
＜重要＞

№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

1 北海道 アクア・トラッタメンテ 現場作業を劇的に少人数・リモート化。ネット受注で感染低減！

2 北海道 大蓮物産合同会社 6430003010328 製造直販を活かした冷凍食品のオンラインによる非対面販売事業

3 北海道 株式会社ばぐばぐ 1430001060263 テイクアウト販売拡大の為の店舗改修とセントラルキッチンの整備

4 北海道 有限会社小谷商店 3430002062728 法人顧客がセルフで完結できる非対面型自動給油機の導入

5 北海道 Ｗｅｄｎｅｓｄａｙ ｃａｆｅ＆ｂａｋｅ コロナ禍に対応した事業所内の接触機会の低減と非対面販売の確立

6 北海道 株式会社カサイストア 5430001051993 インターネット販売とチラシ作成による店内販売の削減と顧客開拓

7 北海道 大平洋建業株式会社 6430001009561 対人接触機会を減少した住宅内覧会実施による売上回復への取組

8 北海道 合同会社フィールグッド 9430003007882 お弁当メニューの開発と事前受注による宅配事業の新規展開

9 北海道 株式会社辻村農場 9450001013195 穀物用高速大容量搬送システム設備工事

10 北海道 合同会社Ｖｉｌｌａｋｓ 4430003011567 自社ブランド「ナマコ洗顔石けん」の開発とEC事業への挑戦

11 北海道 設計協力ドットコム 専用ソフトを利用した積算業務で、対面機会減少と売上回復

12 北海道 株式会社ディスカバリーファーム 3430001026808 遠隔地の音楽家を結ぶ非接触型リモートハブスタジオの構築

13 北海道 有限会社四三二企画 7460102005984 大自然の空気とテイクアウトでコロナ知らずのレストランづくり

14 北海道 オーナーズビジョン株式会社 2430001042112 北海道大家塾 オンラインセミナー・会員増強のための広報活動

15 北海道 やえがし鍼灸整骨院 非対面機器の導入で健康増進やスポーツ能力向上サービスの提供

16 北海道 有限会社アニスコーポレーション 1430002060881 フォトスタジオと着付け室の隣接化による対人接触頻度の減少

17 北海道 ミルフル合同会社 1460103001047 対人接触機会を減少させるオンライン採寸による新ビジネスモデル

18 北海道 レストラン クローバー テイクアウトとデリバリーに特化した販促事業

19 北海道 ぶるーむはうす キッチンカーでのバブルワッフル販売事業

20 北海道 株式会社ＡＳＣＯＭ 1460101006428 チーズケーキ対面販売の削減及びネット販売拡充事業

21 北海道 株式会社ヴルストよしだ 7430001068391 ソーセージの自動販売機導入で、安心していつでもお買い物

22 北海道 ｔｓｕｇｉ オンラインストアーズの開設による接触機会の減少と売上アップ

23 北海道 アストップ株式会社 5460001004395 新規ＥＣサイトによるリサイクルトナーの非対面型販路開拓事業

24 北海道 株式会社スペースショット 2430001077042 入場者の予約システム＆ライブ配信＆ＥＣ機能の付いたＨＰを新設

25 北海道 株式会社Ｓ ｐｌｕｓ ｈｏｍｅ 2430001075657 不動産仕入強化のためのオンラインシステムの構築

26 北海道 ディオネ キッチンカーでの地元食材を使ったピザの販売による地域貢献事業

27 北海道 株式会社ニセコハイランドコテージ＆リゾート 8430001077672 客室タブレットによる事前管理及び案内システムの導入

28 北海道 橘コーヒー店 屋外席の整備によるオープンカフェの新設事業

29 北海道 タスクファーム 大容量コンテナと換気設備整備で作業効率化とコロナ対策を両立

30 北海道 株式会社片岡ビル開発 9430001059323 V.OFFICE23（バーチャルオフィス）事業の立ち上げ

31 北海道 欧風カリードモン 感染リスクを減少させるための食券機購入と換気設備の強化

32 北海道 プリムローズ 実在するカフェが展開するネットショップと総菜販売事業

33 北海道 イネイト・ラボ 非接触型サービス導入によるリピート客確保とサービス導線の改善

34 北海道 コンテント合同会社 7460103001099 オンラインコンサルティング・チャットシステム導入事業

35 北海道 来運水の学校 パワースポットの名水を使用したテイクアウト専門カフェの開業

36 北海道 有限会社かざし電気 3430002058305 ECショップ制作と水素ハウス設置で販路拡大

37 北海道 有限会社繪麗 1460102000446 有限会社繪麗 感染対策と作業効率化・動線確保のための改装

38 北海道 アフレッシュヘアー 安価な仕入を活かしたＥＣサイトへの進出と完全マンツーマン接客

39 北海道 美食鉄板 とりこ 非対面販売による北海道産エゾ鹿肉新商品の新規顧客獲得

40 北海道 花鳥風月 北海道を元気にしよう！キッチンカーによる味噌ザンギブランド化

41 北海道 合同会社まきの農園 6430003003595 GNSSガイダンス自動操舵システムで接触機会を減らし売上増へ

42 北海道 オステリア フェリーチェ 対人接触機会を減らすテイクアウト業態の新たな取り組み

43 北海道 カフェレスト・ログジャム ３密にならない貸切ＢＢＱハウス増築工事

44 北海道 有限会社花月堂松尾製菓 5430002051968 菓子用自動販売機設置に寄る売上げ増と接触リスク低減を図る事業

45 北海道 有限会社アビコ電化 8460102000142 ホームページ開設による非対面型面談の実現

46 北海道 山幸えびす商店 自社EC・Web活用・デリバリー・広告強化事業

47 北海道 合同会社ｇｒｏｗｔｈ 5430003010626 非対面営業におけるオンライン下見調査と顧客管理システムの導入

48 北海道 大翔リフォーム 非接触で提案できるドローン活用業務の拡大

49 北海道 有限会社蘭たん亭 3430002065111 新型コロナウイルスの感染防止を目的とした小上がり席の改修工事

50 北海道 株式会社北匠 6430001075546 本業で培った塗装技術によるリメイク商品のインターネット販売

令和２年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞第1回受付締切分採択者一覧

採択と同時に交付決定となる事業者は、Jグランツからお送りする「採択通知書」の次ページ以降に「交付決定通知書」があります。

「交付決定通知書」がない事業者には、別途、補助金事務局から申請内容に関する確認・修正依頼等の連絡をメールでいたします（2021年7月5日(月)以降）。

修正・再提出していただいた後、補助金事務局で内容を審査し、交付決定を行います。

1



＜重要＞

№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和２年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞第1回受付締切分採択者一覧

採択と同時に交付決定となる事業者は、Jグランツからお送りする「採択通知書」の次ページ以降に「交付決定通知書」があります。

「交付決定通知書」がない事業者には、別途、補助金事務局から申請内容に関する確認・修正依頼等の連絡をメールでいたします（2021年7月5日(月)以降）。

修正・再提出していただいた後、補助金事務局で内容を審査し、交付決定を行います。

51 北海道 トキワ寿し 感染リスク低減・売上回復を図る宴会料理個別配膳サービス事業

52 北海道 はんなり 移動販売車両を活用したピークタイム販売方式の転換

53 北海道 ブラスト北海道合同会社 7430003010558 リモート業務で行う不妊治療特化型レセプト業務

54 北海道 株式会社越後屋デパート 8430001056404 老舗土産店の生き残りをかけた、ウィズコロナ戦略事業

55 北海道 フィジオウェルネス株式会社 6430001077880 非対面型経営の充実！新商品開発とＥＣ販売での新規顧客獲得

56 北海道 高橋商店 観光客減少による売上補完を目指す貝殻島産昆布再購入促進事業

57 北海道 株式会社和牛道 1460101006840 ECサイトを確立し、コロナに負けず十勝姫を全国に届ける

58 北海道 ラ・ルーチェ 非対面セルフエステの環境整備と通販サイト開設

59 北海道 ニセコ宿たびつむぎ 非対面型チェックインシステム導入プロジェクト

60 北海道 株式会社Ｒｅｖｉｖａｌ Ａｕｄｉｅｎｃｅ 9430001063176 ネットを活用した非対面型の営業・商談・報告システムの構築

61 北海道 株式会社インプローヴ 8430001078605 HPの強化充実で「万華鏡セラピストのブランディングを高める」

62 北海道 株式会社プラン・ドゥ・シー 8430001075049 自社専用ECサイトでの北海道の名産品販売による新規事業展開

63 北海道 Ｆｏｓｓｅｔｔｅ コロナ禍の家庭保育を充実・オープンエンド型玩具の国内独占販売

64 北海道 株式会社サーチファイン 7430001079174 オンライン商談で顧客新規開拓と非対面型接客への移行を！

65 北海道 株式会社三洋トレーデイング 6430001049995 対面減少テイクアウト推進事業で新たな顧客獲得と販路開拓

66 北海道 株式会社Ｔ・Ｎ・Ｏ 1460301004495 安心安全をアップデート！非接触会計導入と換気機能向上事業

67 北海道 有限会社漢祥院 9430002026462 AI受付・自動呼出によるストレスフリーシステム

68 北海道 株式会社Ｇａｒａｇｅ Ｒｉｇｈｔ 3430001045881 自社中古車ECサイト構築と店内の抗菌化

69 北海道 有限会社ケー・マート 1430002007123 出張買取＆出張販売で新規顧客獲得計画

70 北海道 いずみはりきゅう整骨院 非対面型ラクラク筋トレメニューの販売による販路開拓の取組

71 北海道 Ｋｏｍｅｋｏ Ｆａｍｉｌｙ テイクアウト型自店舗の開業

72 北海道 株式会社笑福園 5430001048354 対人接触機会を減らすビジネスとしてのハンバーグの新商品開発

73 北海道 ノマドデザイン株式会社 2430001075244 攻めのデザインキッチンカー事業

74 北海道 美容室サッシュ 顧客とスタッフの安全と安心のための間仕切り工事

75 北海道 株式会社ラインエス 9430001033658 対面型商談からインターネットを活用した非対面型商談へのシフト

76 北海道 mal. オリジナル美容プロダクトのインターネット受注システムの構築

77 北海道 株式会社ラージヒルプランニング 1430001064826 インターネット通販の強化

78 北海道 有限会社プレジャー 3460102002093 非対面型モデルにおける新しい賃貸管理と居住環境整備

79 北海道 合同会社エターナル 5430003008001 VRシステムの導入及びECサイト制作

80 北海道 有限会社とよた 6430002059317 EC販売を積極導入し北海道の地の利を生かした商品群の全国販売

81 北海道 株式会社中村屋 1460101003029 コロナに負けない浴室改修事業！

82 北海道 安保企画 特に物理。当然に学力向上。深い理解に繋がる VR 体験学習。

83 北海道 株式会社ＢＳＣ 4430001060590 新市場開拓調査、ECサイト構築と市場拡大Web事業

84 北海道 株式会社フェリーチェ 5460001004817 脱毛エステ集客による収益力アップのためのメディア戦略

85 北海道 株式会社Ｇｉｒａｆｆｅコンサルティング 5430001080860 非対面型・非訪問型の経理・総務代行サービスの確立

86 北海道 株式会社ウィルエイト 1430001082563 公式Webサイト開設とオンライン相談窓口から企業のIT化推進

87 北海道 株式会社つながるマーケット＆デザイン 4430001083749 北海道の逸品を全国のファンへ届けるオンラインストア事業強化

88 北海道 ヨガデザイン北海道 HP作成によるヨガスタジオの認知拡大と受付での接触機会の削減

89 青森県 株式会社大和海商 5420001016675 真空包装機と超低温フリーザー導入による新商品のネット販売事業

90 青森県 株式会社稲見建築設計事務所 3420001016033 インタラクティブホワイトボード導入による業務改善計画

91 青森県 株式会社クマガイ建総 1420001015813 バーチャルショールーム構築による新たな商談スタイルの確立

92 青森県 Ｐａｔｏｓｕ パトス 「パトス・ピザ」デリバリー化による売上拡大事業

93 青森県 有限会社春藤葬儀造花店 6420002011162 【有限会社春藤葬儀造花店】最高のエンディングを願うリモート葬

94 青森県 東北不動産販売株式会社 3420001016743 不動産オンラインサービス商談により対人接触機会を減少させる

95 青森県 合同会社テンコーフアーム 4420003001528 新品種紅キクイモ 販路拡大事業

96 岩手県 合同会社無 2350003002221 非接触で出来立て焼き豆腐をお届けし、コロナ禍でも売上安定

97 岩手県 株式会社かまいしＤＭＣ 4400001014095 オンライン販売への業態転換による地域発ギフト商品の新市場開拓

98 岩手県 合同会社Ｙｏｕ＆Ｍｅ 8370003004482 非対面型モデルルームによる内覧会販売強化事業

99 岩手県 スターブリッジいわて株式会社 3400001008809 ギフトカタログで新規企業顧客とリピート一般顧客一挙両得事業

100 岩手県 ＲＥＰＯＳＥＲ 非対面ツールでも「心に癒しを」EC付ホームページ立ち上げ事業
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101 宮城県 理容室福の髪 理容室のAI診断導入によるヘアカウンセリングオンライン化事業

102 宮城県 有限会社御菓子処モリヤ 5370002004726 「和菓子作り体験キット」の開発及びEC展開による売り上げ回復

103 宮城県 有限会社テシロギ 4370202000765 ヒーローインオンラインショップ！眼鏡屋の確かな技術を全国へ

104 宮城県 株式会社丸友 6370001023668 自社ＥＣサイト構築による新たなネットサービス提供事業

105 宮城県 合同会社ルピミナス 9370003004894 ３Dを駆使した新しい広告手法と非対面新サービスの認知向上事業

106 宮城県 有限会社ローズデール 6370002009030 オンラインネイルスクール用教育動画制作

107 宮城県 株式会社千葉喜商店 9370501000321 インターネットを活用した販路拡大の為の営業活動事業

108 宮城県 クオン合同会社 3370003004925 焼肉屋のＢＢＱセット のむらのばーちゃん秘伝のタレと厳選お肉

109 宮城県 さかき接骨院 非接触型測定器を用いた完全個室型パーソナルトレーニングの提供

110 宮城県 株式会社三陸オーシャン 7370001013544 宮城の誇り「美味しいほや」のWEB販売強化事業

111 宮城県 株式会社レボルシオン 5370001025277 ステイホーム需要を取込む遠隔オンラインサービス新規獲得戦略

112 宮城県 ＳＯ ＡＢＯＵＴ 藍餃子と冷たい肉そばのデリバリー、テイクアウトによる販路開拓

113 宮城県 合同会社木漏れ日農園 7370003005110 Webを活用した顧客サービスの強化と非対面販売への転換

114 宮城県 フローリスト・クラウン 対人接触時間の短縮と販売機会の増加を実現するフラワーショップ

115 宮城県 クレバード株式会社 3013301030455 コロナ過を乗り切るアポイント管理システムの導入

116 宮城県 焼肉 はたや 焼肉屋の韓国食品販売事業

117 宮城県 なんだっけ産業株式会社 8370001046774 キッチンカーによる仙台産野菜を用いた弁当の製造、販売

118 宮城県 ドライブ HPとチラシによる集客及びコンプレッサー導入による生産性向上

119 宮城県 閖上ボンズワークス 移動販売車およびECサイト新設による接触軽減サービスの導入

120 宮城県 行政書士佐々木秀敏事務所 リモート相談で安全安心！笑顔相続相談室～非対面型相談を広報

121 宮城県 ムードセンターまつむら 日本の伝統模様を活用したインバウンド向けオリジナル商品

122 秋田県 株式会社児玉商会 9410003001813 遠隔自動検針システム導入による感染拡大防止及び販路拡大

123 秋田県 有限会社ビーエヌカンパニー 7410002010486 テイクアウト事業の拡大による地域密着型レストラン化事業

124 秋田県 福禄寿酒造株式会社 7410001003499 QRコードとオリジナル映像の活用による商品付加価値の向上

125 秋田県 ＴｉＧ 感染防止とポストコロナに柔軟に対応できるキッチンカーの導入

126 秋田県 有限会社米内沢中央印刷 7410002009306 地元印刷業者の新たな挑戦！ＥＣサイト構築で感染防止＆販促強化

127 秋田県 ぷらっとHome WebとTVCMのシナジーによる非対面ビジネスモデルへの取組

128 山形県 株式会社れんげ草 9390001005182 新規事業の看板とホームページの作成

129 山形県 横山労務管理事務所 インターネットによる受注システムを構築したホームページ作成

130 山形県 有限会社竹亭 3390002014394 テイクアウト対応のホームページ制作による売り上げアップ事業

131 山形県 有限会社陶美苑 2390002005626 WEB商談システムとECサイト整備による非接触ビジネスの構築

132 山形県 梅津鮮魚店 安定した魚種の確保実現する急速冷凍機の導入による販路拡大事業

133 山形県 来々軒 自社製品の定期販売サービスを行うための倉庫型冷凍庫設置

134 山形県 森の湯旅館有限会社 3390002014527 「低感染リスク」抗菌畳導入による客室改修コロナ対策事業

135 山形県 丸原鯉屋 ホームページリニューアルによる通販強化と作業場内換気改善強化

136 山形県 株式会社ｕｎｉｃｓ 2390001014017 対人接触機会低減及び顧客利益創出の為HP＆ネットショップ開設

137 山形県 合同会社ＫＡＭＯｄｅｓｉｇｎ 4390003001556 山、海、町に移動バル！キッチンカーによるケータリング事業

138 山形県 ｔｒａｎｓ ｆｏｒ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ株式会社 9390001015099 非対面売上増加計画のための通販システムを導入する計画

139 山形県 株式会社藤倉 8390001010084 自社ECサイトで集客増！オリジナル家具をオンライン販売！

140 山形県 株式会社サンノー企画印刷 6390001010986 新事業の商品を非対面で販売するためのEC サイト構築

141 山形県 有限会社平油店 6390002013724 感染防止対策と低価格設定を目的としたPOSシステム導入

142 山形県 小座間みき社会保険労務士事務所 医療・介護向けコンサルティング開始に向けた事務所改装事業

143 福島県 株式会社Ｍｏｔ．Ｃｏｍもとみや 2380001009835 負けないぜ！「本格ファストフードテイクアウトプロジェクト」

144 福島県 カフェー・ブリキイヌ ホームページ、WEB注文を用いたオリジナルスイーツ販売

145 福島県 株式会社寿し松 5380001016556 宅配バイクによる”握りたて寿し”の出前強化による商圏拡大

146 福島県 菓子工房Ｓｕｃｒｅ グルテンフリーのおやつが買える看板型自動販売機で非接触販売

147 福島県 合資会社旭屋 2380003001658 Zoomイベント付き新サービス「麺の定期便」の開発と販路開拓

148 福島県 ミュリール コロナ禍に適応した営業形態の確立による新たな販路拡大計画

149 福島県 やまさわ接骨院 新機器導入による、密を避けた新事業の販路開拓

150 福島県 KYUUHAIR 非接触型のシャンプー台導入及び非対面ヘアーコンサルの開始.d
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151 福島県 株式会社恵設備 8380001029803 電子契約システムの導入によるBCPサービスの強化

152 福島県 有限会社白河ふるさと農園 2380002017928 業務用野菜の加工設備導入による生産量向上と新型コロナ対策

153 福島県 株式会社ら・さんたランド 2380001003664 お取り寄せパンの新商品開発と EC サイトの構築

154 福島県 株式会社コミットメント 4380001008521 繋ぐオンライン”空き家・空き地 お困りごと解決事業

155 福島県 株式会社ＣＬＡＳＳ ＯＮＥ 7380001025010 俺のオンラインフィットネスで痩せて

156 福島県 大黒さん秋本耀司 非接触オーダーシステムのタッチパネル導入でお客様に安心を提供

157 福島県 健康美肌 スマホで24時間いつでも注文!若い女性層の新規顧客拡大事業

158 福島県 すし伝 テイクアウト事前注文システム導入でコロナ禍を乗り切る

159 福島県 株式会社しもだいら 6380001017479 酒類の専門百貨店によるインターネット販売

160 福島県 ジヨイ・ライフ株式会社 9380001017484 貸切風呂予約方法のオンライン化と密を避けた共同浴場改装の取組

161 福島県 あべ整骨院 売上回復とオンライン健康セミナーによる地元住民への貢献

162 福島県 株式会社ル・レーブ 9380001027194 感染症リスク低減に対応した放課後等デイサービス事業所の展開

163 福島県 株式会社Ｅ．ｓｕｍａｉ 2380001031021 オンラインで見る、本当に住みたい家探し！

164 福島県 株式会社丸高商事 6380001029573 店舗営業における対人接触を回避して売上増加を実現する事業

165 福島県 ワイルドエース 個別シャンプー台設置による感染予防と顧客満足度向上事業

166 福島県 株式会社ＫＦＳライフ設計 9380001026147 Webセミナーの開催及び、予約システム導入による新規顧客獲得

167 福島県 株式会社アイト 2380001027837 オンライン問診からの低感染リスク非接触ダイエット事業展開

168 福島県 ＥＳＬ英数教室 指導スペースの拡張により三密を避け個別指導化のニーズに応える

169 福島県 合同会社ＫＥＬＬＹ 9380003004415 非対面での売上向上と換気設備の導入

170 福島県 株式会社エシカル郡山 1380001031427 オンラインを活用したリモート訪問、リハビリの導入と告知宣伝

171 福島県 株式会社アルストロメリア 4380001024428 ふくしま退職応援団やめっぺ！！ウィズコロナ対策プロジェクト

172 福島県 こいで接骨院 非接触型 EMS 治療機の導入と Line 公式による口コミ

173 福島県 アンティース３ヘアプロフェション 接触機会の低減に！シャンプーのオートメーション化

174 茨城県 合同会社シャルル商会 5050003004807 対人接触減を減らす人数限定予約制の施設運営とＥＣサイトの構築

175 茨城県 株式会社ＤＩＡＮＴ 3050001045391 地域のビジネスをまとめて活性化！「イッカツ」プロジェクト！！

176 茨城県 ＧＩ株式会社 9050001045048 個室化とキャッシュレスレジの導入により接触機会の低減を図る

177 茨城県 ロカディアブロ 低感染リスクな店づくりと低温調理とんかつのテイクアウト

178 茨城県 Ｃａｆｅ Ｉｇａｒａｓｈｉ 手作り菓子メニュー開発とテイクアウト拡大で積極経営

179 茨城県 合同会社カンビオ 5050003002810 店舗改装で菓子製造業認可取得、バスクチーズケーキ 店頭販売

180 茨城県 魚福寿司支店 感染症対策を施した独自の個室飲食サービスによる売上向上事業

181 茨城県 株式会社カジマ 1050001007336 感染リスク軽減と回転率向上のためのタッチパネル式券売機導入

182 茨城県 藤乃屋 中華惣菜のテイクアウト販売事業

183 茨城県 株式会社未来物語 3050001046828 対人接触機会を減少させてたバーチャル展示ルームを開催！

184 茨城県 有限会社山邊鉄工 5050002031546 ドキュメントの電子化で業務プロセスの非対面化

185 茨城県 アロン株式会社 1050001048347 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

186 茨城県 スタジオバックスピン ダンス教室で刺繍事業開始!BACKSPIN SEWING

187 茨城県 株式会社笹目宗兵衛商店 5050001007976 外部アドバイザーによる客観的評価と専用試飲所の新規開設

188 茨城県 シュシュサロンドボーテ キッチンカーの導入によるチーズグルメバーガーの販路開拓事業

189 茨城県 MARUQ デリバリー・テイクアウト事業とランチ営業の開始による販路開拓

190 茨城県 株式会社エイティーファイブ 5050001039359 守谷店における個室設置と通信販売開始のための設備改装事業

191 茨城県 株式会社アニバーサリーフォーユー 9050001038233 卒業式用衣装着物の全国向けネットレンタルビジネスの提供

192 茨城県 エステ・ド・サフィール 低感染リスク型「セルフエステ」「 メンズセルフ脱毛」の提供

193 茨城県 パワーハウスつくば 新型ジムへの増改築で対人接触機会減少とパラスポーツ会員の増強

194 茨城県 須藤陶房 インターネット販売に適した軽さを重視した器の製作と販路開拓

195 茨城県 ミライ写真館 子育て世代を対象とした赤ちゃんフォトのセルフ撮影事業

196 茨城県 えいさく接骨院 遠隔オンライン運動指導による肥満解消プログラム

197 茨城県 立志学舎 茨城県入試対策に特化した教材の試作品開発とECサイトの構築

198 茨城県 株式会社やまと 2050001026582 感染リスク低減を目指す新規Webページと非接触型トイレの導入

199 茨城県 チャンガラ・カフェ アボリジニの恵み！ECサイトで『香りの茶』を全国へ販路開拓

200 茨城県 ＳＵＮ ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ オンラインで育むエンターテインメント！非対面サービス強化事業
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201 茨城県 マーチコンサルティング オンラインセミナーの構築及びCRM導入

202 茨城県 有限会社三藤精工 4050002024567 非対面ビジネスモデル構築によるバレル研磨での取引先開拓

203 茨城県 ＢＬＯＩＳ シャンプーマシンを使用し効率＆売上UPするウイルス対策術

204 茨城県 ＣＡＭＰＦＩＲＥつくば HPとECサイト運用開始でクラウドファンディングをより身近に

205 茨城県 株式会社Ｒｏｖｉｎｊ Ｑｕｅｓｔ 3050001043593 非対面健康促進 新メニューの導入と新メニュー構築予約システム

206 茨城県 有限会社シーエス 9050002004374 非対面型ＥＣサイト構築による小規模事業者向け販促ツールの販売

207 茨城県 共栄オートサービス 地域初のタイヤ交換出張サービスによる販路開拓事業

208 茨城県 Ｓｉｎａｍｏｎｎｋｉｔｃｈｅｎ 新たに売上構築のためのテイクアウト強化事業

209 茨城県 アリス ＥＣサイト導入による対面機会の減少と客層別エステメニュー増設

210 茨城県 有限会社橘家 2050002018538 テイクアウト事業強化による新たな売上構築事業

211 茨城県 ＷＥＢ集客ライティング事務所 HPリニューアルで集客と受注を非対面化！売り上げ回復へ

212 茨城県 株式会社アール・ネット 3050001029312 HPに「無料匿名相談窓口」を設置！非対面集客強化で売上回復

213 茨城県 有限会社こくや 2050002010726 水も粉も使わない「のしもち」「もち麦入りのしもち」の開発

214 茨城県 株式会社こころ 8050001041287 生活用品や食材等のEC＋デリバリー事業の導入

215 茨城県 株式会社リボーン 6050001043319 ホームページリニューアルとリサイクル事業よる経営基盤強化事業

216 茨城県 有限会社ジャルダン 1050002001742 庭づくりの悩みをスッキリ解決！感染防止対策万全の外構専門業者

217 茨城県 株式会社ハウス・リペア 9050001046203 壁紙クロスに特化したＨＰと看板の作成によるBtoC事業の拡大

218 茨城県 有限会社霜田種苗 4050002017356 種屋さんが生産するオリジナル白菜販売と非対面直販コーナー始動

219 茨城県 株式会社エス・コーポレーション 8050001022477 営業DX化ツールの導入による感染リスク低減と業務の効率化両立

220 茨城県 アカデミックエクスプレス株式会社 9050001017674 自社PR動画を活用した非対面による新たな営業戦略の確立と転換

221 茨城県 ＲＥＳＥＴ 出張施術で企業・施設等の職員を開拓しサロン客の増客を図る

222 茨城県 株式会社ＳＨＯＧＥＮ 1050001020090 自然災害に強い不動産物件のリモート案内サービスで販路開拓

223 茨城県 株式会社エフズフィールド 3050001017663 顧客管理システムクラウド化でテレワークの生産性向上と雇用拡大

224 茨城県 合同会社ケイ・ディー・エス 4050003001020 ポストコロナを見据えた大判印刷事業の高度化設備投資計画

225 茨城県 イシガミ企画 新設備導入による感染リスク低減と生産性向上システムの構築

226 茨城県 サロン・ド・コクア コロナ禍に対応したセルフエステ事業への転換

227 茨城県 Ｎａｔｓｕｍｉ ＣＯＭＯＴＯ オリジナル家具の非対面販路開拓とオンライン展示での顧客開拓

228 茨城県 Ｇ ＢＯＸ ウッドデッキを主力とするDIY商品の非対面販売の開始

229 茨城県 バランスヘアー 非対面フラットシャンプー台の導入で癒しのヘッドスパサロン展開

230 茨城県 ガレージファイブ オンラインによる新しい販売戦略の構築とホスピタリティ強化

231 茨城県 株式会社ＡＵ建築設計事務所 4050001007688 ドローンを利用した地域の革新的な事業と既存事業との融合

232 茨城県 バスク キッチンカーの感染症対策改修による非対面販売へ事業転換

233 茨城県 焼肉 牛若丸 少人数収容可能とする改装等による感染拡大防止対策の徹底

234 茨城県 SLOW JAM SLOW JAM のEC 事業

235 茨城県 株式会社康工業 3050001044113 SFAを活用したウィズコロナ時代の新しい受注プロセスの開発

236 茨城県 株式会社喜仙 1050001025197 予約管理システムの導入による低感染リスク宿泊手続きの展開

237 茨城県 あおやぎ食堂 非対面型営業へ転換！テイクアウト開始で売上V字回復を目指す

238 栃木県 和処 司 店舗改装とサブスクリプション導入による弁当販売の強化

239 栃木県 株式会社フルール 4060001022307 オンライン予約機導入と非対面型エステ セルフサービスの導入

240 栃木県 株式会社洋館家本店 6060001021645 非接触販売を実現するためのツールとしてのホームページの改訂

241 栃木県 人形の宝山 コロナに打ち勝つ！ECサイト構築による売上増加プロジェクト

242 栃木県 割烹 紅楽 多様な持ち帰り料理ニーズに対応可能なマルチオーブンの導入

243 栃木県 株式会社アイ・トライアル 2070001021193 試作・補用部品に特化した自動車部品発注を可能とするサイト構築

244 栃木県 有限会社れん 7060002022872 小上がりのテーブル個室席化による単価向上で利益確保

245 栃木県 有限会社常盤屋旅館 1060002023744 ホテル・宿泊業界の「デジタルトランスフォーメーション」事業

246 栃木県 株式会社Ｒ−ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 9060001022137 非対面型の見積り受注システムとＷＥＢ打合せシステムの導入

247 栃木県 株式会社富田商店 5060001018948 予約システム導入による利便性向上とＥＣ販売による新事業展開

248 栃木県 麺堂ＨＯＭＥ キッチンカーによる販路拡大事業

249 栃木県 カナリオ写真館 貸衣装での撮影や個展用などのスペースレンタルができる写真館

250 栃木県 株式会社匠工業 9060001031402 デジタルプロセス導入による建設業務の非接触化と効率化の実現
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251 栃木県 たなぽん食堂 プロの和食料理人が教えるオンライン料理教室

252 栃木県 ケイアイソフト株式会社 6060001001531 接触機会を減らし事業継続力を強化する生産管理システムの構築

253 栃木県 有限会社タナカオート 9060002026797 クレジットカード端末による洗車機受注でコロナウイルス接触削減

254 栃木県 株式会社たかまる 2060001025402 鶏の塩唐揚げのインターネット販売で非対面ビジネスを実現

255 栃木県 株式会社ＨＡＲＭＡＮ ＰＲＯＤＵＣＴＳ 5060001028030 冷凍餃子の無人販売による新たな低感染リスク型ビジネスの取組み

256 栃木県 株式会社いちせき建装 9060001032169 包括的営業支援システム導入による営業活動の非対面・効率化

257 栃木県 土信田整体義塾株式会社 5060001033542 IT活用による非対面率向上と業務効率化、新規サービスの開始

258 栃木県 株式会社サンウェル 5010701003584 新規コーヒー事業での卸売販売ＥＣ強化に伴う高効率設備の導入

259 栃木県 株式会社ｃｈａｌｌｅｎｇｅ 1060001031715 自動集客・予約システムの導入によるオンライン集客＆診療の実現

260 栃木県 阿久津直子 オリジナル革製品の開発と販売用ＥＣサイトの構築

261 栃木県 個別指導ジェネシス 新規生徒の確保を目的とした非対面営業実施のためのSFA導入

262 栃木県 株式会社ＭＩＹＡＢＡＢＹ 2060001032299 感染対策のためのセルフホワイトニング機器の導入

263 群馬県 素肌美サロン 加藤美季 オンラインレッスン講座開設による集客の非対面化の実現

264 群馬県 株式会社くろぶちや 8070001031187 冷凍真空パック惣菜・菓子の製造販売による非接触型サービス

265 群馬県 ちべん 新テイクアウト商品の開発および販路拡大と感染症対策の徹底

266 群馬県 つつみ鍼灸接骨院 HPからの非対面によるパンフレット及び事前の体調確認書の配布

267 群馬県 有限会社やぎはら 5070002018021 対人接触減少を考慮した屋外参列葬儀の音響整備による満足度向上

268 群馬県 有限会社アイ・クリエイト 2070002008628 オンラインスクール生を募集するランディングページ販促活動

269 群馬県 株式会社萩原精肉店 3070001035589 非接触型ビジネスのためのＥＣサイト構築と金属探知機導入事業

270 群馬県 TINY PIT 地域密着型キッチンカーで魅力創造を行う

271 群馬県 かのうや お土産用「煮干しラーメン」地域外への自販機需要開拓事業

272 群馬県 有限会社吾嬬者耶工房 9070002037034 対人接触機会減少を可能にした宿泊施設の提供

273 群馬県 株式会社ホープ 2070001035375 介護施設清掃メンテナンスのオンラインによる販路拡大事業

274 群馬県 有限会社菓子工房ルミエール 2070002031811 新生活様式に対応した冷凍グルテンフリーパンの販路拡大

275 群馬県 けのひ 当店テイクアウト用HP作成による新規顧客獲得

276 群馬県 トータルボディケア秀美 予防医学栄養コースと再発予防コースをオンラインで多数同時提供

277 群馬県 カレーハウス印度屋 テイクアウトとネット販売による非対面型販売での売上回復

278 群馬県 ⾧岡建築設計事務所 紹介中心の集客を見直し、木の家のブランディング化で販路を拡大

279 群馬県 株式会社ＵＲＵＭ 7070001026972 キッチンカー導入による売上向上事業

280 群馬県 株式会社グットハウス 5070001015201 エアコン取付技術講習オンライン化のための新規HP開設

281 群馬県 株式会社寿限無 8070001030362 HP作成による非対面型ビジネスの構築と新規顧客の獲得

282 群馬県 株式会社サンテクノ 7070001010415 ポストコロナを踏まえた情報共有化と販路開拓

283 群馬県 株式会社ラ・テールＤｅｕｘ 6070002007865 地域コミュニティをＨＰで再現 会員制情報発信で接触リスク軽減

284 群馬県 薔薇繪亭 自家焙煎珈琲豆を藤岡から全国へ！来店不要でおうちカフェ

285 群馬県 有限会社群馬包装トーフ 5070002022147 こだわり豆腐自動販売機の導入による販路開拓事業

286 群馬県 ライフデザイン 婚活と新規事業のホームページ、動画作成及びＳＮＳでの販路開拓

287 群馬県 株式会社エム・エス 4070001032222 建設業務のデジタル化による接触機会の低減と、直接的顧客獲得シ

288 群馬県 有限会社関口商店 8070002014868 EC サイト構築による全国への通信販売開始と新規顧客の開拓

289 群馬県 フリーフライトプロモーション 対人接触減少を考慮した屋外ステージ音響設備による満足度向上

290 群馬県 青果ダンボール株式会社 7070001001793 ECサイトのシステム構築と､その広告費用

291 群馬県 樂昌 新規顧客開拓のためのオンライン事業

292 群馬県 株式会社千本木重機興業 7070001028886 業務改善ツール導入により職場環境を改善し人員増で業務拡大の為

293 群馬県 グループ志 間仕切りによる更なる感染リスクの低減とホームページによる周知

294 群馬県 株式会社ツイップス 1070001031722 テイクアウト商品の強化とECの構築で通販事業による売上増加

295 群馬県 ヴィスコンティ・ダイヤモンド オンラインコンサルティングによる販路開拓

296 群馬県 有限会社メジャー 5070002024944 ポストコロナを踏まえた非対面型サービス提供モデルの確立

297 群馬県 株式会社Ｒ．ＴＥＣ 7070001033325 ポストコロナを見据えたSFA導入による空調工事管理のDX化

298 群馬県 株式会社入澤工務店 9070001020973 営業DX化ツールによる多種多様な施工事業の拡大

299 群馬県 とみの華 拡げない!一人でもくつろぎながらソーシャルディスタンス鍋

300 群馬県 株式会社ＡＲＭＹ ＪＡＰＡＮ 6070001037525 24時間営業への移行とマシン追加による対人接触機会の減少
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301 群馬県 株式会社モデスト 6070001035421 非対面による営業活動の強化で販路拡大及び新規客の獲得に繋げる

302 埼玉県 株式会社聡研プランニング 4030001058543 Withコロナ時代のエキナカ「地産地消×マルチ新業態」事業

303 埼玉県 アライフコンサルティング Webプラットフォームを活用した非対面経営支援サービスの立上

304 埼玉県 株式会社紫香楽 3030001034157 テイクアウト事業『こじゃれ餃子』の宣伝広告

305 埼玉県 有限会社かやの家 2030002122457 宿泊部屋を個室食事部屋へ改装し感染症対策強化と顧客満足度向上

306 埼玉県 有限会社光沢 1030002073214 完全非対面営業を目指した自社製Webサイトの超効率活用

307 埼玉県 矢吹歩雅 オンライン占星術セッション、講座、イベント、セミナーの開催

308 埼玉県 麺処青野 感染拡大防止に対応した屋外テイクアウト専門店による販路開拓

309 埼玉県 ラ・カンパーニャ 対人接触機会を削減した、テイクアウト・デリバリー事業への参入

310 埼玉県 共和通信建設株式会社 3030001104760 光カラーケーブル販売事業の営業活動と顧客対応のオンライン化

311 埼玉県 株式会社木村電気 7030001108378 電気の緊急対応はウェブで安心!人との接触が少なく料金が明瞭

312 埼玉県 田口接骨院 体への接触を少なくできる最新治療機器を用いた新施術サービス

313 埼玉県 株式会社卓球家８４０ 1030001100448 顧客獲得に繋がる予約システムの構築で事業継続の維持を図る

314 埼玉県 有限会社相澤染工場 8030002046361 新しい染色技法の導入と新サービスの宣伝、オンライン化の取組

315 埼玉県 合資会社ノグデザイン 7030003004880 合資会社ノグデザイン

316 埼玉県 株式会社国語塾 5030001061579 オンライン個別塾と完全予約制レンタルオフィスで売上UP

317 埼玉県 テンガロンキャップ 自動車洗車サービスおよび自社商品のECサイトの構築

318 埼玉県 株式会社アイラブハッピー 2030001134148 業務のクラウド化で対人接触機会の減少と事業継続を進める

319 埼玉県 Ｍ＆Ｍサービス株式会社 1020001089765 吊物設備の修理・オーバーホールを持ち帰り対人接触機会を減らす

320 埼玉県 株式会社Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ Ｌａｂｏ 3030001128578 セルフで操作出来る脱毛器を活用したセルフ脱毛サービスの導入

321 埼玉県 ビジュアルアップ銀座 写真画像を利用したカラー診断システム開発で事業基盤確立を図る

322 埼玉県 合同会社ヴィクトリー 8030003012791 オンライン加圧トレーニングの実施に向けた改装＆感染対策の徹底

323 埼玉県 株式会社ミシアス 4030001141092 セルフエステサービスによる非対面型事業の強化

324 埼玉県 いちかわ治療院 非対面のオンライン問診・施術とオンライン体操で健康な体づくり

325 埼玉県 株式会社Ｍａｐイノベーション 2030001098087 WEBサイト活用による非対面型動画セミナーの販売事業

326 埼玉県 合同会社ガブリエル 8030003013765 CRAZYCAKEフルオーダーケーキ製造販売事業

327 埼玉県 株式会社ディーウエスト 5030001106565 事務所を増設し従業員とお客様のエリア分散、対人接触機会の減少

328 埼玉県 鈴木とも子 TOEICオンラインプライベートレッスン 学習システムの構築

329 埼玉県 TRYVES 自動車利用における衛生管理に特化したサイトを運営する

330 埼玉県 コットンクラブ株式会社 3030001093459 安心安全な対策を情報発信し、ワインとイタリアンを提供する事業

331 埼玉県 そば処和味 待ち時間も有効活用！里山巡りとそばで低感染リスクの新サービス

332 埼玉県 株式会社Ｐｌｕｍｅ 4030001141679 オリジナルまつげ商材の開発とネット販売

333 埼玉県 内藤久 高齢化社会に対応するための遺品整理ウェビナー事業の立上げ

334 埼玉県 有限会社泉建設 1030002084970 自動見積りシステムで埼玉県内の中堅建設会社との取引を開拓する

335 埼玉県 徳一商会株式会社 3030001129683 券売機等を活用した対人接触機会の減少と生産性の向上

336 埼玉県 フジトータルグリーン 廃材を加工し「木材商品」としてECサイトで販売する

337 埼玉県 株式会社眞工業 1030001131666 個人向けDIY動画とコーチングにより収益確保の新サービス

338 埼玉県 株式会社Ｌｉｑｕｉｅｄ Ｂｏｏｔｈ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ 7030001116926 コロナ禍のストレスを緩和させる新商品の開発/販路拡大戦略

339 埼玉県 みずき整骨院 高齢者に特化した安心安全の非対面型トレーニングサービスの提供

340 埼玉県 戸田はれのひ整骨院 対人接触を伴わない新サービス「ファスティング」の実施

341 埼玉県 株式会社ＬＩＦＥクリエイト 8030001098610 オンライン面接・研修導入、動画で魅力発信より職員と利用者獲得

342 埼玉県 早川美容院 自社ECサイト開設に伴う美容製品販売による非対面事業の開始

343 埼玉県 株式会社ラルゴハウス 4030001066059 「内見会」と「建築現場」のライブ配信で2つの安心を提供する

344 埼玉県 ほめあうキカク 移動式ライブ配信システム開発によるイベント活性化事業

345 埼玉県 株式会社ＲＵＮＢＬＯＯＤ 1030001019523 移動販売車による感染リスクを低減させた販売方法の推進

346 埼玉県 株式会社アムスハウス 5030001091683 感染対策バッチリ、安心・安全装備で楽しむアウトドアツアー

347 埼玉県 ｓａｉｃａ 非対面型セルフエステ導入による接触時間削減と効率化

348 埼玉県 株式会社Ａｎｙ 1030001139949 オンライン査定サービス導入による非対面化推進と生産性向上

349 埼玉県 合同会社ディアスマイル 4030003011021 オンラインサロンで日常の悩みの解決と共有化

350 埼玉県 有限会社安藤石材工業 7030002097637 総合供養サポート「お墓の変化、仏壇の変化、次世代の埋葬供養」
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351 埼玉県 有限会社Ｌｏｔｕｓ 9030002122839 非接触率UPをチャンスにした顧客満足度向上プロジェクト

352 埼玉県 有限会社秀建 3030002036771 鍛冶屋が作るアイアンクラフトグッズの非対面販売事業

353 埼玉県 有限会社竹内産業 4030002090339 ECサイトでお家時間に畳のリラクゼーション効果を提供する

354 埼玉県 ジェイプラニング 中古車販売サイトの構築と中古バイク販売事業による非対面事業化

355 埼玉県 株式会社デルフィーノ 3030001028563 いつでもどこでも事前注文できるモバイルオーダー導入事業

356 埼玉県 株式会社フィールドミュージック 1030001063389 オンラインレッスン、はじめます。

357 埼玉県 加藤電気管理事務所 絶縁遠隔監視装置の設置による、保安管理業務の非対面化

358 埼玉県 株式会社丸昌 4030001008003 芸能人が添乗員！コロナ禍におけるオンライン旅行の企画・運営

359 埼玉県 有限会社浜口技建 9030002027055 『自社設計施工販売』への取組で下請け脱却事業に挑戦する

360 埼玉県 ハングオーバー株式会社 7030001119185 オンラインでのサブスクデザインサービス

361 埼玉県 ザ・カット美容室 安心・安全な高齢者にやさしい美容室造り！

362 埼玉県 株式会社アレンジコンクリート 2030001062506 ECサイト構築によるBtoC市場への参入

363 埼玉県 株式会社梵 2030001133711 密を解消【安全・安心・うまい】の三つの約束

364 埼玉県 株式会社旅雲 7030001059761 新たな事業の柱を確立するための手芸品ECサイト構築

365 埼玉県 株式会社ＳＯＬＩＥ 7030001132799 安心×安全×快適=鉄板 BistorSuiren計画

366 埼玉県 税理士法人サム・ライズ 7030005008772 三方良しオンライン税務顧問サービスの提供体制構築と販売展開

367 埼玉県 Ｓ．ｂｌｕｅ ｒｏｓｅ合同会社 9030003005456 セルフエステ「サロンくるみ」への転換

368 埼玉県 株式会社アリープ 9030001083594 カリスマトレーナー監修、オンライン「ダイエットサロン」事業

369 埼玉県 株式会社ＴＲＪ 6030001103074 フードデリバリーシステムの導入による集客販路拡大事業

370 埼玉県 カフェ・ミンゴ コロナ禍でも美味しいコーヒーを。非対面での販売とご提案

371 埼玉県 有限会社西倉西間堂 1030002118794 お客様に安心安全な栄養価の高いスムージーを届ける計画

372 埼玉県 武蔵ワイナリー株式会社 6030001106713 ワインの小口化商品開発、及びECサイトの再構築とWEB連携

373 埼玉県 株式会社Ｇｒｅｅｎ ａｒｃｈ 8030001123293 BtoC取引へ転向するための管理システムを導入する為

374 埼玉県 株式会社ＭＯＲＩ ＨＯＵＳＥ 8030001102933 新たなハンドバックの開発＆ＥＣ販売による新規客の獲得

375 埼玉県 プライベートサロン アイリス 40～50代女性の「お家でボディ温めケア」をサポートする

376 埼玉県 ＳＲＭ合同会社 8030003013930 インターネット受注による『あんしん予約』システムの構築

377 埼玉県 エイチティトレーディング 正真正銘コロナ対策商品の安定供給を通じた社会貢献と販路開拓

378 埼玉県 株式会社オーエムアイ 9030001084106 非対面事業として焼却炉部品のネット販売で新たな販路を開拓

379 埼玉県 有限会社中々 6030002079025 女性・健康・地域密着、デリバリー・テイクアウト業態への転換

380 埼玉県 有限会社新成建設 6030002080692 本庄市初リフォームキッド販売＆オンラインサポートの実施

381 埼玉県 株式会社Ｂ−ＺＥＳＴ 2030001126302 店舗改装による生産性の向上

382 埼玉県 有限会社三好屋酒店 3030002114296 ＨＰ作成による非対面型の集客と酒類販売の実現

383 埼玉県 有限会社ＭＡＭ 9030002052004 店舗改装により、テイクアウト事業新規顧客獲得

384 埼玉県 パナケアヘルス 働く更年期女性の為のコロナ渦に対応したオンライン健康サポート

385 埼玉県 株式会社Ｅ−Ｆｉｒｓｔ 8030001118987 新たな活路を拓くための移動歯科技工車による訪問診療の実施

386 埼玉県 株式会社ＴＩＧＲＩＳ 3030001115304 顧客ニーズをダイレクトに反映するネット販売事業

387 埼玉県 株式会社中里薬局 8030001066583 ITサービス「あなたの調剤薬局」導入で新規顧客獲得を目指す

388 埼玉県 株式会社柳沢ガーデン 5030001010362 『盆栽の町 大宮』が四季折々の鉢植えをお届けします

389 埼玉県 ネコクロ ホームページ・ECサイト構築によるマジック販売

390 埼玉県 マルツ食品株式会社 9030001087496 野菜ペーストを使った新しい高付加価値商品の開発

391 埼玉県 株式会社Ｍａｇｉｃ Ｓｔｏｍｐ 5010901039503 オンラインレコーディングで密を避けながら利益アップ

392 埼玉県 有限会社さかえや本多商店 8030002005508 新店舗のホームページ作成と月額制宅配サービスの開始

393 埼玉県 ⅰｃｈⅰ ポストコロナを見据えたテイクアウトの強化と店舗環境の整備

394 埼玉県 韓国惣菜金ちゃん ３密回避のため店内座席を減少させテイクアウト設備の拡充を図る

395 埼玉県 有限会社Ｗｉｓｈ 8030002066269 沖縄カメラスクール（カメラマン育成事業）のオンライン化

396 埼玉県 ＳＩＡＷＡＳＥＮＯＫＯＵＮＯＴＯＲＩ ホームページ作成による営業・受発注体制の強化

397 埼玉県 ＪＡＳＰＡ ＬＩＮＫ合同会社 6030003014476 キッチンカーによる商品の販路開拓及び事業安定

398 埼玉県 関節整腸わたなべ鍼灸院 感染防止対策として「治療方法の変更」と「果樹の資源再利用化」

399 埼玉県 ソライロ ライブ動画配信サービスの提供・販路開拓

400 埼玉県 株式会社ファイブスター 3030001131342 ネットで簡単にテイクアウト予約ができる仕組みと認知度向
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401 埼玉県 株式会社高橋マシンテック 7030001052790 最新溶接機導入によるキャンプ用品のオンライン販売事業の立上げ

402 埼玉県 有限会社古木工務店 9030002025125 インターネット媒体を活用した新たな集客チャネルの創出

403 埼玉県 輝眼鏡店株式会社 1030001043911 新機器の導入により視力検査のソーシャルディスタンスの確保

404 埼玉県 株式会社リーブズ 2030001130535 オンラインレッスンの導入・ゴルフ用品のEC販売

405 埼玉県 株式会社エイル 4030001096262 セルフヘアケア商品セットのネット通販で販路拡大！

406 埼玉県 株式会社リープ 6030001097647 選択と集中！新規事業に全力投球し企業の存続を！

407 埼玉県 株式会社内柳 6030001125548 電子管理ツールの活用による新規受注数、売上拡大の為

408 埼玉県 株式会社ＩＶＮ 1030001117789 ITを用いた感染症対策と新規顧客獲得の両立の為

409 埼玉県 アクアバー アジアン雑貨のECサイト構築による非接触販売実現と新顧客獲得

410 埼玉県 有限会社アートブレーンズ 9030002019333 リフォーム・リペア職人育成講座のオンラインスクール事業

411 埼玉県 松嵜 高品位CAD(BIM)を活用した、演劇の新しい効率的な作り方

412 埼玉県 株式会社山幸土建 7030001008561 作業効率化のための管理システムの導入の為

413 埼玉県 株式会社小暮測量設計 8030001002712 「非接触型オフィス、感染リスクの低いオフィス」

414 埼玉県 株式会社ベルツリー 3030001050055 非対面ＩＴ営業ツールによる営業力強化及び感染対策対応店舗作り

415 埼玉県 Gallery１３月世大使館 コロナ禍での売上向上に必須である駐車場と美術作品保管場の整備

416 埼玉県 株式会社Ｄ−ＴＡＰ 6030001131496 オンライン対応とシステムの導入で顧客管理の強化

417 埼玉県 株式会社Ｂｅａｕｔｙ Ｈａｄａ 1011001126410 ECサイト制作。コロナ禍でも美しい肌を！

418 埼玉県 竹内産業株式会社 4030001065630 フルサービスGSならではの徹底した感染症対策とお客様満足向上

419 埼玉県 合同会社アンシャンテ 9030003014738 新規案件の獲得と感染防止のため、システム化と営業活動を強化

420 埼玉県 有限会社あいぶん社 3030002099819 「作業効率アップ」デジタル活用により無駄を無くし効率化促進

421 埼玉県 合同会社だいず 7030003015317 クラウド型タイムカードシステムの開発とオンライン販売

422 埼玉県 ビヨンドザボーダー株式会社 6030001108404 オンライン英会話レッスン付き英語コーチング事業

423 埼玉県 アルファリペア 高技術リペア職人とユーザーを繋ぐマッチングシステム運用事業

424 埼玉県 株式会社ＤＳＰ 2030001136796 ドロップシッピング方式による超実践型EC支援事業

425 埼玉県 ＯＴＯＫＯＭＡＥ オンラインカウンセリングで新たな経営に転換

426 埼玉県 株式会社ワイ・エス・エム 9030001063159 高性能な溶接機により生産性を高めたEC強化事業

427 埼玉県 株式会社ＣＳＩクリエイトサービスイマニシ 5030001106945 商談から施工までウェブで完結! 店内換気システムを提供します

428 埼玉県 足ツボの癒心 オンラインを活用し若年層の新規獲得と非対面事業を推進する

429 埼玉県 笑が家 SNSﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞと顧客の一元管理ｼｽﾃﾑの導入

430 埼玉県 株式会社東和コンサルタント 2030001137737 営業支援システム導入による補償コンサルと不動産の二本柱の提案

431 埼玉県 有限会社ワイズ・シー 9030002015381 待ち時間や料金がわかる顧客システムの構築

432 埼玉県 スカイ・アイ・ビジョン株式会社 2030001126756 リモート型フォロー 導入とオンライン営業強化 及び DM 戦

433 埼玉県 株式会社ＯＮ 6030001110244 オンラインで時間短縮！ オンライン商談と見積提案

434 埼玉県 ＳＥＶＥＮＴＨ ＨＥＡＶＥＮ 奇想天外！精霊ボンボのアートで子供の夢と創造性を豊かに育む！

435 埼玉県 株式会社トウハツ 4030001069144 MRI検査で安全なチタン製ピンを装着したウィッグの開発と販売

436 埼玉県 株式会社ほそや 1030001048332 技術と季節感を強調するホームページ刷新によるネット販売拡大

437 埼玉県 株式会社丸仙 7030001070586 ECサイトを活用した他業種への転出と販路開拓事業

438 埼玉県 株式会社ＳＤラボ総研 7030001116298 配食サービスの新規市場開拓～オンライン活用で多くの方を健康へ

439 埼玉県 株式会社⾧谷川電気 7030001006912 ホームページの活用によるポストコロナ時代の営業力向上の為

440 埼玉県 株式会社Ｄｉｓｐｏｒｔ 3030001121715 自宅でお祝い！贈答用商品の自社ECサイト構築

441 千葉県 株式会社エムシーエスフード 8040001101769 『匠の技をあらゆる食の現場に』!キッチンカーによる販路開拓

442 千葉県 チェルカトローヴァ 販路開拓のための「鴨川産かずさ和牛」の商品開発及び販促力強化

443 千葉県 モクナ 似顔絵で宣伝！焼菓子販売ECサイトとオンラインそろばんの販促

444 千葉県 株式会社光英 8040002060667 幼稚園、保育園、家庭で楽しく、安心、安全、ネットdeそろばん

445 千葉県 篠笥 孝 テレワークスタイルでのレコーディングエンジニア業務の確立

446 千葉県 株式会社エム・ケイ 3040001034263 非接触型エステ事業の立ち上げと周辺地域へのマーケティング

447 千葉県 株式会社料亭四季彩 4040001081643 対人接触機会の減少と席数のフル稼働を両立させるための個室化事

448 千葉県 鈴木建吾 デリバリー型 プライベートライブ

449 千葉県 合同会社美輝 3040003015674 ポストコロナ時代における特殊清掃サービスへの挑戦

450 千葉県 細川紘希 オンラインレッスン展開と録音コンテンツ提供のための防音施工
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451 千葉県 有限会社有坂農場 5040002059910 健康食品「古代蓮根粉末」の通信販売による非対面型販路拡大事業

452 千葉県 ステップワールド英語スクール流山ＬＬ教室 非対面を実現するオンラインの特性を活かした英会話教室の運営

453 千葉県 株式会社セラピスト・ジャパン 5040001069662 Withコロナの診療。非対面治療機を導入し、患者の健康促進

454 千葉県 コーヒーの木 テイクアウトによる珈琲豆と食べ物等の販売と、換気対策の実施

455 千葉県 有限会社食楽フーズ 4040002098653 お家で本格プロの中華。EC販売による非対面での新規顧客の獲得

456 千葉県 株式会社リトピュア 9040002094276 リトピュア式乳幼児親子教室開業継続のオンライン化

457 千葉県 ＢＡＧＵＳ ＢＡＲ テイクアウトメニューの商品開発及び調理作業の動画配信サービス

458 千葉県 株式会社オバタ 1040001044867 サツマイモ農家向け肥料・農業用資材の非対面型販売拠点新設事業

459 千葉県 Ｓｏｕｎｄ Ｓｔｒｅａｍ ｓａｋｕｒａ 高品質なライブ映像見放題！サブスクリプション月額制サービス

460 千葉県 テクノゲートウェイ株式会社 1040001064700 EC販売で宅配便送料を75%低減する薄型珪藻土インナーの開発

461 千葉県 ＲＥＳＥＴ 感染リスクを抑える為の衣類加工プリント完全内製化で販路拡大

462 千葉県 イーズエステ セルフ型ビューティ＆ヘルス 対人接触機会減少の新規メニュー

463 千葉県 株式会社アルチザン 6040001107859 レジンアート作品の非対面によるオンライン販売

464 千葉県 ひるふぁーむ 地元野菜ヤーコンを使用したオリジナル焼き菓子の製造及び販売

465 千葉県 プライム 理容室の対人接触機会減少の為の女性個室スペース追加と設備導入

466 千葉県 茶室 此君亭 オンライン茶道教室の展開及び茶道道具の流通チャネル構築

467 千葉県 有限会社沖見屋 7040002100597 stayhomeで気軽に外食気分！沖見屋の味のお届け

468 千葉県 土地家屋調査士 安 隆一郎 事務所 ドローンと３Ｄ測量システムによる人的接触最小測量技術の導入

469 千葉県 株式会社ＣＲＡＦＴ 5040001096913 事業拡大を支えるための予約ツール・進捗管理ツールの導入の為

470 千葉県 臼井水産有限会社 8040002100357 三密回避で回転率(従業員満足度)の向上と販路拡大

471 千葉県 結 SNSを活用した集客による季節の料理による移動販売事業

472 千葉県 株式会社デュアルエデュケーション 1040001024456 電子書籍を活用したWEB集客サービスの構築と販路開

473 千葉県 有限会社薬師前商店 5040002101952 飲食店向け宅配用発泡スチロール箱の非対面による販売事業

474 千葉県 月辰会活法整体院 マッサージ用ジェルのネット通販で非対面ビジネスの販路拡大

475 千葉県 光陽貿易株式会社 6040001100319 オンライン製品情報・受注システムによる非対面集客への転換

476 千葉県 ＡＩＲＩＳ行政書士事務所 非対面型コンサルティングシステムの構築とWeb広告の活用

477 千葉県 株式会社アシスト 9040001053150 「見積査定システム」導入等による非対面型サービスの提供

478 千葉県 株式会社木村屋 7040001046718 千葉佐倉銘菓の和菓子を全国に発信！ ECサイト構築による販路

479 千葉県 精油の癒しアイアム ﾘﾓｰﾄｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの導入と新規顧客獲得機会の拡大

480 千葉県 株式会社チャイルドピース 8040001032601 オンラインセミナー・講演の主催者をワンストップで支援する事業

481 千葉県 モリヤマ 少人数制野外活動開催へ向けた準備と、子供向け新規販路開拓

482 千葉県 株式会社アイワークス 6040001106729 自動販売機によるハラルフード提供で外国人労働者の生活文化向上

483 千葉県 株式会社ふじもと 8040001078603 セルフチェックインシステム導入による接触機会減少で感染症対策

484 千葉県 ネオホロン サービスのオンライン化に伴う新規事業展開と販売促進事業

485 千葉県 株式会社Ｋｉｋｋｉ 4040001117100 最新機器導入による多能サービスの提供

486 千葉県 行政書士法人サークレスト 4040005019656 ノンコンタクト士業トータルサポートサービス

487 千葉県 株式会社千倉館 9040001074072 大部屋の食事処を個室対応するための間仕切り設置事業

488 千葉県 有限会社坂巻不動産 1040002054691 ITを活用したサービス提供による生産性向上

489 千葉県 ビーブルー トータルビューティーラボ セルフ美容サービス導入による低感染リスク型顧客満足度向上事業

490 千葉県 株式会社ＣＲＯＳＳ ＡＳＩＡ 8040001079543 乳幼児親子向けオンラインイベント

491 千葉県 株式会社デュタマンドリジャパン 8040001108780 非接触型の技能実習生の日本語授業、採用面接

492 千葉県 ブルピーク 感染対策とSNS発信飼育展示ルームに内装で営業転換

493 千葉県 下田倭歌 コロナ感染予防対策によるオンライン配信に対応する取り組み

494 千葉県 ジーン 人にも環境にも優しいオーガニック石鹸・化粧品の通販で売上

495 千葉県 口腔ケア オンラインでの口腔ケア診療

496 千葉県 スタジオミケル 音響対策による非対面型事業受注体制整備及び製作事業の展開

497 千葉県 こころぎ整骨院 スマホ対応ホームページの整備とトレーニングの対面リスク軽減化

498 千葉県 森山 戸外開催スペースの整備構築と、新規顧客獲得のための準備発信

499 千葉県 苅部大樹 サブスクリプションでのビールの定期販売計画

500 千葉県 有限会社ライト・ライズ 5040002059489 テイクアウト販売導入による新型コロナウイルス感染防止販売促進
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501 千葉県 株式会社ナナイロ工務店 9040001102048 オンラインツール導入で、時間効率UP！受注率UP！売上UP！

502 千葉県 焼肉新羅 接触機会減少と販路開拓を両立する店舗改装でのテイクアウト強化

503 千葉県 株式会社若生塗建 4040001108652 新規事業個人向け、不動産オーナー向けへの販路拡大

504 千葉県 てがぬまＦＩＬＥＤ鍼灸院・整骨院 可動域改善と組織修復に特化した非対面治療

505 千葉県 ＣＯＣＯＤＡＫＥコミュニケーションズ株式会社 4040003013149 「知る人ぞ知る名産品」EC サイト構築

506 千葉県 有限会社タクボ景観デザイン 1040002039148 コロナを機に、非対面化ビジネスを目論んだHPの大改良

507 千葉県 株式会社みやび企画 3040001095009 おそうじ本舗で感染対策☆オンライン導入でより身近なサービスへ

508 千葉県 徳田翔一 【徳田翔一】社交ダンスのレッスン動画の配信及び販売

509 千葉県 田口塗装 外壁塗装オンライン相談サービス、作業効率化による接触機会低減

510 千葉県 こうざき接骨院 こうざき鍼灸マッサージ院 地域初！対人接触機会の減少を目指した美容鍼灸導入システム

511 千葉県 株式会社ＪＰ Ｈｏｎｅｙ 9040001117013 非対面・非接触の販売体制構築と機械導入で感染症対策型養蜂事業

512 千葉県 静香園 真空機器等の導入により非接触型生産販売の実現と販路拡大

513 千葉県 ラクヤ EC機能付き住宅設備機器のコンシェルジュサイト構築運営事業

514 千葉県 株式会社クボサービス 1040001108135 ノー残業を維持しつつ、規模拡大に向けた新たな取組の為

515 千葉県 合同会社ＫＡＭＩＳＡＳＡ 4040003008124 空き家を利用した障害者グループホームを開設し感染症拡大を防止

516 千葉県 有限会社ドリーム 6040002051998 非対面型ゴルフレッスンおよびネット物販の導入

517 千葉県 ＫＵＪＩＫＡ Ｔｈｅ Ｏｖｅｎ 「完全入れ替え制ランチ」導入のための屋外デッキ席新設

518 千葉県 写真館フォートピア 幸せの瞬間をいつまでも！オンラインフォトサービス事業

519 千葉県 有限会社鴨川動物病院 5040002100806 高齢飼い主も安心して来院できる動物病院へ

520 千葉県 フェイシャルサロン印西泉 オンラインカウンセリングとセルフエステ指導による非接触エステ

521 千葉県 株式会社高木物産 7040001075816 業界存続を懸けたオンラインシステム構築で新規拡販へ！

522 千葉県 サンワイズ 感染拡大を防ぐ個室を整備した女性専用シェービングサロン

523 千葉県 株式会社青陽エステート 5040001116555 宅配BOX設置とホームページの活用で低感染リスク経営

524 千葉県 サンライズテック合同会社 6040003008205 ARデバイスを使ったオンラインITスクールの実施

525 千葉県 有限会社大湊工業 8040002084988 農家向け営業スタイルの変革による対人接触機会の減少を実現の為

526 千葉県 ビストロドゥーズ ﾘｿｰｽ最大化のためのﾓﾊﾞｲﾙｵｰﾀﾞｰｼｽﾃﾑの導入

527 千葉県 株式会社ミヤビカンパニー 5040001093588 元請け依存体制からの脱却と非対面営業体制の構築

528 千葉県 石川千夏 訪問型サービスからオンラインサロンへの転換

529 千葉県 有限会社和楽 4040002071734 接触機会を減少させるセルフエステの導入に必要な設備投資

530 千葉県 株式会社ｍｏｒｐｈｅｅ 8040001083231 ファスティング商材販売及びコンサルティングのオンライン事業

531 千葉県 有限会社グレンビィー 9040002060600 【㈲グレンビィー】テイクアウト用WEBページ作成及び広告宣伝

532 千葉県 有限会社藤倉運動具店 8040002048308 オーダーメイド受注生産体制の強化

533 千葉県 平甚酒店 感染症拡大に対抗するための発酵食品の全国通信販売事業

534 千葉県 株式会社フォーエイチ 8040001091333 完全リモート化で感染症の影響を最小化し、事業の継続に取り組む

535 千葉県 有限会社アラ電気 1040002096560 コミュニケーションツールによるソーシャルディスタンス実施の為

536 千葉県 株式会社海 4040001075430 テレワーク導入のための web サイト制作

537 千葉県 有限会社泰園 6040002081285 ゴルフ練習場の感染リスク低減を図るWebコンペ開催と設備改修

538 千葉県 有限会社高橋自動車工業 4040002101854 移住者を対象とした自動車診断機活用による非対面型車検提供事業

539 千葉県 株式会社ユーザーズアイ 8040001116164 webが苦手な人へのふるさと納税申込代行業務

540 千葉県 株式会社スズキ建築設計事務所 5040001065810 ホームページを用いた非対面低感染リスク相談窓口の設立

541 千葉県 有限会社岬マリーン 6040002102116 感染症対策済シャワールームの設置と看板改修による新規顧客誘致

542 千葉県 TACOSTA フードトラックでお届け！産地直送デザートタコス

543 千葉県 株式会社グロードジャパン 9040001113524 レンタルスペースの用途多様化及び菓子製造許可を取得し販路開拓

544 千葉県 セルフホワイトニング笑み ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化によるｺﾛﾅ対策及び経営効率化による売上の向上

545 東京都 ＬＥＮＺ 「着るを楽しむ。」新商品と動画活用による自社ECの販売強化

546 東京都 株式会社ヴァンテージ 2011001072372 前払いチケット販売Ｗｅｂサービスで小規模店舗の資金繰り改善

547 東京都 五戸美樹 HP活用による「トークレッスン」のオンライン化と認知度向上

548 東京都 株式会社檜書店 7010001027571 老舗能楽出版社がデジタル媒体を活用して販路を拡大

549 東京都 ＡＳｌｉｎｋ株式会社 2010001161210 新市場に向けたECサイトの構築による新しいビジネスの展開

550 東京都 グロウライフ社会保険労務士法人 4010005029971 中小零細企業のための完全オンライン人事労務講座の導入と宣伝
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551 東京都 株式会社ミラーコロ音楽事務所 7010101012993 オンラインでも楽しく歌おう！オンライン教室の開校

552 東京都 東音穂積大志 オンラインレッスン新設と生徒演奏会の新方式確立及びサイト構築

553 東京都 株式会社ユナイテッドエンタテインメント 8011101041981 俳優や監督のトークショー付オンライン映画シアターの立ち上げ

554 東京都 株式会社Ｍｉｙａｎｓｅ 6020001119690 ジュエリーと革バッグファンが集うECサイトで非対面ビジネスへ

555 東京都 七澤達哉 感染対策する有観客公演業務とオンライン有料配信業務の融合

556 東京都 株式会社ａｃｔ 8010901038907 360度動画で参加しよう！バーチャルウエディング事業

557 東京都 有限会社あぐい 6010502000540 「うなぎ料理に特化したデリバリーサービスで新規顧客を獲得

558 東京都 螢雪舎 『eトレnet』を活用したオンライン授業導入とその広報活動

559 東京都 ＧＤＲ合同会社 9010003031132 セルフホワイトニング事業による、新サービス及び新規顧客の開拓

560 東京都 株式会社アクトファースト 1011001034877 オンラインによる電子タバコのサポートに対応したサイト改築事業

561 東京都 大津実華 遠隔企業様向けスマホビデオ会議システム導入

562 東京都 とんかつ旨い屋 下町老舗とんかつ店のウィズコロナ低感染リスクビジネスへの挑戦

563 東京都 株式会社ショーマンズ 8012401036325 ボイスドラマCDの広報宣伝活動

564 東京都 株式会社ストレートエッジ 7011201018947 小規模事業者持続化補助金

565 東京都 齋藤智子 非対面型サービス・老舗を物語る音声コンテンツの製作

566 東京都 龍原誠株式会社 4011801036987 クラウド導入とオンライン商談で非対面化へ

567 東京都 ＫＤ ＳｕｎＲｉｓｅ株式会社 6010001120550 エスニック料理店におけるテイクアウト受注のオンライン対応

568 東京都 ユナイテッドスタジオ株式会社 7011301015860 対人接触減少を目的とした配信業務における一元管理システム構築

569 東京都 有限会社トーキョー・ノーティス・ボード 9010402009480 外国人に特化したショッピングサイト開設と誌面の電子ブック化

570 東京都 株式会社トリニティフォース 6011001032091 自社HP強化によるコロナ禍で百貨店内直営店弊店の影響からの回

571 東京都 ウォームサロンリアン オンラインエステスクールの開設による非対人ビジネスへの転換

572 東京都 株式会社ＡＭＵＮＯＳＵ 5011101043650 オンラインレッスンとECサイト制作による販路拡大

573 東京都 合同会社Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎｓ 8010503005495 非対人接触による民泊運営の為のホームページ制作とシステム構築

574 東京都 富士ランドリー WEBを活用し対人接触を減らす新しいクリーニング集配サービス

575 東京都 すみやき家串陣東青梅店 コロナに負けないテイクアウト事前注文システム導入事業

576 東京都 株式会社ザウルス 4011001117638 間仕切り設営と非対面パーソナルオンラインストレッチ事業の実施

577 東京都 有限会社ＦｕｋｕｙａＣｈｉｈａｒｕＤｅｓｉｇｎ 5010402027651 COATEの魅力を非対面で伝え売上アップを図るコンテンツ作り

578 東京都 ＫＡＹＡ株式会社 1012301011863 コロナ禍のペット需要と規格外素材ペットフードの新規市場開拓

579 東京都 株式会社ニューコムリエ 5011001109948 飲食店の空きスペースを非対面の貸しスタジオに改装し販路拡大

580 東京都 株式会社ピーエムプラン 7011001071774 ＥＣサイト構築による非対面販売事業の展開

581 東京都 株式会社ＷＩＬＬＩＮＧ 8011601017151 機材充実のスペースレンタルによる非対面トレーニングサービス

582 東京都 株式会社Ｂｅｅプロジェクト 6012401021915 沖縄料理テイクアウトと配達進出による低感染ビジネス化

583 東京都 コムギキッチン ネット通販事業により、健康的なお惣菜で産後のママをサポート

584 東京都 株式会社アイシークルーズ 4011001131944 低感染型ビジネス『海洋散骨・海洋葬事業』の構築・顧客開拓

585 東京都 藤田恵 オンラインでの飲食店の課題を解決するワンストップ支援サービス

586 東京都 いしざわ食品 非接触型で行なう寿司職人の目利きによる仕入・買付

587 東京都 株式会社フットトレーナーズ 5010001108340 スポーツインソールスペシャリスト養成講座専用HPの作成と宣伝

588 東京都 株式会社桐生堂 7010501004434 越境ECサイト構築・越境ECモール出店による販路拡大

589 東京都 株式会社ナチュラルビステリア 7010001154374 店内感染防止対策の徹底とかき氷の販売によるテイクアウト強化

590 東京都 株式会社ソルインターナショナル 8010001105574 簡単4ステップでできちゃう本格パエリアセットの通信販売開始！

591 東京都 京都の日本酒とおでん べろべろばー 不動前店ランチタイム営業及びテイクアウト・デリバリー事業

592 東京都 ライノジャパン株式会社 3011701018368 対人接触機会を減少！オンライン代理店募集とオンライン研修

593 東京都 齋藤服飾研究所 非対面打ち合わせを駆使したブライダルオーダータキシード事業

594 東京都 オーガニックスタイル株式会社 3011301012606 非接触でeラーニング動画を作成できる小規模セルフスタジオ事業

595 東京都 合同会社ＬＰ 5010403023377 オンラインツアーサービスを導入した旅行コンサルティング事業

596 東京都 有限会社あづまや 3010702000310 テイクアウトメニュー増強とネットショップ活用事業

597 東京都 ｐｉｚｚｅｒｉａ＆ｂａｒ Ｌａ Ｄｏｎ Ｎａ 非対面営業化 テイクアウト販売への転換と強化

598 東京都 株式会社アクロフィット 4010001210873 感染リスクをゼロに！オンラインパーソナルトレーニングの導入！

599 東京都 りゅう鍼灸整骨院 セルフ温活で免疫向上

600 東京都 株式会社ＫＳＰアベニュー 6010401086821 モバイルオーダーシステム導入による売上げアップと経営の効率化
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601 東京都 株式会社ＷＩＴＨ 3011501017231 「【事業者名】補助事業名」

602 東京都 巧流合同会社 3010603007660 LINE公式アカウントを使った直接的情報発信と認知拡大

603 東京都 イーフォニックスアカデミー e-phonics Academyのオンライン化事業

604 東京都 株式会社パッション 8010001136371 サスティナブルな中古毛皮買取りECサイトのシステム構築

605 東京都 株式会社浜松町リザベーションセンター 5010401042214 空席＆空室・価格変動型販売＆予約システム

606 東京都 株式会社ドゥワン 7150001014861 ゴルフ場空撮PR動画の制作、女子プロのコース攻略ガイド付き

607 東京都 ぎゅぎゅっとハッピー 一般家庭・法人向けの子育て支援オンラインサービス、動画配信

608 東京都 ぶどうのおんぷ 移動ステージ『青空おひさまときめき広場・親子ふれあい人形劇』

609 東京都 株式会社グランディールジャパン 9010401141508 個人向け美容液発売と対人接触機会ゼロのネット通販導入と宣伝

610 東京都 有限会社スイング 2011002033794 英国式スーツ、クラッシックスーツ等の通販ECサイトの開発

611 東京都 ＢＯＤＨＩ 非接触販売によるDtoC構築のための、EC受注システムの開発

612 東京都 烏山みくりや テイクアウト事業強化に伴う商品開発マーケティング事業

613 東京都 松原 典子 ギャラリーの一階部分をテイクアウトカフェにして収益を改善する

614 東京都 アリオーソ合同会社 3010403016457 クラシック音楽業界におけるオンライン事業の多角的展開

615 東京都 株式会社ＭＪアシスト 3011601021348 ネット動画を駆使し自社製品ブランドの飛躍的なアップ作戦

616 東京都 株式会社Ａｏ 5010401159487 『非対面型スタイリングフォト技術習得動画』の販路拡大事業

617 東京都 株式会社ルーツ 8011001092613 非対面営業を実現するWEBサイトの機能追加

618 東京都 結婚相談所ラシック いつでも・どこでも・だれでも確認できる婚活・子育て相談・支援

619 東京都 株式会社Ｈ＆Ｓ ＷＯＲＬＤＷＩＤＥ 2010801021126 オンラインインタビューなどの海外リサーチサービスの拡販

620 東京都 ｒｙｋｔ 新規メンズファッションブランドの販売に向けたECサイトの設立

621 東京都 Ｎａｋａｏｋａ Ｐａｒｔｎｅｒｓ合同会社 1010703004403 転職者DBの利活用とCloud活用による業務効率化の推進

622 東京都 株式会社テンミリオン 8010503004547 居酒屋の非対面システム導入による感染対策の取り組み

623 東京都 宮崎酒房くわ ファミリー層を主要顧客に切り替えるための感染拡大防止設備導入

624 東京都 せせらぎ整骨院 対面時間を減らし、除痛に特化した治療の提案

625 東京都 山野明彦 インターネットを活用した尺八演奏のレコーディング事業

626 東京都 株式会社Ｍｉｎｔ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3010001136442 オンラインストレッチコースの動画制作・WEBサイトの設置

627 東京都 ＳＴＥＬＬＡ ＭＩＲＡ ECサイトの構築及び親子アロマヨガレッスン

628 東京都 有限会社フォルクマン 5010902019850 新しい予約システムと動画配信サービスで社会貢献！

629 東京都 株式会社ココー 4011001121581 プロが遠隔で撮影！リモート撮りを可能にする リモ撮り！

630 東京都 株式会社スプラウト 6011001094909 個室化での対人接触機会削減と全国的著名店連携による客単価倍増

631 東京都 株式会社サイクロン 9011001053903 アーティスト販促グッズの作成、プリント加工業務

632 東京都 Ａｎｃｉｅｎｔ Ａｒｔ 本当の人生を送るためのプロテクションのオンライン化事業

633 東京都 株式会社ＪＩＮ 5011201020129 テーブルオーダー化による店内環境の更なる安全・安心追求

634 東京都 DOUDOU 完全オンライン対応による個人・事業所向け電子書籍出版支援事業

635 東京都 株式会社マップ 2012401004023 アフターコロナ対応のオンライン仲介による郊外住まい顧客開拓

636 東京都 Ｔ−ＷＡＶＥ 非対面インターネット受注システムの導入による商品売上増加計画

637 東京都 Ｎｅｕｔｒａｌ Ｖｏｉｃｅ研究所 倍音の温もりを生かす配信環境の実現・オンラインサービスの充実

638 東京都 ＥＣＣ個別指導塾ベストワン三鷹校 オンライン映像授業システムの独自開発

639 東京都 株式会社ＦｒｏｍＴｏ 3011101084969 非対面データ活用ビジネス構築に向けたWEBページ制作・改修

640 東京都 ＡＵＧ合同会社 8011803001184 オンライン学習管理の取り組みによる商圏拡大

641 東京都 ＮＰＯ法人木育・木づかいネット 1010705002124 ＥＣサイト・オンラインワークショップによる新規木育事業展開

642 東京都 株式会社マハロコム 5011101064795 人材マッチングサイトの開発による対人非接触型ビジネスへの転換

643 東京都 すぎもと整骨院 オンライン問診と予約制など対人接触を減らす新サービスの実施

644 東京都 株式会社カノコカンパニー 4010401079629 お弁当送るだけ！ ワンストップECサイト制作【まるっとEC】

645 東京都 株式会社Ｓｈｅｒｌｏｃｋ 5010001186023 非接触シンプル贅沢bar「SCOTCH＆SODA 」

646 東京都 株式会社ファファラ 5011001097037 米国からのアロマオイル輸入およびオンライン販売事業

647 東京都 合同会社アイシーエム 5012303001074 古民家再生で持続可能なまちづくり。そしてコロナを乗り切る！

648 東京都 株式会社Ｑｕｅ ｓｅｒａｎ ｐａｓａｒａｎ 5011001124204 宝塚歌劇団OGプロデュースのアクセサリーをECサイトで販売

649 東京都 株式会社ＲＥＤ ＰＩＮＥ 5010501037155 おうち時間を充実させる腕時計組立キットの企画・制作販売

650 東京都 株式会社アジリティ 3020001119743 靴・カバンのコーティング施工開始とオリジナスＥＣサイトの展開
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651 東京都 マイステージ ハンドメイド好きさんのコミュニティオンラインサロン運営

652 東京都 株式会社ネクサス 3010601041983 コロナ対策に伴う実店舗ユーザー流入型ECサイト制作事業

653 東京都 ＣｈａｎｃｅＡｇｅｎｔ chance agentのオンライン化ブロジェクト

654 東京都 ココロコ株式会社 1012401036868 梨のドライフルーツ販売のためのECサイト制作

655 東京都 株式会社伝播 4011001127430 ECサイト開設による非接触・低感染リスク販売開始

656 東京都 株式会社ペタゴー 7010001205904 オンライン学童保育の実施

657 東京都 株式会社剣道日本 6010001191807 バックナンバー書籍の電子化による非対面販売の強化事業

658 東京都 株式会社ＯＤＥＮ 3011101093714 抗菌ホームケアスプレーの開発と自社ECサイトでの販売

659 東京都 株式会社ＫｅｙＮｏｔｅｒｓ 3011001104199 カフェ2階を対人接触機会の少ないオンラインセミナー会場化する

660 東京都 株式会社ＲＥＡＬＩＴＹ 6011001111151 6種の「のり弁」デリバリーの宣伝と受注・配達システムの開発

661 東京都 株式会社ボヌール・デ・ヴィラフ 4010401123411 非対面エステの展開及び既存サービスの短時間化とオンライン化

662 東京都 有限会社アルベラータ 4011102026894 個室で密にならずに楽しめる贅沢な記念日の提供による収益力強化

663 東京都 株式会社ＳＥＮＳＥ ＢＡＬＡＮＣＥ 1010001190953 非対面化によるコンサルティングスキーム再構築事業

664 東京都 パーソナルトレーナー江川陽介 システム導入でコロナ禍でのオンラインレッスンの開始！

665 東京都 OnlyTheBest 自社開発のECサイトを販売するスタイルへの転換

666 東京都 株式会社音杏 8010501038984 対人接触機会減少と生産性向上に向けた生産・販売方法の革新

667 東京都 株式会社コスモウェーブ 8013301014775 セルフ・フェイシャルエステによる対人非接触型事業の準備と開始

668 東京都 株式会社ＳＴＲＩＶＥ 9011701023214 WITHコロナに向けたオンラインレッスンの本格始動！

669 東京都 結−ｙｏｕ− オンライン注文システムの導入でテイクアウトへ参入！

670 東京都 ゆんぼだんぷ YouTube・TikTok活用による収益・宣伝体制の強化

671 東京都 株式会社イードリーム 4010701026173 実況ライブ配信による理学美容機器の商談の活性化

672 東京都 ふるふらっと合同会社 5011003006565 インサイドセールス業務代行のパッケージ化と専用サイト構築

673 東京都 有限会社船和 7011702006442 セルフオーダーシステムの導入による感染防止と営業利益拡大

674 東京都 株式会社未来グローバルインク 8011101048102 新規開発中の濃縮ミネラル液ブランディングECサイト事業

675 東京都 創作和食零 お店の味を真空パックでテイクアウト、対人接触機会減少の取組み

676 東京都 合同会社ＣｈＳｔｙｌｅ 6010403023384 オンラインに特化したスポーツイベント事業

677 東京都 合同会社コイン 3010403019848 自社ノウハウを活かした完全オンライン型サービスの新規提供

678 東京都 Salon美楽 対人接触機会の減少を目的としたセルフエステの導入

679 東京都 株式会社ａ−ｓｐａｃｅ 8010001186631 【株式会社a-space】一気通貫のリノベーション住宅提案

680 東京都 株式会社たかや 9010401149682 全席パーテーションで区切ったカフェビジネスモデルの構築

681 東京都 ｓａｆｉｒ safir のオンラインサロン化事業

682 東京都 合同会社エヌエムケイ 8011403002772 オンライン授業とオンデマンドビデオ授業のシステム導入

683 東京都 アンジェリカ サロン新メニュー波動療法の導入により出張訪問型サービスの導入

684 東京都 株式会社イノセラ 7010001213832 ＨＰ、ＳＮＳ・インターネット広告を使った新営業スタイルの確立

685 東京都 株式会社グローバル推進室 6011701017879 オンライン授業・セミナー重点推進事業

686 東京都 株式会社ヘーゼル 6011701019248 アフターコロナに向けたオーガニック食品の新規EC事業の立ち上

687 東京都 株式会社リド 3010901019440 顧客へのプレゼンと打ち合わせのオンライン化とSNS連携強化

688 東京都 Ｈｅａｌｉｎｇ Ｒｏｏｍ ーＮｏｉｒノアールー 女性を明るく元気にするプロジェクトのオンライン事業

689 東京都 株式会社ＵＰ２Ｕ 2011001114026 動画とオンラインによる非対面型音楽スクールの開発

690 東京都 優佳サービス合同会社 9011703002174 非対面型プロモーションによるオンライン通訳と旅行手配業の強化

691 東京都 矢部株式会社 9010001062740 高級布団を老舗卸ならではのお手ごろな値段でネット販売

692 東京都 株式会社サウンド・プロジェクト・ムジカ 6010801004291 非対面化に必要不可欠な機材の効率的導入と感染防止対策の充実化

693 東京都 ＭＵ−ＣＨＯ ＤＡＮＣＥ ＳＣＨＯＯＬ 非接触型、感染対策に伴うダンス教室の開設

694 東京都 株式会社ＰＵＢＬＩＣ ＳＴＡＲＴＥＲ 2012401034433 「PRオンラインコンサルティングサービス」販売促進事業

695 東京都 ワッフルマーケティング株式会社 9011301025734 販売促進用サイト、ECサイトの構築及びオンライン営業の導入

696 東京都 株式会社ソト企画 3012401021331 非対面、非接触による販路拡大事業の為

697 東京都 ｅｋｏｌｕ合同会社 4012403003351 ポストコロナを見据えた完全非対面での自社サイト制作サービス

698 東京都 株式会社ユーミックス 9013301022050 ホームページのリニューアルによる販路開拓

699 東京都 あうたび合同会社 8011503002986 生産者と繋がる「あうたびオンラインツアーマルシェ」

700 東京都 株式会社アウトコンセンシア 9010601058444 健康食品（はちみつ・ボーンブロス）の非対面販売で利益アップ
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701 東京都 株式会社ＶａｌｕｅｓＦｕｓｉｏｎ 3010401145448 テイクアウト・スペース利用強化型空間開発で対人接触機会を減少

702 東京都 ＯＷＬ ＥＹＥ 楽曲サービスをEC販売で、Withコロナ時代の音楽スタジオへ

703 東京都 株式会社ファーストページ 2010401025543 人と環境を考えた、安心・安全な除菌サービス事業

704 東京都 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ Ｆａｒｍ 3010401154267 ホームページとECサイトによる無農薬野菜の販路拡大

705 東京都 オラオーレ 若年層顧客獲得のための非接触集客の強化

706 東京都 MCA達成＆成功コーチング オンラインレッスンのための体制構築と広告活動の強化

707 東京都 株式会社日本経営センター 7012701004263 著者のYouTubeプロデュースによる非対面型の販路拡大

708 東京都 勅使川原かすみ 物置を改装しオンラインによる通訳ガイドビジネスを構築

709 東京都 株式会社アデカ 7010001110303 絵画サブスクリプションと購入前レンタルシステムの構築

710 東京都 豊嶋那菜 美容のプロによるオンライン講座&ECサイトで美しい女性を輩出

711 東京都 株式会社インペリアルハーツ 5011101083077 マシン脱毛で対人接触時間が今までの5分の１に!!

712 東京都 Ｌｉｅｎ web サイト導入によるオンライン教育の構築

713 東京都 有限会社ＨｉＤｅＫ 1011802030166 動画を活用した顧客・求職者の獲得、従業員教育のIT化の為

714 東京都 株式会社Ｍ．Ｅ．Ｇ−Ｕ 7010501038713 対面施術不要のセルフエステ事業導入とweb広告による顧客獲得

715 東京都 株式会社ブロードテクノロジー 2010001127839 接客用動画制作による生産性向上と非対面対策

716 東京都 株式会社エニシーク 3011001120477 ECサイトを構築し、動画を活用したセールスプロモーション展開

717 東京都 テイクオフツーリスト VRにて臨場感を味わうツアー開催及び３Ｄ空間映像

718 東京都 コモングッド株式会社 1010601051679 資産形成のシミュレーションと提案のオンライン化

719 東京都 簑和田株式会社 8010501013847 ECサイト構築による新たな販路開拓

720 東京都 株式会社ＣＡＶ 8013201019040 高齢者向け非対面販売チャネルの新規創設

721 東京都 株式会社リグラント 9011001132475 【株式会社リグラント】ＷＥＢ申請システムの活用と新規客開拓

722 東京都 株式会社ウィンディール 4010501033139 ECサイト構築による営業・受注活動の効率化

723 東京都 株式会社シーアンドケイ 2011802026543 店頭販売から転換！オンライン販売事業の確立

724 東京都 ティーフート株式会社 5011501025884 日本茶ドリップバッグECサイト構築での非対面営業の展開

725 東京都 有限会社平田商事 4010402010939 オンライン施術・指導など非対面を通しての売上を確保する

726 東京都 株式会社エフェクト 9010001109005 女性活躍向けオンライン講座の構築と活躍支援サポート事業

727 東京都 ＢＴＣＪ株式会社 3011501016761 オンラインを活用したコンサルティング支援の提供による売上拡大

728 東京都 株式会社Ｔｅｃｈｇｅｎ 1010001212798 医用画像転送アプリによるサポート窓口オンライン化

729 東京都 株式会社綱 7010601048802 ECサイト開設でお取り寄せちゃんこ鍋等の新規顧客獲得

730 東京都 Bar Four Pieces コロナに負けない！大人バーの新しい楽しみ方で新規顧客の獲得

731 東京都 株式会社リスマ 1010701040854 AIによる価格査定で非対面の中古買取査定が行えるシステム

732 東京都 江戸旭株式会社 4010801031040 個人向け新商品開発、ECサイト販売促進、冷凍品のみの店舗販売

733 東京都 株式会社三裕 9011501012961 訪問によるマッサージ・鍼施術による低感染リスクの実現

734 東京都 Akane Lounge オンラインショップ限定フレグランスの新商品転換・開発

735 東京都 ｗｅｄｏ合同会社 5010403020424 コロナ禍におけるシェアオフィス利用を通じた社会貢献

736 東京都 株式会社ＳＫＹ ＰＡＲＴＮＥＲ ＪＡＰＡＮ 8010001123469 対面販売から非対面型のホームページ販売への全力転換！

737 東京都 ラウラオフィス オンライン接客・販売による非接触型販売システムの構築

738 東京都 株式会社ワンモーメント 4011001127372 WEBサイトを構築し新しい販路を開拓する

739 東京都 株式会社ｐｈａｒｂ 7010601050989 感染拡大防止のための調剤お届けサービス事業の提供

740 東京都 たみ整骨院 会員制オンラインサービスによる 治療サー ビス 改革

741 東京都 Naomi Style QOL オンライン講座開発とWeb活用による認知度向上と新規開拓

742 東京都 株式会社篠原電気工業 9012401000734 「非対面のオンライン営業」によるＬＥＤビジョンの販売

743 東京都 株式会社然行 4011601020761 自院ホームページに予約システムを開発設置し自費売上を伸ばす

744 東京都 株式会社ザムザ 5011201010906 自社ウェブサイト立ち上げによる低接触型ビジネスの構築

745 東京都 永林修 オンラインレッスン導入による自宅ボイストレーニング

746 東京都 齋藤政之 商品撮影用新設スタジオにおける遠隔撮影事業

747 東京都 グラン・エクシード株式会社 1011601021597 既存のマーケティングコンサルティングの完全オンライン化

748 東京都 遊覧座 非接触で提供可能なデジタル領域での事業（動画制作・Web制作

749 東京都 株式会社リアルクロス 5010501039374 オンライントークイベントの実施による感染拡大防止と事業継続

750 東京都 株式会社七福星 8011801035110 国内・東南アジア向けに糖尿病等サプリを多言語ＥＣサイトて
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751 東京都 健太郎針灸院 オンラインでのカウンセリング事業による売上向

752 東京都 株式会社ＡＴＳＵＳＨＩＫＯＫＡＷＡ 3010401150258 撮影現場の感染リスク削減に向け、自ら集客するための LP構築

753 東京都 株式会社遠山薬局 6013101007782 処方箋のLINE受付拡大による、近隣に住む子育て世代開拓

754 東京都 梶山敏弘 オンラインレッスン導入による新規顧客開拓とネットでの宣伝強化

755 東京都 ｋｅｅｅｐ 非対面型フィットネスサービス「ONLINE GYM」

756 東京都 株式会社下町ップロ 9010501041401 万全の感染拡大防止措置で安全安心の東京下町ツアーを実現

757 東京都 ＭＵＲＡ おうち時間を楽しむ商品の開発とEC販路開拓

758 東京都 合同会社ＸＹＺ 8030003011505 時代背景に合わせた非対面型設備＆遠隔システムによる利益向上

759 東京都 株式会社ホテル蔵前 5010501023709 テラス屋根設置による３密対策のオープンカフェで新規顧客獲得

760 東京都 株式会社シンプルリッチライフ 9010001192570 完全オンライン圧倒的ビフォーアフターコース

761 東京都 バーゼフィ 非対面化の為のテイクアウト、デリバリー事業開始とメニュー開発

762 東京都 ピクプライズ合同会社 6020003015863 ホテル旅館と在留外国人のマッチングプラットフォーム

763 東京都 ダブルアールウェットスーツ 動画制作事業の新参入で、コロナ禍でも安定した売上を確保する

764 東京都 サムデイ 感染対策を頑張る子ども達へ、ECサイトの雑貨販売で販路開拓

765 東京都 スワラジ工房 対人接触減少のため新受注システムを組み込むECサイト構築

766 東京都 株式会社スティラート 6010401100219 リベラルアーツ講座のオンライン配信による利用層拡大計画

767 東京都 株式会社Ｓｐｒｉｎｇ ｆｅｌｌｏｗʼｓ 9010401106460 安全に飲食を楽しむための感染症拡大を防ぐ店舗リニューアル

768 東京都 株式会社ビーラボ 5010901026030 脱毛のオンライン講座を活用した非対面型による脱毛メニュー提供

769 東京都 株式会社フローレス 9011001134109 接触機会減少のためのDX化パッケージ商材よる新規顧客獲得

770 東京都 合同会社ＰＲＯ 5011803004041 旅館業のインバウンド回復を見据えた外国人の集客と低感染経営

771 東京都 株式会社クリーネ 1011501017332 オンライン見積書開発による非対面型サービスの構築

772 東京都 株式会社チャイナワン 7013301043296 コロナ禍における中国語教室に関連する販路開拓事業

773 東京都 有限会社グッドジョブ 6012702010055 WEBを活用した非対面ビジネスモデル導入による新規顧客獲得

774 東京都 株式会社ＳＨＩＮ−ＫＡ 4011601017964 対人接触機会を最小化する店舗物件情報会員制メール配信システム

775 東京都 株式会社ゼロスコープ 6011001109039 自社ブランド開発・Webサイト制作による非対面型事業への転換

776 東京都 有限会社アンジェリーク 4010702015167 非対面・非接触型 放置型エステ機器を活用した新規客獲得

777 東京都 Ｊｕｌｉｅｓｐｉ オンラインヒーリング導入による新規客獲得と既存客関係性強化

778 東京都 トレンドマネジメント株式会社 3030001084094 WEB取引推進による非対面取引営業へのスタイル変更事業

779 東京都 株式会社東昇 2010001065832 老舗火鍋屋の火鍋テイクアウト予約システム開発

780 東京都 松本昌子 オンラインでのピラティスレッスンと腸活事業の告知集客事業

781 東京都 Ｐｒｅｓｏｎ Webコンサルティングサービスで非対面モデルへの転換

782 東京都 BELL WOOD Lab 非対面での入れ歯製作と、超短期間治療

783 東京都 株式会社ツリーホープ 5010601044316 withコロナ対策のハイブリットWEB事業

784 東京都 有限会社ウイステーリア 4010702001076 本場四川料理の味を生かした通信販売商品の開発・販売

785 東京都 株式会社エイシンプランナーズ 3011001051243 見たいとき、いまここから。非接触型360度内見サービス事業

786 東京都 東京愛情麻辣湯 専用サイトと連動したデリバリーサービスの確立による販路拡大

787 東京都 河野メディカルビル整骨院 手技に代わる非対面型治療の導入

788 東京都 株式会社ＧＯＬＤ ＣＯＲＤ 6010601033912 WEBカタログ、リモート接客の活用を通じた新規顧客・販路獲得

789 東京都 ＢＯＤＹ ＩＭＡＧＥ バーチャル高野メソッド提供システムフィットネスECサイト

790 東京都 有限会社インターナショナルランゲージサービス 4010002030107 コロナ禍における事業オンライン化と販路拡大・感染予防対策強化

791 東京都 株式会社ＰＬＡＹＢＩＺ 9010601051746 アナログとデジタルの融合アニメーション制作

792 東京都 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ Ａｎｔｉｑｕｅ ネイル事業のオンライン化と新規集客施策の実施

793 東京都 小森貴子 地方から美味しい食の発信プロジェクト

794 東京都 株式会社ｐｌａｚａ 6010401143572 歯科院に対する非対面化営業のための広告掲載

795 東京都 株式会社箱根リゾートアンドエンタテインメント 3010401080653 旅館のお部屋までお届けします!夕食デリバリー事業

796 東京都 株式会社ＶＩＶＩＤ ＣＲＥＡＴＩＯＮＳ ＪＡＰＡＮ 3020001106667 コンテンツマーケティングとオンライン対応による新規販路開拓

797 東京都 株式会社ｓｏｃｃａ 8010401102320 自社サービスの動画コンテンツ化とオンライン講座開設

798 東京都 江村理沙 音楽をもっと身近に！動画で気軽に毎日レッスン

799 東京都 株式会社ＴＯＧＯ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 3010001185464 HPリニューアルでオンラインスクール開講とIT化

800 東京都 秋葉原アロマ 訪問型リラクゼーションサービスとウェブ広告による販路拡大
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801 東京都 株式会社ＡＬＯＨＡ ＢＯＡＴ 5010001177996 オンラインで販路拡大を図った恋愛相談事業

802 東京都 三和インターナショナル株式会社 5010401064365 高品質なオンラインセミナーの提供及び新規事業の全国への提案

803 東京都 有限会社日本アイ・オー・シー 5010002040699 戦略まで提案できるデザイナーのオンライン育成事業

804 東京都 有光商事株式会社 8010401130684 グランドカバー植物クラピアによる太陽光発電所の雑草対策事業

805 東京都 株式会社Ｈｅｒｍａｎａ 4020001124791 ネイルサロンのオンラインセミナー開催によるサービス提供の拡大

806 東京都 株式会社Ｂｉａｎｃａ ＥＡＳＴ 9010001193759 コロナ禍の新たな売上創出と顧客接点維持のためのECサイト制作

807 東京都 エスケーティ・プライズ株式会社 8011101070246 業態転換！自社EC構築及び国内初のエシカルブランド製品の物販

808 東京都 株式会社アドリーマックス 5012401020133 オンラインセミナー及びオンラインカウンセリングプログラム

809 東京都 松本健吾 オンライン 恋×スキル マッチング

810 東京都 株式会社ａｌｌ−ｗｉｎ 5021001047800 非対面事業拡大のためのLP制作とtoCからtoBへの事業展開

811 東京都 ＥＭＣ株式会社 8012401020865 ＥＣサイト再構築による内装設計・デザイン事務所向け販路拡大事

812 東京都 スタイルラボ 完全オンラインのキックボクシングフィットネス

813 東京都 Ｒｏｏｍｓ ｆｏｒ ｇｉｒｌｓ ａｍｂｉｔｉｏｎｓ オンラインレッスンとECサイトで販路拡大・売上増計画

814 東京都 Noctambule キッチンカーによる感染リスクを抑えた営業方法の導入

815 東京都 株式会社Ｓｕｎｎｙ Ｄａｙ 9010001181953 有料配信音楽番組の企画・制作および運営事業

816 東京都 ＡＲＴ ＤＡＮＣＥ ＪＡＰＡＮ株式会社 4013301041625 オンラインレッスンを強化するための専用Webサイト作成

817 東京都 スクエア株式会社 7030001040291 接触から非接触へ。Ｗｅｂで完結するポストコロナ事業へ

818 東京都 ケチャップ株式会社 7010001184611 レディースバッグ専門のネット販売事業

819 東京都 株式会社キュビカル 1013201014997 コロナ渦を乗り切るライブ配信スタジオＰＲ用ウェブサイト構築

820 東京都 株式会社まつり商事 2020001112369 建材受注の自動化システムの構築による対人接触の削減

821 東京都 酒亭穂椋 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化による経営効率化での売上増加

822 東京都 株式会社ドクターケイフォース 5010401096268 自社開発家庭用脱毛器の購入直結型LPによる販売戦略

823 東京都 株式会社ラリマー 5010601051989 B to Cへの展開！美容商材お試しセットのネット販売！

824 東京都 ワクワクはたらく株式会社 5011401020886 営業活動のオンラインによる仕組化で新規顧客獲得

825 東京都 株式会社文武火 1013301043178 忙しいパパママ向け本の要約サービス配信の新規販促開拓

826 東京都 東興産業株式会社 6011801010296 非対面型営業・販売実現のためのホームページ制作

827 東京都 株式会社脇本特訓道場 5012801001757 企業と受講生の卒業後のマッチングサポート

828 東京都 株式会社ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＩＮＧ 6010401156764 オンラインサロン構築と動画による顧客教育非対面化事

829 東京都 加藤公認会計士・税理士事務所 非対面による顧客関係性維持及び新規顧客開拓の為の事業基盤構築

830 東京都 アリス株式会社 3010101000275 対面営業脱却のための販売リスト整備・販売チャネル拡大事業

831 東京都 八丁堀ぜん オンラインシステム導入で八丁堀ぜんの新鮮な魚介を多くの方へ！

832 東京都 合同会社ＹＯＵ 1010503005766 完全オンラインでの特定技能試験対策講座サポート

833 東京都 オリンピア鍼灸整骨院 WITHコロナに向けて、ケア用品のネット販売を本格始動！

834 東京都 メルシー・トゥルモンド メルシー・コロナ対策及びテイクアウト導入に向けた取り組み

835 東京都 株式会社デリス 9012401032166 テイクアウトを開始して非対面ビジネスに転換する！

836 東京都 株式会社ラッキークリエイト 1040001102014 デモ機能付きオンライン商談サイトによる魅力発信と新規顧客獲得

837 東京都 株式会社大伸架設 5012701012029 安心安全な足場の確保を目指し兼務を排除、間接業務のIT化！

838 東京都 株式会社ジュリエット 1010901040076 舞台芸術公演主催者と裏方スタッフのマッチングサイト開発事業

839 東京都 合同会社ｉｔｏｈｅｎ 3010003021196 事業継続を目指す中小企業向け非接触型SDGs導入・広報支援

840 東京都 株式会社成和 5020001126952 HPとSNSを活用した規格住宅販売事業の開始

841 東京都 株式会社ＳＫＡｋａｓａｋａ 9011501022663 オンライン予約サイト構築及びテイクアウト業務による売上の拡大

842 東京都 株式会社ＥＨＳ 3012701014472 オンラインとECを使った買取・販売よる非対面型ビジネスの実現

843 東京都 株式会社フラクタル 7011001136263 新規顧客獲得のためのオンラインコンサルティングサービスの開発

844 東京都 明大前はり灸院 WEB広告による新規顧客の獲得

845 東京都 湯詰希夢 接触回避を目的とするIT導入と集客戦略の見直し

846 東京都 株式会社ＦＲＯＭＡＳＩＡ 7011001104179 コロナ感染後の後遺症に悩む方々が通いやすい、頭皮鍼治療院

847 東京都 株式会社成功データ研究所 5013301040353 Webマーケティングシステム構築によるオンラインサービス提供

848 東京都 クリスピーズ ステイホームをイロドるインテリア雑貨のオンライン販売事業

849 東京都 株式会社フラットパートナーズ 4011001131572 非対面での物件内覧サービス

850 東京都 橘田 美穂 オンラインにおけるアコーディオン演奏配信
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851 東京都 株式会社デザインペンギンミルク 2011101062513 対人接触機会削減と面談品質を両立する面談システム開発事業

852 東京都 株式会社ｙｕｉ 7040001089394 茶室de美乳・健乳エステ～乳がん予防・ケアのカタチ

853 東京都 シャイニー株式会社 8010001178273 在宅支援や非対面での広報活動で感染リスク軽減へ

854 東京都 株式会社ロバート・ムラカミコンサルティング 9010001206611 Youtubeを活用したオンライン集客システムの構築

855 東京都 株式会社Ｓｐｉｃｙ Ｗａｖｅ 9010001189666 ECサイトの活用で日本中のこころとからだを健康にする事業

856 東京都 ジェシ・ワーク リモートで教える日本語とドイツ語教室の開発事業

857 東京都 株式会社シニアサポート 9012401015690 最新の独自情報誌発行により非対面なPRで生産性向上・販路拡大

858 東京都 株式会社ＴＯＲＡ 1010401153519 キッチンカーによる、キャンプ場等での飲食の移動販売

859 東京都 株式会社キーメイクス 7010401139099 非対面による案件獲得経路の確保と制作業務の標準化

860 東京都 株式会社ＭʼＨ 4011801038249 テイクアウトシステムにより非対面での売上の創出

861 東京都 株式会社ＳＡ 4010701038706 画像制作会社の制作過程の非接触化推進による感染対策の取り組み

862 東京都 株式会社ＷＡＶＥＳ＆ＣＯ． 5012801020229 オンラインで指導！自宅でできる水球トレーニング！

863 東京都 ザ・マネジメント・コンサルタント 動画制作・ライブ配信スキルシェアサービス

864 東京都 株式会社ｇｌａｍｏｕｒｉｚｅ 7011001108774 オリジナルデザインのマスクとアクセサリーのインターネット販売

865 東京都 株式会社コミュニケーションズ・イン 1011101063470 在宅勤務下で家庭内_社内の関係を改善する教育研修事業の取組

866 東京都 株式会社ナチュラル・スタンス 2011801036106 新たなアウトドア商品の非対面・非接触型販売システム構築事業

867 東京都 未来の株式会社 9010001171269 会計関連メディアによる非対面集客と新収益モデルの確立

868 東京都 株式会社ディックエンタープライズ 5010501015160 催事オンライン販売支援システムの構築

869 東京都 株式会社８５９８ 3030001116442 コロナ渦でも「楽しい」を創造する！「リトルダンボール迷路」

870 東京都 株式会社ＯＣＥＡＮ ＰＡＲＡＤＩＳＥ ＪＡＰＡＮ 8011101085269 新たな注文システムの導入で業務効率を大幅に向上させる！

871 東京都 ミンガコ オンラインサービス提供開始による新規の非対面事業の取り組み

872 東京都 アウトスタンディング HP作成とお笑い芸人を活用した宣材動画の撮影と製作

873 東京都 有限会社大黒屋 4010902009043 プリントせんべいを活用した非対面のコミュニケーションツール

874 東京都 トゥモロー総研株式会社 2011601015508 PayPayオンライン決済サービス周知拡大事業

875 東京都 会席応為 お弁当事業及びEC機能付きHP作成

876 東京都 株式会社ＡＳＣＵＢＥ 5010101014125 PC自動化プログラムの自社製品開発による業務請負からの脱却

877 東京都 株式会社アップルトマト 3011001029925 新型コロナウイルスに負けない体つくりプロジェクト

878 東京都 合同会社ＧＥＮＯＳ 8010403018374 【合同会社GENOS】メンズセルフ脱毛事業のためのHP作成・

879 東京都 大人が遊ぶ株式会社 3130001063245 SNSツール活用による完全非対面型ビジネスへの経営改革施策

880 東京都 アセットビューティー サロンでの施術を、オンライン型のホームセルフケアに転換

881 東京都 株式会社マルニファニシング 8010001057923 資産を生かした循環型ビジネスとDX

882 東京都 株式会社ファイルフォックス八王子 8010101013099 「感染しないで観戦しよう」観戦対策グッズのオンライン販売

883 東京都 ハチミリ株式会社 5012401037177 100％非対面商談で集客。入居者対応は全てアプリで対面抑制。

884 東京都 リベルタス株式会社 9010403019660 動画による認知度向上と集客の強化

885 東京都 株式会社Ｃａｍｐｕｓ 9010701039369 サブスク型のオンラインスクールの展開による安定継続な売上拡大

886 東京都 ｅｓｓｅｎｔｉａ 生産性向上をテーマとしたオンラインセミナーによる新規顧客開拓

887 東京都 株式会社ａＭａ Ｐｒｏｊｅｃｔ 2010001199275 新規デリバリー事業、物産オンラインストア立ち上げ

888 東京都 イッペ 食べるを楽しく！安心安全な国産野菜を使った離乳食のネット販売

889 東京都 三軒茶屋鍼灸サロンＳＩＮＡＳ 自社サイトで会員限定オンラインサロンの開設と空気清浄機を設置

890 東京都 千殊むすび鍼灸院 オンライン事前問診の広報を可能としたサイト リニューアル

891 東京都 株式会社スカラバイク 3012401016653 有料駐輪場のIoT化による一元管理・非接触型電子決済システム

892 東京都 株式会社ＩＮＧコーポレーション 8012801009351 ガーデンメンテナンス特化型ECサイトで新規開拓＆非対面化推進

893 東京都 株式会社ＫＩＬＡＮＡ 1010401073510 セッションのウェブ集客とオンライン化

894 東京都 森永哲則 オンラインレッスンの為の模範演奏動画集の作成

895 東京都 都商店 ライブ配信事業

896 東京都 株式会社Ｄ．ＨＩＴ 9011001132830 歯科衛生士のキャリア形成と新市場開拓を両立するビジネスモデル

897 東京都 ｙｏ ａｓａ コートと革靴のオンライン受注

898 東京都 Ｏｆｆｉｃｅ Ｏｂｉ コロナ離婚を防ぐ！夫婦関係コーチングのオンライン化と販路開拓

899 東京都 株式会社ニーズエクスプローラ 5013301044081 面談・実展示会中止の影響をサービスを分かりやすい動画で挽回

900 東京都 ほぐしストレッチ整体アンドマタニティマッサージビーラボ池袋西口店 ポストコロナ型ビジネスへの転換・セルフエステ導入で売上回復
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901 東京都 Afro Kids 低感染リスク対策移動式販売キッチンカーの事業

902 東京都 株式会社Ｔ＆Ｃ 9010401104571 HP一新による新人発掘オーディション＆新人育成プログラム

903 東京都 beautysalon yʼs 非接触型脱毛機の導入による新たな顧客開拓

904 東京都 合同会社ブレンディ 1011803003765 大手ECサイトや自社ECサイトを活用した物販事業

905 東京都 喫茶ここから オンライン注文導入事業

906 東京都 ＴＵＴＴＩ オンラインで試着・購入できるヒールパンプスのECサイト構築

907 東京都 Ｂｅａｕｔｙ Ｂａｓｉｃｓ ホームページとECサイトによる美容サービスのオンライン提供

908 東京都 翼通商株式会社 7011501018721 「大山どり」自宅にお届け！テイクアウト・デリバリで販売力強化

909 東京都 株式会社ＷＩＮ 8010703004116 オンライン販売で働く女性を応援する事業

910 東京都 New Selection リフォーム専門Webサイトの構築によるビジネスモデルの転換

911 東京都 Ｎａｉｌ Ｎｅｆｅｒｔａｒｉ SNSや動画等を活用した非対面型オンラインネイルスクール事業

912 東京都 合同会社せせらぎ 5012803000699 せせらぎブランドの確立 オンライン面談の実施

913 東京都 アンラス株式会社 2010501033280 テイクアウト、EC サイトによる売上拡大と対人接触機会の減少

914 東京都 有限会社ティーケイハート 3011802026377 非対面・非接触の物販の販路構築事業

915 東京都 桜花愛美塾合同会社 7010403019357 コロナ時代に応じた授業の感染対策および映像授業・マスクの開発

916 東京都 行政書士宮本えり事務所 Webサイト作成により非対面での集客力アップ

917 東京都 株式会社ケープランニング 8030001034375 完全非対面で商談可能なHPの制作

918 東京都 株式会社ヒロガリ 8010401150220 コンサルティングサービスの完全オンライン化に伴う広報活動事業

919 東京都 仰木音楽事務所 オンライン教室運営とYOUTUBEでの宣伝および収益化事業

920 東京都 株式会社ＳＵＮ ｂｅａｕｔｙ ｓｔｕｄｉｏ 9010001189253 ホームページを改良し、コロナ禍で困っている方の相談窓口となる

921 東京都 ＬＥＮＩＳ合同会社 8011003009680 オンライン商談のシステム構築とPRによる新規獲得

922 東京都 藤村享平 低感染リスクの動画制作体制の構築とWEB動画市場への本格参入

923 東京都 ｓｃｈｏｐ合同会社 7011003012132 商品を可視化できる実店舗の設置

924 東京都 株式会社ナナホシ給食 8011701023289 栄養管理でお困りの方々へオンライン栄養管理相談の開始！

925 東京都 グリル デ イコッカ 換気で感染対策、上質お肉をオシャレなバルテイストの焼肉店で

926 東京都 株式会社ＯＲＥＸ 6011001115994 オンライン受付窓口及びECサイト設置による非対面事業への転換

927 東京都 株式会社スタートライン 3010901019275 IP接続映像音声伝送を遠隔地から最少人数スタッフ対応を実現

928 東京都 恵比寿ミチコ鍼灸サロン おうち時間を家族のお灸時間に！オンラインお灸レッスンの提供企

929 東京都 株式会社ｉｌｏｄｏｌｉ 2011001116402 モデルデビューや大会優勝も叶うパーソナルトレーニングジム

930 東京都 有限会社ＵＰＰＥＲＳＴＡＲＴ 3290002056901 コロナ環境により移動が困難なカスタマーのライブ配信代行業

931 東京都 合同会社Ｔａｎｇｅｒｉｎｅ 8011803003932 従来型の対面取引から非対面化に伴った取り組み

932 東京都 ライブラプロモーション ライブ配信のマルチカメラ・ワンオペ対応システムの構築

933 東京都 株式会社ビッグキャッスル 3010401071603 非接触オンライン子供向けアート教育『ゆびトレ®』

934 東京都 ミゥミゥスパ鍼灸マッサージ院 鍼灸マッサージ・経絡ヨガ・漢方の三本柱で美と健康をサポート！

935 東京都 八王子プログラミングキッズ 保護者も安心できるオンラインプログラミング講座の販路開拓

936 東京都 合同会社ファービヨンド 2011103003754 病院クチコミMap 非接触通院の推奨・感染リスクの低減

937 東京都 ＳＣＡＬＥＳ株式会社 6011101088216 日本製スイーツやフルーツ等に特化したサブスク型越境EC事業

938 東京都 ニューランド・ジャパン株式会社 3011101061852 業務プロセスの標準化による生産性向上の取り組み

939 東京都 株式会社グレディス 5013201015802 オンラインでの研修・コーチング実施、受注の仕組みづくり

940 東京都 橋本祥吾 Webサイト上の事業内容認知と案件のスムーズな非対面進行

941 東京都 株式会社オーブ 1011301001478 結婚相談所のコロナ対策とオンラインでの新規入会促進事業

942 東京都 株式会社ＷＨＩＴＥ 1030001122450 自社HPを通じた非対面での求人紹介並びに求職申込機能の拡充

943 東京都 ゴッデスファースト Goddess First全国展開プロジェクト

944 東京都 株式会社ラフリンク 5010601039150 Trail Butter のEC 事業

945 東京都 はちどり屋 食材のECサイト販売事業、新規商品企画、動画等による広報

946 東京都 ダーナ株式会社 6011101081162 業務リモート対応化のための予約・チャット機能 web サイト

947 東京都 株式会社テトラ 5010901027994 オンラインB to Bオーダーシステムの開発

948 東京都 株式会社中村堂 6010001154854 対人接触機会を減少させた新しい出版活動の創造

949 東京都 快空間デザイン株式会社 4011701010308 こんな時代だからこそ快空間を届けたい！システム導入で脱コロナ

950 東京都 株式会社天晴 5011001110162 オンラインセミナー転換及び新コンテンツの広報
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951 東京都 ヘルサ・サポート 試供品を製作しサイト経由の発送や代理店を通して販路拡大を図る

952 東京都 株式会社ステップ・ワン 6011001100906 ホームページ改修によるリモート内見機能の拡充

953 東京都 株式会社スタジオイースト 5010601053556 写真業者からネット配信可能なビデオ業者への転換事業

954 東京都 株式会社グラディア 4010401142923 三密避けて家族で遊べる体験型のわんぱく民泊

955 東京都 株式会社ウィズアクト 3010001138736 ゲームを用いた経営スキルＵＰ研修をオンラインも組み合わせ実施

956 東京都 ＫＲ ｓｔｒａｔｅｇｙ株式会社 1010701034427 オンラインサービス構築による非対面型での案件マッチングの実現

957 東京都 ピロカルピン 外部スタジオ使用を減らした楽曲制作プロセスの構築

958 東京都 合同会社スペシャル・ハンド 8010803001681 新サービスと個室を導入し女性客の開拓と客単価向上

959 東京都 株式会社ルクス 1010401147891 動画撮影事業の顧客ターゲット転換と動画レタッチ事業の確立

960 東京都 株式会社ＡＩＬＥＳ 9011101085664 オンラインサロンプラットフォームのWeb集客サイトの構築

961 東京都 Ｌｉｆｏｒｔｕｎｅ株式会社 3010001157034 女性向けオンライン教育サービス

962 東京都 株式会社コミアルジャパン 1010801023536 マンガの力を活用した課題解決型営業代行ECサイト構築

963 東京都 株式会社Ｐｉｇｍｅｎｔ 7010001184033 印刷設備の内製化とオンライン相談・発注システムによる新規顧客

964 東京都 株式会社大柴 1012801010241 居酒屋から女性・家族志向の地域密着の鶏料理店への業態転換

965 東京都 日本デオドール株式会社 4011101016558 ハンディくりんの設置事業の新サービス開始

966 東京都 株式会社エコニア 7010001205020 ネットコンサルシステムによる非対面での開店サポート事業

967 東京都 カフェとフォトハウス イロノハ SEO強化による効率化・撮影新メニュー開発と密を避けた運営

968 東京都 株式会社オーフィー 8010001174925 WEBサイトを使った販路拡大

969 東京都 株式会社ＳＯＨＯ Ｓｔｙｌｅ Ｊａｐａｎ 2010001202385 非対面型商品プロモーション施策の計画と実施

970 東京都 嶋守勇人 オンライン完結型の資金調達支援Webシステム開発

971 東京都 株式会社メンバー 4011001128627 ITコーチのマッチングサイトづくり

972 東京都 合同会社おっとー 6010803003300 キャッシュレス決済端末導入による非接触型店への改装と集客拡大

973 東京都 株式会社ヘルシーエージェント 7011101075452 ポストコロナにおける非接触型セルフホワイトニングサロンの運営

974 東京都 株式会社ブルーアシスト 1011401020394 顔認証装置を活用した感染症予防型サービスの提供

975 東京都 有限会社青銅 9011502003282 ECサイトを利用した毛髪ケア商品の非対面販路拡大計画

976 東京都 株式会社増田園総本店 4010501012167 輸出物品販売場の免税販売手続電子化

977 東京都 株式会社ＴＯＧＯʼＳ 4010401083184 季節や天気に関係なく屋外テラス席を有効活用し、集客力をアップ

978 東京都 杉本郁 オンライン動画の撮り方講座の開設と機材レンタル事業の開始

979 東京都 りえ音楽教室 新コース開設による、一貫した教室モデルの構築

980 東京都 有限会社東京表面処理工業 1011802016149 HPリニューアル、オンラインで当社の技術で全国へ販路開拓

981 東京都 株式会社旭グローバルサービス 7011803003735 新たに始めたポケットWiFiのレンタル事業のシステム構築

982 東京都 株式会社ＩＭＹ 4010001192971 テイクアウト注文システム構築と集客強化による飲食経営の立直し

983 東京都 生尾美作子 オンラインセミナー事業の為の予約決済構築及び新規集客 

984 東京都 株式会社ゼロホーム 1013302012925 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

985 東京都 株式会社Ｒｅｂｕｉｌｄ 9010001212849 ＤＸツールを使ったオンラインコンサルで新規顧客獲得

986 東京都 株式会社小林宝林堂 9010001043377 贈答用和食器の新規EC販売

987 東京都 宮﨑裕也 無農薬プラットフォーム：まごころ

988 東京都 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ Ｄｉｖａ オンラインのマジックスクールの強化とそちらの集客ツールの増加

989 東京都 高橋真里子 接触を減らし地域高齢者と近隣住民を笑顔にするキッチンカー事業

990 東京都 株式会社シフト 6010001019792 コロナ対応の中でのオフィス分散などの新ニーズに対応した事業開

991 東京都 小笠原 愛子 Webコンテンツ制作で新規事業のオンライン認知度向上を目指す

992 東京都 株式会社ＦＯＲＲＥＸ 9010501040980 ヘアケア商品トライセットのネット販売で売上回復・事業拡大

993 東京都 ナナドシー どんな爪質でもどこでもお洒落を諦めない、セルフネイルへの進出

994 東京都 なわとび小助株式会社 3011001111872 オンライン型講演会・なわとびレッスン

995 東京都 合同会社くらしとデザイン舎 1010403024065 インターネットを使った料理レシピ動画と食材販売を融合する事業

996 東京都 トモ コロナに打ち勝つ個性美を尊重して引き出すプライベートレッスン

997 東京都 ＫＯＭＡＩＣＨＩ＆ＣＡＦＥ ｼｽﾃﾑ導入による非接触での事業促進と売上の向上

998 東京都 ワンナップラーニング テレワーク時代におけるオンライン人生活躍サポートビジネス

999 東京都 本村康祐 ワンオペレーションで映像の撮影を行える業務環境の構築

1000 東京都 esty 地域初の若者男性向けエステサロンとオンラインカウンセリグ
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1001 東京都 株式会社エイティトゥエンティ・カウンシル 9010901029434 癒し女子旅をバーチャル&リアルに体験！ウォーキングナビ☆三都

1002 東京都 杉原 涼太 ライブ配信環境の構築で、非対面型ビジネス需要の取り込み

1003 東京都 株式会社Ｈａｐｐｙサポート 2010001199944 オンラインのメモリアルビデオレター作成による顧客拡大の取組み

1004 東京都 ｉｖｏｒｙ ホームケア商品の卸売のためのLP制作とリスティング広告

1005 東京都 株式会社ＷＡＤＡＣＨＩ 4012401032534 コロナに負けない自給自足（ホームファーミング）の生活実現事業

1006 東京都 株式会社多喜宮 2010001171985 ECサイト構築と新パンフレットによるP Rの品質向上

1007 東京都 有限会社三陽プロモーション 5010002010140 大学生向け店舗サービスからWeb サービスへの転換

1008 東京都 有限会社川元電気 9012802002957 非対面型ビジネスモデルでの工事打合せシステム導入対応

1009 東京都 株式会社レピウス 6010001154417 医師の背中を後押しするオシャレ白衣のEC販売再構築事業

1010 東京都 株式会社ＰＡＩＮＳＧＡＩＮ 5011101090560 自社開発商品“バランス栄養食ゼリー”のEC販売

1011 東京都 株式会社レモンドロップ 9011501026359 ECサイトによるコミュニケーション発生促進に特化した雑貨販売

1012 東京都 株式会社アプライズオーエス 6012701016169 日本の特産物に特化した越境ECデリバリーシステムの構築

1013 東京都 株式会社Ｇｌｅａｍ Ｃｒｅａｔｉｏｎ 5011001133205 売上向上・来店促進のための新メニュー開発、ネット販売の新事業

1014 東京都 株式会社ぶんぶん 7010801029461 販路拡大および新分野展開における売上向上プロジェクト

1015 東京都 くらしデザインラボ株式会社 2010001178196 いちご農園の完熟いちごを安全なECサイトでご自宅にお届け！

1016 東京都 佐藤幸憲 小規模事業者のためのデジタルマーケティング支援セミナー事業

1017 東京都 株式会社アドバンテージライフ 7010501032765 非接触24時間予約検索上位広告、SNS活用で新顧客層の獲得

1018 東京都 有限会社ヴィクトリー 3011702001406 お客様のお困りごとを解決し安全で単価の高い美容室の実現する

1019 東京都 アップトレンド株式会社 1013301039928 チャットボットによる非対面型営業の実現と対人接触機会の減少

1020 東京都 ＵＭＩＮＯＴＥ株式会社 8010001209482 経営サポート事業eラーニング化の会員システム構築及び新規集客

1021 東京都 ムーンレインボー 小規模企業特化型オンラインコーチング事業の構築

1022 東京都 菅野法律事務所 オンライン完結型法律相談システムの構築

1023 東京都 Ｒｅ．Ｈａｔｃｈ株式会社 8011603002358 Ｗｅｂの活用による営業・販路獲得ルートの完全非対面化

1024 東京都 リリパット株式会社 2010001186835 現代アートのEC事業

1025 東京都 株式会社タッチポインツ 9010401144295 ウェブサイトからの問い合わせ方法の拡充による販路開拓

1026 東京都 Ｙｓ合同会社 4010403018808 シードベンチャー特化オンライン型CFOサービス事業の社会実装

1027 東京都 オーエイチラボ株式会社 8011101064256 ウミヨガスキルマスター養成講座の展開

1028 東京都 株式会社ＦＯ．Ｐ 4011001072627 自社ブランド肌着『HotFab』のＥＣサイトによる販売促進

1029 東京都 株式会社Ｔ−ＲＥＸ 3010001202013 公式ＨＰを制作し情報発信やグッズをオンラインで販売する

1030 東京都 株式会社マーケティングアカデミア 7011001128392 人材業界向けMAツール運用代行サービス

1031 東京都 株式会社オフィス薬局 7011201021117 完全非対面型オーダーメイド漢方薬ECサービスの販促・PR活動

1032 東京都 株式会社青い空に 1010901043847 お店で熟成した調味料と生甘酒プリンの製造販売

1033 東京都 株式会社ゼグゥ 3010901006397 ディープな TOKYO・VR オンラインツアー

1034 東京都 ジョイアデアレグリア 天然石販売、講座セッションのWeb化による売上拡大

1035 東京都 株式会社夢叶 1012301011467 HPによる工事一式受注のD2C新規開拓事業

1036 東京都 みらいアセット株式会社 6011101046314 無人運営による貸し会議室事業

1037 東京都 有限会社コスモス菊池 1012402006119 本格アロマの魅力をより多くの人へ。オンライン講座始動！

1038 東京都 ラカシェット カウンセリングサービスのオンライン化とwebを使った新規開拓

1039 東京都 株式会社プロアクティブ 7120001120200 オンラインカウンセリング用アプリケーション開発と運用手段の構

1040 東京都 株式会社リンケージ 1013201006350 完全オンライン完結の新規事業立ち上げ

1041 東京都 Ｈｕｎｄｒｅｄｔｈ Ｍｏｎｋｅｙ合同会社 1010403016608 オンラインピラティスの普及とオリジナルブランドのグッズ開発

1042 東京都 合同会社ピットリー 8012703001729 ECサイトシステム構築によるAI推進事業

1043 東京都 株式会社トラストコーポレーション 1011301022730 自社サイトでのテイクアウトシステム構築と店内空気清浄機の設置

1044 東京都 ＬＢＭコンサルティング 非対面型自動見込み客構築とWEB講座販売による新規販路開拓

1045 東京都 ｙｏｕｙｕ ｓａｌｏｎ オンラインカウンセリングの実施と非対面型接客への取組み強化

1046 東京都 ＲＯＯＴ ＳＯＵＬ 対人接触を防いだリモートでの音楽制作事業

1047 東京都 株式会社エイチ・アイ・プロデュースシステム 1010001135859 配信業務用機材拡張事業

1048 東京都 株式会社ＲＡＮＤ 8011001110556 SNSを活用したライブ配信による新規顧客獲得への取組み

1049 東京都 有限会社テンプラ 8011002031157 テンプラサイクルのEC事業

1050 東京都 Ｋａｎａｅ未来合同会社 9011803003923 無人接客型レンタルスペースによる利益の増加
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1051 東京都 有限会社ヴァリュー 7010502019522 非対人接触型PRによるデジタルサイネージ事業の開拓の為

1052 東京都 株式会社Ｒａｙｓ ｌｉｎｋ 6011201021084 自社HP製作による非対面制度・完全予約性の販促ツールの構築

1053 東京都 株式会社ＳＡＶＶＹ 5011301020714 小中規模事業者＆個人事業主向け低価格で高品質のWEBサービス

1054 東京都 サニーサイドスポーツクラブ オンライン式バレーボールレッスン

1055 東京都 有限会社ほーむるーむ 6011602008952 インターネットで完結する「自力出版」サービス

1056 東京都 経営ビューイング株式会社 8010001198593 飲食店のテイクアウト拡販等を支援するＧＩＳ活用オンライン事業

1057 東京都 たいやき とと テイクアウト 販売、感染防止対策費

1058 東京都 株式会社アウトソーシングＣＦＯ 4010701038615 自社メディアを活用した新たな非対面型案件獲得手段の構築

1059 東京都 Ｆｒａｎｃｉｓｌｅａｔｈｅｒｆａｃｔｏｒｙ 美容師用シザーケースの販売用ECサイト構築

1060 東京都 株式会社フューチャーワークス 3011001017161 オンライン営業の確立とEC販売の導入

1061 東京都 有限会社恒河沙 7012402022309 ＡＩ教材導入で対人接触機会を削減します！学習サポート設備導入

1062 東京都 菅澤健治 撮影装置のオンライン化と4K動画の強化

1063 東京都 マルパソ事務所 非対面オーディション・レッスンと声優事業による売上倍増計画

1064 東京都 ゆうサロン 独自技術と物販増加へのインフォマーケテイングビジネスへの転換

1065 東京都 有限会社ジャングルマァム 3011802023804 自社ブランド新商品開発と販売システムの構築及び宣伝広告

1066 東京都 株式会社ＭＩＳＯＶＡＴＩＯＮ 7010001216315 世界発「完全栄養食品の豚汁」をＥＣサイト販売して予防医療推進

1067 東京都 内山建築設計室一級建築士事務所 非対面型の既存建築物（空き家等）の性能向上による再活用事業

1068 東京都 合同会社リバイバルフロー 8010603008803 法人向け営業コンサルティング

1069 東京都 株式会社ＮＯＤＥＷＥＡＲ． 3010401154416 オンライン商談による販路開拓拡大によりアパレル業界活性化事業

1070 東京都 株式会社クライチ 9010701021608 品川生まれ焼豚・つけ麺のWEB販売による販路開拓プロジェクト

1071 東京都 もつ鍋 無二彩 新規通販サイト開設による対人接触機会減少計画

1072 東京都 株式会社Ｃｈｒｏｎｏ Ｃｒｅａｔｉｏｎ 3011101092724 稼ぐ力を育てる！ビジネスオンライン会員サイトの制作

1073 東京都 株式会社ウォーターデザイン 8011001042816 会員制オンラインサロン等Ｗｅｂ活用で対人接触減少経営の実現。

1074 東京都 株式会社風の時代 6010401159627 感染リスクを低減するための外注によるECサイト構築事業

1075 東京都 京浜蒲田法律事務所 専門サイトの制作・拡充を通じた新規顧客開拓

1076 東京都 おだまさし オンラインによる新しいお笑いコンテンツの提供

1077 東京都 株式会社ＦＦＦ 2010001214983 太陽光発電の保険に特化した代理店が運営する保険相談サイト

1078 東京都 ＢＡＲＢＥＲＲＳＣＵＴＣＬＵＢ ECサイト活用による、男性用頭髪化粧品のオンライン販売

1079 東京都 株式会社めぐみインターナショナル 9011001029564 RPAを入口にした、勤怠管理や会計業務のコンサル事業への進出

1080 東京都 株式会社エンクリエイト 6011101059935 個人飲食店向けQRコードによるメニュー開示サービスの開発

1081 東京都 Ｈｅｒ ECサイトを活用し、遠方の方でも店販で繋ぎ生涯顧客に

1082 東京都 合同会社マプリシェイト 2010003033424 非対面型音楽活動支援ポータルの運営

1083 東京都 株式会社水の色 8010501043935 ショッピング機能付きの新規集客のためのホームページの制作

1084 東京都 株式会社ＴＩＲＡＭＩＳＵ 9060001021535 マスクに合う新製品を対人接触機会を減らす方法で販売！

1085 東京都 株式会社こえラボ 9012401031969 SNSやHPを活用したポッドキャスト配信サポート事業の販路拡

1086 東京都 株式会社アストロワン 7011801026589 ECサイト開設・HPリニューアル

1087 東京都 赤坂陽一 心を癒すための音楽の配信、並びに心身の健康を促す音楽療法

1088 東京都 みらいグローバル人材開発機構株式会社 5010101013358 対人接触機会減少による感染症対策と他園への感染症対策コンサル

1089 東京都 ＨＡＮＡ花 気持ちをカタチに！オンライン相談でフラワーアレンジメントの為

1090 東京都 アカリンク合同会社 2010503005336 中小企業のデジタル化応援コンテンツ制作と非対面型販売促進

1091 東京都 有限会社ＮＫ・プロジェクト 1011002019778 シェアオフィス、テレワークの構築

1092 東京都 近藤誠司 非対面型保険コンサルティングサービスのためのWEBサイト構築

1093 東京都 株式会社ダブルボランチ 1010401133784 WEB営業ツール、設計・契約・発注等の連携システムの導入

1094 東京都 Ｖｅｔｈｏｓ Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 6010601052730 【新しい生活様式】に寄り添った小売実店舗を目指して。

1095 東京都 株式会社バーティカル 2010401145911 本邦初の環境に配慮した個人間の『衣料品交換』サービス

1096 東京都 合同会社エフドア 2011603002066 人との接触を8割減らす制作スタイルへの転換

1097 東京都 株式会社ナチュラルソリューション 2011801038184 対人見積不要！ネットでかんたん見積サービス

1098 東京都 株式会社ファインドワン 1020001126758 Webを活用した非対面型の不動産賃貸仲介サービスの構築

1099 東京都 コア・コンサルティング・コミニケーション 濃厚接触ゼロ化のためのサービス開発とオンライン事業強化

1100 東京都 株式会社オフィスＪＰ 6010401109648 WEB活用したコロナ禍の働き方を提案する集客営業システム事業
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1101 東京都 株式会社うけざら 7011101090344 工務店向け「動画制作×マーケティング」サービスの実績づくり

1102 東京都 株式会社ストラテジック・コミュニケーションデザイニング 1010901028006 「ラボグロウダイヤモンド」のネット販売

1103 東京都 ＤＭＧコンサルティング株式会社 9010001168901 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

1104 東京都 株式会社ＫＳ 5010001209403 動画制作によるブランディング事業への新規展開と収益改善

1105 東京都 ビューティーサロンＭ−ＴＩＤＥ コロナ禍でも安心・快適・つながりを持つことができる美容サロン

1106 東京都 Ｎｅｘｔｓｔａｇｅ税理士事務所 コロナ支援強化資金調達・事業拡大オンラインサポート

1107 東京都 Bandesign坂東真奈 産地と暮らしをつなぐ、おいしいデザインショップ

1108 東京都 陰陽サロン Ｌｉｆｅ ｏｆ ｌｉｂｅｒｔｙ 動画提供による新サービス開発とホームページ作成による販路拡大

1109 東京都 伊藤理花 伝統工芸をSDGsでリデザインする

1110 東京都 株式会社吉旦 1011001132549 インターネットを通じた、冷凍餃子とオリジナルグッズの販売

1111 東京都 株式会社大邦 3011801009440 日本製造花フラワーアレンジメント販売事業自社サイト構築

1112 東京都 株式会社ＥＩＧＨＴ 1011401022250 非対面オンライン型セミナー配信サポート事業

1113 東京都 株式会社ｌｉｎＫ＆Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 6011001126884 Mimmyアドベンチャー

1114 東京都 株式会社サーナ 4011801022657 新商品発売とYouTuber起用の宣伝広告で新顧客・市場開拓

1115 東京都 秀幸工業株式会社 5010701004698 コラーゲン商品のECサイト販売事業の開始

1116 東京都 ほっとステーション明大前店 コロナ禍でも安心してテレワークに取り組める店内への転換

1117 東京都 株式会社ゼロファーストデザイン 3013201003222 非対面の集客と非接触での面談を実現するWebサイトの構築

1118 東京都 パデルファクトリー パデルのネットショップ経営とラケットネットレンタル事業

1119 東京都 株式会社Ｍａｌｉｅｌ Ｈａｗａｉｉ 5010001193366 YouTubeチャンネルを活用したカウンセリング顧客の集客

1120 東京都 株式会社Ｈ・Ｔハウジング 8011402002658 ホームページ改修による非対面型営業・オンライン商談化への取組

1121 東京都 株式会社ブランド・ビュー 4010001163626 ネット広告＆企業プロモーション事業（非対面型サービス）

1122 東京都 オラスティ合同会社 2010003031642 医師専門のオンライン英語コーチング事業

1123 東京都 株式会社ＦＥＳＴＥＥＭ 5010701040413 フェミニンケア商品販売のためのEC サイト構築・PR展開

1124 東京都 株式会社リーディングエッジ 9010601032341 対人レッスンから非対人オンラインレッスンへの転換

1125 東京都 株式会社サンコービジネスコンサルタント 5010001017665 ECサイトによる新たな販売戦略で売上げ挽回を図る

1126 東京都 ｍａｎａｖｉｇａｔｅ株式会社 1011001138496 オンライン指導プラットフォーム開発での「無限質問制度」の導入

1127 東京都 株式会社ギャビーアカデミー 6010001207942 ＷＥＢを活用した個人顧客への直販モデル確立による新規販路開拓

1128 東京都 Ｗｉｌｌ Ｊａｐａｎ株式会社 2011601021431 物販部門強化の為のECサイト作成とHPへの連携

1129 東京都 メミッド株式会社 8010001210192 有資格者向けWEBツールのコロナ対策機能強化および普及事業

1130 東京都 Ｓ．Ｋ．Ｙ．司法書士事務所 オンライン相談の導入と特化型ホームページ制作での新規顧客開拓

1131 東京都 ＬＩＦＥ ＳＨＩＦＴ ＪＡＰＡＮ株式会社 4010001191008 オンラインセミナーの導入に伴うホームページ改訂

1132 東京都 ダイアモンドムーン オリジナルへオイルのネット通販で非対面での売上を確保

1133 東京都 株式会社ＫＥＩアドバイザリー 2010401155118 出張美容師と動画配信者を繋ぐマッチングサイトの構築

1134 東京都 ももろごはん研究所 日本各地の食材と健康的食材を活用！美味しいお菓子の開発・販売

1135 東京都 荻野 コロナ禍に対応させた生産環境を整備するための事業

1136 東京都 株式会社レスポンス 9012301008976 WEB強化で出退店工事の案件獲得と土地活用ブランディング強

1137 東京都 株式会社ｆａｍｉｌｉａｒ 5010601056385 飲食店向けの会員制度導入による販路拡大支援事業

1138 東京都 ＯＴＡ整体院 セルフハイフサービスおよびオンライン診

1139 東京都 ＰＯＭ ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ合同会社 4011103010030 非対面式EC販売に特化した国産原料のスキンケア・ヘルスケア商

1140 東京都 吉野 有亮 店舗予約管理及びパーティションで人の接触を減らす。

1141 東京都 ＴＯＹＯＴＯＭＩ株式会社 2010701040564 テレワーク促進 web サイトの構築

1142 東京都 株式会社ハイビジョン 5013301043422 定額制プリンターレンタルサービスの非対面販売促進事業

1143 東京都 株式会社Ｆ．Ｒ．Ｗｉｌｌ 9040001103038 オンラインスクール相談・予約受付サイト

1144 東京都 カタチクリエイト株式会社 9011101092801 営業の研修サービスを非対面で提供する

1145 東京都 株式会社ＴＫＩ 1011801034085 福利厚生プラットフォーム導入とHP・LPによる販路拡大

1146 東京都 株式会社ＢＬＵＥ ＳＥＡＬ 7013101006577 オンラインツールの導入により新たなコミュニケーション構築の為

1147 東京都 株式会社ＳＥＩＲＹＯ 8020001136552 広告運用内省化支援に向けた広報活動及び社内システム構築

1148 東京都 株式会社ズットモ 6011201019137 キュレーションサイトとクラウド教育制度による非対面採用の実現

1149 東京都 ＢＬＯＯＭＥＮ株式会社 7011001133855 自社EC販売環境の整備と新たな集客施策の実施による販路拡大

1150 東京都 株式会社オートリスペクト 1012401018123 EC サイトの構築による独自ビジネスモデルの確立
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1151 東京都 株式会社ＧＬＩＴＴＥＲ ＳＴＡＧＥ 3010401121028 動画とテキストを使用した在宅受講可能なオンライン講座販売事業

1152 東京都 有限会社おいかわ 9010402031006 オンラインと小冊子を活用した新規集患プロジェクト

1153 東京都 ライセンスソリューションズ株式会社 7010001198504 非対面予約対応WEBサイトの構築

1154 東京都 株式会社ｋａｉｎａ 1011201017970 株式会社kaina

1155 東京都 МＫサービスデベロップメント 地方の実店舗のオンライン支援（リアルとネットの融合）

1156 東京都 株式会社ダイアゴナル 8011301022848 世界No1シェアの動画システムを活用し非対面型採用市場の開拓

1157 東京都 リフォード合同会社 4012403004688 オンラインで引っ越しの相談・打ち合わせができるHPの制作

1158 神奈川県 WORDS オンラインでの作品展示を行うオンラインギャラリー展開

1159 神奈川県 有限会社ぶるべの樹 1021002029933 新しい生活様式に対応した観光農園の周知による新規顧客獲得

1160 神奈川県 カフェラシク 自家製柑橘シロップ(ほか)の製造およびWEB販売事業

1161 神奈川県 新妻 修 利用者を感染症から守る！スタジオ内接触機会減少のための設備投

1162 神奈川県 有限会社丸豊 4020002099298 ポストコロナを見据え非対面の為の酒類自動販売機と配食販売強化

1163 神奈川県 スマイルボディ 5つのITシステムを導入し「全接客サービスを非・減対面化」

1164 神奈川県 オーセンテック株式会社 3021001015916 スマートグラスを活用した非対面営業手法の確立

1165 神奈川県 ブラン株式会社 3020001122292 SNS広告と新たなECサイトで新規顧客獲得、店舗は換気導入

1166 神奈川県 サユリ・グラシアス 里山の段々畑で非接触型セラピー＆リラクゼーションサービス

1167 神奈川県 株式会社シネコヤ 2021001060285 リモートワーク・ファミリー向けの時間貸しスペース事業

1168 神奈川県 大吉青果 感染防止対策を徹底した地元野菜の地元住民への移動販売事業

1169 神奈川県 石川 海外展開を視野に入れたオンラインレッスン＆ライブ配信事業

1170 神奈川県 株式会社ＢＬＵＥ ＴＲＥＥ 4021001068979 メーカー事業開始に必要な改装工事並びに設備投資

1171 神奈川県 ＭＩＫＡＳＡ ＣＡＦＥ 米軍基地の街横須賀発・米ソウルフードの開発とテイクアウト展開

1172 神奈川県 ブライト リタ 葬儀はライブ配信で安心の追悼を。香典まで可能なECサイト設立

1173 神奈川県 株式会社仙崎鉄工所 5020001073402 AutoCADRのWebアプリでリモートワークに挑戦

1174 神奈川県 株式会社サークル・ウィン 1020001093288 テレワーク対応型GPS機能付き勤怠管理アプリの拡販

1175 神奈川県 株式会社ブラッサム 4021001035186 非対面ビジネス強化の為の宅配・通販事業

1176 神奈川県 株式会社ボディケアジャパン 5020001081512 顧客問い合わせ対応のオンライン化とＳＮＳを活用した販売促進

1177 神奈川県 七星国際投資株式会社 9020001128219 小規模事業者持続化補助金

1178 神奈川県 株式会社ｔｅｔｏｔｅ 4020001137975 心のこもったギフト制作を！ノベルティ情報サイト構築による開拓

1179 神奈川県 有限会社ハード 2020002093096 モバイルオーダーシステム導入による新規顧客創出と衛生管理実現

1180 神奈川県 藤井麻美 完全非対面型 オンライン音楽教室

1181 神奈川県 株式会社成瀬 5021001022720 オンライン不用品回収・買い取り見積サービスによる販路開拓

1182 神奈川県 Ｎｉｃｏｓｔｕｄｉｏ オンラインとパーソナルトレーニングの相乗効果による売上拡大

1183 神奈川県 株式会社ランデスホールディングス 4020001061011 オンライン授業により対面を減らしたスキューバダイビング講習

1184 神奈川県 焼肉 登龍門 個室を増やし非接触型の店舗に転換して感染拡大を防止

1185 神奈川県 有限会社キャンディー 8021002049248 共同で使用している作業場の感染防止の為の個別化と効率化計画

1186 神奈川県 松本 暁 オンラインレコーディングスタジオで安心安全に販路開拓

1187 神奈川県 ＬＩＣＫＳ ネット予約サイトの構築による非対面での地産地消メニュー提供

1188 神奈川県 株式会社神谷電気商会 4021001006179 コロナウイルス感染拡大防止に役立つ非対面販売計画

1189 神奈川県 株式会社ダイレクトハウス 9020001051957 リモート商談システムの構築と屋根塗装サービスの事業化

1190 神奈川県 ＳＴＵＤＩＯ７Ａ オーダーメイド型BGM制作サービスの案内用サンプル音源制作

1191 神奈川県 株式会社ジェイエイアームズ 9020001118335 サロン専売品の通販及びオンラインカウンセリングで売上回復計画

1192 神奈川県 ボディケアサロン天空ノ虹 非対面型サービス追加セルフエステでの販路・新規顧客開拓

1193 神奈川県 株式会社ベルカ 1020001086795 WEBマーケティングのノウハウをデジタルコンテンツとして提供

1194 神奈川県 株式会社サクセスフルエイジングサポート 6020001134673 オンライン用保健指導電子教材の開発・販売事業

1195 神奈川県 株式会社ライブフーズ 7011001114715 越境ECサイトを利用した海外向け受注システムの整備

1196 神奈川県 ドゥジェム 新しいテイクアウト提供方法で顧客数アップ＆感染リスクも低減

1197 神奈川県 株式会社エスワイティ 9013201016367 小論文指導の完全オンライン化事業

1198 神奈川県 有限会社今村仏具店 7021002040083 対人接触機会を低減しながら事業継続するための仏具移動販売計画

1199 神奈川県 キュレコ株式会社 3020001113333 顧客自身で簡単に導入可能な画像認識システムの開発

1200 神奈川県 ＲＩＤＧＥ ＭＯＵＮＴＡＩＮ ＧＥＡＲ RIDGE MOUNTAIN GEARのEC事業
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1201 神奈川県 横山理容 感染症対策の半個室と新型シャンプー台設置で新規シニア層を獲得

1202 神奈川県 有限会社エンターケーション 6020002091773 ECサイト構築とスマホ教室のための店舗改修と広告宣伝

1203 神奈川県 ナチュラル 非対面のエネルギーセラピー事業と関連商品のEC販売の開始

1204 神奈川県 有限会社としかん 8021002036700 自習室の顔認証を用いた非接触型受付による感染対策事業

1205 神奈川県 有限会社しの原 4020002093045 対人接触機会減少下における顧客層転換のための販売方法構築事業

1206 神奈川県 弁慶 非接触によるアウトドアスポーツのオンライン講習企画

1207 神奈川県 合同会社ＳＡＭＵＲＡＩ 9020003008071 営業支援システムを活用した感染対策とリフォーム市場への転換

1208 神奈川県 サニーサイドゴスペルクラブ横浜 「歌」「伴奏」の事前録音による、対人接触機会減少レッスン

1209 神奈川県 株式会社飯島機械製作所 5021001005790 通販事業開始で新規顧客獲得と認知度UPで経営を回復する

1210 神奈川県 株式会社ＮＥＸＴ・ＮＫ 6020001104049 牛乳及び新聞販売・配達先へ、非対面による新たな朝食提供事業

1211 神奈川県 渡邉雄大 コロナ禍における移動事務所カーのデザイン、施工、販売。

1212 神奈川県 横浜トライ会計事務所 オンライン顧問体験を通した非接触での新規顧客獲得

1213 神奈川県 細谷通子 ボディーメンテナンスレッスンのオンライン化事業

1214 神奈川県 Ｏｆｆｉｃｅ Ｎ 移動販売車「あっぱれOIMON」

1215 神奈川県 株式会社５ｔｈｒｏｕｇｈ 8020001119474 ネイルプリンターの導入による接触時間削減

1216 神奈川県 湘南茶屋 宅配用車両の導入による効率性アップ＆対人接触機会の減少

1217 神奈川県 木賃屋 屋外テラス活用による新サービスの提供

1218 神奈川県 株式会社平井 5020001127331 見積書発行システムと電子契約システムの導入による受注プロセス

1219 神奈川県 ミルエテ 自動販売機の設置による実店舗での販売強化

1220 神奈川県 株式会社Ｓ‐ｍｉｌｅｓ 2021001060038 対人接触機会減少の為の設備投資とテイクアウト販売の促進。

1221 神奈川県 ひだまり時間 ECサイトを構築し、美禅筋膜の普及と女性の起業支援に取り組む

1222 神奈川県 株式会社はばたきケア 8021001044753 スマホ対応非接触型在宅鍼灸マッサージ申請書作成アプリ

1223 神奈川県 福田産業株式会社 6020001018711 時は金なり！クラウドシステムと事務室新設で営業力を強化せよ！

1224 神奈川県 株式会社Ｆｏｒｒｅｓｔ Ｇｕｍｐ 5020001135433 鮮度と地の旨味を追求した進化系中食提供サービス

1225 神奈川県 ＭＢＡ合同会社 5020003017563 テイクアウトメニュー拡大による単価向上と顧客層拡大への挑戦

1226 神奈川県 有限会社上野屋 4021002049929 移動ベットを導入し全客室でベット対応可能とし対人接触機会減少

1227 神奈川県 株式会社ＰＬＵＳＣＯ 8021001039118 ECサイト構築による対人接触機会減少と新サービス展開の実現

1228 神奈川県 株式会社ＹＰＰ 7020001121134 低感染リスクのイベントが実施できる当社開発アプリの改良・広報

1229 神奈川県 ミュージック・キャンバス 持続可能な「非接触型・音楽レッスン」の構築

1230 神奈川県 Ｄｅａｒｅｓｔ ECサイトを使ったセミオーダーメイドジュエリーの販売

1231 神奈川県 ＥＬＥＭＥＮＴ ＨＥＡＬＩＮＧ ＴＡＥＫＯ 睡眠で新型コロナに勝つオンライン予約と相談で新規顧客開拓

1232 神奈川県 きたがわ あんど かんぱにー 360°カメラ等による飲食店・観光施設のオンラインツアー制作

1233 神奈川県 合同会社ＡｌｏｈａＰｉｌａｔｅｓ 5020003010304 セミプライベートレッスンの実地

1234 神奈川県 株式会社あい庵 7021001051874 テイクアウト、デリバリーの売上拡大のための専用カウンター設置

1235 神奈川県 株式会社エスワイシー 3020002052679 介護リフォーム専用ショールームVR化による非対面接客への転換

1236 神奈川県 株式会社ボディフレックスジャパン 9011001072449 自宅でできるコロナに負けない身体づくり、運動能力の向上

1237 神奈川県 株式会社ＡＵＴＲＡＤ 7020001045060 接触機会を減らす展示車両のリモート下見システムの運用事業

1238 神奈川県 有限会社ワーカーズアンドブレーンズ 1020002027550 「片付けオンライン講座」作成

1239 神奈川県 株式会社實翔 6020001100394 ITツール活用による感染対策、販路拡大、従業員確保の為

1240 神奈川県 ＡＲＫＥＲＵ株式会社 4020001121855 EC事業への新規参入と使い捨て用品の開発・販売

1241 神奈川県 株式会社ｍａｄｒｅ 4020001108456 音楽アーティストをリモートでプロデュースする新サービスの展開

1242 神奈川県 株式会社川崎幸はりきゅう院 8020001100525 オンライン面談を実施し非対面事業へ転換する

1243 神奈川県 株式会社Ｒｈｏｍｂｕｓ 5021001049516 自社店舗へのテイクアウト窓口とウッドデッキの設置

1244 神奈川県 株式会社西井鍼灸マッサージ治療院 1020001121750 オンラインカウンセリングの実施で患者さんの悩みを改善の実現

1245 神奈川県 ｓｏｌａｒｕ 思い出の着物を傘として再生、オンラインによる日傘作り教室

1246 神奈川県 新かに村 活ガニテイクアウトへの転換で売上V字回復を目指す！

1247 神奈川県 臼田ファイナンシャルプランナー事務所 非対面型保険代理店に転換を目指す新たなビジネスモデル

1248 神奈川県 株式会社アイ・エス・オー 2020001036527 新たな需要を創る動画制作用防音室整備とビジネス情報サイト構築

1249 神奈川県 ドルフィンスルー株式会社 4021001049806 動画撮影スタッフを出前、その場で編集、ユーチューブで即公開

1250 神奈川県 ＷＩＳＨ ＶＲ内見と宅配ボックスの導入により入居者増と単価アップを図る
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1251 神奈川県 株式会社ＲＡＶＥ ＣＯＭＰＡＮＹ 2013301041619 非対面セールスプロセスの体制構築

1252 神奈川県 有限会社山繁工務店 5020002013092 女性同士が安心して住まい造りの相談ができる場所を創る

1253 神奈川県 株式会社島田トラッドジャパン 8021001060593 物理療法・動画配信・ECサイトによる非対面ビジネスの強化

1254 神奈川県 株式会社金成 9020001061527 求人広告による事業強化と非対面における作業効率の強化の為

1255 神奈川県 株式会社Ｋａｍａｋｕｒａ Ｋａｚｏｋｕ 6021001071667 事業承継に向けたオンライン上での家族会議運営事業

1256 神奈川県 株式会社ウィニングフィールド 7010401110753 コロナ過における信頼と信用の獲得とコミュニケーション拡充施策

1257 神奈川県 有限会社セイコーテック 2020002069336 顧客管理ツールによる既存取引先への提案効率増と新規取引拡大

1258 神奈川県 株式会社コーケン 3020001086331 HPを活用した当社技術力に対する情報発信と商談の非接触化

1259 神奈川県 株式会社Ｂｕｔｃｈｅｒ 7020001093877 電送式画像ディスプレイ付き券売機導入事業

1260 神奈川県 株式会社キミカ 8020001058111 非対面取引の需要を受けて3D画像によるコンテンツ作成事業

1261 神奈川県 有限会社小島石材店 8020002026372 住宅等構造物の３Ｄ化による計測可・非接触型モデルルームの提供

1262 神奈川県 株式会社Ｓ−ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 4021001060762 対人接触機会の減少でも高付加価値な体験型ビジネスモデルの確立

1263 神奈川県 ウィステリアプロパティ株式会社 8020001062311 海外からの帰国者に対する14日間隔離需要の直接募集

1264 神奈川県 株式会社えん 1021001066572 オリジナルテイクアウトフードの販売

1265 神奈川県 ハーブティー カフェ フラン テイクアウト商品強化とホームページ新設ネット販売事業拡大

1266 神奈川県 株式会社ひよこ 5020001050442 介護に関わる人をオンラインでサポートするための販路開拓

1267 神奈川県 もつ焼きじゅんちゃん ECサイトとテイクアウトで対人接触機会を減らしながら売上増進

1268 神奈川県 Ｎｏ．１マーケティング株式会社 4020001106823 ポストコロナ時代の新たな販促策としてオンライン宅配買取を導入

1269 神奈川県 合同会社ル・カナリ 7021003005333 屋外テラス席飲食提供事業

1270 神奈川県 メーカーズ 動画ライブ配信サービス事業による新規売り上げの獲得

1271 神奈川県 みどりの宇宙株式会社 2020001127879 ①化粧品の通販コンサルティング ②アートのオンライン直販

1272 神奈川県 煮込み屋ミヤコ テイクアウト事業を通して、非対面事業を確立する

1273 神奈川県 ＦＬＡＰＰＥＲ株式会社 9020001120464 ECサイト構築による冷凍モチコチキン販売

1274 神奈川県 プラスイー 非対面施術のセルフ型エステ事業立上げとSNS広告での顧客獲得

1275 神奈川県 株式会社ＨＩ‐ｃｒａｆｔ 7021001056502 お客様のご都合に柔軟に対応する為に業務の電子化を推進

1276 神奈川県 ＡＱＵＡ ＨＯＲＩＺＯＮ 副業開業の不安を解消もう悩まないＷＥＢプロモーション講座

1277 神奈川県 株式会社ＳＡＣＯＯＬ 4011101074374 まつ毛美容液販売のECサイト展開による販路拡大事業

1278 神奈川県 おかん食堂 他店にはない強みの情報発信と安心・安全なテイクアウトの開始

1279 神奈川県 株式会社イージス 1020001117071 オンラインツールを利用した商談強化による販路開拓の為

1280 神奈川県 株式会社大平 9020001036413 Webの活用とPR看板により出来立て中華料理の販路拡大事業

1281 神奈川県 シナプス株式会社 6021001010468 セミナールーム改装・間仕切造作、換気機能付きエアコン導入

1282 神奈川県 合同会社実践サイコロジー研究所 8030003009326 自社サイトからのマッチング式オンラインキャリア相談の提供

1283 神奈川県 アイティー顧問のカン 人気ゲーム機の郵送修理専門店の事業構築とその運営

1284 神奈川県 キウイ鍼灸マッサージ院 訪問鍼灸マッサージ事業における非対面式販路開拓

1285 神奈川県 株式会社青馬堂書店 6020001016533 非対面化、非接触化の推進による店舗のブラッシュアップ

1286 神奈川県 イスラム未加 民間宇宙事業を絡めた完全非対面型による新規顧客開拓

1287 神奈川県 株式会社Ｌｉｂｒａ Ｃｒｅａｔｉｏｎ 7020001115978 教室集客コンテンツによる非対面型のオンライン事業への転換

1288 神奈川県 合同会社ＬＩＦＥ 9020003013229 非対面でのオンラインサービス紹介・営業活動支援システム構築

1289 神奈川県 有限会社湘南台薬品 2021002002328 「相談できる医薬品のネット販で販路拡大！

1290 神奈川県 合同会社Ｆａｉｒ 9020003019382 対人接触機会の減少と、お客様満足度向上のための個室化改修工事

1291 神奈川県 LOVEYOGA LOVE YOGA 山口紘実

1292 神奈川県 株式会社ｈａｔｏｈａ 8021001071161 「ファーストカット」を通じて我が子の成⾧に寄り添う美容室

1293 神奈川県 ツインズマミー 完全個室サロンフェイシャルエステ非接触型高濃度ラドン浴

1294 神奈川県 株式会社Ｍｉｎｄʼｓ Ｒｏｏｆ 1021001062638 多機能システム導入による非対面型顧客・人材獲得プロセスの構築

1295 神奈川県 有限会社アートライン 7020002062162 オンライントランクルームレンタルサービス

1296 神奈川県 株式会社ジョイウェイブ 6021001023552 対人非接触仕入れによるブランド品（レザー）のリペア販売事業

1297 神奈川県 合同会社ＲｅＢｅａｕｔｈ 4020003017003 全国で内科的症状を抱える方へオンライン食育指導及びセミナー

1298 神奈川県 株式会社マザーハート 6020001094273 飲食業界をオンライン対応型に育成する、教育事業の新規開発

1299 神奈川県 株式会社ＧＲＷ 1020001130834 インターネットを活用した非対面コンサルサービス仕入れ拡大事業

1300 神奈川県 ＵＮＩＣＬＡ 編集のオンライン講座・eラーニングと自動受付システム構築
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1301 神奈川県 株式会社ピースリンクカンパニー 3020001141061 オンライン動画講座の認知拡大計画

1302 神奈川県 野村俊光 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス型〉

1303 神奈川県 ヘルフェンサンカク 非対面システムの導入と事前訪独の必要がないホームページ作成

1304 神奈川県 レトロ肉バル炙りやん ネット販売による新規顧客開拓

1305 神奈川県 ｉｎｓｙｏ合同会社 2020003013409 ホームページ制作とECサイト販売による売上強化計画

1306 神奈川県 有限会社スガエンタープライズ 9020002043235 業務用エステ機器のレンタル事業による非対面型エステ事業の展開

1307 神奈川県 株式会社北浜館 9021001071210 当社自ら非対面化の入居者募集をする仕組みの構築

1308 神奈川県 神谷朝子 初心者のためのオンラインハープ教室

1309 神奈川県 岩野信吾 Youtubeチャンネルの開設による新たな販路開拓

1310 神奈川県 とりすけ 新業態（V・R/食べ放題など）への取り組みによる売上拡大

1311 神奈川県 有限会社原不動産 8021002011876 対人接触機会の減少に向けた不動産会社運営

1312 神奈川県 合同会社如月庵 4021003008693 AI活用した合成音声ソフト、WEB向け音声ライブラリ作成事業

1313 神奈川県 株式会社プレシャスケア 3020001132523 WEBサイト充実により顧客の取り込みを図り、売上拡大を実現

1314 神奈川県 株式会社訪問鍼灸マッサージＳｏｌ 5020001092451 オンラインによる顧客管理や面談を実施し新たな経営スタイルへ

1315 神奈川県 タイドール コロナ対策万全な新店舗＋デリバリーサービスにより売上向上

1316 神奈川県 株式会社ＩＰＥＣ 7021001064323 衛生意識の高まりを狙った世帯向け施工

1317 神奈川県 庄野数馬 会員制オンラインサロン、動画コンテンツを搭載したサイト制作

1318 神奈川県 米山 HAL presents Sweets LAB

1319 神奈川県 魁マネジメントパートナー社労士事務所 Webを使った「顧客サービス提供」と「ネット集客」

1320 神奈川県 ナマケモノヨーガ アロマでつながる、マンツーマンのオンラインヨガレッスン

1321 神奈川県 ＳＭＡ株式会社 3020001120593 アフターコロナを生き抜く非対面営業事業の確立

1322 神奈川県 株式会社塗來 1020001138043 外部連結、報・連・相を強化するための取り組みの為

1323 神奈川県 株式会社厚木グラススタジオ 8021001022107 新たなコンテンツによるオンライン展示会の実施と魅力づくりの為

1324 神奈川県 株式会社ＳＢホーム 4021001069705 オンライン営業の導入で、顧客獲得と商圏エリア拡大！

1325 神奈川県 合同会社リズ・コンサルティング 1021003009455 「Webで完結」ニューノーマル時代に適応した不動産売買へ変革

1326 神奈川県 株式会社リアルページ 1020001091416 YouTubeチャンネル構築＆オンライン講座の立ち上げ

1327 神奈川県 有限会社ジャックポット 3020002038629 非対面型洗面台導入と完全予約制移行よる感染リスク経営への転換

1328 神奈川県 株式会社空をみあげて 5020001139855 予約システム導入とメニュー開発による健康経営支援の拡大

1329 神奈川県 ピッパ合同会社 2020003014563 Shopify新規販路開拓計画

1330 神奈川県 合同会社ＤＣＴ 8080103001756 専用アプリとECを組合せた売上拡大システム構築

1331 神奈川県 ＳＯＵＲＩＲＥ 自社製品の販売、ホームケアオンライン講座に向けたHP作成

1332 神奈川県 木下 貴司 デジタル化戦略に対応するためのプロを育成するオンライン事業

1333 神奈川県 銀座美人塾株式会社 6021001052155 専門家が制作するECサイトを活用した自社製品の販売強化

1334 神奈川県 ＲＹＵＳＬＡＢＯとこわか 自宅で出来るオンラインコルギ教室の実施

1335 神奈川県 合同会社Ｏｆｆｉｃｅ ＹＮＡ 8020003015812 賃貸物件オンライン内覧サービスへの完全移行

1336 神奈川県 株式会社プリント電子研究所 9020001070065 データベースサイト利用による非対面営業での集客力強化

1337 神奈川県 株式会社川原 5020001116193 オンラインツール活用による非接触での人材確保のIT化の為

1338 神奈川県 株式会社大和重量 2020001127466 営業管理ツールを活用した非対面かつ高品質な業務体制の構築

1339 神奈川県 買蔵 サイトの立上げによる売上UP計画

1340 神奈川県 株式会社クロスエイジ 9020001036966 新規顧客獲得に向けた販売ページ及び受注・決済システムの構築

1341 神奈川県 株式会社Ｎｏｓｓａ 1021001066812 360度映像コミュニケーションツールの販路拡大事業

1342 神奈川県 つむぐ 事業のオンライン化支援及びポストカード／アクセサリー販売

1343 神奈川県 株式会社余韻 1020001139330 ITエンジニア特化型求人サービスの事業化

1344 神奈川県 株式会社ラブサバイバー 7020001133328 オンライン研修と動画コンテンツで広めよう！IT技術と倫理

1345 新潟県 ｍｉｔｓｕｋｏｊｉ 新潟県産ぶどうロスから和製ワインビネガーとバルサミコ酢を生む

1346 新潟県 株式会社綿屋旅館 6110001032125 創業２００年の旅館が取組む対人接触機会を減らす新たな宴会様式

1347 新潟県 株式会社拓昌 4110001003128 感染リスクを減らす「屋上付き住宅」のPR事業

1348 新潟県 ペンション永倉 レンタルスペース開設による新規顧客の獲得

1349 新潟県 関川仮設 ハウスクリーニング事業の新設

1350 新潟県 有限会社がんこ屋 7110002001573 佐渡黒豚餃子の魅力を全国へ発信してコロナ禍をチャンスに変える
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1351 新潟県 株式会社信濃や 5110001027209 対人接触機会減少のためのアプリケーション開発

1352 新潟県 新潟センチュリー株式会社 2110001003872 サーモグラフィを活用した非対面型営業による輻射式冷暖房機拡販

1353 新潟県 花工房スコップ テイクアウト販売の開始と安心できる空間の提供で売上拡大事業

1354 新潟県 テクノアート株式会社 5110001027638 非対面の生産指示による新たな生産プロセス導入で新規顧客を獲得

1355 新潟県 有限会社野本時計店 7110002009699 完全非対面による時計・宝飾品リフォームサービスの提供

1356 新潟県 サトウ建装 サトウ建装

1357 新潟県 ラグビーボール英会話 HP改訂によるWeb予約システム構築とZoomクラス販売促進

1358 新潟県 有限会社かつみ呉服店 4110002020411 学生服販売特化型WEBｻｲﾄの導入による地域内外での販売強化

1359 新潟県 株式会社Ｍ・エンタープライズ 4110001027127 コロナ禍のニーズに応える非接触を強めた結婚式トータルサポート

1360 新潟県 株式会社フォラール＆１ 4110001017920 接触機会ゼロで運営できる除菌ルーム事業

1361 新潟県 株式会社ブルーミング 8110001025837 サロン専売品ECショップ開設とサブスクによる非対人販売の強化

1362 新潟県 ハレリー ECサイトの構築による低感染リスク型ビジネスの開始

1363 新潟県 揚げ正 バーチャル観光＋助け合いECサイト運営でふるさと観光を守る

1364 新潟県 有限会社エムズグラフィック 9110002018062 新製品開発とECサイトの構築による販路開拓事業

1365 新潟県 有限会社坂井ファームクリエイト 7110002002712 ECサイトの構築による非対面ビジネスへの取組の本格化

1366 新潟県 有限会社クラルテ 4110002002137 ECサイト開設とネット広告運用による非対面販売への転換

1367 新潟県 山松養鯉場 接触機会削減と感染時業務体制確立のための自動給餌器設置

1368 新潟県 株式会社ハニエル 9110001006662 SNSを活用した新しい非対面型卸売営業スタイルの構築

1369 新潟県 ＫＭｒｓ合同会社 8110003004228 社会的弱者の生活安定を目的とした低額賃貸物件情報サイトの開設

1370 新潟県 株式会社西方組 4110001004415 オンライン商談・打合せの申込も可能とする自社サイトの製作事業

1371 新潟県 ちいきてらす株式会社 4110001034379 オンライン完結型コンサルティングシステム構築

1372 新潟県 ｏｆｆｉｃｅ ｇｏｌｄｆｉｓｈ 対人接触機会減少のためオンライン講座動画制作とECサイト構築

1373 新潟県 株式会社人財計画 5110001035244 オフライン・オフラインを両立した新しい地域コミュニティ構築

1374 新潟県 株式会社ｗｉｓｄｏｍ 5110001034980 感染防止対策を施した会員制就職支援スペースへの改装事業

1375 新潟県 有限会社Ｍｅｒｃｙ 9110002007619 情報発信力強化と非対面ビジネス化に資する新たな取組の開始

1376 新潟県 株式会社丹羽企画 3110001035287 銭湯の浴室人数見える化サービス

1377 新潟県 トマトネット 新潟の地域健康食材のオンライン販売

1378 新潟県 株式会社細山建設 1110001032204 営業管理ツールの導入による鳶・鍛冶工事の全国的販路拡大

1379 新潟県 株式会社寺泊ＢＡＳＥ 1110001035462 無人オペレーションの実施に必要となるシステムの導入

1380 富山県 株式会社富山ねるものコーポレーション 5230001015283 自社ECサイトの構築による非接触販売の推進

1381 富山県 カフェくらうん コーヒー豆の⾧期保存によるEC販売戦略の確立

1382 富山県 水上芳一商店 商品価値を健康ケアにシフトチェンジする販路拡大計画

1383 富山県 アイエッチファーム株式会社 3230001014799 機械化の推進による対人接触機会の低減と循環型農業への転換

1384 富山県 オリジナルギフト工房ハッピースマイル オリジナルアプリ+シミュレーターで新しい購入体験の創出

1385 富山県 有限会社金龍 6230002005844 日本一のそうめんを家庭でも体験-非対面販売環境の整備事業-

1386 富山県 株式会社ラグジュアリー 9230002005651 自社 ECサイトの新規作成による新たな販路開拓とコロナ禍対策

1387 富山県 株式会社アイライフ 2230001018768 ワンストップ窓口と事業協力者間情報共有ツールの導入

1388 富山県 株式会社アイリー 7230001016800 コロナに負けない広告戦略及び密回避のためシステム導入

1389 富山県 株式会社加納貿易事務所 5230001018451 ウェブサイト構築によるオンライン販売と韓国実地調査の外注化

1390 富山県 サロンかづみ 美容起業家向けサロン運営コンサルティング

1391 富山県 株式会社Ｋʼｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5230001015894 「富山アスファルト工事相談所」起ち上げで地域・同業他社へ貢献

1392 富山県 有限会社佐野政製作所 7230002011172 ＢｔｏＣ非対面型ビジネス参入の為のブランド構築と開発事業

1393 富山県 コアフュール・まつお 化粧品の新たな販売チャネル導入！「ECサイト」で売上増加事業

1394 富山県 株式会社香乃興業 9230001004976 「非対面ビジネスへの転換×業務効率化」を実現するツール導入

1395 富山県 株式会社ＲＵＮ−ＷＡＹ 8230001018647 「オンライン商談・打ち合わせ×業務効率化」ツール導入事業

1396 富山県 株式会社ｅｉｋｉ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 1230001006732 「家具製造&EC販売」で非対面ビジネスへの転換と雇用創生

1397 石川県 株式会社アウリエ 3220001018859 コロナ環境下における安心・安全な不動産業務システムの導入

1398 石川県 ワールドフーズ株式会社 8220001012601 ポストコロナに向けた飲食店の大部屋の個室化と和室のコロナ対策

1399 石川県 オコノミヤキキキ 非接触オーダーシステムの導入及び客席個室化・半個室化改装事業

1400 石川県 みかわ屋台酒場あんやと テイクアウト専用窓口の設置によるお好み焼き等の販売強化
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1401 石川県 RRR GRILL KITCHEN 洋風押し寿司と寿司ドーナツの急速冷凍によるオンライン販売進出

1402 石川県 株式会社番伊 5220001015482 大ホールとオンラインのハイブリッドシステムで新規顧客の開拓

1403 石川県 ごはん処一歩 感染対策を徹底した上での予約制少人数向けサービスの展開

1404 石川県 株式会社タカダ 3220001004033 セミセルフレジ導入と高齢者福祉施設への宅配による販路開拓事業

1405 石川県 株式会社新家製作所 2220001013019 技能伝承、加工プログラム作成、試作における対人接触機会の減少

1406 石川県 ヘアーアズブルー 感染対策を施した個室美容サービスでゆったり感を演出

1407 石川県 株式会社フォーオン 3220001020179 越境ECサイト出店によるグローバル市場開拓事業

1408 石川県 株式会社山森工業 8220001007304 SFAを活用した感染症対策と集客力・人材確保提案事業

1409 石川県 株式会社おいしくなーれ 8220001023912 若竹の元気がでるテイクアウトでお家時間を楽しく

1410 石川県 有限会社瑾齋 6220002013096 卸売と直販の共存を目指したオンラインシステムの構築

1411 石川県 もつ鍋もつ焼き さいさい もつ料理セットでお店の味をご自宅でも！

1412 石川県 アクアキッチンバンビ 3 密防止に向けたエリア戦略のためのキッチンカー改修への取り

1413 石川県 岡崎司法書士事務所 非対面型ウェブサイトへの転換でコロナ禍でも受注増を目指す

1414 石川県 ル・ウィークエンド キッチンカーの導入による販促事業の実施

1415 石川県 杉本光 美容向け対面サービスのオンライン化により、接触機会を減らす

1416 石川県 Ｈａｉｒ ｓａｌｏｎ ＦＥＬ ＥＣサイト構築による非対面販売への挑戦

1417 石川県 河南恵美税理士事務所 非対面型ビジネスのためのテレワーク環境整備（新規顧問獲得）

1418 石川県 Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔ 業務効率化推進事業導入で受注可能件数と粗利率引き上げを実現！

1419 石川県 株式会社真摯 3220001023529 感染対策と効率化を実現したシステムにより新たな商品開発へ

1420 石川県 株式会社城北南月 9220001018845 観光客向けセルフオーダーシステムで接触時間低減

1421 石川県 株式会社大黒建設 6220001012173 VR見学会機能を備えたホームページの作成

1422 石川県 株式会社須原 6220001024103 集団から個人、ポストコロナを見据えた新事業による販路開拓事業

1423 石川県 森川正道 オンライン事業導入による利用者増加とコンサルティング事業開始

1424 福井県 有限会社木下オート 9210002001116 アウトドア需要に対応した軽トラカスタムパーツのネット販売

1425 福井県 有限会社タカノ 3210002014271 地場産オリジナル商品開発とキッチンカーを用いた非接触販売事業

1426 福井県 株式会社大岸正商店 9210001013905 レーザー彫刻機導入による箸の付加価値向上と通販事業の拡大

1427 福井県 株式会社日章土地 2210001010685 非接触型のリモート内見システムの構築による販路拡大

1428 福井県 有限会社村井看板店 4210002010732 個人向けオリジナルステッカー販売専門のＥCサイト新規開設

1429 福井県 株式会社山本タイヤ商会 2210001004191 個人向けタイヤ出張交換サービス開始に伴う設備導入及びHP作成

1430 福井県 バルーンショップコンパス ソーシャルディスタンスを確保した教室を開催するための環境整備

1431 福井県 株式会社庄屋 6210001001615 非対面式ビジネスモデル構築の為の公式 HPおよび販促物の制作

1432 福井県 司法書士法人杉谷総合事務所 8210005009925 非接触型リモート相談機能、相談予約機能付きホームページの刷新

1433 福井県 株式会社河坂自動車 1210001014662 現場へ直行直帰のための無線システムと決済機能を備えたＨＰ作成

1434 福井県 有限会社山本楽器店 1210002011997 自社ＥＣサイト構築による売上アップ並びに事業継続を図る！

1435 福井県 味処 乃むら 自社 EC サイトの新規作成による新たな販路開拓

1436 福井県 カフェアース リアル店舗の魅力を凝縮したネット販売事業

1437 福井県 Ｃａｆｅ&Ｂｅｒｅ ＢＥＡＴＯ テイクアウトサービスにより感染リスク低減し売上向上を狙う

1438 福井県 ナリス化粧品シラサキ販売所 コロナ禍・アフターコロナ期に対応した新サービス提供事業

1439 福井県 ネイルハウスリン 対人接触を低減するオープンテラスサロン化による集客力向上事業

1440 福井県 ぷぅあぷぅ ラポスト 永平寺町商工会

1441 福井県 有限会社河嶋電機工業所 2210002013720 オンライン化と対人接触機会の減少強化による持続的経営向上計画

1442 福井県 株式会社カイラニインターナショナル 1210001010430 自動洗髪機の導入による非相対型ヘッドスパサービスの提供事業

1443 福井県 ｔｈｅ Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｏｔｉｕｍ株式会社 6210001017917 巣ごもり消費を開拓！初心者向け高級ワインのオンライン販売事業

1444 福井県 ピラティススタジオルーツ マシンピラティスへの新たな取組による、接触機会減少と顧客獲得

1445 福井県 敦賀昆布株式会社 7210001016736 通販サイト事業の立ち上げとSNSを活用した情報発信

1446 福井県 アビリティサポート 車椅子のメンテンスサービス紹介の為の公式 HP および販促物

1447 福井県 日本利器工業株式会社 8210001011851 対人非接触に向けたECサイトの構築

1448 福井県 株式会社ＳＫ企工 9210001016841 BtoC向け事業拡大のためのECサイト立ち上げ

1449 福井県 Ａｔｏｌｌａ コロナ渦、ポストコロナに向けたクラゲの個人レンタル開始

1450 福井県 株式会社ラキスプリード 4210001017398 サービス提供のオンライン化による新規顧客獲得・業務効率化事業
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1451 福井県 株式会社土屋 6210001014971 オルコス「マリッジリング」のECサイトの制作とブランディング

1452 福井県 ＴＯＲＩＫＯ株式会社 5210001017785 妊活専用プロテインの新商品化及び、ｗｅｂ販売システムの構築

1453 福井県 行政書士まきオフィス 越前和紙、越前織を利用、子供のいない女性向け終活サービス

1454 福井県 ビストロアンドバールーム パーティー用メニューのテイクアウトに特化した事業展開

1455 福井県 株式会社オーナメントエイ 8210001011513 ホームページで解り易い、買いやすいネット販売！

1456 福井県 株式会社パシオン 1210001017632 コロナ渦だからこそ需要がある家族葬を周知・感染防止対策の強化

1457 福井県 スナック絆 テイクアウトを中心にしたアジアンカフェ転換事業

1458 福井県 株式会社Ｍｉｎｄ Ｇａｒｄｅｎ 8210001018079 サービスのオンライン提供によるターゲットエリア拡大事業

1459 福井県 有限会社ひな京 6210002003263 自社ネットショップの開設による市場環境の変化への対応事業

1460 福井県 株式会社パティシェリー岡本 6210001014328 ECサイト構築による非接触型販売事業の確立

1461 福井県 しゅんしゅんめん 中食需要に対応するための新メニュー投入に伴う設備投資事業

1462 福井県 株式会社吉田機工 8210001004450 感染リスク低減のための環境整備事業

1463 福井県 evviva 「助け合い営業」拡大のためのテラス席設置と新メニュー導入事業

1464 福井県 スナック デフォルト テイクアウト・デリバリー事業参入のための衛生管理体制強化事業

1465 福井県 株式会社Ｙｏｕ＆Ｍｅ．ｂｔｐ 2210001014372 非対面型小売り事業促進を目的とした自社ECサイト構築

1466 福井県 山本総合会計事務所 非対面型オンライン税務サービス認知度向上のためのHP構築事業

1467 山梨県 株式会社富士種菌 4090001005028 ウェブサイトシステム構築による低感染リスク回避ビジネスの展開

1468 山梨県 株式会社ツノタ 3090001001432 オンライン接客による新規顧客獲得の為のランディングページ作成

1469 山梨県 ヤックワークス株式会社 2090001014443 オンライン受注会のためのサイト改修と密を避ける移動販売車導入

1470 山梨県 有限会社ホテル甲子園 1090002008627 感染リスク防止及び売上向上を図るためのセルフオーダーシステム

1471 山梨県 笹梅 テイクアウトシステムを導入し新たな売上を創出する

1472 山梨県 アロマハピティ セラピスト知識習得オンライン講座の実施による売上維持・拡大

1473 山梨県 ハラダ数英教室 オンライン学習による新規入塾者獲得のためのシステムと広報

1474 山梨県 丸一食堂 個人客向けに業態をシフトし接触機会低減へ最大限努力

1475 山梨県 栄月製菓 伝統的技法を生かした新しい商品開発とウエブ販路拡大の取組み

1476 山梨県 SPRING GALLERY ウェブストアを活用した自社製クラフトビールビジネスへの転換

1477 山梨県 ピースネット AIを導入した非対面型広告マネジメント業務への事業再構築

1478 山梨県 半谷経営研究所 ワーケーション・ブレジャー利用者向けコワーキングスペース運営

1479 山梨県 ラレル 特定原材料7品目不使用の製菓販売の為のEC構築と販売許可取得

1480 山梨県 特定非営利活動法人ＮｅｗＷａｙＪｏｉｎｔ 4090005007276 オンライン講座開催事業

1481 山梨県 ベジモア・ガーデン 家庭菜園応援、ハーブ・野菜苗も購入できる農家の屋外直売所

1482 山梨県 有限会社ユーロ 1090002013313 コロナ対応としてのメンテナンス予約システムの導入

1483 山梨県 株式会社きょうせい 5090001005828 自社健康食品のブランド化とECサイトによる販路拡大

1484 山梨県 有限会社永井庭園 1090002015490 おうち時間を楽しめる自宅で本格ピザが焼けるピザ窯の新規販売

1485 山梨県 有限会社Ｒｏｓｙ Ｌｉｆｅ 9090002001500 「エステ・スクール・商品販売」のオンライン化による販路拡大

1486 山梨県 株式会社タビゼン 9090001011847 プライベート型ツアー、カスタマイズ可能ツアー販売促進事業

1487 山梨県 株式会社緑が丘レストハウス 6090001002114 テイクアウト需要に対応した厨房機器導入とネット予約サイト構築

1488 山梨県 株式会社羽田印刷 6090001009943 富士山等の観光地の特性を活かしたHPでの写真及び動画の販売

1489 山梨県 株式会社窪田あつ子の住まいと暮らし工房 4090001005647 YouTube 動画番組による全国の顧客獲得と非対面型の接客

1490 山梨県 株式会社ＢＵＬＬ Ｖｅｎｔｕｒｅｓ 4090001015852 コロナ禍でも安心して楽しめるペットと遊べるキャンプ場事業

1491 山梨県 水越商店 水晶製手元供養用墓石のブランド化とネット販売による販路拡大

1492 ⾧野県 合資会社北野屋商店 3100003002732 オンラインストア・ＰＯＳシステムによる新たな販売スタイル構築

1493 ⾧野県 粋な居酒屋よかよか コロナ禍を乗り切る為のテイクアウト事業の強化

1494 ⾧野県 Ｏｎｅ Ｌｏｖｅｓｔ Ｈａｉｒ ｏｌｃｈｅｔｔｅ 通販システム導入で美容サロン専売商品売上を向上する計画

1495 ⾧野県 Skala Inn アウトドアリビングの新設で、密を防いで収益確保を行う事業

1496 ⾧野県 株式会社和泉屋旅館 5100001010958 対人接触機会減少の為の食事処拡張とロールカーテン設置事業

1497 ⾧野県 アルプスクリーナ株式会社 4100001012708 ＥＣサイト事業により新たな販路を開拓し売上増大を目指す

1498 ⾧野県 有限会社丸福製パン工場 3100002026823 非接客レジ「ベーカリースキャン」導入で作業効率UPと感染対策

1499 ⾧野県 株式会社ステラベラ 6100001032258 客室にシャワー室を設置する事による共同浴場の感染拡大防止

1500 ⾧野県 有限会社スポーツショップ安曇野 6100002020419 商品提供方法の刷新=アプリ導入でオンライン化の実現
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1501 ⾧野県 千古温泉 屋外のイートスペースで自然を見ながら軽食を楽しむ

1502 ⾧野県 有限会社高沢酒店 8100002008552 ECサイト構築による、対人接触機会の減少と販路開拓の強化

1503 ⾧野県 合同会社ファインリーフ 4100003005313 非対面型査定サービス開始による買取増加、利益向上

1504 ⾧野県 居酒屋 一歩 新たな生活様式に即したテイクアウト及びデリバリー事業の実施

1505 ⾧野県 足と靴の修理店DecoBoco ロッカーと EC サイトを活用した靴修理の非接触受渡し事業

1506 ⾧野県 有限会社雨宮商店 6100002029435 感染リスク低減のためのセルフレジと換気機能付きエアコンの導入

1507 ⾧野県 有限会社ジョイプラン 4100002015172 シャワルーム増設工事による顧客満足度の向上

1508 ⾧野県 江建築設計事務所 コロナ禍で増えた家事を減らす家づくりのオンライン相談

1509 ⾧野県 株式会社岩漬 7100001000305 ホームページの新規作成による非接触型営業と新規顧客開拓の実現

1510 ⾧野県 フォレストグリーンクラブ 大学関連機関認定空気清浄機のwebセミナー導入による販路拡大

1511 ⾧野県 レストランＨｉｋｏ 屋外イートインスペース設置による感染対策と売上増加事業

1512 ⾧野県 フルーツおばさんのＣＡＦＥ（花水木） 外販事業の新設による対人接触機会の減少と新規販路開拓事業

1513 ⾧野県 株式会社大澤商店 9100001017719 「飲食店の個室化による感染拡大の防止および新たな販路の確立」

1514 ⾧野県 株式会社降幡建築設計事務所 3100001014003 古民家の趣を残したショールームオープンで新規顧客獲得へ

1515 ⾧野県 ＰＧ８ 密を避けたオープンテラスで楽しむ名古屋飯

1516 ⾧野県 株式会社ＳＴＳ 5100001029008 配送事業における非対面でのプロモーション事業

1517 ⾧野県 八ヶ岳手塚農園 ＨＰ作成による高級スイートコーンのインターネット販売拡大事業

1518 ⾧野県 アールグレイ サンルームを改装し、感染予防した食堂及びテレワーク環境の整備

1519 ⾧野県 イタリアン酒場アルカド 急速冷凍機導入による自家製ピッツァ販路開拓と業務効率改善

1520 ⾧野県 新栄自動車工場 非接触商談システムの構築と来店顧客に向けたコロナ対策

1521 ⾧野県 カンリワーク株式会社 3100001026345 コンテナハウス活用3密対策をしたリモートによる買取販売事業

1522 ⾧野県 有限会社サトー商会 2100002018524 真空包装機の活用による商品開発及びネット販売システムの構築

1523 ⾧野県 株式会社若丸 6100001021434 日本初！馬刺し等の冷凍自動販売機導入による非対面販売事業

1524 ⾧野県 有限会社サーティースリー 1100002001893 技術者養成スクールのオンライン化での集客構築

1525 ⾧野県 有限会社ふく八 8100002004386 新しい生活様式の実践に伴うテイクアウトによる販路開拓

1526 ⾧野県 須⾧食菌 BtoBからBtoCに！コロナに負けない非対面型販路拡大事業

1527 ⾧野県 トラットリア ガストロノミア モンド 伊那谷の未来を見据えたガレットによるテイクアウト事業等の強化

1528 ⾧野県 ラウアエスタジオ オンラインを活用したダンスレッスン及びDVD教材の販売

1529 ⾧野県 ＬＡＲＧＯ．ｏｎｌｉｎｅ 感染リスク対応バッグの製造と非対面販売の構築

1530 ⾧野県 松本化成工業株式会社 7100001014057 ＷＥＢ商談サービス～ＷＥＢを駆使して商品や技術を紹介し新規顧

1531 ⾧野県 有限会社中村建具店 4100002003821 伝統的な新型コロナウイルス感染対策商品開発とネット販売の開始

1532 ⾧野県 プチホテル ちょっと屋ガーデン ３密を回避し、団体客から個人客へ移行する体制整備

1533 ⾧野県 ＣＯＣＯＲＯコンサルティング株式会社 6100001030542 非対面面談環境の整備と「士業ワンストップ紹介サービス」宣伝

1534 ⾧野県 エアリアル 脱マスクの快適空間と新商品提案によるワンランク上のおもてなし

1535 ⾧野県 株式会社ケイコーポレーション 7100001024931 コンテナを使った3密対策をした買取販売事業

1536 ⾧野県 有限会社久保商店 9100002001416 オートシャンプー台導入による新しい施術提供と集客増加

1537 ⾧野県 出川食品有限会社 3100002019232 牛乳販売店の宅配ルートを活かした冷凍弁当宅配への新規参入

1538 ⾧野県 YUKART 新包装技術導入及びEC販売によるポストコロナでの新規販路開拓

1539 ⾧野県 観音崎珈琲 珈琲豆焙煎工房兼キッチンカー拠点の整備と販路開拓

1540 ⾧野県 縁庭 少人数向け店舗への移行による新規顧客の獲得

1541 ⾧野県 ONE18EIGHT ONE18EIGHTによる非接触型スクール事業立上げ

1542 ⾧野県 エイ・ジイ・エス 感染拡大防止の為のウッドデッキの新設事業

1543 ⾧野県 合同会社池原チキンファーマーズ 7100003005707 訪問移動販売車両とECサイト構築と導入

1544 ⾧野県 今井建設株式会社 6100001018827 対人接触を減少させる「油圧ショベル運転席カバー」の商品化

1545 ⾧野県 カフェレストランＳＡＩ表参道 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

1546 ⾧野県 株式会社アロウズガーデンデザイン 6100001028603 映像動画制作によるエクステリアのオンラインプロモーション事業

1547 ⾧野県 宮島産業株式会社 5100002006138 キッチンカーの導入による、オリジナルブランドの確立と収益確保

1548 ⾧野県 株式会社ネクストップ 7100002003521 ホームページを利用して非対面型コミュニケーションの充実を図る

1549 ⾧野県 ティーズデザイン オンラインでのサブスクデザインサービス！

1550 ⾧野県 株式会社スピカコーポレーション 6100001001601 自社ECサイトによる優しい手洗いの啓蒙事業

31



＜重要＞

№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和２年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞第1回受付締切分採択者一覧

採択と同時に交付決定となる事業者は、Jグランツからお送りする「採択通知書」の次ページ以降に「交付決定通知書」があります。

「交付決定通知書」がない事業者には、別途、補助金事務局から申請内容に関する確認・修正依頼等の連絡をメールでいたします（2021年7月5日(月)以降）。

修正・再提出していただいた後、補助金事務局で内容を審査し、交付決定を行います。

1551 ⾧野県 有限会社ＲＡＶＩＳＨ 5100002008167 ECサイトを導入して、物販も強化して販路拡大を目指す

1552 ⾧野県 Ｂａｒｐｏｐｐｉｎｓ WelcometotheFANKS！Poppinsへ天使降臨

1553 ⾧野県 ハワイアンアンドフラショップマウナラニ ハワイアンアンドフラショップマウナラニ ECサイト構築

1554 ⾧野県 有限会社中川塗装 6100002009494 Let's act 今だから動こう 私の街の建物を彩る為に

1555 ⾧野県 有限会社吉沢水道設備 3100002034553 デジタルサイネージ活用のコインランドリーでの非対人接客の実現

1556 ⾧野県 株式会社ＴＲＡＩＬ ＣＵＴＴＥＲ 3100001033135 誰でも安心して参加できるリクリエーション様式の構築と情報発信

1557 ⾧野県 kiitos hair design+ 商品売上を伸ばすための非対面型販売システムの構築

1558 ⾧野県 柏屋料理店 これからも続く道～ 200 年続く老舗料亭、新時代へ～

1559 ⾧野県 中島精工株式会社 3100001006215 更なる飛躍を目指し、新たなる事業柱の立上げ！

1560 ⾧野県 有限会社飯田三菱電機サービス 5100002037777 コロナに負けないＩＴを駆使した特化型リラクゼーション！！

1561 ⾧野県 株式会社ラトコセロ 4012301009376 ネット販売の集客力強化と購買率の維持

1562 ⾧野県 JECTWORKS 非対面セミナー実現におけるハイブリッドセミナー事業

1563 ⾧野県 ヘアーアンドスパアオ 接触機会減らしたプライベートサロンオープン

1564 岐阜県 株式会社考学館 4200001027002 プログラミング教育を見据えたオンラインコースの創設

1565 岐阜県 アベイユ・エット・アン 無添加スイーツを全国へ！ポストコロナに向けたECサイト構築

1566 岐阜県 たら福 テイクアウト専門 鳥からあげと海老フライ「油や」

1567 岐阜県 有限会社菊川美商 3200002001270 ワンストップサービスで実現する3密回避非接触型美容空間

1568 岐阜県 まえじまクリーニング本舗 家にいながら除菌抗菌加工付き宅配クリーニングで非対面販路開拓

1569 岐阜県 茶讃珈琲 テイクアウト弁当オーダーフォームを導入した自転車配送業務

1570 岐阜県 欧風カレー工房チロル テイクアウト用欧風カレー弁当の本格的な提供開始による売上創出

1571 岐阜県 ペンション四季彩 どぶろくの販路拡大のためのECサイト機能付きホームページ制作

1572 岐阜県 horusaru 古民家宿が行うコロナ感染症対策の非対面化と顧客ニーズ対応

1573 岐阜県 つぼ焼いも専門店 芋咲 デリバリー事業を機にサービスによる「つぼ焼き芋」の認知度向上

1574 岐阜県 株式会社ポリ価格．ｃｏｍ 1200001038514 ブルーシートパレットカバー及び逆ネスラックの販売サイト構築

1575 岐阜県 特定非営利活動法人ＨＵＢ ＧＵＪＯ 5200005012346 コワーキングスペース非接触型オンライン受注システムの構築

1576 岐阜県 日野龍文 ITフリーランスの情報交流を支えるWebプラットフォーム構築

1577 岐阜県 石川製菓 低圧蒸気ボイラー導入による対人機会の減少と商品品質向上事業

1578 岐阜県 岩田電気株式会社 2200001000464 自社部品販売用ECサイトと電気工事士育成ウェブ講義の為の更新

1579 岐阜県 ＤＤＲ 高齢者を孤立させない！クラウド型生活見守りサービス事業

1580 岐阜県 株式会社野田 7200001010640 混雑状況が分かる予約システムの導入で安心安全な焼肉店に改善

1581 岐阜県 リモートセンシング岐阜 ドローン撮影時の対面作業を排除するための電源供給装置の導入

1582 岐阜県 株式会社絆 6200001037908 コロナでニーズ急上昇！コンテナハウスのオンライン販売

1583 岐阜県 ｈａｌｏ ECサイトを活用しオンライン講座で全国に販路拡大

1584 岐阜県 テンダーガーデン合同会社 1180303001701 コロナ対策も兼ねた屋根付き野外テラス席の拡充事業

1585 岐阜県 有限会社共立薬品 5200002019518 健康美容に関する困り事をWeb相談できるECサイトで販路拡大

1586 岐阜県 株式会社ＳＴＮ 6200001007670 新規ＥＣサイト開設により非対面型ビジネスモデルへの転換事業

1587 岐阜県 Ciel お客様が安心して癒しを得られるエステ店になる為の店舗改装事業

1588 岐阜県 ナナヒト コロナ時代に対応した日球ドームの仕様拡充及び研究開発事業

1589 岐阜県 ランスダムール 自社HPとオンラインショップで売上アップと新規顧客の獲得

1590 岐阜県 空き家再生隊ボロンコビリー シェアキッチン付きゲストハウスの改修工事

1591 岐阜県 株式会社ＢＲＡＩＮ 3200001030675 セミセルフレジ導入による感染リスク削減補助事業

1592 岐阜県 有限会社蕪水亭 6200002026975 床からの感染防止に配慮した宴席・会席の提供

1593 岐阜県 鳥白湯ラーメン はらや 鳥白湯ラーメンはらや

1594 岐阜県 豊駒 テイクアウト窓口の新設、三密回避のためのテラス席改修

1595 岐阜県 ギャラリー楓 古美術品・古絵葉書・紙物んど宅配買取専門に特化した事業

1596 岐阜県 株式会社ファーストステージ 3200001028067 内臓活性化で次世代痩身と免疫力アップのセルフメニュー開発

1597 岐阜県 凪の木 オンラインヨガ教室を開催するためのECサイト制作

1598 岐阜県 株式会社ＣＯＭＢ 7200001022727 非接触型完全プライベートサロン事業

1599 岐阜県 有限会社緑屋老舗 8200002017634 ポストコロナを踏まえたECサイトリニューアル事業

1600 岐阜県 はせ工房 組み立て家具の商品化とネットショップ開設による非対面家具販売
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1601 岐阜県 株式会社集治グループ 1200001032541 感染拡大防止の為、対人接触の減少を目的に会計及び個室の設置

1602 岐阜県 めだか釣具店 自動販売機導入で無対面販売化による感染リスク低減事業

1603 岐阜県 吉田ヒデヒト農園 ウェブサイト構築による非接触型販売の強化と新商品開発事業

1604 岐阜県 魚邦 創業100年超の伝統の味、通販サイトで全国へお届けします

1605 岐阜県 株式会社杉口プレス工業所 8200001015135 金属プレス工場の自社製品ECサイト構築と組込のためのHP制作

1606 岐阜県 おさんぽ日和 館内収容人数減で「密」を避けるための客室改修事業

1607 岐阜県 株式会社アヤクモ 6200001038170 独自サイトのネット通販による地産商品の販売

1608 岐阜県 エステティックルームTIARA 非接触機器導入による非接触メニュー確立・販路開拓・満足度向上

1609 岐阜県 株式会社あおぞら建匠 9200001012379 障碍者向け住宅リフォーム・販売という新領域の開拓

1610 岐阜県 株式会社ＧＳ．ＣＲＥＡＴＩＯＮＳ 7200001036297 自社オンラインサイトを制作し販路を拡大する

1611 岐阜県 ＨａｐｐｙＨａｐｐｙ８ 刺繍工程の内製化によるオーダー商品の供給体制構築と販売強化

1612 岐阜県 アクライズ 卸売り機能を実装したＥCサイトによる新たなる顧客開拓事業

1613 岐阜県 株式会社Ｄ−ＪＡＰＡＮ． 4200001037158 ポストコロナにむけたオンラインドローンスクーリングの開発

1614 岐阜県 株式会社食育カンパニー 6200001038187 オンラインレッスン拡大のための直営校講師獲得と子育て支援

1615 岐阜県 安藤音楽教室 コロナ禍の発表会における密を回避した開催方法の取り組み

1616 岐阜県 ＳＨＥＲＰＡ 感染症対策のためのセルフ式ロッカーと常時換気システム

1617 岐阜県 あおい相続・会計事務所 動画を活用した非接触型顧客対応及び企業内動画マニュアルの作成

1618 岐阜県 株式会社Ｇ‐ＮＥＥＤ 7200001038319 世界に一台だけのカスタムカーを生産・販売するECサイトの構築

1619 岐阜県 Ｃａｆｅ サンポ 対人接触機会の減少と事業継続に向けたテイクアウトメニュー事業

1620 岐阜県 株式会社トライアングル 9200001032336 感染防止のためのオリジナル商品のネット販売事業

1621 岐阜県 有限会社ＳＫＵ 7200002022841 チャーガ茶の販売サイトの制作・広報誌への搭載による販売促進

1622 静岡県 株式会社アシウエル 5080101020736 オンライン問診システムの広報を可能としたECサイト構築

1623 静岡県 有限会社東武クリエイト・タケダ 8080102001113 予約制とオンラインを併用した体験型ショールームの設置

1624 静岡県 Ｃｏｎｃｈｅ 新パッケージおよびオンラインBtoBシステムの開発と店内改装

1625 静岡県 駿河淡水株式会社 7080001013978 自社ECサイト構築による非対面鰻販売の推進事業

1626 静岡県 やまはち園芸 非対面販売の開設と感染防止対策による事業継続に向けた取組

1627 静岡県 株式会社ナナクレマ 4080001019391 非対面を中心とした就活マッチング事業の構築

1628 静岡県 西岡屋 電気工事屋による新たな抗菌コーティングの事業開始と広報の展開

1629 静岡県 株式会社Ｍ・Ｔ・Ｃ・Ｗ 3080001018171 受発注システムとチャットボットで顧客対応をオンラインシフト

1630 静岡県 リラクゼーションサロンＲＩＮ 非対面型セルフ脱毛計画による販路開拓

1631 静岡県 美容室ショウケース 通販システムを活用した美容商品の非対面販売売上増加計画

1632 静岡県 ＪＬＢＡローフードスクール清水南校 オンラインを活用した、ローフード講座の提供と販売。

1633 静岡県 株式会社エム・アイ・エス 4080101006414 対人接触機会の減少を目的とした、焼き鳥の「惣菜販売」の導入

1634 静岡県 有限会社中島わさび漬製造所 1080102018469 娘たちへ自信をもって継承わさび漬普及事

1635 静岡県 合資会社三角屋商店 2080103000375 ECショップ開設による対人接触機会の減少と売上のV字回復

1636 静岡県 有限会社ペンション弓ケ浜 5080102021519 玄関及び客室ドアの電子キー化による接触の低減計画

1637 静岡県 カラオケ喫茶 優 カラオケ喫茶からcafeへの転換と手作りテイクアウト商品販売

1638 静岡県 株式会社きたがわ宝石 4080001001168 モール型ショッピングサイト出展による新たな販売チャネルの創設

1639 静岡県 合同会社アイビーシー 5080003001727 システム導入による予約一元管理(対面接客&ウェブセミナー用

1640 静岡県 有限会社花工房きつね小屋 6080402021011 冷蔵ショーケースの導入による非対面化に向けた新サービス展開！

1641 静岡県 株式会社サンアイ電工 6080101015330 デザイン性と取り入れた防災・防犯システムの開発と販路拡大事業

1642 静岡県 株式会社ａｒｔｉｓａｎ 4080401021105 サイネージを用いた非対面サービスによる集客・顧客満足度向上

1643 静岡県 株式会社創造舎 9080001011055 withコロナの人宿町まちづくり事業

1644 静岡県 有限会社トウワンフーズ 5080102002551 本格中華料理をご家庭で満喫出来るテイクアウトシステムの導入

1645 静岡県 有限会社Ｖｉａ 1080102005129 完全非対面型婚活コンサルティング付きマッチングサイトの構築

1646 静岡県 ＡＬＣ 施術者を専門としたオンラインでのセールスライティングサポート

1647 静岡県 有限会社サンルート・トーカイ 6080102001544 カイロプラクティック院におけるオンラインサービス事業

1648 静岡県 有限会社旅館開発企画事務所 1080402009028 【有限会社旅館開発企画事務所】ECサイトの構築による対象顧客

1649 静岡県 ウッズ株式会社 4080001023377 クオリティの高い焼き込みタルトの開発とＷＥＢストアによる販売

1650 静岡県 おうちごはん まんさく 個室専用フロアの新設による安心安全な食事環境の提供

33



＜重要＞

№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和２年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞第1回受付締切分採択者一覧

採択と同時に交付決定となる事業者は、Jグランツからお送りする「採択通知書」の次ページ以降に「交付決定通知書」があります。

「交付決定通知書」がない事業者には、別途、補助金事務局から申請内容に関する確認・修正依頼等の連絡をメールでいたします（2021年7月5日(月)以降）。

修正・再提出していただいた後、補助金事務局で内容を審査し、交付決定を行います。

1651 静岡県 クリーニングのマイン掛川店 来店での接触を軽減する宅配クリーニングと家庭用品新メニュー

1652 静岡県 有限会社ワイズホーム 1080002016465 自宅に居ながら学べる！オンライン相談会

1653 静岡県 株式会社ふじさん企画 2080101018832 【初挑戦】非接触型営業を前面に出した業務プロセスの確立！

1654 静岡県 大谷草平意匠設計室 コロナ渦に対応した販売方法の構築

1655 静岡県 カウル 輸出業オンラインコンサルティング拡大事業

1656 静岡県 株式会社ＲＩＮＧＯ Ｃｏｍｐａｎｙ 3080001012587 ポストコロナに対応したオンライン販路の創出

1657 静岡県 株式会社フォースワン 5080401009520 オンライン環境の整備による非対面式ワンストップサービスの提供

1658 静岡県 bar bourbon 広間の少人数席化による感染症リスクに対応した収益回復事業

1659 静岡県 株式会社アールテック 8080401000113 医療デジタル画像クラウドネットワークシステムの事業化

1660 静岡県 田京ビジネスクリエーションセンター 森の中セミナー事業（屋外会場方式ビジネス支援セミナー）

1661 静岡県 株式会社ＫＹＯＫＥＮ 9080001020659 営業支援システムによるリフォーム商談から契約までの非対面化

1662 静岡県 こころのとびら 「起業家向け支援サービス」の情報発信の非対面化の実施

1663 静岡県 喫茶ん 三密回避のためのテイクアウトメニュー開発及びテラス席増強

1664 静岡県 有限会社酒のすぎむら 5080402018231 移動販売をきっかけにECサイト利用増で感染抑止。買い物弱者支

1665 静岡県 株式会社ＫＡＭ Ａｇｅｎｃｙ 1080001023124 感染リスクを抑えた安価で健康増進を実現する一人専用ジムの開設

1666 静岡県 篠原伸徳 【篠原伸徳】デジタルデータを活用した非対面商談の導入

1667 静岡県 株式会社ダモンデ 3080001022702 株式投資型クラウドファンディング専門の株式管理アプリの開発

1668 静岡県 株式会社ＦＯＵＲＮＩＥＲ 4080001019796 オンラインによる施術紹介と販路の創出

1669 静岡県 有限会社アルファ 6080402017901 安心感を抱くオンライン授業ＰＲ用のプロモーション動画の制作

1670 静岡県 株式会社ＴＥＣ・ＡＲＴ・Ｌｉｎｋ 7080101016781 静岡県富士市で初の育毛・発毛ができるプライベートサロン

1671 静岡県 有限会社藤井建設 6080102021872 オンライン会議システム導入周知のための広報活動強化

1672 静岡県 秀玲華株式会社 9080001012210 安心安全な国内産の業務用点心と台湾惣菜・茶を個人向けに販売

1673 静岡県 ｍｍａ ｆｉｔｎｅｓｓ ｃｏｚｙ キックボクササイズジムの消毒、及びオンラインレッスン提供

1674 静岡県 エムアイ電機株式会社 7080401023148 営業支援システムを活用した人員確保と業務プロセス非対面化

1675 静岡県 株式会社駿府匠宿 4080001024004 匠宿のオープンテラス事業

1676 静岡県 株式会社キマルスペース 5080001019770 非接触型で安全安心の無人作業工法

1677 静岡県 トーワ社会保険労務士・ＦＰ事務所 ホームページによる集客体制構築

1678 静岡県 ＦＧトラスト株式会社 3080401024406 ご家庭に美味しいを届ける！新鮮魚介類販売の EC サイト制作

1679 静岡県 斎藤浩利 顔認証システムによる非接触及び高齢者見守りドア設置

1680 静岡県 株式会社ミンナノチカラ 7080401024708 お茶サプリのネット販売

1681 静岡県 株式会社エスプロジエ 7080001021213 児童福祉事業の非対面型ビジネスモデルへの転換と顧客獲得

1682 愛知県 株式会社鳥板 7180301031356 ドローン導入による現場調査・確認作業の省人化とオンライン化

1683 愛知県 大ナゴヤツアーズ実行委員会 非対面で東海エリアの魅力を楽しめる小売商品開発・ECサイト構

1684 愛知県 有限会社チャイニーズ・レストラン・ウエイ・ウエイ 5180002066604 安心空間づくりによる顧客獲得

1685 愛知県 株式会社ワコー 5180001092163 ECサイト構築とオンラインカウンセリング

1686 愛知県 Ｅｐｉｃｙ オンライン上での健康情報提供とスープ販売

1687 愛知県 Ｃａｆｅ＆ＢａｒＬｉｔ コロナ禍で事業継続を図るための店内飲食に代わる移動販売車導入

1688 愛知県 有限会社ウィズビズインターナショナル 5180002048858 オンラインで親子で学べるカルチャーコース新設と、その告知宣伝

1689 愛知県 有限会社五圓弥 4180002076307 郊外店にも勝機あり！個室新コース料理で少人数飲み会獲得計画

1690 愛知県 株式会社マザーリーフ 5180002057818 ITを活用した元客室乗務員等による研修サイトの構築と顧客拡大

1691 愛知県 有限会社浅野木工所 8180002010633 おうち時間で大活躍、自社オリジナルドラムスティック開発・販売

1692 愛知県 ヴィゴラ株式会社 9180001055001 オンライン英語学習コーチング導入による新販路開拓事業

1693 愛知県 有限会社オオマエデザイン 3180002048703 非接触に対応した料理プロモーション制作の構築

1694 愛知県 株式会社みらいコンサルティング 3180001133869 診断サイトの作成で非対面サポート及び IT 導入促進

1695 愛知県 株式会社アダチ 4180001021453 自社ECサイト構築による新規販路開拓事業

1696 愛知県 株式会社トリックス 5180001077494 商談・セミナーのオンライン体制の構築による販路拡大

1697 愛知県 サプール オンラインアパレル商談サービスのためのスタジオ整備

1698 愛知県 有限会社エヌ・エイ・エス 4180002073452 WEB注文によるテイクアウト事業の効率化・売上UP計画

1699 愛知県 株式会社オオツキ 2180001099252 オンライン見積りと顧客管理強化による元請塗装工事獲得計画

1700 愛知県 海海ラーメン稲沢治郎丸店 安心 安全 新たな時代の夜鳴きソバ
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1701 愛知県 株式会社ＴＨＥ ＣＯＭＰＡＮＹ 3180001116122 那古野店テイクアウトコーナー設置による新規需要の掘り起し

1702 愛知県 株式会社プラマン 6180001107721 テイクアウト強化、調理作業効率化による新型コロナサバイバル

1703 愛知県 ＨＢインターナショナル株式会社 9180001089016 オンラインによる英会話レッスン新サービス提供で新たな市場開拓

1704 愛知県 有限会社アッシュ 9180002055438 花のサブスクリプションでイロトリドリのライフスタイルの提供

1705 愛知県 まりんこまりんご リアルタイムオンライン店舗営業とコロナ禍のオーダー品拡充

1706 愛知県 株式会社キコウ技建 1180001143523 建築現場における案件の施工進捗の見える化システムの構築

1707 愛知県 株式会社トタニ合金 6180001096840 生産計画の見える化とテレワーク環境の整備、試作品製作事業展開

1708 愛知県 リュウケイミュージックネット ミュージックプログラミング教室の全国展開と指導者組織の構築

1709 愛知県 有限会社元清 2180302016006 「ものづくり王国愛知」の立地を生かしたワーケーション拠点整備

1710 愛知県 みぞぶちや 移動販売とプロモーション強化のための実演販売で販路開拓

1711 愛知県 宇佐見会計事務所 非接触型オンライン開業支援とウィズコロナ型のお店作り支援

1712 愛知県 シンエイトラベル株式会社 4180301005858 旅行商品と全国物産販売ECサイト設置で非対面型ビジネス再構築

1713 愛知県 ニシキ株式会社 2180001007108 高齢者でもらくらく！日用品の通信販売＆配達サービスの開始

1714 愛知県 株式会社ライフリノベーション 1180001108113 キノシールド加工オンライン見積相談システム構築

1715 愛知県 株式会社ＤＨｏｒｓｅ 6180001144335 オンライン営業代行の周知とIT活用による経営の非接触化計画

1716 愛知県 株式会社キハラノ 6180001135020 ネットで自動見積！インターネットを活用した営業活動

1717 愛知県 Ｖｉｓｉｏｎ Ｃｒｅａｔｉｖｅ オンラインフォトグラファによる写真撮影の完全非対面化

1718 愛知県 Ｍｉｘフードサービス株式会社 8180001135860 産婦人科ごはんで培った自慢の味をキッチンカーで販路拡大！

1719 愛知県 ワンダフィレ株式会社 9180001137765 キッチンカー事業によるイートイン売上低迷のカバーと地域活性

1720 愛知県 ＭＵＳＥ本山 『コロナ禍でも安心して綺麗になれる、訪問美容事業』

1721 愛知県 キャリアギフト コロナ禍でも安心なオンラインキャリア支援環境の新規構築事業

1722 愛知県 salon favori おしゃれ迷子の女性に向けたオンライン診断の販売促進事業

1723 愛知県 合同会社西春事務器 4180003014645 文具店によるＩＴ技術を活用した地域教育の貢献と情報発信

1724 愛知県 株式会社ＳＩＮＨＡ 9180001133731 自社開発デジタルカルテシステムを販路拡大するための宣伝広告

1725 愛知県 おたずね鍼灸院 接触機会を減少させ感染拡大阻止し新たなビジネスサービスを開拓

1726 愛知県 株式会社エムスリー 1180001061394 店の味をそのままテイクアウトで提供 コロナに負けない店作り

1727 愛知県 株式会社ＴｅａｍＰｒｅｓｓｏ 5180001138024 コワーキングスペース運営システム「CoWorkers」

1728 愛知県 ナギ接骨院 非接触環境の強化と、新サービス導入で地域密着型接骨院へ

1729 愛知県 キッチン トト テイクアウトを拡充させ、対人接触機会の減少と事業継続を図る

1730 愛知県 株式会社ＳＯＵＬＩＮＣ． 4180003014884 オンライン輸出販売事業の新たな取り組み。

1731 愛知県 合同会社堅翔 8180303004417 配食弁当サービス開始による売上回復の取組み

1732 愛知県 株式会社綜合インテリアマルヰ 2180001017123 HPリニューアルによるリフォーム工事件数増加の取組み

1733 愛知県 株式会社ザ・ガーデン 7180002058178 非対面でサービス提供が可能な機器導入による新たな挑戦

1734 愛知県 かとう接骨院 個室化と非接触型予防トレーニングで、対人接触機会を減少させる

1735 愛知県 株式会社みどりや 2180001092728 明治創業の老舗菓子店によるネット通販サービスの開始

1736 愛知県 ネクストスタイル 厨房内の密解消と安全な飲食環境提供で安心して楽しめる焼肉店へ

1737 愛知県 有限会社梨花 9180002009030 新たなテイクアウトサービスと環境整備

1738 愛知県 すばる珈琲店 千秋店 販路拡大！オリジナル焙煎豆を珈琲好きな人に安心安全に販売

1739 愛知県 輝整骨院 安心安全な施術所づくりと販路拡大のための新商品開発

1740 愛知県 知多セントラルシステムズ株式会社 5180001091850 自動販売機で自社ブランドアイス販売による、非対面事業への強化

1741 愛知県 株式会社Ｋʼｚオート 9180001109327 非対面型ビジネスを推進した自動車修理工場を目指し新規開拓

1742 愛知県 株式会社ジェー・ピー・エヌ 8180001012309 セミナー・研修等の動画配信を中心としてネット社会への対応

1743 愛知県 犬飼建設株式会社 1180001006077 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

1744 愛知県 株式会社クリート 8180001028040 得意先（美容サロン）の為のBtoBtoCサイトの構築

1745 愛知県 株式会社ライフスタイル・ウーマン 5180001106237 新規デジタルコンテンツの開発と広告宣伝

1746 愛知県 カイロプラクティック大府院 女性カイロプラクターによるオンライン指導で自律神経改善

1747 愛知県 ハンズアンドサプライ株式会社 7180301028518 非接触型商談システム導入によりエクステリアの新たな提供！

1748 愛知県 アクエリア おうち時間を癒すための『サンゴのアクアリウム』 を通販で拡販

1749 愛知県 株式会社Ｌｉｎｏ 9180301031379 ECサイト構築によるネイル用ジェル販売の開始

1750 愛知県 株式会社巧真 3180001127152 専用WEBサイト作成によるネット通販事業の拡大でV字回復
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1751 愛知県 春月 テーブル席の個室化とテイクアウト開始の新サービス開発事業

1752 愛知県 有限会社高山陶園 6180002086130 対面を極力減らすQRを活用した商品・企業紹介の映像ツール作成

1753 愛知県 株式会社ユニクス 4180001134305 通販サイトを制作し、通販での動画サービスの販売

1754 愛知県 有限会社アイナン産業 4180002085761 非対面でも卵は売れる！自動販売機の再生利用による利益向上策

1755 愛知県 株式会社アリエス 3180001108689 アフターコロナも見据えたセルフ痩身サービスで売上アップに挑戦

1756 愛知県 株式会社プラスワン 5180001116228 「エコメモノベルティ」のIT見積もりで非対面営業を!

1757 愛知県 株式会社ネイキッドライフ 6180001130426 WEBを使った非対面営業強化でパッケージ案件の獲得を目指す！

1758 愛知県 まなびの旅行舎manarico オンラインセミナーのコンテンツ企画及びウェブサイト構築

1759 愛知県 株式会社伊藤商事 6180001096931 オンラインレッスンとＷＥＢサイトリニューアルで新規顧客獲得

1760 愛知県 株式会社ネイルサロン藍ｒｉｓｈ 2180001130891 伝統工芸ネイルの米国など海外本格進出のためのプロモーショ

1761 愛知県 株式会社ＬｏｖｅＬｅａｆ 8180001124517 新たな非対面販路開拓のためのオンライン受注システムの導入

1762 愛知県 株式会社Ｋ＆Ｍ 2180001128647 ホームページによる非対面集客の増進と宅配ボックス取付

1763 愛知県 有限会社久田酒店 3180002059460 感染拡大防止のための久田酒店オンラインショップ立ち上げ事業

1764 愛知県 笑筆工房 自宅で気軽に受講できるパステル・筆文字アート動画講座の提供

1765 愛知県 株式会社プラティ 6180001050153 STAY HOMEでも当店が選ばれるECサイトの構築

1766 愛知県 有限会社らんぐ 5180002008754 外国人向け日本語能力試験N4オンラインコース開発・販売

1767 愛知県 合同会社大須Ｎスタイル 7012403003200 対人接触機会を減少させるために入居者の内見を仕組化

1768 愛知県 株式会社アジャストプランニング 3180001104457 「オンライン×業務効率化」ＩＴコンサルティング強化事業

1769 愛知県 有限会社新空調 8180002059844 EC構築とモバイル最適化でインサイドセールスと採用強化

1770 愛知県 株式会社エヌズガーデン 6180001121342 鮮魚を用いた惣菜店への業態拡大による売上アップと新規顧客獲得

1771 愛知県 株式会社メイプルマーケット 8180001144548 下請けから脱却！独自ECサイトによる自社商品直販と新規顧客獲

1772 愛知県 繁盛家 大部屋の個室化とデリバリーへのチャレンジで非接触ビジネスへ

1773 愛知県 有限会社伊藤ボデー 1180002054538 ポストコロナに向けた動画マーケティングによる顧客獲得

1774 愛知県 染と呉服とみたや 呉服店が挑む移動販売車を活用した見込客への提案による販路拡大

1775 愛知県 弁護士法人たいよう総合法律事務所 9180305008605 非対面型法律相談及びＨＰ上での情報提供サービスの導入

1776 愛知県 株式会社ホクト 4010501029970 プル型営業による炭酸化粧品の通販売り上げ拡大を目指す取組

1777 愛知県 株式会社Ｌ−ＳＴＡＧＥフードサービス 2180001134744 EC サイト実装によるデリバリーサービスの実施

1778 愛知県 株式会社辰屋 2180301011172 自社ブランド商品の販売強化と非接触型販売に向けた体制の構築

1779 愛知県 稲沢アウトソーシング合同会社 1180003018616 オンラインツールを活用した地域密着型内職受注サービスの構築

1780 愛知県 株式会社三稜商会 6180001139863 『キッチンカーグルメパーク瀬戸』感染防止対策強化と販路拡大

1781 愛知県 高村千加 ECサイトによる美容液通販とセルフエステの新サービス開始

1782 愛知県 株式会社エクウス 6180001090348 非対面サービス強化のための通販サイトリニューアル

1783 愛知県 有限会社青木商店 2180002057382 オンラインでテイクアウト予約！居酒屋惣菜で家庭の食卓に彩りを

1784 愛知県 株式会社オートブティックマルヰ 8180001016301 HPリニューアル及びECサイト構築による販売台数増加の取組み

1785 愛知県 エルク HPによる個人宅工事獲得とIT活用による非接触経営の実現計画

1786 愛知県 株式会社ティッシュ 5180001103317 完全個室でコロナを乗り切ろう！！

1787 愛知県 株式会社ライフ・フロー 8180001068904 ヴィズコロナ時代に合わせた非対面動画内見サービスの開発

1788 愛知県 株式会社幸蝶 6180001127661 ECサイトから沢山の方に美味しくて安心なスイーツを届けたい

1789 愛知県 志創醒研究所合同会社 4180003016393 コーチングコンテンツ活用によるオンライン集客の強化

1790 愛知県 株式会社ハーボック 1180001039779 地域みんなが発信者として毎日参加きる情報交流サイトの構築

1791 愛知県 株式会社神戸講師会 7180001115632 HP改修でオンライン個別指導をPR！地域を超えた生徒獲得へ

1792 愛知県 株式会社高沢電化 1180301001554 赤外線ドローンを使用し対人接触を減らした新サービスの開始

1793 愛知県 株式会社Ａｃｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 2180001117897 全国の家庭に健康と笑顔を！馬肉卸業者が挑む食品通販事業

1794 愛知県 有限会社アール 5180002034296 有限会社アール

1795 愛知県 合同会社スタジオアズワン 6180003017233 コロナ渦でニーズ急増！フォトウェディング事業への参入

1796 愛知県 Ｍａｎａ Ｐｕｎａ 親子で楽しく学ぶモンテッソーリ流オンラインキッズダンス

1797 愛知県 合資会社スリーエスカメラ店 3180003000340 ECサイト開設による販路拡大と安心安全なスタジオ環境構築

1798 愛知県 株式会社マルゲンマテリアル 4180001132556 建設現場用品需要に対応した自社ＨＰ改築等による非対面営業強化

1799 愛知県 有限会社福井設備 8180002057385 ブランディングによる競争力向上 飲食店の勝ち組になる！

1800 愛知県 株式会社ラグラックス信和 2180001041833 自社ＥＣサイト「礼服喪服レンタル110番」による事業再構築
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1801 愛知県 株式会社ＩＣＨＩＮＡＲＵ 1180301034158 造園＋抗菌！非対面で見積・契約・作業完了まで一貫サービス構築

1802 愛知県 株式会社ゴールデンデイズ 5180001133768 トレーニングルームの分割による 感染リスクの低減と経営の改善

1803 愛知県 シェリーメイ ＥＣサイトでテイクアウト・デリバリーの開始と感染対策強化

1804 愛知県 株式会社スニップス 7180001070811 予約サイト制作とセルフセットコーナー造設で感染リスク低減

1805 愛知県 Ｌｉｎｏ オンライン講座導入による新規顧客獲得と失客率の引き下げ事業

1806 愛知県 株式会社アクシス 8180001126579 コロナ禍における営業コミュニケーションツール活用とリモート化

1807 愛知県 株式会社日新 4180001013087 目利き力で勝負！パーソナルギフトのオンライン販売

1808 愛知県 株式会社ＪＥＤ 6180001109395 当社ブランド「DesignWALL!」のＤＸによる販路開拓

1809 愛知県 株式会社ユノ 9180001115093 オリジナルピザ生地玉をECサイトで販売する

1810 愛知県 有限会社ハヤマクリーナー 8180302017089 顧客と従業員を守る新しい清掃スタイルの実現

1811 愛知県 株式会社ＷＩＴＨＷＩＮ 5180302016390 宅配・ケータリング事業拡大に向けた宅配専用自社サイトの作成

1812 愛知県 有限会社プロスパープロジェクト 1180002042121 ＤＸによる非接触ビジネスモデルへの転換で競争優位性を確立する

1813 愛知県 プラーナ整体院 アフターコロナに対応した新メニューのＰＲツール作成と整備

1814 愛知県 株式会社ＦＡＬ 9180001143581 ITの活用による対面リスクの低減と合理化、販路拡大、売上増

1815 愛知県 合同会社Ｍʼｓオフィス 7180003019955 オンラインセミナーによる事業拡大とオンラインコンサルティンク

1816 愛知県 スマイルプラス合同会社 4180003014967 ポストコロナ時代の新しい需要に向けた新サービスの提供

1817 愛知県 株式会社プラスギス 2180001105043 コロナ禍における「新しい芸術鑑賞会」の提案と周知促進

1818 愛知県 株式会社玉響 6180001127678 はんなり系ラーメン店の「テイクアウト、感染防止」強化計画!

1819 愛知県 株式会社ＥＶＡＮＥＳＳ 3180001137960 WEB 配信によるセミパーソナルトレーニング事業の展開

1820 愛知県 株式会社ヴァロリス・デポ 9180001067442 雨水タンクのＥＣ比率を高め普及を促進！

1821 愛知県 株式会社晃成 2180001059891 専門調理機導入によるテイクアウトの本格開始と注文サイトの構築

1822 愛知県 株式会社ＳＡＴＩＳＦＹ 6190001023785 オンラインで受けられるトレーニングコースの拡充！

1823 愛知県 シンスタイル 「非対面でスタイル調整」ITによる個別指導や動画配信の提供

1824 愛知県 絆スタッフ株式会社 1180301033812 データベース電子化とWEB経由問合せでの人材派遣営業の非対面

1825 愛知県 輝−きらめき− ネット販売およびリモートエステとＩＴ導入による経営の非接触化

1826 愛知県 株式会社建築工房ｓａｋｕｒａ 3180001123465 オンライン内覧と電子契約の導入によるビジネスモデルの非対面化

1827 愛知県 株式会社ゴーフォワード 5180001136093 販路開拓！HPフルリニューアル、通販体制構築で認知売上アップ

1828 愛知県 アオバクリエイツ 対人接触機会減少を目指した新たなオンラインサービス開発事業

1829 愛知県 有限会社シャフト 8180002056742 デザイン力を活かしたオリジナル雑貨開発・ECサイト販売

1830 愛知県 ＩＤＥＡ株式会社 1180301031782 オンライン商談とHP活用による独自性ある糸の取引加速戦略

1831 愛知県 マネジメント株式会社 3180001115363 オンラインセミナーの実施に向けたwebサイト制作＆チラシ配布

1832 愛知県 株式会社ｅｎｕｆｉｃ 3180301031153 低価格で質が良い！自社開発した施術用クリームのオンライン販売

1833 愛知県 菊田法律事務所 弁護士による「家庭円満！オンラインカウンセリング」

1834 愛知県 株式会社Ｂ＆Ｓ 1180301033820 WEB配信によるトレーニング事業の展開とWEB集客

1835 愛知県 合同会社ＰＨＩＬＯＸ 3180003016171 感染リスク低減型のヘルスケア事業の開始

1836 愛知県 バリニーズサロンＭａｔａｈａｒｉ２ｎｄ セルフエステメニュー導入による対人接触機会減少と新規顧客開拓

1837 愛知県 株式会社サンヴオーレ 6180001077080 フェレナシリーズのデジタルカタログ作成で営業の非対面化

1838 愛知県 ａＲ コロナ禍の状況と脱毛ニーズを踏まえた脱毛機レンタルサービス

1839 愛知県 ミライオン 同期型オンライン研修と非同期型eラーニング研修の導入

1840 愛知県 株式会社グローバルフーズ 2180001139322 テイクアウト専用 WEB サイトと個室ブース設置

1841 愛知県 株式会社エスユーハウジング 4180001141458 リフォーム特化店舗の見積もりITシステム導入によるコロナ対応

1842 愛知県 株式会社織と染むらせ 7180001092418 ポストコロナ禍における日本伝統文化を継承するホームページ整備

1843 愛知県 コーヨー株式会社 9180001142518 動画Ｗｅｂサイト・オンライン予約システムの新設

1844 愛知県 ｉ．ｔｅｓ＋ 個人・企業対象のオンラインパソコンスクール設立

1845 愛知県 有限会社スタジオ・ビーンズ 5180002054559 動画撮影ビジネス導入と販促チラシ配布による地域の新規顧客獲得

1846 愛知県 手打ち 主水庵 調理工程改善によるニューノーマルな収益体質強化事業

1847 愛知県 パティスリー ケンニシオ ネット通販サービスの開始で「名店のガトーショコラを全国へ」

1848 愛知県 株式会社ＢＬＯＯＭ 2180001130561 非対面内覧サービスの実現による感染リスク低減と業務効率化

1849 愛知県 Ｓｐｉｃｅ ｉｔ ｕｐ ECサイトで新規顧客増、対人接触機会の削減と売上UPの両立

1850 愛知県 株式会社エムテイエイ 3180001057498 オンライン婚活マッチングサービスによる幸せと雇用の創出
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1851 愛知県 株式会社おさだ 1180301013780 対面販売と非対面販売の融合

1852 愛知県 有限会社ジャパン・ケミカル・インダストリー 2180002056707 非対面による清掃コーチングおよび洗剤の販売

1853 愛知県 カーコレクションワンズ ＥＣサイト構築及び試乗イベント実施による販路開拓事業

1854 愛知県 司法書士法人エベレスト 3180005017639 「相続登記」に特化した非対面サービス専用ＷＥＢサイトの制作

1855 愛知県 株式会社Ａｃｒｏ Ｌｉｆｅ 9180301033846 ＥＣサイトによる空調関連機器販売とリモート営業の取組み

1856 愛知県 名木施工株式会社 6180001021113 リフォーム業者による画期的集客システムによる非接触営業の実現

1857 愛知県 株式会社森田興産 5180301021879 全国のお客様の要望に沿った商品を届けるためのＥＣサイト設置

1858 愛知県 株式会社ＳｍｉｌｅＡｇａｉｎ 1180001117881 パソコン教室フォーネット オンライン教育と新規生徒入会促進

1859 愛知県 月見すし有限会社 7180002037842 テイクアウト事業強化のための生産設備強化と広告宣伝

1860 愛知県 情報通信設備株式会社 7180001050251 WEB サイト・IT ツールを活用した情報発信と低感染対策

1861 愛知県 アールズコンサルティング オンライン完結非対面サービスと移動オフィス化イブリッド事業

1862 愛知県 株式会社呑龍 1180301010381 手洗いの自動水栓による非接触型化と客室のシャワートイレ化

1863 愛知県 パートナーホーム株式会社 5180001111658 非対面方式による外構エクステリアの建築相談の仕組みを構築

1864 愛知県 ７カラーズ株式会社 9180001108130 対人接触機会を減らし、ECサイトの即日多件数発送の実現

1865 愛知県 有限会社アニス 4180002055418 感染させない。感染しない。感染する環境を作らない！

1866 愛知県 みよし司法書士事務所 成年後見・相続相談をもっと身近に！オンライン相談事業

1867 愛知県 有限会社マレ・オット 3180002039339 セルフエステ機材導入によるコロナ対策及び新規顧客獲得事業

1868 愛知県 株式会社エグゼスタイル 9180001120440 住宅リビング商品をネット通販により販路拡大

1869 愛知県 株式会社ＥＭＵ ＤＥＳＩＧＮ 7180001114782 デジタルプリントによるアート着物のECサイト販売

1870 愛知県 有限会社庭工房 7180002041951 オンライン相談実施に向けたホームページリニューアルとDM発送

1871 愛知県 株式会社プランタン山田 6180001120963 対人接触機会減少へEC花瓶販売

1872 愛知県 大田建設株式会社 9180001135281 完全非接触を実現！オンライン集客による草刈り事業の販売促進

1873 愛知県 華玉ｄｒｏｐｓ フラワー・ジェムエッセンス販売と講座のWeb化による売上拡大

1874 愛知県 ｗｏｏｄｗｏｒｋｓ時不知 SNSを基軸にしたオンライン家具ショールームの構築

1875 愛知県 株式会社トリータ 5180001143890 オンラインでコスト削減・業務効率化の実現！

1876 愛知県 合同会社ＯＮＥ 9180003014905 スポーツ好きが集うオンラインバーを開設！

1877 愛知県 ＬＯＶＥＡＲＴＨ 海洋スポーツのブランド化にむけた商品開発とEC事業強化

1878 愛知県 １０３ｇｏｕｓｈｉｓｔｕ オンライン予約販売サイトの製作と認知拡大施策の実施

1879 愛知県 +libero.hair labo セルフホワイトニングケアによる非対面型ビジネスモデルへの転換

1880 愛知県 株式会社ゼブランド 7180001109816 料理教室オンライン化によるコロナ対策と販路拡大戦略

1881 愛知県 日本ｓａｎｇｏ１５ 新しい生活様式に合わせ、非対面型パパママ育成構築販路拡大

1882 愛知県 たち接骨院 セルフエステ導入、自費治療強化、時間変更によるコロナ対策

1883 愛知県 めん処すずき 店外、店内お客様が自由に選ぶ安全で快適な飲食の実現

1884 愛知県 株式会社パイン・アール・フィールド 6180001053619 日本と海外をつなげるプラットフォーム「JAPENIA」の開発

1885 愛知県 株式会社アクト 6180301023610 リフォーム事業PR用HP作成及びECサイトによる販路開拓

1886 愛知県 株式会社ミウメイ 2180301028398 外装塗装、雨漏りはお任せあれ！非対面での営業活動の強化

1887 愛知県 株式会社めんや 4180001090300 鶴亀堂のお土産をショッピングサイトで

1888 愛知県 愛知ピュ・ア株式会社 8180001045754 自動販売機でオリジナルの珈琲豆を24時間年中無休で販売事業

1889 愛知県 有限会社イメージアップ 2180302000827 色彩心理の応用による外反母趾対応カラーパンプス販売事業

1890 愛知県 株式会社アンレーベル 2180001130727 【株式会社アンレーベル】瞬間冷凍機器を導入し全国配送事業

1891 愛知県 株式会社家計と住まいの相談所 1180001108286 顧客の不安を払拭したい！オンライン接客導入による販売促進

1892 愛知県 ビジネスファイターズ合同会社 8180003021010 個別オンライン教室への販路転換

1893 愛知県 マート株式会社 4180001134429 WEBサイト構築による新規販路の開拓、非対面型ビジネスの導入

1894 愛知県 株式会社千手 6180001110997 立会は別の部屋で！作業状況ライブ配信サービス

1895 愛知県 ｍａｒｉｉ 実績PRとオリジナルデザイン商材販売を可能とするサイト構築

1896 愛知県 創和水建株式会社 1180001086301 HP開設による新規販路の開拓、非対面型営業への転換

1897 愛知県 エムエーワン 採用、就職活動の非対面IT・オンライン化支援サービス

1898 愛知県 株式会社インテリア鈴幸 9180301023723 インテリアに特化したECサイトでテレワーク空間を支援する。

1899 愛知県 株式会社ツーアイランズ 5180301021581 オンラインコンテンツ・DVD開発と非接触顧客の獲得

1900 愛知県 株式会社キャリアント 1180301024670 在宅ワーカーの支援活用体制構築事業
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1901 愛知県 コトバノチカラ 中小企業を応援！自立型人材育成のためのオンライン社員教育

1902 愛知県 株式会社グローバルアスリート 2180001140643 元アスリートのための就職・転職サポート事業

1903 愛知県 株式会社ｏｎｌｙ ｍｅｅｔʼｓ 9180001121505 低感染対策のパーソナル空間工事と付加価値向上機械の導入

1904 愛知県 株式会社アイライフ 6180001082072 WEB相談用サイトの制作事業

1905 愛知県 結婚相談所 ｆｏｒ Ｍ 完全非対面サポートプラン「遠隔プラン」の作成

1906 愛知県 株式会社マゼンダ 6180001120030 【株式会社マゼンダ】唐揚げお持ち帰り専門店「⾧久手ブッチャー

1907 愛知県 プトゥプトゥ ポストコロナに向け個室化と予約制の導入で女性が安心来店事業

1908 愛知県 株式会社ティーアクエリアス 9180301024886 仕事から子供までネット環境トラブルの完全オンラインサポート

1909 愛知県 船橋設備株式会社 6180001083640 非対面で状況把握、安心してください、水のトラブル解決します！

1910 愛知県 株式会社名古屋贈答 5180001010760 オリジナルカタログからのネット注文で地域に根差すIT化

1911 愛知県 ＡＲＧ合同会社 2180003022352 オリジナルブランドとスポーツ用品のECサイトによる販売事業

1912 愛知県 ＴＨＥ ＳＨＯＰ 十二ヵ月 テイクアウト新商品開発による店内過密回避と売上の安定化

1913 愛知県 LIBERO DANCE&VOICE SCHOOL Webでの講師募集とフィットネススタジオの開設

1914 愛知県 株式会社ジャパンクオリティ 2180001143704 非対面でのHACCP・光触媒コーティングの提案および販売

1915 愛知県 株式会社ＤＥＦＩ 5180001125757 ポストコロナを見据えた個室化による用品販売と予約サイトの構築

1916 愛知県 デュオーレスポーツ ホームページ制作事業

1917 愛知県 株式会社グッドジョイ 1180001137616 オンライン商談および通販導入による清掃業の販売促進

1918 愛知県 タイヤショップマルミツ 感染予防に対応した待合室で車の整備を安全安心に！

1919 愛知県 株式会社ＫＯＹＵ 8180001060885 少ロット印刷物の提供をフレキシブルに対応する

1920 愛知県 サークレッジ株式会社 4180001090606 コロナ禍の状況に合わせた非接触の顧客対応と顧客データ連携化

1921 愛知県 株式会社一色美装 1180001136147 当社の独自ブレンド 塗料の EC 販売及び受注を行う

1922 愛知県 株式会社Ｋｅｙ Ｓｔａｙ 9180301029183 「地元を災時から守る！」感震ブレーカー屋のDX化、非対面営業

1923 愛知県 日本水環境事業株式会社 2180002070311 オンライン商談の確立による新事業（水道代削減システム）の拡大

1924 愛知県 アイエムメディカル株式会社 2180301017582 浄水器・除菌剤の非対面営業で、コロナに打ち勝つモデルの策定！

1925 愛知県 プレアープラント 顧客のニーズに応え、感染予防対策に最適なＥＣサイトの設置

1926 愛知県 株式会社トリニティーコンサルティング 6180001121680 名刺管理システムの新規開発による非対面型営業・対応の推進

1927 愛知県 Ｐａｕｏｌｅａ株式会社 2180301033456 キッチンカーを用いた移動販売による非対面ビジネスの構築事業

1928 愛知県 株式会社Ｇｏ Ｕｐ 3180001135782 軽自動車専門宅配型レンタカーサービスの販売促進事業

1929 愛知県 株式会社リアン 7180001142354 ホームページ開設によるオンライン見学会・相談会の実施

1930 愛知県 ＤＩＴＺＹ ＥＣサイト強化による非対面型ビジネスモデルへの転換

1931 愛知県 株式会社三方よし 5180301012358 西三河に特化したHPのリニューアルで非接触型の営業展開

1932 愛知県 南玲土木株式会社 5180001141837 オンライン商談への転換で、業績アップを実現する！

1933 愛知県 株式会社アルメディア 7180301002869 店舗とタッグを組み地元ブランドみかわ牛をＥＣサイトで全国販売

1934 愛知県 合同会社こころ手 3180303004215 オンライン施術で心身ともに健康を届ける

1935 愛知県 株式会社隼 5180001120832 コロナ感染防止用品EC販売の事業化による対人接触減少の取組み

1936 愛知県 株式会社Ｔ１ 3180001145600 感染拡大防止及び通信販売事業拡大のECサイト製作

1937 愛知県 株式会社タイヤサービス伊藤 5180001138767 ポストコロナ時代に合わせたSFA導入による受注プロセス刷新

1938 愛知県 株式会社中京スクエア 8180001117099 多角化で売上増を狙う為、キッチンカーで飲食業に進出

1939 愛知県 トゥデイワールドワイド株式会社 2180001068463 オンライン営業用動画の制作とWeb受注システムの構築

1940 愛知県 株式会社ＧＦ 3180001140527 自社ブランド『GRAND FIELD』創設による売上UP

1941 愛知県 Ｌｉｂｕｒ オンラインでバストアップケア！美人バスト事業の販売促進

1942 三重県 有限会社大阪屋 7190002008421 コロナ禍に対応した新時代割烹料理店へ！完全個室と感染対策事業

1943 三重県 株式会社相生亭 8190001010047 老舗料亭の本格和食をお家で楽しむ惣菜等のネット・卸販売強化事

1944 三重県 サロン ド ユキフラン 肌エステセルフサービス展開による販路開拓

1945 三重県 株式会社太陽 5190001023753 レベルの高いオンライン授業の確立と、周知による潜在顧客の発掘

1946 三重県 システム本舗えふ 密を避けつつ、高まる需要を取り込むオンラインレッスンの導入

1947 三重県 株式会社多湖農園 2190001022394 紫外線照射で作業を効率化・非接触化、苺の生産力＆売上アップ

1948 三重県 株式会社ＺＩＰＲＡＮＳ 4190001021155 感染症対策と経営体質の向上を実現するシステム導入

1949 三重県 株式会社えん 7190001019840 地域オンリーワンを目指す「発毛＆脱毛」サロン3密回避の取組み

1950 三重県 有限会社マイドソフト 7190002007118 ポストコロナに向けた付加価値の向上とテレワーク環境の整備

39



＜重要＞

№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和２年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞第1回受付締切分採択者一覧

採択と同時に交付決定となる事業者は、Jグランツからお送りする「採択通知書」の次ページ以降に「交付決定通知書」があります。

「交付決定通知書」がない事業者には、別途、補助金事務局から申請内容に関する確認・修正依頼等の連絡をメールでいたします（2021年7月5日(月)以降）。

修正・再提出していただいた後、補助金事務局で内容を審査し、交付決定を行います。

1951 三重県 健康支援ＢｏｎＡｐｐｅｔｉｔ 感染対策×健康度UP！すきま時間に学べるセミナー動画サービス

1952 三重県 ＩＮＧ株式会社 2190001027724 光触媒抗菌コーティング等の無料相談サービスと非対面型営業促進

1953 三重県 ひめんち 地域No1の焼鳥と美味い酒で幸せな「おうち時間」を！

1954 三重県 焼肉やくやく亭 やくやく亭の火はまだ消えない！！ECサイトでファンの囲込み！

1955 三重県 ｈａｉｒｓａｌｏｎ Ｃｏｚｙ 【鈴木康浩】コロナ後も活用出来る子供の空間の充実と新たな展開

1956 三重県 有限会社ブルースカイ 5190002018380 物件内見のオンライン化等、非対面チャネル整備で顧客接点を創出

1957 三重県 株式会社アサヒ住宅 3190001004367 アプリ・動画を活用した非対面展開による経営基盤の強化

1958 三重県 有限会社村幸 1190002014565 伊勢茶と地元に特化したパーッケージの開発とＨＰの新規開設。

1959 三重県 すこやか 100％WEBで完結！「ECサイト」と「オンライン健康相談」

1960 三重県 ヘアーサロン ヨシダ プライベートサロンへの店舗改装で顧客満足度向上事業！

1961 三重県 有限会社ウメザワ 7190002012919 自社ECサイト構築による売上増加と利益率向上事業

1962 三重県 株式会社いのさん農園 7190001004090 自社生産の果物及び地元の食材を利用した半屋外型飲食店の開業

1963 三重県 株式会社トリノスイッチ 7190001026861 オンライン住宅展示会・見学会の導入による対人接触減少の取り組

1964 三重県 次世代型個別指導塾夢現 映像授業システムの導入による感染防止対策の徹底

1965 三重県 クール 完全非接触！オンライン予約と感染防止対策セルフネイル講座開講

1966 三重県 山下ボディー 鈑金技術を活かした新規事業によりディーラー依存の経営から脱却

1967 三重県 shodai music オンライン完結型非対面サブスクリプション小規模キャンプ場

1968 三重県 株式会社貫じん堂 3190001019588 レーザー加工機導入による内製化と生産性向上及び新市場の開拓

1969 三重県 廣房打刃物店 「ＥＣサイト」を構築し、桑名の廣房刃物を全国へ販売

1970 三重県 永田洋家具製作所 生産体制強化とキッチンリフォーム提案でネット販売を主力に転換

1971 三重県 有限会社加藤商会 7190002011292 コロナ感染防止対策とネットを活用した非対面販売への取組み

1972 三重県 株式会社ベルティア 6190001027497 連射式ハイスピードメンズ脱毛＆セルフエステサロン

1973 三重県 有限会社婆娑羅 1190002009508 コロナ禍に対応！高性能自動シャンプー機導入で新サービス事業

1974 三重県 株式会社クリーンハート 7190001025590 地域ポータルサイトの制作と運営による非対面営業の強化

1975 三重県 Ｒスタイル社 Rスタイル社 絶好調代行

1976 三重県 宮原建設 作業効率向上及び人手不足解消のための機器導入

1977 三重県 牛タン 串 ななし 「亀山で唯一」の味を、宅配、テイクアウトでさらに広める

1978 三重県 株式会社Ｔｒｕｎｋ 2190001027708 熊野杉のリキュール「Mok」のオンライン販売及びPR事業

1979 三重県 株式会社三重アート 2190001003510 ホームページを作成し、ネット販売における市場販路の拡大

1980 三重県 株式会社カラダ元気 7190001027273 健康塾事業の強化！HPで新規集客

1981 滋賀県 多国籍鉄板屋台ＭＯＮＫＡＺＩ 本格的洋食のテイクアウトで地域のニーズに応える！

1982 滋賀県 有限会社オオミスタイル 6160002011239 医療用防護服の生産に係る設備導入

1983 滋賀県 成宮農園 非接触販売を実現するための、野菜無人販売機の設置

1984 滋賀県 株式会社ＰＩＳＴ 1160001015014 ポストコロナに向けた店舗整備と完全個室のセルフエステ事業展開

1985 滋賀県 こじま整骨院 スポーツ学生、愛好家に対するケガの早期回復セルフ治療の導入

1986 滋賀県 有限会社中村ホームガス 9160002009750 ＬＰガス無線通信装置による自動検針による販路拡大

1987 滋賀県 ブルーガーデン株式会社 7180001110617 冷凍パンのネット販売による新市場進出で新たな販路を開拓する

1988 滋賀県 株式会社メイク 8160001019628 新たなシステムを導入したデジタル戦略による生産性向上事業の為

1989 滋賀県 株式会社オルトテック 6130001056444 Ｓａａｓ型伝票管理ソフトで出社回数削減

1990 滋賀県 株式会社プラウドデザイン 3160001019277 営業支援システムでの対人接触減少と市場転換の取組

1991 滋賀県 株式会社ＭＮＫ 9160001014099 感染症対策非接触マンション事業

1992 滋賀県 ｊｉ−ｍｏ ｄｅｓｉｇｎ 設計事務所の接触機会の少ないサービスモデル構築とPR事業

1993 滋賀県 Ａ ｌａ ｍａｉｓｏｎ 小さな菓子店のネット販売による全国展開への挑戦

1994 滋賀県 土地家屋調査士法人とわのパートナーズ 6160005007358 自動見積システム搭載ＨＰで顧客と会わずに受注を強化！

1995 滋賀県 合同会社ワイユーフードシステム 2160003000871 対人接触機会を減らす近江牛のテイクアウト及び贈答品の通信販売

1996 滋賀県 リアン株式会社 4120901041267 オンラインを活用した新規顧客開拓と営業ノウハウ構築

1997 滋賀県 日成不動産株式会社 7160001006932 ＶＲ見学が出来る非対面型ビジネスコンテンツによる新規顧客獲得

1998 滋賀県 ＰＯＬＡ ＬＡＦＥＥＫ 個室化と非接触動線で対人接触機会減少を行いつつ事業を継続！

1999 滋賀県 たかだ司法書士・土地家屋調査士事務所 非対面対応ウェブサイトにより遠方からの新規顧客獲得を目指す

2000 滋賀県 株式会社谷與 2160001004940 アウトドアブランドの立ち上げとWEB販売による全国展開事業
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2001 滋賀県 有限会社Ｙａｂｅ ｏｐｔｉｃａｌ 3160002004708 屈折度測定装置のオートメーション化による対人接触機会の減少

2002 滋賀県 バルーンｅｉｇｈｔ８ SNSサービスをフル活用したバルーン販路拡大計画

2003 滋賀県 株式会社Ｂｕｉｌｄ１８０ 7160001022772 非接触サービスの安心を伝える新しい取り組み

2004 滋賀県 まる亀畜産株式会社 9160001022317 日本一の近江牛牧場直営焼肉店のテイクアウト部門効率化事業

2005 滋賀県 ｆｕｃｈｉｐｒｏ ｆｉｌｍ オンライン展示会で自社とお客様の事業を共に販路拡大！

2006 滋賀県 やました司法書士社労士合同事務所 非対面WEB相談により地域で一番の司法書士＋社労士を目指す！

2007 滋賀県 合同会社さとやま多賀 8160003001690 安心して利用できる1棟貸宿のWEB集客プロモーション事業

2008 滋賀県 株式会社人生最幸 1160001023108 サッカークラブの新しい営業獲得とオンラインによるチーム運営

2009 滋賀県 アイワークス 空き家管理メンテナンス事業と地域の住宅会社としての認知アップ

2010 滋賀県 ハレトケト ホームページ改修に伴う決済サービス拡充並

2011 滋賀県 あいむまいぺにー 新規顧客獲得及び販路開拓のためのバーチャルショップの構築

2012 滋賀県 有限会社ビーエムアイクリエイト 9160002002482 本出版とオンライン指導による非対面型ビジネスモデルへの転換

2013 滋賀県 保井修税理士事務所 コロナ禍で目指す温故知新の事務所づくり

2014 滋賀県 つぶなみ合同会社 3160003001828 機器監視遠隔化システム開発環境の構築及びオンライン販売推進

2015 京都府 株式会社ツークンフトホールディングス 6130001057426 EC 商品販売による新販路構築とスタジオ事業とのシナジー創出

2016 京都府 出上太郎 感染リスクを軽減する為茶室を拡張し安全な茶室環境を実現する

2017 京都府 コイルアンドレイン ネット販売用革製品製造のための工房新設及び新ブランド立上げ

2018 京都府 ラ プティ セヌ 真空包装機導入によるご自宅用本格フレンチのテイクアウト販売

2019 京都府 株式会社Ｒｅｌｉａｎｃｅ ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2120901035345 オンライン保険相談×オンラインセミナーで新規顧客獲得！

2020 京都府 海辺の宿 夕凪 ECサイト構築による新たなニーズの発掘と新規顧客獲得事業

2021 京都府 華串達 居酒屋さんのキッチンカーを活用した新しい販路開拓

2022 京都府 ベジサラ舎 新鮮野菜の宅配サービス

2023 京都府 有限会社隄染工 9130002016865 実用新案を活用した新商品開発！新ブランドの立ち上げ及びネット

2024 京都府 あさぎり特許商標事務所 チャット機能連携ホームページ開発によるオンライン商談サービス

2025 京都府 ｋｉｋｉｈａｉｒｓｔｕｄｉｏ ネットでの「美容関連商品販売とカット等予約＋写真受注の受付」

2026 京都府 タネマクヒトビト 城陽農育クラブ

2027 京都府 合同会社ＳＡＣＲＵＭ 1130003005354 非対面診療・施術の提供と予約システム導入及び WEB 販路開

2028 京都府 Ｃｏｎｎｅ 産後のママ向け商品・オンラインサービスの販促事業

2029 京都府 にじいろ合同会社 8130003004779 WEBサイトの構築及びSNSを活用した士業の新規販路開拓

2030 京都府 オンリーワンデザイン株式会社 4130001061974 撮影した写真を壁紙に！フォトクロスの提供による販路開拓事業

2031 京都府 合同会社ラウレアグリーンズ 1130003005503 エシカルヴィーガンな新商品とインターネット展開で顧客層拡大

2032 京都府 株式会社オートショップオクダ 5130001049861 お客様の移動ライフサイクルに合わせた提案型ビジネスの展開

2033 京都府 株式会社こづち 6130001013040 通信販売における金属探知機導入による取引企業拡大。

2034 京都府 株式会社茶六別館 8130001040553 料理旅館の味で元氣を届けるインターネット販売事業の確立

2035 京都府 ＫＩＮＡＲＩ ＦＩＬＭ オンラインビデオによる非対面型リモート商品撮影サービス

2036 京都府 民宿 砂の館 個室空間の提供と新スタイルのおもてなしにより事業継続を図る。

2037 京都府 有限会社豊明 4130002025689 お家時間で癒し感じる京友禅染め体験テディベアセット

2038 京都府 はるもに 対人接触機会減少に資するHP，ECサイト構築及び販路拡大

2039 京都府 マツダテキスタイル デジタル生地提案書による「オンライン商談・販売」事業

2040 京都府 有限会社コムス 1130002003730 ウイーンと日本を結ぶオンラインレッスンとクレジットカード決済

2041 京都府 株式会社アンドレスト 7130001066277 動画レッスン付きECショップの構築とブランド力の強化

2042 京都府 株式会社京都空間研究所 9130001031972 建築のプロによるセカンドオピニオンサービスとコロナ対策

2043 京都府 有限会社如意プロデュース 1130002001263 教育機関向け「芸術鑑賞＆ワークショップ」パッケージの遠隔提供

2044 京都府 有限会社松屋 8130002030859 店頭のみの販売からオンラインショップによる非対面販売への転換

2045 京都府 有限会社蔦屋久兵衛 4130002002341 ECサイト作成による新商品開発と非対面販路開拓事業

2046 京都府 株式会社ジェイエムユウ 6130001023485 店舗移転縮小・事務所拡大により非接触型販売システム開発

2047 京都府 コンセプトグラマー有限会社 2130002022250 ライブ配信機材の導入｜スタジオ用途拡充による利用増加を目指す

2048 京都府 有限会社朝日製粉所 1130002028587 米粉の新たな活用に向けた通販型ホームページの構築

2049 京都府 ヨガスタジオプラーナ オンラインによるヨガ教室およびヨガ講師認定事業の取組み

2050 京都府 野人 お客様の安全の為に低感染リスク型WEBサービスの開始
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2051 京都府 にしぶち工務店株式会社 7130001068686 VR内覧システムによる非対面での新築工事＆リフォーム事業

2052 京都府 株式会社齊藤クリーニング 3130001044749 インターネットによる独自技術のサービスを活かした収益拡大事業

2053 京都府 パイ＆カステーラ山崎屋株式会社 1130001057851 接触機会の低減・テイクアウト強化・商品拡充の為の環境の整備

2054 京都府 株式会社タナベ 9130001003344 抗菌・防臭サービスの新分野展開

2055 京都府 アンジー コロナ時代に合った空間除菌のある個室化された施術室

2056 京都府 Ｌａ Ｂｅｌｌｅ Ｖｉｅ 化粧品・ケア商品のオンラインショップの開設

2057 京都府 株式会社ＫＡＺＵテック 6130001067549 お家でコロナのストレスを癒す！大人のアートフラワー定期お届便

2058 京都府 純酒場ダンディダンディ テイクアウト事業立ち上げのための設備投資

2059 京都府 ｃａｆｅ Ｂｒｏｓ テイクアウトおよびデリバリーサービス事業への新たな取り組み

2060 京都府 ２１０ａｒｔｗｏｒｋｓ 210artworksのブランディング、販路開拓事業

2061 京都府 Ｇｏｏｄ Ｗｏｏｄ 建具職人のオリジナル商品をオンライン販売する事業

2062 京都府 バイク クロスロード ソロキャンプ事業を狙う、オーダーメイドリアキャリア制作販売

2063 京都府 美容室千のさくら こだわりの無添加商品のオンラインショップの開設

2064 京都府 有限会社Ｋ−ｎｅｔ 7130002021850 料理教室とECサイトで習って作る！みんなで作る薬膳文化

2065 京都府 エルコヨーテ メキシコ料理店ならではのコワーキングスペースの貸出

2066 京都府 勝栄株式会社 9130001017609 対人接触機会を低減する「きもの」販売ツールの製作

2067 京都府 中野真澄伝統医学研究所 チベット伝統医学の録画教材を用いたオンラインスクールの構築

2068 京都府 株式会社あってぃら 8130003003533 旅館業運営の経験を生かした旅館の写真及び動画撮影事業

2069 京都府 株式会社小林一工務店 1130001040221 撮影した写真を壁紙にする新サービスの提供による売上向上策

2070 京都府 株式会社トリートーン 9130001057992 ポストコロナに向けた健康増進プログラムと防災グッズの提供

2071 京都府 株式会社ティアレス 6130001056782 ティアレスクラブ・ティアレススクールのWebでの会員促進施策

2072 京都府 株式会社ＩＣＨＩインターナショナル 1130001025305 日本国内向けECのリニューアル及び越境ECによる海外販路開拓

2073 京都府 有限会社平岡商店 4130002002837 コンサルティング機能の強化とライブ販売の実施

2074 京都府 株式会社京都忘我亭 5130001062856 京都のこだわりの和雑貨をECサイトで構築し店舗中心からの脱却

2075 京都府 白川千佳 オンラインギャラリーから日本の美術を国内外へ発信

2076 京都府 株式会社託児託老・派遣サービスｇｒｅｅｎ 3130001060300 ワーキングスペース・交流スペース付き託児による利用者獲得

2077 京都府 株式会社みたて 5130001053599 オンラインを活用した、酒米オーナービジネス「朔」事業

2078 京都府 学伸アカデミー 新規顧客層開拓に向けた講座開設と塾内の安心安全対策の強化

2079 京都府 株式会社丸美屋 4130001018917 「落花生」の新展開！商品開発とネット販売による新規販路の獲得

2080 京都府 手づくり石けんの店ツクツク 石鹸専用自動販売機の活用と通信販売ギフトの拡充で売上アップ

2081 京都府 芋家なか吉 丹波産つくね芋を京都から全国へ、配達から発送への転換と拡大

2082 京都府 株式会社Ｂｎｔｗ． 7130001053449 非対面サービスの導入とSNS、オンライン展示会による宣伝

2083 京都府 株式会社パートナー 4130001050985 サプリメント業界への新事業進出のためのオンラインツールの導入

2084 京都府 林ふとん店 布団メンテナンス事業をインターネット活用

2085 京都府 株式会社シカタ 2130001017524 着物愛好者向け直接販売のための通販サイト開設と通販体制の確立

2086 京都府 有限会社石黒香舗 6130002015622 ECサイトの新たな販路開拓・感染予防対策の為の店舗改装

2087 京都府 株式会社グッドウエスト 2130001061679 非対面での商品説明用動画の作成

2088 京都府 株式会社ミズタニ 6130001011770 福祉車両コンシェルジュ

2089 京都府 Ｔｅｎｏｒ オンライン音楽教室から時差を越えレッスンを

2090 京都府 株式会社宮川 9130001022781 和刺繍の新商品開発とネット販売の構築により新規顧客獲得

2091 京都府 株式会社グローバルライン 5130001048987 店舗面積拡張、来場者数増やし利益アップ

2092 京都府 ｉＳ 心も体も美しく!人財コーディネータが取り組む女性向け美容

2093 京都府 Ｎｏｄｅ 「お茶とデザイン」美しいライフスタイルの提案

2094 京都府 株式会社龍村光峯 9130001050007 織物技術と職人さんを守る強力な非対面販売・受注サイトの作成

2095 京都府 株式会社構造機能科学研究所 5130001037131 オンライン販売強化を目的としたWEB販促ツールの開発事業

2096 京都府 Ｒｅｎｎｏｖａｔｅｒ株式会社 6130001062161 空き家オーナーへの非対面広報チャネル構築事業

2097 京都府 株式会社タイムヒル 8130001058587 音声言語認識ＡＩ必須の音声データ収集制作方法転換事業

2098 京都府 合同会社海の京都ｅ−Ｂｉｋｅｓ 7130003006677 自転車ナビアプリとGPSロガーを用いたセルフガイドツアー

2099 京都府 ＫＳメンテナンス WEB を活用した非対面営業システムの構築

2100 京都府 山口成織物 “西陣織をもっと身近に 世界に広げよう”プロジェクト
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2101 京都府 株式会社京のおだし 3130002013934 動画公開パーチャル化（見える化）による一般のお客様の獲得

2102 京都府 株式会社山泰 3130001048386 京都から全国へ！ECの体制構築によるBtoC販路の開拓・拡大

2103 京都府 株式会社梅組 7130001067011 中小建設会社の新しい営業の形の構築

2104 京都府 丸友鮮魚 日本全国どこでも丹後の魚をお届け！ネット販売で魚の魅力発信

2105 京都府 すいか庵オフィスケア オフィスケア店舗・検査環境セーフティシステムによる販路拡大

2106 京都府 リサイクル ミュウミュウ ネットを活用した中古コミック自社買取りWEBサイトの構築

2107 京都府 株式会社中林造園プランニング 4130001066412 リモート見積りを組み込んだHP作成による非対面サービスの導入

2108 京都府 有限会社井津美屋 8130002020661 大型冷凍庫の導入による非対面業態である卸売・ネット通販の強化

2109 京都府 株式会社エムテック 8130001045346 非対面商談促進と認知度の向上の為

2110 京都府 ＧＬＯＢＡＬ カスタムパーツのネット通販で更なる顧客獲得と売上増加を実現

2111 京都府 チーム・アドベンチャー株式会社 8260001010683 青空カフェでストレスケア事業

2112 京都府 株式会社サンワ 4130001014577 既存製品の他業種転用、新製品の販促

2113 京都府 加茂千 音楽やイベント、ゲームができる場所に特化した貸スペース事業

2114 京都府 京・街かど株式会社 7130001068488 非接触で迅速に、美味しい料理をお客様に届ける取組

2115 京都府 アンビシャス オンラインツールを活用した販路拡大と売上増を目指した新規事業

2116 京都府 有限会社ケィ・ワン 9130002031360 美容から健康！健康から美容へ！健康志向の需要を取り込みネット

2117 京都府 きものや 喜々 既存のルールにとらわれない着物や着物ドレス等の販路開拓事業

2118 京都府 ワークスペース オンラインシステムを導入したテントサウナの事業促進

2119 京都府 アビアス京都 キャンプ市場への新規卸売り事業と低感染リスク納品

2120 京都府 有限会社ベスネットワーク 9130002022616 商品説明動画とWEB構築による非対面営業フローの導入

2121 京都府 有限会社柴屋 3130002013975 生活空間に華やぎを与える造花の多様化対応した販売サイト構築

2122 京都府 合同会社八角 6130003006439 ギャラリー事業のリモート化

2123 大阪府 株式会社ＴＥＡＭ ＴＲＡＶＥＬ ＫＵＲＡＭＯＴＯ 8120001162142 訪日外国人向け予約サイト構築及び海外オンライン展示会出展

2124 大阪府 株式会社魚市 4122001017809 持帰り、配達、店内の清掃消毒に力を入れ、新規客の獲得

2125 大阪府 御菓子司 三都屋菓舗 生菓子・創作和菓子のネット注文と銘菓オンラインショップの開設

2126 大阪府 魚とごはん 喜六 ホームページとＥＣサイトによるテイクアウト事業の構築

2127 大阪府 株式会社ｐｅａｃｅ ａｐａｒｔｍｅｎｔ 6120001208310 OEM生産によるネット通販事業の構築と販路拡大

2128 大阪府 株式会社住吉 3120001173532 テイクアウト販売に伴うWEB決済の導入及び販促チラシの作成

2129 大阪府 Ｃａｆｅ Ｂａｒ Ｃｏｐｉｔｏ デリバリー販売の強化、それに伴う什器増設とECサイトの制作

2130 大阪府 遊食彩宴居酒屋Ｊａｍｂｏ家 デリバリー・テイクアウト専門店 二毛作事業

2131 大阪府 株式会社わやま工務店 6120101052699 WEB商談、相談、見積もりを一括でおこなえるHPリニューアル

2132 大阪府 株式会社山田 9120101058578 オンライン商談対応HP×CAD導入で新規・販路開拓売上増加

2133 大阪府 株式会社マリネックス 8120101007115 家庭菜園用「地球をきれいにする野菜栄養剤」の販売事業

2134 大阪府 向井鍛工株式会社 7120001050760 レーザー放射温度計システムの導入による品質と生産性の向上

2135 大阪府 山⾧ オンライン葬儀参列システムとオンライン打合せ環境の導入

2136 大阪府 カドノ工業 「ドローン活用の新サービス」＆「テレワーク着手」で受注開拓！

2137 大阪府 洋風料理フェリーチェ 対人非接触促進イベント「おうちでフェリーチェ」の実施

2138 大阪府 ヒマリ 広報担当者のための「伝わる！広報講座オンライン」の開講

2139 大阪府 株式会社フォーシックス 3120101049327 外食需要激減に対応する新規販路開拓

2140 大阪府 株式会社クックスオブサークル 8120001200125 専門店の味をそのままに。家庭向け冷凍メニューの開発

2141 大阪府 株式会社トレジャーカンパニー 4120001215738 無観客イベントが可能な撮影・録画・編集及び配信事業

2142 大阪府 ワールドトレードジャパン株式会社 8120001184954 非対面型チャットシステム導入によるオンライン営業開始

2143 大阪府 株式会社ＳＥＶＥＮ＆ＥＩＧＨＴ 4120001216595 通販専用ブランド構築によるオリジナルインテリア商品の販売

2144 大阪府 株式会社Ｊｉｋｕ Ａｒｔ Ｃｒｅａｔｉｏｎ 6120901034806 日常に上質な光の彩りを演出するロクレール製品のEC販売事業

2145 大阪府 高松金属株式会社 3120001083913 対人接触機会減少型オンライン管理レンタルスペース事業

2146 大阪府 株式会社サードコレクション 4120001204773 四季折々！贈答と普段着両立オリジナルストールのEC販路開拓

2147 大阪府 シアン お家でできる技術解説動画での顧客囲い込みへの取り組み

2148 大阪府 ひらかた公園整骨院 オンライン・映像で施術指導！自宅でおこなう産後骨盤矯正！

2149 大阪府 株式会社スエオカ製作所 4120001234374 感染拡大防止商品の販売促進と販売サイトの構築

2150 大阪府 天邑 あつが瀬 真空パック機を活用したテイクアウト商品の販売による売上の確保
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2151 大阪府 ＢＬＯＴＴＯ テイクアウト活用のオンラインシステム導入と感染防止対策強化

2152 大阪府 ファイブスターキッチン 対人接触の機会減少によるお客様とスタッフの安全確保。

2153 大阪府 Being 企業向けオンライン・プログラムの販促・基盤整備及び売上拡大

2154 大阪府 株式会社ＪＣ 2120001203827 低感染リスク型

2155 大阪府 株式会社エーワンビーゼ 7120001199581 通販サイト活用による売上改善

2156 大阪府 株式会社アリア建築工房 5140002066319 ドアtoドアで非対面モデルハウス宿泊体験

2157 大阪府 株式会社金剛 6120001012324 無人受付システムと集荷エリア改修による接触機会の減少

2158 大阪府 片岡鍼灸整骨院 新規開設！オンライン相談・施術の導入と、オンラインセミナー

2159 大阪府 株式会社ロイヤルプロパティ 9120001145757 賃貸物件の非対面内覧を可能にするVR内覧の導入

2160 大阪府 株式会社Ｔ＆Ｘコーポレーション 6120001165915 スニーカー洗濯機能付き非対面型コインランドリー事業の立上げ

2161 大阪府 旬草弥ひろ コロナ感染拡大防止の為の店舗改装及び対策強化事業

2162 大阪府 株式会社Ｆｕｔａｂａ 5120001209516 ベトナム人向けの研修に特化した非対面レッスン専用サイトの作成

2163 大阪府 株式会社ＫＭＣ 6120001224150 自社ブランドとおよび取引手段確立のためのWebサイト制作

2164 大阪府 株式会社ハンナン 5120101023222 新規通販サイト開設により非対面型ビジネスモデルへの転換

2165 大阪府 平野雅世 ECサイト構築で音楽の非対面販売と新規顧客獲得

2166 大阪府 スリーイーサイエンス株式会社 6120001215728 お家時間を楽しむ人向けLEDライトのネットショップの立上げ

2167 大阪府 株式会社国際交流サービス 2120001079326 予約申込システム導入＆オンライン歴史旅行で新たな売上創出

2168 大阪府 ラクフル株式会社 6120901035630 コロナ禍でのオンライン個別トレーニング事業を通した販路拡大

2169 大阪府 レクラ 実績あるオーナー選りすぐり！サロン専売品のオンライン販売！

2170 大阪府 株式会社ゴールド珈琲 9120001155723 ｌｉｎｅステップを活用し顧客のニーズを明確にし珈琲の提案販売

2171 大阪府 有限会社泉和鉄工所 8120102021858 町の鉄工所をブランド化！ＥＣサイト強化で販売力向上！

2172 大阪府 ｃｈｏｉｃｅ 当店オリジナルたこ焼き粉をEC販売できる環境を構築する

2173 大阪府 Ｈｕｇ ｙｏｕ 夫婦仲改善サービスのオンライン化による新規事業展開

2174 大阪府 合同会社みんなの職業訓練センター 4120003012431 美容着付けのオンライン化と動画制作で販路拡大

2175 大阪府 株式会社ｍｏｕｓｅｔｒａｐ 2120001122119 対人接触機会の減少を可能にした３D視覚的プレゼンテーション

2176 大阪府 井上健一税理士事務所・社会保険労務士事務所 新事業の開始及びオンライン決済、ビデオシステムの構築

2177 大阪府 えんぴつ ことばの整理屋さんによる非対面で完結できるWebサイトの作成

2178 大阪府 ツバキ工業株式会社 3120901034783 営業活動や集客方法のオンライン化の促進による販路拡大

2179 大阪府 αメディ・フィット・スポーツ接骨院 「スポーツ接骨院」が行う新非対面施術サービスで地域貢献を！

2180 大阪府 株式会社ＡＲＴ 1120101061250 ネットショップを活用したドライフルーツギフトの販路開拓事業

2181 大阪府 ヘアー＆エステカラー 育毛も出来る完全個室予約制美容サロンのオープン

2182 大阪府 株式会社エムズ・リフォーム 6120101023262 「築古物件の別荘化」と「無人・自動運用管理」による収益事業

2183 大阪府 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 枚方国一店 自社デリバリー事業拡大により新規顧客獲得、売上UPを目指す

2184 大阪府 合同会社陽だまり 6120003014558 宅配サービスと商品予約サービスの導入による販売経路拡大事業

2185 大阪府 DANCE STUDIO classica 動画撮影、オンライン配信イベント等に利用できるスタジオを新設

2186 大阪府 株式会社樂 6120101048185 対人接触機会減少と人員増強の両立による事業拡大の為

2187 大阪府 株式会社鳴門寿司 8120001039299 創業105年超の寿司屋が作る寿司とラーメンのデリバリー事業

2188 大阪府 株式会社大宗 9120001003717 老舗仕出屋が手掛けるお惣菜通販事業

2189 大阪府 株式会社Ｔｒｉｎｉｔｙ 6120001228192 オンライン旅行を導入した新たなビジネスモデル構築事業

2190 大阪府 有限会社エフ・アンジェリ 3120002057800 非対面でも集客、販売、在庫管理まで賄える、自社独自のＷＥＢシ

2191 大阪府 澤井 自分の理解を深める！イメージコンサルタント事業

2192 大阪府 有限会社ベストミート 4122002017312 ご家庭に美味しいお肉を直送！ベストミートEC販路構築施策

2193 大阪府 株式会社仲吉 2020001124926 テレワークなどの新しい生活様式に対応する新規利用客の獲得

2194 大阪府 株式会社オフィスフォーティー 3120001062074 コロナ時の緊急連絡網サービス「フェアキャスト」の普及活動

2195 大阪府 藤田屋薬局 ITサービス「あなたの調剤薬局」導入で新規顧客獲得を目指す

2196 大阪府 トレーニングスタジオ ポウ ＥＭＳボディスーツ・オンラインパーソナルトレーニング

2197 大阪府 お食事処えびす 醤油メーカーと共同開発した新商品新商品のネット販売

2198 大阪府 株式会社山田電機 5120101049580 再生キュービクル事業のオンライン化促進

2199 大阪府 株式会社ＳＴＹ 8120002012560 来店せずメンテナンス相談ができるリモート診断機能付きEC制作

2200 大阪府 有限会社メイククール 9120002075251 オンライン販売による、持続可能な売上、収益アップ
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2201 大阪府 有限会社ＫＯＴＡＮＩ 4120002057584 筆絵文字のズーム講座と海外サイトでの作品と講座の販売事業

2202 大阪府 堀江コンサルティングオフィス株式会社 4120001224904 非対面ビジネスモデルの構築と中小企業へのテレワーク推進

2203 大阪府 ＡｕｒＡ セルフエステ事業「進化系セルフエステ」

2204 大阪府 日本医療総合パートナーズ株式会社 3120001227718 非対面型システムの導入で業務の効率化・生産性の向上を図る

2205 大阪府 ヘアープランニングゼロ 新型設備導入により、顧客の⾧期滞在が不要なサロンに転身

2206 大阪府 株式会社ベスメモ 7120001175649 コロナ禍に対応したブライダルをしまなみ海道で確立する事業

2207 大阪府 株式会社Ｖｅｒｉｔａ 8120001220395 社会保育水準向上と社会進出支援を目的とした子育てプロ養成講座

2208 大阪府 ＫＴＳＩＰ ＯＳＡＫＡ 特許事務所 外国企業向け特許出願の受任・自動見積・決済サイト

2209 大阪府 鍼灸整骨すぽると 非接触型コンディショニングサービスの構築事業

2210 大阪府 株式会社荒磯水産 8120101030265 強みを生かした新商品で取引業者協力して巣ごもり需要をゲット

2211 大阪府 有限会社明徳 6120102025596 有人対応型駐輪場を24時間無人機械式駐輪場に移行

2212 大阪府 合同会社ｆｉｋａ 6120003017676 緑に囲まれたウッドデッキで感染対策と集客アップの取り組み

2213 大阪府 Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｇｅｅｋ 冷凍ハンバーグの開発と新規チャネルでの販売

2214 大阪府 株式会社ＴＡＴＡＭＩＳＥＲ 7120101053449 スマホ活用による非接触畳見積システムの構築

2215 大阪府 ＢＬＵＥＳＫＹ ＢＯＸＩＮＧＧＹＭ ボクシングジムの予約システムとマシン導入による対人接触の減少

2216 大阪府 株式会社ｎｉｎｅｓｔｙｌｅ 4120001189032 新型コロナ対策で、もっと安心して通える美容室づくり

2217 大阪府 Ｂｒｕｓｈ Ｕｐ Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ ＡＮｙｓ オンラインシステムを導入した非対面での研修実施による接触低減

2218 大阪府 株式会社フルタインターナショナリテ 2120001059716 おうち時間が食卓を変える！サスティナブルな健康ＥＣショップ

2219 大阪府 Ｒｅｄ Ｊｅｗｅｌｒｙ株式会社 2130001053750 ジュエリー通販サイトの構築

2220 大阪府 株式会社ＮＵＲＴＵＲＥ 8120901041032 オンライン上でのホームエステ事業の開始

2221 大阪府 株式会社アディーム 7120001209010 独自ブランドを活用したプロ製菓原材料のオンラインショップ事業

2222 大阪府 合同会社Ｕ２ 4120003015104 非対面でのよもぎ蒸しサービス提供の仕組み構築

2223 大阪府 ＳＳｓｉｚｅＬａｂ． 対人接触機会を減らしても売上増加！ECサイト新設で販売強化！

2224 大阪府 居酒屋味琴 一次生産者と居酒屋による繋がり販売

2225 大阪府 ＶＧＰ株式会社 8120001233414 セルフレジ・オーダーシステムによる感染予防対策・業務効率化

2226 大阪府 大澤総合会計事務所 飲食店や接骨院を救うためのオンライン財務コンサル

2227 大阪府 株式会社ごくごくミルク 8120101052755 商材増加による自社EC販売と倉庫増設事業

2228 大阪府 有限会社吉正 5120102006465 ECサイト立ち上げとコロナ禍での販売環境の構築への取り組み

2229 大阪府 ＩＮＣＬＯＶＥＲ ECサイト、サブスク導入とオンラインスクール、動画による集客

2230 大阪府 合同会社イーエムエス 1120103001675 オンライン型学習コンテンツの提供と㏚による顧客ニーズへの対応

2231 大阪府 株式会社プレビッグ 1120001170795 オンラインでの腰痛改善トレーニングプログラムの導入及びＰＲ

2232 大阪府 株式会社ＹʼｓＬｉｎｋｓ 8120001179236 自社サービスのオンライン提供及びWEB販促による新規販路開拓

2233 大阪府 おたからや塚本駅前店 商品流通経路を非対面式に改善したオンライン型リユース事業

2234 大阪府 株式会社たけや 1120001083980 ＥＣサイト構築と新メニュー開発、Web販売で販路拡大する事業

2235 大阪府 株式会社トヨワ 8120001133341 セルフガイドパッケージツアー商品造成

2236 大阪府 株式会社ＯＮＯＳＵＳ 5120901034889 楽天市場内一般消費者向けのオンラインショップ売上アップ事業

2237 大阪府 炭焼やきとり鳥屋 テイクアウトコーナー設置による非対面ビジネスモデルへの転換

2238 大阪府 たこ焼 ひなた 安心・安全なキッチンカーによる身体と人に優しい移動販売事業

2239 大阪府 ＪＡＭ株式会社 9120001222234 自社ECサイトを使ったエリア限定配達サービスの開始

2240 大阪府 有限会社ＳＷＩＳ 9120002064808 卸から直販へ、ECサイトを用いたビジネスモデルの転換

2241 大阪府 エステイン美夢花 新セルフ美容による感染拡大防止と経営力向上の両立実現

2242 大阪府 yummy fruits 待ち時間を解消するかき氷のテイクアウトコーナー増設

2243 大阪府 株式会社ｅｉｎｓ工業 3120101058179 若者層をターゲットにするための自社コンテンツの充実の為

2244 大阪府 株式会社アンジン 8120101043944 携帯電話販売代理店が始めるITツールを活用した端末修理事業

2245 大阪府 和泉旅行 自社ECサイトを活用した旅行相談や販路拡大と地域雇用創出

2246 大阪府 鶏屋ワカメ 大和肉鶏の鍋セット・焼き鳥などのWeb広報・集客サイトの構築

2247 大阪府 株式会社大阪エース 4120901009165 動画・写真を活用したネット発信・提案力の強化

2248 大阪府 有限会社ヴィーナス 4120102027124 オンライン電子カルテの活用で非接触＆新規顧客獲得

2249 大阪府 株式会社山川工芸 4120001187515 自社ブランド鞄の認知拡大とＥＣサイト販売による顧客獲得事業

2250 大阪府 株式会社タカギ建築工房 2120001143239 WEB相談会、YouTube、オンライン見積で非対面営業
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2251 大阪府 株式会社ＳＰパートナー 7120001145370 オンライン完結型の起業者向け不動産コンサルティングサロン

2252 大阪府 株式会社インセンス・リバーズ 5120001182036 受講形式選択型のオンライン授業サービスと新規顧客獲得

2253 大阪府 Ｓａｌｏｎ ｄｅ ＶＩＧＮＥ 自社商品の開発及びECサイト構築によるオンライン販売の開始

2254 大阪府 アスマインド株式会社 3120001194438 新型コロナに効果のある除菌剤のネット販売と空中噴霧器の開発

2255 大阪府 株式会社ＫＯＶ 1120001218272 業態転換にチャレンジ！テイクアウト、デリバリー店の販路拡大

2256 大阪府 株式会社みらい 8120101057291 川で遊べるBBQスペース貸切り日帰りプラン

2257 大阪府 石庄 伏見石材店 オンラインお墓選び講座発信による新規開拓

2258 大阪府 アロマとハーブとＰｈｙｔｏＬａｂ 非対面ビジネス促進のための問題集出版・ECサイトでの販売事業

2259 大阪府 株式会社ＮＡＮＡＩＲＯ 3120001086321 セルフ施術可能な脱毛機導入による非接触型ビジネスモデル確立

2260 大阪府 株式会社シャール 2120901020553 WEBによる新規ユーザー開拓と非対面営業の促進

2261 大阪府 ライティング事務所あわい 日独２ヶ国語表示の日本伝統文化発信WEBコンテンツの作成

2262 大阪府 株式会社Ｔｅ Ａｍｏ 9120001205684 ECサイト構築とSNS配信で地産魚介類を販売し売上を回復する

2263 大阪府 寺田絵理 発達障害児向けの習い事として音楽レッスン動画を配信

2264 大阪府 有限会社ル・レーヴコーポレーション 7120002025976 動画制作で資格講座オンライン化による非対面ビジネスへの転換

2265 大阪府 株式会社和田厨房道具 9120001092693 非対面型でのフロンガス回収事業のビジネスモデルを構築

2266 大阪府 ソラマメ食堂 Withコロナ対応のテイクアウト・ネット販売用ECサイト構築

2267 大阪府 ｔｈｅ ９ｔｈ ｖｉｌｌａｇｅ オーダーメイド型オリジナルキャンドルのネット販売

2268 大阪府 堀 雅和 出張型 お別れ・偲ぶ空間のサービス提供車両

2269 大阪府 有限会社ブーム 6120902002282 コロナ禍でも 生徒の士気を高める動画撮影で売上げアップ

2270 大阪府 有限会社豊浦金物店 9120102027672 非対面での売上拡大ウィズコロナに対応したHPへのリニューアル

2271 大阪府 うどんば しん 非対面販売における冷凍うどんの開発と新たな商品開発

2272 大阪府 株式会社塚原商会 3120001158509 オンラインで工事を進める！スマート工程管理システムの導入

2273 大阪府 株式会社ミスターブレーン 1120101029636 非対面でDTP、看板製作を受注できるホームページの制作

2274 大阪府 太洋株式会社 9120001066689 自社商品「きになるニオイトリ」のHPリニューアル

2275 大阪府 ママインディアンレストラン テイクアウト・デリバリー用ECサイト構築で売上回復！

2276 大阪府 株式会社竹新 4120001010222 ECサイトとLP作成による和風菓子のBtoC販路の開拓

2277 大阪府 エステティックサロンＰｒａｉａ オリジナル化粧品開発と非対面ECサイトの構築

2278 大阪府 株式会社ＮＡＩＳＯ 8122001032135 非対面型サービス対応ホームページによる新たな販路・業務の効率

2279 大阪府 スタジオ・ミゲロン ICTを利用した非対面型イベント・レッスン配信システムの構築

2280 大阪府 ＳｈｏｐＣｌｅａｎＨｉｔ ニュービジネススキルのオンラインコンサルティング事業

2281 大阪府 お好み焼 鉄板焼 桃ちゃん 家飲みセット販売と感染防止の為の店舗改修

2282 大阪府 リストランテヒロタ 自社サイトによる販路を失った業務用訳あり商品の通信販売事業

2283 大阪府 Mｏｎｔ ｎｅｉｌ ウィズ・ポストコロナ時代のネイルの後進教育ウェブ配信事業

2284 大阪府 エマイエ ホームページ作成代行事業と動画販売事業

2285 大阪府 岩中 輝義 革新的なオンライン販売体制を作り売上向上へ

2286 大阪府 株式会社オーバーシーズ 5120001128848 新しいエコ技術商品をオンラインでBtoCへ下請体質からの自立

2287 大阪府 株式会社吟酒海楽和 1120001177238 低感染、対人機会減少の為の個室座敷の改装及び看板の設置

2288 大阪府 株式会社ロカシュー 6120001161781 靴の販売代行業に移行するための EC サイトによる販路拡大

2289 大阪府 株式会社ＣＬＯＭ 1120101057587 ホームページ販路拡大事業

2290 大阪府 株式会社泉クリーンサービス 9120101041220 水回り商品のオンラインショップとトラブルのオンライン相談

2291 大阪府 Ｎｅｏ Ｔｈａｉ SNSﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞの導入による効率と収益の向上

2292 大阪府 合同会社祥風 8120003014861 ピクチャー×イラスト『ピクスト』サービスの開始

2293 大阪府 リアデザイン オンライン完結型新インテリアコーディネート提案モデルを作る

2294 大阪府 合同会社Ｌｉｖｅ Ｔｏｇｅｔｈｅｒ 4120003017397 優良な介護従事者育成のための動画教材販売による売り上げ向上！

2295 大阪府 小顔美容矯正サロン ＡＱＵＡーＢ・ｓｔｙｌｅ 更年期がいきいきと楽しくなるオンライン若見え小顔エステ事業

2296 大阪府 シュエットウール みんなを笑顔に！ トータルビューティサロンの新たな取組み

2297 大阪府 ＴＤＷ ＲＯＯＴ株式会社 1120001236431 デザイン力を活かした新たな個人顧客の販路開拓と対面営業の削減

2298 大阪府 かたおか鍼灸整骨院 マシンピラティスを利用した非接触型トレーニング

2299 大阪府 株式会社ビーライフベース 5120001222097 受注システム導入で業務の効率化・生産性の向上を図る

2300 大阪府 株式会社トゥモロー 6120001233853 モバイルオーダー＆ソーシャルギフト販売システムで新規販路開拓

46



＜重要＞

№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和２年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞第1回受付締切分採択者一覧

採択と同時に交付決定となる事業者は、Jグランツからお送りする「採択通知書」の次ページ以降に「交付決定通知書」があります。

「交付決定通知書」がない事業者には、別途、補助金事務局から申請内容に関する確認・修正依頼等の連絡をメールでいたします（2021年7月5日(月)以降）。

修正・再提出していただいた後、補助金事務局で内容を審査し、交付決定を行います。

2301 大阪府 株式会社Ｍｅｉｌｌｅｕｒ Ａｍｉ 2120001227330 ポストコロナでの非対面型パーソナルスタイリングビジネスの構築

2302 大阪府 株式会社山内精工 2120101043834 ＥＣサイトを活用した戦略的な新ビジネスによる新規販路開拓

2303 大阪府 袖縁綜合法律事務所 法務チャット相談システム導入による法務相談のオンライン化

2304 大阪府 サンロードケミカル株式会社 2120001080300 非対面での営業活動を促進させる「PR戦略」

2305 大阪府 株式会社岡村商店 9120001175151 若者を新たなターゲットとした新商品開発とデリバリー対応

2306 大阪府 株式会社サンワアイ 3120001183069 軽貨物個人事業主ドライバーに向けた軽貨物オンラインストア

2307 大阪府 株式会社フルフォース・プロダクション 9122001014470 映像制作事業スキルを活かしたライブ配信システムの構築

2308 大阪府 カミノザ こだわりの日本料理WEB販売の為の新商品開発

2309 大阪府 熊倉社会保険労務士事務所 情報発信型オンラインサービス契約の新設と営業モデルの再構築

2310 大阪府 株式会社ＭＩＴＳＵ 6120001234307 コロナ対策!オンラインを用いた顧客フォロー集客システムの構築

2311 大阪府 ザ ワールド ベイブ 農家産直野菜の料理でテイクアウトとデリバリーの売上アップ事業

2312 大阪府 株式会社スタイルクリエイツ 6120001102496 給食献立情報活用サービスの有料化事業

2313 大阪府 株式会社ＣａｍｐｈｏｒＴｒｅｅ 7120001236129 非対人接触サービスで新たなお部屋探しのカタチを構築！

2314 大阪府 しんせい法律会計事務所 オンライン法律相談による非対面化の実現

2315 大阪府 ｏｌｉｎｏ WEB運用で露出範囲の向上＆非対面サービスカラー教材販売

2316 大阪府 株式会社レアリゼ 6120001228102 ECサイトによる小売業への多角化と感染症防止対策の実施

2317 大阪府 WallSton 事務作業のまるごとオンライン化で出社ゼロを実現するRPA事業

2318 大阪府 高芝鍼灸整骨院 オンライン治療で行う姿勢矯正と体のメンテナンス管理の新事業

2319 大阪府 リベラルファイン株式会社 9120001172198 「ライブコマース」による提案型営業で売り上げアップ

2320 大阪府 ランドコマース合同会社 6120003008386 新しい宿泊形態「プチ泊」の推進と完全非対面化システムへの転換

2321 大阪府 ファーム岸田 対人接触機会の減少を実現するための野菜自動販売機の導入

2322 大阪府 株式会社サンライフ 2122001012811 オンライン窓口開設でのリモートワーク用リフォーム販路開拓促進

2323 大阪府 株式会社ＫＡＥＮＮ 9120001235649 自宅で本場韓国の味が楽しめる中食事業と通販事業

2324 大阪府 赤沢産業株式会社 3120001059863 新発想に基づく動力不要の雨水ろ過ユニットの商品化・EC販売

2325 大阪府 有限会社セーヌ・ドゥ・ビィ 1120902010538 新サービス用ＥＣサイトの開設と店内システムのＩＴ化

2326 大阪府 コトリ Kotoriオンラインビジネス事業

2327 大阪府 株式会社桃谷紙工所 6120001019047 トムソン加工のオリジナル商品をECサイト販売で新規販路開拓

2328 大阪府 有限会社佐原製作所 3122002002216 インターネットを活用した非対面型営業の確立で未来へつなぐ

2329 大阪府 合同会社ターミナル 4120003017843 eラーニングシステムを導入し非対面スクールの実施

2330 大阪府 萬税理士事務所 ウェビナー開催事業及び動画作成・配信事業

2331 大阪府 株式会社ワールドパーク 2120001072438 予約サイトへのHPリニューアルと見積もりシステムでの面談

2332 大阪府 中谷瓦 屋根修繕の無料調査・見積りWEB広報サイトの作成

2333 大阪府 株式会社ディオス 7120001056948 Contactless非接触型ビジネスモデルへの転換

2334 大阪府 株式会社ティエラ 5120001159117 自社展示場でオンライン展示会開催、コロナ禍で売上増を目指す

2335 大阪府 株式会社ジェイブライド 7120001064851 完全オンライン化婚活サービスシステムの構築

2336 大阪府 Ｕｍａｋｅ株式会社 4120001225324 テレワーク導入とHP作成によるコールセンター事業の規模拡大！

2337 大阪府 中野産業株式会社 5120101038328 自社販売サイトの再構築と自社ブランド商品開発

2338 大阪府 株式会社神原製作所 6120001042321 ＨＰリニューアルで、工具設計受注をオンライン対応に切替

2339 大阪府 京合同会社 9120003010422 児童教育に有効な「将棋」を活かした「WEB学習塾」

2340 大阪府 株式会社ＯＳエンジニアリング 7120101055981 ネット販売とオンライン商談による非対面ビジネスへの転換

2341 大阪府 キット・コーポレーション合資会社 5120103000178 神社仏閣専門情報Webサイト構築による新規顧客獲得事業

2342 大阪府 スピードＰＣ塾 リモートワークに必要となるITツール操作の理解・習得支援

2343 大阪府 株式会社Ｉ ｐｒｏｊｅｃｔ 3120001184645 非接触で開催可能な開業セミナー「オンライン塾」の実施

2344 大阪府 株式会社東和インフォセービングス 6120001067731 図面セルフコピーサービス非接触店舗事業

2345 大阪府 はしもと行政書士事務所 ホームページによるリモート保育コンサルティング

2346 大阪府 株式会社ＥＮＤＬＥＳＳ 4120101028593 コロナ禍において需要が高まる中古バイクや配達車のECサイト

2347 大阪府 かんな月 ピンチをチャンスに！独自創作料理を活かしたテイクアウト事業

2348 大阪府 ＣＨＲＯＭＥＳ株式会社 3122001029730 デジタル技術で煩雑化と人材育成を解決し生産性向上の為

2349 大阪府 株式会社ＨＩＬＬＳ 7120001202386 オンライン施術事業の新展開とスポーツ障害施術の更なる販路拡大

2350 大阪府 株式会社ファニースクエア 9120101048694 オンライン英会話サービス用自社サイト構築と宣伝による販路拡大
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2351 大阪府 富川裕子 メイクのプロが教えるオンラインメイクレッスン及びEC運用事業

2352 大阪府 エミライフードサービス株式会社 2120101050517 テイクアウト事業の販路拡大を目指した宣伝広告

2353 大阪府 誰ひとり取り残さない合同会社 3120103004098 介護、医療事業者向けオンラインメンタルヘルスケア提供事業

2354 大阪府 有限会社ユース 5120102022727 アクセサリーと製造工場から出る端材をECサイトで販売

2355 大阪府 税理士法人池上会計 5120005018780 web施策の強化による既存顧問先への情報提供と新規顧問先獲得

2356 大阪府 桜フェリス ＥＣサイト制作による売上増加＆潜在顧客の獲得＆競合との差別化

2357 大阪府 有限会社肉工房たじまや 7120002066681 精肉店の強みをいかしたテイクアウト商品の開発と販売

2358 大阪府 有限会社ミュー 8120902021850 FLOWER GIFT SOSH新規ECサイト作成

2359 大阪府 株式会社ＡＩＴＨ 5120001201448 出張・WEBサービスの開始とアルコール消毒可能機材の導入

2360 大阪府 菊水株式会社 3120001193209 ＷＥＢ上での非対面型ＰＲ・会員コミュニティ構築による販路開拓

2361 大阪府 株式会社ＧＥＥＺ 9120001230550 大阪の地域情報を検索できるＷＥＢサイト制作事業

2362 大阪府 ピッツェリアオーソーレミーオ テイクアウトとデリバリー強化でファンを作り、売上向上する事業

2363 大阪府 クリエイティブスペース・ゼクション株式会社 8120003016222 自社ホームページ作成によるBtoC需要創出の取組み

2364 大阪府 株式会社Ｈ＆Ｂ 4120001136380 予約システム構築による完全予約制店舗への移行とテイクアウト

2365 大阪府 ベルハウジング株式会社 6120001213260 感染症による経営悪化の超克のための営業DXツールの導入

2366 大阪府 株式会社日進月舗 2120001188812 オンライン内覧システム導入とランディングページによる顧客獲得

2367 大阪府 訪問鍼灸ふじ 非対面でできる営業活動確立と、オンラインで学ぶ美容と健康

2368 大阪府 落合盾弥 ＥＣサイト構築による業態転換とコロナ対策の内装工事

2369 大阪府 合同会社ＳＩＭパートナーズ 9120003009737 野球審判の育成サービス開始と非対面型業務への転換事業

2370 大阪府 Ｃｒｅｓｃｅｎｔ雅の会 着物教室のオンライン化と情報発信で新規顧客開拓と売上向上事業

2371 大阪府 株式会社Ｄ．Ｒｅａｌｉｚｅ 5120001216883 資格講座を活用したECサイトによる販路拡大への挑戦

2372 大阪府 スポーツバンク株式会社 5120101003645 コロナ禍に負けない！ECサイトによる販路拡大計画

2373 大阪府 Ｈｏｐｅ Ｈａｔｃｈ 有機野菜・特定保健用食品のECサイトを用いた非対面販売事業

2374 大阪府 株式会社エムテクト 2122001029368 関西の戸建て住宅オーナーに向けた非対面営業で新規顧客拡大

2375 大阪府 株式会社富士化成 6120001008529 什器製造業者が新規でECサイトを構築し販路を拡大する計画

2376 大阪府 株式会社ブラウド 9120001194168 対人接触機会ゼロの民泊事業と国内客の獲得

2377 大阪府 有限会社ＩＣＣ 9120102013301 ネットショッピングとwebサイト刷新による非対面への挑戦

2378 大阪府 株式会社天宝屋 5122001019333 ソフト購入により受付時とネット予約による混雑の防止を

2379 大阪府 株式会社プリモディコ 2120001205872 スキャナ保存によるデータの共有化で接触機会を削減する計画

2380 大阪府 炭火イタリアンＦｒａｔｅｌｌｏ お店の味を家庭や屋外でも味わえるテイクアウト事業の展開

2381 大阪府 ＡｓｔｒｏＢｅａｕｔｙアカデミー オンライン鑑定講座とネット販売の強化で新規顧客を開拓！

2382 大阪府 株式会社太陽堂 4120101057972 自宅でもできる！整骨治療・体幹インナーマッスルトレーニング術

2383 大阪府 合同会社スマイリー 8120003005943 市場が伸びているデリバリーに参入

2384 大阪府 合同会社ＭＹＳ 8120003009671 整骨院取扱商品のＥＣサイト販売よる販路開拓

2385 大阪府 株式会社ティーコーポレーション 8122001024801 英語WEBサイト作成と工場設備拡充によるアメリカ販路拡大事業

2386 大阪府 株式会社ブロックスカンパニー 6120001224547 自社テイクアウトサービスのオンライン化の促進による販路開拓

2387 大阪府 サンリッチ不動産管理株式会社 8190001019823 入居者と不動産管理会社のコロナ対策で対人接触機会の減少

2388 大阪府 ｔｒａｔｔｏｒｉａ Ｆｉｏｒｉ Ｄｅｌ Ｓｏｌｅ デリバリー専門サイトの開設！せんりおかデリバー

2389 大阪府 大丸食品株式会社 8120001052269 自社ホームページ・チラシ作成による新しい販売開拓・拡大・宣伝

2390 大阪府 株式会社プリントパートナー 3120001200641 オンライン商談搭載型EC構築による非対面非接触型印刷通販事業

2391 大阪府 ＫＥＮＺＯ設計株式会社 9120001171605 リモートワーク対応３DCADソフト導入とＷＥＢサイト改築

2392 大阪府 ツツイギタースクール オンラインでのギターレッスンとライブ配信事業

2393 大阪府 ｒｉａ 非接触型チェックインシステム構築と民泊施設の他用途活用

2394 大阪府 合同会社Ｆｏｘｘ＆Ｇｅｎｕｓ 9120903002717 英語学童オンラインサービス事業

2395 大阪府 山栄総合開発株式会社 5120001152278 リモート営業ツールで非対面営業での販売促進の訴求

2396 大阪府 さかなや 飲食店向きのさかなやが始める一般向けのネット販売

2397 大阪府 株式会社ｓｕｉｓｕｉ 8122001030460 独自スマホカバーのPB商品でシリーズ化！EC販売で新事業展開

2398 大阪府 PiattoJ 自宅で手軽に楽しんでもらう、「おうちイタリアン」

2399 大阪府 株式会社和や 9120001214900 客席の完全個室化と排気・換気設備の導入による感染症拡大防止

2400 大阪府 株式会社新日本化研 7120101009442 内装塗料の販売強化とオンライン商談、画像での概算見積もり導入
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2401 大阪府 株式会社３０３ 1120001226861 三密回避のための関連業者間管理システムサイト導入

2402 大阪府 なかやま整骨院 自宅と医院をつなぐオンライン整体・アドバイスの新リモート事業

2403 大阪府 株式会社グリチキ 5120001217048 ＬＩＮＥを活用しテイクアウト・デリバリーの売上アップを図る

2404 大阪府 ＨＩＫＡＲＩ ｆｏｒ ｍｅｎ 痩身マシン導入で、新サービス開始・接触機会減少・売上獲得！

2405 大阪府 上田純也税理士事務所 全て「非対面」で完結するWEBからの新規顧客開拓事業

2406 大阪府 ボディ・バランスＲＡＫＵＲＡＫＵ 足底圧測定器使用で時短効果及びコロナウィルス感染拡大防止

2407 大阪府 ジュンイチロー事務所 和太鼓演奏のネット配信と料金収納の非対面化システム構築

2408 大阪府 田畑株式会社 3120001024289 ソーシャルギフト販売システム構築で、小売業界への新規販路開拓

2409 大阪府 ＥＬ ＣＡＭＩＮＯ テイクアウト用ECサイトによる非対面型ビジネス構築事業

2410 大阪府 生紘建設株式会社 9120101008450 機械化で現場を買える。機械化でゴー

2411 大阪府 株式会社ＳＲＴ 4120001188001 オンラインでの蜂駆除の施工パック販売で売上拡大

2412 大阪府 株式会社クラン不動産 2120001230739 オンライン商談と決済システム導入で非対面ビジネスへ転換する

2413 大阪府 Bar RANK 珍しいお酒を自宅で楽しめるオンラインセミナー

2414 大阪府 こといろ 感染拡大に配慮した新事業についての広告とHPの設計

2415 大阪府 ＫＤシステム株式会社 9120101057992 業務の IT 化による売上げの拡大と人材確保、従業員教育の為

2416 大阪府 株式会社心斎橋タワービルヂング 2120001044032 オンライン内覧システムの導入とデジタルサイネージによる新事業

2417 大阪府 株式会社Ｇｏａｌｓ 8120001231681 非対面型販売強化のためのデリバリーフードサービスに係る投資

2418 大阪府 特定非営利活動法人近畿環境市民活動相互支援センター 4120005011778 ホームページのリニューアルに伴うPRの強化と新規開拓

2419 大阪府 タカラ薬局 ITサービス「あなたの調剤薬局」導入で新規顧客獲得を目指す

2420 大阪府 ＪＡＭʼＺ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 音楽教室から収録スタジオへのリモデル事業

2421 大阪府 株式会社アイディライン 4120001222841 自動見積りと予約システムによる非対面での業務効率化と販路拡大

2422 大阪府 株式会社ＫＭＧ 1120001187963 接触を最小限にしつつも、よりハイレベルの施術体制の構築

2423 大阪府 株式会社ＦＰおとなの相談室 5120101049052 保険ニーズの高いZ世代を開拓する動画広告と非対面保険営業事業

2424 大阪府 石鍋料理 健 通販・デリバリー・来店予約に係るＷＥＢサイトの構築

2425 大阪府 株式会社ＡＳ Ｌｉｎｋ 5120001203790 熱帯魚・アクアリウムの通販用自社ECサイトを構築、販路開拓

2426 大阪府 株式会社フェリシタ 3120901035451 ECサイト・オンラインを活用したリモート姿勢矯正の新規事業

2427 大阪府 Ｅｓｔｈｅｔｉｃ Ｓａｌｏｎ Ａｎｅｌａ 非接触型機器の導入により感染対策エステ事業

2428 大阪府 合同会社ブラス 2120103003282 専売品オンライン販売・訪問美容で地域のキレイを追求する事業

2429 大阪府 株式会社Ｍｙ ｇｒｅｅｎ 1120001214437 ＳＮＳ広告利用による潜在的「家族信託見込客」の集客

2430 大阪府 アークエンジェル 一貫した非接触対策で安心・快適に利用できる整体院に業態転換

2431 大阪府 株式会社タイムラボ 9120001211179 日程調整自動化アプリの開発による、非対面型収益の向上

2432 大阪府 ニニーナプロモーション合同会社 3120003018917 コロナ対策用の対人営業に代わる営業型ホームページの作成

2433 大阪府 Ｇｒｏｗｉｎｇ マジックコーチングのオンラインサービス提供

2434 大阪府 ＬＯＴ ＪＥＮＮＹ 感染リスク軽減対面接客時間短縮＆新たな見込み顧客獲得 PR

2435 大阪府 合同会社ウェーブレゾナンス 8130003005661 健康推進をするレンタルスペースの販路開拓とネット販売

2436 大阪府 株式会社フォークリエイト 7120001231633 ホームページを用いた非対面修繕相談の導入

2437 大阪府 焼鳥um テイクアウト及びEC販売による販売経路の多様化

2438 大阪府 さきわい工房株式会社 6120101053292 焼肉人気店の食肉仕入れ業者が作る「焼肉のたれとだし」のEC販

2439 大阪府 株式会社ヒライ工業所 9120101025636 ミス検出装置の導入による生産体制強化・販路開拓及び感染防止

2440 大阪府 株式会社ウェルティイノベーション 8120001235286 コロナ禍の事業者を救う！非対面補助金AI診断サービス

2441 大阪府 キララ ネットで完結するオーダーメイドネイルチップ販売で売上拡大

2442 大阪府 ゆりや化粧品店 大阪泉州縫製品を海外販売するための越境ECサイトの構築

2443 大阪府 Ｓａｌｏｔｔｏ Ｄｉ Ｂｅｌｌｅｚｚａ Ｆ 美容グッズや脱毛用ケア商品のECサイト制作

2444 大阪府 ＦＯＫＳ 低感染リスク型

2445 大阪府 ＧＭＰ社会保険労務士事務所 営業・事務業務の完全オンライン化とテレワーク等導入支援事業

2446 大阪府 原田商会株式会社 8120001057813 「営業大改革！ECサイト立ち上げによる新規販路開拓」

2447 大阪府 株式会社ＴＸ企画 2120101059186 システム開発と集客効果の高い広報活動による販路開拓推進事業

2448 大阪府 土佐工機製作所 全国の個人事業主やメーカーにアプローチできるＥＣサイトの開設

2449 大阪府 エニ リモートによる化粧品等の販売と新たな顧客層の獲得

2450 大阪府 有限会社木下商会 5120002050349 顧客サービス向上のための自社ホームページ改修
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2451 大阪府 株式会社エール 3120001214410 飛沫対策用品のECサイト構築による収益チャネルの確立

2452 大阪府 株式会社協栄製作所 9120001020002 老舗金型製造会社のオンラインを活用した非対面営業の実現

2453 大阪府 株式会社ボディケアジャパン 5130001037445 「リラクゼーション業から焼豚の製造販売業に業種転換」事業

2454 大阪府 合同会社Ｌｉｎｋ 4120003014477 オンラインよる販路開拓を狙ったオーガニックヘアケア事業

2455 大阪府 とりだん京橋店 焼鳥屋のテーブルオーダーバイキング！非接触型注文で販路

2456 大阪府 ＣＢＴ 心理カウンセリングオンライン展開事業

2457 大阪府 アップスアンドダウンズ 自宅でアメリカンな雰囲気と味が楽しめる通販事業

2458 大阪府 ＰＯＣＫＥＴ合同会社 3120003018231 自治会活性化のためのサイトで「皆が参加したくなる自治会」へ

2459 大阪府 岡部哲也 ＥＣサイト構築による非対面販売及び飲食店サポート業務の拡大

2460 大阪府 シアン 中山洪範 ポストコロナ社会を見据えた新分野展開

2461 大阪府 株式会社３Ｃ工芸 7120101053936 完全非対面による別注家具WEBオーダーシステムの開発

2462 大阪府 株式会社Ｌｉｆｅ ｔｉｍｅ ｙｏｕｔｈ 4120001224326 オンライン見積もり・商談システム構築事業

2463 大阪府 エイト司法書士事務所 起業家向けLPと動画販売用ECサイト制作による非対面事業

2464 大阪府 株式会社ユーカリ 8120001228034 非対面型よもぎ蒸しサロン経営

2465 大阪府 株式会社Ｔｏｔｔｉ 4120901040780 非対面・非接触をメリットに変換し、オンライン内覧型の戦略へ！

2466 大阪府 KR２S ヘア施術キットのオンライン販売による販路拡大事業

2467 大阪府 YOHAKU ギフト用焼き菓子のオンライン販売で店舗外売上の獲得

2468 大阪府 株式会社ミンスプランニング 8120002029563 オンライン相談システムと動画セミナー、ECサイト構築事業

2469 大阪府 株式会社Ｚ−ＯＮＥ 3120003014478 不動産仲介におけるオンライン内覧の導入による販路拡大事業

2470 大阪府 羽原司法書士事務所 オンライン面談・WEB予約システムを導入した相続専門HP

2471 大阪府 キャンパス オンラインマッチングアプリ開発とHP更改で非対面事業拡大

2472 大阪府 アロマ アコード オンラインスクールと物販強化の為のホームページ制作・広告運用

2473 大阪府 株式会社ＬＴＲ 5010401141833 オンライン業務導入での人員増加により売り上げ底上げ事業

2474 大阪府 Ｃａｆｅ５ＨＡＮ 感染防止の為、空気清浄機付きエアコンの設置と、宅配の開始

2475 大阪府 内田会計事務所 税務相談等のオンライン化の為のオンライン用会議室の創設

2476 大阪府 株式会社佐渡家具 5120101044615 リモートアクセスによる非接触接客とネット上での販売及び決済化

2477 大阪府 株式会社岡元工務店 4120101036340 オンライン販売で新たなビジネス・広告出稿

2478 大阪府 株式会社谷一 9122001030352 ITとWebを活用した作業員の確保、工程管理と受注の為

2479 大阪府 谷川会計事務所 コロナ禍における今後の顧客との関わり方改革・働き方改革

2480 大阪府 阪南産業株式会社 3120101037496 WEB版ホワイトボードを用いた非接触打ち合わせサービス構築

2481 大阪府 株式会社恩栄工業 4122001031504 IT導入による非接触での人材確保と受注機会創出の為

2482 大阪府 みのお骨盤リフォーム整骨院 オンラ特化インにした施術で集客UP！心も体もリフレッシュ

2483 大阪府 株式会社鳥井工務店 2120001137769 オンライン導入による住宅リフォーム件数アップに向けた営業開発

2484 大阪府 株式会社サンプロフィット 8120001122831 クラウドシステム導入で生産性向上とコスト削減の実現

2485 大阪府 広瀬晃一 非対面型のビデオ接客ツールを活用した、ブランド買取サイト開業

2486 大阪府 堀江鍼灸治療院 自宅でOK！オンラインサービスで行うカウンセリング＆セミナー

2487 大阪府 鍋・居酒屋なっちゃん 除菌 ・ 抗菌 作業で ウィズコロナ時代の店舗づくり

2488 大阪府 株式会社Ｉｎｃｕｂｉｃ 7120001167613 非対面接客、会議システム導入ホームページ制作事業

2489 大阪府 株式会社Ｌｕｍｉｒｉｓｅ 2120001223486 オンライン予約と見積もりシステムによる非対面での集荷配送

2490 大阪府 株式会社クレッシェンド・ツアーズ 7120001219389 国際交流教育オンラインプログラム

2491 大阪府 Ｄｅｍｉａｎ 罪悪感がない？！美容と健康を考えたSDGsなクレープ移動販売

2492 大阪府 Ｓａｉ 触れるアートピースでストレスフリーな生活を広めよう

2493 大阪府 合同会社チューブスター 1120003015354 HPとyoutubeの活用よる業務改善とリモート&アニメ化

2494 大阪府 株式会社ＫＡＮＳＡＩ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 5120001144713 ホームページを活用した非対面化システムの導入事業

2495 大阪府 株式会社オーディーイー 6120001230025 非対面営業スタイルの構築による販路開拓と生産性向上

2496 大阪府 Ｌａ Ｃｌｏｃｈｅｔｔｅ 店舗をエステエリアと鍼灸エリアに分け新生活提案ビジネスの創出

2497 大阪府 株式会社Ｆｕｌｌ Ａｈｅａｄ 7120001155122 パソコン初心者向けオンラインアフィリエイター育成スクール事業

2498 大阪府 ネットトレードカンパニー 自然素材を使ったオリジナル創作家具、アウトドア製品の製作開発

2499 大阪府 有限会社山本 4120002017051 非接触型エステマシーンによる既存客来店促進と新規客獲得

2500 大阪府 パーソナルジムホワイト天王寺店 既存顧客リストを活かした低感染型脱毛事業
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2501 大阪府 ｈａｉｒｓａｌｏｎ Ｌｉｎｋ 大人女性をキレイにする非対面型アンチエイジングヘアデザイン

2502 大阪府 ネイルサロンコア 通販サイト作成 コロナ禍における対人接触減少に向けて

2503 大阪府 株式会社コアドシステム 4120001209657 高性能シャッターを広報するウェブサイト作成事業

2504 大阪府 株式会社ｆｒｅｅｕｐ 5120001229407 オンライン打合せに転換、非対面で実施する営業活動

2505 大阪府 株式会社ミドリ土建 8120101023541 現場に機械を、機械化で吹き飛ばす

2506 大阪府 合同会社Ｆ−ＳＴＹＬＥ 7010603005594 新規入居者獲得のための非対人接触での空室対策

2507 大阪府 有限会社アリカエンタープライズ 7120902002117 リアル講演をゼロに！茶道とヨガの動画を使ったハイブリッド研修

2508 大阪府 オフィスエンニチ HPの改修及びPR／展示会活用による認知向上を図る事業

2509 大阪府 明治牛乳北空港センター 宅配管理ソフトの導入による配達サポート及び非対面型営業活動

2510 大阪府 株式会社ひよりホーム 1120901036591 オンラインを活用した集客及び営業活動による新規顧客開拓事業

2511 大阪府 ADVANCED TECHNOLOGIES JAPAN ECによるスノーボード・スキーチューナップサービスの販路拡大

2512 大阪府 株式会社ＫＵＦＵ 4120001194775 オンライン会議配信設備パックの有償レンタル事業

2513 大阪府 永谷洋平 金融教育サービスのオンライン化事業

2514 大阪府 森脇択弥 アートがもっと楽しくなる。動画配信×ECによる販路開拓

2515 大阪府 活旬うだ川 オンライン予約とTAKEOUTの導入による効率と収益の向上

2516 大阪府 ヘアーサロンエリート 非対面型格安セルフエステで集客及び商品の販売を促す

2517 大阪府 株式会社アトラスホーム 4120001234168 営業DX化ツール導入による非対面・効率的な業務体制の構築

2518 大阪府 合同会社Ｇｒａｃｅ Ｒｏｓｅ 8120103003905 オーガニックローズ使用の敏感肌向け化粧水のECサイト販売

2519 大阪府 株式会社ロイヤルプロパティマネジメント 2120001010637 賃貸物件のVR内覧サービス導入による物件の内覧効率化

2520 大阪府 コボット株式会社 9120001051732 ウェブサイトの整備で非対面の実現と売上向上を狙った事業

2521 大阪府 株式会社オオイ 3120101001163 ホームページ開設でポストコロナ時代に対応

2522 大阪府 ガルエージェンシー尼崎北 WEB完結型相談システム構築による非対面型への移行

2523 大阪府 ＢｅｌｌｅｓＳｅｃｒｅｔ 非対面ビジネスのECサイトを構築しオンラインサロンを開設

2524 大阪府 株式会社アクトドリーム 8120001188518 飲食店向けオンライン調理指導による対人接触機会の減少施策

2525 大阪府 株式会社エクセレント・サービス 4120101000668 ホームページリニューアルと案内チラシによる低感染リスク型事業

2526 大阪府 クロフネ運送 対人接触機会の減少を目指す引越し業への事業進出

2527 大阪府 あいあい～愛逢 ＲＡＤＹＯＮＥ コロナ禍で健聴者と聴障者を繋ぐプラットフォームの実現

2528 大阪府 有限会社幸栄 1122002006219 ＥＣサイト構築による新規顧客獲得とオンライン相談対応開始

2529 大阪府 山尾恭平 コンサルティング動画の配信サービスとオンライン動画研修事業

2530 大阪府 株式会社タツヲノコプロ 2120001212489 ＬＩＮＥを活用しテイクアウト・デリバリーの売上アップを図る

2531 大阪府 株式会社アトムエンジニアリング 2120901019331 HP改装とWebチャットシステム導入による非対面型の取組

2532 大阪府 共栄物産株式会社 2122001001954 WEBサイトの新規制作による営業力強化での新規開拓

2533 大阪府 坪山商事株式会社 2120001160614 男性専用のセルフ脱毛＆筋トレによる低感染リスク型サービス開発

2534 大阪府 株式会社Ｌｕｃｅ 3120001206399 店舗とシナジーのあるREVIのEC販売で売上強化

2535 大阪府 株式会社Ｅ−ＬＩＧＨＴ 9120001131352 アナログとデジタルの融合で非接触・非対面ビジネスへの変換！

2536 大阪府 株式会社ＥＲＥ ＳＡＩＳＩＲ 2120001230227 ホームページの作成による非対面接触型デリバリー事業

2537 大阪府 合同会社山田商事 5120003017421 飲食コンサル主任がアドバイスするオンラインサロンの開設

2538 大阪府 ＨＢＣ Ｆｉｔｎｅｓｓ オンラインでのトレーニング、ダイエット指導による新規顧客獲得

2539 大阪府 株式会社エンコネクト 4120001218030 人を繋ぐ、アフターコロナを見据えた飲食事業の決済の非対面化

2540 大阪府 Ｃａｔ Ｓｐａｃｅ 非対面で周知できるPR動画作成、オンライン予約システムの導入

2541 大阪府 株式会社井上鉄工所 3120001026087 給与処理と会計処理の自社内製化及びコロナウィルス感染拡大防止

2542 大阪府 中大ビスタ株式会社 5120001100600 自社・ECサイトでの中国食品販売事業による販路拡大

2543 大阪府 株式会社ＬＮＪ 7120001206998 電子ツール活用による業務効率の実現と売上拡大の為

2544 大阪府 株式会社ＫＡＺＵＴＯ 4122001027948 多様化したニーズに対応してデジタル戦略による新規の獲得の為

2545 大阪府 有限会社伸和工機 8120102002429 業務効率と新分野での売上拡大のためのオンラインツール導入の為

2546 大阪府 シーハウス チラシ及びECサイトの新規作成による新規顧客獲得・売上拡充策

2547 大阪府 株式会社ヴィタテラス 3120001211696 中高年向け機能性表示食品の開発、販売と自社ECサイトの構築

2548 大阪府 ヤソデンキ 松原市内のファミリー層に向けた家電製品のオンライン販売

2549 大阪府 藤井則彦 非対面化への取組みで物件の魅力度をアップさせ空室対策

2550 大阪府 WELLE レジン家具、インテリアのサブスク事業に伴うEC構築
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2551 大阪府 株式会社Ｖｉｃｏ 1120001128447 ハイクラス男女の出会いをサポート！オンライン婚活の販売促進

2552 大阪府 株式会社ＪＰドラッグ 2120001206466 価値提案型の販売チャンネル構築による売上アップ

2553 大阪府 Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｓｃｈｏｏｌ 本事業を全国に届けるプロモーション計画実行

2554 大阪府 株式会社ＲＥＭＩＸ 2120003010767 「タイムシェア」と「宿泊」の2足のわらじで売り上げアップ

2555 大阪府 株式会社Ｍ＆Ａ 7120001223267 ECサイトを通じてお家でのハーバリウム体験を広める事業

2556 大阪府 株式会社リアンコンサルティング 6120001230586 完全反響型！法人・個人のイベント代行ビジネスの構築

2557 大阪府 ＲＥＹ ビジネス最終章と後継者育成の為に非対面・非接触で事業の再構!

2558 大阪府 株式会社ゼロワン 9120001136707 自社公式サイト制作によるエンドユーザー集客の販路拡大

2559 大阪府 ＲＩＫＫＡ＆ＲＯＣＣＡ 「非接触で安心して通えるエステサロン」セルフ美顔脱毛機導入

2560 大阪府 東雲金星国際株式会社 7122001030412 申し込みフォームとオンライン決済による対人接触機会の減少

2561 大阪府 株式会社Ａｐｒｉｌｆｏｏｌ 8120901016967 ビーガンドーナツ「Little Vessels」の通販事業

2562 大阪府 丸の家 自宅から差し入れ注文できるECサイト開発

2563 大阪府 有限会社一番館 4120002070769 写真のネット販売促進と三密回避

2564 兵庫県 株式会社Ｂ−ｗｏｒｋ 6140001106108 廉価版SIM、オーダーメイド型SIM開発・販売・保守等

2565 兵庫県 株式会社クニツグフード 5140001115415 餃子・唐揚げの店頭販売で市内主婦層の新規顧客開拓事業

2566 兵庫県 株式会社キレイニ 8140001093947 ウィズコロナ・アフターコロナに対応した非接触型店舗の改修工事

2567 兵庫県 株式会社フードピクト 1140001104834 植物性原料100%でつくる料理の非接触型販売に向けた体制整備

2568 兵庫県 ストローハット テイクアウト、通販商品の真空処理販売による売上の拡大

2569 兵庫県 志知カフェ セミセルフレジ導入による非接触型決済体制の整備

2570 兵庫県 株式会社Ｎｕｅｖａ ｌｕｚ 9140001100594 スマートフォンアプリで注文できるシステムの導入

2571 兵庫県 ダイニング バー セルバッジョ お客様との飛沫感染を最小限に防ぐタッチパネルシステムの導入

2572 兵庫県 株式会社シフォンドール 3140001095056 地元食材を使ったスイーツの宅配サービスと卸販売による販路開拓

2573 兵庫県 有限会社ＨＲ 2140002023479 無人受付システムを導入したパソコン修理店の多店舗展開事業

2574 兵庫県 株式会社ＢＡＮＳ 5140001092893 テイクアウトと注文システムの導入による非対面営業の確立

2575 兵庫県 株式会社トップライフ 3140001030938 空き家管理サービスパックの販売促進による新規顧客の獲得

2576 兵庫県 民宿みはら 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

2577 兵庫県 喰い処 音松 家庭で楽しめる播磨灘の食材を中心とした真空冷凍商品への取組

2578 兵庫県 しあわせファー夢 イチゴの非対面・無人販売設備の導入

2579 兵庫県 肉汁爆発餃子名物唐揚げまるちゃん テイクアウト事業強化に伴う商品開発マーケティング事業

2580 兵庫県 ＴＡＴＡ ＮＡＴＵＲＡＬ ＭＵＳＩＣ 生産性の高いオンラインレッスンの実施と高品質の映像教材制作

2581 兵庫県 株式会社未來・ビルド・アップ 9120001120090 芦屋からのオンライントレーニングで美ボディダイエット

2582 兵庫県 田治米合名会社 1140003006450 ＶＩＰ、インフルエンサー向け酒蔵見学スタジオ整備事業

2583 兵庫県 株式会社ＫＯＳＡＥＬ 1140001097228 広い店内を個室化させる感染リスク対策

2584 兵庫県 株式会社神戸トレード 5140001027049 非接触・自社主導の営業方式導入による感染防止と事業拡大の両立

2585 兵庫県 株式会社丹波悠遊の森協会 8140001041518 ポストコロナでのＲＶパーク活用とキャンプ飯開発による売上向上

2586 兵庫県 株式会社津田本店 2140001036449 「新しい生活様式」へ対応する「地域生活便利店」への業態転換

2587 兵庫県 株式会社ファイン 8140001090639 宅配買取に特化した「買取専門サイト」の構築

2588 兵庫県 ＧｌｏｗＡｓ 当店の自慢の精肉とテイクアウトの販売開始で売上回復

2589 兵庫県 六甲昆虫館 昆虫標本・オリジナル標本箱のネット販売のためのECサイト制作

2590 兵庫県 カフェハイジ 「出来立て玄米糀生甘酒」を活用した新たなテイクアウト強化

2591 兵庫県 マザーミーツ喫茶店 非接触型レンタルサロンで女性のお仕事継続＆開業支援事業

2592 兵庫県 株式会社リガレッセ 5140001106991 コロナ禍でも安心して食せるローカルガストロノミーへの展開

2593 兵庫県 株式会社櫻ウインズ 7140001109241 新規事業を立上げる起業・副業希望者向けオンラインスクール構築

2594 兵庫県 株式会社堂記號 9140001009555 老舗豚肉店のインターネットを通した非対面型の新たな顧客の獲得

2595 兵庫県 パーソナルケア鍼灸整体院 オンラインでも早期回復、早期復帰パフォーマンス向上プログラム

2596 兵庫県 ベルツリー株式会社 3140001096921 ドイツ料理専門店による人気コロッケのテイクアウト販売強化事業

2597 兵庫県 ２１１ 店内を接客スペースと非接客スペースに仕切る感染リスク対策工事

2598 兵庫県 ポプラ ラーメン店ポプラの真空包装機の導入による通信販売事業の開始

2599 兵庫県 ＳＡＵＣＥ ECサイトの開設！当店オリジナル商品で非対面事業展開

2600 兵庫県 ステーキハウス葵 予約システム導入による新サービス提供で対人接触機会現象実現！
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2601 兵庫県 オニクトワショクアジドコロニダイメイズシガワ お一人様需要や高齢者に配慮する三密を回避した店舗改装計画

2602 兵庫県 うすくち文化研究所 オンライン料理教室（非対面・対人減少の取組導入）で売上確保へ

2603 兵庫県 LIBコンシェル LIBコンシェル

2604 兵庫県 有限会社金山製麺 6140002069725 接触機会減少のためのネット通販サイト作成と製造業務効率化

2605 兵庫県 やま咲 弁当デリバリー販売強化による商圏拡大とビジネスモデル刷新

2606 兵庫県 ウェストトレーディング株式会社 2140001107679 ネット活用によるBtoB,BtoCマーケティング戦略

2607 兵庫県 株式会社トリオグラント 2140001104362 ＥＣサイト構築、販売による対人接触機会の減少及び販路開拓

2608 兵庫県 仙代テック株式会社 3140001066916 非対面で完結するサブスクリプション型ECサイトの導入

2609 兵庫県 大倉卓人 非対面ビジネスの強化にむけた動画制作事業（EC事業）の実施

2610 兵庫県 アンプラグド ４ＷＡＹメガネチェーン専門のＥＣサイト開設による販路開拓事業

2611 兵庫県 ハヤトホーム株式会社 9140001116723 感染リスクを抑えた新たな住まい探しのサービスを構築！

2612 兵庫県 キャンドルスタジオココベラ コロナ感染対策！オンライン×セルフエステによる顧客拡大事業

2613 兵庫県 メルメルカフェ 低感染リスクに向けた店舗改装とテイクアウト

2614 兵庫県 バランス鍼灸整骨院 新時代の患者さんと真摯に向き合うオンラインシステムの構築

2615 兵庫県 株式会社梵天 4140001087218 地元産食材を使用したテイクアウト餃子の新商品開発計画

2616 兵庫県 福健風中国家庭料理ゆう 中国家庭料理をご家庭で！店舗を改装しテイクアウト販売開始！

2617 兵庫県 株式会社友塾 6140001105662 「オンラインを使った学習管理型個別指導コース」開設

2618 兵庫県 株式会社いなせ 1140001067180 3Dパースとオンライン会議を活用した非接触化

2619 兵庫県 ＣＨＡＲＭＥ 非接触セルフネイルサービス事業

2620 兵庫県 ａｉｌｅ オンラインスクールへの転換による非対面事業の取組

2621 兵庫県 ｃａｃｈｉｔｏ ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 非対面型販売により売上を増加させるための環境整備事業

2622 兵庫県 カラフルブライト合同会社 5140003012932 卸販売・個人販売が可能なECサイトの構築と新パッケージ開発

2623 兵庫県 株式会社ユニオンワークス 1140001088276 ワン ONE  LIFE 愛犬とあなたを1つに

2624 兵庫県 合同会社グランドサークル 9140003005032 『初学者がプログラムを作れるようになる』動画教材の作成

2625 兵庫県 カフェ ハルサクラ オカモト 焼き菓子（スコーン）の通信販売による販路拡大及び売上向上

2626 兵庫県 株式会社ステイブル 2140001088911 オンライン校の開設とPR

2627 兵庫県 有限会社大西殖産 5140002047855 テレワーク環境整備及びオリジナル看板作成による販路拡大事業

2628 兵庫県 株式会社ＶＩＥＸ 3140001112827 ゲーム用眼鏡の開発とウェブ販売の展開

2629 兵庫県 コンパスローズ株式会社 3140001111382 通販サイトを活用した販路拡大並びに当店ブランド力の強化事業

2630 兵庫県 バーサカイ 神戸⾧田のソウルフード「そばめし」をキッチンカーでブランド化

2631 兵庫県 株式会社ｈｉｍｅ 8140001118976 オンライン授業導入により接触機会を減らし販路拡大事業

2632 兵庫県 コハレルヤ 発酵食品ギフト専門店へのリブランディング事業

2633 兵庫県 株式会社丹波郷 5140001091342 クロモジ等の日本古来の香りを演出するための商品開発事業

2634 兵庫県 株式会社上田洋紙店 2140001006286 コロナ禍を突破る! !HPを活用し紙加工品事業の展開で新規開

2635 兵庫県 炭火焼肉 炭小屋 コロナに負けない「焼肉屋さんのおうちでBBQセット」の販売

2636 兵庫県 シャルトルズ 対面施術不要のセルフエステ事業導入とweb広告による顧客獲得

2637 兵庫県 株式会社エルシーエル不動産 7140001113111 コロナ禍を乗り切るための新規顧客開拓の施策

2638 兵庫県 株式会社Ｓｙｄｅｃａｓ 8140001101718 低糖質食品NinjaFoodsのオンライン販促事業

2639 兵庫県 株式会社アスリートビズ 9140001080944 スポーツジム運営に必要な機能を非接触システムで構築する事業

2640 兵庫県 株式会社ツクシ 8140001072793 「非対面接客による、より上質で、安心安全な店舗空間造り」計画

2641 兵庫県 株式会社Ｄ−Ｓｔａｒ 1140001086585 対人接触機会減少の実現と住宅リフォーム新事業開発の挑戦の為

2642 兵庫県 ハイダウェイ 【ハイダウェイ】移動販売促進のためのキッチンカー制作と設備購

2643 兵庫県 株式会社爽育ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 9140001111823 【爽育community】対人接触機会の減少につながるWEB

2644 兵庫県 モバイルエール マンパワーをカバー!個人事業に最適ネット自動販売システム

2645 兵庫県 魚問屋まる吉 完全予約制店舗への変更とテイクアウト、通販強化への取組

2646 兵庫県 株式会社桜鈑金工業所 4140001074595 「中古部品・タイヤ」販売の非対面型ネット通販で販路開拓

2647 兵庫県 株式会社タスク 3140002046891 手動運転装置・左アクセル付レンタカー事業の多様化と非対面化

2648 兵庫県 藤原染工株式会社 1140001075877 播州染屋が発信する唯一無二の播州織、世界に向けてドアオープン

2649 兵庫県 株式会社ブレイブリー 7140001104440 焼き菓子の販売拡充

2650 兵庫県 有限会社大濵 9140002035402 卸売業者依存モデル脱却のための営業DX化ツールの導入
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2651 兵庫県 ももかふぇ オンライン化で「食を楽しむためのファスティング」売上拡大事業

2652 兵庫県 Ｈｕｇｋｕｍｏｎｅ 感染対策を徹底した密にならないDIY屋外ワークショップの整備

2653 兵庫県 ＴＹＳｔｏｃｋ株式会社 3140001121035 システム導入で服薬指導の接触機会逓減による患者満足度向上

2654 兵庫県 株式会社浅井製作所 9140001107739 商社兼加工メーカーへの躍進と販路拡大を目指したＥＣサイト開設

2655 兵庫県 株式会社ＫａＷｅｌｌ 6140001102569 パワープレート導入による非接触型ヨガ・ピラティストレーニング

2656 兵庫県 Equatorial Japan サプライチェーンの影響に左右されない自社生産体制の構築

2657 兵庫県 有限会社新星ソフトウェア研究所 9140002010033 Webシステム構築（ECサイト、ユーザ登録、問い合わせ）

2658 兵庫県 Ｈ・Ｒ・Ｐ久島塗装株式会社 4140001087102 対人接触機会の減少と衛生面強化の為のセミセルフレジの導入

2659 兵庫県 株式会社ＭＩＣＣＡＩＮＴＥＲ 8140001091364 アパレルブランドラインECサイト構築で低感染型ビジネスへ転換

2660 兵庫県 カジヤ企画 ライブ配信事業の強化、およびスタジオの高音質化・オンライン化

2661 兵庫県 お好み焼 さくら お好み焼き非対面型テイクアウト拡大のための WEB 運用

2662 兵庫県 株式会社あくと 7140001057531 E-Bikeを活用したサイクリングツアー事業

2663 兵庫県 有限会社ピー・ドン・ボール 1140002066025 非接触型イベントにおけるインターネット配信サービス

2664 兵庫県 ｍａｒ ｆｒａｇａｎｃｉａ ネット広告等によるハンドメイドのネイルチップ通販PR事業

2665 兵庫県 わたなべ美容院 ネットショップを使ったサブスクリプション販売で固定売上増加へ

2666 兵庫県 ロンドンテーラー ECサイトの開設！全国へオンライン販売

2667 兵庫県 ムーンロータスヨガ 免疫力を上げるオンラインヨガ教室開設で顧客倍増事業！

2668 兵庫県 大西経営事務所 脱訪問！web労務サービス提供事業

2669 兵庫県 エクセル／エクセルオーディオ セルフ取付カーパーツのネット販売で販路拡大・売上回復を実現

2670 兵庫県 石商半田屋商会 ITを伴う非対面型のビジネス環境の構築及び生産性の向上

2671 兵庫県 小山育子 CAD導入によるパターン制作の作業効率化と非対面化の実現

2672 兵庫県 有限会社大倉 2140002069423 ビジネスマン必見！海の見える民宿での海の幸付マンスリープラン

2673 兵庫県 株式会社コウヨウビジネス 9140001018366 ニッチな要望に特化したパーソナル文具専門 EC サイトの作成

2674 兵庫県 炭焼ダイニング縁 ゴルフ工房の立ち上げと飲食店のテイクアウト、デリバリーの強化

2675 兵庫県 アクシスアートテック株式会社 8140001083089 営業活動と顧客管理のオンライン化

2676 兵庫県 株式会社バクティ 1140001115443 接触機会を減らしたコロナ休業からのリスタート事業

2677 兵庫県 サロン・ド・ユニール 恋のお悩み解消100%！仲人のオンライン相談で売上拡大

2678 兵庫県 デザイン＆ランゲージ株式会社 6140001114119 大人のためのビジネス洋書多読オンラインコース

2679 兵庫県 ビーアイ・コーポレーション 会員制サイトで動画による非対面講習とサロン顧客へ商品配送代行

2680 兵庫県 株式会社ニッショー・エレック 4140001103924 EV用ｺﾝｾﾝﾄ設置工事受注の為のオンライン営業

2681 兵庫県 株式会社Ｋ＆Ｐコンサルティング 5140002043029 非対面サービス転換型の集客・販売サポートによる顧客獲得事業

2682 兵庫県 ＮＡＨＯのＳＥＬＥＣＴＳＨＯＰ ＫＡＬＩ 「サンキャッチャー」のオンライン販売・講座での非接触事業開始

2683 兵庫県 株式会社Ｃｏｍｐａｓｓ 3140001120904 オンライン説明会を活用した販路開拓

2684 兵庫県 合同会社ＮＥＯ ＫＲＡＦＴ 9140003014090 来塾不要オンライン学習サービス構築とWebや広告でのPR活動

2685 兵庫県 Ｂｅａｕｔｙ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ ｂｉｊｏｕ株式会社 3140001107843 まつ毛エクステサロンの飛沫感染予防安心モデル構築

2686 兵庫県 株式会社山本工務店 1140001103514 ポストコロナに向けたSFAと動画配信での新規顧客獲得

2687 兵庫県 株式会社夏生建設 1140001105106 オンライン決済可能な「パック工事」提供による売上回復施策

2688 兵庫県 ＡＤＵ株式会社 2140001022762 アーティストとコラボしたネット販売とオンラインワークショップ

2689 兵庫県 株式会社インフィニティ 1140001119840 人との接触機会を減らしたラーメン店のお弁当テイクアウト事業！

2690 兵庫県 キッチンTOキッチン 天野加佳子 全国の飲食店を支援するためのオンラインサポートの提供

2691 兵庫県 Cadillac Vintage 対人接触型の接客業務から動画ECサイトへの転換計画

2692 兵庫県 Ｏｆｆｉｃｅ Ｈａｔｚｅ 非対面型と対面型とのコラボレーションによる新たな取り組み

2693 兵庫県 株式会社ジオストラクチャーズ 7140001093353 ICT活用で効率的生産プロセスの確立と対人接触機会を減らす！

2694 兵庫県 有限会社富士グループ 7140002027070 Ｕレジと店内空間確保工事で安心安全な食事空間を提供する事業

2695 兵庫県 株式会社グリーンプラン 5140001074371 造園CADソフト導入による高付加価値サービス実現・生産性向上

2696 兵庫県 茶室ｂｅｎｉ オンライン商品販売システム及びオンライン予約システムの導入

2697 兵庫県 ＳＵＮＮＹ ＳＩＤＥ行政書士事務所 コロナ禍における新規顧客との共存共栄

2698 兵庫県 合資会社オーヴ 6140003006743 ウェブを活用した集客及び在宅でケアー出来る商品のネット販売

2699 兵庫県 西宮食糧株式会社 4140001069868 インターネット販売による新規顧客及びリピーター獲得

2700 兵庫県 アナザーワールド株式会社 6140001100085 南アフリカワインECサイトをグーグル広告活用により販売強化
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2701 兵庫県 ビフロスト 地域に根差すポストコロナに対応した革新的ビジネスモデルの転換

2702 兵庫県 とり行政書士事務所 決済機能つきホームページの作成および補助金診断ツール開発

2703 兵庫県 信陽建装株式会社 1140001118181 外壁塗装、防水工事、足場工事に移行してコロナ禍を乗り越えろ

2704 兵庫県 誠和クリエイト株式会社 1140001108975 非対面で営業活動を行えるようにサイトにシステムを導入する

2705 兵庫県 株式会社ネイブルツアー 9140001089085 ＳＮＳからｗｅｂサイトへ！ユーザーが予約しやすい導線の構築

2706 兵庫県 有限会社大西エステート 9140002032432 非対面型販売モデルの導入によるコインランドリーの集客強化

2707 兵庫県 株式会社清啓塾 9140001099398 IT活用に伴う補習塾および難関大学合格ノウハウのアピール

2708 兵庫県 合同会社異文化交流協会 2140003008883 ハンドメイド製品のオンラインワークショップとキットEC事業

2709 兵庫県 ヤスイ電気 ヤスイ電気 安井洋司

2710 兵庫県 ルナパルパドス 地場食材テイクアウト、イートインによる観光客の新たなとりこみ

2711 兵庫県 一休 淡路島の原材料を使用した佃煮を全国にお届けする販路開拓事業

2712 兵庫県 ユニメイト岡本 テイクアウト販売による販路拡大事業

2713 兵庫県 極楽鳥 お店の味をそのまま！お取り寄せ冷凍水炊き鍋のネット通販

2714 兵庫県 株式会社アリエス 5140001047575 雑貨部門オリジナルブランドの立ち上げとEC販売による販路開拓

2715 兵庫県 光菓舎 ケーキ・焼き菓子のネット通販事業、デリバリーサービス事業

2716 兵庫県 ＫＡＨＭジャパン株式会社 2120001184704 シニア管理職人材の中小企業・ベンチャー企業への業務受託事業

2717 兵庫県 合同会社悠然 4140003014624 オンラインカタログの作成による接触機会減・効率化の取組

2718 兵庫県 有限会社尼宝宅建社 5140002044729 ウィズコロナにおける相続対策専門家とのマッチングサイト構築

2719 兵庫県 富士産機商会 修理機持込予約システムの構築による作業効率化と生産性向上

2720 兵庫県 福壽格久 非対面型ビジネスモデル構築のためのホームページ作成事業

2721 兵庫県 達矢整骨院 リモート診療システム導入による完全非対面インソール販売の実現

2722 兵庫県 明石みなと会計事務所 動画を含めた革新的なHPを制作し税理士業務をオンラインで実現

2723 兵庫県 有限会社トロワイグレック 6140002059998 「おうちバル」惣菜製造・販売事業

2724 兵庫県 日本ボディマインドクリエイト協会 「宝塚ランジェリーデザインスクール」完全オンライン化

2725 兵庫県 ジン・コンサルティング ポストコロナ時代における非対面型コンサルティング

2726 兵庫県 株式会社ＬＯＯＰ 3140001112364 買取希望顧客の新規開拓及び査定、買取のオンライン化

2727 兵庫県 株式会社ＷＡパートナーズ 1140001118702 冷凍保存スペース拡大による更なるコスト圧縮とテイクアウト強化

2728 兵庫県 夢道鍼灸整骨院 予約管理システム/出張整体サービス導入で、経営再建

2729 兵庫県 株式会社カレッジ 3140001111770 非接触での営業活動、不動産情報公開による集客、販売の強化

2730 兵庫県 マルスバッグ 独自技術によるフルオーダー医療救急バッグの新たな訴求展開

2731 兵庫県 笑 店 作業の自動化と接触機会減少に向けた仕組みづくり

2732 兵庫県 有限会社フジライナーテック 6140002042418 RPA導入による生産プロセス改善・事務部門テレワーク展開事業

2733 兵庫県 ｎｅｖｌａｔ テレワークをサポート！良質なパソコン・プリンターをお届け事業

2734 兵庫県 かわい整体 オンライン型施術の開始と非来店型の低感染訪問型施術の拡大

2735 兵庫県 株式会社ａｔ ｌｉｆｅ 1140001026715 オンライン化と得意技術の告知強化による顧客呼び戻し

2736 兵庫県 株式会社アークレーヴ 9140001095819 営業管理ツールを用いた宅建業への進出に向けた営業効率化

2737 兵庫県 株式会社みのり 1140001077320 クレーン工事の宣伝による地域拡大提案事業

2738 兵庫県 株式会社おのころ農園 4140001117619 家庭で楽しめる淡路島農作物の通信販売

2739 兵庫県 ツダックス合同会社 2140003015054 ペット専用ホームページでfulvicoPETの売り上げアップ

2740 兵庫県 株式会社Ｋ２Ｋ 6140001027790 ハイブリッド芝のスタジアム導入、都市緑地化のためのウェブ集客

2741 兵庫県 合同会社ｔａｎｉ 6140003015439 ナノバブル製品販売サイト作成および製品認知度向上事業

2742 兵庫県 株式会社ＩＬＵＭＩＮＡＲ 6140001116321 「すべての「美しい」に光を照らす」訪問理美容web取組計画

2743 兵庫県 Ｍʼｓｓａｌｏｎ オンライン型の動画サポート付き結婚相談サービスの導入

2744 兵庫県 ウイズワン 高品質オンラインセミナーで非対面営業システムへの転換

2745 兵庫県 釣り宿 海英 釣り宿の集客率向上と淡路島の農・海産物のインターネット販売

2746 兵庫県 freestars freestars

2747 兵庫県 ジュエリーグラッド CMSシステム導入サイト構築により非接触営業を可能にする

2748 兵庫県 萎羅建設 コロナ禍における新しい販路開拓とWEBで非対面宣伝

2749 兵庫県 有限会社北辰コーポレーシヨン 9140002057818 非接触での保険営業、情報公開による集客、販売の強化

2750 兵庫県 株式会社キューカン 6140001117708 車載用除菌装置の効果実証DVD送付による非面談型の販売促進
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2751 兵庫県 株式会社ＬＩＭＩＴＳ 5140001119993 顧客・スタッフ同士の非対面型オフィス空間の整備

2752 兵庫県 Ｏｋａｔａｋｕ オンライン個別指導の導入による販路拡大事業

2753 兵庫県 株式会社ＢＵＬＬＳ 4140001095666 ＨＰ立ち上げによる販売強化・認知度ＵＰ・テイクアウト強化

2754 兵庫県 洲本農園 自社ブランド商品「洲錦」（しまにしき）の販路開拓のためのＨＰ

2755 兵庫県 芦屋本堂 webページ構築によるオンラインでの転職ワンストップサービス

2756 兵庫県 株式会社エモズティラボ 7140001106445 地域の魅力をECで！高砂染ブランドオンライン販促事業

2757 兵庫県 三鍋和美 オンラインを活用した非対面型トレーニングの導入で売上確保へ

2758 兵庫県 Ｎｅｒｏｓ株式会社 9360001026446 ECペットブランド事業の販路拡大&新商品の開発

2759 兵庫県 株式会社サステイナビリティデザイン 2140001093390 24時間貸切型シェア作業場兼撮影スタジオ整備事業

2760 兵庫県 株式会社エアーシールド 5140001046313 2次加工部門開設及びホームページ新設による通販事業の開始計画

2761 兵庫県 株式会社ハーティプラン 8140001036930 オンライン展示会により海外の取引先・代理店を開拓

2762 兵庫県 アンジェリカ コロナ規制による売上減少を打破する為のリモートシステムを導入

2763 兵庫県 八尋整体整骨院 コロナ時代における整体整骨院経営

2764 兵庫県 合同会社ケイコネクト 2140003013693 ウェブシステム開発によるアプローチから契約までの非対面化

2765 奈良県 株式会社和音コーポレーション 1150001023694 所有プレハブ改装によるテイクアウトからあげ事業への新規参入

2766 奈良県 串カツダイニング七福神 ランチタイムとテイクアウトに特化する串カツ店の低感染事業

2767 奈良県 朝日堂 念願のカフェを閉店、テイクアウトのパン・ケーキ屋で再スタート

2768 奈良県 個別進学会 オンライン授業導入により子どもたちへのリスクの軽減事業

2769 奈良県 有限会社セラヴィ・ヨシカワ 4150002007058 「非接触型の安全な聴力測定」で超高齢化時代の地域貢献を行う

2770 奈良県 Ｗｅｌｃａｍｅ奈良 ３Ｄオブジェの製造販売

2771 奈良県 株式会社イスト 9150001014141 自宅で綺麗にセルフ美容オンライン施術レッスン及びEC運用事業

2772 奈良県 喫茶おうきに 自宅で喫茶店モーニングを！テイクアウト開始による販路開拓事業

2773 奈良県 更科 テイクアウト商品の新開発と店舗内での感染予防対策の徹底

2774 奈良県 有限会社プリズム 2150002011499 対人接触機会減少のための、新たな生産プロセスの導入

2775 奈良県 大石石材工業株式会社 3150001005633 非接触・非対面型のビジネス環境の構築及び生産性向上

2776 奈良県 ｕｎｉ 新たなターゲット層を獲得するためのＥＣサイト新設事業

2777 奈良県 株式会社クレーる 3150001017133 非接触型ポストティング調査方式による付加価値向上及び売上拡大

2778 奈良県 ｔｓｕｚｕｒｕ お茶時間に内側から健康に体ケアBodyメンテナンスBox開発

2779 奈良県 ハコニハクリエイション オンラインレッスンの新規導入及びスタジオ内分離

2780 奈良県 株式会社はしもと 8150001020198 全国でも数少ないwebによるエアリアルヨガ教室の開催計画

2781 奈良県 パンダ合同会社 9150003001385 越境ECサイト・オンラインコンテンツを活用した非対面型事業へ

2782 奈良県 西原建設 ＥＣサイト住建材販売本格参入によるＤＩＹオンライン応援事業

2783 奈良県 株式会社ルノータス 5150001020861 オンラインメディアのウェブサイト内での自社製品ターゲット広告

2784 奈良県 アスカコアテクノス株式会社 1150001011419 個人向け商品の開発と国内外でのオンライン販売による販路拡大

2785 奈良県 LaVille~都~ 感染対策完備！新店舗にて安心安全テイクアウト＆イートイン提供

2786 奈良県 中華バルＤｒａｇｏｎ Ｎ．Ｙ． 店内での対人接触機会の減少とテイクアウト売上向上の為の宣伝

2787 奈良県 株式会社わかば 4150001018403 新規通販サイト開設により非対面型ビジネスモデルへの転換

2788 奈良県 ポントガルテン 暮らしが豊かになる花のある生活のためのオンラインレッスン

2789 奈良県 四季の味 花里 テイクアウトやデリバリー等、コロナ禍に対応した新規販路開拓

2790 奈良県 Ｄｅａｒ Ｇａｌｌｅｒｙ ＮＡＲＡ 映像制作技術を活かしたオンライン展示・アート教室の開始

2791 奈良県 株式会社アンカー 5150001020333 三次元プログラミングで、地域の子どもたちに夢と笑顔を！

2792 奈良県 Revery Chair 屋外スペースで密を避けるワークショップとECサイト販売事業

2793 奈良県 株式会社ＢＬＡＣＫ−ＰＥＡＲＬ 3150001021176 自社サイト新設による商品紹介と接客の機会拡大

2794 奈良県 まごころ工務店 事業継続を目指す！キッチンカーで新たに取り組む移動販売事業

2795 奈良県 ヘアーアンドエステルーナ 非対面型セルフ脱毛が可能な個室を提供する新事業

2796 奈良県 COCO COFFEE 対人接触機会減少につながる美味しい珈琲お持ち帰り特化事業

2797 奈良県 フォワード株式会社 5150001015184 高品質なオンライン授業の実施と差別化による集客力強化

2798 奈良県 ウエストオートカンパニー コロナ禍におけるＥＣサイトを活用した新規販売獲得と事業強化

2799 奈良県 有限会社オカダ物産 4150002008790 コロナ禍に対応した完全非対面接客営業の個室設置

2800 奈良県 葛城山麓農園株式会社 6150001019829 新しい生活様式にあったレストラン新形態と非接触ネット活用事業
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2801 奈良県 Ｃｒｅａｌｅａｐ株式会社 9020001128945 自社アプリによる美容商材を中心としたECサイト事業の起ち上げ

2802 奈良県 粉源 ホームページの強化による新製品の非接触営業と店舗の感染防止

2803 奈良県 株式会社加藤 2150001008934 密の回避・販売促進の為の店舗改装とECサイト強化

2804 奈良県 整骨院ＫＵＳＡＢＩ 電気治療器ハイボルテージの導入

2805 奈良県 株式会社エー・ジー・エフ・ホールディングス 3150001022620 ホームページ制作_ECサイト構築

2806 奈良県 坂口農園直売所 ECサイト開発によって非接触型販売の体制確立と販路拡大

2807 奈良県 カットハウスキタ ヘアケア商品販売新規ＥＣサイト開設による販路拡大事業

2808 奈良県 株式会社コトクリエイト 8150001023837 自社ブランド商品立ち上げとオンライン販売事業の確立

2809 奈良県 スカルプケアジャパン株式会社 9150001022895 個人向け海塩シャンプーの開発とオンライン販売事業

2810 奈良県 クラウド保守メンテナンス合同会社 5150003001959 非対面・非接触型店舗への改築と24時間完全空調システムの導入

2811 奈良県 梨子本果樹園 これからの夢に向けて！ 売り場拡張計画

2812 奈良県 合同会社ことだま企画室 2150003001251 新しい食生活のための加工食品の開発とブランド構築

2813 奈良県 オートプラザミラノ奈良店 新規ＥＣサイト開設により非対面型ビジネスモデルへの転換事業

2814 奈良県 居酒屋 ゆきの テイクアウトシステム導入とテイクアウト商品開発で売上回復

2815 奈良県 株式会社松本組 4150001019153 オンラインツール活用による採用活動のため

2816 奈良県 翔星建設株式会社 1150001020510 WEBを用いた非接触型不動産取引業基盤構築

2817 奈良県 オーダーメイド中古車専門店 コロナ禍を共に乗り越える！格安事務室車と移動販売車の全国販売

2818 奈良県 ＥＸＥＬＵＺ オンライン強化によるwithコロナへの転換事業

2819 奈良県 ＣＵＣＩ奈良 キッチンカーでセルフテイクアウトコーヒー

2820 奈良県 株式会社Ｃｅｌｅｓｔ 8150001022541 化粧品輸出業から非対面・セルフエステ業へ転換による販路拡大

2821 奈良県 株式会社一守匠堂 9150001024355 webと実店舗を組み合わせた着物メンテナンス業の確立

2822 奈良県 株式会社やすまる 4150001024302 オンラインサービスの構築でペットの家族化ニーズをキャッチする

2823 和歌山県 丸新本家 キッチンカー導入で、需要の移動に対応！

2824 和歌山県 ちゃびん 店内座敷のテーブル・個室化、テイクアウト対応の為の調理場改装

2825 和歌山県 有限会社松本石油 5170002003517 ＬＰガス販売管理システム導入し非対面ビジネス構築と販路拡大

2826 和歌山県 中華料理 好 テイクアウトの拡大と加工品の小売・宅配で売上アップ

2827 和歌山県 セルブロック 本格イタリア料理をいつでも、どこでも、気軽に楽しむPJ

2828 和歌山県 atelier_suola Afterコロナに効く「家具」「インテリア」の製作と新規顧客

2829 和歌山県 ピーターソックス 書籍の全国出版を活用したオンラインスクール新規顧客獲得

2830 和歌山県 株式会社Ｈ．Ａ．Ｌ．Ｕ 7170001010537 事業継続のためのオリジナル商品の開発とECサイトの構築

2831 和歌山県 Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ Ｆｉｌｍ ドローン等を使用しソーシャルディスタンスを確保した遠隔撮影

2832 和歌山県 Ｓｅｎｅｃａｑ ポストコロナを見据えた新規事業「健康食品販売」への挑戦

2833 和歌山県 株式会社雅景 9170001015377 身も心も圧倒的に美しく！女性の輝きを引き出すオンライン事業

2834 和歌山県 Ｈａｉｒ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ ｓｐａｃｅ ｅＢｉｉ 個室型個別対応・感染症対策で美容室の売り上げ向上を図る

2835 和歌山県 ＳＯＲＡ企画 新規顧客の獲得のためネット販売システム導入及びカタログ作成

2836 和歌山県 和尊建設工業株式会社 4170001006785 営業管理ツールを活用したお客様への営業プロセスの完全非対面

2837 和歌山県 日出手袋工業株式会社 8170001007400 B to Bに特化した自社サイト構築で新規顧客を増やす

2838 和歌山県 城北スタンド コーヒーと和歌山産フルーツを使った焼菓子の販売

2839 和歌山県 アウルトラベル熊野 熊野ファンを増やすための安心安全な移住促進事業

2840 和歌山県 ＡＳＨ 紀南唯一のケージがあるジムでコロナに負けない体作り

2841 和歌山県 セカンドライフ こだわりの十割そばギフトを全国へ！ECサイトによる販路拡大

2842 和歌山県 麺屋ゼロ 高機能液晶券売機の導入により低感染リスクと生産性向上！

2843 和歌山県 株式会社⾧岡塗装店 2170001010310 オンライン自動見積導入により非対面営業を実現

2844 和歌山県 ｈａｉｒ ｂｏｎｉｔａ！ 非接触型の新たなビジネスモデルで事業拡大と顧客満足度の向上

2845 和歌山県 円廻ーｅｎｎｅ ｒｏｏｍ− 非接触施術の導入によるリピート客増加、並びに新規顧客の獲得

2846 和歌山県 有限会社深見梅店 1170002009625 非対面ビジネスモデルへの転換となる商品説明動画の作成

2847 和歌山県 はるまる 乗り合い船から貸し切りチャーター船への切り替え

2848 和歌山県 株式会社ビズコム 5170001015579 【株式会社ビズコム】一般顧客からの工事受注と在宅ワーク用品の

2849 和歌山県 紀南グルーヴ 耳に心地いい音響のスタジオで、音楽制作や録音に非対面で対応

2850 和歌山県 合同会社円満地 9170003001499 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠＞
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2851 和歌山県 ｅｍｍａ 完全非接触施術の導入による販路開拓

2852 鳥取県 有限会社ふかた 7270002004346 自社ECサイトで自社ブランドマスク販売、下請け企業からの脱却

2853 鳥取県 有限会社湖山大門 9270002001226 完全個室へリニューアルし、厳選した鳥取和牛で幸せを届ける

2854 鳥取県 有限会社インデイバー 3270002000209 安心安全な学習環境の整備によるポストコロナでの新規入塾者獲得

2855 鳥取県 平家康裕 企業のキャッシュフロー管理サービスの構築と販売事業

2856 鳥取県 株式会社ＲｉｓｉｎｇＧａｔｅ 2270001007890 新商品開発し、鳥取和牛の魅力をサブスク販売で県内外へ広める

2857 島根県 ラ・フェニーチェ 一組限定イタリアンレストラン開設とテイクアウト・ネット通販

2858 島根県 入江 完全非接触型ランチ専用カレーうどん専門店新規開店

2859 島根県 有限会社フリースタイル 3280002002006 必須アミノ酸による進化形ファスティングのオンラインサロン化！

2860 島根県 有限会社Ｐｌｕｓ ｖａｌｕｅ 6280002004503 最新のタイム計測システム導入による非接触型スポーツ大会運営

2861 島根県 エステティックサロン ダイアナ ポストコロナを目指したメンズ専門脱毛サロン開設事業

2862 島根県 パティスリーフルール 移動型販売による低感染リスク型事業

2863 島根県 有限会社ゆたか亭 6280002006648 大社の味を全国と地元へ！デリバリー・通販サービス構築事業

2864 島根県 スリーロードボクシングジム ビジョントレーニング、顔認証サーモグラフィによる接触機会減少

2865 島根県 クリニカルルーム咲 自律神経、アトピー改善のオンライン指導とオンライン集客

2866 島根県 あいおいグランドカバー株式会社 8280001007868 ラジコン草刈機の導入による販路拡大

2867 岡山県 有限会社桃花 3260002030157 自社ＥＣサイト等による津山名物そずり鍋セット販売事業の実践

2868 岡山県 有限会社京の味桜川 3260002013368 テイクアウト用商品の販売に適した店舗作り、冷却設備投資

2869 岡山県 株式会社ユメル 2260001011464 ネット活用した来店予約システムによる来店時間の分散化事業継続

2870 岡山県 蝦名民謡教室 ホームページを活用し、オンラインレッスンの本格始動

2871 岡山県 株式会社ふじラボ構造設計事務所 4260001033795 生産性向上と接触機会減少のための3Dソフトウェアの導入

2872 岡山県 ｐａｉｎ ｐｏｒｔｅ 冷凍商品の開発と店外自販機での販売開始による売上増加

2873 岡山県 有限会社ナカシマ建創 4260002007179 低感染リスク型ビジネスモデル構築に向けた取り組み

2874 岡山県 株式会社松平 6260001014777 食堂メニュー注文予約システム導入による事業拡大プロジェクト

2875 岡山県 音色こずみっく 未来を見据えたオンラインリトミック教室のたちあげ

2876 岡山県 カラーユアライフ橘玲子 各種オンラインセミナー・オンラインカウンセリング

2877 岡山県 ONES OWN 対人接触を減らす再生美容商品の販売プロセスの導入

2878 岡山県 株式会社パクス・ジャパン 7120001135891 非対面型応対の導入による工事事業の売上再建

2879 岡山県 サティスファクションカリーアンドカフェ みんなが満足、テイクアウト専用ブースでの菓子製造販売の開始

2880 岡山県 株式会社ＱＵＥＥＮ ＬＡＢＯ 8260001034204 ホームページでの美容セット販売開始による新規売上獲得事業

2881 岡山県 株式会社Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ａｇｅｎｃｙ 3240001022330 ウエブオンライン相談と施術時間短縮機導入で低感染対策と効率化

2882 岡山県 株式会社ＦｕｗａＦｕｗａ 9260001023032 オンライン型バルーンアート講座発信のための環境整備・ＰＲ事業

2883 岡山県 中国飯店北京 中華料理屋がつくる自家栽培野菜を使った「辛」惣菜販売事業

2884 岡山県 株式会社レイテック 3260001023525 非対面ビジネスのためのコンサル提案及び非対面販売事業

2885 岡山県 有限会社荒川モーターサービス 9260002024789 BtoCからBtoBへ移行し不特定多数顧客との接触機会を削減

2886 岡山県 わかな合資会社 1260003001002 セルフレジ導入によるコロナ感染予防対策

2887 岡山県 賀儀山商会 アートを通して地方と世界を繋げる移動式ギャラリーカフェ＆バー

2888 岡山県 姿勢改善スタジオNature オンラインレッスンの導入に伴うＨＰ再構築と広報活動強化

2889 岡山県 有限会社石原物産 6260002034114 「穀物選別請負サービス」の開発・提供と販路拡大・開拓への取組

2890 岡山県 Ｒｉｎｇｏ ｈａｉｒ ドライ工程自動化による接触機会の低減と作業効率ＵＰで売上回復

2891 岡山県 株式会社ＮＡＮＡ 6260001033892 テイクアウト需要へ対応するための予約販売システムの導入

2892 岡山県 スワロー株式会社 2260001016100 手作業と機械化の融合による対人接触機会の減少と収益の最大化

2893 岡山県 日本文教出版株式会社 7260001005040 デジタルシフトプラットフォームとしてのホームページ構築事業

2894 岡山県 株式会社Ｓｍｉｌｅ Ｌｕｎｃｈ 9260001022637 非対面型販売の売り上げ増強に向けた配送体制の確立

2895 岡山県 株式会社関西エクセル 3260001001761 オーダーシステムの導入による安心して来店できる環境の整備

2896 岡山県 Ｎａｉｌʼｓ Ｐｉｘｉｅ ネイル・美容商品のオンライン販売事業のためのオンラインショッ

2897 岡山県 株式会社エルベ 3260001008484 既存業態を活かし、タイでのEC市場を用いた非対面の新市場開拓

2898 岡山県 株式会社きらり 5260001019372 物販部門の強化と対人接触機会の減少を講じた店舗づくり

2899 岡山県 有限会社醍醐桜 1260002034110 顧客 ニーズに対応した少量商品開発と自社 EC サイトの発信

2900 岡山県 Francesca photostudio 自社ECサイト制作による貸衣裳のオンライン試着で新規顧客獲得
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2901 岡山県 富士ダルマ株式会社 3260001013055 専用機導入による生産性向上と販路拡大に向けての取組み

2902 岡山県 クレイブ株式会社 3260001010358 大手依存からの脱却を目指し、個人向け工事への新市場開拓に挑戦

2903 岡山県 下村もも園 非破壊糖度計の導入による高付加価値商品のネット販売事業

2904 岡山県 松浦公認会計士・税理士事務所 非対面型コンサルティングの環境整備と新規取引先の開拓

2905 岡山県 株式会社意匠堂 1260001023130 倉敷駅前再開発飲食店事業

2906 岡山県 トルディ株式会社 8260001033445 希少種メダカ販売の新事業化とオンライン販売による非対面販売

2907 岡山県 ＣＡＦＥ ＦＩＬＯ 飲食スペースの個室化とネット販売ECサイトの構築

2908 岡山県 医食同源社 免疫力向上「シモン粉末」のEC販売拡大のための製造力強化事業

2909 岡山県 株式会社ＴＷＯ−ＳＥＮ 7260001019362 キッチンカー導入による感染リスク低減と好立地販売展開

2910 岡山県 有限会社武本石材工業 7260002019469 ＬＰ及び動画を活用した非接触型営業による直接受注促進事業

2911 岡山県 ＣＬｉＰ 一般家庭清掃サービスのPR及び新規除菌抗菌サービスの販路開拓

2912 岡山県 株式会社ブルベース 4260001023978 商品売上増加計画のための通販システムを導入する計画

2913 岡山県 ヘアーメイク スティル 店舗改修による感染リスクの低減と美容部門の強化

2914 岡山県 笠岡渡船 日本遺産という強みを活かした新たなサービス創出事業

2915 岡山県 Ｊ．Ｊ．Ａｃａｄｅｍｙ ハードとソフト両面での新しい学習環境の提供

2916 岡山県 シザサポ．ＪＰ株式会社 6260001035435 レンタルECサイトHP作成により新事業のシザーレンタルを展開

2917 岡山県 有限会社ツールアシスト 4260002015495 ウェブ上の相談と受注による、ニュースレターの作成代行サービス

2918 岡山県 安井商事株式会社 2260001011646 昭和の大衆居酒屋にオンラインサービスの導入による新規事業

2919 岡山県 株式会社アールボレ 3260001009680 託児所から夜間学童保育体制への転換及び感染リスクの低減計画

2920 岡山県 箱守法律事務所 オンライン完結型事業者向けリーガルサービス

2921 岡山県 有限会社アイパック 7260002022456 児島管内縫製事業者への資材卸「キョウクル」サービスの展開

2922 岡山県 株式会社大江紙器 2260001001382 お土産業界向けの非対面型セールスプロセスの構築

2923 岡山県 小野麻紀子 オンラインコーチング事業による顧客満足度向上と新規販路開拓

2924 岡山県 株式会社ＥＹベイア 8260001031184 業者向けネット通販の開始による売上の再建と新規事業

2925 岡山県 サポートコーポレーション株式会社 8260001030252 ビデオコール導入による児童福祉の非対面型支援サービス

2926 岡山県 ＣｒｅａＬｉｆｅ株式会社 7260001026813 地域の寿命を延ばす！予防に特化したオンラインスタジオの開発

2927 岡山県 たっぷり！スパゲティ 【たっぷり！スパゲティ】感染リスクを軽減した創作スパゲティ店

2928 岡山県 リフレステソレイユ オンラインを活用したサロンの接触機会削減と効率化事業

2929 岡山県 有限会社西川電設 9260002025275 複合型システムを導入した事務業務のデジタル化による国土強靭化

2930 岡山県 ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＷＯＲＫＳ株式会社 2260001028401 オンラインイベントのサポート事業による販路拡大事業

2931 岡山県 有限会社大野工業 6260002017011 製缶・配管工事における全工程の完全内製化に向けた体制整備

2932 岡山県 山陽ピュアテック株式会社 2260001023542 おしぼりと水の受注オンライン化による非接触型販路開拓

2933 岡山県 アジマッチ有限会社 6260002015510 非対面による業務効率化コンサルティングクラウドシステム事業

2934 岡山県 グレンツェン 密を避ける予約体制の見直しと新生活様式への対応事業の推進

2935 岡山県 オーシーアール株式会社 2260001012297 【オーシーアール株式会社】オゾン発生装置のネット販売とオンラ

2936 岡山県 橋本興産株式会社 1260001005376 橋本興産 安全配慮及び差別化計画

2937 岡山県 株式会社ＡＬＥＴＴＡ 5260001032540 オンライン化強化による非対面販売の売上の向上

2938 岡山県 有限会社岸本 4260002002881 広告事業のオンライン化による新規事業で売上の再建を図る

2939 岡山県 合同会社Ｆｏｒ‐Ａコーポレーション 9260003003437 自社ECサイト制作による非対面事業の新規顧客獲得と販売促進

2940 岡山県 株式会社瀬戸内航空写真 6260001010041 ビデオコール問合せの導入による航空写真の売上再建

2941 岡山県 株式会社テンダーハーツ 6260001026574 介護食の新商品開発と販路開拓でコロナを乗り切るプロジェクト

2942 岡山県 株式会社若返り体質研究所 1260001034177 ECサイト制作及びホームページリニューアルによる新商品販売

2943 広島県 株式会社教文 3240001030390 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

2944 広島県 キララ 対面不要のセルフ痩身エステ事業導入とweb集客による顧客獲得

2945 広島県 東広島あい整体院 オンライン施術、予約・決済システムによる非対面型ビジネス構築

2946 広島県 ブティック オランジュ ＶＩＰルーム開設とカウンセリングによる顧客層の拡大と売上増加

2947 広島県 小川恵 温もりを感じる伝統工芸漆器の販売サイトを活用した販路の拡大

2948 広島県 シーズプロジェクト ITを導入した非対面型の音楽サービスシステムの構築

2949 広島県 Ｋ＆Ｕ株式会社 5240001019713 本店をテイクアウト専用店舗へ転換

2950 広島県 株式会社ＪＵＩＣＹ 7240001057042 テラス席の設置とテイクアウトBOX製作事業
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2951 広島県 株式会社ウェブナス 3240001054893 接触回数最小化の為の結婚相談所申込みシステムの構築と拡販

2952 広島県 株式会社ＦｕｃｈｕＴＣ 3240001054456 3DCAD導入による新規販路開拓と遠隔訴求力UP

2953 広島県 株式会社麻世勝エビス 5240001040520 感染防止に配慮した、世界遺産・弥山トレッキングガイドツアー

2954 広島県 unjour フレンチレストラン人気メニューネット通販による非対面販路展開

2955 広島県 和洋遊膳慶 テイクアウト・デリバリーでお店の味をいつでもどこでも！

2956 広島県 有限会社格太郎と麦 1240002045150 非接触型セミセルフレジの導入による感染リスク低減化

2957 広島県 村上餌虫店 EC導入による牡蠣・鮮魚の販売チャネルおよび売上の維持拡大

2958 広島県 合同会社ＮＳ 4240003004383 レンタカー貸出時のネット予約・完全非対面配車システムの構築

2959 広島県 ラルーチェ 施術スペースの個室化に伴うコロナ対策強化とサービス向上

2960 広島県 Ｚｅｎ 完全非対面型宿泊施設への転換と、イベントスペース貸

2961 広島県 Ｐｉｃｔｕｒｅ 屋外テラスを活用した新型コロナウイルス対応型コーヒー教室

2962 広島県 株式会社ＳＨＯＹＡ 8240001055689 移動販売車導入による新事業展開と既存事業への新規顧客の獲得

2963 広島県 みのり工商有限会社 7240002044477 『備後絣の布人形』自社ECサイト構築による販路拡大

2964 広島県 渡邊酒店 「とけいそう」の味を自宅で楽しめる。テイクアウトへの転換

2965 広島県 ｍａｒａｃｏ 飲食店テイクアウト用設備導入、店舗改装

2966 広島県 有限会社ミニミニブティック・ユリ 8240002051530 自動販売機導入による感染リスク低減及び顧客開拓事業

2967 広島県 本庄水産 通信による直接販売強化による売上利益拡大のための生産体制整備

2968 広島県 このや コロナ禍でも前へ！お店が出向くランチスペース事業への新規参入

2969 広島県 有限会社ＣＥＬＥＢＳ 1240002022447 低感染リスク型ビジネス枠

2970 広島県 matsu商店 「着るリュック」を自社販売！自社ＥＣサイトの構築

2971 広島県 株式会社ひまわり石材 9240001023760 墓石の処分、移設の事業を積極的に集客し、増収増益に繋げる。

2972 広島県 介護タクシーくちた ホームページ作成とオンラインでの予約システムの導入

2973 広島県 株式会社ＫＡＭＣＯ 4240001050033 対人減少に向けたオンラインによる営業、商品説明から購入まで

2974 広島県 理容室ビーブルー・ヘアプロデュース 理容関連商品の通販開始で商圏拡大と売上のカバーリングを実現

2975 広島県 つけ麺本舗辛部広島駅前店 セルフオーダーシステムによる対人接触削減とサービス品質の向上

2976 広島県 酔虎伝五日市店 売上アップに繋げるためのテイクアウト事業強化とＰＲ

2977 広島県 キンカンの工作室 ミニチュアを活用した動画配信による非対面サービス

2978 広島県 株式会社ツカサラボ 4240001050165 歯科技工技術で作り出す一粒万倍稲穂ジュエリーの販路開拓

2979 広島県 リトルヘア コロナ禍での顧客ニーズに合わせた新メニューと販売方法の導入

2980 広島県 株式会社カメリア 7240001037069 非接触型セルフレジの導入による接触感染のリスク軽減

2981 広島県 冨士スタジオ 「換気システムを取り入れたハウス系スタジオ」

2982 広島県 株式会社アイリー 3240001046296 非対面型オンライン商談機能を中心としたホームページの制作

2983 広島県 バカラ 占い事業をオンライン化する為のHP制作

2984 広島県 河本工業有限会社 3240002046725 感染リスク低減のためのＡＩ装置とＨＰ開設による非対面営業導入

2985 広島県 motto 冷凍お好み焼きと冷凍野菜の商品開発を行い販路拡大する

2986 広島県 株式会社ＮＥＸＵＳ 4240001057813 テイクアウト事業促進の為のホームページ作成

2987 広島県 有限会社井上建設 6240002026014 システム導入によるリモート商談で安心安全な家づくりの実現

2988 広島県 トルマリン 施術室の個室化及び専用洗面台の設置による対人接触機会の減少

2989 広島県 かわさき接骨院 オリジナルプロテインと運動による機能低下防止プログラムの提供

2990 広島県 アイサロン テイクアウト事業開始に伴ったテイクアウト予約サイトの制作

2991 広島県 株式会社ガレージスリーセブン 4240001021991 店内の「密」を避け安心して来店できる環境作りで来店客数UP

2992 広島県 株式会社マザーアンドチルドレン 6240001044446 動画コンテンツ作成による非接触型ビジネス構築と新規顧客の獲得

2993 広島県 株式会社文宏堂 8240001036623 カット動画組込みのＳＮＳ・ＨＰによる非対面型胎毛筆の販売促進

2994 広島県 有限会社豊商事 3240002051717 酵母発酵研究所の構築による天然酵母食パンの提供と業態転換

2995 広島県 Ａｎｇｅ Ｓｔｙｌｅ株式会社 2240001054226 非対面サービス「セルフエステ」の導入に必要な設備投資

2996 広島県 株式会社コレット 7240001054898 メンタルケアと能力開発のオンライン講座開発と新規顧客開拓

2997 広島県 株式会社りあん 5240001057432 誰もが安心して通える教室へ！コロナ禍でも通える音楽教室の構築

2998 広島県 草花咲咲 来店客減対策、スマホ用ネットショッピング導入で非対面販売強化

2999 広島県 株式会社Ｅｍａｘ 7240001045385 ＷＥＢサイトを活用した集客・営業で新規客を獲得・売上拡大

3000 広島県 株式会社せとうち映像企画 5240001056608 ビデオ撮影付きお墓参り代行サービス事業の開始
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3001 広島県 株式会社クリタ建築設計 5240001003015 建築物省エネ法改正による需要増加に伴う非対面サービス強化

3002 広島県 有限会社崎本商店 9240002050589 製造設備導入による総菜部門の生産体制強化及び販路拡大計画

3003 広島県 有限会社ナカムラ鉄工 7240002028091 感染症による逆境をチャンスとしさらなる飛躍をめざした設備投資

3004 広島県 ポーラ結季ショップ 催事・イベント時の出張美容サービスとオンラインサービスの開始

3005 広島県 雄大不動産 非対面型の不動産物件案内システムとウェブサイトの構築

3006 広島県 株式会社グローバルキャリア研究所 5240001042450 オンラインコミュニケーションシステムを活用した販路拡大

3007 広島県 ライフワン株式会社 5240001017907 施設紹介とオンラインレッスン充実のためのホームページ再構築

3008 山口県 株式会社クナイ 6250001009456 WEBセミナー形式による営業活動ならび販路拡大の実施

3009 山口県 モンテ エ マーレ 高付加価値メニュー開発と新販売チャネルによるテイクアウト強化

3010 山口県 ３５ｓｔｕｄｉｏ 屋外撮影に特化した出張/出店型、ブツ撮り中心のフォトスタジオ

3011 山口県 脳特化型リハビリＬＡＢ 非対面型の脳特化型個別リハビリテーション訓練指導の導入

3012 山口県 株式会社Ｓｅｒｏｒｉ 9250001014750 物販としてのオリジナルシロップの開発と販売強化

3013 山口県 株式会社清竹 7250001008457 オリジナルエコバッグの作成に向けた新サービスの構築

3014 山口県 形山水族館 オンラインペットショップの開設、顧客定着化と新たな販路の獲得

3015 山口県 株式会社ＪＩＢＩ 1250001017991 自社プロダクト開発とECショップ販売による収益性の安定

3016 山口県 メンタル・ボディケアサロンＬＡＶＩＳＨ 魅力あるHP作成での対面に依存しない新しい営業スタイルの確立

3017 山口県 有限会社新友商店 8250002014164 ＨＰ、ＥＣサイトの製作と北浦の隠れた逸品の製品開発と情報発信

3018 山口県 有限会社装飾まき 6250002003160 顧客が求める場所にワンストップ対応！移動脱毛サロンの展開

3019 山口県 間瀬株式会社 2250001006341 コロナに勝つSNSにて、非対面販売 新規事業 終活相談窓口

3020 山口県 ＣａｄＤｅｎｔ株式会社 5250001015050 令和 ２ 年度 第３ 次補正 予算 小規模事業者持続化補助金

3021 山口県 株式会社大野 8250001001766 来店も印鑑も不要！月極駐車場に特化した非対面契約システム導入

3022 山口県 株式会社ジオパワーシステム 3250001004682 地中熱利用リモート説明会への集客事業

3023 徳島県 株式会社ＩＫＥＬ・カンパニー 2480001008050 真空包装機導入（ホットパック）による新たなオンライン販売戦略

3024 徳島県 株式会社青木商店 3480001006045 リフォーム市場への参入をオンライン見積機能付等 HPで後押し

3025 徳島県 太陽軒 老舗ラーメン店がコロナと歩む新たな麺ロード（接触機会減少）

3026 徳島県 中華そば ひろっちゃん 真空パックを活用したこだわり中華そばのテイクアウト事業

3027 徳島県 エストレーラ 事前カウンセリングの実施と完全個室でのサービス提供のＰＲ事業

3028 徳島県 株式会社ぴあ 2480001005790 ビジネスマンニーズに対応した感染症対策テレワークスペース設置

3029 徳島県 株式会社ネクストイノベーショングループ 4480001009732 コロナ禍からの脱却のためのアウトドアニーズへの対応

3030 徳島県 麺屋 武春 キッチンカーと新商品の導入による「非対面」「販路開拓」事業

3031 徳島県 中華そば専門店 阿波屋 キッチンカーによる移動販売

3032 徳島県 吉本屋 セルフオーダーシステム導入による接触機会抑制

3033 徳島県 株式会社藍 7480001008186 WITHコロナ時代に全天候型テラスでゆったり食事をする場提供

3034 徳島県 株式会社橘コーポレーション 6480001007189 ＨＰ受注での新規客獲得と遠隔管理での非接触型ビジネスへの転換

3035 徳島県 中々 生き残りをかけた飲食店からラーメンスープ製造業への転換

3036 徳島県 興建産業有限会社 1480002001377 感染症対策を徹底した外国人や妊産婦に寄り添った美容室の開設

3037 徳島県 有限会社ミートショップマルフク 7480002004705 徳島産の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

3038 徳島県 ほし中 インターネット受注でテイクアウト事業

3039 徳島県 有限会社丸徳 8480002005693 老舗料理屋の人気の一品をＥＣ販売し新たな販路拡大

3040 徳島県 美すとろＮＩＳＨＩＯＫＡ キッチンカーを導入し攻めの営業で売り上げ向上を目指す！

3041 徳島県 有限会社セブンシスターズ 3480002002514 コロナ禍及び新たな感染症にも対応できる店舗づくりと事業の構築

3042 徳島県 砂美かたやま 大型乾燥機導入による衛生と感染防止、伴う収益の向上と経費削減

3043 徳島県 ⾧尾織布合名会社 5480003000003 動画を利用した阿波しじら織、藍染の国内外への販路開拓事業

3044 徳島県 めだかのホビー 地域初！ポストコロナを踏まえた一歩進んだ店舗作り

3045 徳島県 株式会社ＴＫＹ 1480001011047 徳島の安全安心な有機農産物をWeb広告とホームページで広める

3046 徳島県 株式会社北岡建工 5480001008262 オンライン営業管理ツールの導入による業務効率化

3047 徳島県 有限会社ビジネスコンシェルジュ 9480002008563 空き店舗を活用したハイブリッドによる非対面型販売推進事業

3048 香川県 有限会社栗林山荘 3470002007456 料理⾧が作る和食総菜の販売＆感染防止対策の強化

3049 香川県 株式会社Ｈｉｇｈ ｔｅｎ 6470001016240 「セルフリノベ・移住コンサル事業」に伴うＷＥＢ・動画制作

3050 香川県 有限会社うどん棒 4470002001243 テイクアウトメニューの充実化と三密を避けるための店舗改装事業
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3051 香川県 株式会社フジタ 1470001011056 自社商品開発とEC販路確立による経営基盤の強化

3052 香川県 株式会社ＨＩＮＡＳ 2470001016764 太陽光発電のオンライン見積り付ホームページによる非対面営業

3053 香川県 中條鮮魚店 EC サイトを構築し感染に強い鮮魚店として顧客ニーズに応える

3054 香川県 株式会社ＣＴＴ 6470001018096 新サービス「オンライン遍路」の提供および四国経済の活性化

3055 香川県 株式会社ジャンカンパニー 9470001017005 予約制店舗への移行と販売チャネルの拡大

3056 香川県 手打ちうどん 大蔵 コロナに負けずに売り上げを伸ばす方法

3057 香川県 有限会社ドリームネットワークアクティビティ 4470002007777 予約制屋上ガーデン計画

3058 香川県 善乃家 地域の皆様へ、笑顔、幸せ運ぶ、善乃家のキッチンカー事業

3059 香川県 有限会社西森園 1470002005255 オリジナル冷凍大福のネット販売強化による低感染型ビジネス構築

3060 香川県 株式会社ビー・エム・シー 3470001010205 出演の場を失ったアーティストのためのライブ配信事業

3061 香川県 株式会社北島商店 9470001013895 【北島商店】全国的知名度抜群の骨付鶏のネット通販と地元向販売

3062 香川県 株式会社杢創社 1470001005776 テクノロジー+仕組化による非対面型営業力強化事業

3063 香川県 株式会社サプライズファクトリー 8470001006958 専用スタジオでのZoom配信による経営サポート

3064 香川県 たってき 名物ラーメンのテイクアウト開始とそれに合わせた店舗改装

3065 香川県 株式会社ルーナ 5470001016927 最先端安心安全非接触型痩身機器を導入し心身のケアでQOL向上

3066 香川県 Ｇｏｏｄ電工 お客様の選択肢を拡げるためのオンラインリユース事業

3067 香川県 株式会社ビーアンドアイ 2470001014248 不動産賃貸業における顧客対応のための非対面システムへの挑戦

3068 香川県 生ハムと酒処びーはいぶ 生ハムのテイクアウトとテイクアウト専用料理の開発

3069 香川県 エクシーズ 子供たちの人生を豊かにするオンラインホームスクール事業

3070 香川県 Make Merry creators office・Gallery 作家スキルアップオンライン講座の専用HP及びPR動画作成

3071 香川県 エビス食品企業組合 7470005003738 ＷＥＢを活用した非対面型営業による、伊吹いりこの新規販路開拓

3072 香川県 合同会社Ｍｉｌｋａｍｏ 6470003001538 オウンドメディアを活用したシニア向けリモートPC教室事業

3073 香川県 ネイルサロンプラス セルフエステによる非対面ビジネスとSNS広告の集客の仕組化

3074 香川県 ラジエーター工房株式会社 5470001016092 ＷＥＢを活用したアルミホイール修理・研磨の新事業展開

3075 香川県 Ｆｉｌｏ 在宅障害者支援制度を活用したアウトソーシング事業

3076 香川県 多田商會 焚き火用品の通信販売で非対面型ビジネスモデルへの転換

3077 香川県 有限会社コートオカダ 3470002002812 社会情勢に左右されない新時代のインフラ飲食事業

3078 香川県 合同会社ｄｅｃｉｃｏ 8470003001791 非対面型への事業拡大及び営業代行活用による販路拡大

3079 香川県 ｔｓｕｔａｅｒｕ 伝統工芸における企業向け福利厚生サービス事業

3080 香川県 Ｓｅａｔｉｇｅｒ Ｉｓｌａｎｄ Ｉｎ株式会社 5470001017388 コロナ禍においての海洋スポーツ施設の感染防止対策の実施

3081 香川県 髪屋Ｄｅｃｏ メンズ専門脱毛サービスの開始による新規市場開拓＆企業価値向上

3082 香川県 株式会社スクワッド 4470001016671 オンライン販売で100％みかんジュースを全国に届ける！

3083 愛媛県 高橋石材興業株式会社 8500001011896 石屋がこだわる石で焼く石焼き芋及び石焼き芋スイーツの移動販売

3084 愛媛県 あまごの里 野外体験のニーズに即した「川魚のつかみ取り体験」事業

3085 愛媛県 金生建設株式会社 1500001014609 新たなHPで360°住宅WEB展示会と施主向けサービスの開始

3086 愛媛県 石畳のパン屋 製パンミキサー及び冷蔵庫導入による非対面式販売への転換

3087 愛媛県 ジャパンセラピストスクール アロママッサージオンライン講座で受講数増加・売上回復を実現

3088 愛媛県 グラフィックデザイン事務所ストローク 自社ホームページ開設による国内外の新規顧客の需要獲得

3089 愛媛県 有限会社石野商店 3500002013954 カタログ通販事業による安心・安全なギフト専門店への転換

3090 愛媛県 株式会社グリーンエンタープライズ 3500001015885 EC サイトを活用した非接触型ビジネスと地域商社モデルの確立

3091 愛媛県 株式会社ＫＳＰ 9500001022232 エアープロットの非対面営業WEBサイト制作とWEB広告の実施

3092 愛媛県 株式会社Ａｍｂｉｅｎｔ 3500001021974 非対面によるアフターフォロー重視のトータルプランニングを提供

3093 愛媛県 株式会社エリアトータルプランニング 6500001001032 災害も見据えた、非対面・非接触のドローン活用建物調査ビジネス

3094 愛媛県 有限会社大西商会 9500002010921 対人接触回避型IOTコインランドリーシステムの導入

3095 愛媛県 有限会社永井商會 1500002016918 高齢者の“つながりたい”をオンラインで“つなげるアプリ”事業

3096 愛媛県 まる屋 低感染・衛生面を強化した冷蔵今治焼き鳥のテイクアウト事業

3097 愛媛県 株式会社ツチノコ 5500001020702 リモート陶芸教室を核とした新規顧客層の開拓事業

3098 愛媛県 食楽 日々家 コロナ感染予防のための既存席の間仕切りリフォーム

3099 愛媛県 駅前カフェすずらん テラス席エリア新設による三密回避と顧客の利用促進

3100 愛媛県 グッドモーニングファーム 倉庫を加工場に改装することによる対人接触機会減少取組み
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3101 愛媛県 割烹鶏一八 真空包装機を活用した若足等の非接触型全国販売

3102 愛媛県 合同会社プライム 7500003000725 コロナに打ち勝つ！非対面型接客で成約数Ｕ

3103 愛媛県 株式会社セナ・フィールド 8500001021276 多機能キッチン導入による新規事業の創出

3104 愛媛県 株式会社ふくや 2500001019838 保管サービス付きクリーニングによる新規顧客獲得計画

3105 愛媛県 株式会社平田電気 6500001019743 家電セットと施工パックのWEB決済実現で売上を回復

3106 愛媛県 トゥデイズギャラリー ECサイトによるオリジナル商品の販売とギャラリー運営

3107 愛媛県 株式会社アイゼン 4500001020851 脱・下請け！オンラインで新規顧客獲得大作戦！

3108 愛媛県 有限会社ナガト宅建事務所 3500002004920 WEB内見システム構築に向けたHPの整備事業

3109 愛媛県 株式会社桃建設 6500001004951 非接触化機械の導入による生産性向上

3110 愛媛県 さくら テイクアウトIT活用による新規顧客の獲得と地域活性化への貢献

3111 愛媛県 ホシタリアルティ株式会社 7500001022119 M＆A・不動産売買の非対面化による感染リスク低減と業務効率化

3112 愛媛県 株式会社西日本ボイラシステム 6500001016278 ITを活用化した、新規のお客様の獲得と業務の効率化

3113 愛媛県 合同会社Ｓｈｏｚａｎ 7500003002366 感染リスク低減の為のカフェのテイクアウト導入とテラス席設置

3114 愛媛県 いしだ鍼灸整骨院 安心を発信するホームページ作成とオンライン予約システム構築

3115 愛媛県 株式会社フェザンフィレール 3500001023310 生産事業の省力化とECサイトを活用した販売を行う新商品開発事

3116 愛媛県 有限会社森井眼鏡店 7500002006888 対面接触時間短縮とアイサポートサービスの充実による売上回復

3117 愛媛県 株式会社冨屋金兵衛邸 3500001020555 夕食の部屋食による提供で感染防止対策及び満足感・安心感の提供

3118 愛媛県 お節介いとうしゅん治療院 ステイホームで免疫力向上！自宅で受けられる施術メニューの開発

3119 愛媛県 株式会社ＧＲＡＮＤ ＳＬＡＭ 7500001022110 バッティングマシン及びボール自動供給機の導入事業

3120 高知県 藤原商店 テイクアウトと通販を連携した刺し身販売ECサイトの構築

3121 高知県 有限会社右山センター 1490002008256 簡単に無理なく備蓄する「お取り寄せローリングストック」の提供

3122 高知県 くろしお宅配センター ネット注文・テレワークによるwithコロナに適した事業の展開

3123 高知県 有限会社松岡商店 9490002004801 ガスメーター検針業務の完全電子化に向けた遠隔管理システム導入

3124 高知県 鮨処 土佐銀 コロナに負けるな！自宅で鮮度抜群「土佐銀」の味を召し上がれ！

3125 高知県 有限会社ＪＤＩ高知 1490002007927 【有限会社JDI高知】日本初のインドさんココピートレンタル回

3126 高知県 トータルビューティサロンプラス、ふく手羽 最新エステ機器導入による非接触型エステ事業起ち上げで売上回復

3127 高知県 有限会社土佐角弘海産 1490002012217 非対面ＳＮＳ販路開拓で感染予防と土佐しらすの売上向上を両立

3128 高知県 ＬＩＬＹ 飲食店がコロナ禍を乗り切るためのECサイト販売事業への挑戦！

3129 高知県 株式会社ａｎｄ． 6012801009221 完全非接触による動画配信サービスの提供

3130 高知県 Ｓｏｕｌ Ｔｒａｉｎ １０４ 小規模ライブハウスにおけるトライアルオンライン公演事業

3131 高知県 有限会社石元商店 3490002010805 顧客ニーズにカスタマイズした培養土のEC販売事業

3132 高知県 ソウルクリーム 自宅で安心して楽しめるオンラインダンスレッスンの実施

3133 高知県 sou. Town Hostel 新しい生活様式に対応したサービスの整備及び感染症対策事業

3134 高知県 有限会社はうすｉｎ高知 2490002007496 VRを活用した非対面型賃貸サービスの実施

3135 福岡県 ＡＴＣｙａｂｕｋｏｕｊｉ 冷凍・半冷凍・常温で楽しめる新感覚スイーツ開発による販路開拓

3136 福岡県 エフエスラボ株式会社 5290001075330 付加価値堆肥とスマート農業技術を活用した土壌改良サービス

3137 福岡県 アンスリール 脱毛器新機種導入による顧客対応の時短化による感染リスク軽減

3138 福岡県 有限会社アイディエフ 8290002052887 自社の強みを生かしたオーダー家具にこだわるオンライン事業

3139 福岡県 株式会社宴会 5290801025204 デリバリーとテイクアウト窓口開設と少人数対応で利益アップ

3140 福岡県 有限会社高椋鮮魚店 8290002053571 WEB予約システム導入、有明海の特産魚を全国へネット販売

3141 福岡県 パレットプラザ オリジナル写真グッズ販売とそれらのハンドメイド教室のEC販化

3142 福岡県 有限会社杉岡製材所 6290002043624 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

3143 福岡県 株式会社Ｉ．Ｓ．Ｅ． 4290001060845 医療従事者を支えるオンライン研修実施及び教材の制作販売

3144 福岡県 株式会社酒商菅原 8290001076796 サブスクリプションサービスを導入したD2Cビジネス構築

3145 福岡県 有限会社ライジングハリウッド 7290802023592 田んぼのまん中でコロナ禍をチャンスに変える販売方法の構築

3146 福岡県 Ｔｓｕｊｉ家 昼はパスタ屋、夜はテイクアウトショップに変身

3147 福岡県 ＣＯＺＹ屋 【ＣＯＺＹ屋】ライブハウス・じゅらく（@オンライン）

3148 福岡県 株式会社げんき・ゆうき 4290001060449 整骨院の施術・予約のオンライン対応で接触機会を減らす為

3149 福岡県 りとりーと デザートのテイクアウトによる販路開拓

3150 福岡県 ウィリーウォンプロジェクト 新商品開発とオンライン販売を中心とする思い切った事業転換
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3151 福岡県 株式会社ＥＡＲＴＨ． 2290001043868 ケーキ用オーブン導入で通信販売とテイクアウト事業への転換

3152 福岡県 Cafe Rocco テイクアウトサービスの生産体制強化による感染対策との両立

3153 福岡県 あすなろ整骨院 トレーナー向け非対面型オンラインセミナーとカウンセリング事業

3154 福岡県 有限会社新門司建設 9290802009516 最新ICT機器導入による土木工事の効率化とテレワークの実現

3155 福岡県 株式会社Ｃ＆Ｍ 4290001056629 コロナを乗り越えるための飲食店による食品製造販売業への挑戦

3156 福岡県 リラクスペースｍａｎｏ ワンストップで体の悩みも解消！安心して来店できる店舗改装

3157 福岡県 鑪 加奈 スポーツライブ配信とオンラインＭＣサービスの新規事業

3158 福岡県 有限会社クスクス 7290002030547 オンライン展示会に出展し海外へ販路を拡大し国内売上減をカバー

3159 福岡県 街家 ｃａｆｅ つむぎ コーヒー販売ブースの設置による販売機会の創出＆新規客の獲得

3160 福岡県 江頭材木店 対人接触減少に資する洗濯・乾燥一体型機械の導入及び新規開拓

3161 福岡県 ひのきの香房木楽家株式会社高木工務店 2290001045121 オンライン見学会の環境整備とアップサイクルビジネスの構築

3162 福岡県 コーヒーバージェイ 移動販売によるフルーツサンド、コーヒーの販売

3163 福岡県 株式会社あかりの杜 8290001084782 非対面型葬儀見積プログラム開発

3164 福岡県 あおい整骨院 レンタルプライベートジムの開業、整骨院と連携し販路開拓

3165 福岡県 レストランシェモア 生産体制強化によるテイクアウト販売・ネット販売の事業化

3166 福岡県 Ｌｉｖｅ Ｂａｒ Ａｃｔｏｒ 非対面によるライブ動画配信サービスと安全なライブ開催措置事業

3167 福岡県 酒菜まつげん 新たな宴会場の活用と店内感染予防向上による快適空間の提供

3168 福岡県 イーホーム株式会社 7290801019071 建築家と造るオンライン家づくり事業

3169 福岡県 餃子菜館 対人接触機会の減少を目的とする冷凍餃子の無人自動販売機の設置

3170 福岡県 ほぐし本舗嘉麻店 感染リスク対応、完全一人予約制の腰痛専門リラクゼーション事業

3171 福岡県 ＤОーＳシャンプー専門店ｈａＲｕ． 新商品開発およびオンライン型セレクトショップ(販売代行)開設

3172 福岡県 有限会社緑 6290002041586 非接触施術の導入と周知・院内環境の整備による新規客の獲得

3173 福岡県 お茶の芳香園 創業４０年。２代目で挑戦するニューノーマルＩＴ化ビジネス

3174 福岡県 焼鳥 日吉丸 低感染リスク型店舗への転換・小グループ対応の店づくり

3175 福岡県 有限会社らたた 9290002022212 新生活様式に則した「オンライン話し方・朗読教室」新規開講

3176 福岡県 Ｉ．Ｂ．セレクト株式会社 3290001080984 美容室専売ヘアケア商品をオンラインで購入できるEC事業の開始

3177 福岡県 地球カメラマン 訪問営業脱却!! 非対面化による新規開拓効果を出す広報活動

3178 福岡県 株式会社サカキ石材 9290001058884 非対面サービス「墓石解体・施工オンライン注文」で売上を拡大

3179 福岡県 居酒屋愉の里 店舗改装工事によるテイクアウト専門事業への転換

3180 福岡県 株式会社ウッドサークル 4290001052652 非対面で商談ができる家具のオンライン展示会サイトの構築

3181 福岡県 有限会社バリオス 5290802005213 アプリとECサイトで新しい販売プロセスの構築！

3182 福岡県 ａｔｅｌｉｅｒ ＷＡＫＯＮ 売上増加の為のYoutube戦略と半個室による飛沫対策の徹底

3183 福岡県 ｃａｒｉｎｏ リアル感満載のバーチャルショップ運営で販路拡大！

3184 福岡県 スポーツ・ワン・インターナショナル株式会社 7290001014014 非対面でのWEB打ち合わせ＆マシーン販売のオンライン決済

3185 福岡県 株式会社オーバーシーズ情報センター 1290001065351 学生向けオンライン英語研修の提供と非対面による新規顧客の拡大

3186 福岡県 株式会社メロウ 6290001081055 脱毛の施術時間短縮による脱毛サービスの強化

3187 福岡県 地熱たべもの研究所 リモートでも楽しめる地域資源を活かした体験型コンテンツの拡充

3188 福岡県 平岡税理士事務所 対人接触機会の減少と労働生産性の向上を図るための設備導入

3189 福岡県 有限会社タシマタオル 6290002047765 ホームページ作成とECサイトによるBtoCへの販路拡大

3190 福岡県 株式会社偕楽荘 7290001036330 専用予約サイト構築による人数制限ホットヨガ教室の販路開拓

3191 福岡県 後藤大輔公認会計士事務所 「非対面」サービスの導入及び「非対面」営業による新規顧客拡大

3192 福岡県 株式会社ＯＴＫ 3290001065903 【新規依頼向け】塗床工事の詳細見積もりオンライン相談

3193 福岡県 株式会社ＮＯＲＴＨＥＲＮ−ＮＩＮＥ 1290801018830 オンラインショップの充実と新規客層開拓

3194 福岡県 福本純 通信費カットの相談～契約をリモート化で新たな販路開拓

3195 福岡県 アンビション・アン オンラインＰＢ商品販売事業強化による新たな事業展開

3196 福岡県 株式会社ＣＥＮＴＲＹ 6290001092507 コロナ禍対応へのECサイト強化で収益増大と販路拡大

3197 福岡県 スリープロサポート株式会社 9290001039265 漫画と動画を使うeラーニングコンテンツの強化による売上拡大

3198 福岡県 沖縄料理うみそら 自分のスマホで注文！ポストコロナに向けたモバイルオーダー

3199 福岡県 株式会社那加川 1290001089400 ウィズコロナに特化した店舗改装と店内環境を発信するＨＰ作成

3200 福岡県 株式会社Ｈｏｕｓｅ Ｗｅｓｔ 7290001077390 不動産会社によるオンライン営業推進事業
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3201 福岡県 ＨａｉｒＭａｋｅＨｏｕｓｅＨＡＲＶＥＳＴ 自社オリジナルシャンプーのネット販売強化のための広報戦略強化

3202 福岡県 株式会社ＫＤＳ 3290001044452 モール店舗の営業を非対面化するWEBサイトと自社ECの構築

3203 福岡県 ＬＯＵＶＲＥ株式会社 1290801026065 地域唯一のシェアサロンにおける自動釣銭機導入による非接触化

3204 福岡県 合同会社未楽来 5290003008627 非接触型の施設紹介・相談サービス

3205 福岡県 株式会社Ｒｅ．ＢＯＲＮ 5290001082938 オンラインでラクラク引越し契約サービス

3206 福岡県 フロム 感染対策ホスピタリティの充実とテイクアウトサービスの強化

3207 福岡県 知楽館 多くの保護者の声に応えるオンライン授業導入で増収計画

3208 福岡県 有限会社八幡ソーイング 1290802018029 業務のオンライン化で売り上げ向上！三密回避経営への転換

3209 福岡県 株式会社イズ 5290001089314 当店売上No.1の唐揚げと鶏料理の自社ネット通販による販路

3210 福岡県 株式会社キッズフィールド 2290001039841 非接触と接客、ITと人が融合したアフターコロナのモデル構築

3211 福岡県 Ｌｉｆｅ ｉｓ ｂｅｅｒ！１１ＴＡＰ お持ち帰りクラフトビールネット販売及び宅配事業

3212 福岡県 株式会社えん 2290001072470 オンラインを利用した新規患者様の開拓

3213 福岡県 株式会社遊車 5290001063095 脱対面型営業！オンライン化による非接触の営業を実現

3214 福岡県 株式会社オスカージャパン 4290001070407 ECサイトによる物販で収益増加

3215 福岡県 土地家屋調査士あらまき事務所 リモート面談導入と予約機能付きＨＰ作成による新規顧客獲得事業

3216 福岡県 株式会社ドリーム 5290001081519 加工食品のネット通販で販売強化・売上回復を実現

3217 福岡県 有限会社千寿企画 3290002022770 菊芋商品の EC 新規販路開拓・リブランディング

3218 福岡県 ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔｅ 旅行体験アーキテクトによる田舎の旅の模擬体験

3219 福岡県 MTコーポレーション 安全安心 業務の効率化を目的としたテレワーク環境整備の実現

3220 福岡県 株式会社ナカガワクリエイト 2290801018615 外壁塗装オンラインサービス開始で認知獲得と売上回復を実現！

3221 福岡県 株式会社きのえね 8300001009201 既存の空手道場と新規開設予定のドローンスクールのオンライン化

3222 福岡県 健美処 おふく堂 ＨＰ及びＥＣサイトを活用した非対面型トレーニング・物品販売

3223 福岡県 ｆａｍ．ｂｙ ｌｉｔｔｌｅ サロンの技術を自宅で！オンラインでお客様へヘアケアのサポート

3224 福岡県 ランプライト株式会社 2290001074145 「iStaff」ウェブ面接システム追加開発

3225 福岡県 有限会社みやざき 7290802019839 プロ仕様の塗料材のネット通販で売上回復・販路拡大を実現

3226 福岡県 有限会社ＳＱＵＡＲＥ 5290002026497 双方向性（学ぶ・体験・発表）オンライン英語体験学習

3227 福岡県 合同会社ビデオリンク 4290003005187 インターネットライブ配信業務効率化および受注システム構築

3228 福岡県 株式会社石橋表具店 8290001088602 テレワークに対応したスタイリッシュ襖を開発、洋風住宅への営業

3229 福岡県 きずな家えん モバイルオーダー＆テイクアウト、非対面注文システムの導入

3230 福岡県 ｋｉｂｉｔｏａ 小物製品の新商品開発とECサイト構築で非対面での販路拡大

3231 福岡県 ｃａｆｅ＆ｂａｒｇｏｓｌｏｗ 店舗周辺のデリバリー・テイクアウト事業強化のための機械導入

3232 福岡県 食楽堂 じょのや セルフオーダーシステム導入で対人接触機会の減少

3233 福岡県 大翔建設株式会社 3290001054633 測量の一人作業化による対人接触機会減少と効率化による販路拡大

3234 福岡県 株式会社ＰＲＥＭＩＲＥ 9290001067539 「コロナに負けない『新たな「結婚式の新しいカタチ」』の提案」

3235 福岡県 勝ｋｉｎｇ株式会社 6290001039838 自社ECサイト立ち上げによる販路拡大

3236 福岡県 株式会社ＦＲＥＥＳＩＡ 7290001090220 猫関連市場拡大を見据えた猫用ケア商品販売サイトの確立

3237 福岡県 Ｄ−ＦＩＴ 低感染型の１対１パーソナルジム開業で地域の健康をサポート

3238 福岡県 株式会社こさじ 5290001092185 オンライン販売に適した離乳食商品の新規開発による顧客開拓

3239 福岡県 株式会社ネオ・ライジング 6290001068614 Web 広告宣伝・EC 出店による非対面型販売で新規顧客獲得

3240 福岡県 マツ 健康美追求の為のオンラインサロン運営

3241 福岡県 ピリアロハ オンラインレッスンとECサイト制作で販路拡大

3242 福岡県 行政書士法人ワイズｙａｍａｎａｋａ 3290005017586 オンラインサービス提供へ転換し、新たなターゲットへ販路拡大

3243 福岡県 行政書士法人アクティス 8290005018101 オンライン完結！製造業・建設業に特化したビザ申請サービス！

3244 福岡県 健康応援どーむくん オンラインファスティング

3245 福岡県 株式会社ルルアイランド・ジャパン 7290001037584 カバンのオリジナル企画・販売

3246 福岡県 株式会社Ｅｎｅｐｒｏｄｕｃｅ 1290001079186 非対面型ビジネス「ピアノオンラインレッスン」で売上回復

3247 福岡県 ヤシマ産業株式会社 3290001004885 ECサイトを活用し新開発したハンドクリームで販路開拓事業

3248 福岡県 Ｊｉｒｉ Ｒｉｔａ 医療資格を生かした専門性の高いレッスンの開講とその集客事業

3249 福岡県 のだＴてい． 惣菜製造業許可取得による新規製品販売事業

3250 福岡県 株式会社Ｋスマイル 1040001072802 コロナに負けるな！対人接触機会を減らし賃貸入居者の販路拡大
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3251 福岡県 ぴかぴか堂 児童書・絵本のネット通信販売を強化し新規顧客を獲得する事業

3252 福岡県 株式会社ＡＫＧＲＯＵＰＣＯ．，ＬＴＤ． 5290001084240 株式会社AKGROUPCO.,LTD.

3253 福岡県 はんなり 乳がん女性対象の電話相談サービス導入と販路拡大

3254 福岡県 株式会社Ｖｉ−ＷＡＶＥ 9290001081102 ハイブリッド型コーティングで安心・安全な店作りのお手伝い

3255 福岡県 Spin オーダースーツ屋の”オンライン＆感染防止対策”推進計画

3256 福岡県 Roots フォトウエディング新規事業展開

3257 福岡県 株式会社ワンス 9290001081779 「オンライン商談への転換を開始し、反響営業の実現」

3258 福岡県 アテライト ネットショップ開設及び商品制作機器の導入事業

3259 福岡県 有限会社中村屋 5290802004660 新たな販路開拓に向けたラベルプリンターの導入

3260 福岡県 株式会社ロビンズ 8290801017462 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠>

3261 福岡県 ＨＴＹＲ 設計・業務連携クラウドシステム導入によるリモート事業

3262 福岡県 せりたＰＲ企画 誰でもデキる！デザイン塾【オンライン動画・添削】事業

3263 福岡県 プライベートサロンジャイロ 美容健康ファスティング事業のオンラインビジネス転換

3264 福岡県 豚肉専門店しゃぶやん 「しゃぶやん弁当」とテイクアウトによる販路開拓

3265 福岡県 有限会社塚本工房 4290002053633 廃材をフル活用！家庭用木製品のネット通販を本格始動！

3266 福岡県 居酒屋本陣おやじ デリバリー事業推進に伴うHP作成及び保管庫の設置

3267 福岡県 有限会社アムリタ 8290002044083 【有限会社アムリタ】Vtuberパソコンインストラクター！

3268 福岡県 二葉鮨三苫店 『二段式冷却型寿司弁当』で夏季とコロナ禍とその先を勝ち抜く

3269 福岡県 エムズプロジェクトクト 唐揚げ専門店で、“革新的”出前＆移動販売サービスで販路拡大！

3270 福岡県 キュア 顧客と非対面でＨＰの更新が簡単にできるオリジナル PHP

3271 福岡県 ふじや 低感染型店舗への改装によるウィズコロナ対応の販路開拓事業

3272 福岡県 まつばら整骨院 デリバリー・テイクアウト専門飲食事業の開始

3273 福岡県 有限会社別荘ふるさと 2290002003573 新プラン作成による、対人機会の減少と事業継続の両立

3274 福岡県 ケーズクルー有限会社 7290002045462 感染症予防対策としてタッチパネルを導入しさらに人件費を削減

3275 福岡県 Manaalohi オンラインコンサル誘致と通販を可能にする環境作り

3276 福岡県 株式会社ＦＢＣ 3290001090884 EC販売システムの構築を行い、薬機法を遵守した宣伝を行う。

3277 福岡県 株式会社柳川フーズ 5290001053617 株式会社柳川フーズ

3278 福岡県 桑野新研産業株式会社 5290001051232 完全非接触型で、ブランディングと収益最大化の実現

3279 福岡県 小田司法書士事務所 ネオシニア層のための非対面相続相談HPの作成

3280 福岡県 フラワーサロンＢＩＳＵＩ美翠 BISUI

3281 福岡県 ＳＡＹＵＫＩ いつでもどこでも！手軽にはじめられる「オンラインレッスン」

3282 福岡県 Ｓｗｅｅｔ ｅｎｏｕｇｈ ｏｎ ｈａｉｒ トイレ新設とスペースの拡張、シャンプー台移設に伴う環境改善。

3283 福岡県 有限会社カラーテック工業 8290802009938 EC サイトによる一般消費者向け高品質塗装製品の販売

3284 佐賀県 らかん 名物ぎょうざの非対面販売化計画

3285 佐賀県 有限会社サインマーケット 8300002009704 ウインドウサイネージを導入し低感染リスクにて自社商品を宣伝！

3286 佐賀県 株式会社あいとわ 2300001009090 オンラインパーソナルカラー診断で感染リスクのない付加サービス

3287 佐賀県 株式会社Ｔｈａｎｋ Ｌａｂ 3300001009734 感染防止及び事業継続の為の個室型焼肉店への変革

3288 佐賀県 大和リアン 対人接触機会の減少に向けたテイクアウト開始の為の設備導入事業

3289 佐賀県 串屋 音色 音色の本格炭火焼をがばい手軽に自宅で食べれるばい！

3290 佐賀県 有限会社三宝 6300002007065 対人機会の減少と事業継続の両立が可能となるEC事業の開始

3291 佐賀県 有限会社福山建築 7300002011396 木造建築のプロにお任せ！WEB活用で認知度UPと売上回復！

3292 佐賀県 ＬＥＦＴ オンラインでダーツイベント・EC サイトによる販路拡大

3293 佐賀県 株式会社仕出センターからつ 7300001011455 管理システムの導入でテイクアウト事業への展開

3294 佐賀県 ＶＯＩＣＥ Ｙʼｓ ＢＲＡＮＤ オンラインヒアリングで非対面化を実現

3295 佐賀県 リボルト佐賀 カー用品のネット通販及び動画導入事業にて認知獲得

3296 佐賀県 株式会社Ｒｉｃｈｅｓｓｅ 7300001009532 ECサイト制作による新ヘアケア商品の販売促進で売上アップ

3297 佐賀県 有限会社古藤青果 8300002011503 自慢の青果をオンラインで！非対面システムの導入！

3298 佐賀県 ＢＡＲ ＮＲ 石窯で焼くピザのデリバリー、ECサイトで販路拡大！

3299 佐賀県 株式会社坂井建設 2300001010404 インテリア家具・建具のインターネット通販事業

3300 佐賀県 古賀工務店 ポストコロナに向けて販路拡大に導入する営業支援システム
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3301 ⾧崎県 有限会社井上土建工業 3310002017859 ＤＸ推進により生産性向上を図り、コロナに打ち勝つ企業を作る。

3302 ⾧崎県 ハチミツ農園 ポコトスカーナ 動画を駆使した臨場感あるECサイトの構築で売上拡大を図る

3303 ⾧崎県 有限会社永田建設 5310002018319 ドローンと測量機による対人接触リスクの削減と売上向上計画

3304 ⾧崎県 ＳＡＲＡＴＯＧＡ コロナ対策の徹底及びSNSと連携したHPを活用した顧客獲得

3305 ⾧崎県 フォーシーズン リアルとWEBによるコロナに対応した地域密着店としての展開

3306 ⾧崎県 株式会社ふじ産業 5310002015547 ドローン、積算ソフトを活用した感染症対策と、売上の向上計画

3307 ⾧崎県 ヘアサロン ワタナベ お客様同士の接触をなくす個室型理容店への転換で売上向上を図る

3308 ⾧崎県 ＮＢＳ清流佐世保 無人クリーン自動精米機導入と広報活動による販路開拓

3309 ⾧崎県 株式会社７７ＴＲＡＤＩＮＧ 9310001012780 リニューアルした鯛焼き店の更なるテイクアウト強化事業

3310 ⾧崎県 ペーハーセブン ナガオ ポストコロナの対人接触減らすためのコンパクトな店づくり事業

3311 ⾧崎県 株式会社大三世 7310001014242 浜の水産食品メーカーが取り組むＷＥＢ通販などの販路開拓

3312 ⾧崎県 有限会社原建設 9310002018281 ict技術活用による感染対策で確実な売上増強計画

3313 ⾧崎県 株式会社椿 8310001004952 （株）椿

3314 ⾧崎県 五島ダイビングセンター ナイスばでぃー 地元ファミリー層向け新サービス開始のための環境整備事業

3315 ⾧崎県 有限会社プラス銘板工業 1310002004883 非対面で営業活動を行うためのウェブマーケティングサイトの構築

3316 ⾧崎県 株式会社ダイヤモンドリング 7310001012007 感染リスク低減のためのシャンプー台の導入

3317 ⾧崎県 エヌイーエススタジオ マスク受注増加に対応するための業務効率化とECサイト販売

3318 ⾧崎県 ＲＯＯＴＳＢＥＧＩＮ 自動シャンプー機・髪乾燥機導入による感染対策と生産性向上

3319 ⾧崎県 喫茶クーシェ 低感染事前注文システムとSNS動画広告による販路拡大

3320 ⾧崎県 ふわふわインコ テラス改装（屋外バードパーク新設）屋外利用で3密回避

3321 ⾧崎県 株式会社アグリューム 3310001015252 新冷凍技術によるテイクアウト用新商品製造販売事業計画

3322 ⾧崎県 Ｂｅｔｔｅｒ Ｌｉｆｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ合同会社 3310003002562 EMSを利用し効果的に体幹を鍛え、健康増進・腰痛等を予防する

3323 熊本県 西岡水産 瞬間凍結車海老の製造による通年型ＥＣ販路構築事業

3324 熊本県 シロイチ 卸売り惣菜商品とテイクアウト商品の開発販売

3325 熊本県 うどんダイニングみのり 食品製造業への参入によるコロナ禍で需要が高い通信販売の開始

3326 熊本県 合同会社ＳＨＡ 9330003006283 生花のWeb商品受注システム構築による新販路事業事業

3327 熊本県 株式会社ＬａＴｏ 5330001020356 屋外に飲食スペースを開設のための改修工事

3328 熊本県 ロッコ 移動販売型テイクアウトカフェ事業

3329 熊本県 合資会社七福醤油店 1330003002637 充填機導入による、ポストコロナに向けた生産プロセスの改善

3330 熊本県 古澤工業 ドローンを使った現地調査及び計測と安全確保

3331 熊本県 株式会社坂本白蟻工業 1330001019229 ネット活用で新たな通販事業開始と自社認知度向上のダブル効果！

3332 熊本県 株式会社伸和住拓 9330001002441 地域工務店と消費者の最適マッチングサービス創造事業

3333 熊本県 ビストロ厨房ジュリエンヌ 本格イタリアンを自宅や職場で安心して楽しめるようにするために

3334 熊本県 合同会社ａｍａｎｅｋｕ 6330003008084 自家製オーガニックドリンクの販売拡大戦略

3335 熊本県 有限会社中津留物産 3330002030364 ゆず胡椒のコロナ対応型新形態パッケージ展開による顧客獲得事業

3336 熊本県 行政書士飛永真由美事務所 地元介護施設とコラボ、リモートによる遺言・相続相談受付開始！

3337 熊本県 PEONY 製作場所の拡大により、密を避けると共に新たな販路開拓

3338 熊本県 株式会社オーケープランニング 6330001021196 コロナ禍での対人接触機会を減らした新たな製造システムの構築

3339 熊本県 チャイナ房高家 テイクアウトとインターネット販売事業

3340 熊本県 Ａデンタルラボ合同会社 2330003005333 インターネットからの受注増加を図るための設備投資

3341 熊本県 合同会社ハッピーブレイン 1330003008519 eスポーツ×福祉事業の非対面型ビジネス推進事業

3342 熊本県 株式会社ｙｏｕ１ 4330001021207 コロナ禍でも問題なし！理美容室内の完全個室セルフエステ事業

3343 熊本県 有限会社ライトスタッフ 8330002011319 リモートショッピングによるクロスセル＆アップセルでLTV向上

3344 熊本県 仁音 接触を減らすためのホームページの作成による売上拡大の試み

3345 熊本県 ブレインシード株式会社 7330001023885 ｅラーニング簿記講師でオンライン教育市場に新風を！

3346 熊本県 シャルール オリジナル洋服及びオーダーメイド洋服の EC サイト構築事業

3347 熊本県 大渕観光梨園 キッチンカー事業展開による新たなサービスの確立事業

3348 熊本県 ｃａｆｅ ＴｉｅｎＴｉｅｎ ポストコロナに対応するカフェ・サービスの製造拠点の整備

3349 熊本県 串揚げからり キッチンカーで攻めの経営へ！串揚げ専門店のサクサクカレーパン

3350 熊本県 有限会社リアル・エフピイ・保険 8330002017357 災害時に役立つ代理店、非接触型ドローン屋根点検サービス
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3351 熊本県 檜の郷 自社ECサイト構築と生産力向上による売上増加と安定化事業

3352 熊本県 ラーメン大和 田舎のラーメン店があらゆる商品をネット販売！テイクアウトも！

3353 熊本県 ナチュラルスタイル 「非対面型オンラインカウンセリング」導入による顧客獲得事業

3354 熊本県 東商店 キャッシュレス対応セルフレジによる非接触化とポイント事業導入

3355 熊本県 エムズホーム 自由度が高く短工期なコンテナハウスのモデルルームオンライン化

3356 熊本県 株式会社栄輝 5330001009770 個室空間を提供する為の食事会場リノベーション

3357 熊本県 モイスティーヌ・ピュール株式会社 8330001016582 ＷＥＢ上での非対面式カウンセリングシステム導入事業

3358 熊本県 くうかい荒尾店 感染防止対策の強化により家族で安心して食事できる飲食店作り

3359 熊本県 合同会社Ｒｏｕｇｈ 8330003008322 テラス席増築と新BBQプランによる売上拡大・新規顧客獲得事業

3360 熊本県 つけ麺 まるぶし インターネットを活用し本格つけ麺の販路を拡大

3361 熊本県 Ｌｅ Ｃａｃｉｅ 低感染リスク新サービス開発とオンライン事業参入による販路拡大

3362 熊本県 有限会社大観荘 5330002022863 ランチテイクアウトでの三密防止とアニメを活用した新規顧客獲得

3363 熊本県 株式会社Ｃｉａｍｏ 2330001025275 新商品開発のための販売促進ツールの整備

3364 熊本県 有限会社児玉酒店 3330002023104 商圏外からの売上拡大のためのECサイト構築事業

3365 熊本県 ｃｌａｒａ 非接触型サロン「セルフ脱毛」サービスの展開

3366 熊本県 株式会社ヒロイン 5330001008616 熊本の特産品及び農産物のポータル通販事業

3367 熊本県 合同会社ＰＬＯＮＳＴＥＲＳ 2330003006843 古材や中古家具のネット販売事業による販路開拓と感染症対策

3368 熊本県 株式会社中村水産 9330001020286 乾燥後工程の自動化による省力化及び低感染症型事業

3369 熊本県 〇宿 リモートワーク時間貸しサービスで低感染リスク型ビジネスを実現

3370 熊本県 Ｆｅｒｍｅ Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ キッチンカーによるドライブスルーとデリバリーの両立販売事業

3371 熊本県 イトー技工所 非対面での営業活動を実現する歯科補綴物の新たな制作方式の導入

3372 熊本県 株式会社熊本建築企画 1300001009397 新古・中古建築資材のネット通販参入事業

3373 熊本県 美容室エル ネット販売により自宅で手軽に本物のアンチエイジング

3374 熊本県 新野望 ライフワークに合わせた働き方のオンラインレッスン講座の提供

3375 熊本県 合同会社ＮＡＧＯＭＩ 3330003008228 特定対応・リスク低減型、出張リラクゼーションサロン事業

3376 熊本県 エムラボ 新機材導入による低感染リスク型セルフエステサービスの実現

3377 熊本県 有限会社ベースボールショップ・ドラフト 3330002009375 ECサイト構築による有効WEB活用でコロナに負けない販路開拓

3378 熊本県 有限会社夢乃湯 9330002023404 ホームページリニューアルによる通信販売事業の開始

3379 熊本県 プレンティ・オブ・ハート 非対面型のカウンセリングと EC サイト導入による販路拡大事

3380 熊本県 One day ECサイトの構築と顧客システムの電子化に伴う業務効率化

3381 熊本県 有限会社丸三家具 3330002026791 リモート接客及び動画配信スタジオ機能を整備した新ショップ開設

3382 熊本県 リンクオブハピネス 看護師・医療従事者のためのオンライン婚活事業

3383 熊本県 株式会社ＬＡＫＳＨＭＩ 7330001027382 Webシステム構築によるオンラインカウンセリング全国展開

3384 熊本県 ＴＥＮＴ ｄｅ ＹＯＧＡ 感染予防対策強化のためのオンラインレッスンの事業化

3385 熊本県 株式会社ＳＰＩＮ 7330001025799 WEBサイト説明ツール・非対面型面談方法の確立

3386 熊本県 株式会社河内研究所 6330001026328 テイクアウト特化型無添加の本格派カレー専門店出店計画

3387 熊本県 株式会社ロイヤルスクエア 6330001025585 オンライン相談窓口開設による非対面での顧客獲得・売上補完計画

3388 熊本県 ＭＡＳＡエンターテインメント 非対面販売実施のための自社ＥＣサイトの構築への取り組み

3389 熊本県 株式会社ウィナーズ 2330001000419 通販サイト開設による本格イタリアピザの販売事業

3390 熊本県 レクリエーション オンライン配信業務の強化と密回避の常時展示物の制作

3391 熊本県 合同会社オフィスイノベーション 5330003008250 自社ECサイトにてテレワーク商品の販売を行い顧客拡大

3392 熊本県 友優株式会社 5330001018937 宿のEC決済とオンライン受付＆顧客管理システムの導入

3393 熊本県 株式会社東住建 1330001009221 ECサイト構築による非対面サービスを通じた新規顧客獲得事業

3394 熊本県 フレンディー コロナ禍における対人感染防止対策のための飲食スペースの建設

3395 熊本県 ＡＮＥＲＣＡ＆Ｌ．Ｉ．Ｖ アパレルプラス熊本カルチャーANERCA&L.I.Vメディア

3396 熊本県 株式会社マルク 2330001026050 自社ＨＰ開設による通信販売で低感染リスク型ビジネスを実現

3397 熊本県 有限会社河内自動車 5330002002394 ディーラーと同等の診断と新自動車検査手法を可能にする設備導入

3398 熊本県 合同会社くまもとフードプロジェクト 7330003006822 キッチンカーレンタルによる移動販売参入障壁提言事業

3399 熊本県 株式会社地力計画 5330001017591 ECサイトの構築とオンラインショップ開設による販路拡大

3400 熊本県 ビューティー・ラボ 自社ECサイトの構築と、オンラインによるお肌相談事業
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3401 熊本県 ラテックス九州販売株式会社 1330001017587 オンライン上の営業開始と製造作業効率化で販路売上拡大

3402 熊本県 ビューティークリニカル久美子 セルフ脱毛事業による対面回避のサービス提供

3403 熊本県 有限会社ＪＵＮＧＬＥ ＬＡＢＯ 3330002019630 痛くない脱毛WAXの通販サイトを開設しコロナ禍対応を実現

3404 熊本県 Ｌｉｂｒｅ Libre 川田広志

3405 熊本県 あいわらんど ソフトクリーム機とモンブランマシンの設置

3406 熊本県 あいこ ＰＲノウハウを活かしたオンラインライブ配信で売上拡大を！

3407 熊本県 博多らーめんうしじま 自社HPで通販事業を開始してコロナ対応低感染リスク型の実現

3408 熊本県 前田浩規行政書士事務所 安心・安全で弱者に寄り添う行政書士事務所の構築

3409 熊本県 伊藤一農園 九州初生産の新品種メロンのブランディングと非対面型直販事業

3410 大分県 有限会社観光館文福 2320002013817 観光客依存からの脱却、ネット販売による売上向上計画

3411 大分県 株式会社ツーリズム 3430001049131 貸切風呂利用状況表示アプリによる対人接触機会減少システム

3412 大分県 ＣＥサロンコニファー お客様の心身の不調を整えるメディカルアロマ事業の開始

3413 大分県 有限会社ふじスタジオ 5320002019308 衣装選び～撮影までお客様同士非接触！Onewayシステム

3414 大分県 亀福 笑顔咲かせて～想い重ねる仕出し料理、はじめます～

3415 大分県 有限会社上田椎茸専門店 4320002013526 SNS・動画を活用した日本産乾椎茸加工食品の越境販路拡大事業

3416 大分県 和心 予約状況が把握できるHP構築と津軽三味線のリモート稽古開催

3417 大分県 ネイルルームパルフェ ネイルチップの通信販売強化で売上増計画

3418 大分県 有限会社竹香園茶舗 2320002011829 贈答用商品開発・web販促強化による非対面型ビジネスへの転換

3419 大分県 ラフェリーチェ 通販システム導入で顧客から美容サロン専売商品を受注する計画

3420 大分県 合同会社プライムセラピストラボラトリー 4320003003022 ファスティングプログラムのオンライン事業化と販路開拓

3421 大分県 株式会社堀木材 5320002018111 非対面型営業手法の確立による新たな収益確保

3422 大分県 ヘアアンドメイク ラペル 顧客のお家需要に応える美容商品の非対面販売システムの導入

3423 大分県 有限会社カーボデー河野 1320002001797 車両板金屋のHPを活用した非対面式見積もりで売上回復計画

3424 大分県 からあげ笑福 インターネット販売強化等による対人接触機会減少及び販路開拓

3425 大分県 ＬＩＳＥＴ合同会社 6320003003375 コーヒー、カキ氷販売店舗開業

3426 大分県 ＡＲＮ合同会社 4320003002420 顧客ニーズに応える為のロッカー導入による接触機会の低減

3427 大分県 香々地ボタンボウフウ研究会 業務用食品乾燥機の導入によるボタンボウフウ加工品製造の内製化

3428 大分県 居酒屋茶比伊 コロナ禍でも立ち寄れる安心安全のお店づくりによる販路拡大事業

3429 大分県 Ｂａｒｉａｎ 非接触セルフエステとオンライン化で販路拡大

3430 大分県 宝楽亭 予約管理システムと非対面非接触で、ポストコロナも事業を持続

3431 大分県 ヘアサロン髪風 パーソナル空間を提供する美容室のリノベーション

3432 大分県 イタリアンCalma 非対面受注でのテイクアウトやお取り寄せ注文に応える

3433 大分県 まちづくり雪笹株式会社 9320001017201 ポストコロナを踏まえたまちづくりの新拠点による地域活性化事業

3434 大分県 Ｓｕｎｓ ｂａｒ 接触頻度を抑えたテイクアウト型Bar経営

3435 大分県 ＮＤＫ ＥＣＯ ＡＧＲＯ合同会社 5320003002972 ヤシ殻とヤシ殻製品、環境循環型農業資材の非対面型ネット販売

3436 大分県 瓦藍洞 HP作成による事業PRとトイレ改修による対人接触機会の減少

3437 宮崎県 光和建装株式会社 7350001015872 見積もりから竣工までを非接触にて！ウィズコロナの塗装屋さん

3438 宮崎県 エスエルエフ ステイホーム需要に対応した酒類のテイクアウト販路拡大事業

3439 宮崎県 アルデバラン株式会社 6350001004620 巣ごもり需要に対応した商品開発及びインターネット販売事業

3440 宮崎県 藤屋株式会社 3350001008252 フォークリフトで接触機会を減らした会場設営に挑戦！

3441 宮崎県 株式会社あカベエ 9350001006457 ポストコロナに向けたテイクアウト販売窓口とカウンター席の新設

3442 宮崎県 大人の八百屋 天然素材シロップの生産拡大と通信販売による感染リスク低減

3443 宮崎県 インテリアさとう インテリア雑貨ECサイトの開設でコロナ不況を必ず乗り越える！

3444 宮崎県 酒谷どれみ音楽教室 オンラインレッスン強化と動画添削レッスンでの販路拡大計画

3445 宮崎県 有限会社レディハウス 4350002016955 ネット販路開拓で自社ブランド確立と下請け体質脱却を目指す！

3446 宮崎県 美味屋はるはる 「韓国料理×高千穂」冷凍商品開発による通信販売等開始事業

3447 宮崎県 喫茶ハードトップ テイクアウト事業の拡大と自社敷地を活用した新サービス展開

3448 宮崎県 大萩眞一税理士事務所 営業管理ツールによる非対面での経営支援

3449 宮崎県 株式会社Ｗｅｓｔ Ｗｏｍａｎʼｓ 1350001015408 宅飲み需要に対応したEC事業強化による販路拡大利益率向上事業

3450 宮崎県 有限会社⾧友自動車鈑金塗装工場 1350002003312 ドライブスルーに対応した新サービスで新規販路拡大
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3451 宮崎県 ニューとん 加工食品の開発・販売

3452 宮崎県 居酒屋かくれん坊 対人接触機会減少及び衛生面強化のための店舗改装

3453 宮崎県 株式会社サザンウインド 1350001015523 WEBを活用した宣伝広告及び販路拡大

3454 宮崎県 株式会社日章ビルテック 5350001016988 動画を使用した非接触営業とリース事業の開始

3455 宮崎県 合同会社スーパービリオネア 1350003002833 太陽光発電メンテナンス事業の完全非対面ビジネスモデルの創設

3456 宮崎県 池上税理士事務所 新生活様式に対応したWEBによる新規顧客獲得策

3457 宮崎県 カシヤマ商店 新たな仕入れ先開拓によりコロナに負けない販路拡大事業

3458 鹿児島県 株式会社ア・ライズ 7340001012103 コロナ禍に対応する宿泊環境の整備及び建物エリアの対策拡充

3459 鹿児島県 つなぐ．ｂｉｚ イートインの廃止。紅茶テイクアウト専門店への業態転換

3460 鹿児島県 株式会社大阪昆布フジイ 2340001007834 昆布出汁の魅力を伝える昆布専門ＥCサイトの開設事業

3461 鹿児島県 合同会社ＺＥＲＯ 1340003002041 アンティーク商品のネット販売で販路拡大・売上拡大

3462 鹿児島県 株式会社三喜 3340001021685 鹿児島から全国へ「ふるさとの味」を届けるオンライン通販

3463 鹿児島県 合同会社ＤＦＤ 5340003003416 コロナ対応ハイブリッド型VRレストラン事業への移行

3464 鹿児島県 合同会社モスガイドクラブ 3340003000811 屋久島高平流域エリアコーディネート ～持続可能な集落づくりに

3465 鹿児島県 リンパ美容整体院 久友 オンラインカウンセリング等ネットシステム構築と美容業新規参入

3466 鹿児島県 まごんて整骨院 自律神経を用いたストレス疲労度測定による健康生活応援サービス

3467 鹿児島県 有限会社田建築工房 9340002006416 「新築・リフォームのオンライン相談・見積り」による売上回復

3468 鹿児島県 佐々木智康法務行政書士事務所 オンライン対話・情報発信システムの導入による非対面販路開拓

3469 鹿児島県 株式会社アイディールスタッフ 6340001005355 ぐるジョブ

3470 鹿児島県 株式会社丸陽水産 2340002026437 お客様の食べやすいサイズのカンパチをオンラインで提供します。

3471 鹿児島県 原工業株式会社 3340001020431 営業DX化ツールの導入による非対面化と元請け増加の両立

3472 鹿児島県 株式会社Ｍ・５ 6340001023266 お客様の安心のための予約システムの導入

3473 鹿児島県 ゆう整骨院 対人接触機会の減少で付加価値を創出するセルフ脱毛事業

3474 鹿児島県 有限会社ダイナミック 4340002025783 対人接触機会の減少に向けたECサイト構築及び設備導入

3475 鹿児島県 ゲストハウス みなと屋 奄美の自然と共存し伝統文化を満喫していただく安心・安全な宿

3476 鹿児島県 幸洋産業株式会社 4340001013500 中国輸入輸出事業のオンライン商談システムを備えたサイト構築

3477 鹿児島県 Ｆｒｅｎｃｈ Ｈｏｌｉｃ 非接触型機器等の導入による新規顧客の獲得計画

3478 鹿児島県 ユーアイホーム株式会社 6340001023134 ①【西田裕二】南の島の優しいお花屋さん事業

3479 沖縄県 株式会社Ｐ・Ｓ・Ｔ ｃｏｍｐａｎｙ 3360001023036 テイクアウト・弁当・EC販売等に伴う低感染リスク型新事業展開

3480 沖縄県 炉ばたバル伝心 非接触型テーブルオーダーシステム導入によるコロナ対策と生産性

3481 沖縄県 石垣島ハム・ソーセージ十五番地 テイクアウト、デリバリーサービスの新店舗開業

3482 沖縄県 農業生産法人株式会社クックソニア 3360001012831 キッチンスタジオによる料理教室の開催及び動画配信事業

3483 沖縄県 TROPICAL MASSAMAN オリジナルカレー・カレーパンの移動販売

3484 沖縄県 ＣＡＶＥ ＯＫＩＮＡＷＡ 物品販売によるオンラインショップ開設と対人接触機会の減少

3485 沖縄県 有限会社楽園の果実 5360002022605 セルフレジ、モバイルオーダーを含むレジシステムの導入

3486 沖縄県 株式会社ａｋｉ 1011501023529 予約専用HP開設とテイクアウト開始で密を避けた営業で売上UP

3487 沖縄県 株式会社ブルーオーシャン 9360003006553 ECサイトの構築と感染症対策への取り組み強化

3488 沖縄県 株式会社ＨＡＬＵＳＥＲ 4360001023349 焼肉セットの通信販売とテイクアウト開始による非対面化事業推進

3489 沖縄県 城まんじゅう ITを活用したドライブスルー導入と新メニュー開発周知事業

3490 沖縄県 学生服のリュースショップ ゆいまぁる 密を避け、対面販売からネット販売へ！新システム導入で販路拡大

3491 沖縄県 株式会社ＤＥＮＴ−ＥＡＳＥ 4360001007797 差し歯のアナログ製作を完全デジタル化し感染リスクを減らす

3492 沖縄県 ゲストハウスフェーヌカジ 新しいゲストハウスの形・開放感ある宿でリスク軽減・快適な旅

3493 沖縄県 合同会社ＩＭＰＵＬＳＥ八重山 6360003011044 地産地消の推進、地域密着テイクアウト店の開設

3494 沖縄県 脱毛サロンＧｒａｃｅｓ セルフ脱毛機導入による非接触メニューの拡充及びニーズの獲得

3495 沖縄県 合同会社テイクダイブ 4360003006475 Eラーニング、E Cサイト新規構築

3496 沖縄県 宇宙の庭プロダクション オリジナルブレストレーニングのオンラインレッスン事業

3497 沖縄県 四季の手料理きんいち 店舗改装とコロナ対策、小規模会食とテイクアウト需要の充実

3498 沖縄県 株式会社フジタカクリエイション 6360001007498 高付加価値アパレル商品のEC通販事業

3499 沖縄県 Ｌａ ｃｌｅｆ 打ち放題ＨＩＦＵを活用した美顔・痩身セルフケアサービスの提供

3500 沖縄県 株式会社ライトシング 7011201020903 コロナ禍における飲食店でのDX化の確立
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＜重要＞

№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和２年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞第1回受付締切分採択者一覧

採択と同時に交付決定となる事業者は、Jグランツからお送りする「採択通知書」の次ページ以降に「交付決定通知書」があります。

「交付決定通知書」がない事業者には、別途、補助金事務局から申請内容に関する確認・修正依頼等の連絡をメールでいたします（2021年7月5日(月)以降）。

修正・再提出していただいた後、補助金事務局で内容を審査し、交付決定を行います。

3501 沖縄県 沖縄そば金太郎 県内外発送・テイクアウト用そば製造のための生産性向上計画

3502 沖縄県 オンラインワークラボ Line公式アカウント活用、およびSNS発信で新規顧客獲得

3503 沖縄県 株式会社日琉国際言語学院 7360001023115 安全＆安心な環境構築及び非対面式オンライン授業開始事業

3504 沖縄県 ちゃんや～ コンタクトレス決済（非接触型決済）導入事業

3505 沖縄県 株式会社ヘルスケアグループファルコン 7360001024039 「リアル」から「オンライン」トレーニング指導への切り替え

3506 沖縄県 株式会社琉縁 9360001021463 沖縄の観光レジャー産業をVR観光体験

3507 沖縄県 The Neuromancer 宿泊売上減からコロナ禍でも改装によって売上向上を実現へ！

3508 沖縄県 ＳｏｕｔｈｅｒｎＢｅｌｌｅ石垣店 施術不要のフィットネス事業導入とweb集客による新規顧客獲得

3509 沖縄県 株式会社Ｅｍｂｅｌｌｉｒ Ｊａｐａｎ 9360001018534 オンラインカウンセリングの導入で新規顧客開拓とリピート率改善

3510 沖縄県 Ｐｉｖｏｔｅｑ ロープアクセス工法を用い対人接触機会減少を図る事業

3511 沖縄県 キャドヘルパーアーク ドローンを利用した、非接触型現場施工管理業務の展開

3512 沖縄県 有限会社丸正開発 8360002009384 セルフ除菌ユニットのレンタル
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