋 ウィズコロナ時代を見据えてのテイクアウト・通販部門拡大事業

2866 鹿児島県 三幸すし キッチンカーでお寿司屋さんの味を！販路開拓と売上向上計画

2867 鹿児島県 株式会社ライクアール 3340001019127 リモート配信技術サポートサービスの導入による売上回復

2868 鹿児島県 (有)浮辺製茶工場 8340002024138 安価で高品質な茶葉のサプライチェーンを当社が担う

2869 鹿児島県 合名会社テラダ 2340003000795 地元食材を活用した新商品開発とＥＣサイト構築による市場開拓

2870 鹿児島県 さかいだストアー 非対面型業務の転換を図るための自動販売機導入事業

2871 鹿児島県 t-farm ギフト化とネットショップによる無添加サツマイモ菓子の販路拡大

2872 鹿児島県 有限会社 ほかむら 2340002016330 出窓を商品ケースとして改修しテイクアウトを強化する事業

2873 鹿児島県 居酒屋 粋 コロナに負けず！安心して食事が楽しめるお店にリニューアル事業

2874 鹿児島県 ナチュラルワン コロナ対策を施した広々安心新店舗移転ＰＲ事業

2875 鹿児島県 日の丸竹工 有限会社 6340002000628 サプリメント用素材となる鹿児島県産竹炭パウダーの販路拡大

2876 鹿児島県 そば処にいな 「持ち帰りサービス」実現に向けた試作開発ならびに事業化大作戦

2877 鹿児島県 大楠亭 顧客ニーズに呼応した「テイクアウト本格的事業化」大作戦

2878 鹿児島県 南国酒蔵８８ ネット販売の導入による非対面型ビジネス展開の販路開拓大作戦

2879 鹿児島県 片平酒店 「魅力的な商品を店外でも」物品併売機による販売事業

2880 鹿児島県 South Beats 売上増に繋げるテイクアウト専門カフェの設置

2881 鹿児島県 株式会社西日本養鰻 4500001017138 自宅で美味しく鰻を食べる。消費者直送通販事業

2882 鹿児島県 有限会社下窪勲製茶 9340002024624 自園自製ʻ厳選一番茶使用深むし茶’のネット通販事業の展開

2883 鹿児島県 そば処 まちじまん 非対面方式の注文・会計と電子マネー等対応による顧客獲得

2884 鹿児島県 そば処八 テイクアウトメニューの充実と認知度アップで地元の新規顧客獲得

2885 鹿児島県 有限会社 佐伯屋 7340002000528 鮮魚加工機導入による薩摩揚げの安定供給と販路拡大

2886 鹿児島県 株式会社京都きものサロン 1340001001350 HP上に商品掲載し，リモート商談で非対面ビジネスの導入
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2887 鹿児島県 味処 喜八 個室化・ランチ営業に伴うファミリー層の獲得による販路拡大事業

2888 鹿児島県 美ブライダル愛 忘れられない一生を！Webレンタルドレス事業による販路開拓

2889 鹿児島県 矢上写真館 貴方の一瞬をプロデュース！非対面式の貸衣装事業による販路開拓

2890 鹿児島県 種子島ファミリーモータース カーショールーム改装で新規顧客誘致による販路拡大と新分野参入

2891 鹿児島県 有限会社味処井元 9340002019178 ウイズコロナ時代に生き残るための店舗リニューアル事業

2892 鹿児島県 有限会社 杉元酒店 4340002018300 スマートフォン対応サイトの新規作成に特化した販路開拓事業

2893 鹿児島県 ねじめ茶寮 移動販売車導入による出張販売とネット直販の併売で営業力強化

2894 鹿児島県 キリシマデザイン きりん商店の味をご自宅に。霧島よかもんの通販事業

2895 鹿児島県 葉っぱDELI キッチンカーでの出張販売とＥＣサイト導入による販路拡大事業

2896 鹿児島県 島子農園 自社ＨＰの作成と店舗レイアウト等魅力アップによる販路開拓事業

2897 鹿児島県 暮らしの宿 福のや、 コロナ禍の集客力ＵＰと茶畑の中の農業体験施設の拡充で売上拡大

2898 鹿児島県 ヨサパーク心 地域に密着したエステ店が行うネット販売強化による新規顧客開拓

2899 鹿児島県 株式会社 むかえの木 1340001022041 老舗飲食店のキャッシュレス化と洋式トイレによる販路拡大

2900 鹿児島県 株式会社川畑瓦工業 2340001014203 WEBを活用した非対面型オンライン営業による新規顧客獲得事業

2901 鹿児島県 有限会社隆寶水産 5340002026756 自社ECサイト構築による事業PRと非対面販売力強化事業

2902 鹿児島県 垂水大同青果株式会社 5340001013986 新規事業に係るパッケージ開発と自社HP作成による販路開拓事業

2903 鹿児島県 ままりあ農園 自動販売機の導入によるコロナ禍での非対面型販売で販路拡大

2904 鹿児島県 有限会社スワン 4340002025701 ３密対策による安心して来店できる美容室への改装と販路開拓

2905 鹿児島県 整骨院まるいち 非接触のリラクゼーション事業の推進による売上拡大事業

2906 鹿児島県 有限会社江洋館 9340002025465 コロナ環境下に対応する宿泊施設の整備と売上回復事業

2907 鹿児島県 有限会社 マエノ薬局 6340002014768 「非対面化で薬のやり取り!お薬ドライブスルー化計画」

2908 鹿児島県 株式会社赤土ラボ 9340001021804 商品PRツールおよびオンライン販売体制の構築

2909 鹿児島県 株式会社ホープ住設 8340001017464 無農薬野菜のネット販売を強化して非対面の売上増加を実現

2910 鹿児島県 株式会社垂水温泉鶴田 9340001013982 定期購入サービスで新しい生活様式をサポート&新規顧客獲得

2911 鹿児島県 水産加工グループ 島のごちそう 事業存続をかけたオンライン販売事業へ本格的事業転換

2912 沖縄県 焼肉ホルモンのぼり苑 非接触型接客への移行とデリバリー販売による新規顧客獲得

2913 沖縄県 有限会社 ケラマ 5360002009874 ケラマテラスリモートウエディング事業

2914 沖縄県 CAFEちるーむ テイクアウト新事業の新規顧客獲得と生産性向上へ向けた設備投資

2915 沖縄県 ビリヤードダンディ リモート配信と密を避ける談笑スペース確保による新規顧客の獲得

2916 沖縄県 ＳＨＡＭＲＯＣＫ ＨＡＴＷＯＲＫＳ BtoC→BtoB。量産体制を整え、新規OEM取引先の獲得。

2917 沖縄県 琉獅子堂 コロナ対策を徹底する店舗改装で、安心して来店できる店舗づくり

2918 沖縄県 合同会社瀬底商店 8360003009020 ECサイトの再構築

2919 沖縄県 石垣島ゲストハウス&ダイビング シーコロ 宿泊事業のホームページリニューアル並びに衛生面改善

2920 沖縄県 ゲストハウスパキラ 無人チェックインシステム導入と中期滞在者向けの設備改装

2921 沖縄県 あしびなー 沖縄特産品を使用した加工食品の通信販売

2922 沖縄県 VRIKSHA オンラインクラス集客！ECサイト＆ヨモギ蒸し事業スタート

2923 沖縄県 株式会社グレイス 2360001019786 非接触型営業の構築により売上の回復と利益の改善を図る
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2924 沖縄県 mino withコロナに特化したサービスの導入による販路開拓

2925 沖縄県 エニシー 西表島の自然を非接触で安心して楽しむための販路開拓事業

2926 沖縄県 ペンションなかどまい 非対面式パワーアップペンション

2927 沖縄県 Sweet Shell 近隣への広告と通信販売での売り上げ拡大

2928 沖縄県 まるい珈琲 利益率が低い珈琲豆以外の珈琲デザートの開発及び新販路開拓

2929 沖縄県 アリスサロン テイクアウト強化に伴う店舗ブランディング及びECサイト構築

2930 沖縄県 島再生プロジェクト 石垣島産の食材を使用したスムージーを自社サイトで全国へ拡販

2931 沖縄県 Ｕ．ＴＡＸＩ 高齢者や交通弱者の自宅玄関から玄関までの送迎サービス

2932 沖縄県 SOYSOY オンラインショップとテイクアウトと移動販売車の強化と周知

2933 沖縄県 マリンハウス阿波連 エアタンク充填事業の開始

2934 沖縄県 株式会社マスタードシード 4011001097632 非対面型ビジネスへの転換及び感染症予防対策PRによる販売強化

2935 沖縄県 カフェギャラリー土花土花 商品（料理）の提供力強化＆テイクアウト事業の開始

2936 沖縄県 株式会社福樹園 2360001024175 沖縄初、観葉植物の個人向けレンタルサービス事業の販路開拓

2937 沖縄県 株式会社ＳＯＨーcreativeヤマシロ 4360001022763 沖縄初！？他にはない治療院とトレーニングジム併用スタイル

2938 沖縄県 オレンジ食堂沖縄 デリバリーサービス商品の開発による販路開拓

2939 沖縄県 株式会社オーダック 4360001012252 「コロナ禍による市場競争の強化と新たな販売戦略」

2940 沖縄県 Ｇｏ Ｆｌａｔ テイクアウトによる新規顧客獲得事業

2941 沖縄県 とりの丸焼こけこっこハウス 冷凍冷蔵業許可取得によるネット販売事業

2942 沖縄県 株式会社プラス 8360001006333 自動入店機の導入で非対面型サービスの実現

2943 沖縄県 インテリアさつき 一般個人向けWEBサイト構築による新規顧客獲得

2944 沖縄県 トーン琉大北口店 非対面ビジネスモデル転換に向けたテイクアウト導入計画

2945 沖縄県 諸志共同売店 共同売店の新規開業に伴うテイクアウト商品の販売強化戦略

2946 沖縄県 株式会社 大生通信 6360001005007 ウィズコロナ対応のＩＣＴ高度通信技術を提供する事業

2947 沖縄県 ココロカラダラボZeen お疲れの方へのココロと身体の癒しの場を、なるべく非対面で提供

2948 沖縄県 沖縄名入れアトリエ ニッチ市場の販路開拓を目指したレーザー機器の導入

2949 沖縄県 リンパケアサロンはーもにー 「コロナ太りを撃退！」非対面型ビジネスの構築で新規顧客を獲得

2950 沖縄県 カラオケ・パーティーハウス フラミンゴ 「感染防止対策の徹底と販路拡大の為の取り組みにつきます」

2951 沖縄県 有限会社ハッピーモア 8360002016728 テイクアウトメニューの開発と新たな顧客獲得

2952 沖縄県 ＲＥＮＤＥＲ 専門的な中国語教室とオンラインchatroomの開設を行う。

2953 沖縄県 R.pes デリバリー及びテイクアウト増産体制構築のための設備投資

2954 沖縄県 おきなわ Bee Happy Bee Happy！ミツバチ・はちみつ商品の新たな販路開拓

2955 沖縄県 株式会社 琉慎建設 2360001021313 生産性・安定性をUPして技術力を強化し、事業拡大を目指す！

2956 沖縄県 LOVES OKINAWA株式会社 2360003006361 ガーリックシュリンプのレトルト化により南国の味を全国へ世界へ

2957 沖縄県 株式会社 琉球インベストメント 7360001021416 LINE公式アカウント活用による非対面型中古車販売の実現

2958 沖縄県 Tree Three 癒しと思いやり「これからのハートフル美容」沖縄から発信！

2959 沖縄県 株式会社シーサーフィット 1360001024688 会員申込みと物販のためのECサイトとPR動画制作・広告活動

2960 沖縄県 Salon de Mu-se セルフエステの導入による業態イメージの一新と新たな販路拡大
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2961 沖縄県 コンフォートサービス 新型コロナウイルス感染症予防に対応した営業体制の構築

2962 沖縄県 株式会社FMやんばる 5360001014330 地域密着型の強化と番組スポンサーオンライン登録システム開発

2963 沖縄県 スンドゥブ ドゥビ ドゥブ お客様と従業員の密を安全防備！セルフパネル特化型AIシステム

2964 沖縄県 株式会社SKYリゾート 7360001023916 非対面での接客の促進と心を尽くす接客の両立

2965 沖縄県 M’ｓ Fitness オンラインと屋上スタジオを活用したコロナ禍のスタジオ運営

2966 沖縄県 安部農園 金城 果実の｀端材｀を活用した新商品開発

2967 沖縄県 ハッピーハウス ECサイトを搭載したホームページ制作とSNS活用で販路開拓

2968 沖縄県 焙煎工房ゆうばんた珈琲 新規焙煎機導入によるＥＣ販売への本格参入

2969 沖縄県 Ｎａｉｌｓ ４Ｕ 非対面型ネイルマシーンを活用し新規顧客獲得

2970 沖縄県 合同会社 沖縄れんこん 7360003007982 飲食のテイクアウトで売上の底上げプロジェクト

2971 沖縄県 株式会社SOMA 3360001023952 県内外への販路拡大と販売機会増加の為のEC販売新設

2972 沖縄県 ㈱BLUE WING OKINAWA 1360001011835 非対面型ネットショップ開設による売上拡大事業。

2973 沖縄県 ウージ焼き酒場 徳武蔗屋 ⾧期保存可能なテイクアウト商品開発事業

2974 沖縄県 Seachan石垣島 HP制作リニューアルによる非対面型ビジネスの実現

2975 沖縄県 有限会社 宜野湾鶏卵販売 4360002017878 自販機導入による「たま卵」の売上向上及び２４時間需要対応

2976 沖縄県 Funny’s Craft Beer キッチンカーで新たな販路開拓【ルアナ キッチン】をオープン！

2977 沖縄県 カフェ＆ギャラリー西表自然学校 地域の素材を使ったオリジナル商品の販売をする通販サイト構築

2978 沖縄県 夢時間 テイクアウト業務転換のための厨房改装と券売機の導入

2979 沖縄県 レインボートライブクリエイターズ ベトナム生産と国内ブランドの構築並びに編み方講座の展開

2980 沖縄県 BENSON’S 新たな食材を利用した新メニュー構成での新規顧客獲得

2981 沖縄県 レキオ株式会社 4360001019512 『ブランド特化型ネットショップ販売チャネルの構築』

2982 沖縄県 SASUKE 隣接ホテルと提携し地元客を狙ったサプライチェーンの毀損の対応

2983 沖縄県 U.A.STORE 県内地元客向け販路開拓および非対面ビジメスモデルの構築

2984 沖縄県 YAKITORIYA 県民や米兵客を狙った非対面ビジネス設備導入と店外席拡張・周知

2985 沖縄県 酒処 金の蔵 昔懐かしいハンバーガーの開発による販路開拓

2986 沖縄県 Talking Smile ラグジュアリー・フォトウエディング

2987 沖縄県 米や松倉 お米のオンラインショップ

2988 沖縄県 IrishPub Howdy 新型コロナ対策とITツール活用によるテイクアウト新規販路開拓

2989 沖縄県 エルソルタウン沖縄株式会社 1360001022428 リモートシステム等設備増設に伴う施設の充実と周知強化

2990 沖縄県 石垣島バニラ 国産バニラビーンズのオンライン販売によるBtoC販路開拓

2991 沖縄県 ロングソフトクリーム沖縄 コロナ3密を回避するためのテイクアウト新商品による業務転換

2992 沖縄県 錬成教室やいま塾 ZOOMを使った疑似旅行形式のシニア向け教養講座の展開

2993 沖縄県 パールダンススタジオ 運動不足な40代女性向けトレーニンググッズ販売による販路開拓
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2994 沖縄県 フクギパン 新商品販売と新たな販路の確立

2995 沖縄県 月観光産業株式会社 6360001009404 新商品の製造・販売による販路開拓とサプライチェーンの毀損対応

2996 沖縄県 spiral art ハンドメイド用アクセサリー材料オンライン販売による販路開拓

2997 沖縄県 ウッドクラフト栄 レジンアート家具、リメイク家具Web発信によるBtoC開拓

2998 沖縄県 natural design ukA 「冷凍健康お惣菜商品開発」＋オンライン講座による販路開拓

2999 沖縄県 イペーファクトリー株式会社 5360001027638 沖縄県産食品をECサイトで販売・プロモーション動画の制作

3000 沖縄県 Mama-ru 真空冷凍調理を使い自宅で晴れの日気分

3001 沖縄県 株式会社おきなわ晴家 3360001022153 オンラインデモ販実施のためのウェブページリニューアル

3002 沖縄県 S・I・E 非対面型で気軽に安心フィットネス推進事業

3003 沖縄県 もも行政書士事務所 LINEミニアプリによる非対面集客及び横断業務のシームレス化

3004 沖縄県 鍼灸院Konron オンライン鍼灸講座配信による非対面型ビジネスへの転換

3005 沖縄県 合同会社 海市水産 6360003006465 熟成乾燥庫を導入し通年販売可能な水産加工製品の生産体制の強化

3006 沖縄県 赤道印刷有限会社 4360002012929 ＥＣサイト構築による非対面型販路開拓事業

3007 沖縄県 株式会社みたのクリエイト 2360001010324 完全非接触オーダーシステムによる感染防止と店舗運営の効率化

3008 沖縄県 Growth WEB広告と動画戦略による自社ブランドの確立と新規顧客獲得

3009 沖縄県 体験民泊海はなび 沖縄の風、空、海を体感できる宿泊体験施設の非対面化改造計画

3010 沖縄県 KTプロダクション オンライン環境を活用した養成事業

3011 沖縄県 Magie フェイシャルサービスと密にならないＷＥＢ予約システム

3012 沖縄県 Detox cafe felicidad 物販に力を入れ利用目的を増やし売り上げを伸ばす。

3013 沖縄県 山城秀正 非接触型オンライン販売による全国展開プロジェクト

3014 沖縄県 SALOON テラス席設置、テイクアウト商品販売による販路開拓

3015 沖縄県 有限会社 貴建設 7360002002704 インターネット地質情報開示システムの構築と情報提供サービス

3016 沖縄県 株式会社 Grancell 6360001021929 ECサイト売上強化のための包括的プロジェクト

3017 沖縄県 Kugani Kitchen 合同会社 2360003004836 カラキの価値を発信！生産から一次加工・商品開発ECサイト構築

3018 沖縄県 RISE WASH 知名度向上とネット販売の仕組み構築による洗剤製造販売の事業化

3019 沖縄県 NEXAS-LINE コロナ感染防止、非対面による自社商品の自動販売機で販路開拓

3020 沖縄県 農業生産法人株式会社田島椿 4360001020569 ECサイトによる販路拡大と、HP/D2Cによる集客強化

3021 沖縄県 ダイヤモンドヘッド オンライン・オフライン両対応ものづくりワークショップへの取組

3022 沖縄県 まる花・サービス社 ネット注文による非接触型飲食の宅配サービスで新規開拓

3023 沖縄県 お灸屋 すえ吉 オンラインでのお灸販売・健康相談

3024 沖縄県 農業生産法人株式会社 東物産 7360001016779 ＥＣサイトを構築し、東村産パインの販路拡大

3025 沖縄県 合同会社アクアセレニティ 9360003004318 コロナに負けない世界向けＥラーニングとＥコマースの開発

3026 沖縄県 株式会社ＳＨＵＧＥＮ 6360001014940 ご縁プロジェクトと新商品による販路開拓及びオンライン対策事業

3027 沖縄県 レインボーリーフ 持続可能な暮らし体験施設レインボーフォレストの整備

3028 沖縄県 夏至南風 ホームページ改修及びウイングフォイルスクール事業の新規開設

3029 沖縄県 株式会社シーフレンズ 6360001014338 クラウド予約顧客管理システム導入で、新規顧客獲得と業務効率化

3030 沖縄県 ホシハク合同会社 3360003009479 日本国内で唯一の星空保護区がある石垣島での非対面型星空ツアー
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3031 沖縄県 合同会社オクマ商事 チャチャホーム 5360003003827 オンライン接客ツールの導入及び運用による販路の拡大

3032 沖縄県 ゴートファームエイト株式会社 6360001020096 自社ブランド山羊肉（やいまハーブ山羊）の新規ネット販売

3033 沖縄県 幸地薬局合同会社 5360003008710 薬の宅配サービス

3034 沖縄県 合名会社崎元酒造所 6360003005095 コロナを乗りきる為のオンライン体験による新たな売上拡大

3035 沖縄県 Pro Scuba Team SEALs 予約サイト＆店舗改修でハンディキャップダイビングの販路開拓


