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1 北海道 Sophia Bliss株式会社 7450001012001 オンラインヨガ推進及び宿泊事業Ｗｅｂサイト構築による販路拡大

2 北海道 合同会社レジット 4430003006113 賃貸物件稼働率向上のための施策

3 北海道 ディーププラニング 賃貸物件稼働率向上のための施策

4 北海道 潮麦薫加工 自然栽培大麦加工食品のネット販売システム構築事業

5 北海道 ファミリー居酒屋河庄 地元の家族連れ・女性向けのサービス強化による新規顧客開拓

6 北海道 環境大善株式会社 7460301002709 ＩＴ機器を利用した商品販売における非対面型モデルの構築

7 北海道 レストランHIRO 非対面型ビジネスモデル導入による新たな顧客の開拓と持続的経営

8 北海道 株式会社思縁 6430001042307 新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための取組

9 北海道 ㈱美深白樺ブルワリー 2450001012583 販売先拡充に向けた設備増強

10 北海道 株式会社クレイル 6430001052009 コロナに負けるな！！自社サイト大規模リニューアル計画

11 北海道 清野写真館 新機材投入による売上リスクの分散と新分野でのメニューの開発

12 北海道 有限会社　サンケイ 6460002005482 ＥＣ販売で売上アップ＆設備投資で利益確保

13 北海道 有限会社　伊藤製菓 4440002008472 八雲町ふるさと納税返礼品及びｅコマース強化事業

14 北海道 有限会社　サンユー農産 4430002056308 Ｗebサイトのコンテンツの充実によるビジネスモデルの変更

15 北海道 Fine 広報強化による新規販路開拓とオンライン飲み会導入事業

16 北海道 株式会社川島旅館 7450001009930 風景と再会を届ける公式ECショップの開設

17 北海道 学習塾てらこや。 学習補助サイトの作成とオンライン指導に向けた電子黒板の導入

18 北海道 古屋工業株式会社 3430001048612 ワンタッチアタッチメント導入による効率化と接触機会削減事業

19 北海道 有限会社　兼芳新潟屋前商店 6460002000624 WEB版野外焼肉セット販売事業とPB商品の販売拡大の取組

20 北海道 ガレージ・ストリート 新設備導入による新規顧客開拓事業

21 北海道 株式会社うえ田 4450001000520 非対面販売の強化～全国の飲食店へ北海道限定酒の販売～

22 北海道 太田醸造有限会社 2460302000253 太田醸造は手を抜かない！生産プロセス改善による販路拡大

23 北海道 横手商店 インターネット活用による販売戦略の転換

24 北海道 株式会社のぐち北湯沢ファーム 7430001058005 新鮮野菜等道産品の個人顧客向け販路開拓WEB通販サイトの構築

25 北海道 リーズン 倉庫・作業場の設置による作業効率の向上と空間の確保

26 青森県 津軽味噌醬油株式会社 7420001014743 ホームページの改修・充実とお料理レシピの提案による販路開拓

27 青森県 有限会社マルヨシ 4420002018837 「事業経営改善の連携による販路開拓」

28 青森県 農業生産法人㈱よしだや 6420001007401 生鮮にんにくの長期保存可能な冷凍製品への製造工程の構築

29 青森県 和創ぶおうの お店の味をスーパーやデリバリーでお届け

30 青森県 株式会社　寿サービス 9420001015475 ホームページを活用した新サービス提供による販路開拓事業

31 青森県 八戸ワイナリー株式会社 5420000105710 負けるなコロナ、八戸ワイナリー販売向上積極推進事業

32 岩手県 有限会社岩泉マッカラー商会 2400002011093 新型コロナから顧客を守る非対面型カタログ販売システムの確立
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33 岩手県 上閉伊酒造株式会社 6400001006636 イベント販売からＥＣサイト販売へのシフトにかかるシステム構築

34 岩手県 オフィスSUGOROKU 地域資源を使った商品開発から始めるコロナに負けない地域発信！

35 岩手県 立呑処SUNSET テイクアウト事業「仕出し屋SUNSET」による販路開拓

36 岩手県 株式会社石田印刷 4400601000932 同業者をサポートし地域印刷産業の持続化と共存共栄の確立

37 岩手県 品川光学株式会社 4400601000965 新たな生産体制構築による超高精度な平面基板の加工分野への進出

38 岩手県 株式会社遠藤石材 5402701000266 衛生度向上を図ったトイレバリアフリー事業

39 岩手県 有限会社　住田食品加工センター 6402702000248 住田町発「岩手の美味しさを全国の皆様へ」ECサイト強化事業

40 宮城県 橋本塾 対面・非対面の併用による学習支援サービスの拡充

41 宮城県 株式会社ハンナファーム 7370001025556 ECサイト制作、会員専用カルテページ付きサーフボード販売

42 宮城県 老舗計画 テレワークを活用したコンサルティング計画

43 宮城県 狩野食品株式会社 3370201002012 製品の安定供給を継続するための簡易貫流蒸気ボイラ導入

44 宮城県 マルジネ株式会社 2370001022401 オリジナルピッツァ等のテイクアウト実施による販路拡大事業

45 宮城県 ghostplant leather works 医療関係者等への低コスト販促品の配布による販路開拓事業

46 宮城県 合同会社　fluir 5370603000347 既存事業の強みを活かした店舗外収益確立事業

47 宮城県 木もれび食堂 キッチンカーでの飲食販売とドライブスルー営業への業態変換

48 宮城県 廣海　大地 オンライン音楽教室の開設による販路開拓事業

49 宮城県 合同会社Parfaite 4370003003414 新規顧客周知獲得と地域防犯の為の看板設置事業

50 宮城県 有限会社かに太郎 4370602000456 目利きのされた新鮮鮮魚の焼魚テイクアウト事業の新設

51 宮城県 株式会社スリーデイズ 1370001041864 新規オンライン事業の開発とテレワーク推進の仕組みづくり

52 宮城県 iMass（アイマス） コロナ感染症対策テイクアウト設備導入事業

53 宮城県 タヒボe株式会社 6370001001392 販売チャネル開拓事業

54 宮城県 エンヤ株式会社 9370101001744 加工食品開発・製造事業

55 宮城県 株式会社　veeell 7370001039556 自社ECサイト構築事業

56 宮城県 キラリ行政書士事務所 各種許可申請のリモート相談受付

57 宮城県 有限会社ニンナ・ナンナ 8370002017675 新型コロナ対策設備導入と非対面販売対応のためのHP改良

58 宮城県 小野文商工株式会社 5370201003000 オンライン商談とホームページ活用で不安を払拭し、反響獲得！

59 宮城県 ホワイトローズ おうちでできる！買える！学べる！オンライン整備事業

60 宮城県 ハイブリッジFPオフィス オンラインビジネス構築化

61 宮城県 FPI不動産株式会社 4370001040343 現役東北大生講師によるオンライン授業の学習塾＆家庭教師

62 宮城県 味噌工房麺助 冷凍ショーケース導入によるテイクアウト強化事業

63 宮城県 株式会社マルヤ五洋水産 6370501000605 相場や気候の変化に影響を受けにくいブランド商品の開発

64 宮城県 株式会社　菓房山清 9370501000783 コロナ禍に対抗する生産設備導入で省力化と新商品開発

65 宮城県 和sian-cafe aimaki 南三陸食材メニュー開発と全国発送による新たな販路構築
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66 宮城県 有限会社割烹中央 5370602000430 液晶パネル券売機による接触機会の削減及び外国人等新規顧客獲得

67 宮城県 有限会社コニシ 1370002015330 オンライン見積もりシステムの構築とECサイトを設けたHP制作

68 秋田県 食堂とり・とん ワンコインで提供できるテイクアウト店の新設による販路開拓事業

69 秋田県 ａｆｆｅｔｔｏ ａｋｉｔａ テイクアウト・デリバリーによる新規顧客開拓と商品供給継続

70 秋田県 エリヤ神岡 配達とテイクアウト拡充による販路拡大計画

71 秋田県 有限会社 佐々木商店 1410002001730 自動検針システム導入と「密」のない店舗レイアウトへの改装計画

72 秋田県 日の丸醸造 株式会社 6410001009167 楽天市場への参入及びHPの利便性向上

73 秋田県 黒澤屋 新型コロナに打ち勝つためのキッチントレーラーの導入

74 秋田県 漆工房攝津 独自技法製品の販路拡大を目指す、ECサイト充実強化

75 秋田県 有限会社 津野商店 4410002006792 ホームページ開設による非対面型ビジネスへの進出と新商品開発

76 秋田県 有限会社島川商店 1410002012579 精肉専門店ならではの美味しい食材を全国へ！ＥＣサイト構築事業

77 秋田県 三浦電子株式会社 6410001005224 海外産ワイヤーハーネス内製化による電解次亜水生成装置供給増加

78 秋田県 みさとマーク株式会社 5410001008319 コロナウイルス感染症に負けない！エンドユーザーへ販路拡大

79 秋田県 秋田栄進スクール 電子化・オンライン化による非対面授業実施と商圏の拡大

80 秋田県 ㈱SH.K.PRODUCT 2410001011291 医療用ガウンの緊急供給を契機に新たな活路を拓く設備投資事業

81 秋田県 有限会社　河辺ドライブイン 8410002001170 ＷＥＢで待ち時間を短縮。河ドラのテイクアウトが変わります！

82 秋田県 株式会社秋田白神食品 5410001009762 すっきりごぼう茶　ＳＮＳで販売促進計画

83 秋田県 秋田マテリアル株式会社 3410001005334 リユース品販売を非対面チャネル化し販路拡大

84 山形県 有限会社肘折温泉元河原湯旅館 9390002011147 かわらゆ惣菜部～山里女将による「山幸の恵」宅配事業～

85 山形県 株式会社 博善社 1390001004704 双方向コミュニケーション型WEBサイトへのリニューアル

86 山形県 まるろく 個人向けテイクアウトサービス開始に向けた高性能ボイラー導入

87 山形県 千代寿虎屋株式会社 3390001012218 出荷が停滞した高級生酒の冷蔵貯蔵設備導入による新商品価値創造

88 山形県 株式会社設楽酒造店 2390001012103 高級酒の品質を保ったまま安定供給するための冷蔵庫導入

89 山形県 まいづるや 1人客に特化した非対面型おもてなしサービスの開始

90 山形県 Richness~Yamagata 山形県の農産物直販サイト「おっかさんJAPAN」の開設

91 山形県 キッチン祥〇 テイクアウトへの展開による事業継続・拡大

92 山形県 レストラン西洋葡萄 「お家で西洋葡萄」事業

93 福島県 めんたるコーチ荒川心理相談室 コロナ拡大に伴う非対面型カウンセリングへの業務転換事業

94 福島県 マルナカファーム株式会社 7380001028368 新規６次化製品開発による販路開拓事業

95 福島県 合名会社　高砂屋商店 8380003001867 会津野菜を原料とした発酵おかず味噌の開発と販路開拓

96 福島県 有限会社熊田ボデー 1380002008969 非対面型受付対応整備とインフラ整備推進による新規顧客獲得

97 福島県 有限会社大憲木工所 3380002010717 製品の増産体制強化と販路拡大

98 福島県 焼肉炎鵬 黒毛和牛「食肉販売」のテイクアウトに向けた施設整備事業
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99 福島県 合同会社みつばち企画 4380003004626 飯舘村特産品「蕎麦焼酎」「蕎麦乾麺」商品開発事業

100 福島県 ㈱Motto One 6380001024921 収束後を見据えた未来の店舗づくりのために

101 福島県 ㈲糀和田屋 5380002016984 安全・安心な糀製品の安定供給を継続するための設備投資

102 茨城県 Chozen English School WEB授業への転換

103 茨城県 松田製茶 「茶葉食スイーツ」開発をきっかけにした新規販売体制の構築

104 茨城県 ㈲エム・ディー・エス 3050002017290 国内アルコール製剤の生産拡大と販路開拓事業

105 茨城県 えびすや 神社ガール集客アップとWEBサイトを活用した新規販路開拓事業

106 茨城県 ㈱末廣 7050001039695 「新しい生活様式」に対応した販売手法の構築事業

107 茨城県 ハリオ商店 おうち時間を楽しく過ごすためのハンバーガーキット販売事業

108 茨城県 REPLAY 動画配信ブースの設置と新商品展示・事業PR展開による販路開拓

109 茨城県 be a good friend ㈱ 6050001045802 EC販売を含む一般消費者向けへの販売チャネルの拡大と強化

110 茨城県 ゴンドラ工業㈱ 1010001043772 医療・健康機器向けの導電性ホック端子製造用プレス機導入

111 茨城県 ウェイク 食事メニュー新設とテイクアウト事業で新規顧客獲得

112 茨城県 リンクムービースタジオ ライブ配信による非対面型ビジネスへの転換と地域の観光情報発信

113 茨城県 ㈱赤坂ロゼッタ 1050001031039 新たなオンライン型結婚相談サービスによるV字回復事業の開始

114 茨城県 ㈱rararura 4122001027411 ララルラ・オンライン・ミュージックファクトリー

115 茨城県 トレーナーステーション 非対面型での、鍼灸整骨院におけるケガの予防トレーニング

116 茨城県 BAR STRA 店内のコロナ感染対策及び家スロレンタル・販売事業の開始

117 茨城県 releveballet studio 自宅でできるバレエ・オンラインレッスン

118 茨城県 ㈱井川建築設計事務所 6050001042774 新型コロナウイルス感染防止に配慮した新たな設計プロセスの構築

119 茨城県 ㈲カズインターナショナル 9050002022500 ネットを活用したエステ機器のサブスク事業

120 茨城県 COLORS㈱ 6050001038392 テイクアウト増産体制構築のための設備投資

121 茨城県 ㈱D.I.U. 1050001034207 新規営業活動と新規販路拡大への広告戦略の強化と対応

122 茨城県 ヘアーコレクションラスティ 新たな美容分野事業への進出による売上確保

123 茨城県 ユーアー(同) 1050003004372 恒温高湿庫導入で新たなテイクアウト事業展開と販路拡大

124 茨城県 つくば探偵事務所 WEB完結型相談・契約システムの構築による非対面型への移行

125 茨城県 Pain de Megumori 店頭販売以外での売上確保と宣伝効果を狙った通販・卸事業

126 茨城県 ショコロンホテル 産直野菜のインターネット通販による非対面ビジネスの構築

127 茨城県 稲葉酒造 日本酒製造の在宅管理・遠隔指示とBtoCの強化

128 茨城県 ㈱モリモト 9050001013995 外部環境の変化に対応する為にネットショップの導入・運用事業

129 茨城県 ボルダリングジムstyle crew より安全かつ快適なボルダリングライフの提供事業

130 茨城県 学習塾Luce 駒羽根校 オンライン授業の配信と会員の獲得

131 茨城県 ㈱ふじ屋 2050001033645 季節を訴求する高付加価値プリンの提供によるEC販売の強化
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132 茨城県 エステサロンミシア 毛穴ケアに特化したスキンケア商品の開発とEC販売事業の展開

133 茨城県 ドリームシェープ よもぎ蒸し兼オンラインカウンセリングルームスペースの新設

134 茨城県 ㈱CORRS 2050001019487 雑誌広告と連動したインターネット、カタログによる通信販売強化

135 茨城県 HARAKEN㈱ 4050001035425 CADデータ内製化による生産工程の短縮と新規顧客の獲得

136 茨城県 ㈲林住建 3050002004041 オンライン営業強化でwithコロナを乗り切れ！

137 栃木県 那須トチノ木会館有限会社 1060002024189 地域初「オンライン葬儀」で新型コロナに負けない事業基盤づくり

138 栃木県 Nasu fire-wood ネット販売向け　薪　宅配販売拡充事業

139 栃木県 有限会社陶庫 8060002018184 和田窯の魅力を広めたい！EC機能付Webサイトで売上向上計画

140 栃木県 株式会社ＫＴ ＪＡＰＡＮ 2060001025732 ドローン撮影と自社ホームページ開設による新規顧客獲得

141 栃木県 株式会社　和 2060001012557 オリジナル商品で販路を獲得する真空パック機の導入とネット通販

142 栃木県 株式会社ＰＲＯＰＲＥ 4060001012489 店内環境の安全性向上とネット販売強化による新たな暮らしの提案

143 栃木県 アトリエ・ノワ IT活用の運営・広報強化とオーディナリーフラワー新規ＥＣ販売

144 栃木県 居酒屋　官兵衛 もつ鍋のデリバリー事業によって非対面型ビジネスモデルを実現

145 栃木県 株式会社ヴェスタ 8060001030603 アプリとWeb連動で非対面型ビジネスモデルサービスの提供！

146 群馬県 Consul&Farm株式会社 6070001029753 新たにＥＣ販売に取り組むための投資事業

147 群馬県 ＳＳデザイン テレワーク＆動画制作空間強化で制作項数短縮化を周知し販路開拓

148 群馬県 株式会社山藤 7070001035593 ECサイト構築による通信販売業務の効率化と新規顧客の開拓

149 群馬県 有限会社赤石建鉄 5070002022460 安心・安全を確かめる　デジタル超音波探傷器

150 群馬県 株式会社リッキー 3070001015376 ネット販売用商品の開発における新規顧客獲得事業

151 群馬県 奈良　のりえ 高品質オンラインサービス及びホームページ開設による販路開拓

152 群馬県 Aki行政書士事務所 母親・行政書士として、子供を守る為の、親の相談所ウェブ戦略

153 群馬県 有限会社石井設備サービス 2070002013693 屋外工事対応強化のための重機購入

154 群馬県 株式会社松本工業 9070001009538 建設機械導入による建物付随設備工事依存からの脱却

155 群馬県 パティスリーフルミエール オードブル受注に係る設備導入による新規顧客の開拓

156 群馬県 株式会社しんゆうフーズ 2070001014420 群馬県産牛煮込みの家庭用真空冷凍小分けパックの販路拡大事業

157 群馬県
株式会社アーツデザインプロジェク

ト
3070001028683 「新しい生活様式」に沿う「おうちdeヨガ事業」で新規顧客獲得

158 群馬県 有限会社やど尚文 2070002035936 「旅館だからできる」地域の食材を世界に発信

159 群馬県 有限会社田村養鯉場 3070002035695 川魚のワンストップ型販売事業

160 群馬県 株式会社角弥 4070001033724 完全予約制スキーとワクシングサービスによる地域活性化事業

161 群馬県 株式会社カトレア 7070001036534 対面型の人財育成講習から非対面型講習への転換

162 群馬県 気ママ屋 地域を盛り上げる！デリバリーサービスの開始

163 群馬県 光都産業株式会社 5070001025373 新規取引先獲得のための事業転換の設備導入事業

164 群馬県 有限会社バースケア 2070002037107 主力製品との親和性を活かした新たなサプライチェーンの構築。
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165 群馬県 津久井酒店ハタヤ 全国へ販路を拡大するためのHP・ECサイト作成事業

166 群馬県 こるぽっくる 新型コロナウイルス感染症対策！マスク収納ケースの製造販売

167 群馬県 すりばち荘 アウトドアフィールド新設による新規顧客獲得の取り組み

168 群馬県 ログコテージふりーたいむ 非対面型受付システムと新サービスの導入による新規顧客獲得事業

169 群馬県 妙竹炭 自社HPのサプライチェーンへの周知強化より委託販売開拓

170 群馬県 有限会社味蔵 4070002025877 オンライン収益構築プロジェクト

171 埼玉県 合同会社龍太郎 7030003013493 テイクアウトサービスの導入を機に新規客獲得を強化する事業

172 埼玉県 Nuevo Lab 企業向けオンライン研修提供事業

173 埼玉県 岡村デザイン 顧客への非対面型営業の提案による共同受注の深化

174 埼玉県 (株)便利通信社 4030001120030 デリバリー事業者への側面支援事業

175 埼玉県 あや整骨医学研究所 感染症対策増強とリモート自宅療法を行う新時代整体院

176 埼玉県 合同会社 あやヘルスケア 2030003008341 独自ECショップと巻き爪補正足部ケアサロンの開設

177 埼玉県 s2lab（エスツーラボ） デジタルサイネージ販売

178 埼玉県 株式会社協和住設 5030001124311 水道工事業務の広告による顧客獲得

179 埼玉県 有限会社ボーダック 5030002091831 大型３Dプリンター導入によるドローン部品の自社内製造

180 埼玉県 877cafe ホームページとチラシによる店の認知度向上とECショップ開設

181 埼玉県 FunTrails合同会社 7030003010012 トレッドミルを利用したオンラインでのランニングレッスン

182 埼玉県 株式会社Ones of Truth 5030001133064 ECサイト開設による非対面ビジネスの強化

183 埼玉県 特定非営利活動法人美えな塾 1030005017060 オンライン講座の展開

184 埼玉県 株式会社ノースアップ 6030001101755 自動入店システムの導入・PRするための広告チラシの配布

185 埼玉県 株式会社くらら工房 3030001043505 構造見学会・完成見学会等を疑似体験するためのHP作成

186 埼玉県 Atelier nine Records 小規模レコード会社の広告宣伝による販路拡大

187 埼玉県 有限会社　ラフィネ 3030002066380 新規設備導入による品質向上事業

188 埼玉県 アットオプティマル 「オンラインコンサルティング✕業務効率化」ツール導入事業

189 埼玉県 有限会社モスグリーンナチュラル 6030002057708 地域密着・非対面営業推進事業

190 埼玉県 ケアタクシーひなた 作業効率の向上と安心安全の移送業務及び販路開拓事業

191 埼玉県 ＲＥＣＯＲＤＳ合同会社 3030003014355 ＢＧＭ音楽市場に参入する為のホームページ新設

192 埼玉県 株式会社メディウェイズ 3030001120618 オンライン指導で身体の悩みを解決するCLOUDGYM

193 埼玉県 バスク株式会社 2030001107434 通販機能追加とそれに付随するHPリニューアル事業

194 埼玉県 株式会社ノハラ 1030001071730 色彩色量計導入による新規開拓事業

195 埼玉県 あおば鍼灸整骨院 オンライン予約、オンラインによる相談開始事業

196 埼玉県 あさか小顔美SHI整 オンラインスクールの導入、見込み客の集客、教育システム構築

197 埼玉県 ＴＥＣＨ５１０ 店舗改装により非対面型ビジネスモデルへの転換、営業方法の改革
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198 埼玉県 関　智志 オンラインヨガ開始による顧客確保とメニュー追加による顧客開拓

199 埼玉県 朝霞台駅前整骨院 コリと歪みの専門家“オンライン整骨院”開院

200 埼玉県 株式会社ケイ・プロダクション 1030001050718 ＥＣサイト開設とＳＮＳ連動広告による新規顧客開拓事業

201 埼玉県 ネクストワン不動産株式会社 9030001123879 看板・インターネットを利用した販路拡大戦略

202 埼玉県 drop Japan株式会社 5030001128790 魅せるタイヤデザインモデル製作とタイヤ管理サービスの提供

203 埼玉県 株式会社パッシュ 9030001048127 人と社会を繋ぐ動画ワンストップスピード作成サービス

204 埼玉県 合同会社 CAP MISAKI 2030003007756 VRを使用した入居者募集販路の開拓と競争力強化

205 埼玉県 株式会社Golago 4030001123330 通販サイトのリニューアルとサイトを宣伝するための取り組み

206 埼玉県 株式会社ルート 1030001108920 強みを生かしたサービスの販路開拓と生産性の向上

207 埼玉県 Studio　Mutter オンライン予約、決済、レッスンの推進とバレエレッスンの拡充

208 埼玉県 株式会社アイ・スリー 6030001030351 BtoC向けオンライン型プログラミング講座事業の開始と販促

209 埼玉県 ヘアースタジオ　イソ お客様へ変わらないサービスを提供するための換気窓の導入

210 埼玉県 RAY PR動画製作とクラウド電話サービス導入による販路拡充

211 埼玉県 株式会社フジタゴルフ 1380001028860 ゴルフ講座「フジタゴルフWebアカデミー」展開による新規顧客

212 埼玉県 坪内音楽事務所 音楽家がまるごと買えるECサイト新設で販路開拓

213 埼玉県 GREEN FLASH シュミレーション動画システムの構築とオンラインライブ配信事業

214 埼玉県 ライトハウス株式会社 7030001044202 ネット販売事業の新設と展示会出展による新規顧客開拓

215 埼玉県 大の園芸 ポット土入れ機を用いた生産能力向上による販売数量増加計画

216 埼玉県 株式会社カルロッタ 6030001109823 自家農園の開拓と非対面営業システムの開発

217 埼玉県 杏菜歩子カウンセリング幸房 オンライン化で世界に顧客を増やし、世界の夫婦を幸せに

218 埼玉県 有限会社ビーンズ 3030002122555 感染症対策事業（テレワーク整備と非対面型営業の導入）

219 埼玉県 株式会社イノウエ 4030001091354 感染症対策事業（テレワーク整備と感染症対策マニュアル制作）

220 埼玉県 ワイマネジメント株式会社 1030001091431 非対面決済の導入および保管物品の感染拡大対策

221 埼玉県 株式会社ecore 5030001110071 注文住宅３３の間取りプランから一発検索WEBサイト構築事業

222 埼玉県 合同会社ｆｉｔ 9030003008921 個人事業主向けオンライン教育サービス事業を行い販路拡大する

223 埼玉県 株式会社ワンダフルライフ 2030001082578 情報ロボット活用による、テレワークスタッフ生産性向上計画

224 千葉県 株式会社ジョリーブ 6040001059902 コロナウィルス感染対策用　新マウスウォッシュの開発・販路開拓

225 千葉県 株式会社　山田技研 4040001051225 事務所機能のキャリーアウト化で販路開拓とテレワークの実施

226 千葉県 株式会社野口デザインスタジオ 8040001098709 販路開拓、自社の強みを活かす映像事業への進出

227 千葉県 エスエーサポート 新型コロナに負けるな！老人ホーム探しオンライン支援サービス

228 千葉県 OVEN+ オーブン料理を楽しめる店舗空間の創出とテイクアウト対応事業

229 千葉県 NPO法人袖ケ浦ドローン協会 3040005019541 バーチャルツアーで販路拡大

230 千葉県 株式会社　石井電器 8040001047186 DM、ニュースレターを活用した非対面型ビジネスの推進
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231 千葉県 アンダンテ音楽教室 子供向け音楽レッスン教材作成（ゆるキャラ作成編）

232 千葉県 有限会社岩井製作所 5040002037602 新型コロナウイルス感染症関連製品の生産体制とEC受注の構築

233 千葉県 LABLAB JAPAN 家リア充の時代！デジタル化から心のケアまで。家での居心地向上

234 千葉県 よしの観光株式会社 9040001075327 最先端除菌設備導入による既存顧客の呼び戻しと新規開拓事業

235 千葉県 ＮＰＯ法人コクアビート 2040005018602 キッチンカー導入で、販売チャネル拡大

236 千葉県 さつまや 店内の改装により、お客様「最高の体験」を提供する

237 千葉県
株式会社　モンフィールクリエイ

ションズ
1040001101486 従来の飲食店営業からの脱却による新規販路の確立

238 千葉県 合同会社WOULD 9040003004531 非対面型教育ビジネスモデルを確立させ、学校法人を立ち上げる！

239 千葉県 トライブエージェント株式会社 2040001082924 新規顧客獲得のためのホームページ作成及びweb広告戦略

240 千葉県 有限会社　傳兵衛 7040002084799 家庭でもお店の料理を楽しんでもらうためのテイクアウト販売事業

241 千葉県 辻内はりきゅう オンライン健康相談で新規顧客を目指す安全・安心な治療院

242 千葉県 クチーナ・トキオネーゼ・コジマ 本格イタリア料理の通販やテイクアウト需要への対応事業

243 千葉県 PIZZA　ｓｔｏｒｉａ 急速冷凍したこだわりの逸品を全国展開する為のＥＣ販売

244 千葉県 Asli コロナに負けない！非対面型販売部門の強化事業

245 千葉県 かずま オンラインによる撮影教室・撮影方法動画販売による販路拡大

246 千葉県 有限会社　松葉屋 7040002102800 新規顧客および個人顧客獲得のための、店舗および機器の改修事業

247 千葉県 株式会社ＯＣＥＡＮ　ＰＲＩＭＥ 2040001075457 「人に優しい除菌水」の通信販売による、非対面型事業への転換

248 千葉県 有限会社　恵比寿屋 3040002100700 客室を改装した「お食事処」の設置による非対面型食事提供の実現

249 千葉県 有限会社と貝 7040002101414 席数増加に向けた空き部屋改装事業

250 千葉県 鬼塚　翔一 新規取引先開拓及び非対面ビジネスへの移行事業

251 千葉県
株式会社北千葉みらいホールディン

グ
9040001099227 障害福祉事業における在宅向けサービスの拡充

252 千葉県 鮨どころ大和 新事業、弁当販売による売上の確保

253 千葉県 ひだまり社労士オフィス より多くの方に労務管理の重要性を知ってもらうために

254 東京都 株式会社ミノリティアマス 5012701012227 動画配信等によるEC/店舗の顧客開拓戦略

255 東京都 株式会社メディカルセミナーズ 5012401022633 看護師が安心安全に働くための「非対面型オンライン教育」

256 東京都 デンタルクオリティーヨシバ 歯科医師の口腔内カメラと技巧のデジタル化に対応する歯科補綴物

257 東京都
中小企業診断士事務所

StrateCutions
オンラインスクールで税理士等を事業性評価支援士に育成

258 東京都 ペイフォワード株式会社 1012701014631 エステサロン顧客向けオンライン物販サイト事業

259 東京都 株式会社キッズハート 7013101006908 リモート参加型えんぴつラボ

260 東京都 Apartment-Lab. 不動産管理業非対面化での物件訴求効果の向上

261 東京都 　アベデザイン 事業を継続・発展させるための非対面型ビジネスモデルの構築

262 東京都 株式会社三ツ矢フラット 7012401003383 電子契約システム導入と貸し会議室の衛生環境の強化

263 東京都 ㈱滝島商店 4013101004815 営業拠点統一と遠隔業務の充実化で生産性向上
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264 東京都 株式会社アレルゴ 1012401033502 集客セミナーのオンライン動画配信及びテレワーク移行事業

265 東京都 kizagisu グルテンフリー「米粉パンケーキミックス」の開発と製造販売

266 東京都 (株)ダイレクトコミュニケーション 4012701008044 Web口座の開講に向けたシステム改修とページのデザイン更新

267 東京都 国立リアルエステート合同会社 9012803001223 国立リアルエステート合同会社住宅宿泊事業管理代行紹介事業

268 東京都 Office Lacroix合同会社 5012403001577 音楽録音演奏と音楽レッスンのリモート化事業

269 東京都 株式会社小金井補聴器 1012401033717 ３Ｄ耳型スキャナーによる売上増加及び補聴器使用者の負担軽減

270 東京都 ギャラリー国立 お家で気軽に楽しめるアート作品のレンタルサービス事業の展開

271 東京都 りんどう国際事務所 インターネットを使った外国人労働者のメンタル予防支援

272 東京都 株式会社ＳＯＤＯ 4012401036411 自社ブランドの国内生産体制強化と販路拡大戦略

273 東京都 株式会社 H.M.E 8012701015136 ①ライバーの育成事業②キャスティング事業

274 東京都 滝山映像事務所合同会社 7012703001283 遠隔地生中継システムの構築及び編集業務及びHPでの業務PR

275 東京都 株式会社ＯＦＦＩＣＥＭＩＲＡＩ 3012401023303 安心安全に通える、働ける美容室

276 東京都 有限会社研数会教育研究所 4012402015554 感染予防に考慮した教室改装工事やテレワーク対応化

277 東京都 KAENN 対面型サービスから非対面型への移行による販路開拓事業

278 東京都 株式会社リアライズ 7012401014447 健康サプリメント‘和麹美人’のインターネット販売事業

279 東京都 仕髪人 ビデオチャットシステムでのセルフケアフォローアップおよび物販

280 東京都 合同会社OneSelF 8010103001374 いつでも、どこでも、OneSelF オンラインサポート

281 東京都 sｈujiworks 動画コンテンツを活用した皮革関連商品の物販事業の強化

282 東京都 今井　優作 オンラインレッスン、ライブ演奏配信

283 東京都 Emotional　image 「新たなステージへの挑戦」と「映画のような映像商品の創造」

284 東京都 株式会社聚楽堂 4012401030967 貸スタジオでの開催講座オンライン配信事業

285 東京都 池戸　祐太 オンラインレッスン

286 東京都 株式会社ハウス・サポート秋川 9013101005412 工事完了まで一切対面せずに塗装を可能とした周知事業

287 東京都 S.F.Akishima 「新しい生活形式」に合わせたパーソナルトレーニングへの転換

288 東京都 galleria salone HandSomeJunk Awesome Recommend

289 東京都 株式会社Pleasant.japan 5012401032186 販路拡大に伴う楽天市場への出店

290 東京都 株式会社マイスター 5012401021635 環境に左右されない営業活動を

291 東京都 株式会社BRUINS 7012701008891 販路拡大・新規顧客獲得のためのホームページ制作

292 東京都 TET’s corporation ライブ配信と風船ギターオンライン、防災グッズ販売促進

293 東京都 株式会社ぽてともっと 2012801019265 都市農業者を支援する案件獲得に繋がるWebプラットフォーム

294 東京都 株式会社NAYUTA　SWEETS 2012401019426 健康系スイーツの開発・販売事業への進出

295 東京都 DAIKI　FITNESS レンタルジム設備改装及びパーソナルトレーニングのリモート化

296 東京都 株式会社PIANO　CLASSE 6012401021758 ホテル等から、生演奏を注文頂くための取り組み



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

297 東京都 有限会社ファーイースト 1013102003645 非対面型決済システムを活用した旅行予約サイトの構築

298 東京都 スタジオ・ライトニング ＡＩによる動画の加工・編集ワークステーション構築及び販路開拓

299 東京都 オフィス流行作家 ビジネスコミュニケーションのオンライン化推進

300 東京都 MSC合同会社 4012803001277 旅館業における非対面ビジネスへの転換とテレワーク環境整備

301 神奈川県 真鶴ピザ食堂KENNY セルフレジの導入による人員削減・業務効率化と感染防止対策

302 神奈川県
社会保険労務士事務所こどものそら

舎
自由自在につながる「そらオンライン」による研修会等の推進事業

303 神奈川県 Common Future & Co.株式会社 9011001105902 レンタルスタジオの非対面型対策事業

304 神奈川県
株式会社 Sake Business

Laboratory
1021001069492 Withコロナ時代の新たなGlobalSakeビジネスの創出

305 神奈川県 有限会社レイランド・グロウ 1021002070664 リアルイベントから非対面型イベントへの転換と仕組みづくり

306 神奈川県 エバーリゾート 非対面販売システムの構築による既存客単価UPと新規客獲得事業

307 神奈川県 グッズライフ合同会社 1021003006592 新設ECサイト・LP制作及び外部広告によるマーケティング

308 神奈川県 minoru合同会社 5070003002973 対面・通話からオンラインサービス移行による顧客獲得事業

309 神奈川県 株式会社　山や 2021001056317 新たな生活様式に対応する為のデリバリーテイクアウト、通販事業

310 神奈川県 株式会社REBRANDING 4021001064210 新サービスWEBサイト（非対面型契約・決済システム）構築

311 神奈川県 満室経営株式会社 7020001093514 完全予約制の抗菌内装戸建てのアンティークスタジオ事業

312 神奈川県 有限会社クロサワ 8021002046889 完全非対面でのセミオーダー型ブライダルジュエリーの販路を開拓

313 神奈川県 TMアンドアソシエイツ 新規顧客開拓を目指したECショップへの販売力強化プラン

314 神奈川県 有限会社　日の出園 3021002068962 自社HPの作成によるEC販売と予約機能の取り組みとコロナ対策

315 神奈川県 さんごの暮らし相談室　月と太陽 オンラインサービスによる集客経路の構築

316 神奈川県 海音 遠隔保守管理システム及び当社販路拡大プロジェクト

317 神奈川県 株式会社MARIO　DEL　MARE 6021001043088 製造業務内製化の為の機械導入し、売上増・利益の確保をする

318 新潟県 株式会社新日本電子 7110001024617 フェイスシールド量産及び社会貢献

319 新潟県 中川酒造株式会社 5110001023851 無濾過商品通年販売、ＷＥＢ会議・商談の構築、ＨＰリニューアル

320 新潟県 お休み処杉山 過密を防ぐ一方向動線・バリアフリー化

321 新潟県 有限会社旅館おかやま 8110002025159 宴会場の個室化による客相互の非対面・非接触空間の実現

322 新潟県 ヒロスイ写真館 オンラインでの写真販売と動画制作受注のためのホームページ作成

323 新潟県 メガネのまつい Webを活用した度付き眼鏡の販売

324 新潟県 有限会社モンルポ 3110002025147 宿泊施設における対人非接触での滞在空間の提供

325 新潟県 SNOW SAFARI株式会社 5110001034675 オンライン動画による地域の食材と伝統食の紹介・EC販売事業

326 新潟県 farmEASE 商品バリエーション拡充と新たな販売方法への取り組み

327 新潟県 星製作所 設備導入と販促による既存顧客内の加工シェアＵＰと新規顧客開拓

328 新潟県 有限会社　水原町農産センター 2110002013169 酵素玄米ごはんのパッケージ刷新と新商品開発による販路拡大

329 新潟県
特定非営利活動法人　アジアクラフ

トリンク
5110005014979 木工雑貨品の付加価値向上とネット通販強化による販路開拓
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330 新潟県 ENDO Photograph 高品質なストックフォト（写真素材）の制作・販売

331 新潟県 株式会社友家ホテル 3110001027276 新しい生活様式に対応し、時流に沿った宿づくり

332 新潟県 株式会社ゴトウ熔接 9110002019011 ホームページを活用した非対面型工場見学システムの構築

333 富山県 田仲司法書士行政書士法務事務所 非対面型ビジネスモデルの構築による高齢化社会対策事業

334 富山県 こども服　ちゃけ 自社ブランド商品の推進によって外部環境変化に対応する

335 富山県
合同会社イタリア食堂ユニコネルモ

ンド
3230003001135 テイクアウトメニューの生産販売拡大による事業継続力強化事業

336 富山県 串揚　酉宴 万全な3密対策、当店自慢のこだわり料理を安心・安全に提供

337 富山県 有限会社AT企画印刷 6230002005472 テレワーク環境でもネットワークビジネスの取組

338 富山県 JBラボ 非対面で全国の経営者に販売できるオンラインアシスト業務の提供

339 富山県 株式会社KONPON中道 2230001017885 WEBを活用したセミナー及びオンライン講座による販路開拓

340 富山県 ワイデザイン アート作品のネット販売システム＆アート教室の遠隔システム構築

341 富山県 株式会社福福旅行社 2230001011285 非対面が可能な完全個室の「セルフ脱毛」新コースの導入

342 富山県 アルパカ舎 急速冷凍機導入による「非対面」「宅配」サービスの実現

343 富山県 株式会社ＳＵＤＡＣＨＩ 3230001015302 子育て支援のためのポータルサイト構築による地域共生と販路開拓

344 富山県 株式会社むすび 2230001009395 レジ対応非対面化・無人化とウエブサイトリニューアル

345 富山県 ｎｏｗｈｅｒｅ テイクアウト商品の開発と徹底した衛生管理による販売体制の構築

346 富山県 マーベラスクリエィティブ株式会社 6230001014788 オンラインカフェ＆スタジオ設置事業

347 石川県 数馬酒造株式会社 3220001016747 IT導入によるサブスク型サービスでの顧客獲得での売上拡大

348 石川県 有限会社メディカル・エステル 9220002009785 香りや抗菌など機能性の高い無添加せっけんの商品化と販路開拓

349 石川県 株式会社ＲＴＦ 2220001019932 セルフオーダーシステム導入による業務効率化とサービスの向上

350 石川県 鶏SOBAスプーンヌードル 女性が何度もリピートしたくなる快適空間作りと生産性向上の取組

351 石川県 株式会社共同印刷 6220001013741 オリジナル作業着で新たな販路拡大

352 石川県 牟田陽日 ECサイトを活用した革新性のある九谷焼商品の販路開拓

353 石川県 株式会社　ノース白山 2220001021459 オリジナルの「発酵そうざい」の新販売形態「BOPIS」

354 石川県 株式会社WORDROBE 2220001019651 オンラインでセミオーダーする「くらしのドレス」

355 石川県 有限会社　河内農村振興公社 7220002000028 非対面・非接触型による新たな接客と新商品開発による販路開拓

356 石川県 有限会社一里野高原ホテル 4220002000006 天然素材にこだわった通販・宅配向け料理の開発・販路拡大事業

357 石川県 株式会社きぬや 4220001021390 伝統工芸職人が魅せるZOOMリモート参加型オーダーメイド事業

358 石川県 有限会社京武蔵 2220002002251 店頭を改装し、テイクアウト販売を本格的に展開

359 石川県 株式会社OkuruSky 8220001016858 次世代生産者によるビジネスモデル「フードデリバリー事業」

360 石川県 有限会社ひがし 8220002011775 非対面での感染防止対策と商品提供体制の拡充による販売促進

361 石川県 LC総合進学塾 オンライン授業強化及び衛生環境向上による地域の学びの継続支援

362 石川県 幸福さん ネット販売＆実店舗内の陳列及びレイアウト改善
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363 石川県 はしもとや 安心安全のテイクアウトを行う為の真空包装での販売

364 石川県 株式会社ハイディワイナリー 5220001018510 曹洞宗總持寺御用達の｢相承ワイン｣の特設ＥＣサイト作成事業

365 福井県 富士良建設株式会社 7210001014426 ＩＣＴを活用した新規顧客開拓認知度アップ事業

366 福井県 株式会社　肉研 6210001002794 福井・肉研・若狭牛を形にして認知度を広げる事業

367 福井県 株式会社竹内鉄工所 5210001002325 鉄骨製品の高品質化、高効率化による販路開拓及び増産体制の構築

368 福井県 株式会社旅工房 6210001011069 HPを活用した営業強化による新規顧客開拓・売上向上事業

369 福井県 大谷造船工業株式会社 8210001010886 遠隔管理カメラ設置による非対面型事業推進・顧客満足度向上事業

370 福井県 GFY PHOTO STUDIO ECサイトの開設・運用によるパンデミックに強い売上構築事業

371 福井県 越前河野さへい ネットショップ新設による新たな販路の開拓及びリピート販売向上

372 福井県 有限会社平成 1210002012343 越前・料理宿の食を自宅でも味わえるオンラインショップ開設

373 福井県 株式会社WHO’S NEXT 4210001015154 ホームページ開設による非対面販売力の強化と店舗の視認性向上

374 福井県 有限会社エリアサービス 4210002007720 提供スピード向上のための最新型寿司ロボット導入

375 福井県 ヘアメイクのんのん 独自ECサイトの構築と“バズる”を販売戦略による売上創出事業

376 福井県 めし処　万福 テイクアウトに対応した店舗改装事業

377 福井県 株式会社ちひろかわら 9210001014779 新たなホームページを活用した非対面営業による新規顧客の獲得

378 福井県 枩田商店 非対面型販売を感じさせない通信販売促進事業

379 福井県 有限会社石丸館 7210002000334 ＥＣサイトでの魚介類販売促進事業

380 山梨県 株式会社くらむぼんワイン 4090001009292 ウェブショップ制作による非対面型ビジネスモデルへの転換

381 山梨県 株式会社　ショープル 4011301018998 コアファン獲得に向けた非対面高品質VR活用による販路拡大

382 山梨県 ヴェンティチェロ 非日常で楽しい＆完全３密回避の宿泊提供

383 山梨県 コテージ上機嫌 完全非対面でのチェックイン・アウト化の実現

384 山梨県 Ugadell  Design 非対面型ビジネスモデル形成のためのウェブサイト更新

385 山梨県 Booz Cafe お客様グループごとの個室での飲食提供による集客

386 山梨県 有限会社山中観光 6090002012772 テイクアウトメニューによる地元のお客様に喜ばれる取組み

387 山梨県 岩井プレス株式会社 8090001007870 ECサイト創設による販路開拓

388 山梨県 タルトカフェ 新規ネットショップの開店による売上回復事業

389 山梨県 株式会社　隆盛 6090001007393 営業用パンフレットの作成・送付とホームページを活用した営業

390 山梨県 鶏っこ 鶏焼肉調理済みパウチ商品化とECでの新規販路拡大

391 山梨県 株式会社シーキューブデザイン 2090001015029 映像撮影を内製化し、ＷＥＢイベント配信ビジネスを構築する事業

392 山梨県 Dharma Health合同会社 1230003001070 「大切な人の健康を守る」食の６ヶ月オンライン講座新事業展開

393 山梨県 有限会社モリヤ 1090002009781 脱脂洗浄工程の見直しによる生産性向上・販路開拓の取り組み

394 山梨県 ももの里整骨院・整体院 日本初！オンラインファスティング指導による新市場開拓戦略

395 山梨県 山梨農産食品株式会社 5090001011223 クラウド型顧客管理システムによる問屋への非対面型営業活動



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

396 山梨県
株式会社ソーシャルグッドカンパ

ニー
5090001016370 取引企業、提携事業所の新規開拓のサービスサイト制作・広告運用

397 山梨県
トーラスパズルインター ナショナ

ル株式会社
7011601018646 非対面営業による法人向けランチ弁当デリバリー事業

398 山梨県 合同会社ＳＰＥＣ 9090003001227 身体能力を引き出す『ＭＣ体操』の動画作成

399 山梨県 るいーだ ネットショップの開設による非対面販売とコロナ後の再集客

400 長野県 合同会社ロンカンフリエ 4100003005263 HP制作による知名度の増加、インターネット販売による販路開拓

401 長野県 BeDo オンライントレーニング用HP改修及び店舗看板設置事業

402 長野県 株式会社　ペースアラウンド 5100001026418 珈琲とワインに合う、焦がしキャラメルくるみタルトの通信販売

403 長野県 グーギーズカフェ 新型コロナウイルス感染症対策衛生管理向上事業

404 長野県 髙橋製作所 最新成形機導入による新製品製造・品質の向上

405 長野県 宿屋DOYA リモートワークに対応し、新規顧客獲得の為の新サービスの提供

406 長野県 株式会社フォークロア 3100001031964 草木染め事業の立ち上げとオンライン販売による収益手段の確立

407 長野県 有限会社窪田モータース 7100002029491 除菌電解水の内製化と新サービスによるコロナ撃退と客単価向上

408 長野県 株式会社アナザーブレイン 7120001105779 オンラインを活用したプログラミングの関する学びの場の提供事業

409 長野県 梅の屋リゾート松川館 観光地における旅館業の非対面型接客ビジネスの事業化

410 長野県 合同会社ジモカル 4100003004637 クラウドサービスを活用したオンライン・イベントシステムの構築

411 長野県 株式会社　河一屋 3100002017509 ３密回避と衛生消毒を約束する安心安全な宿泊プランの提供

412 長野県 株式会社ヤドロク 7013201012525 フロント・ラウンジ改装による売上向上とテレワーク環境の整備

413 長野県 株式会社T・Pono 2100001032781 オンライン広告、SNSツールを使った新規顧客の開拓

414 長野県 美容室　loloi（ロロイ） 自社オリジナルキャラクターを活用したネット販売品の強化

415 長野県 常盤 和食に特化したテイクアウトメニューの拡充及び広告宣伝

416 長野県 有限会社長野エスカルゴ 7100002003505 非対面型ビジネスモデルの拡販増大の為の改装

417 岐阜県 株式会社理想精密 6200001014469 炭素繊維複合材専門サイト開設による新規販路開拓

418 岐阜県 株式会社カーリル 8200001028368 COVID-19：学校図書館支援プログラム事業

419 岐阜県 有限会社今井米穀商会 3200002016343 非対面ビジネスへの転換の為のホームページのリニューアル

420 岐阜県 株式会社からっぽ 9200001032724 紅茶を切り口にした新商品のECサイト活用による非対面型販売

421 岐阜県 板蔵ファクトリー株式会社 2200001034941 リアルにも劣らない、ＷＥＢ商品カタログサイトの構築

422 東京都 株式会社スタジオ伝伝 9011001102222 アート展開催による集客及び図面製作ソフト導入での在宅勤務実現

423 静岡県 株式会社たけし 8080101004819 ステイホームで味わう手作りあじ寿司セットのＥＣ販売化

424 静岡県
ｓａｌｔｙ　ｌａｂｅｌ（ソル

ティー　レーベル）
非対面システム導入でサーフ・ビーチカルチャーを発信

425 静岡県 転職創研 転職支援サービスのオンライン化・月額会員制化

426 静岡県 極漁丸 新鮮な浜名湖の海の幸を直接ご家庭にお届けする事業

427 静岡県 有限会社パレスレイト 4080102011347 顧客ファースト向上の為デジタルシフト・オムニチャネル化

428 静岡県 株式会社　カキサワ製作所 6080101019950 既存横穴面取り加工機の改造計画
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429 静岡県 株式会社シェルト 3080101019697 トマト塩等調味料の安定供給を図りWEB販売強化により売上増加

430 静岡県 三ヶ日製菓有限会社 3080402016253 地元特産のみかん饅頭、みそまんと初生衣を宅配便で販路拡大

431 静岡県 近江屋製菓有限会社 8080402009780 フードプリンターを導入し、版作成を不可化し全て自社製化する。

432 静岡県 有限会社　堀川ガラス 3080402018308 オンラインで対応できるwebページの制作

433 静岡県 ｓ－Ｌｉｖｅしずおか韮山校 ネット媒体を使った販促用PR（ウェブサイトでの動画配信）

434 静岡県 株式会社ＥＥＣＯ 6080401021788 スマホ対応オンライン販売サイトによる若年層の新規需要開拓

435 静岡県 有限会社ぶんぶく 7080402019888 レトルト・冷凍食品の開発による商品販売事業の開始

436 静岡県 株式会社鈴木農園 8080401018634 自動販売機、看板、のぼりの設置による無人販売の実施と販路拡大

437 静岡県 有限会社佐原製作所 3080402009281 品質管理業務のIOT化事業

438 静岡県 ときわ登記測量事務所 冷凍餃子製造と通信販売における非対面型ビジネスモデルへの転換

439 静岡県 パン時々ケーキの店そらうみ 商品セット販売と新たな販路開拓事業

440 静岡県 ブティック　アイニー オンライン苔テラリウム教室の展開による販路開拓

441 静岡県 株式会社エス・マルシェ 9080001009883 海産加工品の通信販売用通販WEBサイト作成と広告実施

442 静岡県 いちごらんど中西 非対面型ネット販売への取り組みと発送用包装箱の制作

443 静岡県 とん吉 看板商品「自家製チャーシュー」のテイクアウト販売開始

444 静岡県 株式会社ＭＵＲＡＫＥＮ 7080101020313 HPでオンラインプログラム導入によるサービス提供の変更と拡充

445 静岡県 合同会社ＡＺＵＲＥ 9020003009739 広告を活用したオーガニック飲料＆食品のインターネット販売

446 静岡県 有限会社アイカット 1080402014746 移動式簡易型消毒ルームを自社開発し主にネットでの販売網を構築

447 静岡県 有限会社魚兼商店 4080402016137 人手がなくても製造量を確保しなお且つ生産量アップで販路拡大

448 静岡県 自然療法サロンミモザ ZOOMを活用した販売サイト情報拡散によるグッズの安定供給

449 静岡県 マルゼン工業株式会社 5080401014850 抗菌マスクバンドの製造事業

450 静岡県 株式会社アスグリーン 3080401020900 クリーニングノウハウを活かしたウィルス殺菌事業への参入

451 静岡県 株式会社アイコーポレーション 9080401020052 アメリカンカスタムカー製作を継続するための作業ブース増設事業

452 静岡県 有限会社　青島プレス 7080402021308 コロナ禍に起因する新規受注に対応する溶接工程の効率化

453 静岡県 合同会社接骨院成幸応援団 8080003001666 柔道整復師に向けた三密を避けたＷＥＢ講座の導入による販路開拓

454 静岡県 株式会社WEST-STYLE 5080401011906 会社PR動画の制作、公開による巣ごもり新規顧客の開拓

455 静岡県 株式会社Blue Earth Company 7080401013900 デジタルサイネージによる自社野立て看板ビジネスへの取組

456 静岡県 株式会社エルシャート 5080101011033 サプライチェーン毀損対応による在庫確保と非対面型販売方法構築

457 愛知県 株式会社　美津濃 2180001098353 インターネット販売サイト構築及び神祭具の製造販売

458 愛知県 有限会社　おもてや園 3180302028017 販促動画でネット販売強化、三密を避けた店舗運営

459 愛知県 萬楽 ECサイトで落ち着いた和の空間と料理をアピールし集客をUP！

460 愛知県 MILESTONE ネットショップの物流改善による販路開拓事業

461 愛知県 株式会社　ミロス 1180001084437 インスタを活用した高級ECブランド・個人作家への販路開拓事業
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462 愛知県 カフェミールバロック アップルパイの販路開拓による大量生産に対応できるシステム確立

463 愛知県 中国酒家　山下 オリジナル鉄板中華出前サービス開始とPR事業

464 愛知県 ラヴィエール 「美と健康のサロン」のセルフケア商品オンライン販売促進事業

465 愛知県 ストローカースタイル 対面接客や文字表現に依存した事業に、動画を取り入れ事業拡張

466 愛知県 カジュアルカフェ　プリュス オリジナルスウィーツと自家焙煎珈琲豆出前サービス開始とＰＲ

467 愛知県 合同会社　ＬＴＣ 7180003016845 インターネット等を用いた経営安定化と新たな賃貸事業拡大

468 愛知県 Ｍａｎａｗａ　合同会社 2180303004414 「令和型のあたらしい暮らしかた提案」

469 愛知県 アトリエカラフル 店舗三密対策とオンライン展開でリスクマネジメント＆販路開拓

470 愛知県 福伸鈑金塗装 自社HPの作成とリモート対応＆レンタカー事業で販路拡大

471 愛知県 和食・寿司　藤宮 地元食材を活用したテイクアウトメニューの開発・ＰＲ

472 愛知県 オスカーフーズ　株式会社 1180001062896 免疫力を高めるジュース「ビーガニスタⓇ」のＥＣショップ

473 愛知県 ジープロメディエーション ホームページ新設による新規顧客の獲得と新たな人材の確保

474 愛知県 柘植　貴允 地域で唯一のフードトラックの極上おむすび専門店、HP製作

475 愛知県 BLISS international　株式会社 8180001121431 ライブ配信を活用したキャンペーンサイトの作成での新規顧客開拓

476 愛知県 ユーアイ精機　株式会社 2180001001390 会えなくても出来る！新たな販路拡大計画

477 愛知県 大石測量登記事務所 新規顧客獲得のために営業活動を委託

478 愛知県 からだの恵み 「プロが伝授！おうちヨガ」のSNS動画配信で販路開拓

479 愛知県 こども古本店 ネットで対面販売！コミュニケーション型ネットショップへの転換

480 愛知県 RIC style 建築設計事務所 非対面でオンライン受注ができるホームページや販促物の作成

481 愛知県 smilehop オンラインＬＩＶＥ型ＥＣ＆ＷＥＢ会議システム整備事業

482 愛知県 小塚毛織　株式会社 9180001084223 自社オリジナル服地をアパレル製品化してECサイト販売

483 愛知県 アーチエンジェル 全国展開に向けたオンラインサロンの制作

484 愛知県 株式会社ベルグート 6180001102680 “BASE×instagram”売上シェアリング事業

485 愛知県 Rigolo　株式会社 1180001026141 高断熱高気密住宅での販路拡大と工事管理のクラウド化

486 愛知県 ａｌｏｈａーｃｏｃｏ． 料理教室・資格取得講座を、なるべく非対面で提供する

487 愛知県 ベイビーミニョン デザイン性のある新商品開発および内製化、非対面型販売への転換

488 愛知県 株式会社　AEグループ 4180001035726 新規販路構築でコロナに打ち勝つ体制作り

489 愛知県 株式会社　Saibi 5180001133181 コロナに打ち勝つ！BtoCへモデル転換

490 愛知県 株式会社　きよすさくら接骨院 3180001117665 オンライン対応と施術を組み合わせた新しい診療体系の実施

491 愛知県 back beard 地域で出張整備に特化した車屋のＨＰ制作・ＥＣ販売の新たな挑戦

492 愛知県 株式会社　エイチープラス 9180001126223 オンラインで販路開拓のためのシステム導入とＰＲサイト制作

493 愛知県 有限会社　荒元 5180002040798 ネットショップリニューアルと３Ｄシミュレーションテレワーク化

494 愛知県 株式会社　マジックサプリ 7180001068962 インターネット利用者に向けたECサイトで販路開拓
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495 愛知県 株式会社　SNOWY 2180001104458 店舗・テイクアウト・通販の３つの事業であらゆるニーズをカバー

496 愛知県 H.A.B.Eプロジェクト 訪問美容師育成と事業者と美容師を繋ぐビジネスモデル事業

497 愛知県 マルハチ工業　株式会社 6180001084622 新型コロナ蔓延時代に打ち克つバーチャル営業システム構築事業

498 愛知県 フードサンシャイン オンラインレッスンへの移行とパンの通信販売で販路を広げる

499 愛知県 株式会社　エディットアウト 3180001105356 Web営業コミュニケーションツール活用による事業のリモート化

500 愛知県 ＵＺＯＵ ネットシステム構築と看板情報発信並びテイクアウトメニュー強化

501 三重県 株式会社マツザキ 9190001008676 強みを活かし現場の対応力強化と効率化で選ばれる建設業者に

502 三重県 株式会社インピアンチュラー 2190001020076 マスク需要に応じた「耳が痛くならないフィットマスク」生産事業

503 三重県 株式会社ふちてい 5180001123851 インターネット通販及び持ち帰り販売訴求による売上回復！

504 三重県 美しいキモノとき和株式会社 3190001013046 オンラインショップ開設による販売チャネルの拡大！

505 三重県 季節ごはん教室niwacoya オンライン講座集客の為のホームページ作成

506 三重県 株式会社　アサヒダイテック 9190001012868 非対面型ショウルーム設置による既存顧客の維持と新規顧客の開拓

507 三重県 フラウヘン 外出しにくい時こそリモートトレーニングでペットと家族の共生を

508 三重県 有限会社サンコウ 6190002011392 常に飽きさせないホームページ作りで販売促進

509 三重県 有限会社丸正 8190002022090 インターネット販売の強化による経営の向上

510 三重県 マルカメリヤス有限会社 7190002018222 内製化でガッチリ！営業ツールで掴む新規顧客！

511 三重県 有限会社近藤ソウイング 7190002018197 新型ミシン導入によるマスク製作の内製化とネットショップ新構築

512 三重県 株式会社　賀門 9190001020367 新型コロナウイルス収束後の商品供給体制の充実及び販路拡大

513 三重県 山本学習塾 オンライン授業の拡充とAR/VRの導入による新規生徒獲得事業

514 滋賀県 有限会社　富茂登 7160002006915 ネット予約システムを構築し非対面販売で売り上げ確保を目指す

515 滋賀県 株式会社　杉岡織布 5160001011942 新型コロナに負けない抗菌制菌・抗ウイルスタイプ織布の開発

516 滋賀県 SKY planning ホームページ新設・商談の電子化による販路開拓

517 滋賀県 株式会社おきしま倶楽部 9160001021566 テイクアウトの認知度アップとテラス席充実による満足度アップ

518 滋賀県 合同会社和苑繍 9160003001153 オンリーワンマスク生産に伴う作業のテレワーク化

519 滋賀県 ヒューグレッシブ株式会社 5160001019291 耕作放棄地を活用したスーパーフード、クコ＆ナツメの栽培と通販

520 滋賀県 日本料理　魚佐 ホームページ開設による無人予約対応システムの導入

521 滋賀県 大橋珍味堂株式会社 1160001009809 ホームページ新規構築・オンラインショップ販売・海外対応事業

522 滋賀県 株式会社みんなの奥永源寺 8160001020073 オーガニック化粧品販売事業の非対面型ビジネスモデルへ転換事業

523 滋賀県 丸安茶業株式会社 2160001005328 ＥＣサイトの拡充強化で海外顧客の獲得と国内顧客の囲い込み

524 滋賀県 アトリエオクハシ 双方型オンライン授業の環境整備による非対面型モデル転換事業

525 滋賀県 Ｈａｉｒ’ｓ　ＳＯＣＯ 主力商品の非対面販売への転換による売上拡大と新規顧客開拓

526 滋賀県 有限会社伊勢屋 1160002010170 すしロボット導入によるデリバリー事業の強化と衛生管理の徹底

527 滋賀県 魚兵楼 最新業務用オーブン導入による弁当製造強化で販路開拓を目指す
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528 滋賀県 株式会社茗荷村同労社 2160002010203 ホームページ構築と飲食店・通販業者へのプロモーション

529 滋賀県 松勘駐輪場 非対面型ビジネスで、便利さ売上ナンバーワン駐輪場へ！

530 滋賀県 近江焼肉ホルモンすだく 贈答用ギフト・BBQ商品をECサイトにて販売を行う通販事業

531 滋賀県 有限会社　衹園屋 4160002006439 酒類専門店の認知度向上と、コインランドリーの混雑対策

532 滋賀県 meet　kitchen　natsu 注文と受け渡しの非対面型のテイクアウト事業の開始

533 滋賀県 大野カフェアプリ WEB強化での非対面型サービスによるビジネスモデルへの転換

534 滋賀県 株式会社ロクヨン 7160001012286 非対面型接客と在宅業務の推進で安心・快適な宿泊体験を提供

535 滋賀県 自然派美容室kinomi 店頭・WEBを通じたオーガニック志向の方への新サービスの展開

536 滋賀県 有限会社竹平楼 1160002008314 テイクアウト、ネット注文による将来のリピート客増加計画

537 滋賀県 株式会社プリムスクリエイティブ 7011001068985 ＨＰリニューアルによる販路拡大と雇用拡大を見据えた環境整備

538 滋賀県 株式会社　植杢 1160001011822 ホームページ新規開設による非対面型ビジネスでの販路拡大事業

539 滋賀県 みなくちファーム ECサイト立ち上げによる非対面型ビジネスモデルへの転換

540 滋賀県 匠ｓｏｕｎｄ ワンマンオペレートでもハイクオリティなライブ配信の提供

541 滋賀県 有限会社つるや 4160002007305 コンテナラッピング、イートスペース設置による新規顧客獲得

542 滋賀県 こだま鍼灸整骨院 密集を避け完全予約制と遠隔カウンセリングを導入してHPで告知

543 京都府 合同会社CanvasKyoto 6130003005614 一般家庭向けのテイクアウト事業による販路開拓

544 京都府 Atelier aimable ☆マンツーマンコーチングの受注サイトの作成

545 京都府 和オート ホームページ作成と非対面型ビジネスモデル転換による販路開拓

546 京都府 株式会社　プロキダイ 9190001005343 動画プロモーションを用いて非対面型営業モデルへと変換する計画

547 京都府 やまぐちピアノ教室 ピアノレッスン感染症対策衛生強化事業

548 京都府 有限会社コーワレーザー 1130002028018 全国の大学・研究所・官庁から受注できる試作サイトを構築

549 京都府 ＲＩＧ個別型教室 非対面型ビジネスモデルへの転換のための改装と広告宣伝

550 京都府 プチ・ラパン ネットショップ開設と店舗リニューアルで経営基盤づくり

551 京都府 株式会社　　WAIRA TAMBA 3130001055052 外注加工を内作加工に変更し利益幅を確保出来る商品を具現化する

552 京都府 株式会社　ＫＥＤ 8130001036139 電気自動車向けシャシーの量産体制の構築

553 京都府 サンエー工業株式会社 4130001028056 アルミのオリジナル製品によるネットショップ販売の構築

554 京都府 株式会社ファインネットワールド 1130001030817 リモートで学べるオンラインコーチングスクール事業の新規開発

555 京都府 株式会社ジェイズコーポレーション 9130001049800 オンラインカンパニー化による新規受注案件獲得への取組

556 京都府 中川商事 移動式居酒屋、飲食応援号

557 京都府 Salon ViViE 美容サロンの非対面型サービスを導入した新サービスの提供

558 京都府 コアラ自動車 ホームページ作成による非対面型ビジネスモデルによる販路拡大

559 京都府 長岡銘竹株式会社 9130001030322 WEB及びECサイト整備による非対面型ビジネスモデル強化事業

560 京都府 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 9130001037202 着衣に付いた飛沫痕除去用ウイルス対応型吸引ブラシの開発・販促



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

561 京都府 株式会社Office　REY 9130001037318 オンラインサロンでの共育をテーマにしたコミュニティー作り

562 京都府 株式会社Ａｓ　Ｇｌａｕｇｈｔｙ 5130001059456 ホームページでの宅配買取とECサイトでの販売による売上向上

563 京都府 サエラ暮らし研究所 オンライン見学会・オンライン勉強会の実施

564 大阪府 お天気の部屋 ＥＣサイトで販売促進・看板設置で認知度アップを促す計画

565 大阪府 株式会社H2O 8120101052061 雑貨グッズ小ロッド対応生産体制の確立及び新アイテム開発

566 大阪府 リセット 「供養じまい」非対面サービスへの転換と販促

567 大阪府 カネ増製菓　株式会社 3120101033545 商業施設閉鎖や国内の少子化への対応のために輸出強化

568 大阪府
（株）エヌアールディーコーポレー

ション
7120101034779 冷凍生餃子の通信販売及び店舗での販売

569 大阪府 ＴＫＤ㈱ 9120901041725 アフターコロナに向けたＢＢＱ特化店舗の改装とＥＣサイト化

570 大阪府 ㈲スズシゲ 1120902008747 アパレルＥＣサイト向け格安発送代行事業

571 大阪府 ファンファクトリー株式会社 4120901037546 ECサイトによる『看板の百貨店』オープンで新たな受注拡大

572 大阪府 村川荘兵衛写真事務所 自宅スタジオ新設による完全リモート商品撮影プラン

573 大阪府 かねこ整骨院 移動販売・出張販売による健康衛生用品・施術の販路拡大

574 大阪府 NOWORK motor＆cafe 自社部品の製造とECサイト及クラウドワークを活用した販売計画

575 大阪府 株式会社テクノブレイン 3120101052553 オリジナルサイズの屋外掲示板が受注できる販売サイト

576 大阪府 ケーキ工房モンクール フードプリンターを活用した新商品開発と販路開拓

577 大阪府 株式会社　住まい創造舎 1120901030124 新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための投資の類型

578 大阪府 株式会社すまいる顔 7120101054133 クラウド運用できるテレワークに対応した経営管理システムの開発

579 大阪府 さやま空間 コロナに負けない！WEB活用で通いやすいベリーダンス教室運営

580 大阪府 ジーナネイル 簡単巻き爪矯正ジェルシートの開発／ネットスクール開校

581 大阪府 COMIMA 国民の健康増進のための全国温浴施設活性化サポート事業

582 兵庫県 Spica Rose THE BAR プロのソムリエが選ぶオンライン・セレクトワインショップの運営

583 兵庫県 株式会社２Ｋ２ 2140001091989 終日販売可能な食品通販市場参入による事業多角化戦略

584 兵庫県 ポンコツ商店 キッチンカーによる移動販売型飲食店への業態転換

585 兵庫県 株式会社ヒラヤマ 5140001096325 オンライン商談の実現で消費者の不安を払拭し、反響獲得！

586 兵庫県 株式会社　J‘Caniche 3140001029971 ペット用品雑貨を中心に販売するＥＣサイトの新規構築

587 兵庫県 株式会社中田 7140001079526 テイクアウトを可能にする新メニュー・商品開発事業

588 兵庫県 書家ごとうみのる 新規ネットショップ開設による「書」のギフトの販路拡大

589 兵庫県 株式会社IROHA STANDARD 8140001111270 非対面型ビジネスモデル導入による販路開拓事業

590 兵庫県 たけなわ デリバリーおよびテイクアウト事業による販路開拓計画

591 兵庫県 株式会社山田鈑金 7140001113763 新型コロナウイルス感染症に打勝ち、Ｖ字回復させるプロジェクト

592 兵庫県 myスポットbyマエスポ オンラインレッスン・オンラインパーソナル、出張指導

593 兵庫県 株式会社澄風荘 7140001116246 セルフチェックインシステムの導入と館内環境整備による販路開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

594 兵庫県 Aromatique カウンセリングとオンライン導入でのコロナ対応及び新規顧客開拓

595 兵庫県 TOTAL　PHOTO　LIFE　サンダ 非対面型サービスの導入と出店する2号店の広告宣伝

596 兵庫県 TERME 地域食材の魅力発信による非対面型ビジネスモデルの導入

597 兵庫県
司法書士行政書士　ひろせ法務事務

所
対面絶対主義から非対面原則主義へ！新たな相談スタイルの確立

598 兵庫県 withBe株式会社 7140001110612 リフォーム資材や建築雑貨のネット販売への新規参入事業

599 兵庫県 有限会社福助 1140002054814 宅配受注サイトの構築と宅配開始の広報事業

600 兵庫県 筆文字ゆめりん オリジナルデザイン文字WEB通信講座の構築と販売の仕組み作り

601 兵庫県 株式会社ＳＦヌードル 6140001067192 テイクアウト用ラーメンの開発と広報宣伝事業

602 兵庫県 和心料理 Takasaki 通信販売における新規顧客の獲得と販路拡大計画

603 兵庫県 株式会社BHL 5140001026265 UberEatsを利用した宅配事業＆テイクアウト事業への進出

604 兵庫県 Studio T&i オンラインレッスン＆動画講座の開発と認定教室による販路開拓

605 兵庫県 吉本アートファクトリー 量産プラモデル設計事業への参入による販路拡大

606 兵庫県 lien 新たな販路開拓のためのオンラインスクールの開設

607 兵庫県 株式会社エコリカル 8140001095794 ゴーストレストラン開業者支援事業

608 兵庫県 株式会社ひらせ 3140001066544 次世代に活躍する音楽講師育成オンライン講座の作成と実施

609 兵庫県 株式会社Problem Solving 5140001111273 自社独自ユニフォームの非対面式販売展開

610 兵庫県 株式会社マーレ 3140001028197 オンライン研修とオンライン起業支援の構築で販路拡大する大作戦

611 兵庫県 有限会社コヤマ 7140002039438 SNS，ECサイトを活用した非対面型ビジネスによる売上増

612 兵庫県 株式会社喜作 3140001041019 独自のECサイト開設による販路拡大と持続化可能な収益構造の構

613 兵庫県 三田精工株式会社 8140001111353 薬品分注機導入による納期短縮への対応と新規顧客獲得

614 兵庫県 司法書士三輪・大野事務所 ネットで相続手続き

615 兵庫県 メイクバランス株式会社 5140001116280 ネット販売での映像やユーチューブなどの取り組み

616 奈良県 株式会社ARUKAMAN 4150001021571 ステイホームによるおうちの食卓にお店の味を運ぶプロジェクト！

617 奈良県 アトリエクチュール 百貨店との新取引による非対面販売の開始とZoom教室の開催

618 奈良県 Taishin 触れずしてストレス解消の新メニュー開発とPR事業

619 奈良県 鼓整舎 教室に出向かなくても練習ができるオンライン配信の実施

620 奈良県 ラーメン奈々 ドライブスルー型テイクアウト事業による非接触型ビジネスの強化

621 奈良県 カラオケ喫茶サリー 店舗の空きスペースをテイクアウト用厨房とテレワーク部屋に改装

622 奈良県 株式会社IrieLifeGroup 1150001022325 ケータリングカー＆宅配バイクによる「たこ焼きデリバリー」事業

623 奈良県 ならしか キッチンカーが地元の食卓に温かいカレーを届けますプロジェクト

624 奈良県 株式会社一心 6150001020407 テイクアウト＆デリバリーによる売上確保と新規顧客獲得事業

625 奈良県 株式会社トローベルシューズ 6150001018070 ＥＣ事業拡大に向けたＥＣサイト構築・情報発信と業務効率化

626 奈良県 フジエダ珈琲株式会社 2150001006070 テイクアウト事業への進出でパンデミック等に強い経営体質の構築



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

627 奈良県 株式会社トキワスタジオ 7150001022947 閲覧から精算手続きまで終始可能なシステム導入による再生事業

628 奈良県 大和総合学園 安心・安全な教室設備の充実とリモート授業の展開及び広報活動

629 奈良県 BUGUS訪問鍼灸治療院 介護福祉施設を対象としたオンラインでのリハビリ運動指導の開始

630 奈良県 堤野精肉店 ホームでミート！「中食」市場への『大和の精肉』販路開拓事業

631 奈良県 一刀彫　髙橋勇二 「奈良一刀彫」でコロナ封じ！「疫病退散人形」の販路開拓事業

632 奈良県 株式会社ニシダ 1150001009470 ＷＥＢによる『ヘアメイク専門店向け動画発信』で新規顧客の拡大

633 奈良県 フレンチレストランKIYAMURA ネット、テイクアウトによる販売と新規開拓

634 奈良県 有限会社StainSatin 2150002006788 地域密着 お客様の手元にお届け 持ち帰り・宅配・移動販売事業

635 奈良県 株式会社あすも 4150001016349 町家サロンにてon-line料理教室による新規顧客獲得事業

636 奈良県 株式会社DANDORI 3120001195618 宿を非対面運営へ転換、携帯端末充電設備整備、客室洋室化と広報

637 奈良県 山海里 テイクアウトメニューの開発とHPによる集客でコロナを乗切る！

638 奈良県 芝田椎茸農園 当農園へ足が遠のいてしまった常連客や新規顧客のHPによる獲得

639 奈良県 ㈲ゴダイゴ・プランニング 4010802018978 田舎からダイレクトに都会のお客様にレストランの味を届ける

640 奈良県 有限会社　美園 6012402019784 非対面型で全国の方を対象としたオンライン講座の提供

641 奈良県 株式会社 島田防災テック 2150001014560 防災用品のネット販売システムの構築

642 奈良県 着つけのさち オンラインレッスンで充実！ステイホームの着付けサポート事業

643 奈良県 株式会社Ｋａｉｃａ 2150001008538 副業で収益を生み出す非対面型オンライン講座の提供

644 奈良県 PC AUTOMATION SARVICE オンラインIT相談サービス”俺のIT屋さん”

645 奈良県 花水土香 ECサイトを利用した自家栽培ブランドイチゴの販路拡大事業

646 奈良県 CAFÉ 鍼灸 ZADAN おうちで本格珈琲を簡単購入。動画で楽しむ！ネット販売戦略

647 奈良県 株式会社オールインマーケティング 5120001130358 オリジナルコスメ定期購入ＷＥＢサイトの構築とＰＲ事業

648 奈良県 ㈱CoeuRコーポレーション 1150001021582 非対面型新ビジネスモデル構築！「物件動画案内」による継続営業

649 奈良県 ARS　FRONTIER株式会社 7150001023474 地域初！オンラインレッスンによるパーソナルトレーニング事業

650 奈良県 田之上農産 サツマイモ菓子のパッケージ作成とＥＣサイト開設による販路拡大

651 奈良県 ヤマヤ株式会社 9150001013622 コロナに負けない！老舗靴下工場が挑むＥＣ専用ブランドの展開

652 奈良県 ホームマート コロナ対策によるテレワーク及びオンライン計画事業

653 奈良県 株式会社ミナミックアート 6150001016256 ＷＥＢ受注システム導入による非対面営業ビジネスモデルへの転換

654 和歌山県 株式会社　秋津野 6170001009654 出来る限りの対面を避けながらも交流を大切に客数復活をめざす。

655 和歌山県 和歌山たびと企画 対面販売からネット販売への転換と強化

656 和歌山県 民宿亀の井 民宿営業を非対面、自動化する宿泊運営システムの構築

657 和歌山県 合名会社丸正酢醸造元 3170003000597 新たな顧客獲得の為のホームページ作成＆ブランディング

658 和歌山県 有限会社若竹商事 6170002011543 熊野特化のＥＣサイト開設と宿泊に繋がる導線作りのＨＰ更新

659 和歌山県 Spain Bar VALESTA パエリアキットをネット販売する為のECサイト構築
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660 和歌山県 清新通産株式会社 6170001009621 非対面IT活用で各家庭に食品を届け対面販売以上の喜びを与える

661 鳥取県 記号株式会社 4060001025037 人脈、IT化、コンテンツ化を活かした販路開拓

662 鳥取県 河原交通株式会社 9270001006515 ネット強化による非対面での予約・提案による販路開拓計画

663 島根県 有限会社 ヤマヲ水産 3280002002682 巣ごもり消費に商機あり！新たな顧客獲得事業

664 島根県 清水商会 鈑金塗装部門への選択と集中による販路開拓事業

665 島根県 株式会社　神千 2280001007931 WEBを利用した宅配事業への取組み

666 島根県 株式会社奥出雲社中 2280001006479 webオーダーによるテイクアウトと店内完全セルフサービス化

667 島根県 株式会社Ｏ．Ｒ．Ｃ 3280001008086 奥出雲町産ジビエ肉の通信販売事業

668 島根県 光プロジェクト株式会社 5270001006519 ひかりフィットネスの屋外＆オンラインによる養成講座事業

669 島根県 株式会社出西窯 4280005002852 ショッピングサイトの魅力向上と新商品開発による販路開拓事業

670 島根県 有限会社本多石材店 5280002004883 地元山陰エリア専用サイトの開設による顧客開拓と販路拡大

671 島根県 株式会社メデュアクト 7280003000946 有料データベースアプリによる新しい収益源の獲得

672 岡山県 ヒトトゴハン株式会社 4260001027905 自社料理の缶詰商品化開発及び販路開拓による非対面ビジネス構築

673 岡山県 ペンションくろしお丸 「自家製蜂蜜」のネットショップによる顧客拡大プロジェクト

674 岡山県 グローバルフーズコーポレーション HP・SNSと機材調達で目指す新規販路と売上増加！

675 岡山県 創・食・美・酒　浅口劇場 居酒屋店主が創り出す５００種類のテイクアウト弁当

676 岡山県 牧商店 仕出し料理を日常使いにも提供し個人宅で食事を楽しんでもらう

677 岡山県 かぴばらこーひー 新商品開発と通販及びテイクアウト体制の構築

678 岡山県 ジョイ美容室 ソーシャルディスタンスの確保と美容品等の店頭での物販対応

679 岡山県 焼肉　勘 テイクアウト及び宅配サービス開始による非対面型販売の展開

680 岡山県 あき・シニアライフサポート 非対面化するオンラインカウンセリングと待合室の接触減対策

681 岡山県 有限会社ツーバイツー 2260002014920 非接触システム導入による環境整備と販路開拓

682 岡山県 川上繁盛屋 ホームページを強化し自社の知名度アップ、食器の販路拡大。

683 岡山県 株式会社アイテムワン 6260001032184 テイクアウト料理検索サイト【ていくまっぷ】の新規事業展開

684 岡山県 有限会社インテリアサロン藤原 2260002000846 モバイル活用による内装提案システム構築・販路拡大

685 岡山県 株式会社ゼンコック 1260001027825 非対面型オーダーシステムの導入とテイクアウトシステムの運営

686 岡山県 香音 新たなEC販売の取り組みによる売上高の確保

687 岡山県 五十嵐整体 整体・体操指導のWEB配信事業の周知による新たな販路開拓事業

688 岡山県 有限会社ビューティーファクトリー 5260002023027 ネット販売・オンラインスクール開設とPRで新たな顧客獲得

689 岡山県 あいコン実行委員会 オンライン婚活ビジネスとセルフブランディングによる販路開拓

690 岡山県 山田農園 ピラティスの力を全国に！山田農園が送る健康づくり事業

691 広島県 盛川酒造株式会社 2240001026943 SNSを活用した酒粕ペーストのプロモーション

692 広島県 ふっこりーな インターネットの活用による販路転換及び販路拡大事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

693 広島県 五月荘 自社の強みを活かしたデリバリー等の強化と食品製造環境の構築

694 広島県 日の丸写真館 自販機事業強化により店舗営業リスク回避を図る

695 広島県 有限会社マルイチ商店 9240002029229 オンラインショップと直売店の利用環境整備による直販力の強化

696 広島県 有限会社　中国金型 1240002029223 ツールプリセッタの導入によるコストダウンと生産性改善

697 広島県 へんこつ苑 地元食材を使った手作り弁当ショップ開設による販路開拓

698 広島県 有限会社　ふちがみ 5240002042854 冷凍総菜の通信販売サイト及び三密回避宴会場予約システムの構築

699 広島県 有限会社博多商店 1240002036785 ネット販売を活用した非対面ビジネスの新規構築で新収益源を創出

700 広島県 司法書士・行政書士　竹村圭司 テレビ電話を用いた安心な来客対応とその宣伝による認知度向上

701 広島県 Nurse and Craft 合同会社 4240003004375 3Ｄプリンタによる福祉用具の開発・販路開拓

702 広島県 株式会社かこ川商店 4240001029473 ステイホーム対応：個人向け「片付けサービス」による販路拡大

703 広島県 株式会社　ファームスズキ 6240001048109 海外顧客とのオンライン上での商取引システムの構築

704 広島県 コパ整骨院 痩身メニューのEC販売導入とフリーペーパーを使用した販路拡大

705 広島県 akiko photography 企業団体や個人に向けての撮影指導をオンライン化

706 広島県 健栄 インターネットフル活用で非対面売上システム確立

707 広島県 もものいえ療術所 自社Webサイトで温熱整体療法のセルフケアオンライン指導

708 広島県 株式会社BIOREN 2240001014576 無人アクアコンビニを展開し初心者層の育成と業界の活性化を図る

709 広島県 株式会社高橋鐵工所 7240001033695 住宅用耐震リフォーム用鉄骨のオンライン営業体制の確立

710 広島県 株式会社　Cobain 8240002027539 オンライン商談とサイトリニューアルで不安を払拭し、反響獲得！

711 広島県 株式会社　you愛 4240001049819 テレワーク導入により、子どもと従業員の安全、売上を確保

712 広島県 BODY　MAKE　ヒラシゲ 販売メニューの拡充及び情報発信強化による、受注依存からの脱却

713 広島県 広島北ビール株式会社 2240001051066 ビール醸造の工程における製造樽増強による商品開発とブランド化

714 広島県 天勝 テイクアウトに対応！ストック量の増加による売上拡大

715 広島県 株式会社モイスフル 7240001049378 通販サイト「守護神」の立ち上げによる販路開拓事業

716 広島県 田中商店 移動販売へ進出し販路拡大及び新規顧客獲得で売上増を図る

717 広島県 有限会社　西田屋 4240002028111 ホームページ制作による非対面型新規販売方法の確立

718 広島県 再生本舗合同会社 9240003003166 サプライヤーチェーンの資材置場の確保

719 山口県 Pecan sweets factory テイクアウト専門店へのシフトに伴う店舗の改装、外壁看板の設置

720 山口県 アロハオレンジ 非対面型販売による「おうちでギャング丼」の実現と広報

721 山口県 株式会社ジブンノオト 3250001014368 リアル学習とオンライン学習を融合した学校教育

722 山口県 青江土地株式会社 5250001000028 Web構築とドローンによる非対面での土地紹介

723 山口県 やまだ精肉店 イノシシ解体施設の設置で供給を刷新してジビエ市場を開拓！

724 山口県 株式会社瀬戸内ジャムズガーデン 4250001013071 充填機等購入によるＥＣ用「おうち時間で島カフェ」商品の開発

725 徳島県 有限会社おくいや本舗 8480002015370 祖谷豆腐増産のための豆腐製造設備の新規導入



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

726 徳島県 前田防水 顧客のDIY志向に応え生産性向上も実現させるホームページ開設

727 徳島県 株式会社 味喜グループ 1480001007771 豊富な品目と徹底した衛生管理による、仕出し事業の強化

728 香川県 BLUE BEAT BLAND CAFE 安全な接客と提供方法の整備によるテイクアウトの強化

729 香川県 株式会社ブレーメンカンパニーズ 1470001017680 地域のストック食材を活用した「三次加工食品」の開発による販路

730 香川県 出張整体＆トレーニング　あき星 ｵﾝﾗｲﾝでﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ整体を行うことができるwebｻｲﾄ

731 香川県 縁navi 結婚を目的とした出会いの為の会員オンラインコミュニティサロン

732 香川県 祭礼SHOP響や 「ネット販売による祭礼用品の営業力強化事業」

733 香川県 ギャラリーとよなか ネット販売強化による「さぬき岡本焼」の販路拡大事業

734 香川県 フローリスト　ル　レーブ 新たな教室サービスの提供等による新規顧客獲得事業

735 香川県 株式会社エフディアイ 5470001010418 オリジナル「低糖質食パン」のネット販売強化事業

736 香川県 ＬＩＦＥ 対面席から並び席に変更しながらもオリジナリティある空間づくり

737 香川県 有限会社　おか乃や製麺 4470002019434 新規個人顧客獲得の為のネット販売強化及びＰＲ事業

738 香川県 瀬戸内ワークス株式会社 2470001017358 UDON HOUSEオンライン製麺プロジェクト

739 香川県 株式会社四国遍路 5470001015499 WEBサイトリニュアルと認知度向上のための広告出稿

740 香川県 有限会社旭工業 4470002013172 自社スイーツのテイクアウト・EC展開を行うことによる売上向上

741 愛媛県 株式会社エイブル 2500001014855 テレワーク導入に伴う営業活動の強化

742 愛媛県 有限会社イヨエッグ 8500002008041 自社製品等直売所の開設及び飲食店経営への進出事業

743 愛媛県 トレーフルサッカースクール eスポーツ開催と動画アップで集客と満足度向上の相乗効果を狙え

744 愛媛県 赤坂水産有限会社 2500002012718 究極の血抜きを施した自社ブランド真鯛・ヒラメのネット販売

745 愛媛県 株式会社道後屋ワケスポーツ 6500001007921 マーク加工の内製化による納期短縮と利益率向上

746 愛媛県 Sunlit キッチンカーを軸とした、デジタル飲食提供の仕組み構築

747 愛媛県 森文醸造株式会社 8500001007812 米麹甘酒発酵酢酸菌ゼリー及びドレッシングの非対面型販売強化

748 愛媛県 河辺自動車有限会社 6500002012227 設備導入によるサプライチェーンの毀損対応

749 愛媛県 株式会社LINK　WOOD　DESIGN 9500001016465 機械導入で製作効率アップ＆店舗開設で新規顧客獲得

750 愛媛県 葉月 「おうちで和食」ウェブ広告販売強化プロジェクト。

751 愛媛県 株式会社黒田海産 1500001020326 冷凍販売対応による商品の品質安全・安定供給の実現

752 愛媛県 Cheer up オンライン上での収益体制の確立、セミナー拡大事業

753 高知県 森製紙有限会社 4490002009623 デザイン性を有したあぶらとり紙の開発事業

754 高知県 黒鳥鍛造工場 ホームページ作成による販路拡大事業

755 高知県 OUTER KOCHI IPとデジタルメディアによる非対面型ビジネスモデルへの転換

756 高知県 Ｋ・Ａコンサル ネット販売の環境整備による自家焙煎珈琲豆の販売強化

757 高知県 株式会社エスエス 8490002010370 新たな需要開拓及び品質向上による受注体制整備事業

758 高知県 乾ちゃん 「乾ちゃんPRESENTS　ご家庭でプロの味を堪能！」



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

759 高知県 小川製塩所 土佐久礼太陽塩の自社通信販売サイト開設による販路開拓事業

760 高知県 有限会社創栄工務店 3490002007966 CADソフト導入による効率化と、付加価値増大による販路開拓

761 高知県 龍鳳 テイクアウトメニューの充実と快適空間提供事業

762 高知県 ヤマサキ農場 HP改修とカタログ掲載による非対面型ビジネスモデルの構築

763 高知県 山大 ホームページによる新規客拡大と既存顧客の契約継続化

764 高知県 株式会社　ハート 6490001001819 海外向けショッピングサイトの構築と新たな販路の開拓

765 福岡県 ＭＯＲＩＴＡＢＡ ＨＰ開発、ショッピングサイトの導入、新商品開発

766 福岡県 森田利七行政書士事務所 遺言・相続等終活オンライン無料相談会の開発と販路拡大

767 福岡県 株式会社　lives 1290001068412 オンラインカウンセリングとECショップの開設による販路開拓

768 福岡県 和食処いけだ テイクアウト商品の展開による新たな販路の開拓

769 福岡県 株式会社原口想建 1290001065698 オンラインシステム導入と規格住宅展開のためのＨＰリニューアル

770 福岡県 株式会社シセイコーポレーション 5290002019716 シセイハウジングの「こだわりの家」をバーチャル住宅展示場で！

771 福岡県 田丸電設サービス ＷＥＢミーティングの導入による顧客ニーズ向上と収益の拡大

772 福岡県 Beauty Studioシオン “健康”をテーマにしたＨＰとＥＣサイト構築による販路拡大

773 福岡県
izumi　industry（イズミ　インダ

ストリー）
防鳥対策製造・販売業務を非対面式ビジネスへ移行する

774 福岡県 智清庵 奇跡の木「モリンガ」のECサイト構築で販路開拓

775 福岡県 株式会社　永徳 4290001044518 お家で永徳　デリバリー事業

776 福岡県 木工房＆ぎゃらりーふじやん 完全予約制体感型ぎゃらりーの導入

777 福岡県 有限会社Step技建 1290002042762 オンライン商談の実現で消費者の不安を払拭し、反響獲得！

778 福岡県 岩下愛司法書士行政書士事務所 非対面型リモート相談窓口の設置

779 福岡県 一看板 業務用設備導入によるカッティング売上増加への取り組み

780 福岡県 ＵＤＯＮ　ＨＩＲＯ 当店自慢のうどんを自宅で。看板及びECサイト構築事業

781 福岡県 HEART トレーナーによるオンラインカウンセリング＆トレーニング

782 福岡県 白石ありさ 非対面型ビジネスモデル！エンターテイメントWEBステージ！！

783 福岡県 ＭＩＳＡスクール 異文化に触れるＷｅｂサイトの開設とオンラインレッスンの導入

784 福岡県 Ｍｏｒｒｏｗ珈琲 コロナ禍の影響に負けない、ネット集客強化事業

785 福岡県 tclimb 新しい健康食品の販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の実施

786 福岡県 ＬＡ　ＣＯＥＴ コロナウイルス打開に向けた新商品開発と販売による経営再生事業

787 福岡県 田主丸ラーメン　五炉 ＥＣ販売開始による当社オリジナルラーメンの全国展開

788 福岡県 ティービーファクトリー ニコニコ人生フォトブックの作成と広報

789 福岡県 七輪焼肉　炎牛 オリジナル商品のネット販売による販路開拓

790 福岡県 ＭＫ　ＣＥＮＴＥＲ インターネットサイトＢＥＳＴＢＯＡＴの構築

791 福岡県 Medical Salon　K.STELLA 天然素材パウダーを使った自宅で出来るケアの提案による販路拡大



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

792 福岡県 焼き鳥　心ちゃん 店内環境改善による顧客増加と商品のテイクアウトによる販路拡大

793 福岡県 神川重機サービス 設備の導入で作業効率の劇的アップ。受注件数を1.3倍に増加！

794 福岡県 一　～HAJIME~ テイクアウトサービスによる既存顧客満足向上と新規顧客獲得

795 福岡県 舩越　舞 オンライン占いと占い教室の開設

796 福岡県 有限会社　MIZUBEFIT 9290002034100 リモートを活用した新商品のフィットネス講習会と、そのPR

797 福岡県 株式会社茜屋 4290001037414 ホームページの開設とオリジナルジュエリーの開発

798 福岡県 株式会社　one step 6290001087969 オンライン療育／販路開拓事業の実施

799 福岡県 株式会社サークワイド 7290001068555 HP改修及びインスタ活用で新しい結婚式の提案、販路開拓

800 福岡県 株式会社PLANDO 4290001063690 販売機会を失った商品フードロスをなくす為の運営サイト構築

801 福岡県 博多漢塾 看板メニューの商品化・通信販売事業の立ち上げ

802 福岡県 鵜来巣 ジビエ料理テイクアウトメニューの充実化による他店との差別化

803 福岡県 株式会社エムエスホーム企画 5290001077129 清掃業務の差別化、お客様への内装、清掃管理の販促・仲介業務

804 福岡県 土俵工房株式会社 7290001086598 自宅で出来立てのうどん！ ドライブスルーでサービス提供

805 福岡県 オフィスANAN. オンラインセミナー配信のWEBサイトによる全国展開

806 福岡県 有限会社　坂田織物 3290002047181 バーチャル産業ツアー・ライブ配信による非対面型ビジネスモデル

807 福岡県 株式会社MEISHO system 2290001043389 WEB打合せ専用室整備とチャットボット問合せサービスの実施

808 福岡県 株式会社MACRO JAPAN 2290001082445 釣りガール専用ルアーメーカーの立ち上げ

809 福岡県 わかまつ農園 3密にならないための開放的な直売所への改装

810 福岡県 原ラーメン ラーメン店手作り餃子ご家庭用でテイクアウト拡販

811 福岡県 熊川食料工業株式会社 1290001052812 福岡県地域資源を活用した「福岡の食」ブランドの開発及び展開

812 福岡県 そろばん学舎　い都の寺子屋 ＷＥＢを活用した動画配信サービスの開始による販路拡大

813 福岡県 PonoHeartCompany 市場動向を意識した健康志向ナッツ商品の開発による販路拡大

814 福岡県 ジーク・デザイン インターネットを用いた事業の拡充と作業場の整備

815 福岡県 合同会社イマチュウ 1290003007500 インバウンド集客企業向け特別プロモーション

816 福岡県 HANAMIZUKI　F-style 通販サイトのリニューアルによる新規開拓

817 福岡県 王様のチャーハン SNSを活用しテイクアウト＆デリバリー強化でコロナを乗り切る

818 福岡県 ディーブレイク 事例が見えるWEB集客による非対面型ビジネスモデルへの転換

819 福岡県 LINK不動産株式会社 3290003003729 40代以上もわかりやすいテレビ電話を活用した新ビジネスモデル

820 福岡県 株式会社ビィ・プランニング 7290001079131 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化

821 福岡県 守永接骨院 オンライン決済導入による新規集客と販路拡大の為の広告宣伝

822 福岡県 miel うきはのお土産オンラインストア販路開拓

823 佐賀県 株式会社GFL 2300001011880 自社HP制作及びネット通販の立ち上げによる販路拡大事業

824 佐賀県 株式会社　中嶋土木 4300002009410 トータルICT化で「地元No.1ICT建設業者ブランド」確立
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825 佐賀県
特定非営利活動法人　COOL BEAT

DANCE SCHOOL
1300005006358 コロナに負けるな！オンラインレッスンで再始動事業

826 佐賀県 富田農園 クラウドを利用した新システムの構築とオンラインサービスの提供

827 佐賀県 W一創建 光触媒施行認知度向上のためのプロモーション活動強化事業

828 長崎県 アイランドフェスティバル㈱ 3310001015657 付加価値の高い海水魚販売による非対面型ビジネスへの挑戦

829 長崎県 くちのつ石材店 新規ウェブサイトにお墓のオンライン相談室を設け販路開拓

830 長崎県 ゲストハウス和茶美 ワークスペースの整備によるリモートワーカーの新規獲得

831 長崎県 ながせ陶房 買物機能付HP制作と新商品開発可能な窯設置による新規販路開拓

832 長崎県 宮崎写真館 老舗写真館による非対面型ビジネスモデル構築事業

833 長崎県 ADVANCE合同会社 1310003003059 「共用宅配ポスト」設置ならびに「非対面事業」への新規参入

834 長崎県 株式会社アグリ・コーポレーション 5310001011431 芋ポタージュ、オーガニック甘藷粉末の開発と販路開拓

835 長崎県 びわ椿合同会社 1310003003348 主力商品『あごだし麹』用充填機の導入により生産性を高める事業

836 長崎県 有限会社 MOKSHA 5021002072491 ヨガと養生食クッキングクラスの動画配信による健康長寿の普及

837 長崎県 ねいる屋　志 総合的な多角化サロンへの事業展開により売上３倍を実現する事業

838 熊本県 株式会社ゴチ食品 4330001024663 ECサイトによる熊本県産のこだわり食品の販路拡大事業

839 熊本県 体質改善ダイエットサロンLeaf オンラインサービス集客のための動画マーケティング委託費

840 熊本県 ヨカイエ株式会社 6330001026880 建築3次元用プレゼンソフトを用いた遠隔接客体制構築計画

841 熊本県 トゥー・デザイン株式会社 8330001014719 ＷＥＢシステムを活用した新たなブランディング販路拡大事業

842 熊本県 株式会社　TRSA 3330001022940 eスポーツイベントの実施とSNS・動画発信事業!

843 東京都 株式会社アクト 3010901031916 新型クライオポンプ自動検査装置構築による顧客獲得事業

844 熊本県 株式会社　きくかわ 5330001010456 ECサイトにて「介護衣料品」販売による販路拡大事業

845 熊本県 Iris 自社オリジナル自動販売機の設置による非対面販売事業

846 熊本県 有限会社旅館伊賀屋 3330002029365 非対面の新接客手法の確立と観光庁キャンペーンでの確実な集客

847 熊本県 喜左衛門商店 コロナに負けない新商品開発とネット販売システムの構築

848 熊本県 花のあすか株式会社 9330001020360 コロナに負けずスーパー花卸事業の更なる拡大のための作業場改装

849 熊本県 バクーンプロダクツ株式会社 7330001009463 新規分野の製品開拓と内製化による部品の安定供給

850 熊本県 まる鉄 洋風お好み焼きの魅力発信とECサイトの構築

851 熊本県 有限会社堀田樹芸 9330002017991 観光農園事業による経営の多角化によるコロナ不況対策事業

852 熊本県 ひきたカウンセリングオフィス オンライン「子育てRebornプロジェクト」のWEB販路開拓

853 熊本県 Ｋｎｅａｄ ＥＣサイトによる「ドレッシンググランプリ」食品の販路拡大事業

854 熊本県 DAGOE 動画コンテンツとインターネット広告を活用した販路開拓

855 熊本県
Ｍａｐｌｅ　Ｔｒｅｅ　Ｉｎｔｅｒ

ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ
オンライン授業、オンライン非対面型説明会による販路拡大事業

856 熊本県 株式会社馳走Inc 6330001018399 非対面型ビジネスモデル転換へ向けた設備導入

857 熊本県 レストラン木香里 自社ウェブサイト制作しネットショップ販売、販路拡大事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

858 熊本県 有限会社よしおか 6330002019388 テイクアウト商品開発、及び新メニュー開発のための設備投資

859 熊本県 有限会社　トラベルアシスト熊本 9330002020418 出会いを繋ぐオンライン婚活の導入とサイネージ看板による集客

860 熊本県 株式会社ファンラボ 2330001026174 非対面型商品の開発と提供

861 熊本県 sumi 地元の農産物でつくる台湾の味、ベジマンの販路開拓事業

862 熊本県 まつなが歯科技工所 DMによる新規獲得とLP＆YouTube活用マーケティング

863 熊本県 株式会社アイエヌ 3330001009582 純国産でつくるオリジナルマスク

864 熊本県 株式会社HEALTY 7330001021261 シルクマスクの開発と物販強化のためのシステム構築

865 熊本県 廣島お好み焼き　もみじ 収束に伴う集客施策とピクルス販売ECサイト構築の実施

866 熊本県 枝川ＦＰコンサルティング株式会社 4330001013328 人生100年時代を自分らしく生きるためのＦＰオンラインサロン

867 熊本県 天萬堂 ＥＣサイトによる「食品添加物不使用の和菓子」の販路拡大事業

868 熊本県 イタリア小料理コラッジオ 真空調理機の導入による販路拡大及び営業持続計画事業

869 熊本県 株式会社志亜 1330001019798 人気の馬肉料理をご自宅へお届けすべく商品開発と販路拡大

870 熊本県 オフィス寺島 オープンテラス拡張によるフィジカルディスタンス確保

871 熊本県 阿蘇マロンの樹 ペットも泊まれるオートキャンプ場を開設する。

872 熊本県 宝友 店舗改善改良で、安心安全アピール！顧客プレイバック作戦

873 熊本県 有限会社ながもと 8330002019790 テイクアウト商品の開発宣伝販売および業務改善のための機材導入

874 熊本県 株式会社Ｃｒｅｅｘｉｎ 8330001025377 熊本県随一の清掃・リフォームクオリティを皆様にお届けする事業

875 熊本県 キャノンボール クラシックカーの魅力発信とECサイトの構築

876 熊本県 有限会社井芹工務店 4330002000746 オンライン現場見学会による「ぬくもりの家」販路拡大事業

877 熊本県 StudioSmileBox 非対面型ダンスレッスン・アロマサロンのオンライン化と環境整備

878 熊本県 株式会社新栄工業 6330001006924 オンライン動画による「ZEHの家」高性能住宅の販路拡大事業

879 熊本県 ストレート株式会社 1330001008215 オンラインを活用した新たなるイベント企画による販路拡大事業

880 熊本県 株式会社CAROTA 3330001027007 熊本の特産品を使った物販サイト開業による販路拡大事業

881 熊本県 有限会社オバックス・ジョイランド 7330002016046 顧客が非対面で手軽に購入できるネットショップの展開

882 熊本県 株式会社あんず 9330001014791 通販による売上向上のための新商品開発事業

883 熊本県 株式会社平家屋 9330001013959 「くまもとのスローフーズ」の販路拡大と販売ツールの強化

884 熊本県 有限会社渡辺庭苑 6330002020346 積み重ねた技術と営業ツール刷新で次世代へ続く会社を作る

885 熊本県 盆栽　樹心園 商談スペースの改装と非対面ビジネスへの挑戦

886 熊本県 有限会社鷹の家 6330002019181 当社オリジナル入浴剤の開発とオンラインショップの構築

887 熊本県 平井整骨院 新たに非対面で行えるパーソナルトレーナー事業と面談診療事業

888 熊本県 そば処ほおずき EC及びテイクアウトによる販路拡大と機械導入による効率アップ

889 熊本県 有限会社廣法 7330002023439 ヘルシーなベジタブル弁当のデリバリー事業

890 熊本県 株式会社　中米屋本店 4330001012718 顧客資源を活用したコロナ対策で販路拡大



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

891 熊本県 お食事処　風月 自動販売機事業と通信販売事業の伸長と顧客満足の向上

892 熊本県 有限会社トップルーフ 7330002016797 テイクアウト、通信販売の開始及び感染症対策

893 大分県 株式会社Nspirits 9320001014165 宇曽山荘屋外カフェレストラン開設事業

894 大分県 梅乃屋コーポレーション（株） 7320001015446 当店自慢の手作りそばを活用した、テイクアウト事業の拡張

895 大分県 株式会社RIVIERA 1320001015427 新たな自社ホームページでお客様にVRを活用した物件紹介事業

896 大分県 有限会社壁湯観光ホテル福元屋 2320002019839 IT化による作業効率改善と情報発信強化による新規客獲得事業

897 大分県
株式会社アンサンブル・デュ・レス

トラン
9320001016046 コロナにも屈しないこれからの店舗経営事業

898 大分県 有限会社本匠村特産品協会 1320002017257 佐伯銘茶“因尾茶”及び関連商品のECサイト開設による販路開拓

899 大分県 有限会社ゆむた 2320002010277 宿泊客同士の接触機会を排した「三隔」型旅館滞在提案とアピール

900 大分県 有限会社麻生茶舗 1320002010030 コロナ状況下でも強固な『通信販売』の新規顧客獲得

901 大分県 ライスアルバ株式会社 6320001005555 新商品製造に伴う、生産性の向上及び品質の安定化

902 大分県 株式会社くじゅう高原開発公社 8320001009471 ウェブ販売の再構築と産直新鮮野菜の小売業への参入

903 大分県 Wakako Ceramics ネットショップ開設による非対面型国内外販路開拓事業

904 宮崎県 株式会社かかし亭 5350001008853 ＨＱＣＦ技術による冷凍惣菜の製造及びＥＣサイトによる全国販売

905 宮崎県 株式会社あとひき本舗 5350001010495 「宮崎ハニーイモ」のブランド力向上による新規顧客の開拓

906 宮崎県 株式会社エムズ 2350001013443 飲食店や百貨店での対面販売から通販による非対面販売への転換

907 宮崎県 株式会社野上食品 9350001008858 WEB広告による販促、折込広告・高所得者層への販促

908 宮崎県 みなみ農園株式会社 8350001015459 キッチンカー導入による外販強化

909 鹿児島県 株式会社ネバーランド 3340001017089 奄美大島の海を快適に満喫できるサービスによる販売促進事業

910 鹿児島県
古民家でおもてなし　ひる膳　多宝

庵
「多宝庵」自慢の料理をテイクアウトで楽しもう

911 鹿児島県 スーパー・パワーミネラル合同会社 3340003001207 非対面型で全国の消費者を対象に販売できるオンライン講座の提供

912 鹿児島県 株式会社　おいしい珈琲 5340001021428 非対面で提供するクラフトコーヒーと手作りピュアチョコレート

913 鹿児島県 ウッドショップ木心里 新たな顧客層の獲得に向けた、島の魅力を発信するモノづくり事業

914 鹿児島県 居酒屋民宿珊瑚礁 ネットショッピングシステム構築による非対面型の販路拡大

915 鹿児島県 上原産業　有限会社 1340002024136 自社農園原料にこだわった味噌のブランディングとＥＣサイト構築

916 鹿児島県 結杉本司法書士事務所 テレワーク等の対応を行う事での安定した売上確保と販路開拓事業

917 鹿児島県 有限会社　植山かまぼこ屋 8340002013454 自動販売機と窓口販売でいつでも安心いらっしゃいませ事業

918 鹿児島県 株式会社シングローバル 6340001021088 食品輸出を回復するため、自社営業拠点の強化及び自社商品の開発

919 鹿児島県 合同会社　財の森 2340003002874 キッチンカー及び自社商品の真空パッケージ化による販路開拓

920 鹿児島県 株式会社島水 5340001022599 真空包装機の導入による商品付加価値の向上と販路拡大事業

921 鹿児島県 株式会社鶴田組 3340001014020 新POSシステム導入によるキャッシュレス決済の推進事業

922 沖縄県 BACKSHORE　RANCH ドライブスルーの設置

923 沖縄県 まるヨガ オンラインヨガで自宅にいながら座間味の自然を感じよう
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924 沖縄県 CHICKEN＆PAPA テイクアウト強化及びデリバリー導入による販路拡大事業

925 沖縄県 夷（えびす）代行 既存事業の強みを活かした介護タクシー事業の新規展開に係る看板

926 沖縄県 AKKA HAKKA 今後のウェディングにおけるデジタルマーケティング戦術

927 沖縄県 仲本冷凍所 対面販売依存からの脱却と新たな顧客開拓の実現と売上拡大

928 沖縄県 有限会社 ステージング・オキナワ 8360002013386 新規分野参入とテレワークの拡充

929 沖縄県 株式会社FMとよみ 2360001006735 市役所庁舎内での売店新規改装

930 沖縄県 パティスリーココロ 宅配販売による非対面型ビジネスへの転換と新規販路開拓

931 沖縄県 有限会社ガーデンパナ 2360002021733 ECサイトリニューアル及び新システム導入伴う収益性向上

932 沖縄県 Smile Photo Plus オンライン撮影コンサルティングサービスで販路開拓！

933 沖縄県 そらいろえん 非対面型オーガニック弁当屋

934 沖縄県 麹と薬膳のまなびや　くんち ホームページを活用したオンライン講座・ネット販売

935 沖縄県 株式会社　鱗咲 1360001024903 お家で中華！テイクアウトサービスの開始および周知

936 沖縄県 株式会社まなぶ 2360001017831 今求められている除菌清掃とその方法を一般家庭へ普及・販路拡大

937 沖縄県 株式会社ジュネ 9360002002066 「ALOHA SHOP PAIKAJ」の客数増加への取組み

938 沖縄県 monobox株式会社 9360001014797 新規店のスペースを魅力的に演出し、誘客強化＆売上増

939 沖縄県 The Balloon Factory ホームページノリニューアル

940 沖縄県 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｄａｉｙａ 欲しかったブランド新品お洋服とお守りパワーストーン製作販売

941 沖縄県 サンフィッシュ石垣島 情報発信を強化するホームページ刷新による販路開拓事業の実施

942 沖縄県 石垣アイランド行政書士事務所 石垣島初のオンライン行政書士サービスの構築

943 沖縄県 石垣island不動産有限会社 3020002067677 非対面接客を踏まえた、臨場感ある不動産サービス事業の確立

944 沖縄県 株式会社いちばんざぁ 4360001019108 デリバリー＆テイクアウト販売の事業化

945 沖縄県 合同会社松島 8360003008971 こだわり食材の仕入供給を定着させるための環境整備

946 沖縄県 株式会社ソシアブリゲード 3360001005505 マンゴー卸売り販売のリアルタイムサプライチェーンの構築

947 沖縄県 クッチーナ マンテカーレ JA道の駅構内における販路開拓及び専門店ならではの食品販売

948 沖縄県 株式会社シーポワール 1360001014573 ネットショップ開設による潜在顧客への新規販路開拓

949 沖縄県 食Design.co.BROWN SUGAR vegan料理配信from OKINAWA

950 沖縄県 有限会社ハートランド 6030002111092 環境型健康商材の新商品開発と販売ルートの構築

951 沖縄県
株式会社恩納ガラス工芸育成セン

ター
4360001012319 外国語が充実したHP強化とネットショップ新規設置による販路拡

952 沖縄県 Good morning 真喜屋 非対面型ビジネスモデル導入・収益力向上を目指した新事業展開

953 沖縄県 合同会社Kanoa 9360003009589 自社ECサイト導入によるオリジナル商品売上強化の為の販路拡大

954 沖縄県 BOND okinawa 沖縄伝統工芸品をECサイトで販売・プロモーション動画の制作

955 沖縄県 ＺＵＭＩ　ＣＡＦＥ オリジナルグッズＷＥＢ販売で新規顧客獲得事業

956 沖縄県 工房　春うらら ネット販売による新規顧客獲得及び認知度向上
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957 沖縄県 ポメーロ ＨＰとセミオーダーシステム新設によるオンラインショップ戦略

958 沖縄県 MAEDA BREEZE ECサイトの構築によるホームメイド菓子の拡販

959 沖縄県 株式会社Annulus 3360001018408 冷凍ピッツァ、イタリア惣菜・ソース類通販事業

960 沖縄県 ワイズバンク株式会社 3360001017483 支援パッと来る


