
＜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 株式会社ＤｅＶｉｎｅ 5430001079630 北海道資源を活用した高性能移植材の生産効率の向上

2 北海道 合同会社ウィート 4430003008869 「おもてなし」から「デジタルスマート」への転換事業

3 北海道 株式会社新田ファーム 7450001006110 冷凍自販機導入による感染リスク低減と新たな販売機会の創出事業

4 北海道 きんちゃん 対人接触機会を極端に減らすキッチンカーによる販路拡大

5 北海道 有限会社夢喰間 1450002011503 移動販売車両機械装置整備

6 北海道 クールドリオン インフルエンサーを活用したECサイト販売促進PJ

7 北海道 味そば処　三浦 ふるさと納税をはじめとするオンライン販売の新規事業の取り組み

8 北海道 有限会社ベリー・ベリー・ストロベリー 5430002055143 感染防止対策とテイクアウト・デリバリー需要獲得で利益アップ

9 北海道 アトリエ書の花 オンライン展覧会を活用し、額縁書道アーティストとして作品販売

10 北海道 サザン食堂 キッチンカーで高付加価値商品の販売＆顧客獲得による売上回復

11 北海道 株式会社ネクストステップ 1450001012130 「ネットカレッジ」設備導入による質向上と広報による知名度向上

12 北海道 株式会社札建 8430001075544 建築リフォームと自社什器商品のオンライン商談の仕組み構築事業

13 北海道 円山別邸 ノースジュエル販売プロジェクト

14 北海道 ＩＮＣＯＮＴＲＡＲＥ 個室型セルフ脱毛サービス展開による販路開拓

15 北海道 とかち元気村 新規販路および新規顧客獲得に向けたキッチンカーの導入

16 北海道 株式会社豊浦産業振興公社 1430001072630 家にいながら楽しめる道の駅！ECサイトで販売し、販路拡大

17 北海道 株式会社キクザワ 2430001043531 コロナ禍における建築業の新しい営業スタイルの確立

18 北海道 株式会社Ｅｎ 5450001013281 量り売りに自動計算秤を導入し感染防止と販路を拡大を目指す

19 北海道 アスカリアルター株式会社 6430001014537 不動産売買に於けるデジタル営業の仕組み構築事業

20 北海道 ネイチャーズ キッチントレーラー によるテイクアウト新商品の開発・販売

21 北海道 酒と餃子の店　晩と 非接触販売を実現するための予約システム導入とWEB構築

22 北海道 ｃａｆｅ　ｍｉｌｌｅ　ｆｅｕｉｌｌｅ テイクアウト販売拡充による事業継続と接触機会減少の取り組み

23 北海道 グリ インターネットによる商品の販売と配信型の料理教室

24 北海道 マルコ水産 自社専用ECサイト活用によるネット販売への本格的事業転換

25 北海道 合同会社Ｌｉｂｒｏｔｈ 1460003000784 非接触で職場を観られる求人サイトJOB CiNEMA

26 北海道 丸辰三上商店株式会社 9430001023270 対人接触機会減少の為、野菜の無人自動販売機の設置

27 北海道 ＲＯＭ　ｓｔｕｄｉｏ　ＲＥＢＯＲＮ 酸素カプセル導入による完全非対面の特別な空間の提供

28 北海道 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｄｅｌｌ’ａｎｉｍａ ｗｉｔｈコロナでのテイクアウト販売とネット通販の強化

29 北海道 合同会社システムフードコム 7430003009006 丘珠パラホコチャーハン等デリバリー事業

30 北海道 炭焼厨房　笑〇 感染リスクの低いお店への店舗改装とＰＲ強化

31 北海道 かぼす 厨房機能の拡充によるテイクアウト事業展開

32 北海道 有限会社鈴の鳴る道 3430002061564 ECサイト新規導入と新チーズ商品（贈答用）販売による商圏拡大

33 北海道 串蔵 店舗改装によりお客様が安心して食事ができる環境の店舗へ

34 北海道 貴州屋 コロナ禍のニーズに対応するためのオンライン販売の新規取り組み

35 北海道 株式会社Ｍａｙａｍａ　Ｇｅｎｋｉ 9430001060248 無添加・無着色！北海道素材を活かしたペットフードのネット販売

36 北海道 韓の台所 オンライン韓国家庭料理教室及び韓国食材の通販事業

37 北海道 ワインカフェ　ヴェレゾン 「酒販免許を活用した新サービス開発とネットを通じた販路開拓」

38 北海道 授かりネット合同会社 1430003007394 WEBを活用した体外受精のホルモンコーディネート業務

39 北海道 八十島煎餅店 販売チャンネル変更による売上向上と低感染移動販売実施事業

40 北海道 株式会社シーアップル 1430001029052 就労支援で習得した技術により制作した商品のネット販売

41 北海道 すしの江戸一 活うなぎの通年販売の為の設備工事とテイクアウト他の補助事業

42 北海道 ジーグロウ ステップボーンカット訪問美容で、家でもおしゃれで美しく

43 北海道 株式会社Ｄｐｌｕｓ 2430001042070 インターネット受注システムを活用したコンサルタント美容

44 北海道 二葉塾 【二葉塾】コロナ感染防止オンライン授業環境整備による販路拡大

45 北海道 株式会社アシストライフ 9430001080691 オンライン終活コンサルティングを始めるためのWEB構築事業

46 北海道 フード・リクエスト株式会社 9460301004587 オホーツクの恵みを EC 販売でご家庭に

47 北海道 有限会社ケーエス 4460002003703 焼肉店のレジと連動した非接触型オーダーシステムによるＤＸ戦略

48 北海道 ヘアークラブMOCK 非接触型個室空間の構築及び空気清浄機設置事業

49 北海道 有限会社よし乃 8450002006018 ECサイト制作による自家製みそラーメンセットの販売促進

50 北海道 ハーパー 大型換気設備・個室化・客の分散化による新カラオケサービス

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2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9月2日(木)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。
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51 北海道 エスペランス セルフエステ＆Webカウンセリング＆ECサイト導入店

52 北海道 株式会社Ｗｉｔｈ　Ｌｉｆｅ 8430001079074 自社ECサイトの作成

53 北海道 株式会社Ｋ’ｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3430001078411 非接触型・コンシェルジュサービスシステム構築

54 北海道 イマイカツミ オリジナル雑貨の開発と書籍や雑貨販売の為のネットショップ構築

55 北海道 有限会社太田商事 7430002050927 ギョウザのテイクアウト導入による販路開拓と労働環境の改善

56 北海道 株式会社クオンインターシステム 4430001028729 ECサイトとHP予約システムで非対面による販路拡大

57 北海道 ジゴス 最新高性能機器の導入によるテイクアウトメニュー充実化事業

58 北海道 有限会社メガネのサカキ 9440002004847 自社製造宝飾品と既製品の自社ECサイト販売

59 北海道 キッチン　なり田 店舗横庭に屋外テラスを作り気持ち良く安心安全な食事を提供する

60 北海道 白岩奈月 感染予防対策の為のオンライン動画配信と個人指導レッスン開講

61 北海道 にゃごりん 真空包装機を使ったスープやシチューのテイクアウト

62 北海道 株式会社イレキン 1440001006249 北海道イレキンの動画多用の海産物ネットショップ

63 北海道 株式会社はなえみ 5430001068245 3密を回避した「グランピング」エリアの開設

64 北海道 あびら地酒生産プロジェクト 酒サーバーとECサイトで接触機会を減少させる日本酒販売事業

65 北海道 食・ａｉ菜 講座及び加工品のネット販売の為の開発・システムの導入

66 北海道 合同会社ＦＬＯＵＲＩＳＨ 2430003008945 ポストコロナにおける英会話教室のオンライン化

67 北海道 フォトファクトリー西村 接触機会を減少するオンライン注文・決済システムの導入

68 北海道 有限会社みつる 6430002019428 自社ECサイト構築で販路開拓

69 北海道 高橋淳子社会保険労務士事務所 高橋淳子社会保険労務士事務所

70 北海道 おもてなし鈴喜福太朗 冷蔵車で生鮮メニューの安心配達と、会食の完全個別化

71 北海道 株式会社クラリティ 1460101006056 非接触型セルフレジ導入による対人接触機会の減少

72 北海道 有限会社北元 2430002017906 光回線導入によりデリバリーの促進と非接触決済化を図る

73 北海道 ＰＯＬＡエステイン美笑 非接触型空間を構築し安心で最高のエステを提供する

74 北海道 株式会社いずみ理容美容室 1430001001424 安心安全な店内環境をお客様に提供することで顧客満足度を高める

75 北海道 株式会社ちから 6460301004185 テイクアウト事業に向けた受注環境整備

76 北海道 合同会社アラトレ 9430003007874 動画コンテンツで鍼灸事業継続ための新たなるビジネスを創出！！

77 北海道 株式会社大圓 5430001066983 ネット販売システムの構築、ホームページの作成

78 北海道 合同会社トランチャジャパン 4440003001278 半発酵の中国茶葉のネット通販開始による売上改善事業

79 北海道 株式会社ホピヒルズ 2430001073223 コロナ禍の観光施設継続のための既存事業強化

80 北海道 Ｎｉｃｋｅｌ　Ｌａｂ．合同会社 3430003011898 暗号資産取引の取引所連携自動帳簿システム

81 北海道 麗羽北海道株式会社 4430001080052 ネット通販事業による新規顧客獲得

82 北海道 行政書士さいとう事務所 ホームページ新設に伴うオンライン面談の活用と販路拡大

83 北海道 北海道プリオン株式会社 4430001038983 ポストコロナと多言語化を目的に行う宿泊ガイドのWEB化事業

84 北海道 株式会社サンフィールズ北海道 3430001071812 対人接触機会低減と生産効率化の両立による新規品目への挑戦

85 北海道 株式会社シンタック 5460001004206 自社開発商品「ぬかっこ」ショッピングサイトによる米小売店成長

86 北海道 創作居酒屋　愁 お刺身盛合わせ・おにぎらずによるテイクアウト・ランチ需要対応

87 北海道 株式会社アドフォワード 2010401132265 非対面による出張型車内抗菌清掃洗車サービスの展開

88 北海道 合同会社にじいろｐｌａＮＥＴ 8430003007784 コミュニティを守るオンラインを導入したソーシャルカフェ

89 北海道 メモ株式会社 8430001067814 物販・コンテンツ販売を融合した新しいオンラインサービスの開発

90 北海道 有限会社スズキ工建 8460102001652 Withコロナを生き抜く非対面型受注への道！！

91 北海道 から揚げ専門店　鳥丸 本格スパイスを使ったカレー専門店の出店

92 北海道 髭SOUND LABO17 At stage! ステージを手元に届ける

93 北海道 合同会社ＬＯＦＴ 1460003000776 インターネット配信事業

94 北海道 中山戦略労務事務所 システム導入による生産性向上と新サービス告知のためのHP作成

95 北海道 Lycka (リュッカ) 疲れを癒す「セルフエステコース」と「健康べんとう」で販路拡大

96 北海道 有限会社クラブ・ティー・ジェイ 4430002006873 施術に頼らない新たな美容室の形を実現するWeb施策

97 北海道 有限会社イチマル加藤商店 5460102000277 店内完全個室化による、個人盛りメニューの販売促進

98 北海道 フラノひたむきカンパニー ネイリスト働き方改革「チップ販売とオンラインスクール」事業

99 北海道 合同会社円山厨房 7430003005062 “ポストコロナ型ライブバー”非対面音楽配信ライブ導入事業

100 北海道 株式会社アクトネオ 5430001069920 非対面で密を作らない！オンライントレーニング運営事業
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101 北海道 あったか弁当屋　鈴平 男性向けボリューム弁当を主軸としたデリバリー店の新市場進出

102 北海道 コロニラ株式会社 2430001084154 オンライン見学会開催による新規入居希望者の受け入れ体制構築

103 北海道 麺好きうるふ アフターコロナを見据えた飲食スペースの再構築！

104 北海道 株式会社コンセル 9430001041743 インターネットによる受注システムの構築

105 北海道 オトデザイン 非対面の提案型営業で新規顧客を獲得！洋服オンラインサロン開設

106 北海道 有限会社白旗電機商会 5430002045672 ウェブミーティングに特化したサイトと非対人日報システムの導入

107 北海道 合同会社コビトランド 3430003005289 感染予防に対応した屋外プレイガーデン「コビトランド」

108 北海道 ＹＵＺＵ堂株式会社 6460101005474 エステ業の非接触、時短を実現する最新機械の導入

109 北海道 有限会社ａ．Ｐａｒ 4430002039931 オンラインカウンセリングによる毛髪改善サービスの継続・拡大

110 北海道 リラクゼーションカイロ　なごみ オンラインメニューの構築と自社アプリの制作

111 北海道 河野誠 オンライン講習会で顧客新規開拓と非対面型接客への移行を

112 北海道 Ｔｈｅ　Ｃａｎｔｙ コロナ感染措置を施した飲食スペースの確保

113 北海道 ドマーニ食堂 テラス席新設とテイクアウトの看板設置と非接触型会計の環境整備

114 北海道 Ｂｕｃｃｈｕｓ 顧客管理システムで安心のお店作り

115 北海道 味の竜月 新型コロナウイルスを避けテラス席を設けて新規顧客の拡充強化

116 北海道 PriEre ECサイトを活用し、ホームページを開設する事によって販路拡大

117 北海道 北海道アピドネーションＡＮＥＨＡ 接触機会を減らす機器導入とオンライン販売による売上向上

118 北海道 株式会社エストラスト 7430001002441 ECサイト活用による健康食品販売事業

119 北海道 株式会社けんこう倶楽部２１ 9450001005572 越境ECエディモールによるグローバル展開・多言語サイトの構築

120 北海道 株式会社アトムプロパティーズ 9010001199401 コロナ禍における北海道への移住・不動産投資サポート事業

121 北海道 九星気学青龍桃子 オンライン占いとサブスクリプション鑑定

122 北海道 株式会社プログレス 5430001045021 配達用車両購入により高齢者宅への配食サービスの強化

123 北海道 ドリーマー 移動販売を開始しサービス提供方法の変更による事業再構築

124 北海道 大空ゴルフ練習場 非接触体制の構築及び飛沫拡散防止を図るための送風機設置事業

125 北海道 株式会社ＵＶＡ＆Ｕ 7430001075215 広告活動に全集中！販路拡大・販路開拓における販売促進

126 北海道 友愛はりきゅう整骨院 ECサイトを活用し、家に居ても健康で明るく綺麗な女性作り

127 北海道 有限会社オフィスムドウ 2430002004417 ホームページの改定に伴う通信販売開始による売り上げアップ

128 北海道 株式会社Ｉ－ＰＲＯ 7430001042215 クライアント企業のDX関連事業の推進

129 北海道 株式会社ホライズンインベストメント 9430001069090 Postコロナの非対面オンラインコンサルティング事業の開設

130 北海道 豊水館 遠隔操作による非対面型感染予防強化で安心・安全な空間の提供

131 北海道 合同会社川瀬牧場 7460303000710 低感染リスク環境を整備して売上を向上させる為の販売力強化事業

132 北海道 カネナカ中島食堂 対人接触機会の減少と売上拡大を両立させるための店舗改修

133 北海道 株式会社ちあふる 4460101005286 商品保管用コンテナ導入による対人接触機会の抑制事業

134 北海道 北緯４３度 ダーツでハッピー！札幌発ダーツグッズのＥＣ販売事業への挑戦

135 北海道 グラスランズカフェ 地元特産品を活かしたふるさと納税返礼品の開発による販路拡大

136 北海道 サロンМ ECサイトでの化粧品等販売の実施

137 北海道 株式会社ＳＰＥＥＤ　ＳＴＩＣＫ　ＤＥＳＩＧＮＳ 1430001083479 ポストコロナにおけるデザイン業務非対面WEBシステムの開発

138 北海道 にしの治療院 ラジオ波治療機を活用した【サブスク式】セルフ関節治療

139 北海道 カラオケ音楽 スタッフ業務簡略化と対人接触機会削減のためのITツール導入

140 北海道 株式会社ミライズコーポレーション 6430001082286 接触機会低減によるリモート化と和風手作り家具の販路拡大

141 北海道 有限会社きたばやし 5430002064061 コロナ禍における外部ECサイト進出による販路開拓プラン

142 北海道 株式会社李氏閨房 5430001058865 オンラインでのレッスンと決済による顧客の獲得

143 北海道 佐藤愛 移動車による頭皮洗浄

144 北海道 株式会社アウェイ 3430001031196 最新ドローンによる感染対策を講じた橋梁点検と新規顧客の獲得

145 北海道 有限会社シフト 3430002058148 巣ごもり需要対応・地場型ハンドメイド通販サイト構築事業

146 北海道 ムーンライズ株式会社 1430001057672 ECサイト開設による販売チャネルの構築

147 北海道 ｅ－ｓｉｇｎ合同会社 2430003010579 新型コロナウイルスを乗り切る為の非対面ビジネスモデルへの転換

148 北海道 荒川商店 お土産用商品の販売強化と 安心して来店できる空気清浄機の導入

149 北海道 Ｒ－ｅ株式会社 7011101084825 非接触型の企業の課題集約・解決型ビジネスモデルの構築

150 北海道 ＮｏｒｔｈＣａｍｐｅｒ合同会社 1430003012304 冷凍自販機による北海道余市産麦豚の非対面非接触の新規市場開拓
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151 北海道 株式会社食ライフ 9430001059240 無農薬自然栽培の農家を支援するＳＨＯＫＵ－ＬＩＦＥ事業

152 北海道 アイディアルヘアー・ボニート ECサイト構築による非接触型販路拡大と店頭における感染症対策

153 北海道 ドッグサロンスターシップ オンラインビデオ商談システム

154 北海道 プリザーブドフラワー プリザーブドフラワー

155 北海道 トレジャー　ハンティング ホームページ制作による非対面販売強化・リメイク商品の販売強化

156 北海道 合同会社ソフトテニスアカデミー 2430003012765 ソフトテニスの指導者向けDVDの制作及びECサイトでの販売

157 北海道 リオネ株式会社 1430001068208 販路拡大のための「天珠ブレスレット」のネット通販強化事業

158 北海道 スポーツ居酒屋REBLA 店内感染防止策と新ブランド確立によるデリバリー販路開拓事業

159 北海道 合同会社どさんこエナジー 6430003008207 冷凍自動販売機による非対面での 24 時間無人販売事業

160 北海道 整体院栄花 モニタリングシステム・オンライン整体による遠隔ヘルスケア

161 北海道 株式会社なるきべ 5430001077056 北海道の味を全国へ！野菜販売強化による販路拡大と在庫管理改善

162 北海道 東洋炉材株式会社 4430001056449 製塩事業とアウトドア商品のデジタル化を用いた販路拡大事業

163 北海道 佐々木企画 現代版連絡網システムの開発と広報。感染症対策が必要な今こそ

164 北海道 はぴりん セルフマシン販売と商品のインターネット販売

165 北海道 有限会社大江 3430002003582 接触機会削減のための大部屋の分割とモバイルオーダーの導入

166 北海道 有限会社スプリング 9460102005636 ＨＰでの受注システム構築による非対面販売への販路拡大

167 北海道 株式会社アスリートボディコンディショニング 5430001039840 オリジナルアプリで予約システム、オンライントレーニング配信

168 北海道 Geo Tactics Inc ECサイトの改修とSEOライティングで対面販売のオンライン化

169 北海道 合同会社ＲＥＯ－ＲＥＯ 8430003011118 事業丸ごと非対面化！ハイブリッドＥＣサイト活用による事業継続

170 青森県 佐藤製菓 伝統駄菓子のWEB販路開拓と直売所のIT化、低感染リスク化

171 青森県 合同会社大間浜寿司 5420003001031 寿司店が作る！大間まぐろ加工品の新規ネット販売事業

172 青森県 有限会社高村設計 6420002017779 写真計測器導入による対人感染リスクの低減と労働生産性向上事業

173 青森県 株式会社菊冨士 9420001008982 老舗郷土料理店のECサイト構築及び通販商品開発事業

174 青森県 クラブ忍者 3密回避、3分で食べれる「炭火手焼きBBQ」のEコマース販売

175 青森県 有限会社ティーエム管理 4420002003624 360°カメラによる非訪問型物件バーチャル内覧サービス開発事

176 青森県 ラウンジバーみゅう 街中で蜜を避けてアウトドア気分！屋外テラス席の新規設置事業

177 青森県 居酒屋桃 適正距離を守ります‼　内装工事で距離確保

178 青森県 家政商店 経営継続のためのインターネット販売強化事業

179 青森県 株式会社Ｃ－Ｄｒｅａｍ 6420001013952 エステメニュー見直しとコロナ感染回避を目的とした店舗移転事業

180 岩手県 井筒屋 テイクアウト事業によるポストコロナに向けた取り組み

181 岩手県 有限会社三陸とれたて市場 3402702000688 対飲食店向け売上げ減を、学校給食向け事業の育成により補填する

182 岩手県 ひげまる キャッシュレス決済&モバイルオーダー導入と座敷個室化

183 岩手県 有限会社山清商店 2400002010863 インターネット・ECサイトによる自社ブランド商品の販売事業

184 岩手県 ＵＬＴＲＡ　ＨＡＩＲ 接触頻度を抑えたパーソナルサロンへの店舗改装による体制整備

185 岩手県 有限会社ドリームアップ 1400002012951 移動販売体制を強化し、営業範囲の拡大と売上増加を図る。

186 岩手県 有限会社北祥陸運 1400002011111 三陸産鮮魚の非接触型輸送事業による売上安定策

187 岩手県 ガンゲット 情報発信と店舗リニューアルによるテイクアウト事業ＰＲ計画

188 岩手県 特定非営利活動法人体験村・たのはたネットワーク 2400005004334 机浜番屋の塩販売強化事業

189 岩手県 株式会社ＡＺクリエイト 9400001008324 非対面化を支援、自治会向けIT支援ツール「IT自治会」の開発

190 岩手県 バーアンドカフェロビン テイクアウト向け新メニューの開発で中食市場に参入

191 岩手県 特定非営利活動法人ｗｉｚ 1402705000415 ライフスタイルの変化によるオンライン副業マッチングサービス

192 岩手県 株式会社リード 9400001007904 クローズドサイトとリモート型営業を導入した卸売業の業態追加

193 岩手県 おのでら接骨院 非接触型施術サービスの新規展開によるリスクの低減と売上向上

194 岩手県 株式会社ＬＡ・ＳＵＩＴＥ 9400601001050 全座席のVIP室化計画による売上回復

195 岩手県 印章工房プチカラ キッチンカー導入による感染防止対策の構築と生産性の向上

196 岩手県 盛岡タンメン山本 テイクアウト事業を本格化、低感染リスク型のビジネスに転換する

197 岩手県 有限会社一関東映劇場 4400502000148 映画館のテレワークオフィス化による新規顧客の獲得

198 岩手県 株式会社浄法寺漆産業 1400001009131 非対面型の販路拡大のためのウェブサイト構築事業

199 岩手県 ｅｙｅ　ＣＡＴＣＨ まつ毛エクステと美容師の資格を活かした訪問サービスの立ち上げ

200 岩手県 有限会社Ｄ’ＳＴＹＬＥ 8400002006542 ECサイト構築と情報発信強化による中古薪ストーブ販売強化事業
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201 岩手県 カイロプラクティック六花 出張型カイロプラクティックの新規展開と換気強化による売上回復

202 岩手県 有限会社昆ガス住設 7400002006898 遠隔監視システム導入による非接触型ＬＰガス供給システムの構築

203 岩手県 及川公大 非対面トレーシングカード専用ECサイト構築による新規創業

204 岩手県 ＰＣ　Ｄｏｃｋ　奥州 特殊動画制作分野への進出と新たな撮影スタイルの確立

205 岩手県 ドクターネイル爪革命岩手 来店前に症状相談。オンライン相談推進事業

206 岩手県 株式会社源喜舎 7400001009373 「源喜屋特選ギフト」の展開に伴う認知度向上に向けた販促活動

207 岩手県 株式会社エム不動産 9400001004100 生前整理事業起業によるＨＰ一新、不動産業オンライン接客実施

208 岩手県 両磐酒造株式会社 7400501000303 ＥＣサイトの導入と若年層向け新商品の開発による新規販路開拓

209 岩手県 トータルサロンｖｉｖａｃｅ フロアー3分割で、より安心安全なサロン、デンタルエステも有り

210 岩手県 株式会社ＩＮＴＥＱＴ 9400001014784 情報発信力強化によるワンストップトータル提案サービスPR計画

211 宮城県 株式会社ｍｉｒａｉｅ 7370001023535 接触機会減・個人情報尊守の資産コンサルティングの提供

212 宮城県 ビストロ　種 キッチンカーによる「出張Bistro種」計画

213 宮城県 星理美容室 出張サービス導入およびコロナ対策実施による新規市場開拓

214 宮城県 株式会社パナリフォーム 4370001021707 オフラインからオンラインへ、コロナ禍での事業持続のための取組

215 宮城県 ＡＩＴＴＡ 非対面型で海外進出！国内外新規拡販を目指したHPとEC構築

216 宮城県 有限会社ＫＡＫＡＺＵ企画 2370002018935 名物料理の商品化とネットショップ開設による販路拡大・売上向上

217 宮城県 万風窯 お客様に新しい価値を創出させる商品販売と動画配信による新事業

218 宮城県 株式会社永勘染工場 3370001018729 デザインシミュレーター導入による対面減少と販路拡大の両立

219 宮城県 ＤＥＬＩ　ＣＡＦＥ　芽ぶき 県産野菜の美味しさを伝える！テイクアウト機会創出への挑戦

220 宮城県 韓hanSALAN ハンサラン 宮城の食材で韓国料理を非多面で届けるプロジェクト！

221 宮城県 fine企画mammaviva(マンマビバ） ソースやドレッシング製造による非対面型ネット販売への事業転換

222 宮城県 カラオケバー　ガレージ バー店内の空き部屋を活用した「完全無人型個室」の設置事業

223 宮城県 カガダンサーズサポート 社交ダンス動画イベント宣伝のためのホームページ更新

224 宮城県 株式会社農直ＨＯＮＯＫＡ 7370001039936 ネットでのテイクアウト受注と業者とのオンライン打ち合わせ実現

225 宮城県 ざおう彫刻工房 東北人に馴染みやすい商品開発、ＨＰ・ＥＣサイトの確立

226 宮城県 株式会社ＴｏＮｅｘｔ 5370001039475 移住を視野に入れた、オンライン物件見学型不動産紹介

227 宮城県 株式会社サクセス・アンリミテッド仙台 7370001000724 ユーザーフォロー・マーケティング・研修事業のデジタル化

228 宮城県 岩出山ガス株式会社 9370201002064 LPWAで効率アップ！～非対面でもお客様の安全見守ります～

229 宮城県 株式会社笹喜 2370201003721 ドライブスルー方式による新商品販売で対人接触削減と売上拡大

230 宮城県 株式会社リーテック 7370001014534 WEB受注による清掃事業

231 宮城県 株式会社リベラリス 6370001041851 不動産DX事業：取引Webアプリの開発・運営・販路開拓

232 宮城県 株式会社ＬＯＶＥＮＤ 7370001025250 オンライン相談窓口設置のための新規ホームページ制作

233 宮城県 和食　人結 加工場設営による板前仕立ての旨い刺身・切り身の提供事業

234 宮城県 有限会社中部マテリアル 1370202005271 オンライン化による接触機会の減少とリスク回避

235 宮城県 TORCH ポストコロナを見据えた、デザイン事業の効率化と物販空間の改装

236 宮城県 鳥清 テイクアウト機能導入による売り上げ回復

237 宮城県 ｔｈｅ　ＢＯＷＬｓ 腸を整え心身の健康を実現する デリバリーサラダ専門店の構築

238 宮城県 東北非常用発電負荷試験株式会社 7370001041264 非接触型営業を実現し販路拡大する為のECサイトの開発と構築

239 宮城県 有限会社伊勢丸水産 9370302000339 パッケージ改善及びECサイト開設による非対面販売力強化事業

240 宮城県 株式会社アーパス 1370001013913 ＥＣサイト構築による新たな業態転換非対面型パッケージ

241 宮城県 Jewel Clover 心理セラピストによるオンラインコミュニティ開設

242 宮城県 ＵＫ宮城 新品未使用スマホのネット通販開始による販売機会の獲得事業

243 宮城県 株式会社アクトサンライズ 9370001045445 オンラインツールで業務の効率化と売上 UP

244 宮城県 株式会社レーラー 4370001039518 食事指導の非対面化とオンラインでのカウンセリング導入

245 宮城県 訪問理美容　鈴木 男性に人気！アメリカンバーバー風サロン開設による利用拡大事業

246 宮城県 株式会社ゴリラファーム 1370001040701 ホームページ作成によるネット販売及びＳＮＳでの広告強化

247 宮城県 カフェ　ラ　ガラッシア コロナを乗り切る！テイクアウト＆オフィスお弁当販売

248 宮城県 株式会社パルオートシステム 2370001044032 自社ホームページへのECサイト機能追加による商流・販路拡大

249 宮城県 株式会社カーム 8370301002972 ECサイト構築で非接触型営業を実現し販路拡大と事業生産性向上

250 宮城県 有限会社鳥善 8370602001392 ホームページの更新及びInstagram活用による販路開拓
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251 宮城県 ＡＵＢＥ株式会社 2370001039016 低感染リスク型サロンに移行する改装と事前カウンセリングの広告

252 宮城県 ホーリーホール 音の癒やしの動画商品の開発と非対面販売システムの構築

253 宮城県 地酒と土鍋飯　さんか 換気設備充実で固定客が安心して来店できる店舗づくり

254 宮城県 居酒屋くじら 大型換気扇導入と非接触型ビジネスモデルの構築事業

255 宮城県 あまの食堂 レトロな下町ホルモンを日常に！店舗宣伝広告強化事業

256 宮城県 株式会社ｅｐｉ＆ｃｏｍｐａｎｙ 4370001038783 HPリニューアルによる新たな顧客獲得の導線作りと効率化の実現

257 宮城県 千葉農園 おうち時間による植物の癒しと、SDGsに向けて

258 宮城県 美容室ＲＡＪＥＴＴＯ コロナ拡大防止と売上・CS向上を実現する店舗改装及び広告宣伝

259 宮城県 フリーライン大崎店 制作事例の展開と、視覚にアプローチする宣伝強化事業

260 宮城県 Ｏｆｆｉｃｅウラバタケ株式会社 5370001046736 新しい生活様式に順応したリモート特化型アパート経営

261 秋田県 株式会社Ｌａｖｉｅｂｅｌｌｅ 1410001011821 完全オンライン対応システムの導入とPRの為のホームページ作成

262 秋田県 リストランテクロ テイクアウト等の生産体制強化による販路拡大

263 秋田県 株式会社ＤＯＧＬＯＵＮＧＥわん 8410001012251 通信販売及び自動販売機向けの商品開発による販売促進事業

264 秋田県 味づくし花月 座席変更による稼働率アップと弁当販売による新規顧客獲得を図る

265 秋田県 有限会社シー・シー・カンパニー 3410002006728 ライブコマース実施体制強化によるレディースアイテムの販路拡大

266 秋田県 菅生工業株式会社 6410001009687 セルフオーダーシステムの導入で業務改善と顧客満足度向上を図る

267 秋田県 株式会社古休 9410001012093 コロナ感染防止と人手不足解消「セルフ居酒屋」

268 秋田県 合同会社Ａｔｔｒｉａ 2410003002743 薬局経営と薬剤師をつなぐマッチングプラットフォーム構築

269 秋田県 株式会社出端屋 8410001009256 新メニュー開発とLINE活用による販路拡大事業

270 秋田県 株式会社ミロク和 2410001012199 オンラインでのダンスレッスンサービス提供による販路拡大

271 秋田県 アート写真館 貸衣装事業と非接触型接客システムによる販路拡大事業

272 秋田県 株式会社ホビー・ライフ 8410001012532 ３密回避！秋田の大自然を感じる「キャンプ」ＰＲプロジェクト

273 山形県 kappo 花咲季 ドライブスルーとテイクアウトの拡充でコロナに負けない集客戦略

274 山形県 有限会社東京貴紘 2390002005460 自社オンラインショップを新設しオリジナル作品を全国発信

275 山形県 株式会社ＬＡＢＥＬ　ＬＩＮＫ 4390001014865 ３密回避及び非対面型新企画で蔵王温泉旅行者満足度向上を実

276 山形県 株式会社サンプラスツアーズ 4390001012737 自社ＥＣサイトを活用した情報提供の拡充と非対面型営業への転換

277 山形県 五十嵐畜産・月山アイスクリーム キッチンカーによる感染対策と新商品による販路拡大

278 山形県 株式会社ＭＵＧＥＮ 3390001013356 撮影中継車による感染予防対策で新たな人材確保＆売上ＵＰ事業

279 山形県 株式会社ブーランジェ・エス・オオオカ 3390001015393 庄内産小麦パンの急速冷凍便と非接触型サービスへの転換

280 山形県 焼肉夕月 個室化による安心した食事環境の提供による売上拡大

281 山形県 ポムドテール 本格フランス式クレープとカフェメニュー展開での新サービス展開

282 山形県 合資会社福島屋 8390003000785 低感染実現のための貸切風呂新設及びそれに伴う温泉調査

283 山形県 株式会社大江 4390001011029 非対面販売の強化へ　通販事業再構築による販売市場と販路開拓へ

284 山形県 株式会社開沼清十郎 4390001016077 インターネットを活用した農産物直接販売プロセス構築事業

285 山形県 斎藤染工場 地域によりそう染物屋として、工場見学と映えスポットの提供

286 山形県 有限会社オーセンエンジニアリング 1390002009173 感染拡大防止の小部屋併設し、ライブコマースの取組

287 山形県 千葉奈穂子 非対面へ新写真技術開発と設備導入および新規WEBと動画の作成

288 山形県 合同会社Ｈｙｇｇｅ 9390003001782 入浴介助における身体接触を低減させるための機械浴設備の導入

289 山形県 株式会社オオツ興業 6390001002604 ノンプリズム測距機の導入による対人接触機会の減少

290 山形県 ＲＥＶＥ山形株式会社 8390001016230 対面時間の大幅な減少が期待できる非接触型ダイエットマシン導入

291 山形県 スナックアイリス キャッシュレス決済とセルフ会計システムで対人接触数を最小限に

292 山形県 有限会社ＡＲＡ技工 2390002013785 Withコロナに対応した営業スタイルの転換と新規客層の獲得

293 山形県 BBクラクション タイヤチェンジャー導入によるタイヤ持込み非接触推進事業

294 山形県 美容室ドルフィン アプリを使用したAI育毛相談事業の発信と販促品の拡大

295 福島県 有限会社エイシン 8380002008112 食品ロスの削減、仕込み作業効率化を図るための急速冷凍機導入

296 福島県 有限会社カムズ．ジャパン 1380002014447 パンのテイクアウトサービスへの新規参入

297 福島県 なぬか町茶房　結 会津の郷土料理「豆腐もち」のお土産品開発とECサイトの活用

298 福島県 株式会社たふぃあ 6011101047865 モバイルオーダーシステムの導入による低感染リスク型レストラン

299 福島県 スポーツ＆バーウィザーズ 地場産品を活用したキッチンカーによる移動販売事業

300 福島県 株式会社ポラリス 2380001009901 ウェブ活用によるホテル宴会・会合の販路拡大事業
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301 福島県 菜華楼 テイクアウトメニューの強化（テイクアウトの売り場：菜華亭）

302 福島県 フジテレビ株式会社 7380001002001 5G基地局拡大に新しい感染対策となる非対面生産プロセスの構築

303 福島県 さぶろく亭 ポストコロナにも対応したテイクアウトサービスの開始

304 福島県 株式会社日本養魚技術 3380002018306 養殖サーモン通信販売専用の加工食品の開発と販路開拓

305 福島県 有限会社蒼の里 3380002017456 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

306 福島県 かなざわ亭 具材付き生麺商品開発による対人接触機会減少に資する新ビジネス

307 福島県 F/ 「言葉で未来に繋ぐ」バスソルトの製造販売

308 福島県 林合名会社 7380003001744 当社自慢の醤油のオンラインショップでの販売と新規顧客の開拓

309 福島県 ひのき風呂の宿　分家 稼働率の向上と感染リスク低下のための客室トイレ設置事業

310 福島県 株式会社Ｇ－Ｈｅａｄ　ｑｕａｒｔｅｒ 7380001026009 対人接触減少の為の個室とQRコードによる焼き方動画を導入

311 福島県 フラワーショップ花咲 自社ＥＣサイト構築による花の非対面型販売の強化

312 福島県 会津電力株式会社 2380001023167 太陽光発電システムの遠隔監視事業

313 福島県 ＵＭＢＲＥＬＬＡ 非対面型妊活夫婦の妊娠体質改善事業

314 福島県 エフドラムスクール リモートレッスンの導入及び感染リスク低減措置による入会者獲得

315 福島県 株式会社ＹＯＡＫＥ 3380001031111 経営コンサルティングのスマホアプリによるWEBサービス化

316 福島県 株式会社松野屋商店 1380001010439 個室を設けての感染リスクを低減させた新たな営業形態の確立

317 福島県 有限会社渡邊宗太商店 5380002033559 ポストコロナに向けた新商品開発と情報発信及びEC販売の再構築

318 福島県 株式会社ライトニング・インターナショナル 6380001022875 再利用可能な医療用抗ウィルスガウンのインターネット販売

319 福島県 楽篆工房 オンラインshopの展開による遠方の方々への発信と売上アップ

320 福島県 エージーオー ホームページ制作によるインターネット販売事業

321 福島県 奇聞屋 ウィズコロナ・ポストコロナを踏まえた新たな経営戦略と販路開拓

322 福島県 株式会社さくら農園 6380001028765 券売機導入による新型コロナウイルス感染防止対策

323 福島県 有限会社ほていやタクシー 5380002015417 ホームページを活用した低感染リスク生活インフラの構築

324 福島県 ザ・フレックス 対人接触機会の減少に向けたリラクゼーションサービスの展開

325 福島県 ふるさと鳥久　流店 「ハレの日」需要獲得のための感染対策と新たな店舗づくりの実施

326 福島県 小鈴鍼灸整骨院 鍼灸整骨院のオンライン化！次を見据えたコロナ対策

327 福島県 株式会社オースカ 5380001017298 ジュエリーに関するWEB相談窓口の開設、通販事業

328 福島県 買取専門店大吉イオンいわき店 SNSを活用した非接触型顧客開拓事業

329 福島県 ワカサ整体院 個別予約による低感染リスク営業の実施と看板、チラシによる告知

330 福島県 エー　ティー　キック　フィット 持続化給付金低感染リスク型

331 福島県 ｉｃｈｉｎｏｉｃｈｉ　ｃｏｆｆｅｅ ライブハンドドリップサービス開始による販路開拓

332 福島県 株式会社アイ・パートナー 7380001012041 外国人労働者に訴求するHP作成で須賀川製造業バックアップ

333 福島県 遊健康クリエーション 自社ＥＣサイト構築による自然食品・無添加食品の販売促進

334 福島県 株式会社かねほん 7380001012677 店内の三密回避のためのテラス席設置による新規顧客獲得

335 福島県 株式会社ｏｎｅｓｅｌｆ 3380001027720 新規受注へ！オンラインを活用したリモート見積もり

336 福島県 ヘアーアンドスパアウローラ 商品販売ページによる商品販売での感染リスク低減＋売上向上事業

337 茨城県 野口写真館 感染リスクを抑制した外出回避型ロケーションフォト事業の提供

338 茨城県 和楽や美乃善 結婚式場等に出向き家族のみで行う「我が家の成人式」の提供

339 茨城県 株式会社ＭＫＹキッチン 8050001042260 非対面窓口を設置した人気九州料理店が手掛ける九州スイーツ販売

340 茨城県 スパイスカルテ有限会社 3050002026168 ステーキソース等の店外販売開始と新たなソース・調味料等の開発

341 茨城県 サミック　メンテナンス 赤外線ドローン活用による対人接触機会の減少化とサービス向上

342 茨城県 ＰＩＺＺＡ　ＡＮＤ　ＢＡＲ　ＯＴＴＯ 食品の冷凍保存・真空化によるネット販売事業への参入

343 茨城県 株式会社大島スポーツ 2050001031368 カスタムオーダーの非対面販売、ディスタンスを確保した安心販売

344 茨城県 ｓｈｏｋｏ　ｙｏｇａ　ｌｉｆｅ 動画配信サイト及び予約システムの新規構築による顧客の獲得

345 茨城県 鈴木自動車 対人非接触型ドライブスルーオイル交換・簡易車両整備等構築事業

346 茨城県 株式会社Ｂ．Ｌ．Ｉ 6050001041520 髪のお医者さん！！自販機で非対面型の販売及びＰＲ強化

347 茨城県 飯島みずき 高性能マイクを用いたオンラインによる非対面型レッスン

348 茨城県 ソナヴォート 健康的に瘦せたい方向け・オンラインサービス販売促進事業

349 茨城県 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＦＡＲＭ 9050001039586 ペットボトル充填米や当社加工農産品等のネット販売事業

350 茨城県 啓幸カンパニー ドローンで非接触＆効率UP・換気システムでクリーン＆安心UP
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351 茨城県 有限会社やぐら 8050002026840 非接触型端末を活用した感染リスク減少による売上げ増加計画

352 茨城県 合同会社にこ 5050003004071 自動販売機を活用した焼き菓子販売事業の展開

353 茨城県 株式会社Ｔｈｅ　Ｐａｒｔｙ　Ａｎｉｍａｌｓ 2050001047273 ジモトヤサイヲ・モットタノシク・モットオイシク

354 茨城県 ウッドワーク ウッドショックによる経営難を乗り切るカレーパン移動販売事業

355 茨城県 山田食堂 キッチンカー導入による石窯焼きの本格ピザの移動販売事業

356 茨城県 宵楽酎房　粋成 独自製法の燻製メニューの開発とテイクアウト販売

357 茨城県 株式会社香香 9050001038489 名物餃子をご家庭に！冷凍自販機による非接触24時間無人販売

358 茨城県 菓子邑シェ・カオル 店外アンテナ販売店舗の設置で３密回避。新たな事業展開で勝負

359 茨城県 株式会社ＪＵＤ 3050001018018 非接触入退去を可能にするシェアハウスWEBサイト制作

360 茨城県 株式会社マリンスター 7050001007339 ミールキット製造ライン改善による生産性向上と感染リスクの低減

361 茨城県 津久井新聞店 小さなカフェの大きな安心！テラスで子供とｃａｆｅ時間

362 茨城県 しのはら化粧品店 セルフ型フェイシャルエステの仕組の導入による新規顧客開拓事業

363 茨城県 株式会社ボディショップ・ハート 4050001014998 ＩＴ化・オンラインサポートによる新規軽トラキャンプカー事業

364 茨城県 株式会社Ｓｉａｇｒａｃｅ 4050001048022 独自開発「肌再生３Sプログラム」の全国展開事業の仕組みの構築

365 茨城県 青春餃子 自販機による冷凍餃子24時間販売とレシピ動画配信サービス開始

366 茨城県 海東園 新商品「冷凍ほし焼き芋」の移動販売で遠方の顧客開拓と安全確保

367 茨城県 有限会社大嶋屋 9050002043224 親鳥チャーシューのお土産版下館ラーメンへのセット販売

368 茨城県 ＣＬＡＩＲ 低感染セルフ型エステシステムの採用による新規顧客の開拓事業

369 茨城県 チャミーナ 新たなビジネスモデルの創出と生産プロセス導入による事業展開

370 茨城県 ろじや 屋外飲食スペース設置による感染症対策及び新規顧客開拓

371 茨城県 合同会社ペットサポートみどりの 7050003002684 送迎診療の導入とIoT宅配ボックス利用による対面時間の低減

372 茨城県 株式会社東城クリエート 4050001041844 注文のオンライン化による店舗負担の少ないデリバリー等の展開

373 茨城県 有限会社丸三そば店 9050002015941 プライベート空間作りで対人接触減少＆顧客満足度アップ

374 茨城県 トータルインテリアいそやま 簡単ＤＩＹ「裁断済み糊付壁紙」のネット販売による新規顧客獲得

375 茨城県 株式会社ＳＵＮＢＲＩＤＧＥ 1050001045311 利用客との接触時間を削減する非対面式自動シャンプー機の導入

376 茨城県 合同会社キノッピカンパニー 2040003011848 非対面型で集客や問合せの対応が可能なweb制作による販路開拓

377 茨城県 Ｂａｎｚａｉ　ｎａｐｏｒｉｔａｎ ポストコロナを踏まえたデリバリー事業参入と既存顧客のファン化

378 茨城県 Ｓｏｕｌ　Ｌｅａｔｈｅｒ　革魂 自社ブランド製品開発と専用WEBサイト構築による売上増強事業

379 茨城県 青木航佑 防音室整備による新たな需要を創出するオンラインセミナーの提供

380 茨城県 整体サロン　きずな 整体サロンのオンライン化で対人接触機会の減少と運動不足解消

381 茨城県 Cafe robinet 新商品の洋菓子の開発と冷凍保存の採用による新規顧客開拓事業

382 茨城県 株式会社コネクトアンドパートナーズ 8013301035870 タイ料理のテイクアウト・デリバリー専門店の開業

383 茨城県 株式会社里山建築研究所 6050001017660 社内感染防止対策・事務室拡張＋事務書類の非接触化事業

384 茨城県 有限会社プラックス 6050002043895 衛生管理と感染防止対策を両立した革新的な製造プロセスの構築

385 茨城県 株式会社大久保 6050001000575 LPWA導入による集中監視システムのによる業務効率化の推進

386 茨城県 ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ　ＣＬＩＰＰＥＲＳ 新設備導入による接触機会減少への取り組みと生産性の向上

387 茨城県 Ｓｕｎｎｙ 対人接触機会の減少及び「目元の美容サービス」の提供

388 茨城県 株式会社ホテル鮎亭 7050001026850 鮎料理が自慢の宿の味をご家庭で。オンラインでの鮎料理販売

389 茨城県 珈琲屋かたみ テイクアウト拡大によるデリカテッセン事業確立のための店舗整備

390 茨城県 株式会社アオイ 3050001017390 セミセルフレジの導入でアフターコロナに備える事業

391 茨城県 デザイン　咲 アーティストと顧客のマッチングサイト『ツノリス』の開発運営

392 茨城県 食堂さくら キッチンカー導入による新たな販売戦略の強化

393 茨城県 ニコスタンパ合同会社 9050003003565 リゾートテレワーク施設の宿泊予約サイトの作成

394 茨城県 キッチンカーこはかけ 居酒屋から移動販売車への事業転換で再起をかける事業継続計画

395 茨城県 株式会社石川商店 8050001046047 対人接触機会減少と生産プロセス導入のための店舗改装

396 茨城県 ＷＯＲＫ　ＳＨＯＰ　ＳＴＥＰ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 1050001008747 高機能性商品を訴求したＥＣサイト構築による販路開拓

397 茨城県 株式会社菅沼薬局 4050001014445 オンライン専用相談室設置による非対面漢方相談事業

398 茨城県 アドバンス 対人接触機会の減少を実現するエアコンクリーニングの取引先開拓

399 茨城県 イイダ電器 ウィズコロナに対応した安心安全な地域密着型の電気屋を目指す

400 茨城県 株式会社阿波屋 4050001031696 業務を円滑化する為のオンラインショールーム設置事業
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401 茨城県 プレサー株式会社 7050001045058 オンラインサロンを入口としたビジネスモデル確立事業

402 茨城県 株式会社シンビオシス 7050001011068 「業務のデジタル化及び営業の非対面化」

403 茨城県 Ｍ＇ｓＫｉｔｃｈｉｎ 地元のオーガニック野菜を活用した地産地消総菜のテイクアウト

404 茨城県 ＢＡＲ　ＬＯＵＮＧＥ　Ｋ－ＴＷＯ 飲食デリバリー・テイクアウトの開始とＥＣサイトによる販路開拓

405 茨城県 ＹＳＲＩＮＥ 通販サイトによる教材販売とその他ネットによる複合的な販路拡大

406 茨城県 ダンスカンパニーインスパイア オンラインダンスレッスン事業

407 茨城県 有限会社高橋ボデイー整備工場 2050002026573 納期短縮と安心感のあるサービス提供体制の構築による入庫促進策

408 茨城県 株式会社福島工務店 9050001036732 デジタルサイネージを活用した古民家の非接触型展示場の開設

409 茨城県 有限会社ユニアート 4050002003158 オンラインカウンセリングのためのHPの制作

410 茨城県 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＥＬＬＥＮ 1050001047613 安全・安心な非対面型求人マッチングサイト構築で地域雇用促進

411 茨城県 株式会社アクエルド 5050001045134 自社ECサイトで建築資材を販売！脱対面事業＆販路拡大

412 茨城県 合同会社ｆｅｎｉｃｅ 8050003003401 新規スパ事業へのECサイト導入による非対面型ビジネス化推進

413 茨城県 株式会社越 9050001045956 低感染リスクと店舗運営効率性を考慮したフォー専門店の出店

414 茨城県 株式会社アイモールイチカワ 9050001008335 プロモーションミックスによる販路拡大戦略

415 茨城県 ラズベリーハウス サポートアプリ付き貸し農園事業

416 茨城県 株式会社伊藤米穀 9050001014639 自社ブランド健康米開発とＥＣ販売による本格的なＢｔｏＣ始動

417 茨城県 十一屋寝具店 マッサージをきっかけにした高い質の睡眠を売る移動販売事業

418 茨城県 行政書士未来総合法務事務所 非対面型相談ビジネスモデルへの転換と新規顧客獲得

419 茨城県 アルドワーズ 感染症対策をしたキッチンカー販売へ事業転換。

420 茨城県 合同会社ｉｒｉａｉ　ｔｅｍｐｏ 7050003005324 古民家改修・個室型ワークスペースと広報用WEBサイト制作事業

421 茨城県 合同会社Ｆｉｒｓｔ　ｃｌａｓｓ 7050003003476 対人接触を減らし介在価値を発揮できるツール導入で利益創出

422 茨城県 ＯＤＤ 店内の密を避ける為の通販事業の強化とそれに伴う店内改装の実施

423 茨城県 久保田高 ECサイトを活用した、食品販売による収益の複線化事業

424 茨城県 ヨガドロップス Line公式アカウント活用、およびSNS発信で新規顧客獲

425 茨城県 あいずＣｏｍｐａｎｙ株式会社 7050001049018 在宅医療に向けたオンライン服薬指導の体制整備

426 茨城県 日本交通株式会社 9050001010290 ＨＰ作成に伴うコロナ対策オンライン予約受注管理システム構築

427 茨城県 Ｎ－ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 6050001044597 ハイブリット方式を活用した新しい販売展開

428 茨城県 ボデーショップカワサキ エアコンクリーニング機械導入による事業内製化

429 茨城県 Ｒｅ：ＺＥＲＯ ドローンを活用した新たな測量・点検等の販路・顧客獲得

430 茨城県 手羽だるまつくば 低感染リスク型ビジネス枠「テイクアウト販売事業の立上げ」

431 茨城県 株式会社オフィスゆうき 8050001033862 高齢化社会に向けた介護脱毛メニューの構築

432 茨城県 Ｋａｎｎａ おうち時間を充実させる陶器のオンライン販売

433 栃木県 有限会社ピアノ 1060002027175 テイクアウトを強化するためブランド牛を使った新商品開発事業

434 栃木県 那須おーくんふれあい牧場 コンテナハウスを利用した安心の個室型　犬猫ふれあいの場の提供

435 栃木県 とちぎ行政書士法人 9060005009675 オンライン受任システムの構築と、業務クラウド化によるDX戦略

436 栃木県 有限会社亀幸 1060002038916 地域発！生めん用冷凍自動販売機設置による麺持ち帰りで売上拡大

437 栃木県 株式会社龍門 1060001006171 キッチンカーで県内外どこへでも宇都宮の魅力をお届けします！

438 栃木県 株式会社ジンボ・アグリアート・モダニズム 8060001030826 自動販売機の導入で、完全非接触による個人客への販路開拓を図る

439 栃木県 まつ坂 コロナ渦で減少した売上げ・お客を取り戻す

440 栃木県 中里建設株式会社 6060001020812 非接触型営業モデルを構築するWebサイト・システムの開発

441 栃木県 有限会社斉藤米穀店 9060002004233 お米マイスターがいる安心安全なお店づくり

442 栃木県 花正 自宅で出来るオンラインフラワーアレンジメント教室

443 栃木県 有限会社誠進工業 7060002024051 営業DX化ツール導入による、より「カッコいい」鳶職人の育成

444 栃木県 ネイルアンドスパモンロー 非接触型フェイシャルエステの提供で感染症対策強化！

445 栃木県 有限会社北條商店 7060002014192 テイクアウト・デリバリー商品開発と安心して飲食できる店内環境

446 栃木県 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ　Ｌｉｎｋ 6060001030968 いっぽめ　通販事業化に伴うECサイトの構築

447 栃木県 ロイヤルベリーズファーム有限会社 1060002023513 インターネット販売を通じた自社醸造ワインの販路開拓

448 栃木県 青竹手打ち麺藤谷 非対面型のラーメン出前事業で、コロナに打ち勝つ販売強化策

449 栃木県 株式会社小林興業 2060001025906 GPS型測量機導入で接触機会を減らし、効率的で安心な現場へ

450 栃木県 有限会社若林自動車商会 5060002037740 タイヤ交換の内製化の推進　コロナ対策と事業基盤の強化の両立
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451 栃木県 株式会社志ぶ家 9060001027680 キッチンカーを導入し、志ぶ家のおやき販売及び販路拡大

452 栃木県 株式会社メンズアール 5060001033278 オンラインカウンセリング・非対面型セルフ器導入と接触時間短縮

453 栃木県 モンキーエンターテイメント 猿の魅力オンライン配信と連携した猿派遣事業

454 栃木県 和み処　高橋 ＥＣサイト構築でコロナ禍でもご家庭で「和み処 高橋」の味を

455 栃木県 クライミングジムアーク 密接軽減の人工壁とその宣伝強化

456 栃木県 株式会社ホリウチ石材 9060001009729 石に関わる工事をリモート相談で収益拡大

457 栃木県 フォーアイコンサルタント 個人旅行に快適なIT環境とアウトドア環境を提供する非対面物販

458 栃木県 香り処　穂の香 webから香りの発信！顧客を増やす非対面型ビジネスの構築

459 栃木県 ハイスマートジャパン株式会社 6060001029176 ECを通じた販路開拓開始が目的の非対面型ビジネスモデルの構築

460 栃木県 有限会社人見工務店 9060002022615 那須の別荘をリフォーム！信頼と実績を見せる Web サイトへ

461 栃木県 島清株式会社 7060001018723 ステイホームに彩を！島清暖簾インターネット販売促進プログラム

462 栃木県 ｕｍｉ．ｄｏｏｄｌｅ お客との関係存続のための図録や特設サイトの作成

463 栃木県 BESPOKE lights 非対面型配信サービスに特化した照明機材の導入による新サービス

464 栃木県 シィライン 対面接触激減による時短脱毛

465 栃木県 早川食品株式会社 1060001020577 充填方法改革、作業者の密接を回避し、個人の生産性向上を目指す

466 栃木県 有限会社鈴建 2060002005056 オンラインを活用した業務効率化で、売上の大幅拡大を実現

467 栃木県 有限会社コア 1060002020064 デジタルコスメパーマ施術での時間短縮

468 栃木県 かめやま テイクアウト商品の強化、およびテイクアウトに適した機材導入

469 栃木県 アールビューティコンサルタント 非対面接触ボディケアと接触時間短縮（オンライン予約導入）

470 栃木県 有限会社小井沼鉄筋工業 6060002033565 スーパーフードカフェ「エレパニ」の多機能型 ＷＥＢ システム

471 栃木県 株式会社神和建設 9060001007674 売上回復・対人接触機会の減少・従業員のスキル向上のための取組

472 群馬県 有限会社おおさき 2070002001013 釣具ブランド事業の立ち上げによる低感染リスク型ビジネスの構築

473 群馬県 C&M's銀座いもっ娘 新商品「焼き芋チップス」を通信販売するためのパッケージ開発

474 群馬県 株式会社Ａｉｍ　ｈｉｇｈ 1070001032118 『非対面接触型トレーニング』で感染リスク０で結果にコミット！

475 群馬県 株式会社ＴＲ 6070001034101 対人接触機会減少のためのキッチンカーを活用した売上アップ事業

476 群馬県 ＷＡＮＤＥＲＷＥＧ 移転による社会的距離拡大とテイクアウト事業への参入

477 群馬県 株式会社田村建設 8070001014456 アプリを利用した非対面での省エネ提案と現場管理事業

478 群馬県 千登里 老舗料亭が作る丹波篠山産つくね芋メニューの移動販売事業

479 群馬県 株式会社ＧＹＯ－ＴＥＮ 1070001037174 ECサイトで「爆じゅう餃子」と「太田市」を全国に！

480 群馬県 有限会社松井設備 3070002024756 接触回避で酒食の楽しみを届けるキッチンカーでの販路拡大事業

481 群馬県 株式会社菓匠清月堂 7070001024200 通販カタログの制作と配布で中高年層向け非対面販売の売上拡大

482 群馬県 Ｆａｃｔｏｒｙ　ＰＲＩＭＡＬ デジタル技術導入による感染リスク低下と販路拡大

483 群馬県 株式会社ホウセン 7070001035197 リフォーム・注文住宅の360度写真ビューシステムの構築

484 群馬県 ＳＣＡＡＡＩ株式会社 8070001034322 新規ネットショップ開設による非対面ビジネスモデルへの転換

485 群馬県 みどり屋 部屋割り変更可能な個室提供による感染対策と安心安全な空間提供

486 群馬県 株式会社花の彩華 6070001030166 新しい営業スタイル確率し売上上昇のためのITツールの活用

487 群馬県 ピッコリーノ 働く女性と巣ごもり高齢者への天然酵母パンの非対面型移動販売

488 群馬県 ＮＡＩＬＳＡＬＯＮ　Ｍｅｒｃｉ 個室セルフ脱毛サービスの展開によるコロナ禍の生き残り策

489 群馬県 Heal On 全国の「不妊で悩む女性」をオンラインで救う！

490 群馬県 株式会社エアーズスタジオ 2070001005238 住宅リフォームの完全オンラインパッケージ販売

491 群馬県 株式会社まちのわーくす 3070001037684 自動販売機を活用した地域商材の新たな販売チャネル構築支援事業

492 群馬県 株式会社ルキア 1070001027274 非対面につながるオーダーシステム導入による新規顧客の獲得

493 群馬県 ＳＳフードサービス株式会社 9060001023333 地元特産品を使用した自社商品のネットによる販路拡大事業

494 群馬県 株式会社グランダム・ローズ 6070002031592 HP上にネットショップ・ネット予約システムの展開

495 群馬県 118DESIGN 新たな植物アートポスターのECサイトを活用した新サービス

496 群馬県 ラーメン厨房　ぽれぽれ テイクアウトサービス強化及び感染防止対策による営業力強化事業

497 群馬県 有限会社長門産業 7070002035007 年中無休！食肉自販機導入による非対面販売の実現と販路拡大

498 群馬県 Ｐｉｇｇｉｅｓ 新たな生活様式に対応したキッチンカー導入による移動販売事業

499 群馬県 インド料理　PUNJAB 真空包装機導入による対人接触減少とスパイスカレー完全予約販売

500 群馬県 小向建設株式会社 6070001015992 ECサイトによるゴルフクラブシャフトのサブスクリプション販売
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501 群馬県 有限会社奥多野 9070002017325 対人接触機会の減少を考慮したお刺身テイクアウト用高湿庫の導入

502 群馬県 Ｑ３’ｓ．デザインオフィス 着物や反物をアップサイクルしたクッションの非対面販売

503 群馬県 有限会社タデヌマ工業 3070002024054 産業廃棄物処理の受注システムと工事用品オンラインショップ構築

504 群馬県 金島株式会社 3070001037899 V 字回復を目指す、キッチンカー事業でペルー料理を全国に

505 群馬県 株式会社ＨＩＫＡＲＵ 6070001027294 防水まるごと安心工事パックの非対面販売開始で売上・認知拡大

506 群馬県 株式会社シーアンドシー 3070001007134 自動販売機による非接触型のコーヒー豆等販売と自社PR強化事業

507 群馬県 ＴＩＧＡ矢中店 TIGA矢中店

508 群馬県 バリスパカフウ ヨガ・リラクゼーションリモートセミナー開催による販路拡大事業

509 群馬県 有限会社目沢商店 5070002036898 ネット販売システムの構築による雑貨の販売強化で売上拡大

510 群馬県 有限会社国定建設 2070002021093 リアルタイム進捗管理サービスの開始と接触機会５割削減

511 群馬県 株式会社オフィス松村 9070001005850 テイクアウト・デリバリーと通信販売強化のためのPR事業

512 群馬県 有限会社ジンバ塗装工業 3070002010293 新規システム、ツール導入に伴う、新規顧客獲得の為のチラシ配布

513 群馬県 株式会社クジオール 9070001031616 新たなガチャガチャ体験とその販路拡大のためのデジタル

514 群馬県 さらのて鍼灸院 オンラインによる妊活トータルサポートの販路拡大事業

515 群馬県 理数塾高崎校 オンライン授業システム導入に伴う差別化とwebサイト構築

516 群馬県 食屋敷彩 テイクアウト商品開発と販売促進並びに料理の個別提供と半個室化

517 群馬県 愛敬サービス有限会社 9070002017011 介護用品販売のためのECサイト新規構築

518 群馬県 フレンドスタジオシミズ 新規顧客獲得のためのデリバリー録音サービス展開・音響環境整備

519 群馬県 栗原興業株式会社 1070001037835 店舗の原状回復をターゲットとした見積もりシステムの導入

520 群馬県 有限会社建徳 9070002036069 自社ECサイトでの銘木・廃材活用品販売による新規顧客獲得事業

521 群馬県 株式会社ＥＮｇｒｏｗ 6070001034209 デジタルとアナログによる販路開拓・ブランディング戦略

522 群馬県 Ｓｗｅｅｔ　Ｍａｒｊｏｒａｍ 感染リスクを減少できる「セルフ施術」への業態転換

523 群馬県 シェイカーズ 新事業への拡大に備えた事務手続きの非対面化、効率化事業

524 群馬県 株式会社ビズソリューションズ 7070001036501 外国人材求人マッチングサイト構築

525 群馬県 株式会社ＯＦＦＩＣＥ－Ｙ 1070001030749 ランディングページとWEBサイトによる非対人接触型営業の実現

526 群馬県 オステリアティーポゼロゼロ 蜜芋スイーツのテイクアウト＆ネット販売による新規顧客獲得

527 群馬県 ｅｃｏライフ株式会社 1070001018546 HPを活用した提案システムの開発による感染リスク低減の取組

528 群馬県 株式会社食品医学研究所 4070001026133 ＬＰとＥＣサイトを連結したネットショップによる売上高の向上

529 群馬県 ＳＴＥＰ　ＨＯＵＳＥ ひとり親支援から「プチ起業」につなげる新たなサービスの事業化

530 群馬県 株式会社明誠堂くすりのわかばやし 5070001023550 女性向け「オンライン健康ダイエット」サービスの提供

531 群馬県 株式会社ＡＲＵＳＨ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 7070001017360 インド料理専門店厳選スパイスとレトルトのEC販売モデルの確立

532 群馬県 大門屋物産株式会社 4070001007587 絵付け体験キットの制作と越境ＥＣによる非対面型ビジネスの構築

533 群馬県 有限会社アルプランニング 7070002032185 非対面でも対応可能なＦＰ事業のオンラインシステム構築

534 群馬県 リトロボ・イル・マーレ　ジーナ IT導入によるテイクアウトメニュー開発と受注システムの構築

535 群馬県 ｌａｎｔｅｒｎ HP作成による広報及びオンライン取引・提案による販路開拓

536 群馬県 株式会社ＦａｎｔＷｏｒｋコンサルティング 2070001036828 コロナに負けない資産形成！コンサルのオンラインサロン化事業

537 群馬県 ｈａｉｒｓａｌｏｎＳＡＲＡＳＡ ヘアスタイル提案サイトと会員登録による「接触時間低減」事業

538 群馬県 きずな接骨院 自費施術における骨盤矯正等の施術個室の設置事業

539 群馬県 基本ゼミ 自社ホームページでオンライン授業を導入し全国展開する取り組み

540 群馬県 Little Bird 新規オンラインサービスシステムの立ち上げによる業務効率化事業

541 群馬県 新極真会　佐藤道場 感染リスクを抑えた健康のためのパーソナルトレーニング

542 群馬県 株式会社大杉 1070001021616 カーシェアシステムを活用した非対面の無人レンタカー運営

543 群馬県 合同会社ａｄｖａｎｃｅ 3070003002629 WEBで非対面化を図りながら新事業をPRし販路拡大を図る

544 群馬県 株式会社南陽舎 6070001034919 設計業務をテレワーク化で低感染リスクのための環境整備

545 群馬県 有限会社クロード 6070002018862 「これからの建設業」オンライン打合わせ及び販売による販路拡大

546 群馬県 糸数工業合同会社 6070003003450 非対面商談！オンラインシステムの導入で売上アップを目指す

547 群馬県 合同会社ＪＩＬＩＬＩＴＡ 9070003003836 エステサロンが教える自宅ケアと美容製品のオンライン販売

548 群馬県 画像計測株式会社 4070001037477 革新設備を使ったスモールファクトリー

549 群馬県 株式会社ベルダコール 4070002025547 地元桐生の企業を救う「もしM&Aしたら？」プロジェクト

550 群馬県 三共ネクスト株式会社 7070001001380 コロナ化における検針業務・配送業務の効率化事業

11



＜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2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9月2日(木)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。

551 群馬県 トロワデザイン ライフスタイルマガジン『motto』のWEB媒体化

552 群馬県 有限会社田島斫工 1070002022984 ブログとHPを活用した営業部門の感染症対策と販路開拓計画

553 群馬県 ヒーリングサロン　トモサン 非対面でも心の悩み相談ができることを幅広い潜在顧客にアピール

554 群馬県 合同会社空Ｋｕｕ 9070003003976 24時間ご縁をつなぐ、四葉のクローバープロジェクト

555 群馬県 ショップドゥーエー 人気メニュー「グリーンカレー」のレトルト商品化事業

556 群馬県 特定非営利活動法人きびる 6070005009850 研修コンテンツWEB掲載と情報発信強化で新規顧客獲得

557 埼玉県 カフェ＆ダイニングデルフィーノ モバイルオーダーで感染対策、業務効率化の実施

558 埼玉県 株式会社ミートもとむら 4030001071067 ECサイト構築による非対面型ビジネスへの参入計画

559 埼玉県 株式会社武栄 8030001117023 モバイルオーダーを活用したオペレーションの改善

560 埼玉県 レストラン　ボヌール おうちで本格フレンチ！お店の美味しさそのままコース料理の販売

561 埼玉県 有限会社ヒューマンアンドコミュニケーション 7030002087662 感染防止策として行う苺のかけジャムＥＣ販売に必要な充填機購入

562 埼玉県 有限会社魚福商店 2030002119239 カタログ・ホームページによる非対面受注を踏まえた販路拡大

563 埼玉県 谷山製作所 スタッフが密集して行う検査工程を効率化させ受注増加に対応する

564 埼玉県 Ｅｒｃｏｌｅ 真空調理を駆使したテイクアウト対応戦略

565 埼玉県 自然派レストラン蕎麦旬 高性能調理器具を活用したお取り寄せグルメの商品開発と販路拡大

566 埼玉県 キクヤ オリジナルハンモックスタンドとハンモックの開発による販路開拓

567 埼玉県 きなせ 地域のファミリー層をターゲットにしたテイクアウトサービス開始

568 埼玉県 北村　聡美 ニューノーマルに対応したベビーマッサージ等の高付加価値化事業

569 埼玉県 黒金２９ 冷凍食品のセレクトショップ展開

570 埼玉県 株式会社グロースリンク 5030001014801 研修・コンサルのオンライン受注及びコンテンツ販売システム構築

571 埼玉県 サロン＆スクールチャンティック 非対面型のWEBを活用したオンラインスクールの開講

572 埼玉県 株式会社ユープラン 2030001047259 対人接触機会減少を実現させるオンライン営業方法の確立

573 埼玉県 サウンド　ザウルス 感染リスクの少ない小規模イベントに対応する事業形態へのシフト

574 埼玉県 ＳＵＰ　ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ ドリップパックの生産性向上と販売力強化による安定的経営の実現

575 埼玉県 大國鮨 コロナ環境に合わせた経営スタイルへの転換

576 埼玉県 エーエスピージェイ ウィッグカット美容室情報提供による越境・対話リスクの軽減

577 埼玉県 合同会社ばん蔵舎 9030003009606 生徒リモートアクセス環境構築（生徒情報ＤＢ化・ＡＰ開発）

578 埼玉県 有限会社ゴーハリ 1030002110388 実店舗を生かしたペルシア絨毯のＷＥＢ集客システム構築

579 埼玉県 一八 移動販売車の導入と屋外イベントでのオリジナルメニューの販売

580 埼玉県 株式会社一番館 9030001132087 老舗焼肉ホルモン店のテイクアウト・土産販売による売上拡大事業

581 埼玉県 株式会社ファンダンゴ 3011101065044 店舗移転と新サービスでテイクアウトとデリバリーの顧客を獲得

582 埼玉県 コイズミ工房 オンラインを活用した、地域に根差す新しいスタイルの陶芸工房

583 埼玉県 ホープ製薬株式会社 7030001077128 オンラインの活用による国内販路の開拓と海外展開による収益拡大

584 埼玉県 有限会社安全電機商会 4030002000487 難しい電装品整備に対応した自動見積り・予約システムを構築する

585 埼玉県 株式会社アカマツ 6030001054235 テイクアウトメニューの開発と営業効率化・非接触化の実現

586 埼玉県 株式会社埼玉商工サービス 7030001091681 「移動販売のハイブリッド」買い物配達代行・販売・キッチンカー

587 埼玉県 有限会社バラエテイストアーカマニ 2030002090472 ECサイトPRによる高齢者への販売促進事業

588 埼玉県 ＨＯＵＳＥ 当店の魅力を活かした屋外テイクアウト販売による販路開拓

589 埼玉県 比企光学株式会社 6030001071552 自社開発IoTキットの販売拡大とリモートサポート体制の確立

590 埼玉県 名倉堂新栄はりきゅう整骨院 完全オンライン施術による感染拡大防止及び新規顧客獲得

591 埼玉県 MUSIC BAR MiCKEY 特製カレーの「Re:ブランド」とテイクアウトで街に賑わいを！

592 埼玉県 株式会社エルテクノ 4030001060474 感染防止対人接触防止コロナ菌除去等の簡易エアーシャワーの開発

593 埼玉県 エステサロン凛 対人接触時間を減らすアフターコロナ型エステサロンづくり

594 埼玉県 肉の山本 精肉店のネットで販路拡大計画

595 埼玉県 野菜の食卓 四季折々の循環型の暮らし情報を発信するキッチンスタジオ事業

596 埼玉県 スタジオＪＪ オンラインサービス／Webコンテンツの拡充

597 埼玉県 株式会社富士インテリア 8030001007422 ECサイトに移行、非対面型ビジネスへの転換を図る

598 埼玉県 石田琵琶店 新型コロナウィルス感染リスクを抑えた琵琶専門店の開設

599 埼玉県 株式会社青木精機 3030002119155 車業界向け精密部品のパッケージ販売の開始

600 埼玉県 株式会社ケー・ディー・エス 9030001063431 家中まとめて！電気設備総点検パックで新規販路獲得計画
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601 埼玉県 Ａ５Ｏ１ 地方・郊外の不動産業界をドローンで盛り上げよう！

602 埼玉県 ＢＯＮＤ　ｐｌｕｓ合同会社 2011303002028 テイクアウトの認知度向上を図るWebマーケティング施策

603 埼玉県 くすえだ鍼灸院 オンライン決済導入による非対面問診サービスの拡充を実現

604 埼玉県 ビルドモーター株式会社 8030001039639 オフロード車専門店への成長とウェブ商談開始によるコロナ対応

605 埼玉県 株式会社酒井＿木店 7030001085898 感染防止対策の貸切ワークスペースでのＤＩＹ事業による販路開拓

606 埼玉県 Ｄａｙ’ｓ　ｅｙｅ　太陽の花 オンライン化による販売経路の拡大およびコロナ対策の強化

607 埼玉県 初代麺松 通販と新たなテイクアウトでこだわりの店舗の味をご自宅でも

608 埼玉県 マテリアル株式会社 9030001101257 移動販売事業(キッチンカーを利用したタコライスの移動販売)

609 埼玉県 株式会社アールエフワン 4030001071876 アフターコロナ対応！輸入商材コピ・ルアクのECサイト販売促進

610 埼玉県 株式会社１０００リーブスダイニング 6030001092160 自動発券機の導入による感染症対策強化と業務の効率化

611 埼玉県 有限会社壽々家 2030002021238 「老舗料亭が教える　料理が上達するミールキット」の展開

612 埼玉県 有限会社ワールドアイ 2030002096841 シニア向けECサイトでパソコン販売と修理のオンラインサポート

613 埼玉県 モードコレクションＹＯＵ オートシャンプー（自動洗髪機）の導入による接触時間の減少

614 埼玉県 Ｂｉｇ．Ｔ　ＤａｎｃｅＣｏｍｐａｎｙ 完全非対面型オンラインレッスン

615 埼玉県 富士包装資材株式会社 7030001007464 簡易型感染隔離ブース等の開発と非対面方式受注製販体制の確立

616 埼玉県 有限会社エムアンドエムトレーデング 1030002039578 オンライン面談による既存顧客との関係強化と販売機会損失削減

617 埼玉県 有限会社竹むら 9030002119587 ブランド価値向上を売上向上につなげるネット通販の仕組みの構築

618 埼玉県 株式会社Ｎｏｖｉｃｋ 9011401016352 プロの道具をもっと身近に！ECサイト構築による販路拡大計画

619 埼玉県 株式会社小野キャスト 9030001058043 ｗｅｂ受注システムの構築をし、プロセスの効率化と非接触の実現

620 埼玉県 福地貴代志 オンラインを武器に新たなフィールドで「英語で１番」を目指す

621 埼玉県 Ｒｅｙｅｌｌ 新たな集客チャネルの構築及び講座内容の動画コンテンツ化

622 埼玉県 籠原酒場こぐんち 対人接触機会減少に向けたテイクアウト戦略

623 埼玉県 プライベートサロン　ａｌｐｈａ アプリ活用し非接触で３０～４0代をロイヤルカスタマーに育成

624 埼玉県 DADALAND ECサイトを活用して生産者との協力により埼玉『名産品』を創出

625 埼玉県 株式会社スパンコア 1030001093270 面会を伴わない商談および予約システムで新規顧客獲得を拡大する

626 埼玉県 株式会社カルーテ 9030001113194 ネット販売で会員限定メニューを全国展開する事で収益UPを図る

627 埼玉県 ロータスライト オリジナル・カードを使ったオンライン講座で販路拡大

628 埼玉県 志水製畳店 最小限の対面で！新HPを活用した安心・納得の納品システム構築

629 埼玉県 株式会社マネジメントクリエイティング 3030001136597 非対面型オンラインサービスと販路拡大による新規顧客獲得

630 埼玉県 株式会社イケダ 8030001030655 IoT端末導入による非対面ビジネスモデルの提供

631 埼玉県 トラスボランチ株式会社 5030001107258 居酒屋店からテイクアウトを主体とした唐揚げ店への事業転換

632 埼玉県 アトオス 動画とWebセミナーを活用した販路開拓と非対面型研修への転換

633 埼玉県 野村園 非対面での販路拡大を目的としたホームページ、ECサイトの導入

634 埼玉県 オフィスＲＨ Webで完結、withコロナのコンサルタント

635 埼玉県 ペットの実家 優良ブリーダーマッチングビジネス

636 埼玉県 ＥｒｉＫａ＿ＴｏＫｙｏ 非対面型ブランド力強化及びインバウンド獲得事業

637 埼玉県 永元忍 THE OPTIMAL LIFE　オンラインサービス開始

638 埼玉県 居酒屋市場 コロナに負けない！安全安心な居酒屋とテイクアウトPR事業！

639 埼玉県 株式会社Ｓｈｏｗ－Ｖ 9030001128390 非対面でのサービスを提供する動体視力トレーニングの新規導入

640 埼玉県 福田組 オンラインを活用した新規顧客開拓による将来の成長戦略への布石

641 埼玉県 合同会社Ｐａｎｇａｅａ 2030003012839 オンライン観劇システムの独自開発

642 埼玉県 ＪＳＨ　ｃａｍｅｒａ 非対面による宅配査定及び宅配買取りサービスの提供事業

643 埼玉県 株式会社ハウオリプロジェクト 3030001092568 医学的メソッドに基づく美尻筋トレプログラムオンライン配信事業

644 埼玉県 有限会社山口写真 4030002093928 安心安全な写真撮影・非対面による良質な商品提供の推進事業

645 埼玉県 有限会社堀口アールエム 6030002082185 接触機会減少社会のニーズに対応したクラフトビールの展開

646 埼玉県 シエスタ セレクトホームケア美容用品のEC販売

647 埼玉県 Nicori 『キッチンカー×出店先』を繋ぐマッチングポータルサイト

648 埼玉県 ＮＫ出版コンサルティング ECサイト販売への移行とSNS広告による販路開拓

649 埼玉県 パスタイオ　コッコ 競争激化に伴うテイクアウト商品拡充と更なる感染対策拡充

650 埼玉県 人を幸せにする会社総合研究所株式会社 3010401093548 オンラインによるお金のリテラシースクール及びコミュニティ事業
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651 埼玉県 ＳＴＵＤＩＯ　ＡＬＴ VR・CG技術を用いたインテリアメディア

652 埼玉県 スタジオほうしん 営業管理ツールの導入による非接触及び集客力向上の実現

653 埼玉県 ナチュリラ アドバイザー活用によるSNS集客とオンラインレッスンの導入

654 埼玉県 ウェルネス・ダイアログ研究所 女性の健康推進・健康経営コンサルティングのオンライン化

655 埼玉県 ＰＬＡＹＩＮＧＮＡＩＬ 朗読読み聞かせのオンライン講座、通信講座開設

656 埼玉県 ボヌールハンナ インスタライブを活用した海外雑貨のライブコマースを開始する

657 埼玉県 ＩＮＩＴＩＡＬＩＺＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社 3030001139567 オンライン葬儀とワンストップによる想いを届ける事業

658 埼玉県 株式会社創栄 9030001080468 「経過報告・実績紹介」閲覧ページ開設による非対面型営業

659 埼玉県 合同会社とりぞう 5030003011210 オンライン買取サービス新規事業による非対面化推進と生産性向上

660 埼玉県 株式会社ボンシック 3030001090456 認知度向上に向けたオンライン相談、仏壇仏具のEC販売の開始

661 埼玉県 有限会社早川時計店 1030002121658 テレワーク時代の「ＷＥＢレンズ相談会」で販路拡大

662 埼玉県 朝日大島グループ総合保険サービス株式会社 2030001112434 ホームページや動画制作での非対面営業機会の創出と顧客接点強化

663 埼玉県 深川屋やすむら 対面接触機会を減らすポストコロナ対応居酒屋化事業

664 埼玉県 株式会社ホームパートナー 1030001124876 子供と一緒にテレワーク郊外型リノベーションオンライン販売

665 埼玉県 バスレコーズ 非接触型、自主音源研究制作及び告知環境の拡充

666 埼玉県 有限会社持田魚店 5030002118840 オンラインで店舗アピール！売上ＵＰとコロナ対策

667 埼玉県 Ｌａ　ｓｉｌｋ 自宅でセルフケアが可能となるHPと動画の構築

668 埼玉県 森永陽介 手軽に美を追求できる複合型美容サロン

669 埼玉県 株式会社ハースサービス 4030001072593 ご遺体用冷蔵庫設置による安心安全な葬儀サポートサービス

670 埼玉県 株式会社壽 5030001048873 オフィス商品の売り上げ拡大のための通販進出事業

671 埼玉県 ベステクス株式会社 2010401074796 自動車ラッピング事業へ参入するためのHP制作

672 埼玉県 有限会社エーエムピーシステム 2030002002262 コロナ感染拡大防止の商材パッケージのオンラインご提案

673 埼玉県 マリアージュサロン　ビオラマリエ 地方自治体・地方有力企業と宝塚OGを結ぶリモート婚活事業

674 埼玉県 有限会社町田米穀店 7030002012843 『ネットショップ』強化による対人接触機会減少に伴う売上増加

675 埼玉県 株式会社Ｌｅａ　ｍａｋａｎａ 6030001142980 セルフ脱毛をメニュー化し新規顧客獲得とニューノーマルへの対応

676 埼玉県 キッチンスタッフ松戸株式会社 5030001093928 ECサイトを構築してオンラインでの商品案内を実現化する計画

677 埼玉県 エステティックサロンＳｔｅｌｌａ 安心・安全に悩みを解決するお手伝い！輝く女性を応援します！

678 埼玉県 株式会社ｋｏｎｅａ 3120001223907 オンライン化による対人接触機会減少と卸売市場の販路拡大計画

679 埼玉県 ライトサイド E-ラーニングによる「お金の勉強」

680 埼玉県 株式会社グローバルライフ 5030001117570 非対面でのドローンを用いた家屋調査の実施

681 埼玉県 ＧＲＡＳＳ　ＤＡＮＣＥ　ＭＵＳＩＣ オリジナルオンライン劇場の作成

682 埼玉県 株式会社クロスインサイド 1030001093080 清掃外注のネット受付用Webページ構築と清掃サービスの向上

683 埼玉県 株式会社ＴＳＳ 7030001130753 非対面による新たな顧客層獲得のweb集客実施

684 埼玉県 ドッグサロンＣｈｅｅｒ 安心してわんちゃんをお任せいただける営業プロセスの構築

685 埼玉県 如月ノア 非対面型オンラインメンタルヘルスケアカウンセリングの提供

686 埼玉県 ミキはり灸院 ＷＥＢを活用したシステム導入による業務効率化と販路拡大

687 埼玉県 ＯＲＩＯＲＩ 新規ECサイト構築とブランディング強化による販売拡充

688 埼玉県 有限会社山岸屋商店 6030002120498 冷凍もつ煮込みパックの自社開発とECサイトを活用した販路構築

689 埼玉県 有限会社弥来精機 8030002108062 自動車の個人間取引のマッチングアプリの提供

690 埼玉県 株式会社ＥＩＮＳ 3030001123868 SFA導入および感染対策周知システムで営業活動回復

691 埼玉県 大越農園 『農家のお米』の直前精米による付加価値創造による新規販路開拓

692 埼玉県 株式会社日本中央車輌 2030001019142 外部サイト連動可能な非対面現車確認型サイトによる顧客獲得事業

693 埼玉県 株式会社ガラクタ 9030001127698 モバイル管理システム導入による店内自動注文と非対面接客の実現

694 埼玉県 たかはしまい ホームページおよび動画制作によるオンライン受注体制の構築

695 埼玉県 株式会社さいたま測量設計 6030001131736 WEBを活用し広い土地の分譲案件を埼玉県以外のエリアで獲得

696 埼玉県 Raisey オンライン商談システムの構築及びECサイト作成事業への展開

697 埼玉県 Ｄａ　Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ コロナ対策と認知度向上、売上拡大の両立計画

698 埼玉県 株式会社Ｌｕｘａｓ 8030001134712 スマートフォン用ガラスコーティング剤の拡販による新規顧客獲得

699 埼玉県 有限会社フタバ 9030002106619 非対面で販売促進!『体の免疫力アップのオーガニッククリーム』

700 埼玉県 江田芙由貴 インターネットを活用した非接触型の「オンライン婚活塾」
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701 埼玉県 学習塾ＭＡＰＳ 複数のIOT教材を利用した完全オンライン型学習塾

702 埼玉県 株式会社Ｌｉｖｅ　ｂｒｉｇｈｔｌｙ 4030001141522 ホームページを作成し、オンラインで副業セミナー事業を行う。

703 埼玉県 行政書士浜田佳孝事務所 HP・SNSを活用した非対面型ビジネスの構築・新規顧客の獲得

704 埼玉県 クラウドワーク クラウドサービスの活用により顧客サポート業務の生産性を向上

705 埼玉県 株式会社ＬＡＮＤＩＡ 4011601012404 小規模事業者持続化給付金「低感染リスク型ビジネス枠」

706 埼玉県 八潮製甲 自社ブランドの確立ECサイト構築による新たな販路開拓を目指す

707 埼玉県 ゆあすけっと合同会社 6030003013511 ランチェスター戦略で地方を支援するオンラインシステムの導入

708 埼玉県 株式会社ＭｅＭｅ 1030001139164 健康寿命を延ばすためのサプリメント開発事業

709 埼玉県 エムアンドリー 【M＆LEE】オンラインで集客から受注まで可能なホームページ

710 埼玉県 株式会社デルタワーク 5030001126290 自宅も職場も安定の施工！コロナに負けないオンライン対応！

711 千葉県 有限会社宇受売 3040002083994 スタミナ満点！こだわり豚肉のトンカツ弁当でコロナに打ちカツ！

712 千葉県 サロンメリア ポストコロナ時代に向けた低感染型セルフネイルサービスの導入

713 千葉県 有限会社華苑飯店 7040002044984 急速冷凍設備導入で非対面・高収益の冷凍餃子を無人直売

714 千葉県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｆａｍｉｌｌｅ 非対面の促進と予約平準化につながるホームページの導入

715 千葉県 合同会社ｐｒｏｖｅ　ＬｉＦＥ 3040003006335 Web活用×キッチンカー×イベントのプラットホームの運営

716 千葉県 有限会社浅野企画 4040002017860 EC構築によるテイクアウト完全非対面化事業

717 千葉県 ウチゴハンプラス ウィズコロナに順応するWキッチン作戦

718 千葉県 ペシュア セルフケア商品開発とオンライン・カウンセリングで販路拡大

719 千葉県 ＩＴ　Ｃｏａｃｈｉｎｇ株式会社 9040001104151 動画とクイズを用いた新しい情報セキュリティ教育事業

720 千葉県 スクールラボ株式会社 9040001114191 Webショップを活用した非対面での商圏およびサービス拡充

721 千葉県 有限会社臨海荘 4040002102448 急速凍結機を使ったオリジナル商品開発での新たな販路拡大

722 千葉県 分田上 「家庭で料亭気分」を味わうことのできるテイクアウト強化事業

723 千葉県 合同会社キョウセイ 5040003005525 整骨院の予約受付システムと在宅カウンセリングシステムの導入

724 千葉県 ちゅらさん。／沖縄そばーちゅらさん。２ 沖縄居酒屋が挑戦する二毛作ビジネス

725 千葉県 ピッツェリア　ベラヴィータ 冷凍ピッツァの開発、高品質保持、販路開拓

726 千葉県 Patisserie ARU. 外房地区初菓子専用自動販売機導入による非対面販売方式の導入

727 千葉県 株式会社ティオエコロジー 8040001068736 店内飲食廃止と調理場拡大の店舗改装＆冷凍商品通販の強化

728 千葉県 成田観光開発株式会社 7040001045810 出張販売車を活用した移動式お弁当サービス事業

729 千葉県 有限会社カネシメ商店 5040002077912 通信販売向け商品の開発、製造およびＨＰで個人向け販売強化

730 千葉県 麺屋大原 真空冷凍ラーメンの販路拡大とラーメンの移動販売による売上拡大

731 千葉県 有限会社川きん 9040002100273 既存宿泊客に好評の手作りミートソースを接触機会なくネット販売

732 千葉県 有限会社ラ・セレナータインターナショナル 5040002102447 ポストコロナを見据えたキッチンカー導入による収益強化事業

733 千葉県 株式会社エムズ 5040001031589 対人接触機会減少に資するセルフ美容機器導入による新規販路開拓

734 千葉県 酒菜処もりた 感染防止環境整備と新サービス導入によるポストコロナ持続化対策

735 千葉県 中華厨房　ｋａｎａｍｅ 官公庁と福祉施設へのワンコイン町中華弁当の販売による売上拡大

736 千葉県 合同会社なんくるないさ 5040003016753 対人接触機会を減らすためのAI姿勢分析の導入と非接触型診断

737 千葉県 株式会社立田工務店 9040002063470 どんなに困難でも工期を守る！オンライン活用建築ニュースタイル

738 千葉県 園生ピアノ教室 接触軽減のための教室の内装工事と、オンラインレッスンの充実化

739 千葉県 株式会社中央建工 1040001048819 感染対策モデルハウス換気工事・PR動画・サイン・パンフ作成

740 千葉県 九州料理とっとっと 対人接触機会の減少へ新たな挑戦・ECサイトの導入

741 千葉県 本格炭炙えん 名古屋コーチン串焼きテイクアウトシステムの導入による販路拡大

742 千葉県 株式会社レガロ 7040001100144 オンライン美容室でMake beauty and happy

743 千葉県 株式会社Ｘｎｅｓｔ 2040001078204 IoTを活用したオンライン予約システムで感染リスク低減！

744 千葉県 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ 4040001098472 アスリート知恵袋 サイトの構築と広告宣伝

745 千葉県 M.I.C ポストコロナ時代の新規顧客開拓による売上高 1 億円への挑戦

746 千葉県 宮崎畜産株式会社 2040001043232 「セルフPOSレジ」導入による食肉小売業精算業務「非対面化」

747 千葉県 ポルトメゾンルームス 旅行気分で楽しめるようなワーケーションスペースの提供

748 千葉県 株式会社広屋 2040001061779 オンラインシステムによる子育て世代への安心安全なサービス提供

749 千葉県 株式会社ツカサ 3040001098481 内装商材のオンライン販売事業の立ち上げ

750 千葉県 有限会社美寿々 5040002011219 老舗寿司店のテイクアウト事業販売促進のためのホームページ制作
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751 千葉県 鍼灸治療院フルーレット 薄毛対策オンラインサービスによる新規事業展開

752 千葉県 有限会社伊藤製麵所 8040002084245 旭市産「サンチュ」を用いた新型餃子の試作開発＆生産性向上事業

753 千葉県 tint 健康で美しい爪を作る！ネイルケアオイルのEC販売と広報

754 千葉県 株式会社ネクストビズ 7040001034219 IoT機器の組合せのネット販売・オンラインサポート事業

755 千葉県 鍵と蜂　ツミサン 非接触型「ハチの巣駆除サービス」による新たな顧客開拓

756 千葉県 宮本そろばん教室 地域初の非接触型オンラインそろばん教室の展開

757 千葉県 ｗｏｎｄｅｒｅｒｓ 「シセイカルテ」導入による非接触・オンラインでの姿勢評価

758 千葉県 嘉儀屋 千葉伝統の鴨料理をこれからも！　低リスク型飲食サービスの構築

759 千葉県 株式会社ジュエルテクニカインターナショナル 6011801002236 CADでの商品開発及びECサイト開設による新規顧客の開拓

760 千葉県 有限会社堀川スポーツ 1040002077726 刺繍マーク業務の自社内製化と「移動式 加工修理工房」の新設

761 千葉県 Ａ＆Ｔ株式会社 9040001079187 オンラインで営業と接客を。非接触によるポストコロナの販路確立

762 千葉県 金作株式会社 7040001088297 店舗を非接触型に切替えて売上UP

763 千葉県 株式会社Ｒｉｓｉｎｇ　Ｓｕｎ 5040001077450 非対面による授業や面談への転換・拡大

764 千葉県 旬鮮華なか家 お客様のニーズに応えて、宅配事業開始による新規販路開拓

765 千葉県 トラストホテルサービス株式会社 6010601050783 「非対面」による宿泊施設運営を実現する「客室精算機」導入事業

766 千葉県 有限会社キョーリツ 6040002021662 リフォーム工事業既存顧客向け「非対面型」不動産仲介業への転換

767 千葉県 有限会社ダイエーオート 8040002059684 「エアコンガスリフレッシュ」の非対面車両受け渡しサービス実現

768 千葉県 株式会社パラソル 1040001118786 セルフジェルネイルサロンの運営

769 千葉県 木こりの家 非対面営業による感染対策リフォーム事業の構築

770 千葉県 ＆Creation HP改修による独立開業支援パックとWEB広告の販路開拓

771 千葉県 株式会社ティアンドティ企画 2040001046144 コーヒー豆の売上拡大に向け、目利き力を生かしたEC事業の展開

772 千葉県 有限会社久土地自動車工業 2040002028959 一人一人が車博士！オンラインセミナーと板金修理電子決済！

773 千葉県 フィールドヘアー 個室でのセルフ脱毛導入による対人接触機会の減少と販路開拓

774 千葉県 カフェアンドギャラリーアンティグア テイクアウト事業の強化を図り当店の味をご自宅で

775 千葉県 小林菓子舗 発酵の里ならではの「発酵」をテーマにした和菓子の試作開発事業

776 千葉県 有限会社慶山 2040002037828 HPとECサイト作成による新規顧客獲得と販路開拓

777 千葉県 株式会社オール 2040001034124 「加盟店用ホームページ」のリモートによる販売促進事業

778 千葉県 ペンション　アル・モール 景観を活かし密を避けるためのテラス席での食事供給

779 千葉県 松源商事有限会社 8040002081639 地元野菜を使った「おふくろの味」の月額定額サービス事業

780 千葉県 石井鉄工所 レーザー溶接機導入によるロール修理作業時の密回避と効率化

781 千葉県 空薫 ポン菓子機で作る非対面販路に向けての新商品開発

782 千葉県 ＳＫハウス株式会社 5040001096847 非対面型営業によるオンライン内覧のご提案及IT重説実施

783 千葉県 竹林庭 オリジナル冷凍生餃子の自動販売機による24時間非接触販売

784 千葉県 株式会社つむぐ 9040001113243 人材紹介事業会社向け保育園等の詳細情報提供サービス

785 千葉県 株式会社ＫＯＪＩＭＡＲＵ 6040001103759 コロナに負けるな！自社通販サイトで全国にラーメンを届けたい！

786 千葉県 Ｗａｒｍ　Ｈｅａｒｔ　Ｃｏｆｆｅｅ 非接触型販売！グラノーラを屋外自動販売機で24時間無人販売！

787 千葉県 やわら接骨院 対人接触機会の減少が可能になる２つの機能搭載のＨＰ作成

788 千葉県 ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ｍｉ　ｃｏｒａｚｏｎ セルフ方式で提供する介護脱毛サービスの提供

789 千葉県 しおかぜ法律事務所 千葉の中心であなたの相談を待つ！オンラインでどこでも大丈夫！

790 千葉県 有限会社フォーモーション 5040002030870 テイクアウト・デリバリー展開でいつでも美味しい料理をお届け

791 千葉県 有限会社松山商事 1040002057901 テイクアウトシステム導入によるネットからの注文・事前決済

792 千葉県 クルアルガ 非対面サービスの拡充による売上確保と新規顧客の獲得

793 千葉県 フルーツ街道夢農場 ウッドデッキカフェスペースの増設によるカフェ店内の環境改善

794 千葉県 Ｃａｎｄｙ 非対面型カウンセリング・ECサイト構築・解説動画作成

795 千葉県 藤好瑞希 皮革製品小物のオンラインワークショップの実施

796 千葉県 音観堂整体院 来院回数を減らし濃厚接触も回避！治療器を使った新コース開発

797 千葉県 株式会社ウェルテック 8040001023113 非接触型「中古物件＋リフォーム」事業体制の確立

798 千葉県 株式会社ＩＮＧＥＮ 3040001088598 肥料販売事業における顧客農家への訪問業務のリモート化

799 千葉県 有限会社ストアー房店 5040002100426 店舗改装と冷蔵ケースの導入によるお弁当類配達サービスの拡充

800 千葉県 株式会社ＨａｐｐｙＳｑｕｉｒｒｅｌ 7040001117502 接触機会減少のための自社EC制作で新規顧客獲得
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801 千葉県 株式会社ソレイユ・リビング・テック 6040001037354 若い世代に対し既存集合住宅における全面改装の販路開拓事業

802 千葉県 株式会社ギークルジャパン 6040001031786 サウナ傘専用サイトの構築・システム販売の動画作成・サイト追加

803 千葉県 株式会社Ｖｉａｒｅ 9040001110323 ニューノーマルな集客、オンライン面談を新たに実施

804 千葉県 合同会社ＳｔｙｌｅＵｐ 9040003010892 メディカルフィットネスを自宅で！オンラインサービス事業

805 千葉県 グラフィックデザインオフィス カメラ部門の立ち上げによる経費節減と受注案件拡大

806 千葉県 タクミフーズ 非対面で集客・業務効率アップ！光触媒コーティング事業

807 千葉県 Ｈｏｔ　Ｂａｌａｎｃｅ株式会社 8040001090384 スマートエイジング配信システムを構築し新規顧客の販路開拓

808 千葉県 株式会社ファーストインフィニティ 1040001115916 顔認証システム導入によるGYMの24時間営業化

809 千葉県 鈴木有希 コロナに負けないダンススタジオ開設に向けた、内装工事

810 千葉県 株式会社てるパン 1040001110875 ネット予約・お取り置きによる新規顧客獲得、感染リスクの低減

811 千葉県 かなじつ事務所 動画・P R映像制作による非対面の事業周知及びサービスの提供

812 千葉県 ＢＲＩＣＫ　ＨＯＵＳＥ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩＯ EC サイトでの絵画貸出とオリジナル商品の販売

813 千葉県 エンバイロメント ウエットスーツ受注システム及びネット販売システム構築事業

814 千葉県 マルシン興産株式会社 9040001007156 オンライン発注システムを組み込んだホームページの作成

815 千葉県 合同会社ｌｉｂｅｒｔｅ 6040003012223 非接触型販売強化ECサイト新設

816 千葉県 鮨たかの テイクアウトとオンライン寿司教室で売上アップ

817 千葉県 Ｙｏｇａ　ｐａｒａｍａ 非対面オンライン講座開催及びチラシとWEBによる新規集客

818 千葉県 Beach Yoga Lanikai 星読みセルフコーチングヨガ指導者養成講座

819 千葉県 ＦＬＡＴ　ｐｅｒｆｕｍｅｒｙ 個人向け商品の開発製造と自社ECサイトによるオンライン販売

820 千葉県 高橋智子 動画コンテンツを導入して新規講座のオンライン化を推進

821 千葉県 ボープラス工業株式会社 1010001092514 ノ－パンクタイヤ自転車の販売でコロナ禍の社会問題に貢献

822 千葉県 グラッドデザイン株式会社 8040001077605 感染リスク低減のための物販専用フロア新設による売上拡大

823 千葉県 企業組合アドベンチャーバケーションネットワーク 2040005009683 新しい旅のスタイル「スローバケーション」展開事業

824 千葉県 じゅん平 持ち帰り販売の非対面型新規事業展開による業績V字回復施策

825 千葉県 有限会社清水屋 8040002051633 伝統の薪炊き餡「陣屋もなか」のネット販売体制構築と発信強化

826 千葉県 フォックステイル ご当地グルメ総合メディア事業と飲食店WEBサポート事業

827 千葉県 楽たすくファクトリー コロナ禍に対応した大規模施設の動画配信事業開始による売上拡大

828 千葉県 Ｌａ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ 商品の効果を可視化できる指用血流観察機器の販促リース事業

829 千葉県 柏中央行政書士事務所 対人接触機会減少に対応した新たな受注プロセスの導入

830 千葉県 整体院　楽健 コロナ渦における健康不安取り除ける施術者指導者の育成

831 千葉県 ｐｅａｃｅ　ｏｆ　ｆｏｒｅｓｔ 釣具をオンラインで！認知度アップと商品開発事業

832 千葉県 株式会社ＮＫ 2040001099951 営業DX化ツールによる業務効率化と新規顧客獲得

833 千葉県 陶工房きまま オンラインショップ開設および対人接触機会の減少による販路開拓

834 千葉県 株式会社Ｔｏ　ｃｏｍｐａｎｙ 4040001102110 食肉加工業の魅力を伝える自社サイト制作による販路開拓事業

835 千葉県 シャングリラ WEB販売で美しい髪をご自宅でも！

836 千葉県 ビジネスゲート・コンサルティング株式会社 1040001032871 ECサイトを通じた日対面方式による、法人向け各種商品販売事業

837 千葉県 株式会社御運 7040001108658 北総ロケーション撮影情報サイト構築

838 千葉県 成田・虎智庵 液体急速冷凍機を活用した新たな販路開拓

839 千葉県 ルテック 非対面自動見積りシステムにて除菌作業の新規顧客開拓事業

840 千葉県 柏レザー株式会社 6040001094899 【海月】売上アップにつながるお得なテイクアウトアプリ開発

841 千葉県 ＳＨＩＲＡＳＵＫＡ　ＳＵＲＦＢＯＡＲＤ　ＦＡＣＴＯＲＹ 対人接触機会の減少に伴う店舗改装と換気設備の導入

842 千葉県 ＥＣＲＵ マスクによる肌荒れ対策のセルフサービスの展開

843 千葉県 谷本壮 オンライン内見体験開始、安心と安全シェアハウス生活

844 千葉県 エステｄｅティアラ 越谷初！非接触型セルフ痩身機の導入で安心トリートメント

845 千葉県 アーユーボーワン ホームページの一新でテイクアウトアピール＆新規顧客獲得！！

846 千葉県 株式会社ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ．Ｃ．Ｕ．Ｐ．６． 2040001114330 オリジナル似顔絵・イラストケーキのネット販売

847 千葉県 ＢＴＳ合同会社 2040003006740 ＷEB活用によるオンライン不動産コンサルティングサービス

848 千葉県 有限会社モナークケア 2040002016385 ウェブ注文システムと解説動画による新たな営業モデルの構築

849 千葉県 足のトラブル１１９番ドクターネイル爪革命市川店 Doctor Nail 爪革命市川店 吉原勝江

850 千葉県 有限会社魚拓莊鈴木屋 2040002100387 接触機会減少と売上増の為の新たな個室ランチ＆温泉入浴事業導入
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851 千葉県 麺酒場凛々亭 ラーメン自動販売機販売

852 千葉県 わだつみ整骨院 マッサージオイルコンディショニングツールのECサイト販売

853 千葉県 株式会社バード・アイ 3040001042043 ご当地キャラクターチーバくんマスクをECサイト販売

854 千葉県 株式会社柏塗 8040001070808 非対面接客用LP制作・動画・チャット問い合わせシステムの導入

855 千葉県 株式会社Ｅａｓｔ　Ｊａｐａｎ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ 9040001085697 YouTubeを利用したwithコロナの新業務体制の構築

856 千葉県 パーソナルトレーナー 既存施設に頼らず、自力集客して事業基盤を強化する取組

857 千葉県 Ｉｎ　ＭｕＳＥ．合同会社 8040003016338 ECサイト・オンラインコンテンツの充実

858 千葉県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｓｒ オンラインレッスンを活用した新規顧客層展開

859 千葉県 株式会社コセット 8040001111413 ホルミシス効果を得られる「まつ毛美容液」の試作開発と拡販事業

860 千葉県 合同会社タイヤオフ 3040003015006 完全非対面型のタイヤ販売・交換サービス

861 千葉県 宮かわごはん処 テイクアウト事業のための事前決済サイト

862 千葉県 Upwelling 新時代の伝統工芸を生かしたジュエリーの開発・販路開拓

863 千葉県 株式会社ＩＴ　Ｆｏｏｄ　Ｌａｂ 5040001117784 新たな店舗　新たなスタッフで　スタートダッシュを駆ける！

864 東京都 三四朗事務所 サックスレッスン動画の制作及び教材のネット

865 東京都 シンメトリー・ジャパン株式会社 4010001146259 法人向け研修のオンライン化

866 東京都 株式会社サンオート 1013301004139 営業のオンライン化・MA化と消費者向けオンライン販売開始

867 東京都 有限会社大鳥居更科 7010802002863 感染拡大防止を徹底した安全・安心・快適な個室空間を提供

868 東京都 株式会社ナンバーワン 8012701015061 自動販売機設置による非接触24時間365日販売の実現

869 東京都 堀留化学株式会社 6010001150300 6次産業化商品開発とEC販売による非対面D2C市場への進出

870 東京都 東中野14 東中野14

871 東京都 株式会社モノグラフ 1010901035456 V Rオンラインギャラリー開設・運営でアートの非対面販売強化

872 東京都 税理士司法書士総合事務所タクミパートナーズ デジタルサイネージの導入による相続案件受注プロセスの変更

873 東京都 株式会社ルピナスリンク 4013301043043 自社化粧品開発による顧客と収益源の多様化及び顧客関係性の維持

874 東京都 株式会社Ａｍａｚｉｎｇ 7011001123947 対人接触機会を減少させたテイクアウト対応の店舗づくり

875 東京都 合同会社ＴｉＳＥｇ 5011003008405 音楽講師向けサブスクリプション・オンデマンド講座の構築と拡販

876 東京都 株式会社ロッソ 6012802007133 ECサイトによるミートパスタ専門店の「パスタキット」の販売

877 東京都 株式会社ビズレッジ 2010001174897 留学生向けに特化した入国管理システムの構築

878 東京都 株式会社ＭＡＲＶＥＬＬＯＵＳ　ＬＡＢＯ 4010701031462 非対面型オンライン個人向けキャリア支援サービスの開発・展開

879 東京都 どやぐんち テイクアウト・デリバリー事業強化のための商品開発・発売事業

880 東京都 有限会社北野増田屋 6010102002086 店内物販事業の新規開始による販路拡充とブランディング確立

881 東京都 株式会社フーミー 4030001059500 家庭で楽しむ本格「鯛の炊き込みご飯」の通信販売

882 東京都 かんぱい家 店内営業とは異なるデリバリー業態の開発

883 東京都 salon de Merry セルフエステ・オンラインメニューによる新規事業展開

884 東京都 Ｙ．Ｅ．Ｄインターナショナル合同会社 8010703003423 to C向けオンラインサービスの広報事業

885 東京都 シルバーコード 有料のオンライン型キャリアカウンセリングサービス

886 東京都 モグラ デリバリー市場で差別化するためのヘルシーカレー開発事業

887 東京都 株式会社ｕｎｉ－ｇｉｆｔ 9011801034730 オンラインツールを利用したリメイク服の販売

888 東京都 ロマネス神楽坂 オリジナルヘアケア商品の自社EC販売による収益性向上

889 東京都 サムズプロダクツ株式会社 3020001124909 自社ブランド商品のネットショップ新規展開

890 東京都 有限会社ベルクリエーション 2012802006188 非接触型「お墓のおそうじサービス」の新規顧客開拓

891 東京都 スタイルテックス株式会社 8011101065304 WEB販売と省人化アンテナショップの融合による収益向上の構築

892 東京都 フラワーベッド バーチャルフラワーショップによるグリーンビジネスのデジタル化

893 東京都 奥沢食堂ghiotto かけるだけでお店の味！オリジナル調味料のネット販売用ＨＰ制作

894 東京都 ３－ｐｏｉｎｔｓ合同会社 7013303005071 国内外に向けたインターネットによる宣伝・販路開拓

895 東京都 株式会社エール 9010401097584 非対面での姿勢分析アプリを活用した骨盤補正ベルトのネット販売

896 東京都 株式会社バイシャリトラベルズジャパン 3013201004600 インド輸入商品の販売での顧客獲得・利益アップ

897 東京都 酒＆あすか　おだしのだしお コロナに負けないで売上UP！-ECサイト導入-

898 東京都 株式会社スタジオヨシミ 7010501035438 非接触型顧客リサーチ及び顧客接点強化用モバイルアプリ開発

899 東京都 ｂｐ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｔｏｋｙｏ株式会社 9010001142154 北欧ブランドのPRを兼ねたBtoCビジネスとHPの再構築

900 東京都 株式会社ナツ・エンタープライズ 5010001093946 高知県直送イタリアン料理店の物販品をECサイトで販売開始
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901 東京都 スタジオ・ブルームスターズ・ジャパン SNSとキャッシュレス化で接触機会の減少と新しい切花単品販売

902 東京都 マイヘルシークッキング オンライン料理教室サービスの構築と販路拡大への取り組み

903 東京都 株式会社エネルギーソリューションジャパン 5010001165373 オンラインセミナーを使った非対面型の営業方法への転換

904 東京都 腰痛治療院　恩 治療院内の個室化と完全予約制へのオンライン予約サービスの導入

905 東京都 ＡＳダンススタジオ おうちで受講可能なオンライン社交ダンスレッスンスタート

906 東京都 株式会社スマイルライフ 2012401020210 エコクリッパーによるヘアカット時間短縮等で施術中感染の回避

907 東京都 合同会社ＡＮＧ 8010403020033 「居酒屋こんね」厳選・長崎県対馬の海の幸のECサイト

908 東京都 株式会社アヴァンティ 7012701010427 オンライン配信と年配者でも分かるプロモーション動画の作成

909 東京都 株式会社ＨＪＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4040001033685 非対面、非接触でのクラウド型サイン・webシステム導入事業

910 東京都 梅むら ネット販売システムの構築と新商品開発による販路拡大と業態転換

911 東京都 有限会社バルーンブラッサム 7010702015271 コロナ禍でも負けないBtoCへの業務転換

912 東京都 癒し処　らわーれ 感染予防・免疫向上・精神安定を解決するプロ育成オンライン事業

913 東京都 有限会社マークモリシマ 1010002025258 自社ECサイトを構築し、新しい販路を開拓する

914 東京都 株式会社Ｚｏｏ 5011101075586 No SMILE No LIFEテイクアウトで笑顔を取り戻せ

915 東京都 藤丸和彦 非対面・オンラインでのサックスレッスン、録音事業

916 東京都 スタジオボンジュール　ボンジュール音楽館 業界に先駆けて「ハイブリッド型レッスン」を立ち上げる。

917 東京都 株式会社マーシャルジャパン 1010401050030 プロフェッショナルな仕事人が教えるWEBメディアの開発

918 東京都 女性起業ラボ WEB活用で女性起業家へのサービスオンライン化と新規顧客開拓

919 東京都 飛べる株式会社 9010401140468 インターネット上でのＷＥＢ展示会によるイラスト作家販促事業

920 東京都 株式会社Ｍ＆Ｗ 7011001066898 オリジナルメニューの開発及びテイクアウトでの新規顧客層開拓

921 東京都 下山展弘写真事務所 複数のワイヤレス遠隔モニターで密を防止した撮影

922 東京都 アッカディミュージックエンタテインメント株式会社 7010401076029 対面型の音楽教室から非対面型オンラインレッスン導入で販路開

923 東京都 株式会社トレノバ 1011001073652 既存事業の強みを活かしたEC サイト事業の立ち上げ

924 東京都 株式会社サン 9010001200036 “目標が達成できる小冊子”を活用しての非接触型営業作戦

925 東京都 合資会社江戸建工匠 5011703000537 リモート商談を用いたオンライン展示場HPの導入

926 東京都 株式会社リオンシオン 5011001123115 対人接触減少のための、タブレット注文機・自動釣銭機の導入

927 東京都 はなぶさ ECサイトでテイクアウトを促進し売上改善と伝統の味を普及する

928 東京都 Sound Rain 海外オーケストラリモートレコーディングによる販路構築

929 東京都 株式会社楽膳 3012701000563 近隣団地の高齢者に向けた非接触型移動販売事業

930 東京都 ＩＮＩＴ株式会社 8010901038238 商談件数及び受注を増やすオンラインプラットフォーム

931 東京都 帽子処　浅草　晴レト 雷門店無人店舗への業態転換による対人接触減少ビジネス事業

932 東京都 アーバン空調株式会社 7010101000073 高所作業車を用いた空調工事による作業中の三密回避と生産性向上

933 東京都 ばさらクリエイティブ 「ばさら舞」越境オンラインレッスン事業

934 東京都 オプティマルビー株式会社 5010401107859 SDGsに配慮した自然派化粧品ブランドのECでの集中展開

935 東京都 株式会社ジュンジュン 5010501041520 セルフオーダーシステムによる非対面型接客プロセスの実現

936 東京都 三橋達矢 テイクアウト販売に伴う内装工事

937 東京都 レゾナントコンサルティング株式会社 7010401132764 ＩＴ活用による経営改善計画書作成支援サービスのプロモーション

938 東京都 オリエンタルガーデン オンライン「中国宮廷に伝わるお妃美容健康テクニック講座」

939 東京都 合同会社Ｇｒａｚｉｅ　ＣＺ 6011703001955 オンライン書道教室を全国展開し新たな顧客の獲得を強化

940 東京都 株式会社ミュージックマイン 5011001037117 「シマネ・ジェット・フェス2021」オンラインフェス開催

941 東京都 株式会社Ｎｕｒｓｅ＆Ｃｏ 4010401114352 ホームパーティセット事業における新商品開発及び非対面販路開拓

942 東京都 グリーンウッド 愛するペットへ「そのまま」を。新ブランド開発とECサイト開設

943 東京都 有限会社丸 5010602030257 店頭販売からECサイト注文予約販売への業態転

944 東京都 有限会社オステルリースズキ 8010402018177 「おうちでオステルリースズキ」PRプロジェクト

945 東京都 特定非営利活動法人アンリーシュ 4010005030095 訪問看護事業所に向けた小児サービス導入オンライン研修の提供

946 東京都 ＶＯＩＣＥＬＡＢＯ合同会社 3011003005718 オンラインレッスンの事業整備に伴うHP及びECサイトの構築

947 東京都 ＣＵＲＩＯ　Ｊａｐａｎ株式会社 1010901033955 世界各地のキッチンと繋がって楽しく学ぶ「シェズモクッキング」

948 東京都 有限会社イネット 5013302014678 飲食及び宿泊業向けに特化し衛生面対策商品をECサイト販売する

949 東京都 ヴァージナルクリエーション SNS配信用動画素材販売オンラインサイトの構築立ち上げ

950 東京都 ＬｉＬ 非対面販売、イベント、音楽情報提供のための音声配信事業
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951 東京都 ニキータ４音楽事務所 ボイストレーニングのオンライン化。オンライン指導教材作成販売

952 東京都 炭火焼肉・ホルモン　かどや 真空パックを用いた味付け肉の非接触提供

953 東京都 美容矯正サロンｍｉｒｏｋｕ エステティシャン向けオンラインスクールの開校

954 東京都 有限会社ロータス 3010902016610 オンライン活用による非対面型事業展開を実施して新規顧客を獲得

955 東京都 遊佐 スパイスカレーの冷凍販売による販路開拓

956 東京都 有限会社ＢＩＪＯＵ 4010002052803 テイクアウト用スイーツメニューの開発で販路拡大＆新規顧客開拓

957 東京都 秋山　泰幸 オンライン活用のパーソナルレッスンと新規ボクシングジムの開設

958 東京都 バランス株式会社 8011001093900 訪問回数を減らして「密になる」リモート面談の仕組み構築

959 東京都 ＢＩＳＴＲＯ　ＫＵＲＯＤＯ コロナを乗り越えるためのモバイルオーダー代理店ビジネス展開

960 東京都 カフェラウンジココリエ ＶＲ技術とオンラインを駆使した臨場感溢れる非接触型ダンス教室

961 東京都 株式会社　ビック　ヒット　カンパニー 4012401019804 SNSマーケティングを主軸としたアパレルEC事業の発足

962 東京都 有限会社ジュース 1011002021395 オリジナルインテリアブランドの立ち上げとECサイトでの販売

963 東京都 知久知久 カラー補正事業開始による完全非対面事業の開始及び業績回復

964 東京都 株式会社ネクセス都市環境 7010401095648 赤坂店テイクアウト・デリバリー機能の拡充と感染防止対策強化

965 東京都 株式会社ノーベルバ 1011001018285 新規取引先開拓のためのオンラインツールの整備事業

966 東京都 米蔵 米専用自販機＋ECサイトによるシンクロ型非対面顧客獲得事業

967 東京都 mahaloitaly 心身が整うオンラインカウンセリング＆オリジナルブレスレット

968 東京都 有限会社西田酒店 2012402012058 大型焙煎機導入による高品質で安価な焙煎珈琲豆のEC事業

969 東京都 株式会社守屋建築 8012301010470 ツール活用で業務上のコロナ対策と売上拡充、双方の実現事業

970 東京都 株式会社アルファ 9011301014464 オンラインレッスン販売強化と換気設備導入による新規事業展開

971 東京都 株式会社石はら 8010901026085 「新しい蕎麦屋の出前」本格手打ちそばをご自宅へお届けします。

972 東京都 合同会社ＡＮＤ 4010903004290 ロスフラワーを活用したオリジナルギフト販売の非対面事業ＤＸ化

973 東京都 リード株式会社 7011101091235 ＥＣサイト構築で既存事業とのシナジーを発揮！

974 東京都 サン・ニコロ株式会社 7011001090642 看板シェフレシピのイタリア料理のweb料理教室・通信販売

975 東京都 深緋アジア 非接触型提供情報サービスの構築とオリジナル販売ラックの開発

976 東京都 真和不動産株式会社 4011801002295 ＶＲで内見！オンラインのみで完結する不動産契約システムの構築

977 東京都 株式会社ダーラナ 2010401118504 北欧料理EC通販事業

978 東京都 株式会社アスカルデザインプロダクツ 3010001035693 木型およびデザインデータを販売するECサイトの立ち上げ

979 東京都 株式会社ＳＵＮＤＡＹ 9011001061591 各ＥＣサイト、モールとのＡＰＩ連携によるＥＣ事業の強化

980 東京都 株式会社ユニティーサービス 4010501030870 台東区内企業からの出品物のみを取り扱うＥＣサイトの開設

981 東京都 アンドクッキング 強み・経験を活かしたオーダーメイド型テイクアウト事業の開始

982 東京都 焼肉市場うまうま 接客品質向上を目指した、テーブルオーダーシステムの導入計画

983 東京都 スタジオロキ ライブ動画配信に対応したワンオペ映像制作体制の構築

984 東京都 株式会社ワールドスポーツボクシング 6011801016632 オンラインジム・ファン交流機能を取り入れた自社HP改修

985 東京都 レイ・プロパティ株式会社 9011301012897 感染症対策を施した新店舗の設立

986 東京都 ボディメイク＆ボディケアハウス 無料動画配信による登録者の獲得と有料オンラインレッスンの構築

987 東京都 つかさ電子株式会社 8011001014286 新規顧客のニーズを取り込む製造受託サービスの販売サイトを作成

988 東京都 Ｈｅｒｏ　ｍａｒｋｅｔｉｎｇ株式会社 6010001201284 D2C事業としてのインソールの企画・販売による収益力向上

989 東京都 株式会社ＳＫコーポレーション 7011801029534 不動産管理技術を活用した建物点検サービスの開発

990 東京都 株式会社一声社 4010001000713 非接触オンライン講座に取組み、大人を育て子供たちの未来を拓く

991 東京都 ノブレスオブリージュ 研修スタジオ化による居酒屋の空き時間活用計画

992 東京都 株式会社鳳揚社 1010501042051 オリジナル商品の開発とＥＣサイト構築によるBtoC販売事業

993 東京都 株式会社ｂｅａｒｄ 3011801032161 コロナを乗り越えるための非対面営業による直取引先の新規開拓

994 東京都 株式会社ｉｎＬｉｇｈｔｅｎ 2011001118745 Webマーケティングの活性化とECサイトによる売上拡大

995 東京都 リオ音楽教室 オンラインレッスン枠増設に伴うレッスン専用室改装工事

996 東京都 大村哲也 編集スタジオ設置による対面機会の減少と販路拡大

997 東京都 ブロージィー株式会社 8012401037026 汚水処理市場向け新製品宣伝用装置の製作と販路開拓

998 東京都 ヨガ＆ピラティススタジオ　マードゥリスマイル 【オンラインヨガスタジオの予約システム開発～大手企業に負けな

999 東京都 黒田海咲 ヘアケア商品通信販売によるお客様のリピート化・継続化

1000 東京都 株式会社ＨｕｍａｎＰｉｃｔｕｒｅｓ 6011201016976 映像制作と飲食店を運営する会社のテイクアウトメニューＰＲ事業
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1001 東京都 株式会社ベルマネジメント 7010401066896 完全非対面となる賃貸不動産事業のオンライン化の推進

1002 東京都 合同会社ＲＥＳＹＮＣ 6011003006597 ECサイト制作に特化した、デザイン専門会社への事業方向転換

1003 東京都 有限会社とんかつ太郎 3013102006464 業務効率化による回転率向上とデリバリーサービスの導入

1004 東京都 株式会社ｅａｒｔｈ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 3020001101197 非対面型 配信システムオンライン受注システムの構築

1005 東京都 公認会計士森谷事務所 特定業種特化による非対面完結での税務申告事業

1006 東京都 ｍｉｘｔｕｒｅ パンのお取り置き予約システムで廃棄ゼロ！時代にあった提供方法

1007 東京都 株式会社アビエタージュ 3011001099274 刺繍工程の内製化＆新商品の販売による新規顧客の獲得

1008 東京都 住福株式会社 8011101075501 【住福株式会社】非接触サービスによる感染リスク低減・業務効率

1009 東京都 ヨガまる コロナに負けない健康力を育てるオンライン快眠ヨガ新事業

1010 東京都 香港亭株式会社 1010401039073 オンラインを活用した中華料理事前注文システムで売上回復を実現

1011 東京都 やまだや 希少ヤクシカ肉ローストのテイクアウト用商品開発と販路開拓

1012 東京都 合同会社ドラパラ 8012803002387 現役プロドラマーによるオンラインドラムスクールの開講

1013 東京都 目黒雅和税理士事務所 税理士法のグレーゾーンを解消するリモートワーク体制の構築

1014 東京都 株式会社ニイラ 3012701015751 患者の家族をケアする(HUG）非対面型ビジネスへの転換

1015 東京都 合同会社やわらぎ 7011003004872 3D CGによる短時間・非接触・高精度な姿勢分析

1016 東京都 ｍａａｃｏ スイーツのオンライン販売化事業

1017 東京都 Bavit 在宅介護者向け「介護保険外サービス」定期清掃＆販売事業

1018 東京都 株式会社ファミレット 1010001160056 オンラインレッスンへの転換による受講者拡大と集客力強化

1019 東京都 株式会社エッセンス 3010401110534 テイクアウトで、食の楽しみをご自宅へ

1020 東京都 ラ　トゥール行政書士事務所 インターネット・オンライン講座（構築及び構築支援サービス）

1021 東京都 ブラストホールディングス株式会社 4011101039039 ウェブサイト改修、非対面営業・商談システム構築で新規顧客開拓

1022 東京都 株式会社Ｋ＆Ｓ　Ｄａｎｃｅ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 9011101072431 オンライン社交ダンス基礎レッスン事業開始

1023 東京都 株式会社ごきげんナビ 4010601058507 初めてのパパママに看護師が教えるオンライン・パパママ学級

1024 東京都 株式会社スポーツオーパカイト 4010001020488 リアルショップからオンラインショップの転換による販路開拓

1025 東京都 ＫＡＳ　Ｊａｐａｎ有限会社 3010002000358 インド政府系機関と提携したオーガニックチャイセットのEC販売

1026 東京都 株式会社ブーストアップ 6010401150032 東京発！パーソナルトレーニングのオンライン化による全国展開

1027 東京都 Ｌａ　ｐｅｓｃａ 在宅勤務でペットの服を制作　ネット販売で販路開拓と人材確保

1028 東京都 株式会社Ｔ－ＳＯＵＮＤ－ＰＲＯ 7012701009650 「ライブ配信」でコロナ以前の楽しさを取り戻す！!

1029 東京都 株式会社ＳＰＡＲＫ 6010001143592 テイクアウト用のパッケージや手荷物アイテム等のデザイン開発

1030 東京都 株式会社テストイベント企画 1030001125866 ＷＥＢ会議・イベントでのＡＩ活用、ニュースタンダード事業構築

1031 東京都 株式会社てらす 2010601058384 全国にメンタルヘルスケアを届けたい！オンライン導入で販路拡大

1032 東京都 ドレスコード オンラインでドレスの予約や貸出ができるＨＰに改修＆販路の拡大

1033 東京都 株式会社ＧＲＯＷＩＮＧ 9010801022745 非対面で売上を向上させるデリバリー、テイクアウトの強化

1034 東京都 有限会社リビングＣＧ 7140002031808 高機能レーザースキャナを利用した建築３D撮影サービスの展開

1035 東京都 株式会社ＥＸＰＩＲＩＴＳ 8013301041101 ACEドリンク＆おつまみのテイクアウト開始により存続危機脱却

1036 東京都 株式会社秀實社 7010001132850 ECサイトによる、リモート研修・個別指導プログラムの販売

1037 東京都 もりかご吉野 目利きの八百屋プロヂュース！記念日ギフト通販サイト事業

1038 東京都 株式会社スマイル・ライフ・クリエーション 4010901025999 ネット広告とWeb展示会で集客するサブスク型ECの構築

1039 東京都 株式会社扶翼 6010901047406 完全非対面型の予実管理会員サイトの構築事業

1040 東京都 ＦＰ事務所ＣＹＦＳ 集客専用HPによるFP相談・法人財務コンサル受注計画

1041 東京都 有限会社東洋物産 9010802009989 多彩な家庭用カット野菜の提供力をオンライン工場見学で披露する

1042 東京都 アイキューユニティ株式会社 7010401040686 音声配信コンテンツ制作事業

1043 東京都 つきぢ厨房　お和んや 従来では冷凍出来なかった料理を長期保存してテイクアウト販売

1044 東京都 やまとシグナル株式会社 2011701022701 来店不要な「非対面型不動産オンライン契約」の実現と販路拡大

1045 東京都 株式会社コウ 4013301034174 キッチンカー・ごちそうライナーズを活用した販路の拡大

1046 東京都 株式会社日本リードケア 7011601019594 失語症に特化したオンライン回復支援「リメイクヴォイス」

1047 東京都 リーフカンパニー株式会社 8020001099790 一心舎 PR 及び家庭教師導入におけるチラシポスティング事業

1048 東京都 Ｎｏｒｉｓ＆Ｃｏ．合資会社 1010703001516 新規テイクアウト＆デリバリーシステム導入事業

1049 東京都 N LABO ママ向けのオンラインWEBスクール事業で販路を拡大する

1050 東京都 フォトグラファー上原朋也 フレーム付き、そのまま飾れる写真作品の販売ECサイト開設
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1051 東京都 株式会社ディーアンドシー 1010401053553 電話による新規販売先の開拓事業

1052 東京都 有限会社ＧＥＮＩＵＳ　ＡＴ　ＷＯＲＫ 1011002028309 日本初のレモンライス専門店の味をECサイトで全国の皆さまへ

1053 東京都 株式会社Ｌｕｃｅ 1011501022241 ネイル・まつ毛美容品のオンライン販売でコロナ禍を乗り切る！

1054 東京都 ヒマワリ化粧品店 対人機会を減少させながら美と健康を提供出来る店作り

1055 東京都 社会保険労務士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ 8013305002272 ＥＣサイトにて助成金申請キット販売事業の立ち上げ

1056 東京都 株式会社プロフェッショナルダイニング 5010501045983 新商品の開発によるＥＣサイト販売

1057 東京都 青横バル　太郎’ｓ 地域住人の「食を守る」テイクアウト予約サービス

1058 東京都 株式会社Ａｃｃｏ　Ｆｉｔ 1012801018706 個人向けオンライン講座の販売「介護予防・改善イキイキＦｉｔ」

1059 東京都 はこびどり 提案型「オンラインマルシェ会員サイトの構築」

1060 東京都 和食処佐和 対人接触機会を減少させるテイクアウト販売（事前決済）事業

1061 東京都 株式会社グラシアス 1010001205422 保護者も安心できるオンラインプログラミング教室の新規開講

1062 東京都 民藝カリーうんすけ うんすけカレーレトルト化計画

1063 東京都 株式会社Ｃｈｅｅｒｉｎｇ 4010401121753 自社ECサイトによるDX型「一村一品」プラットフォームの構築

1064 東京都 Ｊｏｈｎｎｙ　Ｄｉｎｅｒ　ＳＥＣＯＮＤ 拘り食材の逸品料理をテイクアウトとオープンテラスで

1065 東京都 有限会社ブルーソファー 1010902013312 所属アーティストらのライブ配信による非対面ビジネスモデル構築

1066 東京都 クリカ食堂 窓口販売スタイルのベーグル事業による接触機会の削減

1067 東京都 株式会社サウンド協栄 4011501006522 オーディオ家電を中心としたECサイト構築による新規顧客の獲得

1068 東京都 冷えとりカフェ　ループス アフターケア充実のWEB薬膳料理教室・ECサイトでの販促事業

1069 東京都 株式会社トゥエンティ・フォー・ストリーム 3012401014491 臨場感溢れるライブ配信をワンオペで実現し感染機会を削減

1070 東京都 株式会社ＫＩＴＳＵＮＡＩ 1011101075425 システム導入による業務効率化及びHP導入

1071 東京都 ハンドレッドライトニング フードメニュー強化とテイクアウト活用に向けたキッチン改装

1072 東京都 株式会社コスモクリエイト 7010001101509 システム開発受託サービスのWEBによる受注・クラウド契約構築

1073 東京都 ＥｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎＤＯＯＲ 売上回復に向けたオンライン予約・顧客管理ツールの導入

1074 東京都 株式会社ヘルスケアマーケティング 6010001214914 法人向けオンライン健康増進サービスの開発と新規顧客開拓

1075 東京都 株式会社ＳＥＢＯ 4010001157330 和室の和洋式化によるホテルのリブランディング

1076 東京都 株式会社Ｐ＆Ｋ 4040001084794 ポストコロナ・ウイズコロナ時代のシェアーエステサロン

1077 東京都 合同会社タクプロ 1012403002918 賃貸経営における対人接触機会減少に資するサービスプロセス導入

1078 東京都 Ｒｏｓｅ　ｂｉ　Ｂｅａｕｔｅ エステサロンのオンライン事業の取組み

1079 東京都 Ｍａｃｒｏ 顧客獲得のオンライン化と業務効率化に向けた仕組みづくり

1080 東京都 株式会社アンカーコンサルティング 2011101062323 特定技能制度による外国籍人材の就業定着支援サービスの立ち上げ

1081 東京都 ＬＷＣ 釣り人専用の非対面コミュニケーションツールの構築

1082 東京都 たつかわデザイン デザイン事務所の経営資源を生かした、新たなECサイトの構築

1083 東京都 重宗玉緒 着物ブランドPRの為のオンライン展示会出展と動画制作事業

1084 東京都 ＴＨＥ　ＭＥ デザイン事務所のコンセプトが詰まったWEBショップの開設

1085 東京都 株式会社ＷＡＤＯウイングス 5011201016003 WEBによる集客とサービスの拡大

1086 東京都 株式会社ビルボ 1010701021094 自社アプリ開発でテイクアウト事業の強化

1087 東京都 株式会社ＴＩＫＩ 3010401119682 会員サイトWEBデジタルツール導入による付加価値・販路拡大

1088 東京都 ＳＩＮＡＲ　ＢＡＲＵ　ＥＳＴＨＥＴＩＣ　ＳＡＬＯＮ 新規機械の導入による健康的な身体づくりとサービス拡大の実施

1089 東京都 株式会社ＱＵＡＤＲＩ　ＦＯＧＬＩＯ 6010901023729 絶品ご褒美肉料理〈熾火焼き〉のデリバリーサービス

1090 東京都 きんぎょじるし 店頭、テイクアウト＆デリバリーによるスイーツの新規販路開拓

1091 東京都 慶州苑 感染症対策の換気設備設置と内装工事による集客力向上

1092 東京都 Tujuhl ECサイトによる商品販売及びセルフエステの導入

1093 東京都 お菓子教室　ＳＷＥＥＴ　ＲＩＢＢＯＮ 製菓教室のノウハウを活かした通販用スイーツの開発

1094 東京都 坂口智哉 オンライン展示会（フェス）への参加

1095 東京都 株式会社アペリーレ 6011001119616 冷蔵ショーケースにて店頭でのクレープ販売、ECサイト立ち上げ

1096 東京都 株式会社リュミエール 6010001127513 免疫力を高めるジンジャー配合ハンドオイルのWEB販売事業

1097 東京都 Ｓｗｉｍｍｙ株式会社 7010401143514 競泳レースの分析ができるアプリを活用したオンライン指導

1098 東京都 株式会社ＩＷＡＳＥ 2010401086809 化粧品・サプリメントの開発コンサルタント事業で販路拡大する

1099 東京都 株式会社ワンクエスト 5010601053011 自社サービスを全国サポート可能に！オンラインサービスの構築

1100 東京都 株式会社Ａｊｉｍａｒ 2011501023619 A5ランク黒毛和牛のローストビーフ&生肉通販事業
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1101 東京都 有限会社パンデーロ 7010902017407 無添加100%米粉食パンと焼き菓子の製造及びネット販売

1102 東京都 株式会社アロー 8010901033643 デジタル介護予防教室「WAKUTRE」

1103 東京都 ＳＨＩＮＷＡ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ株式会社 5013301045914 ダンサーが挑戦「SNS動画マーケティング価格破壊」普及事業

1104 東京都 草場研太 コピーライティング学習に特化したオンライン講座の開設

1105 東京都 株式会社サステーナブルインベストメント 2011001099985 非対面での入居付けと取組をして、コロナ影響を乗り超える！

1106 東京都 株式会社サナレ 9011601011665 自社オリジナルヘアケア商品のオンライン販売

1107 東京都 Ｊｅｌｌｙｊａｍ　Ｓｔｕｄｉｏ おウチで隙間時間にアンチエイジングエクササイズ

1108 東京都 たけや 「お店の味をそのままに！」新しいテイクアウト商品の提供

1109 東京都 株式会社シングルス 5010901033266 「シングルス　ファニチャー」　木製家具で彩りある暮らしを

1110 東京都 瞑想スペースSOMA コロナ禍の不安な心をヒーリング～ご自宅でオンライン瞑想～

1111 東京都 株式会社商空間企画 6011101091764 テイクアウト及び移動販売のできるSHOP BOXの販売・設営

1112 東京都 有限会社ＡＳＫ 6012402015387 コロナ禍でも新規顧客獲得。非対面営業の展開

1113 東京都 有限会社真澄 1012402005533 テイクアウト・出前における販路拡大に伴うガス台等の設備整備

1114 東京都 トロワ・スール 「健康と安全に配慮したお菓子」のオンライン拡売施策

1115 東京都 有限会社イガラシ 9011802009541 エンドユーザーと壁紙職人とのマッチングサービスの構築

1116 東京都 ホリスティックたちかわ整骨院 声診断をベースにしたオンラインカウンセリング整体事業の構築

1117 東京都 有限会社Ｔ・Ｍ・Ｙ’ｓ 8010602032382 自社ブランド「AZABU LEATHER」のECサイト構築

1118 東京都 株式会社ＳＯＵＲＣＥ 7013301043750 電子書籍×高額講座でビジネスを構築したい方向けの高額講座

1119 東京都 株式会社ジュエルネット 1010401128371 お客様と買取業者を直接繋ぐ非対面買取サービスの提供

1120 東京都 デプトシー株式会社 9011801038913 非対面、非接触でのROVによる水中の点検、調査、撮影事業

1121 東京都 ワインビストロ　路地裏 ソムリエ厳選ワインのオンライン販売事業

1122 東京都 サロンアンドスタジオナオスタイル NYでの経験を活かしたコロナにおけるオンラインレッスン構築

1123 東京都 株式会社ジョバンニ 6010401133870 アーティスト向け配信設備事業（リモートウェルを利用予定）

1124 東京都 株式会社ティーアップ 2011001062935 非対面型コンサルティング及び収支シミュレーション活用事業

1125 東京都 株式会社ハナマルキャリア総合研究所 9010801024080 コロナ禍に対応したキャリコンのスキルアップ講座のWEB化

1126 東京都 YOHAKU オンライン留学相談及びキャリア支援サービスの提供

1127 東京都 株式会社リホーム絆 5012701014834 非対面セミナーによる新たな集客方法の確立、売上、利益拡大事業

1128 東京都 株式会社不老園 5010401026126 宮内庁御用達のお茶を個人向けネットショップで全国展開

1129 東京都 にじいろ コロナ禍から見えた地域に根差した心温まるサービス

1130 東京都 株式会社ＩｆｏｒＣ 7010001193777 スポーツ振興目的のLP制作・SNS広告による新規顧客獲得事業

1131 東京都 株式会社メタスコープ 7011101088264 在宅勤務等での商談をサポートする新サービスの販売促進

1132 東京都 株式会社ジェリーク 6011101084685 フードデザインレクチャーサロンを兼ねたプライベートダイニング

1133 東京都 西根音楽教室 インターネットを介した配信型音楽教室への転換

1134 東京都 有限会社美舟寿し 3012302007677 地産地消型・総菜加工場及び事業サポート付シェアキッチンの取組

1135 東京都 山下産業株式会社 3012401013139 ホームページを活用したメッキ技術の非対面型販路開拓方法の導入

1136 東京都 株式会社中吉 8012401022688 漢方薬・サプリメント通販開始で売上拡大・認知度拡大を実現

1137 東京都 株式会社ヒンメル・コンサルティング 9010901041364 気象キャスターによるオンライン講座による売上回復への取り組み

1138 東京都 ＳｉＮＧＯ 電子楽器導入による非対人非接触オンライン演奏事業への移行

1139 東京都 森谷恵一 対人接触機会を抑制した開放型撮影スタジオでニーズの変化に対応

1140 東京都 近藤南 フリースタイル陶芸並びにDROOMのEC物販による販路拡大

1141 東京都 株式会社花の店アンナ 4010001026353 イベント再開！売上復活！内部効率UP！

1142 東京都 ケニア・ドイ写真事務所 ペット撮影会「ドイブラック」専用写真選定注文ECサイトの開発

1143 東京都 株式会社ポールスターコミュニケーションズ 9011501022705 新入・若手社員の離職率低下を目指す シン・社外担任プログラム

1144 東京都 焼肉開花 焼肉弁当のテイクアウト販売事業

1145 東京都 ラウンジネロリ セルフエステとオンラインダイエットによる新規事業展開

1146 東京都 株式会社トライデント 3011301021342 医療従事者向け非対面マッチングサービス事業スキーム構築

1147 東京都 株式会社Ａ－Ｚ　ＴＲＵＳＴ 6010601049561 オンライン営業ツール・電子契約開始による新規受注の拡大事業

1148 東京都 ＃０ｆｆ　ｓｔｕｄｉｏ オンライン展覧会に向けたSNSでの広告強化と特設サイト作成

1149 東京都 らーめん武蔵堂 キッチンカーで売上＆知名度ＷＵＰ作戦

1150 東京都 株式会社Ｂｉｊｏｕ 5010401087473 「コーヒーアロマで美容効果アップ大作戦」による販路開拓
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1151 東京都 ＴＯＫＹＯ　ＴＥＡ　ＢＬＥＮＤＥＲＳ合同会社 1010403018430 和紅茶生産者の動画アーカイブ新設によるサブスク会員獲得

1152 東京都 株式会社しんす 9030001014260 オンライン動画を活用した潜在顧客層の掘り起こしによる販路開拓

1153 東京都 株式会社Ｄ＆Ｄ 6010701019076 自社ECサイト構築による対人接触機会の削減及び通信販売の強化

1154 東京都 株式会社アスプ 4010001081381 ライン等のツールを活用した新たなデザインサービスの実施と広報

1155 東京都 株式会社ＳａｓＫｉａ 5010001189422 ネットショップを開設し宣伝広告することで売上を拡大する

1156 東京都 株式会社ＯＢＴ 9011701016787 ECサイト開設による非対面型営業及びオンライン葬儀のご提案

1157 東京都 キネトワーク その編集おまかせください！―何でもVlog！―

1158 東京都 株式会社やよい 7011401006553 新自社ＥＣサイトの販路拡大と売上向上による事業存続計画

1159 東京都 合同会社八 8010003029714 テイクアウトで活路を！巣ごもりでも餃子専門店の味を楽しめる！

1160 東京都 株式会社ｐｉｎｅｔｒｅｅ 5040001103990 非対面型・動画編集代行サイトの構築

1161 東京都 ミケ　ヴィーガンフードアンドギャラリー テイクアウトとネットショップを活用した新メニュー販売

1162 東京都 くじら綜合知財事務所 コロナを転機に！非対面型HP・Web予約システムの作成

1163 東京都 株式会社ｃｏｍｍｕｎｅ 6011101090691 完全オンライン型ビジネスモデルにおける新規顧客獲得・業績向上

1164 東京都 株式会社カモシタピアノ 8011101091762 非対面商談の実現化とオンラインピアノ教室を開校計画！

1165 東京都 大沢拓人 ライブ配信のマルチカムとワンオペシステムの構築

1166 東京都 株式会社ＲＯＯＴＳ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 7010001150571 お店の味を家庭で！内食中食向けの製品開発とネット販売への挑戦

1167 東京都 株式会社食の会 1011601023073 飲食店とお客様をつなぎオンライン食育プログラム提供する事業

1168 東京都 株式会社ＪＡＳ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ 9011101081548 「売れる」マーケティング基盤を作るオンラインコンサルティン

1169 東京都 JVC_TOKYO　ベトナミーズトーキョー 専売調味料を使ったエスニックサラダボウルのデリバリー販売

1170 東京都 合同会社ＯＮＴＯＰ 7010403022369 火災保険コンサルティング販路拡大事業

1171 東京都 株式会社ＷＩＮＧＧＡＴＥ 8012401030484 ドローンを活用した対人接触機会を減少させる山岳救助サービス

1172 東京都 株式会社ＦａｓｈｉｏｎＬａｂ 2011201020445 DM ハガキ郵送とSNS 広告によるオンラインショップの販路

1173 東京都 株式会社リザーブトラスト 7010001140977 ECサイト構築によるオンラインの販路拡大(ワイン販売）

1174 東京都 合同会社ピオ 4010403024203 ニュー・スタンダード時代の低感染リスク介護サービスの提供

1175 東京都 株式会社ＭＯＮＯ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 3010701038830 IFAマッチング機能の構築を通じた非対面型販路開拓手段の構築

1176 東京都 辻　陽子 オンライン活用ビジネスへの進出とそのマーケティング事業

1177 東京都 アイタスト 感染予防のための装備導入と作業手順の効率化をはかる

1178 東京都 Ｎｅａｒｔｅｃｈ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 2010001203755 リモート接客システムRemotewell

1179 東京都 株式会社ＢＥ－ＢＡＮＫ 7010401122526 中国市場をローリスクに開拓！新たな越境ECサービス事業

1180 東京都 安西健塁 新型コロナ感染リスクを抑えたオンラインバレエ公演の配信

1181 東京都 ４　Ｓｅａｓｏｎｓ　ＬＤＫ コロナ禍で増大した家飲み需要に特注ワインセラーを導入。

1182 東京都 ＢＹＳＩＤＥ リデュースの新商品で非対面型ビジネス、ECサイトの開設、販売

1183 東京都 株式会社シルクプリン 1010501023638 冷凍自販機の店頭設置による無人販売体制構築

1184 東京都 方山不動産株式会社 2013301034853 非対面型コミュニケーションを可能とするホームページの整備

1185 東京都 ハリライフ Webサイト構築による美容&病気予防ファスティングプログラム

1186 東京都 株式会社ＩＮＺＥＮ 3010801029647 オンラインを利用した新規番組・VTR等制作事業

1187 東京都 キャリアデザインPLUS 独立等を目指す、働く女性向けのオンラインキャリアスクール開設

1188 東京都 株式会社２９ダイニング 2010401156925 コロナなんかに負けないぞ！ECサイトでの非接触型事業展開

1189 東京都 有限会社ピッコロレガーロ 9013402004419 非対面型でのイタリア料理PR戦略と会員システム導入計画

1190 東京都 アップボードブリッジ　カフェアンドバー モバイルオーダーシステム導入と商品開発で基礎を作る

1191 東京都 ジャパンプロジェクト株式会社 3010001126939 個人向け金融基礎教育事業のデジタルマーケティングの取組み

1192 東京都 株式会社ＨＥＡＲＴ　ＢＥＡＴＩＮＧ 4010901029496 VRを活用したオンラインフィットネス事業の導入

1193 東京都 有限会社もしもし 6013402002482 地域ド密着型のお食事宅配代行サービス

1194 東京都 東條あづさ 新規事業「オンラインレコーディングスタジオ」

1195 東京都 株式会社コーヤマ 5010001016709 ホームページリニューアルによる非対面営業の実現と販路拡大

1196 東京都 中村　佳宏 コンテンツ販売のオンライン化

1197 東京都 Ｇ１行政書士法人 9010405016375 新オンラインサービスの情報発信向けインタラクティブ動画制作

1198 東京都 株式会社ＧＥＮＥＲＡＬ　ＳＴＯＲＥ 5011001118032 オリジナルブランド化粧品 「玉繭（TAMAMAYU）」の通販

1199 東京都 グランクラウド合同会社 7011003006448 健康スイーツなど食品のECサイト構築による非接触販売の実現

1200 東京都 TABI × DINING ROUTE ZERO ご自宅で当店の味を堪能～遠隔操作でいいTABI夢気分～

24



＜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2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9月2日(木)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。

1201 東京都 有限会社山之内 3011002012319 36年の歴史、初のテイクアウトへの挑戦

1202 東京都 安西瞳 インフルエンサー活用による在宅くびれエクササイズ新規顧客獲得

1203 東京都 株式会社トレーン 5010601013857 Webで簡単受発注！ここでしか買えないオリジナルグッズ販売。

1204 東京都 ａｔｅｌⅰｅｒ　ｙｏｕ 商品販売サイト作成と顧客を誘導するための非対面営業

1205 東京都 株式会社Ｌｅａｓｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 6011301026652 ビジネス用中古オフィス家具に特化したプラットフォームサービス

1206 東京都 株式会社ファミリー不動産 5011801028018 赤外線サーモグラフカメラ導入による新サービス提供で売上向上

1207 東京都 トラットリア　ノエ 本格イタリアンのテイクアウト販売で素敵なランチタイムを演出

1208 東京都 合同会社だいち 1010903004491 冷凍自動販売機設置による24時間非対面販売の実現

1209 東京都 有限会社アネラ 1011002026163 フラワーアレンジメントレッスンのオンライン化

1210 東京都 クリエイド・ラーニング株式会社 5011801034924 電子書籍教材の開発と集客

1211 東京都 ＶＡＳＴ合同会社 9010803002811 ビジュアルソフトシステムによる売上向上と非対面システムの導入

1212 東京都 大寺明 オンライン自分史作成サービス

1213 東京都 有限会社ヒロズワールド 8010602028091 コロナに負けない自分磨きセルフエステサロン

1214 東京都 ブーケ・ヴィオレ インターネットの特長を生かし全国へ向け付加価値の高い花を販売

1215 東京都 株式会社翔華 2011801027039 テイクアウト、デリバリー事業の取り組み

1216 東京都 野菜未來株式会社 3010001188806 生産者と飲食店向けのサービスページの作成で顧客接点を創出

1217 東京都 株式会社アップセッター 3010901019837 接触減で集客を目指すアーユルヴェーダ食の通販と加熱弁当のPR

1218 東京都 株式会社リアルジャパンプロジェクト 7011001073069 日本の伝統工芸品に特化した D2C モデルの構築事業

1219 東京都 株式会社東京メディカルコンサルティング 2010901026074 介護BCP策定コンサルティング事業の認知度向上マーケティング

1220 東京都 オフィスムロ 定額制のオンライン健康経営コンサルティング事業

1221 東京都 株式会社ＣＬＥＶＥＲ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 4011001094506 取引先と共にWithコロナ時代を生き抜くECサイトの構築

1222 東京都 ＴＭＲワークス株式会社 7012401036078 在宅勤務需要を捉えた中古PC用ECサイト構築

1223 東京都 ブライトン株式会社 2010701008867 卸問屋のエンドユーザー向けオンライン小売販売事業

1224 東京都 コペル合同会社 8012403003629 非対面型のプロダクト開発支援サービス「WorkHub」の展開

1225 東京都 株式会社マテリアル 3010001112542 オンライン企画提案サイト　名称'ストックルーム'

1226 東京都 株式会社ナイトブリッジ 3010401154564 コロナ禍を生きる飲食業界、拡大の余地が残るキッチンカー事業

1227 東京都 エステサロン　Cielo エステサロンによるオンラインスクール立ち上げ

1228 東京都 船越俊平税理士事務所 自動応答Ｑ＆Ａシステムによる1次対応の非接触と迅速化の実現

1229 東京都 Ｓｅｌｌｉｚｉｎ　Ｅｌｉｘｉｒ　Ｊａｐａｎ合同会社 8010603006633 コロナ禍によるウェビナーの開催とwebを活用した集客

1230 東京都 合同会社こころむすび 8011103003369 こだわりの魚料理をネット販売するための設備導入及び広告宣伝

1231 東京都 なごみプラス整骨院 システム導入と情報発信強化による販路開拓の実現事業

1232 東京都 ｍｉｏ　ｄｅｓｉｇｎ お花の移動販売～自粛生活に癒しのお花時間をお届け～

1233 東京都 ｅ－ｈｏｍｅ株式会社 1013301040670 非対面型コミュニケーションに対応させたホームページに改修

1234 東京都 國京　晶子 動画依頼への対応と新規HP制作で非対面営業の確立

1235 東京都 KURODAデザインオフィス ECサイト構築

1236 東京都 株式会社ｋｓｎコーポレーション 8010603005065 アリババ進出によるオンライン展示会への出展

1237 東京都 茶嘉葉 台湾茶の卸売りとオンライン販売強化による販路拡大事業

1238 東京都 株式会社ファーブル 6010601055510 外でも家でも、日常使えるキャンプ用品の自社ECサイト構築

1239 東京都 株式会社Ｄｅ－Ｂｏｘ 4010801031932 対人接触機会減少に資するＤＸを駆使したサイト制作の販路開拓

1240 東京都 株式会社ＡＰＥＸ　ＰＯＲＥ　ＪＡＰＡＮ 5021001043816 非対面で日本全国の経営者に商品提供できるオンライン講座導入

1241 東京都 株式会社ミルキーウエイ 6013201005760 老舗パン屋の体質改善。コミュニケーションツールで生産予測

1242 東京都 ＣｈｉｇｕｓａＰＨＯＴＯ オンラインで始まる写真撮影・動画サービス事業

1243 東京都 ＢＥＬＬＲＩＮＧＥＲ株式会社 5011001099116 新規事業の命運を決める営業戦略プロジェクト

1244 東京都 御茶 オンラインシステムツール導入による安心安全な店舗営業の実現

1245 東京都 ＭＯＮＯＰＯＬＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ株式会社 5011001122983 プラットフォーマーと企業を繋ぐオンラインイベント企画事業

1246 東京都 大江貴子 オンラインで持続可能な音楽展開事業

1247 東京都 有限会社興味津津 1013302019722 ビジネスマッチングオンラインサービス「つながるンです！」

1248 東京都 ヒルバンク株式会社 7011701015460 オンライン事業導入について

1249 東京都 Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ，Ｉｎｃ． 1700150000174 新たなソフトウェアのオンライン販売による売上改善

1250 東京都 Ｍｏｋｙ リモート録音環境の構築と音楽イベント配信事業の展開
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1251 東京都 平木知子 英語で学ぶ日本文化オンラインコース構築

1252 東京都 株式会社Ｃｈｏｅｕｒ 2010801030143 ＥＣによる経営多角化を実現！新たな収益を確保する販路構築事業

1253 東京都 仲村真貴子 専門的なオンラインレッスン事業の拡大とWebコンテンツの充実

1254 東京都 スタンダード会計事務所 オンライン型の会計事務所の展開

1255 東京都 Ｌｅａｆ　Ｍｏｏｎ合同会社 6011003008073 ステップ配信ツールの活用による非対面での販路開拓

1256 東京都 株式会社サードテイク 4020001125690 玄関改装を伴う無人チェックインと衛生関連改善(感染症対策)

1257 東京都 株式会社Ｅｆｆｉｎｅｓ 9010901047403 webシステム構築で新時代のパーソナルトレーニングジム経営実

1258 東京都 ベーカリーパパン セミセルフレジの導入による対人接触機会の減少する会計システム

1259 東京都 株式会社クーア 5013101008047 整骨院による健康維持のための有料講座のオンライン化

1260 東京都 ＩＤＥＸエステート株式会社 8011001045083 オンライン商談！セルフ内覧で物件成立！

1261 東京都 ボイスオブハート 子ども向けオンライン英語コーチング「Brave Kids」

1262 東京都 アイジーエー株式会社 2011101007880 非対面型へ転換。オンラインカウンセリング事業の開発と販路開拓

1263 東京都 オレイユ株式会社 3010701037931 新特許ネイルサービスの普及及びオンライン販売事業

1264 東京都 株式会社ゆうき堂治療院 5012301008419 一般治療 の新規参入 のためのホームページ作成及び 集客施策

1265 東京都 ｋｙｈｍ ポートフォリオ機能搭載のECサイト構築

1266 東京都 ＬｕｘｕｒｙＮａｉｌ　ＨＡＲＯＳＥ 対人接触機会減少および感染防止対策、DX化の取り組み

1267 東京都 La scuola Naghi オンラインレッスンをメインとした音楽教室の創設

1268 東京都 オートクチュール　ローブ・ブランシュ ドレス・衣装デザイナーの低感染リスク受注モデルの構築事業

1269 東京都 未来義塾 コロナに負けない新しい塾の形をつくる！

1270 東京都 株式会社ｓｅｇｕｒｏ 6013301040220 新たな韓国雑貨販売とECサイト構築による非対面ビジネスの確立

1271 東京都 ｅｃｈｏ オンラインボイスレッスンの実施！

1272 東京都 株式会社かかしプロジェクト 9010001190970 6次産業に4次産業を融合した機能的な産直ポータルサイトの構築

1273 東京都 合同会社ストーク 3012403004838 少子高齢化に歯止め！不妊対策、元気な体は「食」と「温」から

1274 東京都 株式会社ｎｕｕｃｏｔｏ 4012401037715 つながるものづくり　ネットショップ構築による非対面販売の実現

1275 東京都 ｏｎｎｏｊｉ株式会社 2011501026753 こだわりの珈琲豆パニーニを提供！COFFEE BATTERY

1276 東京都 株式会社ＮＩＮＪＡ 3010001204653 在日外国人を対象とした感染症対応ＥＣサイト事業の立ち上げ

1277 東京都 １９Factory 非接触及び施術時間短縮による治療時の接触機会減少計画

1278 東京都 株式会社ＲＡＩＮ 1010501038891 ECサイト構築によるオンライン集客体制の確立

1279 東京都 樋口行政書士法務事務所 ドローン飛行申請に伴う、関連法規セミナーの実施事業

1280 東京都 アオイスター 非対面型のECサイト構築で新規販路の開拓

1281 東京都 吉田智子 「産後ケアセラピスト」オンライン養成講座の開講

1282 東京都 Hair design Roots オンラインヘアセットスクール導入と動画等のオンライン販売

1283 東京都 梅原道夫税理士事務所 オンライン相談窓口運営開始による非対面型ビジネスモデルの構築

1284 東京都 さんぽみち総合研究所株式会社 4010001003220 歩行距離認定アプリ「デジタルウオーキングステーション」開発

1285 東京都 Ｋａｍａｔａｓ株式会社 2010801029359 大田区特区民泊事業における非接触型無人運営宿泊所への改装事業

1286 東京都 株式会社ＦｏｒＹｏｕ 1010001164560 動画とＭＡを活用した非対面営業での士業ビジネス顧客獲得と育成

1287 東京都 合同会社ＭＥＴＡＬＩＺＥＲ 1010403019882 非対面型コンサート配信及びPRシステムの構築

1288 東京都 株式会社シーオーエス 6010001197515 ITを活用して外国人材の紹介及び付随商品の販売

1289 東京都 有限会社ウッドボーイ 2050002041853 新規通販サイト開設による本格蕎麦の通販事業

1290 東京都 Ｓｏｌｅ 非対面セミナー開催に向けたマーケティング及びシステム導入

1291 東京都 株式会社あきＰｒｏ． 5010001182864 ライブ配信サイト「Aライブ」ラジ館ビジョン広告

1292 東京都 株式会社ＦＥＡＴ． 1011101093212 セルフ美容機器の導入による非接触サービス提供事業

1293 東京都 ＤＮカンパニー合同会社 3011003008745 ECサイト機能付きホームページ制作

1294 東京都 アライ企画 携帯電話契約に伴うサービス解説の総合オンラインサービス

1295 東京都 有限会社読書工房 2013302019135 読書サポート関連書籍のネット販売強化による新たな販路を拡大

1296 東京都 磐戸建設合同会社 7011603003118 WEB集客及びオンラインサポートのためのホームページ制作

1297 東京都 法律事務所DeRTA ～1人にしない～悩める状況をオンライン相談で解決

1298 東京都 株式会社ＦｒｅｅＳｔｙｌｅ 5010401142625 IT社会を支えるためのエンジニアプラットフォーム事業

1299 東京都 株式会社イートプラス 8011601017218 本格フランス料理冷凍総菜のEC販売

1300 東京都 岡田愛夕 自宅で出来るネイルグッズのEC販売で美しくきれいな女性を輩出
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1301 東京都 株式会社リーフ 4011501018749 対人による直接金銭授受の減少と新規時短メニュー導入事業

1302 東京都 Ｂｅｅ　ｓｉｍｐｌｅ 脱プラスチック!みつろうラップの魅力伝えてECサイト収益向上

1303 東京都 株式会社若木屋 7010401075204 忍術による現代生活の悩みを解決するオンライン動画配信事業

1304 東京都 株式会社ＧＡＲＯＯ 3080101016827 ネットを活用した町おこし事業の活性化と若者の起用

1305 東京都 ボニートジャパン株式会社 6010901037324 対人接触低減を目的とした冷凍自販機ビジネスの認知と拡大

1306 東京都 エンライトメントワークス ブランド認知拡大プロジェクト

1307 東京都 株式会社Ｒｉ　Ｄｅｓｉｇｎ 9011001073926 非対面型受注システム導入による卸売事業及び小売事業の再強化

1308 東京都 株式会社Ｊ－ＤＥＳＩＧＮ 7010001106929 予約と顧客管理等をオンラインで行うためのwebシステムの構築

1309 東京都 株式会社ＳＴＲＡＹＴ 7011001125530 EC販売開始とアフターコロナを見据えた店舗接触機会減少の取組

1310 東京都 ＨａｐｐｙＦｏｕｎｔａｉｎ 自社ECサイト構築によるオンラインカウンセリングの展開

1311 東京都 Ｏｕｔ　Ｄｏｏｒ　Ｄｉｎｉｎｇ　ＣＬＩＭＢ キッチンカー導入による移動販売と強みを生かしたPRで顧客獲得

1312 東京都 合同会社弘苑館 8040003006660 予約決済システム構築と販路拡大しオンライン鑑定に取り組む

1313 東京都 有限会社ハノンジュエル 9013302008214 男性向け化粧品の販売とEC広告・SNS広告運用による売上拡大

1314 東京都 株式会社ベジタリアンブッチャージャパン 8013301041019 接触機会を減らしデリバリー、テイクアウトで売り上げ強化

1315 東京都 ＱＦＰ合同会社 1013303005201 脱対面営業及び個人営業力への依存に向けた通販サイト制作

1316 東京都 ロカヒ 冷凍に加工したラーメンセットの販売による売上拡大

1317 東京都 骨盤ドレナージュアカデミー リモート時代の新しい施術指導法システム開発プロジェクト

1318 東京都 株式会社タッグデザインファーム 3011001118100 「韓流ペットグッズ」オンラインショップ事業への新規参入事業

1319 東京都 株式会社Ｄｏｒｒｙ＆Ｃｏ 8010401103351 ベビーシャワー関連商品のオンライン販売サイト構築の取り組み

1320 東京都 株式会社ブルジョン 4011001095537 新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

1321 東京都 株式会社エコの木 4010501043344 オンラインでの人材募集システムの強化及び育成システムの構築

1322 東京都 Ａｌｅｓ　ｂｌｏｏｍ カウンセリングとリラクゼーションのオンライン化事業

1323 東京都 株式会社エイプリルズ 1011301019066 リモートレコーディングシステムの構築

1324 東京都 ごはん屋ヒバリ テイクアウト商品を陳列販売する窓口スペース新設

1325 東京都 ホープＪ株式会社 7040001099476 オンラインカウンセリングで顧客満足度と業務効率アップ！事業

1326 東京都 株式会社タグチゴム 9011801002745 非対面型営業診断ツールを兼ねたHPによる新規顧客獲得事業

1327 東京都 ＢＡＲ　ｉｘｓ オンラインシステムツールによる対人接触機会減少と事業継続両立

1328 東京都 合同会社マンガ制作ドットコム 9010003032915 販売促進用マンガ制作受託ECサイト構築及び中国市場展開

1329 東京都 株式会社ＳＵＮＮＹ　ＰＬＡＣＥ 9011301026708 補聴器特性測定器、聴力測定室による販路拡大及び接触機会減少

1330 東京都 佐藤航平 最強のコスパを追求した肉バルが提案するおうち肉デリバリー

1331 東京都 株式会社エスプロエンタテインメント 9010401047944 現役演歌歌手によるオンラインカラオケスクール事業

1332 東京都 株式会社カラットクラブ 5011001026359 事業を一元管理するHPと予約決済オンライン面談のシステム構築

1333 東京都 有限会社インターメックス 8010402001348 B to C向け新商品の開発、製造とECショップで販売網構築

1334 東京都 大野雄一郎 都心5区外にリモートワーク特化型のコワーキングスペースを出店

1335 東京都 ＲＯＯＴ５０合同会社 6011603002970 事業の非対面化促進のための資料共有・管理システムサイト

1336 東京都 株式会社Ｏｎｅｃｅｅｄ 8010501046574 ポストコロナにおける 営業支援システム を活用した新規顧客獲

1337 東京都 吉田自動車工業有限会社 9012802002494 新サービス「レンタカー」で新規顧客獲得と認知度UP

1338 東京都 株式会社ＳＡＣ 1010701036638 ECサイト構築による一般消費者への新プロモーション

1339 東京都 株式会社エナジービジョン 7010001160711 低圧発電所向け「稼ぐ太陽光メンテ」プランの販路開拓

1340 東京都 吉岡直哉 対面型ビジネススクールのオンライン運営への転換事業

1341 東京都 ライフコネクト 非対面を取り入れた高齢者の機能・認知低下予防レク提供事業

1342 東京都 株式会社アン・ライズ 8010501036955 自社ブランド製品のネット販売事業

1343 東京都 株式会社シェフティ 8010401109522 海外輸出事業強化の為のリモートビジネスツールの新規作成

1344 東京都 株式会社４７６ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ 2010401157436 対人接触のリスク管理。問い合わせから契約までをオンライン化

1345 東京都 Ｐｏｌａｒｉｓ　Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋｓ／ＫＥｉＲＯＷ中央区ステーション ECサイトを搭載した新たなHPへの刷新で顧客満足度向上計画

1346 東京都 ソフトマシーン 非接触型顧客獲得計画と自社製品の開発と販売

1347 東京都 株式会社ベジラボ 8010401113656 オンライン指導！自分の健康を守るためのパーソナルトレーニング

1348 東京都 ポップビデオ ライブ配信と、受注・集金業務システムの構築

1349 東京都 株式会社ＳＴＡＮＤ 2010701038113 動画付きECサイトでオーガニック製品を販売し感染予防と対策！

1350 東京都 渓株式会社 1010401111518 非対面BtoC事業に進出するための美容・医療ECサイトの構築
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1351 東京都 Ｐｒｏｍｉｎｏｒｉｔｙ 宿泊所で行うオンライン異国イベントによる認知向上と利益アップ

1352 東京都 合同会社カキシード 2010403023363 元プロ野球選手のキッチンカーによる接触回避型飲食サービス

1353 東京都 アンナのクレープ　アンナのガレットと焼酎 テイクアウト強化に伴う商品開発と事前決済可能なWEB構築事業

1354 東京都 ＫＡＴＡＯＫＡーｌａｂｏ オンラインで身体知を学ぶワークショップの提供事業

1355 東京都 株式会社ヒューマンリンク 3010001104936 キッチンカー導入により新たな顧客を獲得し、飲食事業を拡大

1356 東京都 株式会社Ｓｔｒｏｎｇｅｒｓｕｉｔｓ 6010701029133 母親対象の講座事業の非対面オンライン化による販路拡大

1357 東京都 株式会社真代 4011001114692 コロナ禍での非対面営業・マーケティングによる新規顧客拡大

1358 東京都 株式会社コージコルディアーレ 6010701020174 テイクアウトにIT導入、もっとテイクアウトを身近に！

1359 東京都 有限会社ライディングハイ 6013202013449 小規模事業者持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠

1360 東京都 株式会社ゼータ 2010401124188 SNSを用いたアーバンスポーツの普及に伴う販路拡大計画

1361 東京都 プロダクションオリエンタ 物販ノウハウのオンライン学習サービス事業

1362 東京都 らいすぺ～ぱ～ 地元の方が気軽に立ち寄れるテイクアウト中心のエスニック店へ

1363 東京都 株式会社ＫＡＴＳＵＫＩ 6011801036556 真空パック導入によるテイクアウト強化とPR広告事業

1364 東京都 ヨガコーチングソル ヨガ指導者向けオンラインコースの販路拡大

1365 東京都 エピッククリエイティブ株式会社 5010701039793 オンライン撮影講習会の実施及び弊社撮影商材のオンライン販売

1366 東京都 カルデラ株式会社 9120001180259 既存の強みを生かした完全非対面型ウェブコンテンツ制作事業

1367 東京都 プレ・ニュートリション合同会社 2010003028457 医療機関に特化したECサイトのサプリメント販売事業

1368 東京都 張替一真 独自メソッドのデジタルコンテンツ化によるオンライン教育事業

1369 東京都 有限会社ピサロ 8010702006716 「地元のイタリア料理店を都内の料理店へ」ECで新規獲得事業

1370 東京都 合同会社ＰＡＰＥＲＳ　Ｔｏｋｙｏ 3011003011501 美容室･美容師に移動販売車両で美容商材の販売と宅配事業

1371 東京都 ＪＵＩＣＹ バナナジュースの移動販売車

1372 東京都 アトリエシュシュ デリバリー事業の開始及びテイクアウト事業の強化

1373 東京都 株式会社Ｃｈｅｒｉｅ 4010401138434 セルフ岩盤エクササイズ事業の展開による販路開拓

1374 東京都 水野壮 昆虫学を駆使した昆虫食関連動画の配信サービス事業

1375 東京都 fy7d 非接触型「どこでも窓」大画面ホームシアターリモートシステム

1376 東京都 株式会社小林事務所 3011401013487 剣道に特化した有料会員限定の「剣道データベース」事業

1377 東京都 株式会社ギャザリング 1011101057869 SNS連携を強化したモバイルECサイトの構築

1378 東京都 株式会社Ｆリミテッド 3010801024805 電子マネー対応型タッチパネル式券売機の新規購入

1379 東京都 ｂａｍｂｏｏ 新規顧客の開拓主軸をWeb上とオンラインへ、売上回復を目指す

1380 東京都 株式会社ＺＥＡＬ 1010001182570 不動産業界においての接触機会減少と販路拡大事業

1381 東京都 やーがるないん オンラインイベントで引きこもり中高生に目標と達成感を！

1382 東京都 株式会社ＡＭＵＳ 8011001118343 声楽家向け音源提供サービス「伴奏.net」

1383 東京都 ＪＫフード株式会社 8010601043661 コロナ対策のための工場移転と農家連携による新規事業開始

1384 東京都 ナンバースクール ナンバースクール教材配布ECサイト事業及びパンフレット作成

1385 東京都 合同会社Ｔｏｋｙｏ　ＴＡＭ オンラインショップを立ち上げ、日本と世界で新たな市場開拓を。

1386 東京都 合同会社みたゆた 2011603003171 非対面環境導入のためのホームページ制作

1387 東京都 FIRSTRUST EC、Webを活用したアパレル事業で新規顧客獲得・海外展開

1388 東京都 大人婚スタイルグロウ オンライン講座販売と新規集客の為のホームページ制作・広告運用

1389 東京都 コムフィック 地方の見込客を集めてオンライン営業を行うための広告宣伝活動

1390 東京都 株式会社Ｂｏｎｈｅｕｒ 2010401156999 愛されヒップメソッド非対面型オンラインスクール構築事業

1391 東京都 株式会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｄｏｏｒ 4011001134006 ウェブサイト・ファッション動画講座販売による新規販路開拓

1392 東京都 株式会社エンケイ 6010601038663 ホームページやＩＣＴ技術を活用した非対面型営業体制の構築

1393 東京都 株式会社ゴールドアイティール 7010601025685 個性を活かす！オンラインを活用したオーダードレスの販売事業

1394 東京都 ＨａｒｕｎＡｔｓｕ　ｃａｆｅ SNSを利用した点心のEC事業とテイクアウト事業の推進

1395 東京都 リプル・プランニング eスポーツ教育のeラーニング学習コンテンツ事業

1396 東京都 株式会社ＣＳＪ 8011301019869 米国P3社製、フランジ保護・防錆製品のホームページの作成

1397 東京都 Ｂｒａｉｎ　Ｂｏｄｙ株式会社 6010401148712 カイロ事業オンライン転換

1398 東京都 ヨガ、気功、ＳＯＨＯ 対人接触機会減少に寄与するヨガレッスンのオンライン講座開発

1399 東京都 株式会社アソコ 6011301023922 アニメーションと漫画を駆使した商品解説動画制作サービス

1400 東京都 株式会社ワタトー 1011801029754 ワンラックアップのお菓子箱包装による小売販売事業の確立
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1401 東京都 ヘアサロンビッグ コロナ感染症対策の強化と顧客の髪と心のケアサロン創り対策

1402 東京都 合同会社ＳＢＴＣＡＳ 1011003012294 ノーコードで作るビジネスマッチングシステムSaaS事業

1403 東京都 株式会社ＰＡＲＡＩＳＯ． 1012301009453 コロナに必勝！プロによるリモートサポート付きセルフエステ事業

1404 東京都 セールスプロワン オンラインを活用した非対面型コンサルティング事業への転換

1405 東京都 株式会社めでぃあ森 2010001147498 『ブックライター養成講座』感染対策オンライン化事業

1406 東京都 株式会社中村工務店 7012701001673 サイネージ看板の設置とHPのリニューアル

1407 東京都 ハニービー ＬＩＮＥと連携したＥＣサイト機能付きホームページの開設

1408 東京都 株式会社エフピーウーマン 2010001092678 オンラインコンサルによる女性向け伴走型お金の総合クリニック

1409 東京都 ドクターイルチコスメティックス・ジャパン株式会社 9011001105927 ＥＣサイトやＷＥＢオンラインの営業による新規取引先の開拓

1410 東京都 海宙道 アフターコロナを見据えた宿泊施設運営体制の再構築事業

1411 東京都 合同会社ｈｏｏｏｐｓ 7011303003384 デジタル漫画×Web広告による非対型営業スタイルへの変革

1412 東京都 Ｍ＇ｚ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ エンタテインメントのライブ配信事業

1413 東京都 株式会社ＶＩＶＡＣＯＭＰＡＮＹ 2011001132721 オンラインの仕組みを活用した「完全セルフ型脱毛サロン」の運営

1414 東京都 若佐慎一 英語対応のECサイト構築及びSNSを利用した新規顧客開拓

1415 東京都 株式会社吉祥寺キャピタル 2012401029565 接触機会減少オンライン不動産コンサルティング

1416 東京都 ＨＫドット オンラインでの作品コラボレーションシステム

1417 東京都 株式会社フィジカルテックス 8010901040012 コロナ時代の会員限定オンライン健康教室の開設

1418 東京都 フェリックス・パートナーズ株式会社 1010001103535 Webマーケティングを活用した異業種研修の販路開拓

1419 東京都 株式会社トータルビューティー東京 3010401124427 アイトリートメントを安全に普及させる非対面サービスの新規導入

1420 東京都 株式会社Ｄａｙ１ 2010501041358 加工食品の新規開発と新規ネット通販による販路拡大事業

1421 東京都 塩田睦大行政書士事務所 対人接触機会ゼロのマンションに関するオンラインセミナーの実施

1422 東京都 Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｌａｂ合同会社 7010503003905 エステ後の癒やしと心のケアができるカフェ空間への転換と構築

1423 東京都 ミライズネイル withコロナ.ポストコロナにおける感染型ネイルサロン経営

1424 東京都 株式会社ＧＯＺＵ 7011001120127 おいしいチーズケーキを世界にお届け（ECサイトの活用）

1425 東京都 株式会社ＳＥＬＡＣＴＵＡ 4010401117561 非対面WEBコンサルティングとアニメ動画制

1426 東京都 ＴＯＰ　ＲＡＩＺＥ合同会社 3012703002062 予約・顧客管理システム導入による非対面ビジネスモデル構築事業

1427 東京都 Ｇ．Ｍ．ＪＹＯ有限会社 8013302021283 インド・ネパール料理テイクアウト戦略による販路拡大

1428 東京都 日エム商事株式会社 5010001053124 非対面で営業可能なオンラインシステムの導入による販路開拓事業

1429 東京都 株式会社Ｔ２Ｂ 7011001122362 コロナ禍での結婚式ニーズを汲み取るブライダル関連EC事業

1430 東京都 マルディグラ合同会社 2430003006412 トータルビューティーを提供するEC サイトを活用した販路開拓

1431 東京都 ミヤ・カノンミュージックスクール 教材配信およびオンラインレッスン環境の拡充

1432 東京都 ヴェンティ株式会社 2010401121284 対人接触機会の減少に資する取組

1433 東京都 キャリアネットソリューションズ 女性管理職のための、しなやかレジリエンス事業の提供

1434 東京都 合同会社ＹＵＣＨＩ 1012703001272 Vtuberによって対人接触を減らした形でのサービスを販売

1435 東京都 株式会社ＡＫＣ住建 5013301041681 非対面で行う小売事業への進出

1436 東京都 KTWcorpo 花で笑顔を！！オンラインフラワー教室事業

1437 東京都 合同会社ＳＴＥＬＬＡ 9010503004728 コロナ時代の営業導線とフードコンサルティング手法の確立

1438 東京都 エルエスピーコーチング オンライン反転学習型_コーチングスクール

1439 東京都 株式会社ヘルスジョイントプレミア 3011501026835 自己免疫力を高める商品販売のための非対面化・生産性向上の取組

1440 東京都 株式会社リ・スターツ 5012301012296 WEBサイト(マンションWi-Fiネット)の開発・運営

1441 東京都 アンドアイ 楽曲のアレンジ、録音とオンライン販売のコンサルティング

1442 東京都 橋本尚也Ｖｉｓｉｏｎａｒｙ　Ｏｆｆｉｃｅ株式会社 5010701031354 不動産事業者向けコンサルティング非対面集客事業

1443 東京都 株式会社ＧＦＰ 2011101058726 フレグランス器具及び香料のECサイト販売

1444 東京都 ＡＩＭＥ株式会社 9010001199211 複数のWEBメディアを使用した非対面型ビジネス構築

1445 東京都 西村綾子 アナウンサーによる「画面の見せ方・伝え方」動画講座の販売促進

1446 東京都 藤村亨 高音質録音によるハイレゾ配信と自らのECサイトでの販路開拓

1447 東京都 配食のふれ愛　品川区本店 オンラインの導入・シフトチェンジで、売上の拡大を実現！

1448 東京都 フライブルグ合同会社 8012803002437 自社ECサイト構築による販路拡大とサポート事業展開

1449 東京都 有限会社オン・アミリタ 2010002053290 日本文化を題材としたオンラインサービスの開発と新規開拓

1450 東京都 ｔｏｎａ コロナを転機に！デザインで国内外を明るく元気にする！
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1451 東京都 エイミーズ クレープ屋の「リアル」と「デジタル」を融合した売上向上策

1452 東京都 スパイスキッチン株式会社 8010901039392 タイ料理テイクアウト事業のＯ２Ｏマーケティング実施

1453 東京都 オフィス　未来エール 製菓学校と提携し展開するオーダーメイド焼菓子の通信販売事業

1454 東京都 株式会社コラソン 8010701023233 たこ焼きのテイクアウト×デリバリー対応による販路拡大戦略

1455 東京都 スカイフラワー オンラインワンストップ契約機能の追加

1456 東京都 いろはデザインアート 自己肯定感を高めるオンラインコミュニケーション教室の開設

1457 東京都 株式会社日伯 6010601024572 社内業務IT化による業務効率化と感染リスク低減の両立

1458 東京都 株式会社ＮＡＮＡ 1010601037785 対人機会の減少を補填するインフルエンサー的オンライン販売戦略

1459 東京都 合資会社ミクシーインターナショナル 7013303001095 生涯収支設計をオンラインで学ぶ30代向けマネー講座の実施

1460 東京都 株式会社リアルポイント 1010901021605 IT化を進め、マーケティング機能を強化し経営に活かす

1461 東京都 関口文也 関口文也【WEBでプロの技を！リモート洗車・掃除事業】

1462 東京都 Men's Specialty HIFU BELLO 簡単な使用にこだわった男性向けスキンローションのネット販売

1463 東京都 ディゾンネ ポストコロナでのSFAを活用した顧客増加と事業拡大、業務効率

1464 東京都 株式会社ＣＲＯＳＳＲＯＡＤＤ 7011001116926 アパレルECサイトを新設し事業の安定拡大を図る

1465 東京都 Ａｎｇｅｌ　Ｋｉｄｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 対人接触機会を減少させるオンライン英会話教室で売上回復を実

1466 東京都 風船職人ＳＨＩＮＯ 教室を巡って披露する安全安心の幼稚園保育園向け出張公演の推進

1467 東京都 ピアノデュオ　デュエットゥ 60度VRピアノレッスン動画制作とPR映像制作

1468 東京都 株式会社ブランデザイン 3010701026570 オンラインコンサルティングWebシステム構築導入事業

1469 東京都 合同会社Ｉ＆Ｕ 8010703004784 完全オンライン型事業への変革によるコロナ禍での業績V字回復

1470 東京都 中村祐哉 「完全非対面オンライン」による映像制作サービスの実施

1471 東京都 株式会社ヒューマンデザイン 1010001080246 ミュージカルを用いたオンラインによる新教育コンテンツ開発事業

1472 東京都 株式会社ＴＨＡＮＸＭＩＬＥ 1011001125635 中国系サプライチェーン毀損からのオリジナル商品開発と越境EC

1473 東京都 Ｏｆｆｉｃｅ　ｖＡｉｎ お客様専用のオンライン会議・打ち合わせシステムの構築と運用

1474 東京都 株式会社ＩＣＨＩＭＩＬＥ 8010001214862 オンラインレッスン導入による会員維持と動画等による魅力発信

1475 東京都 ＯＬＥＡ　ＧＲＯＵＰ株式会社 1010901026141 コロナ禍でも売上を伸ばす、完全予約制接骨院のweb集客！

1476 東京都 株式会社ノーベルインターナショナル 1010001071823 サービス紹介LP制作および動画紹介による営業の非対面化

1477 東京都 株式会社Ｂ２Ｂ 9013301042247 トイレ改修による感染防止とWEBによる非対面受注体制の構築

1478 東京都 合同会社Ｔｈｅ　Ｓｅｍｐｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 1010003031412 旅行資源の対人非接触型オンライン体験化への転換事業

1479 東京都 株式会社榎戸材木店 5010601000194 新規HP作成によるEC販路拡大とブランド力向上

1480 東京都 バストアップ専門サロンCARPO東京店 対面コミュニケーション減少を補うためのオンライン施策

1481 東京都 合同会社リライト 3012403003716 オンラインセミナー集客によるデジタル化促進事業

1482 東京都 有限会社三栄美術印刷 3011702016651 「24h、非接触、非対面」による食品小売業への新分野展開事業

1483 東京都 有限会社Ｉｎ　Ｓｅｎｓｅ 2011302012242 再生美容メニューのカウンセリングを非対面化

1484 東京都 株式会社レ・ザツク 5010001060649 高級レザーグッズの自社インターネット販売システム

1485 東京都 日本老司機 自社メディアを活用した、台湾向け越境EC事業

1486 東京都 株式会社エクステンシブル 3010401155645 リモートワークの課題を解決するオンラインオフィス提供事業

1487 東京都 ＭＹＮ税理士事務所 オンライン完結型バックオフィス体制の構築支援事業

1488 東京都 司法書士法人ソレイユ 5040005017270 実家信託アドバイザー養成講座のオンライン受講システムの開発

1489 東京都 Nail salon MALIBU Nail salon MALIBU

1490 東京都 ＷＩＳＥＮＥＸＴ株式会社 4011001121747 WEB簡易経営リスク診断ツールによる非対面型ビジネスモデル

1491 東京都 株式会社クリエイティブファクトリー 8013103000420 低感染リスク仕様のインターホン・アクリル接客による新買取事業

1492 東京都 株式会社Ｈｅａｒｔ　Ｂｅａｔ 4010601052856 おうちできれいになれる美と健康をお届けするECサイト

1493 東京都 ミナモフーズ・ジャパン株式会社 2021001063404 予約業務の委託契約受託に向けた非対面営業システムの構築

1494 東京都 株式会社Ｖｉａ．Ｍａｈａｌｏ 1010601059185 海外移住希望者に向けたオンラインサポートシステムの確立

1495 東京都 信国主馬 保険の非対面営業の確立と動画・SNSによる集客拡大

1496 東京都 株式会社ブルーノ・ガブリエル 8010701029619 ペット資格通信教育事業

1497 東京都 ブルーバード・シブリングス 映画に関連するインターネット配信事業の拡大

1498 東京都 株式会社メンターリング・アソシエイツ 6011601018762 E ラーニングシステム構築とECシステム導入による事業拡大

1499 東京都 ベーレンプラッテ 誰でも自宅で簡単！レコードクリーニング用品の販売

1500 東京都 行政書士枡形山法務事務所 非対面で行う行政書士による遺言相続業務
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1501 東京都 ＹＳメンタルヘルス株式会社 3010001170128 メンタルヘルスカウンセラーを養成するオンライン講座の販売促進

1502 東京都 株式会社スピリッツ 5011001060408 非対面・無観客型エンターテイメントのライブ映像配信事業の構築

1503 東京都 株式会社モトケンホーム 5011401013790 不動産売却査定フォームによる非対面集客のためのWeb制作

1504 東京都 チッパーズ デリバリの本格化と地域密着サービスでコロナに負けない店づくり

1505 東京都 浜島商事株式会社 9011601005642 デジタルコンテンツ配信事業

1506 東京都 しゅとう鍼灸サロン コロナ感染症対策のための個室鍼灸施術ブース設置

1507 東京都 ＣＨＥＣＫＩ株式会社 2010401156058 ウィズコロナ時代に則した「オンライン事務代行業」の販路拡大

1508 東京都 株式会社Ａ．Ｉ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 6013401007219 新規サービスサイトを駆使した非対面営業での見込み客獲得強化

1509 東京都 株式会社ＭＯＭＥＮＴ 5030001109634 テイクアウト冷麺商品の導入による新規客の開拓

1510 東京都 株式会社ＮＥＸＴＡＧＥ 7010401151392 非対面オーディション・人材管理システム導入による販路開拓事業

1511 東京都 株式会社Ｂｅｅｓｌｏｗ 5011001127438 店舗への感染症対策を施した音声配信スタジオ機能の設置

1512 東京都 株式会社シェルズ 5011001134566 製品抗ウィルス対応照明器具の商品開発及び販売の広報

1513 東京都 マリッジスター東京 結婚商談所のオンラインビジネス化事業

1514 東京都 ｉＤｉＯＳＬＡＢ HP開設を通じた販売促進によるプログラミング指導顧客の拡大

1515 東京都 有限会社タケローズ 9012802004697 ホームページをリニューアルし自動車パーツの販売

1516 東京都 ナオミホリイケスタジオ コロナ禍であっても芸術に触れる機会を失わない取り組み

1517 東京都 株式会社Ｂａｓｉｃ　ｏｎｅ 4010901045758 ユーザプラットフォームに自動対応化を実現するアプリの導入

1518 東京都 合同会社小杉プロダクション 3010503003636 お習いごとeラーニング学習における対人接触機会減少の取組み

1519 東京都 アークラングサーチ 自社製品のオンライン販売と感染対策をした木工教室の開催

1520 東京都 キサラギヤ 新ビジネスに必要な知識構築と研究実践による技術向上を目指す

1521 東京都 ディグニー 独自ブランド化粧品開発及び非対面販路開拓

1522 東京都 合同会社町子屋 3011003006617 オンライン指導システムの開発

1523 東京都 株式会社クーペックス 4010401135621 LED事業の完全オンライン化による非対面販路開拓の推進

1524 東京都 ボディメイクスタジオレオ 出張サービスとネット販売でコロナ渦のトレーニング問題に貢献

1525 東京都 株式会社コムクス 6010601001794 感染防止対策支援新事業のためのＨＰ構築

1526 東京都 合資会社ｗｉｎ－ｗｉｎ 3011303001581 最短15分「塗るだけヘナ」で美容院の滞在時間と接触機会を減少

1527 東京都 株式会社ＯＭＥＧＡ　ＨＩＧＨ 1010001169205 事業承継を見据えたオンライン中核人材教育サービスの集客事業

1528 東京都 ペイント 早稲田の開放感のあるアパレルショップで体験型の購入を！

1529 東京都 株式会社一 2011001137035 ＷＥＢサイト上での非対面打ち合わせによる世界に一つの指輪作成

1530 東京都 有限会社嶋田葬祭 1010902007545 オンライン葬祭サービスの提供

1531 東京都 有限会社快 6011302002330 鍼灸院の営業活動、及び患者へのフォローのオンライン化

1532 東京都 株式会社プレミアムステージ 3011001101972 好印象プロデュース®プログラムオンライン化に伴う新規販路開拓

1533 東京都 千載一茶 オンライン販売の為のホームページ制作を行い中国茶の宣伝活動

1534 東京都 株式会社アクアパック 6040001087440 ポストコロナに向け非対面営業強化のHP再構築とECサイト開設

1535 東京都 合同会社ＦＡＳＴ　ＰＬＵＳ 1011703001183 オンライン強化　ドライバー講習の非対面実施への転換

1536 東京都 株式会社ジャスティ 4013301024365 非接触型ビジネスへの転換とＳＮＳによる販路拡大事業

1537 東京都 株式会社ジャパネストフロンティア 9012701015003 「不動産賃貸経営からオンライン中心の不動産仲介業への進出」

1538 東京都 森と踊る株式会社 3010101012213 ウェブサイト改変とウェブショップ開設による製品の新規販路開拓

1539 東京都 株式会社ＰＩＥＣＥ　ＥＩＧＨＴ 8010001145265 オンライン予約システムによる顧客開拓と感染対策の為の店舗整備

1540 東京都 シェ・シィク 店内の感染対策の徹底とHPを活用した感対対策の周知事業

1541 東京都 株式会社ソライツ 1011001112947 求人サイト

1542 東京都 有限会社ワイケーオリジン 3100002011288 VTuberとコラボしたオンラインイベントのための広告と専用

1543 東京都 株式会社ラシエスタ 6010901039881 一品で年商3000万円のノウハウを全てのハンドメイド作家に！

1544 東京都 株式会社クリディア 6011001136363 オンライン展開可能なナイトウエア製造販

1545 東京都 有限会社飯村左官工業 3011702000812 オンラインを活用しながら売上の底上げと会社の活性化を実現する

1546 東京都 ムービープロダクション ドローン動画の非対面受注システム

1547 東京都 ＭａｋｓＹｏｕＢｅａｕｔｉｆｕｌ オンラインカウンセリングによる非対面での販路拡大事業

1548 東京都 株式会社ペルセウス 8011001062376 ビジネスコンテンツの配信と動画ライブラリーの制作

1549 東京都 柿沼 賃貸事業の非対面内見・契約システム導入による販路拡大

1550 東京都 株式会社ＳＷＩＴＣＨ 5030001109345 ネット販促強化 通販事業スタート 収益多角化を目指す
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1551 東京都 ｍｏｎｐｕｐｐｙもんぱぴ 「ペット代替猫のあみぐるみ」販路・周知ウェブ化による市場拡大

1552 東京都 CandLe MATE アートヒーリングキャンドルを対面からＥＣチャネルへ販路拡大

1553 東京都 株式会社ＶＡＮＺＡＩ 2011201021906 ツール導入及び動画コンテンツによる業務効率化

1554 東京都 小高 自宅に居ながらにして受けられる出張ヘアスタイリングサービス

1555 東京都 株式会社Ｆｒａｎｃｅ　Ｂｉｚｉｎ 3010601038666 Ｆｒａｎｃｅ美人プロ　育成計画

1556 東京都 有限会社オギ・コーポレーション 9012402016226 オンラインツールを活用した当社2軸ビジネスの業績向上事業

1557 東京都 後藤尚子 ダンサー・パフォーマー業に特化したマーケティングサポート事業

1558 東京都 北野良典会計税理士事務所 非対面の紹介サイトを利用した顧問、融資、補助金等申請支援事業

1559 東京都 株式会社内山商事 9013101008241 オンライン商談システム導入による制服事業の強化

1560 東京都 丹野光久 非対面型のオンライン授業ウェブシステム

1561 東京都 ティー・ケー・プランニング株式会社 7011801034187 テイクアウト店のすしマシン導入による人員効率化と店舗PR事業

1562 東京都 ミネルウァ株式会社 8010401154114 感染対策のための「オンライン販売システム」の構築と販路開拓

1563 東京都 株式会社シェアガント 2010401138510 在宅勤務に最適化されたクラウドプロジェクト管理ツール運用開発

1564 東京都 株式会社Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｔｈｏｕｇｈｔｓ 4011001099793 海外向け通販サイトの開設及びSNS素材制作

1565 東京都 コバヤ印刷株式会社 9011401002237 紙製抗菌マスクケースによるホテル旅館業・外食産業への販路開拓

1566 東京都 株式会社日本オリーヴ研究所 5010901041608 オリーヴオイルの自社ネット通販サイト構築

1567 東京都 未来貿易株式会社 8013301044764 自社ECサイト構築によるオンラインショッピング事業の効率化

1568 東京都 行政書士芦田事務所 自社ホームページの開発によりオンライン販路開拓

1569 東京都 株式会社アーティストクルー 5010601040983 宅録収録による受注強化と自社コンテンツ制作

1570 東京都 松久准子 遺伝子データを活用した栄養サポート

1571 東京都 有限会社アユ 8011702012860 お店の味をわが家で！ 食べる国際化！

1572 東京都 兼重清志 オンラインを活用してどこでもパーソナルトレーニング

1573 東京都 株式会社クリアパートナー 5010001173434 オンラインでの営業強化のためのWebサイトリニューアル

1574 東京都 アニバース合同会社 8013103000759 オンライン商談可能なWEBサイトの作成

1575 東京都 有限会社ナカシマ 9011202004416 着付＆ヘアメイクから非接触ウエディングプロデューサーへの転換

1576 東京都 オンラインサポート合同会社 2011603003122 『電子書籍』領域の非対面型ビジネスの展開

1577 東京都 株式会社ＷＳ 7011001111431 職人たちの技術が詰まった商品をECサイトで全国に届ける

1578 東京都 オリジナルペット ペットメモリアルグッズ販売システムの開発と販路開拓

1579 東京都 株式会社ウィル 5040001081485 HP作成による非接触型営業拡大の告知

1580 東京都 オリエント特許事務所 特許技術者向けオンラインでの動画提供とコンサルティング実施

1581 東京都 ＩＦＰ オンライン面談の推進とＨＰとの連携による販路開拓

1582 東京都 株式会社ＭＩＤＡＳ 1011001134413 化粧品のECサイト販売事業

1583 東京都 Ｍｉｃａｎ合同会社 7010403024407 ヘルスケアリーフレット提供サービスの広告事業

1584 東京都 株式会社タイヨー販売 6010501029647 遊技場向け自社ECサイト（非対面営業システム）の導入

1585 東京都 シークロス合同会社 6010003034476 高機能洗剤による非対面訪問洗車サービスとシルバー雇用促進事業

1586 東京都 株式会社エンサイドソリューションズ 6010601054702 非対面型事業への対応に向けた体制・業務プロセスの見直し

1587 東京都 東池袋法律事務所（弁護士　根本達矢） インターネット・トラブル等に関する法務対応のウェブ集客

1588 東京都 株式会社日本ナチュラルエイジングケア研究所 8010401104523 自社開発シャンプー等の一般消費者に向けたEC販売

1589 東京都 有限会社フォーセンス 6012402022227 オンラインツール活用による新たな営業スタイルの導入と挑戦

1590 東京都 ｔＡｉｍ一級建築士事務所 オンラインでのプラン相談サービス

1591 東京都 株式会社ジェイリーパス 7011401021602 新規顧客獲得のための配信事業におけるWEB広告の実施

1592 東京都 ネムコーヒーアンドエスプレッソ Webショップ開設、屋外飲食スペース増設での新規客獲得

1593 東京都 株式会社パイロスミス 1010902024730 鮮度抜群の魚貝によるテイクアウト・デリバリー用商品の開発事業

1594 東京都 株式会社ＷＡＢＩ 7010801027093 更年期サポート事業の情報発信と本講座コンテンツ作り

1595 東京都 VIVACEst オンライン研修事業の確立とホームページ、SNSによる顧客創出

1596 東京都 ｉｎｆｏ２ｉｎｆｏ ネット物販の新規参入者向け情報提供サービス

1597 東京都 有限会社海風堂 4012402021107 工務店に防音施工ノウハウを提供し需要に応える体制を整備する。

1598 東京都 ＳＨＵＫＯ　ＩＴＯ　ＯＦＦＩＣＥ オンラインでの空間デザイン・コンサルティングの展開

1599 東京都 カクタ　アイリ 通販用ＥＣサイト構築・動画によるオンライン商品案内

1600 東京都 有限会社エモントレーディングカンパニー 5011002005898 希少な食肉のオンライン販売事業(中食をする個人消費者向け)
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1601 東京都 合同会社ＷＩＮＤＳ 5010403009178 WITHコロナに向けた店舗改装 セット面増設と導線確保

1602 東京都 株式会社ｂｌｕｅｃｏｍｂ 7011001126421 オンラインカウンセリングの開始と集客プロモーション活動の強化

1603 東京都 株式会社あだちのＹＥＡＨ 4011101074507 オンラインアナログゲーム社内研修

1604 東京都 Ｓｕｃｃｅｓｓ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 9011601020914 キッチンカーでの移動販売

1605 東京都 Ｒａｉｎｂｏｗ　Ａｒｋ オンライン非対面型カウンセリング、及びカウンセリング講座

1606 東京都 まごころフィナンシャルサービス株式会社 6040001084561 中小企業向け企業型確定拠出年金Ｗｅｂ対応型エントリーシステム

1607 東京都 美温活サロン　Ｌｕｐｏ　ｌｕｘｅ オンラインダイエット事業の為の物販販売と予約決済付きHP制作

1608 東京都 リバース スロピラ®︎オンラインレッスンの広報活動

1609 東京都 株式会社Ａｎｅ 3010401153203 学生向け無料オンラインサロンを運営するための会員サイト制作

1610 東京都 合同会社バーナードジョー 8010603006583 美容室事業プラス店の予約マルチチャネル化

1611 東京都 湯－モア電鉄株式会社 1010401129790 健康美容・地域名産品販売の動画型EC化による非接触の強化

1612 東京都 株式会社パパラカ研究所 4010001206822 Webコンテンツ拡充による顧客開拓、非対面サービスの充実

1613 東京都 合同会社ＶＩＮＴ 7010403018111 非対面型メンズ脱毛サロンHP作成・システム導入

1614 東京都 株式会社快援隊 1010903004277 抗菌・殺菌コロナ対策業務のオンライン見積・受注管理HP構築事

1615 東京都 ｓｏｍｅｏｎｅ　ｌｉｋｅ　ｙｏｕ合同会社 1010703005772 中小企業新事業立ち上げ新・講座型コンサルティングサービス

1616 東京都 株式会社グラントシー 2011301022606 WEB診断システム活用と新規客開拓により新たなサービス拡大

1617 東京都 齋藤由香利 地方音大受験生をサポート、オンラインレッスンの構築

1618 東京都 ガミデザイン 非対面化受注機能付きサイトで発注者も制作者もWin-Win

1619 東京都 ミチビク株式会社 8011001139950 オンラインで株主総会と取締役会が開催できるクラウドサービス

1620 東京都 株式会社リタフェ 1010801031365 非対面事業モデルによるリスク回避と顧客満足度の向上

1621 東京都 アルファ美容室 セルフケア機器の導入による非接触サービスの販売

1622 東京都 株式会社プルスウルトラ 6010701033102 非対面映像収録での広報動画制作及び配信（アーカイブ）事業

1623 東京都 バン・ソーシャ株式会社 8010001215299 第一次産業向けネット通販立ち上げ事業「ネットで売れるくん」

1624 東京都 株式会社ツムグ・ブラザーズ 4011301019740 オンラインツールを活用した顧客・販路開拓および業務効率化事業

1625 東京都 株式会社ＨＡＲＵ 1011001104432 オーガニック１００％オリジナルブランド化粧品のＥＣサイト販促

1626 東京都 ＴＬＰＣ株式会社 3011101085430 非対面型コンサルティングのためのSNS分析システムの構築

1627 東京都 じばぴープロジェクト 高齢者の対人接触機会減少に資するオンライン見守りサービス構築

1628 東京都 株式会社ピュアライン 7130001046130 ECサイト立ち上げとSNSを活用した集客の構築

1629 東京都 Ａ　Ｈｏｌｙ　Ｔｒｕｓｔ　Ｐａｒｔｎｅｒ 対人接触機会減少に取組む計画はニューロン体操のオンライン化

1630 東京都 株式会社Ｎｅｗ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ 9011001140981 ヘルスケア事業をオンライン化するECの構築

1631 東京都 ＫＡＴＥＣＯ ネット集客で感染低減！家の中で完結！オンライン家庭学習コーチ

1632 東京都 有限会社ルネージュ 1010402035732 IT活用による集客力向上と顧客満足に繋げる為の業務効率化

1633 東京都 ライフコンサルティング株式会社 6010001199503 リフォーム会社専用のオンラインマッチングサービス

1634 東京都 株式会社ピエンタ 3011701022320 女性の独立支援！動画クリエイター用イーラーニング開発

1635 東京都 月島ききょう 非接触型電子メニューと会計方式の導入、換気設備の強化

1636 東京都 株式会社心愛 8012801010004 オンライン内見&商談ツールと業務効率化ツールで集客強化事業

1637 東京都 株式会社アセットレジデンシャル 7013301045202 面談のオンライン化の推進とWEBサイトを活用した新規顧客開拓

1638 東京都 ＬＢＬスタッフ合同会社 6010603008805 事業リモート対応化のための予約・会員登録サイト

1639 東京都 Ｃｒｅｓｃｅｒｅ Webマーケターを育成するオンラインサロンの運営

1640 東京都 山崎大樹 訴訟募集Webサイトを通じて、感染症リスク3ゼロを実現

1641 東京都 株式会社ＬＡＧＦ 9010401144956 メディアを通じた認知度向上と、LP制作による集客の実現

1642 東京都 株式会社Ｋ＆Ｔ 3010401100576 コロナに負けるな！低感染リスク型多言語自社EC立上げ事業

1643 東京都 吉村千絵 オンラインレッスンの販路開拓のためのホームページ制作

1644 東京都 株式会社青い鳥 6011101077929 対面接触機会を減少させるオンライン集客フローの構築

1645 東京都 本間　貴文 オンラインセミナー導入によるオンライン事業の生産プロセス確立

1646 東京都 株式会社ｔｕｒｂａ 7011001063391 美容室ECサイト制作による間接的コロナ対策の集客スキーム構築

1647 東京都 株式会社Ｓプラン 4010601049786 オンライン受注サイトの制作

1648 東京都 株式会社Ｇｏｂｉ－Ｇａｚａｒ　Ｊａｐａｎ 4012401036551 ECサイト開発により、カシミヤ祖国からの宝物を日本市場へ

1649 東京都 中井直樹公認会計士事務所 リモート完結サービスの販路拡大及び業務効率化

1650 東京都 耕合同会社 8013103000825 【注文からお届けまで完全非接触化の胡蝶欄ECサイト作成】
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1651 東京都 株式会社ＳＴＥＬＬＡ　ＮＥＸＵＳ 9012301012516 オンラインパーソナルトレーニング事業開始

1652 東京都 合同会社Ｓｕｓａｎｏｏ 5011003012398 オンラインセレクトショップの開設と広告

1653 東京都 pollo インテリア提案のオンライン化

1654 東京都 有限会社ＤＳＢ 1010402021798 店舗オリジナルアプリの導入による分散来店促進事業

1655 東京都 リバーストーン 観光コンテンツの共通情報発信サイト『リバスト』の開発

1656 東京都 株式会社Ｓ’Ｃｏｎｎｅｃｔ 3011001139245 非対面で営業・面談・セミナーが可能なHPの制作

1657 東京都 株式会社タップス 9011701018107 動画マーケティングコンサルティング＋クリエイター紹介サービス

1658 東京都 ＳＵＰＡＬＩＶ株式会社 4010701030927 Web広告・キャンペーンページを活用した売上拡大・販路開拓

1659 東京都 株式会社Ｈｕｍａｎ　Ａｒｔ　Ｔｈｅａｔｅｒ 2010401158632 オンラインによるコロナ禍における心と身体の健康促進セミナー

1660 東京都 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｔｉｍｅ 7030001106638 新規自社ECサイトの広告宣伝による新規顧客開拓

1661 東京都 長岡運送 自信が持てる体づくりの為の非対面トレーニングの事業展開

1662 東京都 スカウトビデオスタジオジン 業界初動画求人サービスマッチング専用サイト開発

1663 東京都 株式会社エイジー 2010001185003 バーチャルリアリティ事業発足による対人接触減少の取組

1664 東京都 株式会社ルート・アンド・パートナーズ 3010001132425 調査と研修の対人非接触型オンラインビジネスモデルへの転換事業

1665 東京都 株式会社ＢＥＧＩＮＳ 6010901042869 非対面型新規事業のECサイト構築、販路開拓と拡大売上強化

1666 東京都 株式会社ＦｉｇｈｔｆｏｒＬｉｆｅ 1012701013410 顧客対応におけるLINEチャットボットシステムの導入

1667 東京都 有限会社ｒ 2011302014973 得意技術のオンライン告知強化による新規開拓と顧客呼戻し

1668 東京都 ウェルネスかとう治療室 感染リスク低減を目的とした原付バイク利用による出張訪問治療

1669 東京都 ＳＨＡＫＥ　ＨＡＮＤ合同会社 9011603002753 新サービス(撮影不要の動画制作)普及のためのP R取組み

1670 東京都 株式会社ＫＮクリエーション 5010701027575 小規模事業者持続化補助金

1671 東京都 合同会社ギフトポート 1011103009777 音楽家の生活を向上させるオンライン仕事受注プラットフォーム

1672 東京都 合同会社Ｕｃｙｃｌｅ 7010603008275 コロナ禍でもお店の味を届けたい。加工品開発と販売チャネル増強

1673 東京都 ＵＣＡＲｉ ポストコロナへの防音室導入による非対人オンライン実演への移行

1674 東京都 サロン　エヌ 独自のECサイトの構築による非対面での販売促進・売上向上

1675 東京都 トラスト・クオリティー株式会社 3012401035513 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞

1676 東京都 株式会社アントロット 9010001212898 プレスリリース自動配信機能＋リモート取材効率化機能サービス化

1677 東京都 ＲＡＦＴ合同会社 5011703001799 オンラインによるビジネス研修用ホームページ制作

1678 東京都 サンプライズ株式会社 3012401013790 専門家による対面商品紹介の非対面ビジネスモデルへの移行

1679 東京都 株式会社エフ・ツー・エル 8010401158949 非対面レッスンの促進による新規販路の開拓

1680 東京都 東和電工株式会社 1011701023543 HPを活用したオンラインでの外注先の獲得

1681 東京都 ＯＷＬＵＮＥＲＩＫＩＴＣＨＥＮＺ HP作成による販路拡大及びリモート完結型サービスへの移行

1682 東京都 Ｅｎｐｅｒｏｒ株式会社 1030001122599 対中小企業のHPリニューアルアウトソーシングサービスを展開

1683 東京都 株式会社ｆｅｎｇａｒｉ 5011101092771 新美容商材の開発と販売促進

1684 東京都 株式会社グレイスホールディングス 3010001123564 非対面ビジネスモデル転換のための自動顧客対応システムの導入

1685 東京都 株式会社メガ・スーツ 1011001140048 オンラインを活用した販売スタイルの構築と PR 事業

1686 東京都 株式会社３ＲＥＶ． 7010401158487 アパレル製品のECサイト販売プロジェクト

1687 東京都 ヘアースパパズ 対人接触機会を少しでも減らすECサイトの導入

1688 東京都 大場不動産株式会社 3011701018376 非対面での現地集客及びVRによる内見を活用した新たな販路開拓

1689 東京都 株式会社オフィスアサクラ 7010601054825 商談・成約まで完遂できるホームページの構築による顧客獲得事業

1690 東京都 株式会社キーボ 1011601023239 全国各地の仕入れと購買意欲のある地方のお客様のマッチング事業

1691 東京都 株式会社ＣＡＮＤＹ 5010501043104 自社ECサイトの構築による販路開拓事業

1692 東京都 株式会社ＪＥＷＥＬ 2011101071555 ホームケア用品の通販により自宅とサロンの併用を促進する事業

1693 東京都 プラットワークス行政書士事務所 新型コロナ対応の非対面式フルオンライン申請サービスの提供

1694 東京都 株式会社朋映アート 9010001007092 オンラインお見合い可能な仲人型結婚相談事業計画

1695 東京都 株式会社リロ・クック 2010401157130 低感染リスクファインダイニング人材紹介とWEB、動画広告宣伝

1696 東京都 株式会社ＤＯＭＡＩＮ．Ｇ 5010401159628 感染リスク低減のためのネットによるコンサルタント業構築事業

1697 東京都 パーフェクトワールド株式会社 2011001064452 自社オリジナル映像配信サイト【ALLDAY】の設立

1698 東京都 株式会社ブルーフォース 8011001097637 非対面でのお金の講座実現と犬との生活関連グッズで販売加速

1699 東京都 カネブン青果株式会社 4010801002677 弊社営業スタイルの非対面型ビジネスモデルへの転換

1700 東京都 株式会社カレント 4011801021064 オンラインを活用した、非対面化ビジネスモデルの実現。
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1701 東京都 株式会社ラーフス 4011201020311 非対面のポスティング事業への経営方針の転換による販路拡大

1702 東京都 株式会社ワイン蔵 7010901048824 感染リスク低下の為のオンライン予約システムの構築

1703 東京都 株式会社ｌｅａｆｅｃｔ 2011301026937 国産野草茶のオンラインを利用した販売方法の構築

1704 東京都 ヘアエステラプラス 新エステサービスの開発による店舗稼働率の向上と新規顧客の獲得

1705 東京都 株式会社ＮｅＸＴ　ＳＴＡＲ 7240001044940 フルリモートビジネスモデル競争に打ち勝つためのオンライン強化

1706 東京都 Ｒｕ 施術動画非対面説明・予約システムとチャットシステムの提供

1707 東京都 河本由利子 空き家の再生のオンライン啓蒙事業

1708 東京都 株式会社Ｋ－Ｂｅｔｔｅｒ 3011101088813 売上・人員確保の為のカウンセリング・予約管理のデジタル化事業

1709 東京都 株式会社マナティ 9011101085986 受付対応のチャットボット導入と運用コンサルティング

1710 東京都 笠間洋平 自宅で行う音楽活動の拡大、クオリティーの向上

1711 東京都 いろはペン字習字教室 「対面式」のような臨場感のある非対面式ペン字レッスンの実施

1712 東京都 株式会社ライフリークリエイション 3010001193814 感染リスク抑制と業績安定のための新サービス

1713 東京都 株式会社セナード 2010901038144 Amazonを活用したメンズ肌着通販事業の開始

1714 東京都 株式会社トラストイック 4011803001394 ウィズコロナにおける化粧品企画及び自社ECによる小売業

1715 東京都 株式会社エスキース 9010901047832 ECサイト構築および導入による対人接触を伴わない商品販売

1716 東京都 バロン吉元 対人接触機会を減少させるECサイト開発及び販売に伴う環境整備

1717 東京都 オクタグラム株式会社 1010401154293 オンラインで営業研修の実施

1718 東京都 株式会社ミカイハック 2010001171705 自社内での完結型オンライン教育モデルへのシフト

1719 東京都 株式会社Ｒ．Ｍ．Ｙ 2011001132944 SNSからお客様がスムーズに商品を購入できるECサイト制作

1720 東京都 有限会社ポパイ 4011002035392 オンラインでの接客で販売力を有効活用!

1721 東京都 音のアトリエＰｉａｃｈａｒｍ クレジットカード決済機能付非接触型チケット発行システムの導入

1722 東京都 株式会社ＰＬＵＧ 4011001113918 ユニセックスを中心とした自社ブランドのWEB・ECサイト作成

1723 東京都 株式会社ネイルケアリスト協会 7011101093743 オンラインでのネイルケアリスト養成プログラム

1724 東京都 有限会社ラプラス 3010002050601 オンラインセミナーと新規顧客開拓のホームページ制作・広告運用

1725 東京都 株式会社ＦＭＩ 5013201013970 対面販売から非対面販売への転換と販路開拓事業

1726 東京都 株式会社アロー・ケアクルーズ 7010901048592 IoT高齢者見守りシステム「みまもるん」

1727 東京都 トラストチェーン合同会社 7010003034822 営業・契約業務の完全ウェブ化による会員獲得プロジェクト

1728 東京都 株式会社アクト・ワン 4011101090495 ライバー事業部を主軸とした新たなサービス展開

1729 東京都 株式会社Ｄｅｅｐ　Ｈａｒｍｏｎｙ 2010901023344 感染対策を徹底したオンライン研修事業

1730 東京都 株式会社マリン 9010601032812 WEB商談システムとECサイトの非対面型販売で売り上げ挽回

1731 東京都 ＳｐｅｃｉａｌーＩＤ オンライン予約・受注ができる動画ECサイトの制作

1732 東京都 Ｎｅｘｔ　Ｔｏｍｏｒｒｏｗ株式会社 2010001210223 チャットBotを活用した新しい働き方改革改善セミナー事業

1733 東京都 おさむらい部 【おさむらい部】設備の更新・追加した上での事業拡大計画

1734 東京都 高橋麗暉 巣ごもり需要に合わせた自宅トレーニング用スマート縄跳びの販売

1735 東京都 ＣＷＣ株式会社 1010001187470 音楽ライブによる感染リスク回避のための非接触アプリ導入

1736 東京都 株式会社ＦＰオフィス宝者 5010001217918 オンラインセミナー実現のための体制構築

1737 東京都 元気朝礼株式会社 3011701017650 感染リスク低減！予約強化HP構築で完全予約制と売上UPの実現

1738 東京都 株式会社Ｌｉｅｎ 2070001036712 感染防止対策と販路開拓の並行を叶えるためのオンライン戦略

1739 東京都 株式会社スペースインテリアクラ 2012801010273 SFA導入による強固な事業地盤の確立、会社の規模拡大

1740 東京都 エスティバル株式会社 2010001200199 低価格WordPressテーマ販売強化のためのECサイト構築

1741 東京都 株式会社ＴＳＵＫＵＲＵ 3011001141234 おでんのテイクアウト販売と自社ホームページ立上げ

1742 東京都 株式会社ＭＡＲＴＩＮ　ＲＯＣＫ 9011501025609 世界初の牛乳由来成分を使用した美容液のオンライン販売促進

1743 東京都 みらい建設株式会社 8010601049436 巣ごもり消費に対応したDIY向ウッドデッキ材の非対面販売事業

1744 東京都 宇宙ワーママ ECサイト制作や非対面型新事業構築と多言語化による海外展開

1745 東京都 小林智之 外出不要！非接触機能を特化させ、産地直送野菜/米を全国に販売

1746 東京都 株式会社Ｌｉｆｅ＆Ｅｎｅｒｇｙ 6011001135365 オンラインによるビジネスコンサルティング事業の販路拡大

1747 東京都 株式会社ＳＴＪ 5020001123801 オーストラリア特化型の海外不動産投資サポートの為のHP制作

1748 東京都 株式会社ちゃんフク 8010901047494 オンラインマーケティングサービス事業

1749 東京都 株式会社ＴＩＩＳ 1010001210579 顧客満足度を維持した実店舗・問屋向け非対面型ビジネスの推進

1750 東京都 株式会社エイ・シームジャパン 6010001134311 日本製健康食品のオンラインでの海外販売とそのブランディング
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1751 東京都 ＫＯＫＵＡ株式会社 7010001214913 ペット用品のオンライン販売を可能にするECサイト制作

1752 東京都 株式会社Ｒ＆Ｏ 6010801028778 コーポレートサイト制作による非対面営業力強化

1753 東京都 Idéal 複数店舗展開に向けての安心感と満足度の提供

1754 東京都 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ株式会社 2011001139601 非対面のためのオンライン販売事業への転換

1755 神奈川県 Ｃｅｎｔｒｅ　ｏｆ　Ｄｉｓｔａｎｔ　Ｔｈｅａｔｒｅ リモートでも効果を発揮する箱庭セラピーとオンラインギャラリー

1756 神奈川県 ｉｄｏ リモート撮影スタジオ設置による非対面サービスの強化

1757 神奈川県 株式会社Ｃ＆Ｍフードリンク 9021001035818 「テイクアウト用生ホルモン販売と感染拡大防止対策の強化徹底」

1758 神奈川県 山本　茂彦 事業所内スタジオへのICT導入と完全オンライン化

1759 神奈川県 清和電資工業有限会社 1021002058445 製造のテレワーク化による接触機会削減と安定的生産体制の構築

1760 神奈川県 株式会社ティー・ケー・コーポレーション 8020001047700 お客様の、お客様による、お客様のためのポストコロナサロン

1761 神奈川県 合同会社ＩＮＡＧＡＫＩ亭 5021003007117 オンラインシステムで茅ケ崎のちょっと贅沢をいつでもそばに

1762 神奈川県 合同会社ＳｍｉｌｅＫｉｄｓ 5020003011277 オンライン面談・見学システムの導入による集客力強化の取組

1763 神奈川県 Ｆｒｏｍ－Ｋ ネットも活用した障害児者介護つなぎの販売拡大

1764 神奈川県 ワンオータス株式会社 7021001019070 待合スペース構築によるテイクアウトサービス開始と広告宣伝

1765 神奈川県 アリス 御一人様個室の安心「まつエク＆デジパサービス」で新規顧客開拓

1766 神奈川県 株式会社Ｍ＆Ｈフーズジャパン 3021001048222 焼き鳥テイクアウト窓口およびオンライン注文機能整備事業

1767 神奈川県 大清工業株式会社 1020001007603 自社開発商品の販売のためのECサイト構築とネット広告

1768 神奈川県 株式会社アンブレラファイナンシャルサービス 3020001095588 非対面商談ツール・動画・ＬＰ制作による販売促進と情報共有強化

1769 神奈川県 有限会社クレスコ 5010802019075 テイクアウト事業の本格強化による売上拡大事業

1770 神奈川県 株式会社風間 8021001060882 自家焙煎コーヒーのネット販売

1771 神奈川県 株式会社永島農縁 5020001126498 卓上量り込み機導入による、出荷の短時間化と密状態の削減

1772 神奈川県 ワンズ オンライン個別授業コース開始に伴う非対面ビジネスの展開

1773 神奈川県 株式会社ロックウェル 9020001058374 テイクアウト販売開始に向けた商品開発事業

1774 神奈川県 ＡｚｕｒｉｔｅＳｔｙｌｅ株式会社 8020001093216 オンライン講座・動画配信等の広報強化とＥＣサイトの再構築

1775 神奈川県 五つ太鼓澄秀会 伝統芸能「五つ太鼓」のLIVE配信で、地域の活性化と雇用創出

1776 神奈川県 株式会社ライフ 4020001108497 スマホで見積り、「引越し」＆「楽々おかたづけサービス」の提供

1777 神奈川県 株式会社コマヤシュー 9021001009739 老舗の実店舗販売型から新たにECサイトを活用した販路開拓挑戦

1778 神奈川県 合同会社アスリード 1021003007748 福祉事業所によるハウスクリーニング事業

1779 神奈川県 株式会社ｉｎｉｔｉｕｍ 9010801030533 鳥獣被害から生活と事業を守るオンラインストア展開事業

1780 神奈川県 株式会社デュアル・セアリー 8020001093570 オンラインダンスレッスンで初心者に優しい基礎レッスン開始

1781 神奈川県 伸英伸英 動画配信スタジオによるコミュニケーション改革と販路開拓

1782 神奈川県 結婚相談所ディレクション オンラインサービスの構築とWEB集客による新規事業展開

1783 神奈川県 有限会社Ｇａｔｅ　Ｊａｐａｎ 5020002079571 ECサイトや動画を使い対人営業を削減し効率化と新規獲得を狙う

1784 神奈川県 株式会社ミューズポート 7020001063582 もっと歌が好きになる！自宅でボイトレ♪オンラインレッスン事業

1785 神奈川県 株式会社Ｂｅａｒ　Ｂｅａｒ 5020001108224 コロナ禍でも笑顔になるBearBearシフォンケーキをお届け

1786 神奈川県 株式会社アイノート 2020001109927 オンラインダイエットおよびEC事業

1787 神奈川県 Ｃａｎｔｉｋ ホームエステのためのオンラインショップの開設及び販売促進

1788 神奈川県 リュニック オンラインへの取り組みと業務効率化の為の機器導入

1789 神奈川県 株式会社アース．エコロジー 1020001083058 温湿度制御盤の製造・販売

1790 神奈川県 合資会社温石 7020003002712 宅配用新メニュー開発とその広告、および宅配用店内設備の増強

1791 神奈川県 GIARDINO Webへ弊社強みを集約、対人接触機会の削減可能な成長計画

1792 神奈川県 株式会社アスク青山アカデミー 2020002104266 オンライン個別指導サービス

1793 神奈川県 ラカーサディノンノ 対人接触機会の減少のためのデリバリー事業の強化

1794 神奈川県 インターナショナルエンターテイメント株式会社 6020001078788 海外と地方を結んだオンラインレッスンによる売上向上

1795 神奈川県 株式会社ＭＡＨＡＬＯ 1021001053942 個室でゆっくりじっくりプロ用機材を使ったセルフエステサービス

1796 神奈川県 有限会社グリーンタウンゴルフクラブ 1021002043447 野菜自動販売機の導入による非対面型販売の確立と販路開拓

1797 神奈川県 はごろも 配信スタジオ兼、貸切特化のエンターテイメント茶屋

1798 神奈川県 福祉マネジメントラボ 福祉施設コンサルティングのオンライン営業の実現事業

1799 神奈川県 足柄食品 在庫管理までOK！非接触＆人手不足解消御用聞き事業

1800 神奈川県 エヌエム 看護・看護業務サポートに特化した業務依頼サイトの構築
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1801 神奈川県 株式会社ＣＫ　Ｆｏｏｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 7021001009303 地元産の果物を使ったフルーツ綿菓子の製造、販売

1802 神奈川県 弘明寺食堂 EC サイト用の商品開発・販売による販路拡大への挑戦

1803 神奈川県 永豊通商株式会社 1020001016752 テイクアウト専用サイト制作とオンライン決済導入

1804 神奈川県 有限会社天＿ 1021002003434 ホームページ作成開設とネット広告

1805 神奈川県 Ｋｉｎｏ　Ｌａｂ　Ｇｌｏｃａｌ 映画配給者による直営型の配信システム活用事業

1806 神奈川県 株式会社ＦＯＤ 7021001065478 テイクアウトの販売増加に向けた厨房改修の取り組み

1807 神奈川県 宝亭フードサービス 弁当製造工場への事業転換

1808 神奈川県 無し ECサイトでのウェディングドレス、ペット用ドレスの新商品開発

1809 神奈川県 細川慎二 コンサートのオンライン化

1810 神奈川県 有限会社梶原重機 9020002069511 ポストコロナにおけるSFAを活用した新規顧客獲得と作業効率化

1811 神奈川県 アルモニーア 自社製品冷凍保存発送及びECサイト販路拡大計画

1812 神奈川県 ＴＨＥ　ＧＯＯＤ　ＧＯＯＤＩＥＳ ECサイト強化のためのリニューアルと定期販売サービスの構築

1813 神奈川県 アトリエプリマＭ＆Ｙ株式会社 4020001121731 アトリエプリマショップ／ニット製品ラインナップ充実化計画

1814 神奈川県 株式会社アールイーライフ 4020001085596 ＨＰとクラウド型塗装ソフトを活用したオンライン営業体制の構築

1815 神奈川県 株式会社リバーアップ 8020001113700 コロナ禍だから楽しみ成長できる、新たなスポーツ用品事業の構築

1816 神奈川県 欣ずし キッチンカーを活用した新たなジャンルの「2店舗目」出店事業

1817 神奈川県 KIITO ENTERTAINMENT 大道芸道具オンライン販売事業

1818 神奈川県 株式会社Ｌａｔｔｅｒｉａ　ＢｅＢｅ 8021001060833 対人接触機会減少に資するプレハブ型大型冷凍庫及び充填機導入事

1819 神奈川県 株式会社ココア 9021001053324 ECサイトでの商品販売と半個室化によるコロナ対策の強化

1820 神奈川県 株式会社ＳＫＬＯ 2020001067274 オンラインでの自社ブランド売上UPとワークショップキット開発

1821 神奈川県 ＴＴコーポレーション モバイルオーダーシステムの導入による業務改善計画

1822 神奈川県 有限会社丸谷嘉長写真事務所 7013202007895 対人接触機会を無くしたデジタルコンテンツの販売で売上アップ！

1823 神奈川県 淺野真代 2020001135568 オンライン上での新規面談数の獲得・顧客情報管理の一元化

1824 神奈川県 甲斐菜穂美 ナオミ先生のオンライン英会話スクール開校

1825 神奈川県 株式会社アムール 2020001040801 スタジオの無人受付化とオンラインレッスン、EC物販への転換

1826 神奈川県 司法書士すずらんリーガルオフィス 区役所電子広告によるオンライン面談の宣伝と感染防止対策

1827 神奈川県 株式会社Ｈｕｍｍｉｎｇ　Ｂｉｒｄ 7020001091914 Reineヘアケア製品COTA i CAREのEC販売

1828 神奈川県 Ｕｎｉｏｎ　Ｉｓ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ株式会社 7021001060512 ペット向けサロン運営の為の非対人型オンラインシステムの導入

1829 神奈川県 ＪＡＵＭＥ　ＬＡＢＲＯ合同会社 7021003004517 新プロジェクトのためのウェブサイトをデザイン展開していく。

1830 神奈川県 シウマイのタチバナ 広域展開を可能とする生産方式の導入とデリバリー需要への対応

1831 神奈川県 株式会社はるひ 1021001056103 自宅で美味しい料理ができるようになる！オンライン教室

1832 神奈川県 健湧接骨院 オンラインカウンセリングと治療器導入による対面時間の短縮

1833 神奈川県 ユージーユーアーキテクツ ネット完結型の図面作成サービスによる事業立て直し計画

1834 神奈川県 潜水茶屋 近海の魅力を伝える海中ガイドとダイビング講習のオンライン事業

1835 神奈川県 有限会社フレイア 8020002067301 非対面オートシャンプー導入による業務効率化と生産性向上

1836 神奈川県 ＴＭＹ合同会社 5020003016549 俺の牛タンカレーのテイクアウト・宅配強化による事業再構築

1837 神奈川県 山田夏音 音楽授業指導を取り入れたオンラインレッスン教室

1838 神奈川県 社会保険労務士事務所ジャスティス 非対面のオンライン面談推進のための事務所ホームページ改修

1839 神奈川県 株式会社Ｓｐｉｎｎｅｒ 1020001139025 フルセルフレジの導入による非接触の都心型野菜販売店の実現

1840 神奈川県 有限会社浜寿司 7020002098611 テイクアウト・デリバリー対応と宴会場から個室への間取り変更

1841 神奈川県 株式会社Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｉｎ 6020001132603 オンライン活用で経営改善・認知・売上・業務効率の向上を図る！

1842 神奈川県 合同会社わざあり 6021003005920 牛乳宅配業者の配送網を利用したフレーバーオリーブオイルの販売

1843 神奈川県 ＳＴコンサルティング有限会社 1020002106800 オンデマンド映像配信を活かしたお金の教育システム構築

1844 神奈川県 ｅ－Ｌｉｎｅ ポストコロナ時代の中、法人化による事業拡大と雇用創出への挑戦

1845 神奈川県 株式会社ユキプランニング 7020001119970 カリスママジシャンがオンラインで新たに声診断をスタート

1846 神奈川県 株式会社リフォーマル 6021001054589 非対面型オンラインリフォーム相談・予約システム構築と販促活動

1847 神奈川県 株式会社ダブズ 8021001051709 湘南・西湘の暮らしに関わる情報を発信するWEBシステムの構築

1848 神奈川県 はな ＷＥＢを活用した非対面型パーソナルカラー診断事業への進出

1849 神奈川県 株式会社相模修建 7021001067474 非対面営業を実現ホームページのリニューアル及び施工動画

1850 神奈川県 山本建具店 既存技術応用でつくる新事業・自社製作家具のEC立ち上げ
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1851 神奈川県 ジャックスガレージ バーチャルセレクトショップによる接触機会削減と新規顧客開拓

1852 神奈川県 カサデルス キャンドル教室のオンライン化及び制作キットのEC販売

1853 神奈川県 株式会社ＮＥＣＴ　Ｄｅｓｉｇｎ 2021001061218 日本の有名ブランドになる！非対面でのプレゼンテーション事業！

1854 神奈川県 大平重成 世界の名曲の伴奏音源と譜面販売

1855 神奈川県 有限会社宮﨑製菓 2020002099408 地元プロバスケチームとのコラボ新商品をオンラインにて提供

1856 神奈川県 有限会社鮨割烹駒 9020002056583 テイクアウト・デリバリー強化のための店内環境の整備事業

1857 神奈川県 株式会社ＣｏｎＴｅａｐｌｅ 9020001141394 ハーブティーのオンライン販売サービス立ち上げ

1858 神奈川県 田島昭宇 非接触イベントによる画業35周年企画の成功と新規ファン獲得

1859 神奈川県 ＧＥＮＴＩＬＥ ECサイト制作で感染リスク低減、販促強化

1860 神奈川県 株式会社久保田 4021001069110 コロナ禍での運営維持・発展のためのテイクアウト事業開始

1861 神奈川県 株式会社エブリッジ 4020001131400 非対面型営業によるオリジナルアプリ制作のご提案

1862 神奈川県 パントレプレナー ネット販売による低感染型ビジネス

1863 神奈川県 ジョインズ株式会社 6021001060471 個人不動産所有者を獲得するためのWEB広告

1864 神奈川県 株式会社ケーアドバンス 9021001045684 コロナ感染防止！オンラインツールで安全に業務効率化

1865 神奈川県 美人養成塾 会員制オンラインサービスによる美容サービスの提供

1866 神奈川県 株式会社末廣商会 1021001055385 対人接触機会を抑止するオンライン商談開始・新規取引先獲得事業

1867 神奈川県 ＶＥＮＩＶＩＤＩＶＩＣＩ ツール活用による顧客・席在庫管理で業務効率化と売上向上を実現

1868 神奈川県 伊藤建設 「非対面型」住宅オンライン診断、お見積り作成、商談システム

1869 神奈川県 有限会社ＴＡＤＡＭＡＳＡ 6021002011845 古民家カフェ名物の「あんみつ」テイクアウト事業

1870 神奈川県 多門メモリアル 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２回

1871 神奈川県 エアコンスター株式会社 3020001044363 WEBを活用しオンラインで新規顧客を開拓

1872 神奈川県 株式会社皇輝 4020001026352 車の試乗をオンライン予約で行い需要を掘り起こし販路開拓

1873 神奈川県 ＰｒｏｍｏＶｉｓｉｏｎ 店舗の非対面型サービスを実現するVR空間制作サービス

1874 神奈川県 株式会社ＳＹアリメントス 2020001121626 「アサイ―」通販事業強化のための販売チャネルの拡大・広告活動

1875 神奈川県 株式会社文昭堂好文の木 2021001032020 リフォームチラシならいんさつ工房in好文の木へ

1876 神奈川県 CBDnumber 納得いくまで繰り返し学べる！WEBで生活改善セミナー事業

1877 神奈川県 共同建設株式会社 6020001072592 ポストコロナ時代を見据えたホームページ活用による新規顧客開拓

1878 神奈川県 有限会社ラックグループ 7020002057815 HPとパンフレットを活用した施工事例の紹介と商談予約の効率化

1879 神奈川県 カラフル株式会社 8020001129416 専用ウェブサイトによる 「 記念日プロデュース 」 サービス

1880 神奈川県 Ｂｏｄｙ　Ｌｉｆｅ　Ｌａｂ 非接触・非対面型のオンラインパーソナルトレーニング事業

1881 神奈川県 有限会社コーラルクエスト 6021002036669 自社内分析体制確立

1882 神奈川県 音と映像と舞台の株式会社 9021001070204 演劇スクール・講演会、セミナー等のオンライン実施に関する事業

1883 神奈川県 丸岡建興株式会社 4020001071547 スマートモデルハウスの仕組みを取り入れた無人の現場見学会

1884 神奈川県 ＷＩＳＴＥＲＩＡ 非対面事業構築によるオンライン販路開拓プロジェクト

1885 神奈川県 湘南クオリティ オンラインツールを活用して売上の拡大、そして地域への貢献

1886 神奈川県 行政書士粂智仁事務所 行政書士による非対面型相続・遺言書書類作成支援サービス構築

1887 神奈川県 ＢＬＵＥＭＯＯＮ 自社ECショップ開設による感染症リスクを抑えた販路拡大事業

1888 神奈川県 根本和弥 健康需要を叶えるオンラインフィットネス用品のECサイト開設

1889 神奈川県 Ｙｕｒｉｎｅ　Ｆｌｏｗｅｒ オンラインレッスンとECサイトの構築による新規事業展開

1890 神奈川県 クリエイトＪ株式会社 6020001096971 自社研修プログラムの非接触型オンライン化への対応強化

1891 神奈川県 ＣＯ２システムズ株式会社 4410001010358 日本の最先端技術×伝統（養蚕）＝スキンケア製品の非対面販売

1892 神奈川県 有限会社ふるあっぷ 4021002049326 ECサイトによる家具販売サービス

1893 神奈川県 株式会社ユニバーサル農場 1021001047374 見込み客にアプローチするための顧客一元管理システムの導入

1894 神奈川県 株式会社ワイズナイア 9021001029448 録画講義による接触機会減少及び動画・店頭看板による広告事業

1895 神奈川県 山川タニア CAD図面・3Dパースのオンラインによるデータ納品事業

1896 神奈川県 サンソニック湘南合同会社 4021003007860 オンラインシステムの連携による新規顧客獲得

1897 神奈川県 株式会社ＡＩＫＩ 2011601015581 ネットショップで非対面セミナー構築・販路拡大

1898 神奈川県 株式会社ＷＩＮ 8021001031157 コーヒー豆自動販売機事業

1899 神奈川県 ＨＤ　Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ合同会社 4020003009066 自宅スタジオでのアルバム制作

1900 神奈川県 高田写真事務所 現代アート作品のサブスク事業展開におけるECサイト改築
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1901 神奈川県 理容室フレール 当店セレクトメンズ美容液のEC販売

1902 神奈川県 シューティングスター合同会社 4021003009832 非対面でも学びを強力サポート！オンラインセミナー事業

1903 神奈川県 合同会社ＣＲＡＦＴ 4020003017176 個人顧客をターゲットとしたEC事業開始による事業規模拡大計画

1904 神奈川県 ｓｔｕｄｉｏ　ｂｉｔ セルフマシンとオンラインの導入によるエステサロン非対面化

1905 神奈川県 大城貴史 自主制作番組で使用するカラオケ音源とBGM制作

1906 神奈川県 ジョイテック株式会社 5021001035581 白板家と白板家 Plus をWebで集客し、新たな事業の柱に

1907 神奈川県 ＯＪＩ株式会社 5021003004683 神奈川県移住者向けオンライン不動産紹介サービス

1908 神奈川県 ミサキプレッソ 非対面型の音楽コンテンツのダウンロード販売サイトの設立

1909 神奈川県 ｚａｚｉｅ ウォークインワインセラーによる対人接触減少と新規販路開拓

1910 神奈川県 有限会社太陸 3020002097831 餃子の販売を促進し、店内・テイクアウトの売上向上を図る。

1911 神奈川県 有限会社高野塗装 1020002030570 抗菌・抗ウイルス効果がある塗料を活用した内装塗装事業の強化

1912 神奈川県 拵 オリジナル皮革製品のオンライン販売促進プロジェクト

1913 神奈川県 MannaBe 学校教職員向け新規オンライン研修の為の予約決済付きHP制作

1914 神奈川県 一二三家 非対面でテイクアウト商品を購入できる自動販売機の設置

1915 神奈川県 株式会社百年経営技術研究所 7021001062327 経営相談（申込・対応）と教材配布を非接触化するオンライン事業

1916 神奈川県 株式会社ペアレントアイズ 4020001138742 障害児向け福祉施設のHP制作による非対面型ビジネスモデルの導

1917 神奈川県 ＥｇｇＳｍａｒｔ株式会社 5020001137025 ECサイトの作成とデジタルマーケティングを活用した広告

1918 神奈川県 bonsoir オンラインで気軽に、リアルなインテリアコーディネート

1919 神奈川県 合同会社ＪＩＮ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 6021003005557 受託開発型から自社プロダクトのオンライン販売への事業転換

1920 神奈川県 模型工房ブリッツ プラモデルの製作代行のオンライン対応・販売

1921 神奈川県 株式会社ティーフォーエル 6021001050489 低感染リスク型ビジネスモデルによるデジタルサイネージ導入促進

1922 神奈川県 マジカルモーメント オンライン配信を用いた、大道芸パフォーマンス事業

1923 神奈川県 オフソサエティ株式会社 3020001062159 横浜中心部におけるコワーキングスペース（シェアオフィス）事業

1924 神奈川県 ポット５２ ECサイトおよびテイクアウト販売用新商品の開発製造事業

1925 神奈川県 株式会社ココロラボ 9011001058869 メンタルヘルス検査MHQWeb版開発販売プロジェクト

1926 神奈川県 株式会社イーキューブ・ヘルスィー＆ビューティー 8020001058598 新しい生活様式でも生き残る！天然素材のスキンケア商品開発

1927 神奈川県 カーラッシュ 中古車のネット販売で非対面を充実！ECサイトショップ制作事業

1928 神奈川県 合同会社ほんわか 2021003004216 オンライン上での接触機会向上のための広告運用とシステム導入

1929 神奈川県 株式会社齊藤電設 2020001127185 専用ECサイト開設により売上拡大を図る

1930 神奈川県 株式会社イザラ 4011001094530 新規事業　オンラインレッスンの取り組み

1931 神奈川県 LIC オンライン化による、安全・安心な非対面化サービス提供の構築

1932 神奈川県 ビーエスダブリュー 日本一の技術者によるオンライン相談・見積もりでリスク回避！

1933 神奈川県 株式会社新海 3021001053783 活気ある店の灯を消すな。威勢は消えても商いの火は消えない

1934 神奈川県 株式会社Ｗ－Ｉｎｓｉｇｈｔ 3020001141796 ＷＥＢを活用した非対面での販促活動および研修活動

1935 神奈川県 合同会社ロックアップ 4020003007441 3Dプリンターによる取付治具等の製作及び自社ECサイト販売

1936 神奈川県 バルーンメッセンジャー株式会社 7020001130606 ホームページリニューアルとネットショップ機能による販路拡大

1937 神奈川県 株式会社上條制作室 4010701002430 ネット配信による音楽事業再構築のためのトライアル公演の実施

1938 神奈川県 アロマ＆メンタルケア　アサンテマサンテ 対面型レッスン及び小売販売のオンライン化促進事業

1939 神奈川県 大平里美 ギター＆ピアノ「uno」の生リクエスト・生配信

1940 神奈川県 ヒロキ産業株式会社 1020001070023 モバイルオーダーツール導入による労働生産性向上と売上獲得

1941 神奈川県 未来ドライブ合同会社 2020003019463 一部作業フローの非対面化を実現。コロナ禍における工程管理

1942 神奈川県 Ｇ－Ｂａｓｓ 映像制作における非対面型受注・納品システムの制作

1943 神奈川県 石月光 EC事業発足企業のお手伝いプロジェクトと自社ECサイトの構築

1944 神奈川県 株式会社インターエナジー 4020001075779 リモート商談対応オンラインカタログサイト

1945 神奈川県 株式会社エムズトレード 7020001109096 ホームページ導入により非対面営業への移行プロジェクト

1946 神奈川県 株式会社ＯＮＡ 2020001101454 来店前のオンラインカウンセリングで対人接触機会を減少！

1947 神奈川県 買取店わかばアツギトレリス店 リユース品のオンライン、宅配買取サービス開発による販路開拓

1948 神奈川県 イルチブレインヨガ青葉台スタジオ おうちでイルチブレインヨガレッスン

1949 神奈川県 株式会社エーエスインテグリティ 4021001045953 テイクアウトビジネス（干物弁当の販売）

1950 神奈川県 株式会社マダカナ 9020001116181 オンラインで完結する結婚相談所の運営
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1951 神奈川県 以和貴 居酒屋の新事業、疲れた女性を癒すエステサロンの開業

1952 神奈川県 株式会社再生医学研究所 3010001159781 最新研究の自社ホームページ及びＳＮＳによる発表

1953 神奈川県 佐藤智也 コロナ禍でも安心の映像制作体制の確立と実施

1954 神奈川県 株式会社ドゥープラス 6021001059745 非接触型機械導入で感染予防の徹底と在宅治療への進出

1955 神奈川県 株式会社アックアスミス 1020001113112 オンラインでの商談とシミュレーションの制作及び広告事業

1956 神奈川県 Studio nob. ポストコロナを見据えソーシャルディスタンス確保で安心を提供

1957 神奈川県 整体院Liberate HPとSNSを駆使したオンライン戦略への転換による集客増大

1958 神奈川県 有限会社パウ 6021002023238 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

1959 神奈川県 行政書士　さくらい事務所 事務所を自宅から独立させ、対人接触機会を減少し、チラシで宣伝

1960 神奈川県 水野義邦 HPとLINE公式アカウントを活用したオンライン営業の強化

1961 神奈川県 株式会社クロノス 5020001103373 マーケット拡大を目的としたアジア圏への輸出によるEC販売

1962 神奈川県 ＧｏｏｍｉｅＭｏｒｒｉｅ 外出不要のファン交流及びアパレル販売

1963 神奈川県 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｄｒｉｖｅｒｓ 1050001045443 配送業界の地位向上を目指す、配送業参入コンサル事業への挑戦

1964 神奈川県 株式会社翼工業 5021001055316 オンラインを活用した非対面外壁塗装サービス提供の実現

1965 神奈川県 アンシャンテ 安心してご来店頂ける運営を行う為のオンラインサービスの導入

1966 神奈川県 有限会社Ｍ＆Ｋ 5021002061726 自社PR動画を活用した非対面営業での新規顧客獲得プラン

1967 神奈川県 アンジュペーストリー 自社ECサイト販売による需要開拓、売上拡大事業

1968 神奈川県 キャニオンジャパン合同会社 1021003009109 湘南名店自慢メニュー移動販売「湘南フードセレクトカー」事業

1969 神奈川県 Bar M テラススペースの付加価値向上による売り上げ拡大事業

1970 神奈川県 古江　亮太 動画で伝える「失敗しないマンション投資」で資産構築をサポート

1971 神奈川県 深瀬真樹 全商材ウェブ化によるオンライン完結型非対面営業戦略

1972 神奈川県 株式会社ローカルビジネスクリエイト 8020001109277 サクラギ横丁玄関口非接触化事業

1973 神奈川県 Ｍ．Ｄｅｓｉｇｎ ～機会と機械を調和する～オンラインで可能な2つの設計

1974 神奈川県 山岸正臣 鍼灸のオンラインと来院の施術の融合

1975 神奈川県 整体ＩＴＴＥ 感染予防・拡散対策とプライベートな癒し空間創出に伴う設備強化

1976 神奈川県 有限会社リコ 4020002102532 テイクアウト事業で販路拡大、ホームページからのスムーズな注文

1977 神奈川県 小宮利之 脱ASP化！直案件の獲得を目指し新たなビジネスモデルの構築

1978 神奈川県 山村譲司 コミュニケーションスクールと交流の場のオンライン化

1979 神奈川県 ふくしまライフプランニングオフィス オンライン形式「人生100年カレッジ」講座と新規顧客獲得

1980 神奈川県 丹沢農園合同会社 9021003010570 コロナ後を見据えた有機野菜栽培と飲食店・個人客への直接販売

1981 神奈川県 株式会社ｄｅｌｔａ 5020001141745 オンライン販売拡大と非対面顧客対応のためHPを作成する

1982 神奈川県 Ｍスタジオミュージック テイクアウト事業認知度向上のためホームページ制作と看板設置

1983 神奈川県 猫のミュージアム　ラッキーフィールド 猫アンティークグッズ・猫ちゃん似顔絵のWEB販売

1984 神奈川県 Pizzeria da Luca コロナ感染対策ソーシャルディスタンス　テラス拡張工事

1985 神奈川県 フォレストファームプロダクション キッチンカーでペルーとの懸け橋に！魅力ある作物ＰＲ事業

1986 神奈川県 株式会社Ｓｐｏｒｔｉｂｌｅ　ｉｎｃ 6020001138666 プロモーション強化による新規事業の販路開拓事業

1987 神奈川県 原田琢磨 声優のナレーションを活かした非対面でのファン交流と動画制作

1988 神奈川県 株式会社ライトワークス 1020001102528 予約システムによる非対面型集客・営業の構築で販路拡大

1989 神奈川県 コンフィデンスＰ 非対面での新事業展開！日本で売れる商品を揃えるECサイト構築

1990 神奈川県 株式会社ダブルドアーズ 5021001019163 テイクアウトの揚げ物提供短縮と質の向上による売上増加事業

1991 神奈川県 株式会社ミカドＳＫ 7020002062492 魚 新鮮の極み 船上からダイレクト販売

1992 神奈川県 クレイドルハウス　アフタースクール 感染予防対策とオンライン授業で英語とアートのアフタースクール

1993 神奈川県 グローバルナレッジ株式会社 2020003014316 物流・運輸業向け非対面型業務自動化ロボットサービスの開発

1994 神奈川県 株式会社栄商事 3021001010677 Web集客とオンライン相談による新規開拓

1995 神奈川県 リラクゼーションサロンｃｏｚｙ 更年期の不調に合ったアロマ雑貨を自社公式アプリで販路開拓

1996 神奈川県 株式会社Ｒｅａｌｉｎｇ 4020001129386 複数チャンネルによるオンライン婚活で成婚率をUPし販路を拡大

1997 神奈川県 有限会社ストロベリー・フィールズ 1021002071150 ポストコロナの地方活性「逗子・葉山WEB」EC サイト展開

1998 神奈川県 株式会社鈴木建装 6021001045687 新商品（屋根葺き替え）投入と、オンライン見積サービス追加

1999 神奈川県 株式会社三栄 6020001062866 オンラインIT投資による対人接触機会減少と事業拡大の両立

2000 神奈川県 ｎａｔｕｒｅ　ｓａｌｏｎ　結 非接触型セッションと最新遠隔セラピーでコロナ禍女性を完全支援
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2001 神奈川県 株式会社ｅｎｋａｋｕ 9021001069626 「見てわかる！貼り方指導動画付きHPで窓フィルム販売の開始」

2002 神奈川県 about your city 公共空間利活用のためのレシピ動画配信事業

2003 神奈川県 ＧＯ社会保険労務士法人 9020005015074 コロナ禍で苦しむ飲食店を救う助成金獲得サポートの提供事業

2004 神奈川県 株式会社スペースクリエーター 7021001037642 ポストコロナに適応したオンライン販売で新ブランドの浸透！

2005 神奈川県 株式会社Ｒｅフォーマー 3020001123506 オンライン活用による対面機会の減少と業務効率化の促進事業

2006 神奈川県 南　彩佳 リモート映像制作サービス事業の環境整備とHP構築

2007 神奈川県 茂木哲建築設計事務所 接触機会を減らしても遠方顧客の信頼を獲得できるホームページ

2008 神奈川県 エムズアドアブルグレース セルフハイフの導入で非対面でも高い効果のサービス提供！

2009 神奈川県 Ｍ’ｓ合同会社 3010603005391 対人接触機会の減少の事業で満室経営！

2010 神奈川県 ＢｏｄｙＭａｋｅｒｓ’ オンライントレーニングを通して非対面事業を確立する

2011 神奈川県 有限会社ルアン 9020002032155 新作ケーキの情報発信・在庫予約出来る取り置き機能で混雑回避

2012 神奈川県 合同会社ハヤテ 5020003013694 自社ECサイトと求職者向けコーポレートサイトの構築

2013 神奈川県 ゾルデックマーケット 感染リスクの低いネット通販の販売力強化への取り組み

2014 神奈川県 株式会社ｍａＱｕａｒ 3020001139675 オンラインでも好印象を与えるメイクレッスン事業

2015 神奈川県 ランナー鍼灸院 非接触型集客実現に向けた説明動画システムの導入

2016 神奈川県 佐藤亮平 オンライン上で面談日程調整可能なシステム導入による業務効率化

2017 新潟県 株式会社ヴィヴィッドリー 6110001032694 三条の誇る名店の味を冷凍食品に!無人店舗とECサイトで販路開

2018 新潟県 株式会社ヤマザキ 1110001011513 店内飲食とテイクアウトのハイブリッド型経営の確立

2019 新潟県 dAb COFFEE STORE コーヒー豆の自家焙煎所開設とECおよびB2B販路の開拓

2020 新潟県 株式会社ＳＫＭ 2110001031576 対人接触機会を減らした、小さな直売所併設の食堂運営

2021 新潟県 株式会社茂原建設 9110001018393 オンラインを活用した住宅の非対面プロモーション事業

2022 新潟県 合同会社どんぐり村 2110003004290 セルフオーダーと顧客管理の連携で、リピーター獲得と売上アップ

2023 新潟県 有限会社さかた 4110002020543 真空包装機導入による食材調理の効率化と惣菜品・弁当販売促進

2024 新潟県 ラーメン屋　和玄 地元産の野菜と豚肉を使ったコロナに負けない餃子の開発

2025 新潟県 シーズキッチン 新潟産の規格外野菜と発酵食品を使った冷凍商品の開発

2026 新潟県 Ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘ　Ｐｌｕｍｅｒｉａ 地方美容室初！個室化で非接触率向上と身体的ハンディ者の支援

2027 新潟県 有限会社新潟ワークステーション 4110002009801 箔押加工事例集カレンダー「箔カレ」による新規販路開拓事業

2028 新潟県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｆｕｕ オンラインレッスンの提供と感染防止対策

2029 新潟県 株式会社はたけやま 2110001034397 新潟の海産物を使用したオリジナル商品のECサイトでの販路拡大

2030 新潟県 アルトワーク株式会社 7110001034228 新規ホームページの作成とECサイトの周知及び販促事業

2031 新潟県 株式会社富樫外装 6110001015501 軽トラ・普通トラック用積み下ろし式シェルボックスの非対面販売

2032 新潟県 株式会社羽賀板金 9110001028087 オンラインを活用した自社リフォームセミナー開催

2033 新潟県 HAPPINESS & LUCK 自社事務所改装／アパレル販売事業・顧客イメージアップ

2034 新潟県 有限会社本間酒舗 7110002009757 創業150周年へ向けての変革。対面販売からセルフスタイルへ。

2035 新潟県 ヘアメイクバレンタイン 完全個室で接触機会が少ない、安心安全な新しい美容室空間へ

2036 新潟県 ｄｉｏｓｍｉｌｅ コロナ禍に対応した「メンズ向け・セルフ脱毛サロン」の立上げ

2037 新潟県 移動美容　バン 券売機導入による低感染リスク化への取組と生産プロセスの改善

2038 新潟県 株式会社フラングス 1110001031131 コミュニティサイト型HPとECサイトの構築

2039 新潟県 森整体院 コロナ対策!オンラインを用いた顧客フォローシステムの構築

2040 新潟県 らーめんの店よォーこそ！ 非接触型セルフサービス式ラーメン店へ「よォーこそ！」

2041 新潟県 居酒屋　信 キッチンカーによる移動販売事業

2042 新潟県 ＩＤＩｏＴ IoTシステム開発における2つの弱点補強に関する取り組み

2043 新潟県 コダカメラ コロナ禍で買い物弱者と高齢者への買い物支援代行事業

2044 新潟県 有限会社萬壽堂 1110002025132 空き店舗を活用した新たなテイクアウト事業への新規参入

2045 新潟県 トラバイエ 販売方法の多様化と大型ミキサー購入による製造拡大

2046 新潟県 松谷誠也事務所 コロナ禍で求められる宅配BOX設置とフリーWi-Fi環境整備

2047 新潟県 株式会社ＨＥＩＤＩ 7110001027149 非接触型情報デジタルプラットフォーム『NAEBA CLUB』

2048 新潟県 株式会社喜仙 4110001001610 「ご近所通販」で笑顔になれる食卓作りのお手伝いをしたい

2049 新潟県 株式会社ファスナー工販 4110001023349 ネット販売による、新規顧客の開拓並びに既存顧客利便性向上。

2050 新潟県 七浦 コロナ禍でも安心安全に飲食できる屋外デッキスペース設置
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2051 新潟県 株式会社山田車体興業 7110001029194 ボディアライメント工程の時間短縮と高度化による品質向上事業

2052 新潟県 株式会社笑うお野菜畑 6110001033404 スマホアプリの導入による非接触販売の推進

2053 新潟県 シンボ接骨院　シンボ鍼灸院 機能性予防医学応用講座

2054 新潟県 有限会社青木商店 1110002032590 店舗販売と感染対策・巣ごもり需要を捉えた販売体制の構築強化

2055 新潟県 株式会社大倉製作所 8110001016621 ペット市場エンディング業界への自社商品開発

2056 新潟県 手優 事業継続のための顧客獲得に繋がる予約システムの構築

2057 新潟県 新潟資産家倶楽部 オンラインマネースクールの開設とWebを通じた新規顧客開拓

2058 新潟県 マルヒロ不動産株式会社 9110001005367 ホームページ制作とZoom導入によるリモート接客事業

2059 新潟県 株式会社ＮｏＴｏｗｎ 9110001032551 若年層と事業者に特化したオンラインサービスの拡充

2060 富山県 株式会社親交開発 9230001015494 IT重説に対応したリモート取引体制の構築による売上拡大事業

2061 富山県 株式会社野口建設工業 7230001003559 オンライン営業プロセスの確立による販路開拓の実行

2062 富山県 株式会社カムイワークスジャパン 7230001000622 ゴルフクラブＯＥＭブランド確立！ＥＣサイトで拡販！

2063 富山県 株式会社つくばい亭 1230001017928 新規顧客拡充およびキッチンカー導入による販売強化

2064 富山県 クリーニングの布目 立体仕上げの強化による宅配サービスへの取組み

2065 富山県 ＮＮＫトレーディング合同会社 1230003001137 ECサイト構築による国内及び海外の新規顧客獲得

2066 富山県 手羽先とり料理　とり新 テイクアウトの新たなオペレーションによる新たな増収増客事業

2067 富山県 高野屋商店 土産品販売数増加を目的とした瓶巻締キャッパーの導入計画

2068 富山県 株式会社斉藤組 2230001008579 建設業のプロセスIT化と感染対策を両立する測量体制の確立

2069 富山県 トータルビューティー　アユーラ 接触とサロン滞在時間が少ない低感染リスクの新サービスの導入

2070 富山県 砺波電設株式会社 9230001014364 電子対策による企業認知・売上向上と安心安全のオンライン化

2071 富山県 人形芝居かすぺる 人形劇作品の広報用DVDの製作～巡回公演活動の普及のために～

2072 富山県 つだ 街なかに人の流れを取り戻す！安心して滞在できる飲食空間づくり

2073 富山県 ＨＥＬＬＯＷＥＬＬＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 4230001018304 LPと販促ツール作成による非対面販売力強化で売上拡大

2074 富山県 株式会社額 8230001017681 新様式対応個室及びテイクアウト商品販売強化用の冷蔵庫導入

2075 富山県 ラッキーライラックとやま石川 婚活事業で成婚者を増やし富山県を元気に！北陸を元気にしたい！

2076 富山県 株式会社ユニバーサルバンク 5230001018567 経済と心を豊かにするマネースクールのオンライン化

2077 富山県 バルバンコ 新たにネット販売・テイクアウトに強いHP制作で売上を挽回

2078 富山県 株式会社ＤＩＶＡ 3230001016580 アイラッシュサロン事業、オープンスペースから半個室化

2079 富山県 株式会社カワベ 3230001009213 最先端設備を使用しリモートワーク化を図り、感染防止を行う。

2080 石川県 つじトレーニングジム 体験型・新感覚オンラインサイクリングZWIFT導入

2081 石川県 創作居酒屋よもぎ 地域特産の国造柚子を活用した新商品開発及びECサイト構築事業

2082 石川県 纏 WEBサイト構築による顧客基盤確立と密集回避の実現

2083 石川県 チャノキカナザワ キッチンカーを起点としたウィズコロナ期の顧客開拓と三密回避

2084 石川県 懐石なか尾 料理時短に貢献するお取寄せグルメから観光需要を掴むウェブ戦略

2085 石川県 株式会社金森合金 5220001001887 ミレニアル世代に向けた金沢鋳物オーダーメイドサービス事業

2086 石川県 焼肉金むら 少人数向けサービスの展開と感染対策強化（トイレでの接触回避）

2087 石川県 宝達山本舗松月堂 デジタルコンテンツを活用した「通わないお菓子教室」で売上拡大

2088 石川県 台湾料理　竹香居 「おうちで本格台湾料理」テイクアウト推進事業

2089 石川県 おしゃれの風　かっとマン 個室化による店内空間の刷新と育毛ヘッドスパによる販路開拓

2090 石川県 Ｓｅａｆｏｏｄ＆ＯｙｓｔｅｒＢａｒ　Ｓａｌｔ 地元名産能登牡蠣のオイル漬けのネットによる販路開拓事業

2091 石川県 パン教室nico オンラインパン教室と自宅製造販売による非対面ビジネスへの転換

2092 石川県 クッキングスタジオ金澤さろん 個室設置のための改装、予約制新サービスの提供

2093 石川県 Ｌａ　Ｐｅｉｎｔｕｒｅ（ラ・パンテュール） ウィズコロナ時代における新しい接客スタイルの導入。

2094 石川県 深香陶窯 深香陶窯オンラインショップ新規展開事業

2095 石川県 樂 テイクアウトメニューの開発と販路開拓

2096 石川県 タマルバー TG'S Home 屋外ロケーションバルの営業によるコロナ禍の新規開拓

2097 石川県 株式会社うるしアートはりや 6220001021174 新商品開発と高画質動画での商品紹介によるオンライン販売の強化

2098 石川県 TACHINO CHIE 物理的距離の制約なく遠隔注文を可能にするサイズサンプルの開発

2099 石川県 清水屋酒店 「癒し」を提供する酒店への転換

2100 石川県 森川元気 ICTを活用した非対面レッスンによる教育事業の拡充

42



＜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2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9月2日(木)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。

2101 石川県 薬膳カフェ紫燕 ～金沢の女性から愛される～人気薬膳料理店新装移転工事

2102 石川県 有限会社宮本自動車鈑金塗装 9220002014125 作業拠点分散による生産性向上と感染対策の徹底

2103 石川県 有限会社かわに 2220002001988 地元のファン獲得のための新規自動販売機事業

2104 石川県 有限会社むさしダイニング 1220002005809 ムサシダイニング、テイクアウト用窓口設置

2105 石川県 株式会社モンスーン企画 5220001021175 デジタルツールと異士業連携で、空き家利活用情報を低接触周知

2106 石川県 有限会社小六庵 6220002010572 EC活用による新たな高級弁当を含むテイクアウト商品の販売

2107 石川県 アートファクトリー株式会社 5220001022090 受発注システムの構築による端材を活用した新製品開発戦略

2108 石川県 かわばた菓子店 受注の出来るホームページの構築で積極的に販売を行い売上回復

2109 石川県 ビューティーオイエ マスク着用による肌トラブル改善のセルフサービス

2110 石川県 パシフィックスポーツ株式会社 1220001023324 感染リスク低減・集客アップを図るスマホ対応ウェブサイト構築

2111 石川県 株式会社ＡＲＸ 6220001021505 最新ハイスピードセルフ脱毛機器導入による販路開拓

2112 石川県 株式会社ヤマサン 9220001021980 アフターコロナの営業形態再編成と感染症対策

2113 石川県 株式会社ルリアン 2220001023505 非対面型のオンライン研修システムの構築

2114 石川県 クリエイティブランド 「お悩み相談窓口」サイト開設とSEO対策強化による売り上げ増

2115 石川県 ヘアー＆リラックス嬉楽 予防をしつつ新サービス導入による新規顧客の獲得と生産性向上

2116 福井県 有限会社大手ビル 2210002013695 POSシステム導入による非対面営業体制の構築とサービスの向上

2117 福井県 むげん テーブルオーダーシステム導入による業務効率化および集客力UP

2118 福井県 魚兵 中食需要の拡大に対応するための冷凍冷蔵庫の増設事業

2119 福井県 サンカロ ポストコロナ時代を見据え、ターゲットを変えた映像制作事業

2120 福井県 はるせん株式会社 6210005000712 作業の効率化および店頭での対人接触機会の解消

2121 福井県 肉バル　ミリオン テイクアウトの売上強化を行う非接触改装事業

2122 福井県 株式会社和紙空間 1210001013532 専用ホームページを作成し、壁クロスの営業活動を再構築する

2123 福井県 株式会社クレストフードライフ 5210001017208 自社アプリの導入と作業効率の向上

2124 福井県 真オプティカル株式会社 3210001018042 オンライン相談、来店予約システム導入による顧客獲得・販路拡大

2125 福井県 株式会社中西工務店 7210001011828 ホームページを活用した非接触型住まいつくり提案システム構築

2126 福井県 有限会社ハマダ・アーキテクチャル・コンサルタント 7210002011298 非接触型リモート相談機能付き住宅の点検維持管理サイトの開設

2127 福井県 興栄金属株式会社 1210001015842 廃材回収方法の改善による業務効率化及び他社参入障壁の構築事業

2128 福井県 くになかのケーキ屋さん 地域の特色を出した瓶詰めチーズケーキとプリンによる新市場開拓

2129 福井県 リラクゼーションサロンひまわり SFA導入による、非対面で丁寧な顧客対応の強化

2130 福井県 株式会社木だて家 2210001012161 ＷＥＢ内覧会とリモート打合せにより受注増を目指す

2131 福井県 株式会社細安 8210001003568 ECサイトで「着物を普段使える物へのリメイク」を受注

2132 福井県 ハーベスト ボイス付きメッセージカードお届けサービスの確立とEC化事業

2133 福井県 地域事業主わどう 伝統工芸宿のオンライン運営化＆経営効率化プロジェクト

2134 福井県 はなひらく コロナ禍の新たな売上創出とECサイトによる非接触販売の構築

2135 福井県 アトリエＹＵＫＩ アトリエYUKIオンライン手芸レッスンの開始

2136 福井県 Ｓｏｒａ　ａｒｔ株式会社 3210001014529 対人接触機会減少及び生産性向上に向けた自動化シャンプーの導入

2137 福井県 株式会社Ｈａｉｒｐｒｏｄｕｃｅ’Ｏｌｕ’Ｏｌｕ 9210001018144 非対面販売でお家美容需要に応えコロナを乗り切る計画

2138 福井県 有限会社ブリッヂコーポレーション 5210002012397 鼻パッドのないメガネフレームを気軽に購入できるＥＣサイト制作

2139 福井県 西部燃料株式会社 2210001001775 リフォーム工事のオーダーができるシステムの構築計画

2140 福井県 有限会社寿司天狗 6210002011695 コロナ感染ゼロの新しい寿司店を目指すリニューアル事業！

2141 福井県 サコ整骨院 特許技術で接触軽減！自宅で取り組める健康寿命延伸事業

2142 福井県 ＲＯＵＴＥ８有限会社 3210002002805 新たな生産プロセス導入による、生産性向上と対人接触機会減少

2143 福井県 苗のはっとり ３蜜を軽減する受注・配送とSNSを使った集客

2144 福井県 まめだまめお 屋外実演販売型「壺焼き芋」による集客・売上アップ事業

2145 福井県 お食事処　一福 テイクアウト・デリバリー事業の拡大に伴う店内衛生環境の強化

2146 福井県 丸勝建築株式会社 5210001003942 リモート住宅展示場の開設による新規見込み客の獲得事業

2147 福井県 有限会社エーワイエス 8210002008681 来店時間・会話時間を短縮するための事前カウンセリングを導入

2148 福井県 有限会社ハートブレーン 8210002005035 楽天出品とサイト内広告で商品の認知度と売上増を目指す！

2149 福井県 株式会社ＵＰＬＡＮ 5210001017397 結婚式場に特化したアクリルパーテーションの製造・販売事業

2150 福井県 ぱんだ不動産株式会社 3210001017218 不動産×経営セミナーを全国へ！非対面オンライン発信チャレンジ
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2151 福井県 ８ボール株式会社 7210001017569 自動貼り込みテーブル導入による大量受注獲得と感染リスクの減少

2152 福井県 Ｍｅｓｈｉｅ コロナ禍でも安心して通えるトータルビューティーの提供

2153 福井県 エスティー印刷社 クリアファイルやラミネート印刷に参入し全国販路開拓に着手

2154 福井県 しあわせのお裾分けやさんｔｓｕｋｉ 店舗個室化＆ECサイト立ち上げで接触機会を減少し販路開拓

2155 福井県 アルカスプランニング 手作り雑貨石鹸の販売とオンライン教室

2156 福井県 飴珈屋 マスクライフを美しく　NEO眉専門美容サロン事業

2157 福井県 若狭明販有限会社 2210002014017 非接触型の入金システム導入で新型コロナウイルスと共存

2158 福井県 力泉酒造有限会社 7210002004203 ネット通販システム出店及び商談会による海外への販路開拓事業

2159 福井県 合同会社笑人堂 2210003000528 非接触型シニアフレンドリーを実現する産直ギフト受付のDX事業

2160 福井県 足場レンタル株式会社 8210001018252 対人接触機会の減少を実現したシステム導入と新たな広告展開

2161 福井県 ｅｓ　ｆｉｌｍ　ｓｔｕｄｉｏ フォトスタジオの強みを活かした流木インテリアの製造・ＥＣ事業

2162 福井県 長谷川建設株式会社 3210001013159 高付加価値の型枠を全国の建設会社と個人向けに販売

2163 福井県 株式会社オンショア 6210001017314 テイクアウト・デリバリー事業のための環境整備・体制づくり事業

2164 福井県 合同会社はたをらく 8210003001339 ネット販売強化のためのウェブサイト及び商品開発

2165 福井県 そうごうギフト 事業継承に向けたデジタル化と新規顧客獲得施策の実施

2166 福井県 トランクウェディング 集まるから”会いに行く”結婚式。アニバーサリーエクスプレス

2167 福井県 kamehouse 『子ども向けおうち英会話教室の始め方コンサル』のネット販売

2168 福井県 ランクアップ コロナを踏まえた、新サービス「オンライン集客代行事業」の展開

2169 福井県 有限会社高島石油店 8210002007477 農業機械の燃料配達の特化による販路開拓と感染防止！

2170 福井県 すずや 自社農園米の非接触型販売体制構築事業

2171 福井県 有限会社ニュアージュ 4210002009097 テイクアウト販売拡大の為の店舗改修とイートインスペースの整備

2172 福井県 株式会社レクリッド 1210001018481 オンライン上でサービスを提供する仕組みの構築による顧客拡大

2173 福井県 株式会社ＣＩＮＱ 8210001016909 木製キャンプ用品の商品開発とECサイト構築

2174 福井県 ジュエラ株式会社 9210001014804 オンライン商談・動画制作請負プロジェクト

2175 山梨県 小澤果樹園 ECサービスを利用した希少果物の全国への販路拡大事業

2176 山梨県 堀田畳製作所 商談時間短縮、接触回避のWEB見積システム導入による販路拡大

2177 山梨県 Ｈｉ＆Ｒａｗ合同会社 6090003001279 広告制作会社への非接触によるリモート撮影サービスの提案

2178 山梨県 キッチン・カフェそら コロナ禍を乗り越えるためのテイクアウトサービス強化

2179 山梨県 Ｂｏｄｙｃａｒｅ　Ｓａｌｏｎ　ＭＹＳＡ スウェーデン式マッサージスクールのオンライン化

2180 山梨県 有限会社アスワンフーズ・アンド・プランニング 9090002014015 ポストコロナ時代に対応する強い飲食店を目指して

2181 山梨県 株式会社明工 2090001007769 コロナ禍でも安心！「北杜市武川キャンプ場　Ｖｏｙａｇｅ」

2182 山梨県 フランス菓子　シャンペトル 冷凍ユニットの導入による冷凍ケーキの通販販路開拓事業

2183 山梨県 株式会社ＣＡＴＣＨ　ＵＰ 3090001016868 ウェブ予約システム等により対人接触機会を削減したBBQ場運営

2184 山梨県 株式会社エンユー 2090001012793 オリジナルデザインのプリントサービスによる新規顧客開拓

2185 山梨県 紫雲堂 ＥＣサイト構築による、非対面ビジネスの展開と売上増加の両立

2186 山梨県 白石ガラス工房 ネット通販体制の確立　ガラス制作動画配信でお客様の心を掴む

2187 山梨県 グローバルステイズ株式会社 5090001012683 非接触型完全無人受付宿泊施設PRと集客に向けたHP再編成

2188 山梨県 アルガベリーファーム ステイホームで楽しむぶどう定期便セットのEC販売強化

2189 山梨県 鹿邦 やまなしジビエ認証取得によるジビエ精肉業の販路開拓事業

2190 山梨県 有限会社ユニオン 4090002012816 レモネード専門キッチンカーを製作し、お客様に笑顔も届ける

2191 山梨県 有限会社スタジオキヨタ 6090002001734 EC サイト構築による商品展開とオンライン接客

2192 山梨県 ミッション麺ポッシブルあまの 対人接触機会減少のためのキッチンカーによるテイクアウト販売

2193 山梨県 株式会社小松ダイヤモンド工業所 4090002001224 コロナ禍における工場拡張（密回避）とオンライン商談事業の整備

2194 山梨県 晴家フューチャープロダクション合同会社 2090003001373 サブスクリプション会員制の導入とＷｅｂ受付システム構築

2195 山梨県 中島動物病院 動物病院のデリバリー診療によるコロナ対策と販路開拓

2196 山梨県 シューズショップ藤川 ECサイト出店、運用での新たな販路の新たな顧客の獲得

2197 山梨県 有限会社サンスペースアメニティ 8090002012077 園芸資材のオンライン販売＆お悩み相談受付用WEBサイト構築

2198 山梨県 ブレーメン 地域密着型飲食店におけるコロナ対策待合室の構築と広報活動事業

2199 山梨県 ホステルマウントフジ福屋 ホストと旅行者同士のコミュニケーション空間拡張事業

2200 山梨県 おんみつ堂 ITを駆使した非接触型注文のかき氷専門店と自社ECサイト構築
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2201 山梨県 アロンジェ株式会社 9090001006475 個室化により対人接触機会を減らした安全な店舗の実現

2202 山梨県 特定非営利活動法人八ヶ岳ウォーク 1090005007188 PR情報ウェブサイト＆ネットショップの制作と商品企画開発

2203 山梨県 寿し正 すし店がコロナ禍を乗り越えるための新たな販路開拓の取り組み

2204 山梨県 Peace セルフ型エステによる低感染リスク型ビジネスモデルの構築

2205 山梨県 ファストレーディング株式会社 6090001014241 新商品「名入れエコバッグ」のネット通販による販路拡大

2206 山梨県 藤森エンタープライズ株式会社 9090001013232 飲食事業からＥＣサイトによるネット販売への事業転換

2207 山梨県 株式会社Ｙ－みらい心理創造所 3090001013452 コロナ禍におけるY－みらいが創造する非接触型サービスの構築

2208 山梨県 有限会社田辺織物 4090002012213 自社ECサイトの改修による旧販売形態から脱却と直販体制の確立

2209 山梨県 花と器　ゆめ・はこべ おうち時間向け手作りキットの商品開発と通信販売による販路開拓

2210 山梨県 手打ちうどん信玄 昼夜二部制飲食店における顧客の安心・安全に向けた対策事業

2211 山梨県 ハンモック２０００ 非接触型無人ショールーム

2212 長野県 リフレ・イン福沢 少人数で小リスク、静かで貸し切り可能なオートキャンプ場

2213 長野県 ビレッジヒル壽番館 北信州飯山発　オヤマボクチ蕎麦【雅】＋飯山旨い物　物販強化

2214 長野県 つるのゆ株式会社 1100001031586 「料亭の味を食卓に届けたい」デリバリー販路拡大事業

2215 長野県 株式会社ビッグスマイル 6100002007655 おいしいものをもっと身近にもっと手軽にお客様にわかりやすく

2216 長野県 ワインカフェ　サルト 新たなテイクアウトメニュー＆受注方式導入による売上拡大事業

2217 長野県 君待荘 小規模会食実現のため食事処を個室化し新規顧客の獲得

2218 長野県 株式会社庚子 7100003004428 非対人接触型カウンセリング実施の為のWeb構築とツールの導入

2219 長野県 エステティックらぽーる お客様の心身に究極の安らぎを提供する非対面型サロンへの挑戦！

2220 長野県 そば処　佐山庵 コロナ禍において安心してプロの味が楽しめる出張料理の提供

2221 長野県 有限会社初の湯旅館 4100002018654 泊食分離における販路拡大とコロナ対策のための食洗機導入

2222 長野県 有限会社丸山鯉屋 4100002024090 新たな生産方法と新商品開発による販路開拓

2223 長野県 Koya Backpackers 森の小さな惣菜店　五感で味わうスパイス料理

2224 長野県 有限会社下原衣料品店 2100002036501 コロナ禍でも安心して買い物ができる新販売システム導入事業

2225 長野県 株式会社秀〆 2060001003770 ホームページリニューアルによる利便性向上対策

2226 長野県 株式会社横山薬局 5100001014356 40代超男性の薄毛の悩みを解決するトータルサポート事業の構築

2227 長野県 株式会社オーシャンズ 7100001020402 外注工程内製化による、コストダウンと低感染リスク生産への移行

2228 長野県 戸崎屋 ギフトのコンシェルジュ！ネットで安全、気軽にお買い物

2229 長野県 あづみのるベーカリー 品質維持管理と導線確保による陳列レイアウトに伴う改装

2230 長野県 陶工房たわん 新たなオンライン陶芸体験システムの構築とSNS広告の配信

2231 長野県 株式会社ダイソー 9100001013445 動画による見込み客育成と営業の非接触化&ドローンで屋根サービ

2232 長野県 LETO DENTAL LAB. 口腔内のデータを受信しコンピューター制御での歯科技工物製作

2233 長野県 駒村理容館 客待ちの非対面化と半個室で予約に頼らない当店の強みを生かす

2234 長野県 株式会社ヰツワ 6100001000280 ECサイト活用による受注拡大と新規顧客の獲得で売上増加

2235 長野県 小菅そろばん教室 目的別デジタル教材によるオンライン珠算指導による商圏拡大

2236 長野県 とり麺や五色 ソーシャルディスタンス確保に向けた改装とテイクアウトの強化

2237 長野県 ストローハット 密を避ける！野外レストランサービスの提供による顧客獲得事業

2238 長野県 トリミングルームサニーガーデン サロン改装とスタジオ整備による犬のボディランゲージ事業の開始

2239 長野県 ラングヘアー シャンプー台パーテーション導入による顧客満足度アップ事業

2240 長野県 クルココ 非対面で感染リスク減少、レンタカーによる売上アップと地域貢献

2241 長野県 有限会社アイティーシナノ 4100002026087 3Dプリンタによる小型文字看板事業への進出とECサイト構築

2242 長野県 樹杢西脇 ECサイト新規立ち上げで新規客開拓と店舗維持を目指す！

2243 長野県 株式会社レイバック 1100001032196 人気メニューがたくさん詰まったお弁当をオンライン販売開始

2244 長野県 有限会社上社ドライブイン 7100002027999 ECサイト導入による接触機会減少および再購入促進事業

2245 長野県 やきとり義経 ３密回避による客室環境の整備と集客プランの構築

2246 長野県 ｎｏｉｅ デザイン性の高いセミオーダー階段の開発とECによる業販進出

2247 長野県 小口わさび店 自社栽培による安心安全なわさび商品のインターネット販売

2248 長野県 ロッジ　ピノキオ テラスデッキを利用した日帰りバーベキュー営業

2249 長野県 ゆうたえん ECサイトと電子パンフレットを活用した非接触型接客の構築

2250 長野県 式部たちばな 対人接触を減少するオーダーメイド品のWEB決済導入事業
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2251 長野県 株式会社ケイエスシー 5010401096532 新商品導入と新設EＣサイト・自動決済システムよる販路拡大事業

2252 長野県 整体サロンＴｏｉ 脱毛業界最先端、業務用セルフ脱毛器で潜在顧客層を掘り起こせ！

2253 長野県 有限会社ミクニヤ 6100002009049 自家製ケーキ宅配事業『MikuniyaEats』でデリバリー

2254 長野県 有限会社半藤畳店 2100002004078 ホームページを作成して非対面で受注できる仕組みを導入する

2255 長野県 レイドバック 「強みを活かしたお手軽メニュー」キッチンカー販売事業

2256 長野県 レストランルドルフ テイクアウト強化デリバリー事業展開

2257 長野県 焼肉　奈川 ケータリングサービスと食肉販売への新たな取り組み

2258 長野県 大橋丹治株式会社 3100001022294 モバイル販売システム強化による売上と認知度の向上

2259 長野県 株式会社コアシスプラン 8100001006978 イタリアブランド品取扱いによる販路開拓

2260 長野県 フリーダイニング時代おくれ キッチンカーで人気のピザを販売！新規客の獲得＆リピータ化事業

2261 長野県 有限会社中村屋パン店 1100002025117 テラス席増設によるイートイン再開

2262 長野県 あじの店つきぢ 座敷宴会場再活用による感染リスク低減型の半個室小宴会場整備

2263 長野県 ＺＥＲＯ 感染予防対策の為の完全予約制導入と日本酒の非対面提供

2264 長野県 株式会社あさ賀 7100001014503 従業員一体で、新たな接客ルール作り

2265 長野県 旅館桂荘 いつでもどこへでも『旅館桂荘』のおいしさお届けします

2266 長野県 エアーストレッチャー株式会社 6100001025583 インターネット販売による、非接触型販売の構築

2267 長野県 株式会社ピークエンタープライズ 9100001028220 次世代エステサロン開業後のネットを活用したPR活動の実施

2268 長野県 株式会社アイ・プランニング 9100001000071 アフターコロナに向けたパッケージ制作の非対面化

2269 長野県 甲村酸素 ECサイト構築による新規顧客の拡充および情報発信

2270 長野県 〇福庭 オフラインとオンラインを融合した新たなギャラリー運営

2271 長野県 合同会社南信州米俵保存会 4100003004224 「勝藁」をつかった新商品開発と非対面型販売体制の確立

2272 長野県 ＡＬＧＡＥ 天然氷のいちごかき氷・そば粉のイチゴクレープの移動販売

2273 長野県 有限会社いけだや呉服店 3100002019190 ECサービス創設事業

2274 長野県 Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　ｃｕｒｅ合同会社 5100003004495 低周波電気治療器導入とオンライン診療による販路開拓

2275 長野県 株式会社大輝 8100001024237 日本一おせっかいの「恋・婚活」大輝プロジェクト始動！！

2276 長野県 株式会社寺澤工務店 2100001033689 ネット活用による古民家改修及び木製製品の宣伝及び販売事業

2277 長野県 広扇 ECサイトの構築

2278 長野県 バルーンショップアヤ バルーンショップアヤ-オンラインバルーン教室とバルーンギフト

2279 長野県 ホワイトラビット ECサイト構築と安心安全な店舗づくり

2280 長野県 有限会社小島モータース 9100002036296 コイン式スプレー洗車機の導入による若年層顧客の取込み

2281 長野県 株式会社住まいるプラス 6100001034106 ITを活用した電子契約書とリモート内覧による非対面型ビジネス

2282 長野県 Ｒｉ－Ｎ サロンを自宅2階から1階へ移転。感染拡大予防＆本格サロンへ

2283 長野県 有限会社廣瀬 7100002025210 真空包装機を利用した料理の新たな販路開拓と事業戦略

2284 長野県 世界食堂 今日、旅に出よう。脱炭素・非接触型の旅に。

2285 長野県 ネットアストーヨー住器株式会社 5100001013853 WEB強化、非接触型提案によるコロナ対応リフォームの受注拡大

2286 長野県 有限会社八光食品工業 7100002004081 ネット販売事業の確立と伴うデジタルパンフレットの作成・活用

2287 長野県 山里 ２階を有効活用して、間隔と収容人員を確保

2288 長野県 合資会社昔屋商店 8100003002934 ECサイトによる販路拡大事業

2289 長野県 こころ元気ネット オンライン告知の強化によるオンラインプログラム収益化事業

2290 長野県 ｇｒａｃｅ　ｎａｉｌ 市内初のトータルセルフエステで地域の憩いの場所を提供

2291 長野県 エイダント 下請け脱却、安部式掃除術 YouTube 開設による販路開拓

2292 長野県 有限会社あいの企画 5100002030872 新デリバリー事業「まち食デリ」で地域社会を元気に！

2293 長野県 健康・美・癒し　しぜんのおと 新規顧客獲得とリピーター定着を目指すサイトリニューアル事業

2294 長野県 優艶株式会社 8100001029418 自宅でできるダイエットプログラムをオンラインサービスにて提供

2295 長野県 カフェ・グルマン ヘルシーなそば粉使用のガレット・クレープセット通信販売

2296 長野県 武藤安奈 冷えに悩む女性のためのインターネットショッピング構築事業

2297 長野県 Ｂｉｚａｒｒｅ　Ｇｒｅｅｎ ＥＣサイト事業の強化に向けた事業拠点の整備

2298 長野県 レティナフォーム オンラインの活用による事業拡大実施

2299 長野県 有限会社オートスパーク・バンブー 8100002032338 WEB予約・決済を活用した新たな販売チャネルの構築

2300 長野県 焼鳥酒場ますます 除菌機能付エアコンへの交換による感染防止とテイクアウト販売
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2301 長野県 有限会社オフィス繭 7100002007951 チケット販売方法の改良と新規顧客獲得のための情報発信

2302 長野県 ミズカイケイコ HP作成による認知度アップとECサイトによる収益化

2303 長野県 丸和玉井建設株式会社 3100001003377 お客様との架け橋となるＨＰからの安心・安全の改装工事

2304 長野県 文蔵ブラック テーブル席の改修増設により密を回避し対人接触機会を減少

2305 長野県 第一物産株式会社 8100001006854 非接触型マルチチャネルによる販売と新規顧客開拓の実現

2306 長野県 株式会社ＫＡＫＵＲＥＧＡ 5100001029825 メンズ基礎化粧品の販路拡大におけるECサイト構築事業

2307 長野県 やわり 焼き鳥居酒屋の世代交代リブランディングと非接触注文への誘導

2308 長野県 株式会社カサマ 3100001017690 IoT技術を活用した事業改善

2309 長野県 オーガニックリゾートコンサルタント株式会社 3100001032541 宿泊コンサルのオンライン化のためのWEB活用事業

2310 長野県 柏原タイル工業 CHANGE！ポストコロナ型非対面工事スタイルの確立

2311 長野県 合同会社ｋｍｍ 5100003005080 テイクアウト促進の注文システム導入と広報活動による売上向上

2312 長野県 ＹＴＫ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 職場が見える地域密着型求人マッチングサイトの開設

2313 長野県 合同会社一升堂 2100003005819 「美味しい楽しい！オリジナル一升餅」通信販売事業

2314 長野県 長野石材工業有限会社 9100002003593 ネット活用による当社の技術力と石材製品の販売促進

2315 長野県 蕎麦ズキッチン 既存事業の強みを活かした非対面セルフホワイトニング事業へ進出

2316 長野県 有限会社セキオートボデー 5100002012516 低感染リスクのための店舗作りと快適空間の創設による新規顧客獲

2317 長野県 ＹＵＫＩＮＡＩＬ ネイルサロンでよもぎ蒸し！心も身体も内側から美しく健康に

2318 長野県 シナノアグリ株式会社 2100001033012 艶美活ジュレハーブジェンヌWeb告知並びに認知度促進事業

2319 長野県 ＣＯＮＰＡＳ合同会社 7100003005797 よもぎパワーで心と体そして地域までも元気にするプロジェクト

2320 長野県 株式会社守破離 7100001026093 専門技術（気密測定）の内製化による品質管理と接触低減事業

2321 長野県 ＴＨＥ　ＡＰＰ　ＢＡＳＥ株式会社 9100001025622 ヘルスケアブランド「Playn」によるEC事業

2322 岐阜県 月うさぎ 「テイクアウト」販売窓口の認知度向上による新規顧客獲得

2323 岐阜県 有限会社白英舎 2200002003648 スマホアプリ導入による受付業務の非接触化と商圏拡大の取り組み

2324 岐阜県 名北ワード株式会社 2200001007641 オンライン教育の導入と動画の字幕提供サービスへの展開事業

2325 岐阜県 ごはん家ふぅ 添加物の入っていない安全な菓子の販売を目的としたプロジェクト

2326 岐阜県 有限会社両香堂本舗 7200002005185 ECサイトの構築及びネット広報強化による全国直販体制の構築

2327 岐阜県 有限会社麺の清水屋 3200002027027 行列のできないラーメン店を開店し、町の起爆剤に！

2328 岐阜県 ＨａｉｒＭａｋｅＳＫＲ お客様と非接触の新サービス『セルフエステ』事業

2329 岐阜県 有限会社うなぎや 5200002019963 Web予約、会計デジタル化に伴う衛生及びテイクアウト強化事業

2330 岐阜県 株式会社山大大野商店 4200001021649 非対面による「美濃焼」の販路開拓事業

2331 岐阜県 ホワイトルンゼ 本格冷凍スイーツ飛騨りんごのアップルパイで非接触販売を強化

2332 岐阜県 株式会社Ｍｉｓｏｎｏ　Ｌｉｎｋａｇｅ 7200001036462 現地で学べる！日本語学校が遠隔授業で来日できない外国人を支援

2333 岐阜県 海鮮市場　きときと亭 店頭で炭焼き！うなぎテイクアウト事業。

2334 岐阜県 カツヤプロジェクト株式会社 3200001034206 専門機器導入による感染リスクゼロの非対面型ビジネスの構築

2335 岐阜県 ひおきサービス ＡＤＡＳメンテ効率化で低感染リスク型ＢｔｏＢ請負サービス実現

2336 岐阜県 合同会社アイティ・マネジメント研究所 6200003004179 研修の映像コンテンツとS N Sでの宣伝及びH Pの開発

2337 岐阜県 絵描工房サンアート Ｗｅｂサイトを活用した受注生産システム構築による新規販路開拓

2338 岐阜県 株式会社サンフローレス・ゴトウ 7200001030589 ECサイトの構築とショッピングサイト登録による非接触販売の推

2339 岐阜県 とりまる北方店 セルフオーダーシステム導入による売上向上及びコスト削減効率化

2340 岐阜県 ジイテイ中村株式会社 6200001002416 商品開発力と情報発信力を生かしたアパレルEC市場への進出

2341 岐阜県 川次商店 EC販売事業開始に向けた生産体制の拡充事業

2342 岐阜県 A due passi ポストコロナを乗り越える、テイクアウト顧客満足度向上事業

2343 岐阜県 株式会社結 8200001030027 自社サイトにＢｔｏＣ向けＥＣページを構築し接触機会削減

2344 岐阜県 ユンヌフルール テラス席の補修と補強をする事によって対人接触機会を減らす

2345 岐阜県 長谷部カイロプラクティックＦＩＸ 来店から会計までオール非接触完全個室安心施術

2346 岐阜県 ｔａｋｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｔｕｄｉｏ 魅力が伝わるホームページと新たな商談方法で売上UP

2347 岐阜県 メガネ・宝石・トケイ　芝田 修理受付強化に向けたＬＰの作成、及びWEB広告戦略

2348 岐阜県 リニューイング株式会社 5200002004263 オンラインサロン収益化に向けたコンテンツ作成とWEB広告出稿

2349 岐阜県 株式会社塚原製作所 8200001003429 インサイドセールスの導入による新分野への参入挑戦

2350 岐阜県 ぐっとでぃっしゅあんどわいんさんさんばる 当店の人気商品「カタラーナ」の EC 販売による、おうち需要
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2351 岐阜県 株式会社トレイティブ 2200001038240 ネット環境を有効活用した非接触型の営業方法を確立する事業

2352 岐阜県 ヘルシーカフェ白ごま黒ごま ECサイトを利用したチーズテリーヌの販売強化事業

2353 岐阜県 株式会社ＧＬＣ 3200001020313 企画力と刺繍技術を組み合わせて取り組むアパレルEC市場展開

2354 岐阜県 味和居　江戸川 「コロナ感染防止対策」と「お客様の需要」に対応したお店づくり

2355 岐阜県 日本酒食堂ｈｕｌａｒｉｔｏ かき氷を新商材とした三密回避の店作り

2356 岐阜県 利隆 プロの切れ味を持つ包丁をご家庭に！

2357 岐阜県 合同会社付知農産加工グループ 8200003005183 地域の豆腐屋が取組むWithコロナの社会に対応した事業再構築

2358 岐阜県 エンヤ繊維株式会社 3200001000694 新事業で早急に安全な職場環境と社員の生活安定化を目指す

2359 岐阜県 近藤石灰工業株式会社 3200001013597 ソーシャルディスタンスの確保と生産効率向上設備の導入

2360 岐阜県 岐阜化繊工業株式会社 2200001001248 オンライン展示会で新規顧客開拓と新製品開発計画

2361 岐阜県 フランス菓子マリージョゼ 対人接触機会を減らし安心してお菓子を楽しめるECサイト構築

2362 岐阜県 スキャン 最新型ＣＡＤ導入による作業効率化、テレワーク化、非対面化

2363 岐阜県 喜好屋 パッケージ化と予約システム導入によるブランディング

2364 岐阜県 ＥＧＯＭＡ　ＪＡＰＡＮ ライブコマースによる非接触営業販売手法の確立による販路開拓

2365 岐阜県 友信株式会社 6200001005674 感染リスク低減と価値向上を両立させる屋外撮影スペースの設置

2366 岐阜県 ジーアップクリエイトラボ 双方向オンラインシステムで学ぶメンタルヘルスセミナー

2367 岐阜県 近藤石材店 非対面による墓石の新しい販路開拓事業

2368 岐阜県 株式会社ＲＨＡ 2200001038595 来店から退店迄の人流一方向化を可能にした新たな美容室の形

2369 岐阜県 株式会社ｉｉｉ 5200001034410 接触機会の低減と本格的なテイクアウト販売拡大のための設備導入

2370 岐阜県 手ごねパン教室モナミ 手ごねパン教室を全国に開業してもらうためのオンライン配信事業

2371 岐阜県 レッドラインケーズ 移動販売車導入による新たなチャレンジとSNS活用による販路開

2372 岐阜県 小川司法書士事務所 誠実、迅速、親切をモットーに非対面でも満足度の高い業務を提供

2373 岐阜県 ヘイズ キッチンカーによる中南米料理の移動販売。

2374 岐阜県 株式会社ＳＯＵＬ－ＤＩＮＩＮＧ 4200001031813 移動式販売車　匠のからあげ　第１号

2375 岐阜県 藤井厨房設備 予算、プラン、土地を同時掲載する、不動産情報サイトの構築

2376 岐阜県 株式会社ｈｏｙｒａｒｏｓ 6200001035606 ECサイトの構築による非接触販売の確立

2377 岐阜県 しらおシマダファーム HP、ECサイト構築による高品質野菜のBtoC市場開拓

2378 岐阜県 しいたけ家　ありがとう。 原木しいたけに特化した料理を提供するキッチンカーの導入

2379 岐阜県 株式会社東和 5200001016813 積荷型移動販売車を製作しテイクアウト商品の販路開拓をはじめる

2380 岐阜県 合同会社Ｅ．Ｐｏｒｔ 3200003004818 キッチンカー導入による移動販売の強化

2381 岐阜県 ラヴェリタ 唐揚げテイクアウト部門の開設

2382 岐阜県 ＣＩＲＣＬＥ株式会社 6200001034236 自動車用品のオンラインショップで強固な経営基盤を構築

2383 岐阜県 和ごころ農園 身も心も地域もととのう「バレルサウナ×農業体験」

2384 岐阜県 ワインアンドサケダイニングビー 珍しい酒類の仕入ルートを活かしたソムリエ体験サービスの創出

2385 岐阜県 株式会社ｇｓｉ 1200001031923 シャンプー台の導入と感染対策による顧客満足度アップで売上拡大

2386 岐阜県 株式会社Ｎｅｅｄｓ　Ｔｒｕｓｔ 7200001036140 中古車販売サイトを活用した非対面での新規顧客獲得と販路拡大

2387 岐阜県 株式会社Ｂｒｅａｔｈ．Ｍ 5200001038469 自社ブランドの確立とECサイト作成による販路拡大事業

2388 岐阜県 スエナミ工業株式会社 1200001002692 ＩＴを駆使した非対面インサイドセールスの強化で新規顧客開拓

2389 岐阜県 株式会社ニューエリア 7200001038582 プロ写真家作品で岐阜を盛り上げるための対人非接触型のＥＣ開始

2390 岐阜県 有限会社エムズ 7200002010433 オンライン商談とDMによる非接触の販売促進

2391 岐阜県 株式会社Ｐ・サポート 4200001029262 現場情報の整理・分析による養鶏コンサルティング事業の創出

2392 岐阜県 河村　設計 ポストコロナを生き抜く３DCAD最新技術と経験知識の融合事業

2393 岐阜県 香福屋 小売店とのオンライン商談・打合せに対応する電子カタログの整備

2394 岐阜県 鳳 移動販売事業を展開しコロナ感染リスクを抑え売上向上

2395 岐阜県 有限会社まるげん 5200002005195 キッチンカーでの移動販売やテイクアウトなどの攻めの事業展開

2396 岐阜県 はる書道教室 コロナ禍に対応するためのYouTubeを活用した売上拡大事業

2397 岐阜県 丸孝水野孝夫商店 販路開拓に伴う新たなECサイトの開設及び運営

2398 岐阜県 ＡＬ　Ｂｒｅｗｅｒ＇ｓ　Ｂｅｅｒ　Ｓｔａｎｄ 新規顧客獲得を目的としたクラフトビールの移動販売

2399 岐阜県 メナード化粧品北野町代行店 広報活動展開による非対面オンラインメニューの積極的な推進

2400 岐阜県 Street food truck TIDA 新規開業!夢の実現第一段階!キッチンカーで「本場の味」を提供
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2401 岐阜県 三建株式会社 9200001030892 現地に行かずLINEで簡易見積り

2402 岐阜県 へあくりえいと 車いすブレーキ補助具＋カバー「わん助にゃん友」新規販路拡大

2403 岐阜県 株式会社ＴＨＣコーポレーション 5080401021590 無人・非対面型店舗運営システムおよび運営サポートサービス

2404 岐阜県 ミラクルマジック オンライン化で感染者ゼロとし攻勢に転じるための補助事業

2405 岐阜県 株式会社ＬＥＡＰ 3200001036045 エレキングの制作と周知・販促の為のホームページ制作

2406 岐阜県 株式会社ホーリー 3200001027738 オンラインレッスン導入で新規顧客獲得

2407 岐阜県 エイトナインジャパン合同会社 6200003005177 3DCADによるプレゼン非対面化とSNS、テレビ会議の活用

2408 岐阜県 タカユキヒビノアートスクール 本アートスクールのオンラインスクールの構築

2409 岐阜県 Ｆｉｄａ 完全リモートでの非接触コンサルティングサービス提供

2410 岐阜県 有限会社クチハ陶苑 5200002021168 低感染リスクを目指した非対面による「美濃焼」の販路開拓事業

2411 岐阜県 恵那頭痛整体ひまわり 整体依存から卒業へ。笑顔の女性をたくさんにするプロジェクト。

2412 静岡県 株式会社松永工基 2080001015260 ドローンを活用した非接触型システム導入と迅速な情報提供

2413 静岡県 有限会社シェーン・ヴァッサー 4080002002446 感染リスクを極限まで抑えた個室完結型の美容サービスの提供

2414 静岡県 菜の葉 オリジナルソフトクリームのテイクアウト販売

2415 静岡県 パウゼ 密な環境を解消した貸切りのカウンセリング型セルフエステ事業

2416 静岡県 株式会社祭すみたや 6080401005023 ネット通販事業の出荷業務外注化による従業員の完全在宅勤務化

2417 静岡県 Ｃｅｎｔ 動画コンテンツを含めた新規サービス導入による販路開拓促進

2418 静岡県 株式会社ロト 3080401023333 オープンスペース（屋外空間）を活用した夢ある焼き芋店の開設

2419 静岡県 Ｂｅｌｌｉｓｓｉｍａ セルフ脱毛事業導入で新規顧客獲得＆売上拡大と非対面化の推進

2420 静岡県 鵬水産株式会社 8080001000843 移動販売車と行商HPによる無店舗小売業態の確立と継続事業化

2421 静岡県 有限会社寅や 6080402017554 「お家で贅沢しゃぶしゃぶセット」のネット販売事業の新規展開

2422 静岡県 ピスタぎょうざ店 テイクアウトの売上増！新しい生活様式に即した収入安定プラン

2423 静岡県 有限会社９６５０ 7080402016778 非接触決済の新たな提供プロセスを導入した持帰り弁当販売の設立

2424 静岡県 株式会社プラス・ブレスト 5080001021124 お客様の心を満たすフレンチレストランが提供する弁当宅配事業

2425 静岡県 株式会社ＥＩＫＯ　ＥＣＯ 4080401024933 ベトナム食品のインターネット販売展開による販路開拓

2426 静岡県 ＢＬＵＥ　ＬａＩＺＵ株式会社 4080101020373 近隣住民にも開放！旅館の「自販機商店街」事業で買物弱者支援

2427 静岡県 鈴木研一郎 完全オンライン・非対面環境で制作する全年齢対象の映像作品

2428 静岡県 山本輪業 イートインでの感染リスク軽減を目指す屋外飲食スペース設置計画

2429 静岡県 とさわや旅館 アニメツーリストに向けた聖地のワーケーションプランの提案

2430 静岡県 ＰｒｉｍｅＲ シェアサロン及びセルフエステ事業

2431 静岡県 Ｙｕｉ　ｓｕｐｐｏｒｔ合同会社 4080403003836 農産業×IT×街(人)を結ぶ地産地消キッチンカーでの販路拡大

2432 静岡県 株式会社ＲＩＣＨ　ＦＬＡＴ 1080401022403 非対面型販売実施のための商品製造体制の構築

2433 静岡県 ブックボックス東新田店 事前にオンラインで買取査定する宅配買取です

2434 静岡県 有限会社桂林堂 5080102016659 オンラインカウンセリングと低感染型店舗への改装事業

2435 静岡県 有限会社永田屋 9080402021702 袋井発！「袋井名物食品の冷凍自動販売機」の設置

2436 静岡県 株式会社マキノハラボ 5080001022056 密を避ける大部屋での 1 棟貸切宿泊提供と対人接触機会の最小

2437 静岡県 合同会社スリーアローズ 7080003001915 「スマートロック」と「予約管理デジタル化」で非対面化の実現

2438 静岡県 株式会社安田屋旅館 8080101019916 太宰治ゆかりの宿の販売チャネル拡大と新たな収益の柱の構築

2439 静岡県 ＶＩＴＩＳ　ｖｉｎｅｒｉａ テイクアウトも可能な予約システムの導入に伴う新規顧客獲得

2440 静岡県 レ・トゥーヌソル バースデイ用ケーキプリントの自動化を通じた生産性向上の実現

2441 静岡県 ＳＮＡＰｘＳＮＡＰ ペットの動画撮影をHPの予約システムを使い販売促進

2442 静岡県 株式会社ビズホープ 9080101018396 女性創業者のためのオンライン広報相談プラットフォームの構築

2443 静岡県 株式会社小塚工業 8080101019437 オンライン会議システム広報のためのホームページリニューアル

2444 静岡県 居酒屋とんからり ポストコロナに向けたモバイルオーダーで感染対策と効率化実現

2445 静岡県 株式会社孝縁 1080101018461 WEB で完結、定額緊急対応パック販売

2446 静岡県 有限会社ワイルドアインシュタイン 6010402017916 ECサイト設置及びオンライン広報番組放映

2447 静岡県 ヘアデザインロッコ 帰宅後の時間的心理的余裕を生み出す持ち帰りパンの製造と販売

2448 静岡県 清水えみ子 新しい教室での少人数授業と感染症対策のためのオンライン講習

2449 静岡県 焼きそば　ゆぐち テイクアウトの強化と感染症対策と集客の両立

2450 静岡県 啓明コンサルティングオフィス合同会社 5080003002122 大都市圏向けオンラインコーチング＆コンサルのプロモーション
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2451 静岡県 テトラリンクス 感染リスク低減のための「出張エステティックサービス」の運営

2452 静岡県 大津進学教室 プログラミング教室の構築事業

2453 静岡県 株式会社Ａｎｔ 6080101019785 販路拡大のためのECサイトの構築とホームページ制作

2454 静岡県 住吉三島本店 自動券売機導入による対人接触機会の減少で事業継続計画

2455 静岡県 有限会社ミルポワ 8080002005783 【有限会社ミルポワ】経営計画及び補助事業計画

2456 静岡県 株式会社井戸松 8080101000181 オンライン展示場で「住まいづくり at　ホーム」を実現！

2457 静岡県 株式会社ＯＨＡＮＡ 6080401024386 予約システムによる非対面型集客・営業の構築で販路拡大

2458 静岡県 かねとよ株式会社 7080401017447 ドクターメロン専用のECサイト開設と広告宣伝

2459 静岡県 スタジオθ 感染防止をした運動スタジオで高齢者の健康と社会性を増進

2460 静岡県 ＢＲＩＬＬＡＮＴＥ　ＩＬ　ＳＵＺＵＫＩ 新たな販売方法確立による新規顧客獲得策

2461 静岡県 レプトス コロナ禍に対応した非対面オンライントレーニングへの転換

2462 静岡県 うきてん 日本料理のテイクアウト対応への取り組み

2463 静岡県 株式会社フォースエバー 9080101018223 オンラインスクール事業の広報事業

2464 静岡県 株式会社成田商店 6080101001371 介護施設の少量多品種対応！オーダーカット野菜事業の展開

2465 静岡県 陶芸工房どかどか 陶芸教室をオンライン開催に転換、ホームページでの作品販売強化

2466 静岡県 株式会社丸憲 6080401010469 倉庫敷地を利用した軽トラ市でのアウトレット産品直売事業の展開

2467 静岡県 石の駿東 若年層に対応した非対面型ビジネス及びIT化による事業展開

2468 静岡県 シュクール 移動販売車による熟練職人が石窯で焼いた天然酵母パンお届け事業

2469 静岡県 株式会社リッシュエス 5080101022088 ECサイト出店による販売力強化事業

2470 静岡県 Ｒｅｓｔａ株式会社 4080001010747 テイクアウト事前予約ツールの導入による非接触サービスの拡充

2471 静岡県 株式会社フォアフロント 1080101021721 非接触型営業とSNS投稿代行で広告業の新しい価値を創造する！

2472 静岡県 御宿至 美術作品のEC構築と新たな販路開拓

2473 静岡県 有限会社伊東商店 1080402000812 日本文化を感じさせる乾物等のECサイト構築とプロモーション

2474 静岡県 ブルーボンネット　成田優子 オンラインレッスンの開始とＨＰの作成による新規顧客開拓

2475 静岡県 珈舎 珈琲とシフォンケーキのWEB集客とネット販売への取組み

2476 静岡県 合同会社フジエダオガワホテル 3080003002322 「自社サイトへの予約システム導入」と「勤怠管理のデジタル化」

2477 静岡県 株式会社庭明 2080401003947 新しい造園業を創る　新規顧客獲得！オンラインツール活用事業

2478 静岡県 有限会社進士印刷 7080002002559 既存ウェブサイトの全面改修による特殊印刷物の新販路開拓事業

2479 静岡県 ゴールドアイライン セルフホワイトニングの広告宣伝事業

2480 静岡県 すずも整骨院 産後ママに向けた最新の非接触型筋力トレーニング施術の提案

2481 静岡県 ミラクリスタル 非対面型のカウンセリング、セミナーシステムの構築

2482 静岡県 FitForHer 顧客管理システムの開発による感染リスク低減と生産性向上の取組

2483 静岡県 スタジオユーツー スタジオ稼働率の向上！撮影スタジオからライブ配信事業の実施

2484 静岡県 オーラ・プロジェクト 抗ウイルス・抗菌・消臭施工の実施とHPの作成による新規顧客開

2485 静岡県 大石ふとん店 オンラインツール導入による非対面強化と売上の創出

2486 静岡県 ハフアンドパートナーズ法律事務所 相続専門のオンライン法律事務所の開設

2487 静岡県 有限会社アイエスメディア 6080002009027 ドアtoドアによるプリンタ修理依頼

2488 静岡県 ほぐし処くさなぎ 整体院の集客に特化した自社サイト作成による新規顧客開拓

2489 静岡県 髪工房フカダ 介護を受ける為の介護脱毛を安心安全・快適な店内環境で行う。

2490 静岡県 株式会社Ｕ－ＣＨＡＮ 9080001023645 「一点突破集客法」が学べる低額オンラインサロンの新規開設

2491 静岡県 株式会社ははごころ 4080101017675 鍼灸マッサージ保険請求ソフトのサブスク（非対面販売）への切替

2492 静岡県 株式会社リックス 4080401011733 対面に拠らない営業確立！自社紹介強化・通販事業参画HP作成

2493 静岡県 株式会社鰻丸 2080401024803 新店移転を契機にしたテイクアウトの強化と出前サービスの開始

2494 静岡県 こすず荘 ホームページにオンライン機能を付け、仔犬の見学を行う。

2495 静岡県 株式会社Ｄ＆Ｍ 3080101020944 「気学」を応用した後継者育成コンサル事業のWebインフラ構築

2496 静岡県 株式会社丸又 9080001015196 部門別ホームページ強化による非対面型ビジネスの実現

2497 静岡県 株式会社なごみ 7080401025029 全国に向けて独自のオンラインセミナーを開講して売上アップ

2498 静岡県 ＢＡＧＵＳ　ＳＵＲＦ ウインドサーフィン店舗事業のECサイト構築による非対面化

2499 静岡県 株式会社エンジェルコスモ 6080401011401 サイト内システム改良で対面型から非対面型指導の販売化

2500 静岡県 株式会社きずな 7080001012352 葬祭業
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2501 静岡県 株式会社ニットーホーム 4080401003920 非接触型Web営業構築及び広告媒体による新規顧客獲得事業

2502 静岡県 ＭＯＵＮＴＡＩＮ　ＢＡＳＥ ガスチャージ機導入による対人接触機会削減事業

2503 静岡県 無二会気功研究所 オンラインカウンセリングとｅラーニングの事業の構築事業

2504 静岡県 株式会社クレスト・ジャパン 4080401010859 小規模事業者持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠

2505 静岡県 ＭＫ　ＴＲＡＤＥ 時代を先駆ける安心安全な韓国商材イブルの販路拡大と販促力強化

2506 静岡県 合同会社アヘッドプロ 3080103002321 非対面型集客法とECサイト運営法をオンライン講座で提供

2507 静岡県 ヨツメグサ 従来型のビジネスモデルからの転換を目論む革新的サービス開発

2508 静岡県 合同会社ＫＡＵＮＩＳ 1080003002456 ダイエット事業の対面クチコミからの完全オンライン化と訴求

2509 静岡県 株式会社ＭＡＲＳ 7080001023242 コロナ対策とテイクアウトメニューの開発

2510 静岡県 株式会社かなめ創建 1080401006323 コロナ禍に対応するため新たに福祉事業に進出する取組み

2511 静岡県 お食事＆かき氷キッチンゼン 商品のテイクアウトでの販売やネットでのオリジナル商品の販売業

2512 静岡県 株式会社Ｒｏｕｔｅ　ｏｎｅ 7080401021110 和菓子教室の対面開催と非対面ＷＥＢ開催の両立と全国・海外展開

2513 愛知県 ひろと接骨院 「正しい知識で無理なく痩せる」効果絶大！オンライン指導

2514 愛知県 有限会社臨江館 2180002074601 非対面式接客と満足度向上のシステム

2515 愛知県 有限会社ルーツ 9180002057450 キッチンカー導入で感染リスクを抑えた新たな多店舗展開戦略

2516 愛知県 小鈴ファーム ブランドトマトのEC販売と店舗の脱三密への改装でコロナ対応

2517 愛知県 たし算とひき算 ECサイトを通じた非対面の販売戦略による売上向上の取り組み

2518 愛知県 株式会社ローズメゾン 3180001061319 肩凝り腰痛に効果的な筋膜リリースストレッチでオンライン指導

2519 愛知県 トレーニングスタジオ　フォルマ 非対面でのサブスクリプションパーソナルトレーニング

2520 愛知県 松下精肉店 キッチンカーによる新ニーズ開拓とSNS拡散による認知度向上

2521 愛知県 株式会社ウィングフード 9180001045299 ホームページリニューアルによる肉のネット販売及び感染対策

2522 愛知県 有限会社ミップ・ステーション 7180002058822 話し方スキル向上需要に対応 オンラインアナウンススクール開講

2523 愛知県 おでん酒場作 個室化による完全予約制やテイクアウトなど新サービス開発事業

2524 愛知県 株式会社栴檀 4180001068668 伝統と歴史の高級うなぎ弁当をリーズナブルに！

2525 愛知県 有限会社蕎麦匠まつや 3180302008183 個室化で感染リスクを抑え、安心してゆっくり過ごせる客席づくり

2526 愛知県 清風株式会社 5180001072470 子供から高齢者まで楽しめる「武将コロッケ」の持ち帰り販売事業

2527 愛知県 有限会社伊勢梅 2180302006378 店内を非接触スタイルに改装＆HPでテイクアウトメニューを発信

2528 愛知県 株式会社セイバース 6180001099059 中古車対面販売からオークション販売に転換し対人接触を大幅削減

2529 愛知県 株式会社ＢＢ 8180001144119 本格カレーをおうちで！真空包装機導入による非対面販売強化事業

2530 愛知県 株式会社池田商店 3180001034101 ECサイト構築による販路拡大・新規顧客獲得

2531 愛知県 パティスリーケーシマオ 密を避けお客様に買い物を楽しんでいただくWEBショップ開設

2532 愛知県 株式会社ブレインパーツ 7180001119690 オンライン商談へと誘導できるネット完結型PR集客の仕組み作り

2533 愛知県 英圓 イートインにこだわらず、販路の拡大を図り事業の安定

2534 愛知県 salone ninfa オリジナルオンライン講座による販路開拓事業

2535 愛知県 アートジュエリー緑 オンラインコンシェルジュサービス導入で接触機会ゼロへの挑戦！

2536 愛知県 キングラムジーピー千種駅前店 コロナでも安心!密を避ける出張買取でSDGsを推進!!

2537 愛知県 マツシマ建築 現地来訪不要！！オンラインで、現地見学レベルの内覧会を実現

2538 愛知県 大木真理のトレーニングスペース オンラインレッスンのためのスタジオ造作事業

2539 愛知県 株式会社ＢＲＡＮＣＨ 8180001117388 対人接触減少と中小企業のDXを促進する営業オンライン化事業

2540 愛知県 東梅坪七丁目兆路 鰻料理専門店の低感染リスク型テイクアウト対応ＥＣサイト構築

2541 愛知県 株式会社Ｃｈｅｅｒｓ 6180302011853 来店不要で相談、入会契約、婚活セミナーをオンライン化する事業

2542 愛知県 合同会社ベア 2180303003655 患者様が自宅でも治療をできる機器導入・継続的な治療効果の実現

2543 愛知県 熟成ステーキ・牛鍋座頭牛分家 個室化、自社サイト構築で少人数顧客獲得とテイクアウト販売拡大

2544 愛知県 株式会社ＴＨＥ　ＢＯＲＤＥＲ 2180001125405 キッチンカーで行う移動販売と訪問ケータリングの販路開拓事業

2545 愛知県 株式会社一文字グループ 9180001125662 個室化工事とオンラインサービス導入による個人客需要の獲得

2546 愛知県 サンライズ商事株式会社 2180001002067 真空パック設備でテイクアウト用の商品開発による非対面化

2547 愛知県 株式会社サンテック 5180001093376 「遮熱塗料で地球に優しい外壁塗装」のIT見積で、脱対面営業！

2548 愛知県 神田工業株式会社 4180001119909 自宅で楽しめる指スケブランド確立と生産性向上及び三密回避

2549 愛知県 株式会社しかく 3180001143777 コロナ対策を万全にした惣菜専門店への業態変更による販路拡大

2550 愛知県 ＨＩＫＡＲＩ　ＨＡＩＲ　ＦＡＣＥ 水流シャンプーでコロナを流せ！！安全・安心・リフレッシュ宣言
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2551 愛知県 株式会社ナゴヤテクニカルエース 6180001095074 産業用ロボットを活用した生産設備供給体制の確立と営業強化

2552 愛知県 おかめざくら藤が丘駅前店 「骨とり魚料理」のテイクアウトでお客様を健康に！

2553 愛知県 波瀬 対人接触機会の減少を目的としたデリバリー・出張店外料理の導入

2554 愛知県 サンワケミカル株式会社 2180001097264 アウトバウンド形式脱却！インバウンドセールスの為のツール整備

2555 愛知県 友一大 ポツンと一軒店ド田舎から全国へ羽ばたく夢と未来のギョーザ店へ

2556 愛知県 株式会社ひさすえ 2180001133309 中小企業の福利厚生となる婚活事業の非対面集客

2557 愛知県 La Fonte テイクアウト事業と店舗内抗菌で三河イタリアンを美味しく安全に

2558 愛知県 魚山正 ネット通販サイトの構築とプロモーション強化による販売促進

2559 愛知県 gentille セルフ脱毛機導入で新規顧客獲得による売上増＆非対面接触の推進

2560 愛知県 株式会社アンジュ 1180001108773 オンライン療育の導入および地域への認知向上

2561 愛知県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｃｒａｙｏｎ　Ｓｔｙｌｅ 1180001121264 社会人向けオンラインビジネススクール事業

2562 愛知県 株式会社ｅｎｒｉｃｈ 6180001132538 密を避ける移動式商談による在日外国人向け通信サービス販売

2563 愛知県 株式会社名古路コーポレーション 2180001097297 ファクトリーブランドによるECサイト子供服販売事業

2564 愛知県 池田屋 低感染型店舗レイアウトへの変更と熊本料理テイクアウトの実施

2565 愛知県 株式会社後藤精肉店 3180001087438 接触機会低減に向けた最新設備導入による商品競争力確保事業

2566 愛知県 株式会社ジェーオーコーポレーション 2180301016056 LINE公式アカウントを活用したホームスクール事業展開

2567 愛知県 江口珈琲店 対人接触機会の減少と売上向上を図る為の庭のテラス化計画

2568 愛知県 株式会社リバーパス 7180301004130 施工時間を短縮できる壁紙リメイクの提供と非対面化でコロナ対策

2569 愛知県 株式会社じょさんしＧＬＯＢＡＬ　Ｉｎｃ． 3180301035071 オンライン支援サービス（スムーズな医療連携体制の構築）

2570 愛知県 ベーカーマンブロス株式会社 9180001106448 ＥＣサイト構築によるオンラインストア「バターサンド専門店」

2571 愛知県 弁護士法人スピカ 得意分野に特化したＷＥＢ相談の仕組み構築し、販路拡大を図る

2572 愛知県 ガトーラヴィ 自動釣銭機を利用した非接触対応サービスの開始

2573 愛知県 Ｗｉｌｌ　Ｅｃｌａｔ 九星氣学（統計学占い）講座の低感染リスクの為のオンライン化

2574 愛知県 工房ゑびす オーダーメイドブライダルリングのオンライン受注による販路拡大

2575 愛知県 有限会社ノエル 8180302015753 ＥＣサイトでの販売強化用サプリメントの開発と販売促進

2576 愛知県 自家製天然酵母　ＢＡＧＥＬ　ＣＡＦＥ　ＳＯＲＡＲＩＮ 通信販売の本格化に向けて新たな集客方法と販売体制を整える

2577 愛知県 株式会社ＦｏｒｅｓｔＷｉｎｇ 3180001099912 完全非対面対応のオンライン買取査定体制を構築で販路拡大を図る

2578 愛知県 株式会社さんもく 7180001138889 修繕事業を気軽に依頼！HPと特殊カメラで非対面ツールの確立

2579 愛知県 有限会社森本パソコンスクール 9180002079635 ２級建築士が運営するオンラインのCAD教室

2580 愛知県 バレエスタジオ　ラ・フェ オンラインレッスンへの事業拡大と認知度向上のためのHP更改

2581 愛知県 株式会社Ｆｏｏｄｅｘ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 4180301026540 キッチンカーを導入し、安全安心、美味しい移動販売事業

2582 愛知県 株式会社ＡＭＡ 7180001130813 自転車出張修理サービスの事業拡大

2583 愛知県 南舘事務所 画期的、調査士業界で先駆けた立体3Ⅾ図面を使っての販路開拓

2584 愛知県 酒肆石花 売上改善と酒肆石花の牡蠣の認知向上のためのキッチンカー導入

2585 愛知県 あさひ寿し テイクアウト専用WEBサイトと看板設置でテイクアウト強化

2586 愛知県 バーマニフィック 吸排気システムによる感染症対策とテイクアウトによる収益拡大

2587 愛知県 株式会社相羽製型所 5180001123182 新規開発製品のWeb展開及び販売方法の転換(ECサイト導入)

2588 愛知県 合同会社ＴＡＣ 3180003020388 動画配信を窓口にWEB を用いた販路拡大を目指す

2589 愛知県 株式会社太光ワークス 3180001116469 トラック業界に向けたオンラインでのデジタル営業！

2590 愛知県 あんりかこ Webサイト開設と対面型チャットシステム導入による販路開拓

2591 愛知県 Yoga Terior オンライン対応「ヨガインストラクター養成講座」

2592 愛知県 ムラピカン 出張レッスン等による低感染ビジネスで売上拡大

2593 愛知県 株式会社ＴＳネット 4180001090647 無人航空機（ドローン）による住宅発電設備

2594 愛知県 うどんのいなや 専用 EC サイト制作によるネット通販事業で販路拡大を図る

2595 愛知県 株式会社のだや 2180301011858 スイーツ事業のＥＣサイトによる非対面販売での事業展開

2596 愛知県 ヨガレインボウ みんなに届け！コロナに負けない健康な身体づくり

2597 愛知県 ジャパンプロダクツ株式会社 4180001124677 「食べて健康になる」栄養満点弁当の開発

2598 愛知県 たいち接骨院 コロナ禍を踏まえたサービス体制の整備

2599 愛知県 美来建設株式会社 1180001062731 自社運営のポータルサイトの構築による下請の脱却と新規顧客創造

2600 愛知県 近藤裕介税理士事務所 税理士事業の完全オンライン化
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2601 愛知県 石田畳商店 高層階でも安心！コロナ禍にマッチした 畳の納入方法の導入

2602 愛知県 ノコデザイン一級建築士事務所 オンラインサービスによる販路拡大・下請け脱却事業

2603 愛知県 徳智株式会社 8180001109492 オンライン診療申込システム構築

2604 愛知県 株式会社名学館ディスカバリー 6180001078054 オンライン個別指導の生徒増加を目指す販売促進活動

2605 愛知県 Ｄａｙ 訪問美容事業PRのための動画作成、設備導入

2606 愛知県 有限会社コンディトライベーレン 1180302022021 窒素置換技術を活かした半製品・焼菓子・チョコレートの通販事業

2607 愛知県 Ｓｐｉｃａ 障がい者支援業務サポートに特化！アセスメント専用サイトの構

2608 愛知県 トップアスリート株式会社 1180001090427 コロナ需要対応商品のECサイト構築と動画による魅力度向上

2609 愛知県 株式会社ロンド・ベル 3180001123837 ゴーストレストラン　宅配、テイクアウト専門タコライス店の開店

2610 愛知県 ハンバーグ専門店　オクトパス・ガーデン ECサイトを通じた人気ハンバーグをパッケージ化した拡販事業

2611 愛知県 株式会社パーソナルツアーズ 9180001095220 ペット総合プロデュースにむけた新規顧客獲得のためのＷeb活用

2612 愛知県 寿司と和食の店つたや 接触9割削減プロジェクト！ガイドラインを徹底厳守した店づくり

2613 愛知県 株式会社アクエリアス 9180001062567 カメラの撮影技術や専門知識を活用した中古カメラの海外販売事業

2614 愛知県 株式会社ＨＩＲＯコーポレーション 6180301017505 日本庭園を活用し川床をモチーフとしたプラン開発事業

2615 愛知県 ｃｏｆｆｅｅ喜多町喜多琉 珈琲豆販売要望に応えたい＆楽しいテイクアウト商品を作りたい

2616 愛知県 プライベートサロンＬＡＮＩ マツエク事業者が挑むセルフエステ、EC事業参入による販売

2617 愛知県 有限会社喰いしん坊太郎 2180302005826 居酒屋品質の弁当デリバリー業務への転換

2618 愛知県 株式会社ＨａｎａＮｉｃｈｉ 3180001101165 ネット販売用有機コーヒー新商品開発・webで非対面販路開拓

2619 愛知県 株式会社アイアン工業 7180001081899 セミオーダーキャンプ用品の専用WEB制作による販路拡大を図る

2620 愛知県 スズヒロ合同会社 6180303004138 「セントラルキッチンで目指す!!生産性向上と感染症対策事業」

2621 愛知県 株式会社あいち統合医療 4180001081506 治療環境の整備で三密回避、安全・安心治療のPRで患者獲得

2622 愛知県 石川晃司税理士事務所 キャッシュフローコーチのオンライン提供による新規顧客獲得事業

2623 愛知県 株式会社ＩＳＨＩＮＯ 6180001059418 LINEとオンライン販売を連携活用した新規顧客の拡大

2624 愛知県 有限会社ビー・アイ・シー 4180002042341 非対面を中心とした商圏拡大、および新規顧客開拓事業

2625 愛知県 レストラン　シャンデリア 大広間を仕切り個室化し少人数の会食を増やし１９６万円UP

2626 愛知県 有限会社オフィス市川 4180302004347 来店予約システムと社内機密資料のペーパーレス化システム構

2627 愛知県 ＢｏｎｈｅｕＲｅｐａｓ カードを活用したヘルスケア・オンライン講座で販路拡

2628 愛知県 ロンデザイン 測定器の導入による工事現場立合い回数の削減

2629 愛知県 なないろホーム ホームページで建物見学会!WEB活用による対面業務削減

2630 愛知県 株式会社エムプランニング 3180001138182 人気の新サービス「ハイフ」で非対面セルフサロンの新規顧客獲得

2631 愛知県 澤田機械商事株式会社 5180001138197 独自の部品検索サイトによるクレーン車特化部品のネット通販事業

2632 愛知県 ムッシュクルクル ポストコロナでの SFA を活用したサービス提供効率化と顧客

2633 愛知県 ジートル 非接触型オンラインパーソナルトレーニングの導入

2634 愛知県 有限会社アイズ 7180302020903 ECサイト構築で来店せずに大人気餃子を購入＆全国へお届け

2635 愛知県 ガッツコンサルタント 非対面混合授業を可能にするプログラミング教室への挑戦

2636 愛知県 プチネイルズ 非接触型美容施術マシン導入による売上アップと新規顧客の獲得

2637 愛知県 結婚相談所ミヤビマッチング 名古屋初！１年結婚を目指す『婚活の教科書』YouTube配信

2638 愛知県 株式会社ＡＲＴＨＩＳ 6180001087071 12年の実績を踏まえたサロンクリニック商材をECで全国へ！

2639 愛知県 ＫＡ－ＫＵＮ　ＬＡＮＤ合同会社 8180003017289 非接触販売への転換のための自社EC サイトの新規作成

2640 愛知県 クワヤマオート 町の小さな自動車整備工場の非対面型鈑金修理システム

2641 愛知県 Ｗａｒａｕｍａ伊藤　きよの 豊富なコース設定のオンラインパン教室による顧客の拡大

2642 愛知県 有限会社マルイ紙業 7180302009847 24時間無人コンテナ設置による新規客獲得・売上拡大事業

2643 愛知県 株式会社ＩＮＳＡＮＥ 8180001134573 ストレッチ動画と予約WEBサイト構築でコロナ禍の健康に貢献

2644 愛知県 株式会社アステックプラザ 3180001073636 オンライン商談窓口の構築とＷＥＢサイトによる新規顧客開拓

2645 愛知県 株式会社エヌジェイジー 3180001128662 セルフオーダーシステムの導入により安心安全な店づくり

2646 愛知県 かなで行政書士法人 4180005017035 ＷＥＢ上で完結！オンライン申請書作成システム開発！

2647 愛知県 シャリケード キッチンカーによるバナナジュース販売

2648 愛知県 株式会社タナカシステム 9180001088182 ご当地アイドルが調理販売！地元食材使用のおにぎりキッチンカー

2649 愛知県 株式会社水徳 2180003010126 明治から受け継がれた鰻の味と雰囲気をご家庭で味わえるPR活動

2650 愛知県 あんしゅー ホームケアの提案による自宅で安心して美しくなれるエステを提案
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2651 愛知県 株式会社東海地所 8180301015408 HPを刷新してリモートで物件の内覧、説明及び管理を可能にする

2652 愛知県 城谷税理士事務所 Webと郵送で完結させる相続サービス「相続安心WEB」の提供

2653 愛知県 有限会社ザック 7180002030962 デジタル技術教育コンテンツ制作販売による新規事業販路拡大

2654 愛知県 合同会社かけいち 9180003021728 尺八文化の危機的状況を救う オンラインレッスンの推進

2655 愛知県 株式会社味岡人形 4180301000157 リモートでオーダーメイド人形の魅力を伝えるWeb構築

2656 愛知県 株式会社Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　ＤＣ　Ｊａｐａｎ 9180001134911 ＬＰを活用した税理士等との企業型ＤＣ導入支援連携

2657 愛知県 セントロ・ククルカン株式会社 4180001089367 高品質低価格弁当専門の販売プラットフォーム

2658 愛知県 有限会社オンリーワンコンサルティング 6180302018493 非対面型サービス「オンライン起業塾」の展開とHPによるPR

2659 愛知県 ｂａｒ　ｋｉｎｊｙｏ 人気の創作おつまみのEC販売で安定収益を実現する

2660 愛知県 PATISSERIE　A.MAKINO セミセルフレジ導入による対人接触削減と業務効率化の実現

2661 愛知県 株式会社グリンルームアトリエ由花 9180001132857 結婚式ブーケ保存加工専門店 デジタルカタログの制作

2662 愛知県 ムッシュスギ 密を避けた店舗へ改装、テイクアウトメニューの充実

2663 愛知県 オーエムジー ICTで感染予防と専門指導が両立する非対面事業モデルへの転換

2664 愛知県 株式会社Ｈ．ＰＬＵＳ 9180001134944 Webサイトからオンラインで販売売上構築事業

2665 愛知県 西洋料理Ｊｕｌｅｓ 独自の食材・食品の提供とそのセルフ調理マニュアル構築

2666 愛知県 ブランクスペース オンライン見積商談の導入に向けたホームページ制作

2667 愛知県 クリーンスタジオ株式会社 1180301020298 在庫管理システムとネット購買機能の導入による非対面営業の確立

2668 愛知県 有限会社コホ 4180002071761 自動追跡カメラと海用トランシーバーでオリジナルサーフスクール

2669 愛知県 株式会社Ｔａｂｌｅ２ 5180301031960 店舗のコロナ対策とお家時間増加に向けた地産地消の商品開発

2670 愛知県 じんＦＰ事務所 24時間視聴可能！オンライン動画配信研修の集客と実施

2671 愛知県 株式会社Ｅ．Ｅｖｅｒｙｄａｙ 9180001125258 学童保育タイプ英会話教室によるオンラインクラス創設と広報活動

2672 愛知県 株式会社サンショク 1180301005745 ネット販売拡充と冷凍自販機設置による低感染リスク直販の新構築

2673 愛知県 有限会社ショウ 2180002025868 ECサイトによる商品販売システム化とＳＮＳ活用による顧客拡大

2674 愛知県 有限会社スクーデリアオクムラ 9180002011696 ＩＴを活用した非接触型システム構築による販路拡大

2675 愛知県 有限会社千里十里 8180302003650 安心安全カウンター席の新設＆「お家で蕎麦打ちキット」販売開始

2676 愛知県 有限会社小野金型 6180302000699 次世代「ものづくり」推進へのオンライン集客事業

2677 愛知県 鈴木達也行政書士事務所 産業用ドローンを活用した非対面型サービスへの新規参入

2678 愛知県 有限会社プラネット 5180002048619 Webにより営業、人員募集関連をHPから行うシステムの構築

2679 愛知県 ０１フィラメント株式会社 4180001090184 プログラミング教室用オンライン教材の作成と新規集客活動

2680 愛知県 Ｒｏｉｂｌａｎ コロナに打ち勝つ非接触痩身エステサービス事業の展開

2681 愛知県 ビジョントゥートゥー 印刷会社の対面型営業とサプラーチェン毀損によるコロナ対応

2682 愛知県 有限会社好生 4180002085613 自社加工品の品揃えとリテール・サポート充実による利益率の向上

2683 愛知県 Atelier AM ３Ｄ技術を活用し、VR空間と現実世界双方で眼鏡を販売する

2684 愛知県 有限会社ＮＡＧＯＹＡＷＩＮＧＳ 2180302025948 大手中古車検索サイト連動型オンライン商談受付サイトの構築

2685 愛知県 株式会社ＣＨＩＯＮ 8180001146172 非来店売上拡大に向けた提案型webシステム美容室の構築

2686 愛知県 佐乃健介 小型オンラインイベント撮影サポート事業で地域活性化事業

2687 愛知県 合資会社オランダ製菓 1180003001092 LINE公式アカウントを活用した新規顧客と当社のファンづくり

2688 愛知県 谷川建装株式会社 1180001125926 一般顧客からの直接受注増加に向けた受付サイト・商談環境整備

2689 愛知県 亀井寿し 昔ながらの寿司屋脱却！冷凍設備導入でネット販売活用し販路拡大

2690 愛知県 宮ザキ園 宮ザキ園の銘茶をＥＣ設置とティースタンド展開で全国ブランドに

2691 愛知県 有限会社小津工芸 2180002025471 急増するオフィスエントランス改装需要に対応！非対面販売促進

2692 愛知県 株式会社碧香園 2180301013490 親子でおうち時間を楽しむ安心安全なほうじ茶セット開発販売事業

2693 愛知県 サイト　コンセプトプランニング 経営状況の可視化システム構築と社員研修のオンライン化

2694 愛知県 株式会社洋菓子パリジャン 9180001073267 セミセルフレジの安心感とレシート広告で再来店への促し

2695 愛知県 合同会社エトワール 5180003022655 仕事関係者が喜ぶ事業を行い。コロナ影響を乗り超え満室経営

2696 愛知県 株式会社ベネモ 7180001124311 ポストコロナに対応したアプリ・ＭＲ活用支援の販路開拓

2697 愛知県 民宿まりん Withコロナ、顧客満足、安心UP事業

2698 愛知県 クラススタイル ネットで集客。オーダーメイドの技術で新しいニーズを開拓。

2699 愛知県 株式会社活コンサルタント 7180001116985 非対面型商材の開発及び販売システムの構築による新規顧客獲得

2700 愛知県 株式会社中部システム事務機 6180001058592 非対面対応で事業継続と新規受注を実現するＨＰ更新と機能の追加
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2701 愛知県 小池良介 科学的分析と生コメントに応え新企画のユニーク英語アプリ導入

2702 愛知県 ＢＯＤＹ　ＳＡＬＯＮ　ＭＹＲＴＥ　ＡＭＯＵＲ サロン顧客を活かしたオンライン婚活サービスで素敵な出会いを！

2703 愛知県 株式会社ミューゼ 3180301021402 高級食器「アビランド」のEC通販サイト構築による新規販路開拓

2704 愛知県 ヘアースペースナックル プライベート空間の中で心も体も癒されるスパの環境づくり

2705 愛知県 ｃｏｔｔｅ 木工工具を工業用工具にして、手作り家具の製造販売を拡大

2706 愛知県 株式会社ＩＳＯＭＵＲＡ 4180302014635 コロナ対策に寄与するECサイト構築及び販路拡大事業

2707 愛知県 合同会社おれんじしっぷ 8180003021844 認知症介護の適切な知識・技術をオンラインで全国に発信する

2708 愛知県 EDGE マイクロバブル導入による施術時間の短縮と売上の拡大

2709 愛知県 ほけん工房ＤＡＹＳ 非対人型営業目的のオンライン相談と紹介動画を掲載したHP作成

2710 愛知県 嬉楽苑ＳＨＯＰ 新たに無人直売所での販売とオンラインを駆使した販売促進の強化

2711 愛知県 中部消防点検サービス株式会社 9180001130150 HPを強化！集客・営業・商談の非対面化で売上回復＆販路拡大

2712 愛知県 合同会社福徳堂 7180003019930 高齢者が安心して非対面で入居を決めるためのシステム構築

2713 愛知県 ＲＥＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ　ＬＩＦＥ 実物が無くても心配無用！安心に買い物が可能なECサイトを構築

2714 愛知県 ＢＡＲ　ＲＥＤ　ＬＩＮＥ デリバリー、テイクアウトに適した設備投資と販路開拓

2715 愛知県 プリントラボスッテ 感染リスクの低減と顧客満足度のキープを両立させた新店舗展開

2716 愛知県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＹｕＥ 歌う・話す・教えるための歌えるクリアマスク開発、販路開拓事業

2717 愛知県 一華 テイクアウト対応の為の設備導入とコロナ禍に対応した店舗づくり

2718 愛知県 青の会音楽教室 青の会音楽教室　西川麻子

2719 愛知県 ブリーロ鍼灸院 オンライン事前問診の広報のための自院サイトリニューアル

2720 愛知県 鉄板焼きダイニング　Ｂａｒｂｅ 地元国産牛を使った新商品開発やテイクアウト事業及びSNS運用

2721 愛知県 スリムプルメリア 完全非接触、120％の満足度！院長が完全伴走する美腸活事業

2722 愛知県 民宿お食事処　田原屋 伊良湖岬の魚介類、自宅で待ってる家族みんなで食べよう！

2723 愛知県 よろずカフェ陣吉 ECサイトを立ち上げ、デリバリー事業の展開

2724 愛知県 あんしんアミーゴス株式会社 1180001145305 非対面面談システムを構築し優秀な介護人材確保サービスの向上

2725 愛知県 割烹　伊とう 日本料理のテイクアウト販売モデルの構築事業

2726 愛知県 鉄板居酒屋若丸 感染対策の店舗改装と新規売上確保の為の開発・宣伝

2727 愛知県 Ｋａｎｉふぁみりあ オリジナル折り紙・羊毛フェルト手作りキットをSNS広告で通販

2728 愛知県 霧島工業 新型溶接機の導入による生産性の向上と感染対策の両立達成！

2729 愛知県 株式会社ＪＡＭ 1180001100433 新しい生活様式に対応した、まったく新しいマルシェの展開

2730 愛知県 株式会社ラノタス 7180001091031 テイクアウト用小窓の設置、新メニュー開発による新規顧客の獲得

2731 愛知県 有限会社ミーテック 7180302012520 納入時の対人接触時間を減らしたロボット制御プログラム設計事業

2732 愛知県 行政書士法人ＫＩＳ名古屋事務所 1180005018886 オンラインセミナーと相談とを組合せた非対面型営業の拡大

2733 愛知県 株式会社竜廣設計 1180001100796 非接触対策によるテレワーク化のための3次元CADソフトの導入

2734 愛知県 株式会社ｆｅｅｌｉｎｇｓ 8180001124079 対面を0に。社内報サービスのオンライン提供による新たな挑戦

2735 愛知県 株式会社きぐね 1180001135116 陶磁器と観葉植物のサブスクとECによる豊かな食住環境の提案

2736 愛知県 Ｇ．Ａ．ｗｏｒｋｓ Web型3DCGバーチャルショールーム事業の販路開拓

2737 愛知県 有限会社タック・ケン 2180002086522 特許取得商品のオンライン決済実現で販路開拓をして売上を回復

2738 愛知県 中部園芸株式会社 5180001000778 高付加価値グリーン事業の開発と推進で新たなビジネスの創出

2739 愛知県 株式会社ＳＯＺＯＳ 7180001089034 動物病院のための「飼い主向け情報誌」のオンライン販売

2740 愛知県 株式会社フィルムガーデン 2180001144330 オンライン動画スクールで、働くひきこもりを応援！

2741 愛知県 割烹いち川 テーブル席の個室工事とテイクアウト導入事業

2742 愛知県 株式会社Ｔｃｅｌｌ 6180301028485 オンラインで医療コンサルを育てるための教科書を作る計画。

2743 愛知県 五十鈴美容室 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

2744 愛知県 株式会社知多ホーム 5180002086156 一般消費者向け戸建て住宅のオンライン営業体制を整備する

2745 愛知県 株式会社ルーラルコテージ 3180001085490 「3DCADを活用した安心・安全なオンライン商談」の実施

2746 愛知県 ＡＱＵＡ株式会社 3180001132532 独自開発のコーティング剤のECによる個人顧客開拓と特約店拡大

2747 愛知県 株式会社タートル 4180001130758 効率的な経営でも、お客さんへのおもてなしは安心安全で

2748 愛知県 有限会社アドヴァン 6180002049054 結婚相談所の成婚者専用,婚約＆結婚指輪販売ＥＣサイト構築事業

2749 愛知県 株式会社ｄｉｃｅ 2180001130859 テーブル席の個室工事でコロナ禍でも安心安全な店作り

2750 愛知県 レ　ビジュウ　ナカハタ 非対面販売強化のためのホームページとネット通販構築事業
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2751 愛知県 有限会社味彩 8180002055406 「和食房味彩」「なごやうどん」テイクアウト促進事業

2752 愛知県 龍果園 ホームページを活用した「ぶどう」のポット式栽培キットの販売

2753 愛知県 株式会社Ｌｅｐｉｎａｙ　Ｊａｐｏｎ 1180001129035 ECサイトと会員ページ制作によるおうち需要とリピート客の獲得

2754 愛知県 ティーベア 移動販売車（キッチンカー）で独自商品を販売しコロナ禍に勝つ

2755 愛知県 悠らり建築事務所 非対面で当事務所の良さが伝わり依頼につながるＷＥＢ制作

2756 愛知県 アンナプルナ長久手店 本格ネパール料理のネット販売で非対面サービス提供に取り組む

2757 愛知県 ＰＲＯＴＥＣＴＪＡＰＡＮ株式会社 1180001112172 店舗買取型からオンライン買取型へのシフト転換

2758 愛知県 MaidAliare・マジシャンプリンセス破天荒「姫-HIME-」 オンラインマジック教室・劇場型マジックショーの実施

2759 愛知県 株式会社シーフードカンパニーヤマセ 5180001050625 マグロ卸売業者が挑む一般消費者向け提案型ネット通販

2760 愛知県 銀杏株式会社 4180001128505 テイクアウト・デリバリー販路拡大強化と店内整備の高度化

2761 愛知県 株式会社スタンドリバー 2180001057986 日中の時間を活用したランチ、テイクアウト事業による収益化

2762 愛知県 corail 幹細胞化粧品を使ったセルフエステ業のオンライン運営！

2763 愛知県 ホクセイ整体院大府 自宅で猫背改善！猫背専門整体院によるオンライン講座

2764 愛知県 豊永建設株式会社 5180001092989 Webの充実とVRを活用したバーチャル見学会で売上アップ

2765 愛知県 株式会社ａｌｏｏｃ 4180001126038 学生をスマートにご案内！

2766 愛知県 株式会社ドットスプラウト 3180001140361 スマホ対応のウェブサイトを構築して全国に販路拡大

2767 愛知県 株式会社カドリーノーブルコア 3180001131996 通販サイト構築による非接触販売の実現とオンライン講習の実現

2768 愛知県 パティスリーグランブリエ 愛があふれるケーキ屋のホームページ・ＥＣサイトの作成

2769 愛知県 株式会社アッセンブルプレイス 9180301008518 キッチンカー導入により販売強化を図り売上・利益拡大を目指す

2770 愛知県 民宿たかせ 売店で人気の商品をネット販売することでV字回復を図る

2771 愛知県 株式会社知田和呉服店 4180001010547 リモート接客販売への転換と、提携先と新規顧客の獲得

2772 愛知県 エフモード 徹底したコロナ対策を行いお客様が安心安全ですごせる空間の提供

2773 愛知県 からだケアわたなべ 待合室設置による顧客同士の接触機会軽減事業

2774 愛知県 アクア合同会社 3180003020842 医療、福祉従事者向け健康食配食サービスの展開

2775 愛知県 株式会社ダイナックス 4180001047465 リモート対応・チャット機能を盛り込んだホームページの作成

2776 愛知県 石橋万里子 安心して歌う・学ぶ！オンライン有償動画講座制作・販売事業

2777 愛知県 ＭＫ.リフォーム 快適ステイホーム支援プチリフォームサービスで販路開拓事

2778 愛知県 サロン・ドゥ・レーベル 完全個室の感染防止対策で安心してネイル・エステを提供する事業

2779 愛知県 株式会社ユーホーム 2180001104367 営業プロセス改革。リモート商談でホームページを営業ツール化。

2780 愛知県 有限会社ショウカ 1180002086416 コロナ感染リスクを軽減する光触媒のリモート相談

2781 愛知県 株式会社トリニティーアシスト 8180001132940 Google等検索サイトの要件を満たすコンテンツマーケティン

2782 愛知県 ポーラ豊台グランドグループ オンラインを活用した新しい集客システムの構築

2783 愛知県 合同会社ＯＦＦＩＣＥ　ＫＥＮ 5010903003408 人との接触回避ができる宅配型の料理代行サービス

2784 愛知県 株式会社ＭＪコンサルタント 4180001111213 オンライン体験予約窓口の開設と情報配信の強化

2785 愛知県 株式会社Ｕｐ　ｖｉｌｌａｇｅ 8180001141909 オンライン技術講習申込および受講のためのWEB サイトの構築

2786 愛知県 株式会社コンパッション 6180001143403 コーティング製品の通販とWELBOX掲載を通じた販路拡大

2787 愛知県 有限会社デンタルワールド 3180302010643 非対面で患者・歯科医院が「歯を選ぶ」WEBシステム構築

2788 愛知県 ウラベ自動車販売株式会社 3180301000257 リモート商談でEC決裁ツール

2789 愛知県 ＦＵＥＲ合同会社 4180303003307 ECサイトの再構築で「こだわり」あるフラワーギフトの売上拡大

2790 愛知県 株式会社トレジャーアイル 4180301009660 海外へ向けた自社ブランド商品のオンライン販売で接触率0％

2791 愛知県 PARA FUSE.名古屋AKANE オンラインエステを実施するための予約管理Webサイト構築

2792 愛知県 株式会社ワールドアライブ 6180001116251 非対面・非接触で行うオンライン保育園コンサルティング事業

2793 愛知県 株式会社丸萬建設 3180001005465 オンラインを使った営業・打ち合わせができる環境整備

2794 愛知県 株式会社エイテックガード 1180001138449 非対面式で新規営業活動・販路開拓のスキーム確立

2795 愛知県 カブーン 「庭師の作る家」をPRするHP構築により非対面直接受注を促進

2796 愛知県 有限会社ブラット 1180002082539 自社オリジナル商品、サロン取扱の美容商材のECサイト販売事業

2797 愛知県 ＬＵＬＵ　ｍａｋａｎａ アレルギーに悩む子供たちをお菓子で笑顔にするプロジェクト

2798 愛知県 テクノビルド株式会社 4180001144626 工事受注専用サイトによる「戸建て舗装工事」を獲得手法の確立！

2799 愛知県 株式会社三恵 1180001057995 製造業によるオンラインを活用したBPO需要獲得

2800 愛知県 あかいやね。 非接触で提供するトレーニングコーチサービスとHPで集客の取組
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2801 愛知県 Ｄｅｖｏｔｉｏｎ コンサルスタッフ育成のための自社Eコマース展開

2802 愛知県 株式会社ピットガレージダクト 8180001144044 ポストコロナに向けた新規事業の開業と感染防止対策の強化

2803 愛知県 株式会社禅 2180301026492 マルチCAM映像配信及びリモート撮影サービス

2804 愛知県 株式会社クリーブネクスト 1180301004508 オンラインを活用した非接触型営業での販路拡大と動画配信による

2805 愛知県 長田信織 作家と一緒に物語を共有できるVTuberチャンネルの設立

2806 愛知県 イデアル サロン・スクール事業の一部オンライン化による非対面化の実施

2807 愛知県 ＴＨコーポレーション オンラインによる高齢者とその家族の心身のサポート展開事業

2808 愛知県 ＭＢＴ　Ｗａｌｋ　Ｓｔｙｌｅ　Ｎａｇｏｙａ 靴にプラスしてパワープレートを導入し健康な身体造りのご提案

2809 愛知県 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｋ 2180001131238 セミナー英語落語公演のオンライン・動画化事業

2810 愛知県 株式会社まんてん．十 5180001090893 クラウド型受発注管理システムによる感染リスク低減と生産性向上

2811 愛知県 株式会社ライフクリエーション 5180001104843 非対面対応で企業のDX化を推進し日本のデジタル変革を底上げ

2812 愛知県 株式会社ＢＭＴ 2180001109671 ポストコロナ時代に適した営業スタイルの確立

2813 愛知県 まさたね商会 オーダーカーテンのECサイトを構築し売上アップを図る。

2814 愛知県 倉良四季 手作り、安心安全なテイクアウト

2815 愛知県 人生変革応援団 人生最後に本気で学ぶ究極のビジネススクール UBS

2816 愛知県 ケイムプラン エクステリアCAD導入によるリモート商談で新規顧客獲得！

2817 愛知県 株式会社永成商事 9180001134556 フットバス導入で施術を一部非対面化し新規顧客の獲得を強化する

2818 愛知県 ＨＱＣ・クリアラボ株式会社 9180001133797 心身の健康事業・オンラインセミナーとポータルサイト制作

2819 愛知県 株式会社スパークインシュランス 5180001106195 予約システム・ECサイトを活用した非対面型ビジネスの構築

2820 愛知県 有限会社大黒屋 6180002058914 ホームページと非対面型相談による物件情報収集及び販路拡大

2821 愛知県 合同会社Ｐｏｌａｒｉｓ 6120003015639 ワンコイン IT サービス「ONECO」

2822 愛知県 宮地工業株式会社 6180301015566 家具販売(新規事業)のインターネットによる受注システムの構築

2823 愛知県 ｃａｍｅｌｉａ オンラインを活用した耳つぼダイエットプログラムの提供

2824 愛知県 ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ合同会社 9180303004696 ECサイトを利用した非対面によるリサイクル品の販売

2825 愛知県 株式会社中部キャリー・アート 7180001099636 LPを皮切りにしたWEB構築による一般ユーザー獲得戦略

2826 愛知県 株式会社ワイエスオートサービス 5180001103028 お客様待合所及びパーツ展示場の導入による新規顧客獲得事業

2827 愛知県 餌取雄一郎 オンラインをプラットホームとしたサービスの制作提供

2828 愛知県 ビワキュー　Ｇｒｅｅｎ８６ 女性特化！ビワ灸施術の周知・顧客獲得の為のホームページ製作！

2829 愛知県 株式会社ハートイノベーション 7180001125581 非対面型の保険コンサルティングサービスの構築

2830 愛知県 株式会社ＨＡＣＨＩＦＵＫＵ 6180301033114 スチコン導入による非対面・非接触型ビジネスモデル構築

2831 愛知県 浅野建築設計室 ドローン及びホームページを活用した非対面型事業の展開と効率化

2832 愛知県 アイワネクスト株式会社 3180001102898 日本初蕎麦専門オンラインサロンを開設し、そば業界に革新を！！

2833 愛知県 ENGLISH PARK SOPHIA 自身の経歴を活かしたオンライン英会話教室の運営と新規生徒獲得

2834 愛知県 ヘンリーモリス株式会社 8180001068417 ポストコロナを見据えた新スタイル住宅のWeb販売強化

2835 愛知県 中部システム有限会社 7180002038246 運賃シミュレーターやリモート会議機能を備えたWebサイト制作

2836 愛知県 株式会社ビリジアン 4180001072868 お土産・テイクアウト強化で飲食事業継続計画

2837 愛知県 株式会社フローリストみき 7180001100601 専用ECサイト構築による非対面での新規売上獲得

2838 愛知県 Ｇｉｏｉａ　ｉｎ　Ｂｏｃｃａ 「本格窯焼きピザのテイクアウト事業への転換で収益拡大を図る」

2839 愛知県 株式会社ＦｒｅｅＤｏｍ 8180001136743 「オンライン診断・相談の導入」自社発信の集客強化で利益向上

2840 愛知県 ディースタート岡崎 個室で安心！非対面エステサロンでセルフ脱毛サービス

2841 愛知県 株式会社ＦＯＲ　ＰＲＩＤＥ 3180001143629 新規顧客獲得のための、どこでもオンライン商談

2842 愛知県 菊姫ぎょうざ 通販、事前注文・テイクアウト注文機能付コーポレートサイト作成

2843 愛知県 ｍｉｃｏｒａ 非接触施術・キャッシュレスによる売上向上計画

2844 愛知県 三河とんてきＪＩＲＯ 券売機導入で非接触に。オンライン販売で売り上げ増加！

2845 愛知県 こまき美骨整体．Ｌａｂｏ 新店舗の半個室化を図り、「安心・安全」な店舗整備強化

2846 愛知県 YSK オンライン見積システム導入による販路開拓及び営業効率化事業

2847 愛知県 日動土地有限会社 4180002016543 スムーズな予約動線によるオンライン内覧会で成約率アップ!

2848 愛知県 株式会社Ｈ・Ｄ・Ｋ 8180301028467 マリンスポーツ店の独自移動販売事業

2849 愛知県 サポートワーカー株式会社 9180001140686 新たな非対面の営業活動で顧客とサポートワーカーの獲得を実現

2850 愛知県 藤浪石油株式会社 5180001097303 感染防止のＷEB検針で保安グレード向上させ商圏拡大・顧客獲得
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2851 愛知県 佐々木理容館 やればわかる連射式光脱毛器によるセルフ脱毛で客単価ＵＰ！

2852 愛知県 有限会社丸光商店 7180002077632 配送業務をするための真空機の購入

2853 愛知県 ｓｏｉｎ　ｄｅ　ｂｅａｕｔｅ　ＮｏｎＮｏｎ みるみる体型が変わるオンラインダイエット

2854 愛知県 株式会社Ａｌｉ’ｉ 6180001102912 コロナ禍に対応したEC事業及びオンラインによる販路拡大事業

2855 愛知県 株式会社エスニック 5180001058107 テイクアウト専用WEBサイトと2階の完全個室化で脱コロナ！

2856 愛知県 株式会社７８ 1180001142013 自社HP開設とサービス紹介動画作成でトータル販促

2857 愛知県 ネイルサロン　ＬＡ　ＦＲＡＩＳＥ ネイルサロンにエステサロンをプラスし顧客満足度を向上

2858 愛知県 株式会社円人 5180001129881 新規顧客開拓と事業内容周知、販路拡大の為のPR事業

2859 愛知県 ワインダイニング　ファジョーロ 個室化による感染症リスク軽減と来店動機の多様化

2860 愛知県 株式会社ウィルハウジング 9180301009029 HPリニューアルによる非対面ビジネスの構築（構造）と販路拡大

2861 愛知県 TheScene アフターコロナを見据えたWEB接客サービスの充実！

2862 愛知県 マルユ・キッチン 店主が店先へ出向く新たな販売方式の導入（店舗外販売）

2863 愛知県 株式会社マキシドットベース 3180003016130 非対面・非接触でも可能な営業モデルの構築

2864 愛知県 株式会社比呂野 7180001009215 タブレットでデリバリー顧客管理と宅配情報共有で販売促進

2865 愛知県 BeautysalonJohan 美を追求する女性がコロナ禍でもエステに安心して通えるために

2866 愛知県 eリフォーム リフォーム事業の対人接触減少！オンラインによる新たな販路開拓

2867 愛知県 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｍａｋｏ 感染対策を万全にし新シニア世代顧客獲得による売上増

2868 愛知県 株式会社エコネクスト 7180301030738 女性潜在労働力を在宅ワークで活用する体制構築事業

2869 愛知県 ルフレヘアライフ 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

2870 愛知県 アコア ホームページ集客強化とホームページからの注文相談窓口の開設

2871 愛知県 那吾弥珈琲店 コーヒー豆のネット販売事業展開

2872 愛知県 ウェブデザイン木村 非対面型営業サービスの構築及び販路拡大と感染対策の強化

2873 愛知県 理容わかこ 非接触の自動シャンプー機で生産性向上と新メニューで売上UP

2874 愛知県 ユトリサプライ株式会社 1180001145437 ネット通販によるウルミカ初回限定セットの提供で販路開拓

2875 愛知県 いわくら大野整体院 コロナ禍による福利厚生の変化と新たな事業展開のマッチング

2876 愛知県 アクアテック株式会社 6180001099232 いつでもどこでもワンストップライフライン適正提案

2877 愛知県 レアプランニング 【レアプランニング】セルフエステ事業

2878 愛知県 株式会社星野書店 3180001040578 オンライン通販による当社限定特典商品の需要獲得で、利益アップ

2879 愛知県 檸檬堂 ＳＮＳを主軸としたマーケティング戦略と長期的販促モデル構築

2880 愛知県 創建有限会社 2180002025967 モデルハウスを非対面式でＰＲするホームページの作成

2881 愛知県 近藤会計事務所 新設のウェブサイトによる顧客開拓と最新情報提供

2882 愛知県 ルナベイビー EC物販で一生のお客様を！オフィス街脱毛サロンの挑戦！

2883 愛知県 ストリームライン株式会社 7180301029342 オンラインカウンセリング＆ネット販売で販路開拓を実現する

2884 愛知県 株式会社ａｋａｎｅｄ 7180301034136 自社販売網の確立で接触機会を削減

2885 愛知県 バチェラハウス 店内スペースを個室化しコロナ感染対策の強化

2886 愛知県 ＫｎＫ株式会社 1180001098263 非対面によるLED街灯普及活動でコロナに負けない商店街を目指

2887 愛知県 PRチーム　ヒトツチ 広報物や商品のオンライン制作サポート業の立上げ、及びEC販売

2888 愛知県 株式会社ジースヌーズ 3180001138471 タスクの見える化・シェアができるコラボレーションツールの開発

2889 愛知県 No Budz ECサイトを構築し、ジャンパー等の衣類販売事業

2890 愛知県 ＳＨＥＥＰＣＡＲＳ 来店不要の車出張買取を宣伝するためのホームページの新規作成

2891 愛知県 Ｒｅｇａｌｏ ウエブ予約で名古屋めしランチ弁当やテイクアウトメニューを販売

2892 愛知県 山猫軒 山猫軒

2893 愛知県 大倉石材工業有限会社 6180302000591 宅内供養墓及びペット墓製品の開発とHP活用による販路開拓

2894 愛知県 株式会社ＭＧＳＪＡＰＡＮ 7180001062230 名古屋発の新規紅茶事業者のWEBブランド戦略によるEC販売策

2895 愛知県 宝角建築アトリエ 「和」を生かした建築から、新しい商圏へ広げるHP等の制作

2896 愛知県 株式会社ウェリナ 5180001130831 オンラインで行う美容メニュー、ファスティング、セルフケア―

2897 愛知県 株式会社ＡＳ．ＭＡＮＳＥ 8180001099585 遠方の新規案件獲得のためのWEB会議システムの導入で販路拡大

2898 愛知県 ストーリー 新型コロナウイルスに負けない対応策及び機械導入による販路拡大

2899 愛知県 株式会社Ｇｒａｃｅｆｕｌ　ｊｏｉｎ 3180001142746 全国の飲食店を救いたい！飲食店特化オンラインコンサルの拡販

2900 愛知県 株式会社ネクストフューチャー 1180001119886 オンライン商談を用いた新規のレンタカー利用顧客の獲得戦略
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2901 愛知県 株式会社Ｃｏｇａｎｅ　ｓｔｕｄｉｏ 3180001144115 ベビーオイル洗顔のための化粧品開発事業

2902 愛知県 名和建装株式会社 7180001051563 ホームページリニューアルによる地域密着事業のオンライン化計画

2903 愛知県 株式会社オフィスハーモニー 3180001075847 オンラインボイストレーニング教室

2904 愛知県 有限会社ブロス 5180002037472 テイクアウト・デリバリー事業強化による新たな売上構築事業

2905 愛知県 株式会社アップライズ 6180001119972 ユーザーニーズをキャッチした営業活動の完全オンライン化

2906 愛知県 有限会社ヨシダアンドカンパニー 5180002001750 信用ある「Sukifullオンラインショップ」の開設

2907 愛知県 株式会社Ａ．Ｒｉｓｍ 3180301034602 動画配信と通販の強化により、コロナ禍におけるメイク事業を拡大

2908 愛知県 エスブイ 総務・経理・法務業務代行の新規顧客開拓と契約拡大

2909 愛知県 株式会社Ｆａｒ　Ｔｒａｖｅｌ　Ｃｒｅａｔｅ 1180301035040 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

2910 愛知県 ＦＯＲＥＳＴ コロナ感染対策を徹底した個別対応型プライベートサロンの設備

2911 愛知県 石黒体育施設株式会社 6180001016063 身体を鍛えてコロナに負けるなプロジェクト

2912 愛知県 ＨＵＭＡＮ　ＲＥＬＡＴＩＯＮＳ株式会社 7180001134467 オンライン研修事業の開始とホームページ上のＰＲで売上回復

2913 愛知県 Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ株式会社 7180001144391 業界初！医療特化型オンライン面談で人材不足解消の架け橋

2914 愛知県 株式会社アズテック 2180301025536 除菌・抗菌・消臭効果の高い光触媒ナノゾーンコート施工事業

2915 愛知県 あいを建設株式会社 9180001145025 オンライン商談窓口の開設とWEB物件見学コンテンツの構築

2916 愛知県 合同会社千榮蔵 5180003019791 無人店舗による低感染リスク型美容脱毛サービスの新規開業

2917 愛知県 ルヴェル ご自宅セルフエステ講習事業

2918 愛知県 株式会社リピース 5180001131862 非対面サービスによる感染リスクの低減と顧客エリアの拡大

2919 愛知県 栞‐ｓＨｉｏＮ ポストコロナ時代に向けた 美容室 実現のための SFA 導入

2920 愛知県 木曽川ガレージ ネットによる集客と設備導入による内製化整備で非対面を実現する

2921 愛知県 株式会社金山商店 6180001141638 既存収益に依存しない新たな販路開拓に向けたオンライン販売事業

2922 愛知県 スタンド・バイ経営コンサルティング オンライン化による「濃密」マンツーマン経営支援事業

2923 愛知県 株式会社Ｆａｔｅ 4180001143644 非対面型営業によるコロナ感染対策、BtoBマーケット販路拡大

2924 愛知県 野村土建株式会社 5180301027397 土木事業のノウハウを活用した警備員手配サービスの立ち上げ

2925 愛知県 株式会社ｃａｃｔｕｓ 5180001139550 協力代理店向け LINE アプリを活用した販路拡大プロジェク

2926 愛知県 株式会社仏具のイッケイ 3180001102568 伝統工芸品の時代に合った販売戦略

2927 愛知県 メンズ脱毛MojaMoja 脱毛前の肌診断＆説明を非対面で行うオンラインカウンセリング

2928 愛知県 DEKIRUCO 地域密着テイクアウトグルメ

2929 愛知県 ＮＩＣＣＳ株式会社 6180001136217 巣ごもり需要の増加を見据えた非対面ビジネスの強化

2930 愛知県 株式会社Ｓｏｃｉａｌ　Ａｔｔｅｎｄ 3180001133720 「健康経営」推奨の為の非対面型営業ツールの作成と広報活動

2931 愛知県 有限会社泉企画 1180002054752 ポストコロナに向けた新たな営業ツール（動画）の導入事業

2932 愛知県 アトリエ３１０ お家でいつでも動画による園見学サービスの提供

2933 愛知県 株式会社カウンセリングルームここまり 1180001144034 コロナに専門特化した非対面カウンセリング環境をPR

2934 愛知県 有限会社恒心 3180002049379 ディーラーと会わずに稼げるシステム構築(いつかまた会おう)

2935 愛知県 株式会社ＣｐｌｕｓＳＴＡＧＥ 8180001141421 個室空間工事と HP、チラシ、看板による新規拡大 PR

2936 愛知県 株式会社アイレイン 7180001101062 美容用品等販売のＥＣ推進による対人非接触型事業のＤＸ化

2937 愛知県 ことのは産業合同会社 2180003021214 既存事業とのシナジー効果を狙ったBtoC向け新事業の立ち上げ

2938 愛知県 株式会社アリックス警備保障 2180001074379 ウィズコロナ時代に対応した新規顧客獲得の為の営業活動の確立

2939 愛知県 サロン　マキア 非対面占いと非対面講習できるオンラインサイトの構築

2940 愛知県 ビューティーサロン夢駅 SNS時代の若手美容家が提案するコスメ商品のEコマース販売

2941 愛知県 クラフト工房Ｌａｚｕｌｉ ゆらぎ世代の女性をサポートするＷＥＢサイトとＥＣサイトの構築

2942 愛知県 有限会社ＴＳＢ 7180002079653 TSBシステム販路拡大に伴い蜜を回避するリフォーム

2943 愛知県 株式会社ＮＯＭＯＫ 3180302025451 不動産コンサルティング業務のオンライン受注システムの導入

2944 愛知県 株式会社ユーピーエフ 5010001135673 Ｐマーク・リモート完結取得プランのネット広告展開と顧客獲得

2945 愛知県 株式会社ＰＡＱＬＡ 6180001136522 非接触式の営業マン不要の受注システム開発

2946 愛知県 乙女雑貨店 ポストコロナに向けオンライン商談による新規ターゲット開拓

2947 愛知県 株式会社ＴＹＫ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 7180001131290 イベント事業「テンノアジト」ハイブリット開催対策プロジェクト

2948 三重県 株式会社タカハシ酒造 2190001015448 プレート式熱交換器導入により加熱工程を改善した新商品開発販売

2949 三重県 鶏やしおちゃん 低感染なキッチンカーを活用した新規顧客開拓と実店舗流入の取組

2950 三重県 有限会社いすず美工 2190002008211 社内の対人接触機会減少に向けたアナログ体制からの脱却
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2951 三重県 キュアーズネット ECサイトでの販売とオンライン教室による新規事業展開

2952 三重県 つじ萬 非接触非対面及び生産性向上のためのセルフオーダーシステム導入

2953 三重県 有限会社角屋 3190002023696 地域の人に愛され続ける店へ！移動販売で販路拡大と感染対策

2954 三重県 大石家 手打ちうどん　大石家

2955 三重県 有限会社歓待 9190002008584 座敷を個室へ「みえ安心おもてなし施設認定」目指し感染対策強化

2956 三重県 だるま セミセルフ式の「朝ラー」で接触機会の減少と新たな顧客層の拡大

2957 三重県 合資会社早川酒造部 4190003001709 ネット通販強化のためのウエブサイト構築で販路拡大！

2958 三重県 株式会社プリモ 9190001018304 ウィズコロナ・アフターコロナに向けた人気商品のテイクアウト対

2959 三重県 株式会社別所時計店 2190001000953 リモート接客提供のためのホームページ改修とその周知

2960 三重県 Lien 接触機会を減らしつつ売上増を図るパン教室によるパン店オープン

2961 三重県 パマル 肉料理が自慢のお店がそのままあなたの街に伺います！

2962 三重県 赤丁灯 店舗改装でランチ需要を取り込み新規顧客獲得を目指す

2963 三重県 ゼロ代行 ECサイト開設による健康食品販売事業の売上拡大及び販売促進.

2964 三重県 石川酒造株式会社 2190001014276 全商品ネット販売と非対面洗瓶機械実装

2965 三重県 U3＊Labo U3＊Labo

2966 三重県 リラクゼーション三重津店 インターネット活用で「女性のお悩み解決」サロンをＰＲ

2967 三重県 アシダりふぉーむ エリアを越えるオンライン対応型感染リスク低減措置事業

2968 三重県 エンタージャパン 未来のYouTuberを育成！小中学生向けオンライン動画講座

2969 三重県 千代幸 コロナとの共生を視野に入れた非接触対策の構築・強化

2970 三重県 株式会社アイ 6190001019536 地域に根差した児童放課後等デイサービスの開設

2971 三重県 株式会社グランデ 7190001027967 3DCADによる非対面型プレゼン体制構築と業務効率化

2972 三重県 株式会社八幡屋呉服店 6190001010668 老舗呉服店の再生をかけた情報発信とカジュアルきもの通販事業

2973 三重県 株式会社ツーライフ農園 7190001014123 個人様向けのオンラインサイト

2974 三重県 株式会社プロジェクト品川 2190001001753 デジタルツールを活用したオンラインでの新規顧客の獲得

2975 三重県 ｌｉｅｎ　ｓｏｌｉｄｅ ネイル業界活性化！オンラインスクールの為のHP制作と新規集客

2976 三重県 みつよルーム オンライン講座で弧育て（孤立した中での子育て）を応援しよう！

2977 三重県 ＴＯＳＡＫＡＢＡ 非対面型注文サービスの導入による安心して来店できる店舗設営

2978 三重県 株式会社みえほけん 1190001028005 オンライン相談の導入による非対面型新規顧客開拓事業

2979 三重県 ジャパタイスカヴァティ株式会社 2120001185933 ポストコロナ時代IT導入の健康美容食テイクアウト店で販路拡大

2980 三重県 Ａ－Ｗｒｉｔｉｎｇ 当事務所独自ヒアリングサイトと広告ポータルサイト運営事業

2981 三重県 いちい経営事務所 見込客の流入から育成、成約までを可能にするホームページの作成

2982 三重県 有限会社荒木國一商店 7190002019096 非対面ECサイト構築で期待の新商品復活。目指せV字回復！！

2983 三重県 猫の手 作業代行の商談プロセスオンライン化による接触回避・納期短縮

2984 三重県 株式会社綾音 9190001027825 ＳＤＧｓを念頭にECサイトを活用した新しいアパレル販売の実践

2985 三重県 ラッコントホテル東海株式会社 9190001025399 地域の旬と魅力を届ける発酵食品に特化したECサイト構築事業

2986 三重県 株式会社ネーブル・ジャパン 6190001025848 感染防止に留意した松阪の健康食材を使った健康酒の開発・販売

2987 三重県 gemini マスク着用による肌トラブルの改善セルフサービスの展開

2988 三重県 有限会社ユイット 7190002024369 非接触型セルフエステ用機器導入による新サービスの提供

2989 三重県 生活総合サービス企業組合 1190005008424 新規法人客獲得及びSNSを活用した新たな営業スタイルの確立

2990 三重県 ブブカフェ テイクアウト事業を強化しペットと食事を楽しめるサービスを提供

2991 三重県 株式会社カットハンズ 2190001023384 シニア世代にも安心して月に一度の来店を！

2992 三重県 グライドデザインラボラトリーズ株式会社 3190001014911 外取材から屋内撮影へ。YouTubeスタジオ体制作り内装整備

2993 三重県 きりん SDGs対応リノベーション建築事業のオンライン商談による販路

2994 三重県 あみ焼き鶏料理のぼやん 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

2995 三重県 有限会社小原木本舗大徳屋長久 1190002006117 歴史ある和菓子店のECサイト制作などによる販路開拓

2996 滋賀県 株式会社カネク 1160001016474 セルフレジ導入とこだわり惣菜・弁当販売による家族の絆強化計画

2997 滋賀県 株式会社東洋企画 4160001001366 【株式会社東洋企画】ECサイト構築による売上拡大事業

2998 滋賀県 株式会社ＲＥＡＬ 2160001022554 感染リスクを抑える個室中心の新店舗の周知活動

2999 滋賀県 堀内製粉 「生道明寺粉」の生産プロセス改善による品質向上と密接回避

3000 滋賀県 ウォルエンターテイメント 感染症対策ライブ　また、配信ライブ＆講演
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3001 滋賀県 株式会社ルメルシエ 5160001004483 接触機会を最小限に、モバイルオーダーシステムの構築

3002 滋賀県 株式会社高山燃料 7160001006791 LPWA保安器設置によるLPガス自動検針の推進

3003 滋賀県 有限会社花谷工業 9160002011450 屋外で出来るガーデニング・WS・ハンドメイド教室実施事業

3004 滋賀県 株式会社近畿ブラザー 7160001000571 移動販売車導入で低感染リスク型にて巣籠り需要を取り込む

3005 滋賀県 ママCOMIT 輝くママ集まれ！ママが活躍するプラットフォーム構築事業

3006 滋賀県 姜ちゃん 本格的韓国料理を自宅で楽しんでいただくためのテイクアウト事業

3007 滋賀県 有限会社セルポワ 2160002002695 事前決裁によるテイクアウト事業で新規顧客獲得

3008 滋賀県 ｇａｌｌｅｒｙ　＆　ｄｅｓｉｇｎ　ＵＲＵＮＯ 物撮り・動画配信専用スタジオ空間の創設によるスタジオ撮影事業

3009 滋賀県 ーｕｔｓｕｗａ　ｋｏｂａｋｏー 非対面販路開拓のためのオンライン事業の構築

3010 滋賀県 株式会社ＬＲＭ 7160001022228 オンライン商談による営業力強化と店舗の感染予防対策の徹底

3011 滋賀県 養鶏かた岡 ネット販売強化による非対人接触販売体制の強化事業

3012 滋賀県 エコワークス 新商品の開発及びホームページ作成による決済システムの導入

3013 滋賀県 株式会社シニアステーション 4160001003544 接触減の痩身マシンとオンラインの活用による新規顧客獲得

3014 滋賀県 株式会社ハシナリー 1160001018941 タイ移住ビザ取得コンサルティングのYouTube集客事業

3015 滋賀県 クリタフラワー 花をもっと身近に。顔が見えるサブスク花束・榊で新規顧客開拓

3016 滋賀県 バーバーヒライ withコロナに対応した半個室ルームの構築と合理的配慮の試み

3017 滋賀県 人繋ぎダイニングＧＥＮ喜 イタリアン・テイクアウト・スイーツ事業参入による広報戦略

3018 滋賀県 北野ラジエーター 対人接触機会を減らすネットを活用した受注と配送取引へのシフト

3019 滋賀県 ＫＵＲＯＦＵＮＥ　ＤＲＯＮＥ 講習の動画化による接触機会の減少と講習会場の拡大事業

3020 滋賀県 有限会社ひろた 4160002010804 オンラインで患者の身体を改善させる新しい非対面型接骨院

3021 滋賀県 株式会社フルカワガス 3160001001747 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

3022 滋賀県 株式会社マルタカ 7160001019488 世界に一つ！オリジナル家具の通販展開で経営の立て直しを実現

3023 滋賀県 古民家カフェＳＯＲＡ 自家焙煎コーヒーとテイクアウトの導入で新規の顧客・販路開拓

3024 滋賀県 川北精肉店 インターネット販売強化とサブスクリプションでの新規顧客の開拓

3025 滋賀県 スマイル 動物業界におけるオンラインを活用したキャリア支援事業

3026 滋賀県 Lomiere ECサイトを活用した美容物販による収益拡大

3027 滋賀県 株式会社オフィス・三興 1160001016136 非対面型顧客対応ＷＥＢサイトと事業体制構築による経営効率化

3028 滋賀県 株式会社マツテック 9160001019239 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置

3029 滋賀県 三河自動車株式会社 2160001011004 車のオンライン商談とECサイトで販路拡大

3030 滋賀県 わさび ポストコロナを踏まえたテイクアウト商品の開発・販売

3031 滋賀県 株式会社Ｐａｐａ－Ｌａｂ 5160001016933 屋外型冷凍自動販売機の導入による一般小売事業

3032 滋賀県 株式会社マスギ 3160001017124 各種足場工事オンライン見積もりシステム導入

3033 滋賀県 株式会社ｏｆｆｔｏｎ 6160001021643 リモートワーカーに向けた新ブランドの創設とECサイト構築

3034 滋賀県 小梯泰明 ドライブイン形式による非接触型イベントでの売上アップ

3035 滋賀県 株式会社ｍａｒｕｙａビルド 1160001014981 非接触型遠隔コーチングシステム「TELAS３」の販路拡大計画

3036 滋賀県 シミズプロパン株式会社 3160001000914 データ分析型組織への変革により接触機会低減と顧客への最適提を

3037 滋賀県 笑福 コロナ禍によるデリバリー販売の強化のための環境整備

3038 滋賀県 salon cue - conditioning - ECサイト・オンライン講座を通して全国に健康と美を届ける

3039 滋賀県 ビューティーリゾート　美ビ エステサロンの物販事業オンライン化による新規開拓

3040 滋賀県 星和都市開発株式会社 3160001009988 アフターコロナを見据えたオンラインでの相続空家相談会の開催

3041 滋賀県 トレジャーズ栗東 非接触型宅配ボックス設置によるサービス向上及び新規住民の確保

3042 滋賀県 近江ディアイ株式会社 7160001018663 地域特化型オウンドメディアによる非接触見込み顧客獲得事業

3043 滋賀県 藤田工務店株式会社 9160001013118 地域密着工務店が行なう非対面コミュニケーションによる販路開拓

3044 滋賀県 サロンドＡｃｔｉｖｅ コロナ禍に対応したオリジナルセルフエステの導入

3045 滋賀県 アール　リッシュ ＨＰ新設並びに予約システム導入によるお客様へのサービス向上

3046 滋賀県 三矢株式会社 7160001023011 オンラインカウンセリングの構築とセルフマッサージ講座EC販売

3047 滋賀県 株式会社福井弥平商店 7160001012039 対人接触機会を減らす飲酒シーン創出事業

3048 滋賀県 株式会社リサイト 1160001022811 赤外線機能付きカメラによる差別化商品預かり撮影サービスの開始

3049 滋賀県 三五化建有限会社 6160002006511 ECサイト・SNSを活用した新規販路開拓

3050 滋賀県 株式会社モダン工房 5160001018954 ホームページのリニューアルで対人接触機会の減少を図る！！
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3051 滋賀県 株式会社Ｒ－ｔｅｃ 3130001051316 高所点検カメラの導入による新規販路開拓

3052 滋賀県 中江装飾 屋外商談スペース設置による感染対策事業

3053 滋賀県 山善寝具株式会社 1160001001996 オーダー寝具をオンライン販売で販路拡大！

3054 滋賀県 石田ピアノ調律事務所 非対面事業オンラインでの調律レッスン、オーバーホール等の啓蒙

3055 滋賀県 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｏｎｅ 2160001020491 トラベルハウスを導入し、安心・安全なサービスを提供する。

3056 滋賀県 北田酒店 ネットショップ構築とホームページ刷新による販路開拓

3057 滋賀県 株式会社冨来郁 9160001022127 ホームページ改修によるネット販売の強化で新規顧客開拓

3058 滋賀県 株式会社ＤＧインデックス 9160001016112 業務の内製化による新規客獲得と顧客満足度向上

3059 滋賀県 株式会社みらいパートナーズ 5160001023260 保険代理店×レンタルスペース×オンライン推進事業

3060 滋賀県 株式会社ブローインハウス 2130001040344 地方から始める産地直送ドライフラワーオンライン

3061 滋賀県 ライフプラス 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

3062 滋賀県 ベストリテール株式会社 6160001007980 オンライン受注8割に切り替え、非対面ビジネスモデルに転換

3063 滋賀県 ｃｏｔｏｍｏ ママビズデザインスクール』WEBページ・PR動画作成

3064 滋賀県 ネイルサロンＢＩＫＫＹ 非接触フェイシャルエステ機器導入による売上確保

3065 滋賀県 レンテプラーツ 安心安全な環境をホームページでアピールして集客アップ

3066 京都府 株式会社丹後岩木ファーム 9130001043159 農薬散布専用のドローンによる対人接触機会と作業負担の軽減事業

3067 京都府 株式会社プレメーズ 4130001055786 高齢者が安心して外食ができる個室空間の設置

3068 京都府 有限会社西秀 9130002010100 日本・京都ブランドを生かしたEC事業への参入

3069 京都府 株式会社麗聲堂 1130001065433 在宅での商品製作とネットショップ販売の強化と宣伝

3070 京都府 ＣＵＲＥＢＡ－ＪＵくればーぢゅ EC及びPR動画の作成によるホームケアのための美容品通販開始

3071 京都府 株式会社メモリープラス 2130001061448 完全オンライン動画編集サービス

3072 京都府 堅木屋 予約システム一体型ウェブサイトによる受注効率化とPR強化事業

3073 京都府 株式会社三三九 1130001056399 京都中央卸売市場から直送！簡単時短便利な食材キットの個人宅配

3074 京都府 たいよう整骨院 非対面でできるEMSを活用した運動不足解消

3075 京都府 株式会社エスファクトリー 3130001050210 国内外向けモトクロスバイクパーツのウェブ販売事業

3076 京都府 株式会社ケイエフエス 1130001014398 新商品「伏見唐揚げ」の開発とテイクアウト販売による販路開拓

3077 京都府 株式会社エンブロイド・タナカ 9130001012436 非接触営業を担うオリジナル商品専用サイトとチラシの作成

3078 京都府 株式会社京都清華園 9130001063784 地元ソウルフードを軸にした持ち帰り・非対面販売による販路拡大

3079 京都府 小池壮太 舞妓の絵画作品を通じたオンライン販売での海外市場の開拓

3080 京都府 株式会社堀井七茗園 7130001033054 強みを活かす越境対応EC構築による非接触型ビジネスの販路拡大

3081 京都府 株式会社レスキュージャパン 8130001035974 遠隔での消防職員向けロープ高所作業特別講習の実施

3082 京都府 株式会社美クリエーション 2130001053445 自社ブランド美容オイル販売のＥＣ化

3083 京都府 居酒屋和 居酒屋さんのオンラインテイクアウトシステムの構築

3084 京都府 楽仙樓株式会社 7130001028310 店内の接触機会の減少および、顧客対応力・店内サービス力の向上

3085 京都府 株式会社ヤマダエレホン金属 1130001019158 プレゼンテーション非接触化計画

3086 京都府 株式会社ｃｏｃｏｍｏ．ｃｕｂｅ 1130001047852 来店不要型の非接触によるオリジナル商品の提供

3087 京都府 居酒屋ドック テイクアウト開始とオープンテラス増設及び水回りの非接触化

3088 京都府 有限会社ＧＢＬホリスティック研究所 2130002024115 オンラインスクール動画と自社商品の販売ＥＣサイトの構築

3089 京都府 株式会社アルファヴィル 7130001000087 3Dプリンタを活用した設計デザインのオンラインプレゼン集客事

3090 京都府 和食房つるや勇寿 ぽん酢のEC通販から、WEBによる非対面の顧客接点強化へ

3091 京都府 有限会社亀屋廣清 8130002022947 ノータッチキャシュ自動釣銭機（セミセルフレジ）の導入事業

3092 京都府 花贈り オンラインサロン・ECサイトによる低感染リスク型ビジネス転換

3093 京都府 月光イロ 低感染リスクに備えたインターネットのECサイト構築

3094 京都府 ＫＡＤＡＮＡ テイクアウトの取組～感染防止と店舗雰囲気づくりの共存～

3095 京都府 癒し空間Ｓｕｎ里 オンラインサロン、オンラインレッスンによりお客様増加を目指す

3096 京都府 ｃａｆｅ　ｃｈｏｂｉｔｔｏ 安心安全の夜間営業のための町家カフェ拡張改装計画

3097 京都府 LOTUSIA ミドル世代婚活用サービスの開発とWeb活用の非対面型顧客開拓

3098 京都府 嶋一水産 HP作成による受注システム構築事業

3099 京都府 バードッツ テイクアウト及びオンラインイベントによる非対面化事業の実施

3100 京都府 有限会社辻石材店 9130002034801 webサイトの構築による接触機会の減少と新販路の拡大
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3101 京都府 天下無双たこ焼き　鳳 地蛸に拘るたこ焼き屋のたこ加工品によるECサイト販売

3102 京都府 ＰＯＳＨ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ サロンの個室空間の整備とオンラインカウンセリング事業

3103 京都府 しんたに整体院 不妊に悩む女性を救う！不妊・妊活に取り組む整体院の集客向上

3104 京都府 趣味織物株式会社 4130001000973 ＥＣサイトの強化と海外販売対応型への転換事業

3105 京都府 有限会社エノキ商会 8130002034166 カー用品のネット通販で非対面事業の開始と売上 UP を狙う

3106 京都府 神馬 ネット販売・デリバリーによる新事業と店内の空調換気設備の強化

3107 京都府 株式会社ミツギ 9130001022749 「真鍮素材の金具」に特化したECサイトの構築及び販路開拓

3108 京都府 有限会社美容室ボンド 5130002019459 オンラインスクールで全国の美容師の技術向上と経営改善に貢献

3109 京都府 ヂェムフードサービス株式会社 8130001065947 オンラインでのケーキの販売とオンラインデザインケーキ教室

3110 京都府 ＦａｖｏｒｉｔｅＢｅａｕｔｙＹＯＳＨＩＭＩ SFAとYouTubeを活用した若い世代への美容室PR

3111 京都府 株式会社マツウラ 3130001011699 BtoC向けへと事業転換を図るためのネットショップの構築

3112 京都府 篤庵 自社E Cサイトのポストコロナ時代に対応可能なD X改修事業

3113 京都府 Ｗｅｂｐａｃｋ オンライン広告を活用したWeb制作雛形販売による新規獲得

3114 京都府 蓮建 オンライン内覧の導入で顧客企業とともに販路開拓

3115 京都府 オーディションドットコム オンラインスクールのクラウドソーシングサイト構築

3116 京都府 萬代製作所 新製品開発と当社初非対面型販売を実現した新規顧客獲得促進事業

3117 京都府 株式会社京都インテリジェンスサーチ 3130001016178 障害者就労訓練と組み合わせた新しい京都きもの通信販売

3118 京都府 ハマーズ 中古品自社買取りを非対面で可能にするWEBサイトの構築

3119 京都府 株式会社デヴァシオン 4130001033998 中古エアコン取り付けのWEB決済により非対面化へ移行

3120 京都府 ｈａｉｒ　ｈａｎｄｓ 非対面式セルフメニュー導入とトータル美容充実化による顧客開拓

3121 京都府 株式会社コトブキ陶春 6130001012686 団体向けリモート清水焼絵付け体験

3122 京都府 つるや食堂 ワーケーション・サービスによる収益拡大事業

3123 京都府 京都アボカドビレッジ ホームステイ&シェアハウス 野外で！オンラインで！国際交流ができるシェアハウス民泊事業

3124 京都府 日本経営コンサルティング IoT機器加工・取付けサービスの非対面型ビジネスへの転換

3125 京都府 無国籍バル　ホーリーホック キッチンカーの導入による新規顧客の獲得＆売上のＶ字回復

3126 京都府 株式会社鳴海屋 5130001001525 ＥＣサイトチラシによる自社販売強化による売上と利益率の増加

3127 京都府 株式会社孝壽 4130001047148 野菜の自動販売機導入による「感染対策」と「販路開拓」の両立

3128 京都府 ユニヴァースタイル株式会社 2130001050582 内装仕上げ工事に役立つ商品をECサイトで販売し売上拡大

3129 京都府 株式会社南栄紙工 6130001013115 コロナ禍を打破するためのweb会議による非対面型提案営業

3130 京都府 ナイスビジョン有限会社 1130002020940 非対面、減対面を実現する商品持出・在庫管理システム試作開発

3131 京都府 株式会社萬屋琳窕 8130001046815 デリバリー事業の確立による売上高の早期回復

3132 京都府 グラムールエム 自宅でも結果の出るエステを提供するための新規ネット販売事業

3133 京都府 ShineStyle ラジオスティムの宣伝と多方面への集客を目的とするＨＰ作成

3134 京都府 有限会社京都八百忠 9130002031823 非対面ビジネスに対応した京都八百忠の多チャンネル化への対応

3135 京都府 株式会社ブレイクスルー 1130001067066 ECサイト制作による販路拡大及び店舗内の密の低減対策の推進

3136 京都府 千穂企画 オンライン受注活用による思い出の品リメイクビジネスの展開

3137 京都府 株式会社翠雲苑 4130001061248 仕出し料理提供通信販売事業

3138 京都府 株式会社ミームファクトリー 5130001052337 テイクアウト中心のBtoB旗艦店構築

3139 京都府 萬友商事株式会社 5130001050745 段ボールベッド商品のプロモーションを強化するネット通販事業

3140 京都府 株式会社金森商店 2130001014125 新規ユーザー獲得のためのレスポンシブＷｅｂデザインへの変更

3141 京都府 ＤＪＷＯＲＫｓ オリジナル商品のEC販路開拓及びファンコミュニケーション創出

3142 京都府 合同会社Ａ－Ｂｅｅ 9160003001806 セグウェイゴーカート場を新設、BBQと一緒に楽しめる複合施設

3143 京都府 トラディ合同会社 4130003005129 動画配信サイトを通した工芸・文化の魅力発信と集客

3144 京都府 有限会社フランス菓子ジョフラン 1130002031913 新規ECサイトと受発注システムの構築によるネット販売の開始

3145 京都府 ディーセントライフ株式会社 5130001040119 国内外の顧客開拓事業（HPとECサイトによる非対面販売）

3146 京都府 谷口守 オンラインレッスン強化と非対面スタジオの魅力を発信。

3147 京都府 江笠建材株式会社 7130001040620 顧客も安心！従業員も安心！感染リスク低減の為の個室改修事業

3148 京都府 株式会社Ｋｃｒｅａｔｉｏｎ 4130001040301 ビジネス利用「仕事部屋・宿泊室set長期貸出」オンライン販売

3149 京都府 トータル健康スペースＤＢＨＳ オンライン指導サービスの導入及び販路再構築

3150 京都府 有限会社ビーアール・ドゥーエ 8130002030074 コロナ収束後への次期経営戦略転換事業

63



＜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2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9月2日(木)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。

3151 京都府 パン工房Ｈａｒｕ－ｋａｎａｄｅハルーカナデ 当店人気パンで子育て世帯を応援するECサイト活用事業2

3152 京都府 ａｄｒｉａｎｏ ECサイト販売に向けた製造プロセス構築・非接触型販路拡大事業

3153 京都府 京料理坂安 感染拡大防止対策の強化と新規顧客獲得・少人数来店対応策

3154 京都府 ｐｌａｎｎｉｎｇ　ＤＯＰ 新メニューの開発/提供手法転換と動画による広報活動

3155 京都府 横大路伸子 新規商品開発とIT利活用による新規顧客開拓・販路開拓

3156 京都府 サードオート株式会社 1130001067462 動画に特化した非対面型非接触サービスによる販路拡大

3157 京都府 オフィスストライク オンラインでのインテリアコーディネート事業

3158 京都府 ヒロオ お庭をまるっと、1年間おまかせパック！による販売促進プラン

3159 京都府 株式会社Ｒ－ｎｉｎｅ 2130001068699 パン専用自動販売機の導入による非対面販売と効率化

3160 京都府 有限会社備前屋 4130002028295 テイクアウト用ラーメンの商品化

3161 京都府 京都トップブランド株式会社 4130001052890 ＷＥＢを活用した商品説明を効率的に行なう為の取組

3162 京都府 ｎｉｃｈｅＣOＲＤＩＡＬＳＡＬＯＮ オンラインカウンセリングとレッスンでポストコロナの理容室実現

3163 京都府 プラスネット合同会社 2130003006327 自社の営業技術を生かした事業収益アップオンラインサロン事業

3164 京都府 リサイクルショップ星の金貨 フリーランスクラウドソーシングマッチングサイト事業

3165 京都府 有限会社ＯＦＦＩＣＥ　ＫＡＮ 7130002023896 暮らしのお困りごとをお手伝い「まごの手サービス」

3166 京都府 Rays-lax ネイルケアの月額会員制 経過観測Webサイトの構築

3167 京都府 セキズ 独自性を活かした新サービスで、ネットを活用した新規顧客の獲得

3168 京都府 竹矢匠吾 高級料理のケータリング事業展開に伴うECサイトの構築

3169 京都府 有限会社ｇａｉｎ 5130002023907 売上増加と非接触に対応したＨＰと独自決済ECショップの構築

3170 京都府 株式会社京都コレクション＆エンターテイメント 1130001061473 ＥＣサイトの構築による非対面型サービス提供方法の確立

3171 京都府 辻本健司 withコロナ対応オンライン音楽公演のPR事業

3172 京都府 株式会社京都アシスト 7130001045396 オンラインを活用したリフォーム業経営のスクーリング事業

3173 京都府 カムズザサン 店舗販売からオンライン販売中心の事業への移行

3174 京都府 株式会社リードプラン 6130001062293 非対面での新規顧客獲得と、安全な対面営業の実現

3175 京都府 Ｒｅｌｉｅｒ８１ 非対面による売上向上に繋げる独自ECサイトの構築

3176 京都府 北誠建設株式会社 6130001063853 密な環境を防ぎ、売上向上に向けた打ち合わせスペース改造プラン

3177 京都府 西大寺鍼灸整骨院 非対面水素酸素吸入器とオンライン指導で健康な体づくりを推進

3178 京都府 三協株式会社 4130001009296 非対面でできる退去申請と修繕依頼システムの構築

3179 京都府 涼風 デリバリー事業確立のための店舗改装

3180 京都府 小林治療院 訪問リハビリマッサージのオンライン営業推進ツール作成

3181 京都府 わくわくカンパニー ニッチ市場だが増加傾向の「子供のいない」層へのオンライン事業

3182 京都府 田中裕弥 オンライン配信環境構築によるネットを通じた顧客獲得

3183 京都府 メナードフェイシャルサロンにしうら ウェブからの集客方法確立と顧客回帰のための施策

3184 京都府 株式会社ＦｉｔｎｅｓｓＧｕｉｄｅ 3130001049062 姿勢チェックアプリ開発と指導者向けオンラインセミナー開催

3185 京都府 陶点睛かわさき 国内外への顧客開拓事業※HPとECサイト連携による非対面販売

3186 京都府 株式会社飛燕 2130001056464 レ・ジロンデル特製カスタードプディング商品化事業

3187 京都府 Ｗｉｌｄｐｉｔｃｈｗｏｒｋｓ 現職議員・選挙立候補者向け動画制作事業「選挙動画.com」

3188 京都府 株式会社カリス 5130001045563 ポストコロナに向けた口腔内スキャナーの対応とデジタル化

3189 京都府 特定非営利活動法人まもるをまもる 7130005015445 医療現場で本当に使える器具を開発するためのオンラインサロン

3190 京都府 永松整体療術院 トレーニング用品の開発及び販売

3191 京都府 株式会社ＭＯＤＥＳＴ 2160001020731 Ｓａａｓ型伝票管理ソフトで三密回避と売上向上

3192 京都府 三和住宅サービス株式会社 8130001020984 不動産事業における、非対面ビジネスの拡張と感染対策

3193 京都府 伏見稲荷インフォメーションセンター 持続可能な経営～社会変化への対応～

3194 京都府 キュークリエイト パーソナルギフトアイテムのネット販売による販路開拓

3195 京都府 株式会社マナプラス 6130001055330 餃子包機導入による新事業立ち上げ

3196 京都府 株式会社ガレージ大西 3130001066685 ＥＣサイト開設により非対面型ビジネスモデルへの転換

3197 京都府 ＧＬＯＢＡＬ　ＥＳＴＡＴＥ株式会社 2130001046985 オンライン相談の導入によるWEBサイトでの新規販路開拓

3198 京都府 十三夜 「コロナ禍でもお客様の心を掴み続ける！」リモート接客事業

3199 京都府 TRIP アスリートに向けたリズムトレーニングのオンライン配信事業

3200 京都府 池田寛 投資予備軍へ「京都の事業用転換投資」オンラインコンサル事業
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3201 京都府 ＹＵ・ＹＵ　ＤＥＳＩＧＮ デザイナー・ウェブ集客専門家と顧客のマッチングサイト作成

3202 京都府 株式会社ＤＩＹ　ＳＴＹＬＥ 6130001044011 ライブ配信による個別DIY相談室システムの構築

3203 京都府 株式会社悠久建設 7130001052319 対人接触機会減少向けオンライン営業ツールシステム導入事業

3204 京都府 フジオカ日本画サロン オンライン教材の販売サイト構築と対面教室の低感染リスク化

3205 京都府 株式会社遊飛人 8130001059263 WEBを用いた中古車販売の基盤構築による非接触型事業化

3206 京都府 一麦七菜 感染症に強いインテリア導入

3207 京都府 村やん 真空パックで野菜を保存し、オンライン通販で新鮮な野菜を届ける

3208 京都府 株式会社大都重量 2130001029180 オンラインシステムの導入でwithコロナ経営への転換

3209 京都府 Yakiniku or Die(焼肉遼) コイン式ワインサーバによる接触機会減少とテイクアウト需要取込

3210 京都府 Mixing コロナ禍における飲食事業IT販路拡大

3211 京都府 ＥＶＯＬＶＥ 感染拡大防止・対人接触機会減少の為パワープレートMy7の導入

3212 京都府 三友製缶株式会社 4130001012762 ブランド確立のためのネットショップによるフレグランス定期便

3213 京都府 ＨＡＳＵＫＩ 非接触オーダーシステムの導入及びテイクアウト事業の拡大

3214 京都府 株式会社森祥化粧合板 1130001011874 ＨＰリニューアル販路開拓及びＥＣサイト構築事業

3215 京都府 未完 非対面型のテイクアウト販売用棚の設置

3216 京都府 美容整体ビジュー 3Rをコンセプトにしたオリジナル家具の製造とオンライン直売

3217 京都府 タスク 芸能人による観光グルメ SNS 発信と飲食店・高齢者支援事業

3218 京都府 京ワークス 抗菌・抗ウィルス性素材を使った感染防止対策グッズの製造

3219 大阪府 株式会社メイク 9120001133844 新規顧客獲得に向けたオンライン営業ツールの導入事業

3220 大阪府 有限会社灘浜フードサービス 4140002026728 コロナ禍に対応するメリハリあるサービス提供方法への転換

3221 大阪府 Ａｒｒｉｂａ 新メニューバーガーにより感染拡大防止対策を取り入れた事業

3222 大阪府 絵本BARガブ 想い出を絵本に。あなただけのオーダーメイド絵本制作事業

3223 大阪府 有限会社大嶋明建築設計事務所 2120902014496 非対面型事業の宣伝強化とネット広告での新規顧客のパイ拡大

3224 大阪府 炭火焼肉大起園 テイクアウト販売開始の第一歩・秘伝焼肉タレのOEM生産開発

3225 大阪府 ｎｉｉｍａ 対面型と非対面型を両立させるヨガレッスンの同時生配信サービス

3226 大阪府 一碗水 予約の取れない有名店が創る新しい餃子のテイクアウト商品開発

3227 大阪府 株式会社フレネルライン 1122001030748 宝石販売ショッピングサイト出店による新たな販売チャネルの創設

3228 大阪府 株式会社ＰＲＯＳＵＭ 9120001223918 ネットで簡単お悩み解決！10分でヒアリング完結のHP作成

3229 大阪府 サッチェズカリー 自動販売機導入及び生産体制改善による非対面型ビジネスの構築

3230 大阪府 LAFCA アフターコロナを見据えた独自スイーツのEC販売開始で売上拡大

3231 大阪府 株式会社ガルディ 3120901033125 対面から非対面販売へのECサイト構築とSNSで集客を強化する

3232 大阪府 株式会社６ＴＨ 9120001216005 テイクアウトと通販サイトの拡充で家中需要の獲得

3233 大阪府 株式会社Ｃａｍ＆Ｏｎ 1120001213876 WEBを活用した非対面型営業モデルの構築と認知度向上事業

3234 大阪府 秦　乃里子 オンラインによるライブ・音楽教室とWeb販売による販路開拓

3235 大阪府 １０　Ｏ＇ＣＬＯＣＫ　ＢＯＵＬＤＥＲＩＮＧ　ＳＰＡＣＥ 営業時間の２４時間化及び一部無人営業化

3236 大阪府 味奉行 「一大事でござる！」老舗餃子店がぎょうざボールで起死回生！

3237 大阪府 株式会社アップライゼ 8120102007469 自家製ハンバーグ EC 販売による非対面販売拡大事業

3238 大阪府 株式会社ケーシーエス 6120101046511 ネットショップによる販路拡大で売上増加の実現を目指します

3239 大阪府 KokuaPono 商品とオンライン・セルフサービスの販売促進事業

3240 大阪府 株式会社セルマテック 8122001004101 特殊金型等の設計・製造を起点にオンラインで全国相談対応開始

3241 大阪府 株式会社ビレッジブラザーズ 6120901040309 歩いて行ける住宅地域のマンション型コワーキングスペースの経営

3242 大阪府 ｍｅｒｃｉｃｏｃｏ 光美容器導入による、接触回数、時間を短縮するエステ商品開発

3243 大阪府 株式会社巽ｃｒｅａｔｉｆ 8011101078660 インターネット受注システムによる、直販型セミオーダー事業

3244 大阪府 ＣＨＴ株式会社 9120001184441 ウィズ・コロナに向けたお弁当事業で対人接触機会減少へ

3245 大阪府 鮨ダイニング龍 持ち帰りと宅配サービスのスタートで、新規需要を獲得

3246 大阪府 とみやま整骨院 パワープレート導入による低接触型施術と新規患者開拓

3247 大阪府 株式会社ｇｏｏｄ 7120001213012 オンライン住宅建材販売でＤＩＹオンライン応援

3248 大阪府 株式会社ベクタークラフト 1120001094788 ＡＲ技術を活用した非対面営業による特許ハードパネルの販路開拓

3249 大阪府 どんまい テイクアウトで新規顧客を獲得・感染防止対策で安心の店舗作り

3250 大阪府 スタラボ オンライン学習指導のＰＲ
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3251 大阪府 株式会社ＧＷ７ｓｉｎ 7120001210595 液体凍結器を活用した冷凍食材のEC展開と自社アプリによる販売

3252 大阪府 株式会社ニュートレード社 1120001018400 新規ＥＣサイト制作による新たな販路構築への取り組み事業

3253 大阪府 ｓｔｕｄｉｏ　ＧＵ 楽器販売と音楽教室との相乗効果をはかるオリジナルウクレレ開発

3254 大阪府 ＩＮＭＩ 韓流風ハンドメイドのアクセサリーをECサイトで販売

3255 大阪府 あるか→アるか 「自宅でクラフトビールと旨いメシ」テイクアウトECサイト構築

3256 大阪府 株式会社啓文社 8120001049546 動画を活用したデジタル事例集の開発と DM 配信事業

3257 大阪府 株式会社永縁 6120001200936 安心安全な食を提供するオペレーションサービスシステムの導入

3258 大阪府 アドバンス株式会社 2120101047554 中古品、リサイクル品のECサイトによるネット販売事業

3259 大阪府 株式会社マジックラシーバ 9120001221517 マジック学習コンテンツとプロマジシャン講座のオンライン事業

3260 大阪府 有限会社やぐら 9120002015141 出前・お持ち帰り促進と店内改装工事で対人接触機会減少へ

3261 大阪府 中尾食品工業株式会社 9120101005126 コロナ対応積極的提案型営業を可能にする顧客管理システムの導入

3262 大阪府 株式会社南鳥 9120001039364 オンラインショップ開設による販路拡大

3263 大阪府 創作料理一喜 仕出し弁当業務による販路開拓

3264 大阪府 泳ぎとらふぐ料理　ふぐ清 新鮮なふぐを味わってもらう為のテイクアウト強化、店内整備

3265 大阪府 株式会社ＳＥＮＬＡＸ 8120001224611 民泊事業における対人接触機会低減化

3266 大阪府 株式会社ダイプラ 4120001018100 WEB見積販売システムの導入と低感染症対策の構築

3267 大阪府 株式会社モロー商会 4120001071314 エンドユーザー向けECサイト作成と新規開拓用HP更新

3268 大阪府 Parts Beauty LuNa 2号店開店による施術空間の拡大・対人接触機会の大幅な減少

3269 大阪府 月岡聖芳音楽事務所 個人とアンサンブルのオンラインレッスン用の動画作成と配信事業

3270 大阪府 イールド山口株式会社 6120101062434 非接触販売のネット通販サイトの構築

3271 大阪府 株式会社ポン太青果 3120001141266 密を避けて楽しむ新しい農業体験＆収穫体験

3272 大阪府 Ｄｉｎｇｅｒ ITツールを用いた小規模店舗に向けた非対面ビジネスモデル構築

3273 大阪府 和泉マッサージはり・きゅう院 30代40代の腰痛に悩む方へ非接触オンライン腰痛改善サポート

3274 大阪府 ジラソーレ コロナ渦・ポストコロナの安全安心な理容サロンの新たな挑戦

3275 大阪府 株式会社アルチエ 8120101049479 新サービス販売の為のインターネット活用新営業プロセスの導入

3276 大阪府 肉ｙａ！ 「肉ya!」の和牛料理をテイクアウトで、人々を幸せにしたい！

3277 大阪府 宝山閣 POSシステムの導入で清潔に注文・管理の簡易化を実現！

3278 大阪府 株式会社菜’Ｓ 8120101040891 インターネット 通販による非対面型販売チャネルの 構築

3279 大阪府 炭火焼肉眞瀬 精肉店の開業、御中元・御歳暮・ギフトの開発

3280 大阪府 株式会社リバース 5120001197612 eラーニングシステムを導入したオンライン講座の提供と販路拡大

3281 大阪府 法律事務所ＨＥＲＯリーガルグループ オンライン知能テストを用いた高IQ集団形成によるコロナ鬱解消

3282 大阪府 OSTERIA AL CORALLO OSTERIA AL CORALLO

3283 大阪府 株式会社ＳＵＧＡＴＡ 1120001226655 日本古来の和紙素材を生かした商品のオンライン販路拡大

3284 大阪府 コンゴー 【武田節子】テイクアウトとネット販売の開始

3285 大阪府 ボディヒーリング楽 非接触でも美しくなれるECサイト＆会員制オンラインサロン始動

3286 大阪府 ｋｏｔｏｎｏｈａ オンライン講座と動画セミナー配信事業開始に向けた事務所拡張

3287 大阪府 焼鳥　凡僧 万能調味醤油のネット販売強化による非対面ビジネス化事業

3288 大阪府 株式会社ＬＥＡＤ 8120001210974 販促商材の購入から施工までワンストップで支援するＨＰの開設

3289 大阪府 株式会社ＦＵＫＵＪＵ 5120101054746 地域にない肉バル！でテイクアウト強化の「イエナカ外食」提供

3290 大阪府 地産旬食ダイニングあかざわ 泉州地域の素材を活かしたドレッシング、肉味噌のネット販売！

3291 大阪府 ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ　ＪＡＰＡＮ株式会社 8120001084031 ITツールで中古車1次買取店がエンドユーザー向け直販事業展開

3292 大阪府 CADENAS ウィズコロナ時代の新たなネイルサロンサービス

3293 大阪府 株式会社萬勝 8120101023748 オンライン商談による非対面ビジネス構築と販路拡大事業

3294 大阪府 株式会社ＴＳＵＮＥ 8120001183923 オンラインで簡単相談＆見積が可能なサイト構築で顧客開拓

3295 大阪府 クラブ　ティアラ 対人接触機会減少のための改装・レイアウト変更と感染対策

3296 大阪府 たくみ鍼灸整骨院・Ｃｌｕｂ　Ａｍｅｂａ 高精度体組成計での計測による見える筋肉数値化プロジェクト

3297 大阪府 墨歩書道研究会 非接触型オンライン通話、オンライン掲示板を活用した書道教室

3298 大阪府 アクセス・スタートアップ株式会社 2120001200865 就労支援事業の収益確保のため「どひえもん」購入。

3299 大阪府 株式会社ジーエヌエヌ 6120001005435 テイクアウト料理とドイツケーキの販売による新規顧客開拓

3300 大阪府 株式会社Ｋ’ｓ 4120901039393 婚活でモテる！オンラインツールでオーダースーツを作ろう
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3301 大阪府 韓味キッチンかい 韓国風健康弁当・セットメニュー開発による非接触型販売強化事業

3302 大阪府 株式会社ＳＩＺコーポレーション 5120001164785 ECサイト活用による自社製品非接触型ビジネスモデルの構築

3303 大阪府 有限会社ティエラ 6120002041504 非接触型採用面接・人材育成の仕組み作り

3304 大阪府 Ａｄｉｔｙａ　Ｓｔｙｌｅ 健康志向の子育てママに安心・安全を ～重ね煮ごちそう定期便～

3305 大阪府 株式会社福の舞 4120002069381 独自製法ポン酢製造の外注化と電子商取引（EC）による収益拡大

3306 大阪府 Ｅｌｌａ． 施術スペースの個室化による対人接触機会を減らす取組

3307 大阪府 株式会社ＣＯＧウェブサービス 7120101050330 接触機会削減を可能にするポストコロナ型リユース事業の取り組み

3308 大阪府 有限会社イナバカメラ店 4122002000268 ECサイト構築による販路開拓と感染リスク軽減の為の店舗作り

3309 大阪府 権利商事株式会社 6120001231766 多国籍料理をテイクアウト！各国本格料理を自宅やオフィスで堪能

3310 大阪府 株式会社キャリア・アド 3120001121994 WEBを活用した新たな人材育成研修サービスの提供とその集客

3311 大阪府 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｂｒｉｄｇｅ 2120001190421 消耗品販売の受注自動化による新規顧客拡大・リピート化促進

3312 大阪府 渡辺　美穂 ポストコロナを踏まえたグリーンコーヒーのオンライン販売

3313 大阪府 株式会社ティエヌビー 8120101033210 予約システム導入による対人接触機会の減少及び新規顧客獲得

3314 大阪府 ＲＯＯＴＹ 非対面型Webセルフケアレッスンとオンラインスクール事業

3315 大阪府 Remi デジタルシフトでコロナ時代に適応させた美容サロンへの変革

3316 大阪府 暁喜株式会社 5120001167607 日本素材を使用したハーブティーを中国ECモールで展開する

3317 大阪府 敬光学院 動画やＳＮＳを活用した学習コミュニティの構築

3318 大阪府 株式会社ＰＨＯＥＮＩＸ　ＡＣＡＤＥＭＹ 9120101059824 感染リスク軽減のため、一階を個別ブース設置スペースに改装する

3319 大阪府 株式会社アーキソシエイツ 1120001117656 お家でこだわりの家づくり　建築家のバーチャル展示場へ

3320 大阪府 ｋ’ｓキッチン K's キッチン

3321 大阪府 管登記測量事務所 作業の効率化、非対面作業への設備投資、テレワーク化

3322 大阪府 株式会社仙福南陽堂 7120001023948 非対面型表装受注による商圏拡大及びその広報事業

3323 大阪府 ＲーＦＩＴＮＥＳＳ 密を避けるためジムスペース増設＆バーチャルトレーニング導入

3324 大阪府 丸代運輸株式会社 8120001002587 オンライン廃棄物コンサルティング

3325 大阪府 合同会社Ｌｉｌｙ 8120003018953 オリジナルハンバーガーのキッチンカー販売で顧客獲得

3326 大阪府 ＨＥＡＲＴ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＳＣＨＯＯＬ 5歳からプレゼンテーション＆希望Online

3327 大阪府 ポラリス鍼灸院 サイトリニューアルによるオンライン事前問診の広報活動強化

3328 大阪府 株式会社ｈａｒｕｎｏｈｉ 4120001193612 40歳以上向けのウェブマーケティングスクール事業

3329 大阪府 株式会社ジェイ・ワン 7122001003021 オンラインライブ配信事業での機材導入とＬＰ制作で認知度向上

3330 大阪府 合同会社ＹＯＵ 9120003017863 酒粕を使った基礎化粧品の開発及びオンライン通販体制の構築

3331 大阪府 株式会社ミレグローバル 1120001222893 こだわりさつまいもスイーツのインターネット通信販売

3332 大阪府 株式会社いすゞ旅行 3120001165166 発信・受注システムを盛り込んだホームページの新構築

3333 大阪府 有限会社増井ふとん店 9122002014817 睡眠道を踏まえたオンラインショップの開設

3334 大阪府 田淵設備 最先端光触媒コーティングとプロ推奨の清掃用品のECサイト

3335 大阪府 お料理　雨ニモマケズ テイクアウト商品開発及び販売強化による売上拡大計画

3336 大阪府 ＦＯＵＲ　ＳＥＡＳＯＮ 家庭の味と雰囲気がオンラインでも味わえる将来の来店増加事業

3337 大阪府 ＹＹラジコン倶楽部 コロナ感染症対策としてアウトドアサーキットの新設

3338 大阪府 株式会社丸よし水産 6120001110318 HACCP認定取得業者が提供する安心安全なキッチンカー販売

3339 大阪府 株式会社ｉＤｅｖｉｃｅ 5120901036968 医療者・患者双方の負担を軽減する革新的治療用マスクの販路開拓

3340 大阪府 株式会社ｅａｔｓ 4120001182953 宇都宮直送自社ブランド餃子のWEB販売等による販路開拓事業

3341 大阪府 株式会社藤内 3120101059557 焼き菓子の製造、インターネットによる非接触での販売

3342 大阪府 みらいサウンドクリエーション 音楽講義動画配信システム導入及び受講者サポート体制の構築

3343 大阪府 まんまーる 創作お取り寄せ商品の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

3344 大阪府 梅田お初天神大人の神戸牛焼肉 神戸牛を使用したカレーのテイクアウト・EC販売事業

3345 大阪府 ＥＩＧＨＴ　ＴＨＩＲＴＹ株式会社 5120001124335 自社製品販売webサイトの開設とオンライン接客の体制整備

3346 大阪府 松田ビジネスコンサルタンツ オンラインでの営業・サービス提供による新規開拓の仕組み構築

3347 大阪府 株式会社日原商店 9120001139271 無人販売機で販路拡大！

3348 大阪府 ４－ｌｅａｆｈａｉｒｓａｌｏｎ ヘナの非対面新サービス導入と隔離畳スペースの作成・広報事業

3349 大阪府 Ｌｉｖｅ　Ｌｏｖｅ　Ｙｏｇａ株式会社 4120901038602 ヨガ指導者養成コースを再編成しオンラインで提供する新たな事業

3350 大阪府 株式会社松下商事 9120001052945 つまみ細工の自社制作およびネット販売による販路拡大事業
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3351 大阪府 株式会社プラムメンテナンス 5120901032307 新サービス「オンライン漏水相談」と「ドローン現地調査」のPR

3352 大阪府 カレー屋　グランドセントラル キッチンカー導入と冷凍カレー販売強化による売上向上計画

3353 大阪府 アローパーソナルサービス株式会社 8120001213341 ３Dモデル販売サイト構築による人材業のIT化と新事業着手

3354 大阪府 ＣＯＪ株式会社 3120001186939 新分野展開：中古車買取販売事業へITツールで事業基盤確立

3355 大阪府 有限会社ＭＩＮＤ　ＰＬＵＳ 6122002011783 インターネットを通して行う非対面型エステティックサロン開業

3356 大阪府 アヴァンスアーティクルアット 占いは心のエステ！ビデオ鑑定占いの導入によるSNS拡散計画

3357 大阪府 株式会社シザコンサルティング 7140001088709 士業向けオンラインコンサルティングサービスの立ち上げ

3358 大阪府 上田水産株式会社 3120001034346 水産卸直送！海鮮いなり寿司のテイクアウトで宅食をプチ贅沢に♪

3359 大阪府 日本酒餐昧うつつよ テイクアウト商品の販売強化・ブランド力向上計画

3360 大阪府 株式会社池田睦会 3120001217603 感染症拡大防止及び新規販路開拓

3361 大阪府 株式会社グローバルブラスト 2120001213685 コロナ渦の新規需要獲得へ、アウトドア施設付き貸切別荘運営事業

3362 大阪府 郡山美装 建物ぜーんぶ洗います～建物洗濯の郡山美装～

3363 大阪府 有限会社玉巻工業所 1122002003001 営業のDX化による感染リスクを排した営業活動体制の構築

3364 大阪府 株式会社多幸屋 8120001211948 好評価店舗イメージを活用したSNS戦略でテイクアウト＆ランチ

3365 大阪府 松永特許事務所 WEBを活用した非対面型営業の構築と弁理士の認知度向上事業

3366 大阪府 有限会社Ｈａｎａｏ 5120902006169 Web・SNSを活用した非対面販売と新商品開発・販路開拓事業

3367 大阪府 株式会社スピカ 3120001174794 自社商品 PR 動画制作および配信による BtoC 強化事業

3368 大阪府 ｈａｉｒ　ｓｐａ　ｋａｌａｍａ 接触を最小限に抑える低感染リスクサロンへの店舗改装

3369 大阪府 Ｌｉｅｆｈａｉｒ アフターコロナは「抗菌ラッシュ」でより安心なマツエクライフを

3370 大阪府 株式会社フォレストフィールド 4120901034956 茶葉の製造設備の導入とネットショップの構築

3371 大阪府 株式会社弧柳 5120001173407 ミシュラン3つ星料理のECサイト販売と広い新店舗への移転

3372 大阪府 株式会社丸山組 4120901033256 非対面による人とのつながりの構築

3373 大阪府 株式会社ＢＬＵＥＨＡＲＰ 5120001232550 当社オリジナル商品「牡蠣味噌ペースト」の通信販売の新事業

3374 大阪府 株式会社ホームワーク 6120901020120 空き家・空き地の有効活用！なんでもオンライン相談事業

3375 大阪府 株式会社ペイント王 3120101050037 オンラインの小冊子配布によるコンサルティング集客プロジ

3376 大阪府 Ｒａｄｙ ポストコロナ＆新時代型プライベートビューティサロンの新展開

3377 大阪府 合同会社旭 2120003014099 農作業代行予約サイトで実現する、雇用創出と農地活用モデル

3378 大阪府 有限会社オフィスしみづ 1120002055384 食を楽しむキットでオンライン教室の開催と通信販売の促進事業

3379 大阪府 株式会社河野屋 4120101044590 顔が見える！菓子卸売オンライン商談サイト制作の構築

3380 大阪府 株式会社アトリエココ 6120001225347 ECサイト構築によるお花のサブスクとオンライン販路開拓

3381 大阪府 株式会社さくら 9120001228462 大阪市生野区で初の、オンラインこどもデイサービスの開業

3382 大阪府 大城整骨院 専門性の高いセルフ整体・トレーニング動画で動ける喜びを提供

3383 大阪府 株式会社日本通信広告社 4120001114709 家庭で楽しめる鍋のミールキットと落語のＤＶＤをセットで販売

3384 大阪府 株式会社マインズ 7120901030829 フィットネスジムのオンライントレーニング化とECサイト構築

3385 大阪府 有限会社エヌ・ビープランニングコーポレーション 4120002012647 ECサイトの構築によるハワイアン料理販路開拓事業

3386 大阪府 らくだ坂納豆工房 販売促進を狙ったブログ付き納豆ECサイト制作と販売先への誘導

3387 大阪府 リュクス 接触不要のセルフエステ事業とWEB広告での新規集客の仕組化

3388 大阪府 浪速リモデリング株式会社 2120901026377 「浪速リモデリング」ブランド力向上による新規顧客獲得事業

3389 大阪府 陰陽堂 タッチフォーヘルスの オンライン サービス

3390 大阪府 株式会社ティルタプランニング 3120001215318 キッチングッズWEB販売展開

3391 大阪府 株式会社グロウライフ 6120001191606 人事労務が学べるオンライン講座導入とweb広告による新規獲得

3392 大阪府 みどり鍼灸整骨院 コロナ禍での感染症対策から新規サービス、店舗作り

3393 大阪府 研龍書庵 書家「脇田龍峯」の書を全国に！ECサイトによる販路開拓事業

3394 大阪府 中野満経営事務所 オフライン事業からの脱却による、経営学コンテンツ販売！

3395 大阪府 株式会社アッシュ 3122001021464 ホームページとパンフレットの改修による新規顧客の取込み

3396 大阪府 サイボット株式会社 6120901040102 Amazon特化型DtoC事業

3397 大阪府 株式会社高瀬貴金属工芸社 9120001149931 スマホ検索からＶＲ・バーチャル来店で安心な宝さがしで顧客満足

3398 大阪府 発酵ルパン 「おうちで取り組める発酵食」のPR及び店舗認知度向上計画

3399 大阪府 タイヤショップ輪猿 コロナ対策の為に空気清浄機購入と非対面型ＥＣサイト制作

3400 大阪府 やしの木整骨院 酸素ルームで触れずに治療。免疫力アップでコロナを撃退！
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3401 大阪府 エストラット エストラット

3402 大阪府 Ｐｒｏｊｅｃｔ佐野槌 感染拡大防止のための大幅な接触機会減少計画

3403 大阪府 株式会社サイズ建設 5120101046520 商談オンライン化と新築住宅の提案力向上のためのシステム導入

3404 大阪府 アコルト ドリンクとマフィンを片手に公園に行こう！

3405 大阪府 株式会社ＣＥＮＴＵＲＩＯＮ 2120001213520 オンライン集客とホームケア―で五十肩の悩む人をゼロにする

3406 大阪府 メトロ 感染リスクの少ない少人数・完全予約制の個室バー事業の展開

3407 大阪府 クレープｂｏｎｂｏｎ 動線の整理　お菓子部門設立で利益率アップを図る

3408 大阪府 ダイニングミネット キッチンカー導入による販路及び売上拡大事業

3409 大阪府 ジュエルドバタフライ オンラインとリアルを組み合わせたハイブリッドスクールの展開

3410 大阪府 株式会社ジエニー 9120101003071 老舗が選ぶ！インスタントコーヒーのサブスクサービス

3411 大阪府 癒鍼堂治療院 肩こり・腰痛施術紹介と空室予約を持つHP開設による顧客獲得

3412 大阪府 ロッソジム 次世代のオンラインパーソナルジム開設費用

3413 大阪府 ｈａｉｌｕ合同会社 7120003017106 オンライン展示会出展による更なる販路開拓と見込み客の獲得

3414 大阪府 LARA VINTAGE オンラインアンティークウェディングドレスリースサービス

3415 大阪府 株式会社アセットコンサルタント 1120001126830 完全非対面オンライン化に向けた自社HPの新設

3416 大阪府 株式会社ＢＭＣ 1120901027616 お客様とお客様との距離を取り安心してご来店して頂ける店づくり

3417 大阪府 株式会社シティクルーズ 2120001110544 オンラインで不動産の売却情報を収集

3418 大阪府 石樽 非対面販売・来店予約機能付きサイト作り 及び広告出稿

3419 大阪府 有限会社幸穂製作所 2120002045871 見積もり不要で納期短縮＆特殊部品も扱うECサイトで販路拡大！

3420 大阪府 株式会社フィカス 8120001211758 ＥＣサイトによる非対面販売と新商品開発による販路の拡大

3421 大阪府 ジャパンビジネスパートナー SNS広告と動画を用いた医療コンサルティングの販路開拓事業

3422 大阪府 岩井紀子 編集のプロがつくるオーダーメイド絵本のECサイト販売事業

3423 大阪府 株式会社アラキ 6120101049489 リフォームオンライン見積もり導入による新規顧客獲得と売上回復

3424 大阪府 ＡＬＬ　Ｆｏｒｔｕｎｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 2120001216333 民泊施設の接客サービス非対面化の取組みと発信

3425 大阪府 株式会社オーシス 6120001165345 伝統あるメーカーのニッチな商品の一般消費者へのオンライン販売

3426 大阪府 株式会社日建テクノス 9120101029018 対人接触機会を減少させるオンライン施工管理システム導入

3427 大阪府 株式会社タケヒロヤ 3122001019021 「来店予約システム構築で混雑回避」ＨＰ機能新設による感染対策

3428 大阪府 ＳＯＲＡ 自社ＥＣサイト構築、物販＋カメラ通話美容講座を全国へ販売！

3429 大阪府 ほーぷ鍼灸整体院 オンライン施術も完備した高齢者でもわかるHPの構築

3430 大阪府 マルタ布帛株式会社 9120001090053 サイトリニューアルで実現する小ロットOEMオンライン案件獲得

3431 大阪府 株式会社ＹＡＹＡ商事 1120001206789 感染防止の非対面式接客システム導入及び新規事業の開拓展開

3432 大阪府 ラフォリア 講座動画をＬＰを活用して販売する非接触型ビジネスモデルの構築

3433 大阪府 株式会社食の絆計画 7120001224224 「どひえもん」導入による24時間非対面非接触販売の実施。

3434 大阪府 鴻池塾 非接触型オンライン授業でコロナに負けない指導体制の構築

3435 大阪府 ＤｒｅａｍＣｏｍｅＴｒｕｅキッチン株式会社 4120001211126 脱・飲み目的～広げて行こう食べ目的、結果的に両目的

3436 大阪府 株式会社ｌｉｆｅ 2120001231448 環境と人に配慮した優しい美容商品のオンラインサイト構築

3437 大阪府 美ＫＩＳＳ 新サービス！男のスピーディーヒゲ脱毛で接触時間4分の1に

3438 大阪府 きさらぎ塾 WEBを利用したオンラインAI学習での非対面型サービス

3439 大阪府 新大阪クリニカル整体院 非対面で重症症状の改善、再発予防が可能なオンライン整体

3440 大阪府 有限会社タイムス 2120002017821 犬猫好きの人のための小物雑貨インターネット販売による販路拡大

3441 大阪府 イロドリ行政書士事務所 脱出張訪問！非対面型サービスによる接触機会減少と顧客獲得

3442 大阪府 株式会社雅フーズ 1120101032532 こだわり和牛のネット販売システムの構築により非接触販売の実現

3443 大阪府 Ｓ＆Ｅシステムズ株式会社 3120001195980 サイトリニューアルによる通販型への業態改革とコスト還元

3444 大阪府 日本住宅通商株式会社 4120001223121 オンラインを活用した戸建て住宅販売事業

3445 大阪府 有限会社芋忠本店 7120002042815 売上減少のなか対人接触減少対策行いSNSを駆使して売上アップ

3446 大阪府 ＲＩＳ 非対面で行う物々交換ポータルサイト『ワラシベ』の開設

3447 大阪府 株式会社ジェイネットシステム 2140001080810 ITを活用した、新規事業の販路拡大および対面接触時間短縮事業

3448 大阪府 株式会社ＰＲＯＮＥＸＴ 7120001223597 オンライン登録及び面談を行うための Web サイトを開設する

3449 大阪府 株式会社ＨＡＬＵ 7120101059371 卸売事業の非対面化宣伝用ホームページ作成と感染症対策

3450 大阪府 株式会社アスライト 9122001032951 オンラインセミナー開催に向けたＬＰ制作＆予約システム導入事業
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3451 大阪府 株式会社ＴＧＳ 6130001063201 個人向け普通車の受注動線確立に向けた非対面ビジネスモデル構築

3452 大阪府 Hair&make Blue Stone　画家の目写真館 WEBを活用した写真撮影＆絵画レッスン動画の販売

3453 大阪府 株式会社宮匠永田神器 1120001036609 システムのオンライン化で伝統文化を守り続ける。

3454 大阪府 あやねサポート コロナ感染患者の葬儀のための霊柩車購入と感染対応新サービス

3455 大阪府 株式会社ウェルミール 6120001180708 本格シェフによる多彩なメニュー提案の差別化唐揚げテイクアウト

3456 大阪府 Ｔｅｐｐａｎ　Ｇｒｉｌｌ　Ｇｒｉｌｌｉａ 本格鉄板料理を味わえるテイクアウト用のシステム構築

3457 大阪府 みき整骨院 オンライン予約システムの導入と環境改善でコロナ克服

3458 大阪府 自家焙煎珈琲笑間 Eコマース環境構築及び販促用商品パッケージ開発とグッズ製作

3459 大阪府 株式会社アレック 1120001074237 対面型から非対面型売場への卸売営業体制転換と電動ｽｸｰﾀ採用

3460 大阪府 有限会社創工房 6120102012867 店舗設計施工会社のWEBサイト環境構築とSNS情報発信

3461 大阪府 お魚デザインおととごと 深海生物コミュニティー「うみハマ」のオンライン化事業

3462 大阪府 ママミニョン 産後のママに自宅でできる産後の骨盤矯正&ホームケアー

3463 大阪府 Ｐｅａｃｅ　Ｐｌａｃｅ合同会社 4120003018957 非対面レッスン開始による国内・海外への新規販路開拓

3464 大阪府 ライフ合同会社 7120003010878 障がい者向けオーダー家具の EC サイト構築

3465 大阪府 株式会社ｈｉｇｈｃｏｕｒａｇｅ 8120001197618 オンラインでの鑑定・商談・お見積りの実施とリユース商品用EC

3466 大阪府 唐髪屋 故郷である島根と大阪を繋ぐ物産のサイト構築展開

3467 大阪府 有限会社学びの舎 4120002015088 オンライン授業コースの案内をチラシとWEB広告でPR！

3468 大阪府 株式会社ＢＥＺＥＬ 1120001167602 アフターコロナを見据えた対人接触機会減少のトレーニング事業

3469 大阪府 株式会社ネクストステージ・プロデュース 5120001117280 オンライン研修の質の向上及び認知度アップによる収益の拡大

3470 大阪府 エグゼディアホールディングス合同会社 9120003017715 EC サイトでのビジネス教材の販売と LP による販売促進

3471 大阪府 株式会社Ｂａｓｅ 6120001143656 オンライン化の取組みによる対人接触機会の実現

3472 大阪府 合同会社ＫＭＰ 9120003015792 飲食業経験者に限定した人材紹介事業

3473 大阪府 株式会社サニークラフト 5120901022084 住宅設備関連商品及び施工のネット展開で事業の非対面を強化

3474 大阪府 ワールドアクト株式会社 8120901043763 テスト演習型オンライン授業の導入とその認知向上の強化

3475 大阪府 パーソナルエステサロン　エルモア ホームケアをサポート！ホルモン免疫栄養学から学ぶ美容健康術

3476 大阪府 株式会社ノーム 2120001234211 コロナ禍に対応した本格洋食のテイクアウト事業で新規販路獲得

3477 大阪府 株式会社ダブルアップ 4120001151223 ECサイトでホームページを売る仕組みを作り利益率向上を実現

3478 大阪府 ゴールドラッシュ株式会社 3120001189719 民泊を利用したワーケーション＆テレワーク

3479 大阪府 ｙｏｕ２ オーダーをオンライン化、感染対策の動画作成

3480 大阪府 りらく オンラインストレッチ事業の開始

3481 大阪府 株式会社近畿鑑定地所 4120001078251 インターネットラジオ出演から販売までの一括受託による売上拡大

3482 大阪府 エディト オンラインによる洋裁レッスンと型紙のネット販売

3483 大阪府 さくら総合保険株式会社 5120101022505 「スマホで簡単！医療保険申込」新ビジネス展開で新規販路開拓

3484 大阪府 BAR BOON 弁当の宅配事業の開始

3485 大阪府 Ｐｒｉｎｔａｎｇｅ 対面ビジネスからの転換とネットショップ物販ビジネスの導入拡大

3486 大阪府 株式会社イオリズム 2120001224419 起業に関心がある主婦向けに動画を販売して、販路拡大

3487 大阪府 株式会社ディーエーアイ 9120001202657 「鳥匠いし井」プロデュースのレトルトカレー販売プロジェクト

3488 大阪府 杉原鍼灸院 “子どもが来てくれる”コロナ対応型の鍼灸院に改装事業

3489 大阪府 梅村三智 ネイルサロンが手掛けるEC物販事業

3490 大阪府 株式会社ＧＲｉＮ 8120101060650 オンライン見積もり・商談システムで新規顧客獲得・売上UP

3491 大阪府 合同会社絆 6120003015135 テイクアウト・デリバリーのための冷蔵庫購入と感染防止の取組

3492 大阪府 株式会社松菱 3120001144855 日本の伝統分野における新商品開発および非対面販路開拓

3493 大阪府 株式会社コタキクリエイティブワークス 9120901029431 働き方改革に対応した個人住宅での在宅ワークスペース造作事業

3494 大阪府 アドニスg オンライン販売展開による販路拡大と新規顧客獲得計画

3495 大阪府 スタイルライフ 感染リスクを低減するためのセルフフェイシャルメニュー新規導入

3496 大阪府 和童 「デジタル浮世絵」をオンラインで世界に提供し、日本文化再興へ

3497 大阪府 ＦＩＸーＨＡＩＲ ECサイト構築での自社製品製造での物販商品販売事業

3498 大阪府 株式会社八雲 2120001029982 配達注文の強化・促進

3499 大阪府 ＳＵＮＲＯＯＭ 育休中にオンラインで学ぶ『復帰後困らないおうちごはん塾』

3500 大阪府 Habile Design フリーランスの方がつながるオンラインサロン開設で売上創出
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3501 大阪府 株式会社ケイエスティクリエイションズ 5120001042999 撮影立会いオンライン化及びsns及び動画配信用映像コンテンツ

3502 大阪府 みよしつり具店 釣りブームをＥＣサイトで盛り上げ、親子で楽しめるレジャーに

3503 大阪府 江尻直紀 ウィズコロナ時代に対応する事業計画

3504 大阪府 有限会社飛鳥鉄工所 7120002014483 オンライン展示会と動画配信で熟練技術と情熱を非接触で全国発信

3505 大阪府 ベーベリーハウス株式会社 8120001187412 非接触営業のためのランディングページと動画の製作と運用

3506 大阪府 株式会社アレクサー 9140001105825 アマチュアバンドによるライブコンテンツ配信事業構築プロジェク

3507 大阪府 株式会社ドック・オー 8120001085673 サブスクリプションを利用したオンラインデザイナー活用事業

3508 大阪府 Ｐｅａｋｅｒ株式会社 6120001196332 プレミアムドッグフードのオンライン定期配送システムの構築

3509 大阪府 中川拓哉 独自の人脈による完全非対面のオンライン交流会事業

3510 大阪府 株式会社ＢＡＳＥ 9120003010595 ヨガプロダクツ販売によるブランド構築と販路開拓の取り組み

3511 大阪府 炭火串焼　福鳥　梵くら 夜の店内飲食中心から、日中のテイクアウト販売併用への転換

3512 大阪府 株式会社日の出組 2122001015847 （仮）オンライン問合せ・簡単概算見積・提案　事業

3513 大阪府 株式会社ウィップ 8120001220387 アメ村テイストを全国に、自社サイトでマスク通販

3514 大阪府 ＭＩＬＫ　ｅ 牛乳販売店から健康飲料販売店へ。ＥＣサイトでの地域の健康支援

3515 大阪府 ルミナ 非対面セルフエステ対応新店舗の開業

3516 大阪府 己書花屋敷道場 双方向・片方向オンライン教室を軌道に乗せるための販路開拓

3517 大阪府 サマンデキスポ株式会社 6122001033713 観光地「嵐山」におけるペットサービス（宿泊）の展開と感染症対

3518 大阪府 富美株式会社 4120001211646 非接触型民泊施設への転換で国内利用者の集客

3519 大阪府 ＤＯＮＮＡ クリエイターたちの相互支援によるネット通販サイトで販路拡大

3520 大阪府 ＫＡＩ出張洗車サービス 富裕層向けオンライン中古品買取事業

3521 大阪府 有限会社ミントコーポレーシヨン 2120902012673 ECサイト作成でより良いヘアケア商品の販売提供による新規開拓

3522 大阪府 株式会社Ｂｅａｒ　ｐｌｕｓ 5120001193413 中食需要を取り込むための自社ホームページ整備事業

3523 大阪府 炭繁 コロナ感染症対策に取り組み、焼肉店へと業態を変換し店舗再開

3524 大阪府 亀崎ヒロシ 自宅スタジオを高速インターネット化し非対面型の事業を開拓

3525 大阪府 株式会社アール・プランニング 4120001138889 食品業界向け商品開発と EC 化促進のオンラインセミナー開催

3526 大阪府 株式会社Ｐ・Ｍ・Ｃ 4120001191260 ＨＰ、ユーチューブで韓国料理のテイクアウトの販売促進

3527 大阪府 炭焼き鶏とつくねの店　空音 テイクアウトとテイクアウトのオペレーション強化

3528 大阪府 オアシス株式会社 1120001222761 ネットを活用した配食サービスなどの新規販路開拓

3529 大阪府 パーソナル整体小林 テレワーク疲れを解消するオンライン整体/トレーニング事業

3530 大阪府 株式会社杜パック 2120901019298 非対面・非接触を実現するECサイト構築で新規顧客・売上拡大！

3531 大阪府 株式会社ＳＹＭ　ＣＲＥＡＴＥ 9122001031854 ホームページ、SNSを活用し賃貸不動産の案内、内覧を非対面化

3532 大阪府 有限会社志乃家 4120102012349 キッチンカーで出張料理をして販路開拓と感染拡大防止

3533 大阪府 ＨＢ テイクアウトメニュー強化とwebでの販売サービス実装の取組

3534 大阪府 株式会社ＦＲＡＮＫＮＥＳＳ 2120101061893 物件情報掲載サイト開設に伴うオンラインサービスの展開

3535 大阪府 パーソナルジムＴｈｅ　ｓｋｙｓ　ｔｈｅ　ｌｉｍｉｔ 自宅で気軽にオンラインレッスン、おうち時間を健康的に有効活用

3536 大阪府 ひだまり薬局　紀三井寺店 アフターコロナを見据えた安心安全を提供する薬局構築事業

3537 大阪府 株式会社Ｅ空間 9120001172470 オンライン見積もりの強化とオンラインセミナー集客

3538 大阪府 串焼大倉 ITツールで焼き鳥テイクアウトによる非対面ビジネスモデル構築

3539 大阪府 からだ改善スタジオ　笑顔工房ふれ～る 知識向上で顧客をもっと健康に！指導者向けオンライン講座の提供

3540 大阪府 株式会社ＮＩコンサルティング 4120001189164 非対面型の美容機器導入による新規顧客開拓

3541 大阪府 おちよの気合いメシ オンライン料理教室「おちよの気合メシOnline」開講事業

3542 大阪府 株式会社宏和 8120001182743 設備工事オンライン相談提供によるエンドユーザー認知獲得事業

3543 大阪府 イタリア処ｔａｐｐａ プロの味をご自宅で！イタリアンのオンライン通販事業

3544 大阪府 あいあい株式会社 5120001136181 テイクアウト・デリバリー参入と非接触注文端末導入

3545 大阪府 岡徳商店 自社ＥＣサイト構築により小売業の比率をあげ収益率向上

3546 大阪府 Ｋ’ｓ．Ｓｏｌｕｔｉｏｎ合同会社 2120903000719 オンラインセミナー強化計画～コロナ禍でのライフプランニング～

3547 大阪府 株式会社エイチ・イン・ソリューション 8120001164626 シニア向けの「ちょっといいモノ」を提案するECサイトの運営

3548 大阪府 バーバーショップホープ コロナ対策による個室改装と新メニュー導入で個室を有効活用

3549 大阪府 株式会社ＭＨＣ 8122001026764 ２４時間対応できるリモート型マンション補修サービスの展開

3550 大阪府 株式会社ＦＵＬＦＩＬＬ　ＦＯＲ 9120001213621 オンライン決済方法の採用
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3551 大阪府 進学教室　志学館 全国の受験生を対象とした「オンライン問題集」の改良と普及

3552 大阪府 株式会社ＳｏｆＴｏＬｅｔ 3120001114585 オンライン予約システム「イマトル」の開発

3553 大阪府 わたなべゆう 動画を使用しての非接触型オンライン音楽発信事業

3554 大阪府 翠雲書道教室 オンラインマーケティング体制構築およびサイン認証スキーム構築

3555 大阪府 亜登夢ミート 家庭でできる「ラクラクバーベキューセット」のオンライン販売

3556 大阪府 株式会社ＳＴＡＲＲＹ　ＳＫＹ 6120001228977 コーチングのオンライン化による新規入塾生獲得計画

3557 大阪府 member’s Port オンライン予約による完全予約化、採用の非対面実施

3558 大阪府 合同会社総栄 4120003017488 企画・提案打ち合わせのオンライン化による売上拡大事業

3559 大阪府 株式会社ビリーヴ 4120001174901 非対面で玩具事業の営業を可能にするＢｔｏＢ－ＥＣサイトの構築

3560 大阪府 夢ん家 気軽に家庭料理を味わえるテイクアウトシステム構築

3561 大阪府 小松海産株式会社 3120001147008 はちみつ健康食品を全国にお届け！EC販売による販路拡大

3562 大阪府 ヤタイ 地域密着型テイクアウトメニューの開発と販売開始で顧客獲得！

3563 大阪府 ミュージックハウスＤＪ 飲食物をテイクアウト出来るように設備を整える。

3564 大阪府 株式会社スカイブリッジ 7120001166342 ダイレクトメール代行発送業から脱皮した新規広告コンサルタント

3565 大阪府 株式会社ＡＮＮＡＰＵＲＵＮＡ 2120001128149 オンラインで完結できるヒーリング教室と心理カウンセリング

3566 大阪府 ティー・リレーション チャットボット・VR 内覧で、非接触型の不動産営業スタイル導

3567 大阪府 ティーズサロン 本格セルフエステのオンラインショップ販売で新規販路拡大

3568 大阪府 金本セロファン株式会社 7120901010649 ＥＣサイト構築による小売事業者向け新規商品販売事業

3569 大阪府 ネイルサロンミューア 店舗の空きスペースを利用した「セルフ脱毛サロン」

3570 大阪府 株式会社Ｋｒａｃｉｅ 8120001208408 建築業として非対面化構築とWEBの販促活用

3571 大阪府 空手道誠空会大阪道場 オンライン空手道場

3572 大阪府 大森和服裁縫所 「湯のし」作業の体制構築とホームページでの受注強化

3573 大阪府 Ｒｅｌｉｅｒ 女性必見！ECサイトによるまつげエクステ用品販売事業

3574 大阪府 株式会社ドゥトラフィック 8120001144999 地域密着型再生可能な空き家物件の非対面商談システムの構築

3575 大阪府 グローバルカンパニー シングルマザーの起業に特化した寄り沿うオンライン専門家

3576 大阪府 米粉教室「ｋｏｍｅこのみ」 米粉教室のオンライン化と米粉商品サイトのEC化で販路拡大

3577 大阪府 野間友貴 オンラインライブ＆ワークショップ「北欧音楽の小屋」

3578 大阪府 株式会社Ｐｌｕｓ　ＯＮＥ 8122001031079 非接触型オペレーションの導入による安心安全な外食環境の提供

3579 大阪府 ＳＴＵＤＩＯ　ＥＸＴＲＡ 非接触遠隔レコーディングシステムの構築

3580 大阪府 リフェル 撮影スタジオが手掛けるオンライン求人サイトの制作

3581 大阪府 株式会社ガハハ 2120901036855 エンタメ×ＷＥＢでギュッとつながるオンラインサロンサービス

3582 大阪府 ＤＷＬ合同会社 3120003013513 母子家庭の貧困・児童虐待の防止につながるリモート結婚相談所

3583 大阪府 リッツトラスト司法書士事務所 非対面サービスを提供する相続HP・WEB予約システム作成

3584 大阪府 有限会社クリエイト 4120102023577 車のパーツ販売に特化したECサイト作成

3585 大阪府 有限会社泉州代行 1120102022557 対人接触機会抑止のための訪問介護予約ツールの導入

3586 大阪府 株式会社キンダイ 7120101040694 カメラ活用した遠隔店頭販売で対面接触時間を1/10に削減

3587 大阪府 株式会社サンスポーツコンサルティング 4120901043981 介護事業に進出したい事業主にオンラインコンサルティング

3588 大阪府 株式会社ＬＧＨＳ 5120101062617 大阪発！オンライン自習室で全国に販路拡大！

3589 大阪府 合同会社浪速商会 6120003017164 来店不要のオンラインお部屋探しによるコロナ禍での顧客獲得事業

3590 大阪府 プライベートサロンリリエ ホームページ活用によるインディバサロンの新たな取り組み

3591 大阪府 株式会社グロスタ 8120001189821 伝統芸能である能とフィットネスを合わせた能フィット事

3592 大阪府 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＷＯＷ 『髪質改善』のオンラインカウンセリングとEC新事業

3593 大阪府 リッチローカル オンライン学習プラットフォーム構築による新サービスの展開

3594 大阪府 株式会社港 5120002055991 インターネットポータルサイトによる顧客獲得、非対面型への転換

3595 大阪府 炭火割烹粋 本格出汁のネット通販の開始で売上回復・事業継続の両立を実現

3596 大阪府 株式会社ドットコムホールディングス 5120001204764 つながるプロジェクト

3597 大阪府 株式会社大西商事・アセットサービス 8120001116453 非対面型業務改革（BPR）サービスの導入と販路拡大施策

3598 大阪府 株式会社アルカンシエル 7120001074124 アルカンシエルブランドのオンライン販売事業

3599 大阪府 ＮＳ人材教育株式会社 6120901037560 オンライン版俳優トレーニング研修の認知度＆契約数アップ事業

3600 大阪府 株式会社杉本木工所 1120001027616 セミオーダー家具販売とPB雑貨のネット通販による接触機会削減
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3601 大阪府 Ｐａｃｅ 【Ｐａｃｅ】ＨＩＦＵでお肌も気持ちもアゲアゲ↑

3602 大阪府 株式会社Ｎｅｗ　Ｗｉｎｇ 3140001091880 オンラインイベントのノウハウを伝授するオンライン塾の開設

3603 大阪府 合同会社大阪城快進撃 6120003014979 新媒体となるか！？非対面の新時代チラシ、しゃべるチラシの発行

3604 大阪府 株式会社ティーエルシー 5120001151882 生き残りをかけた、脱毛エステ主客による収益アップ戦略

3605 大阪府 松屋町鍼灸整骨院 感染症対策に効果的なEMS導入とSNS広告による顧客獲得

3606 大阪府 ｍｏｆａ オンライン美容教室及びECサイトによる商品販売事業

3607 大阪府 Ｓａｎ－Ｄ SNS広告掲載で非対面による潜在顧客開拓

3608 大阪府 株式会社エフツー 1120101003855 「堺市葬儀案内所」の起ち上げで堺市の葬祭業者の相互協力を促進

3609 大阪府 合同会社きゃんぱす 8120003016131 オンライン化で販路拡大！医療福祉業界に特化した人材紹介

3610 大阪府 新谷 対人接触を減少するエステ器具の導入とECサイトの構築

3611 大阪府 ザベネボランヨガ 非対面レッスンを取り入れた効果的なホットヨガレッスン

3612 大阪府 新川将平 オンライン腰痛予防プログラムの提供

3613 大阪府 ラサーヤナ工房 アーユルヴェーダスイーツの開発とオンライン販売事業

3614 大阪府 コッパーアンドブルーム 中国輸入による仕入配送業務のオンライン化

3615 大阪府 シャープココロ株式会社 2122001034483 会社と商品のアピールを郵送によって案内する事業

3616 大阪府 Ｌ＆Ｗ 企業の頼れるパートナーへ　WEB / 動画 活用コンサル事業

3617 大阪府 株式会社創樹 6120901015698 店舗によるコロナ感染予防対策と売上回復に向けて

3618 大阪府 株式会社イトウ５１ 9120001212722 野球界に貢献！ファン待望のグッズ販売とオンラインイベント広報

3619 大阪府 PuPuPu Petit a Petit ミニ食パン詰め合わせセットのインターネット通信販売

3620 大阪府 ＳＴＢＣ ネットから非対面型の顧客を獲得しそれに対応する生産能力の強化

3621 大阪府 スタジオクリアー 非対面で家の内覧ができるVRモデルハウス制作サービス

3622 大阪府 鉄板工房Ｐａｎｙｏ デリバリーで販路開拓！負けるなコロナ！

3623 大阪府 美巴合同会社 8120003009928 HPリニューアルによる新規顧客開拓とWebコンテンツ構築

3624 大阪府 田仲鍼灸整骨院 富裕層向け自費整骨院への転換

3625 大阪府 有限会社リブラック 8120902001794 女性向け健康弁当の宅配販売による売上拡大を実現する事業

3626 大阪府 なごみ・手 オンラインツールを活用したリラクゼーションマッサージ講習

3627 大阪府 株式会社ＳＡＫＡＴＯＨ 4120001162534 訪問介護のICT化と感染症対策完備の運動教室で売上増加

3628 大阪府 有限会社楓電機 3122002016505 緻密な打合せを行い業務の効率化を図るオンランシステムの導入

3629 大阪府 ⑥HUSBAND ホームページでの販促エリア拡大と低感染リスクでの接客訓練実施

3630 大阪府 株式会社ユタカ 8120901026066 IOT機能付き自販機を活用した、商品開発助言の精度強化事業

3631 大阪府 株式会社エクシードホーム 2120001179720 新ＨＰへの刷新と非対面型への移行に伴う戦略的事業方針改革

3632 大阪府 ミナミ看板店 【ミナミ看板店】Googleマイビジネスを活用したWEB集客

3633 大阪府 ＦＭＰ社会保険労務士事務所 新ホームページでオンライン顧問業務の構築及び産休・育休支援

3634 大阪府 イロドリ整骨院 体組成計の導入により身体の状態を数値化し患者様の健康意識向上

3635 大阪府 株式会社伊丹白雲台 7120001220751 白雲台ブランドの焼肉キッチンカーで販路拡大とSNSによるPR

3636 大阪府 ＣＡＲＮＥ　ａｓａｅｄａ 新商品低温調理ステーキをテイクアウト・デリバリー新サービスで

3637 大阪府 株式会社エスタス管財 4120001116102 掲載制限のない自社ＥＣサイトによる販売機会増加で売上の拡大

3638 大阪府 窓ドア本舗株式会社 2120901042969 コロナ禍での換気、省エネリフォームのＰＲとテレワーク環境の導

3639 大阪府 大洋かつを株式会社 4120001010404 鰹節のネット通販で事業拡大

3640 大阪府 セオサービス 軽貨物自動車運輸事業用軽トラックの冷凍配送対応への荷台改良

3641 大阪府 株式会社リタテクニカ 3120901028835 コッペパン専門店のオンライン販売による販路開拓の取り組み

3642 大阪府 ＴＡＫＫ株式会社 6120001229570 アフターコロナの働き方変化に対応したフリーランサー応援隊事業

3643 大阪府 高井雅美 コロナ収束を見据え、当店を周知するためのテイクアウト事業

3644 大阪府 株式会社カナン 2120101035096 DXによる業務効率化と自社アピール

3645 大阪府 株式会社ＬＵＸＥ 8120001230576 キッズ向けのインフルエンサースクール事業

3646 大阪府 合同会社リーリーリー 4120903003273 「わたしにもできた！」楽々自社サイト運営サービスを全国展開

3647 大阪府 有限会社ティ・アンド・エム 9120002047201 サーモカメラ検温装置とアナウンス装置による非接触化設備の導入

3648 大阪府 日本放映プロ株式会社 4120001093424 新人タレントの動画とＺ００Ｍで行うオンラインコースの創設

3649 大阪府 株式会社シーワンテック 4140001092060 ユニバーサルオンラインマッチングサービス企業型とコンサル

3650 大阪府 ガト オンラインカタログを開発し非対面でカスタムPC販売を開始
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3651 大阪府 近藤会計事務所 オンライン化におけるセキュリティ対策と情報共有対策事業

3652 大阪府 株式会社エルベ 7122001001108 コロナウイルスによる非対面型ネットビジネスの構築

3653 大阪府 サインポスト株式会社 6120001125464 既存客をネット販売に誘導するＷＥＢ広告・販売サイトの製作

3654 大阪府 株式会社ＧＭＣ 2120001220995 店舗ビジネスのデジタル化によるリピーター倍増プロジェクト

3655 大阪府 ＷＯＯＤＺ株式会社 4120001232667 オンラインで開拓！空き物件の活用で、地方を再生し地域活性化へ

3656 大阪府 株式会社ＣＲＥＡＭＥＮＴ 6120901034384 HUBHOUSEオンライン事業

3657 大阪府 日本国際物流株式会社 6120001198320 在日中国人がふるさとを感じられる他者接触しない貸切ＢＡＲ営業

3658 大阪府 ぴーたーぱん 自社サイトを通じての予約注文システムの導入及び新規顧客獲得

3659 大阪府 春日商事株式会社 8120001182545 中国産健康食材のネット販売とネットを通した店舗への卸販売事業

3660 大阪府 有限会社大阪匠工業 6122002006148 対人接触機会を減少させ売上を向上させるWEBサイト刷新

3661 大阪府 有限会社アキュウ 5120002063648 ECサイト制作事業、下請けからオンライン直請け事業に転換

3662 大阪府 Ｆｕｎ　Ｌｉｆｅ　Ｃｏｍｍｉｔ株式会社 4120001227130 新規顧客の獲得とオンラインによる指導による顧客満足度の向上

3663 大阪府 中村塗装 ホームページ改編による、非接触型ビジネスへの展開

3664 大阪府 株式会社ウンベルト 7120001215388 ECサイト及びオンライン商談システム開設

3665 大阪府 角建材株式会社 3120001149350 拠点間VPNによる顧客情報の共有サービス構築で業績アッフ

3666 大阪府 株式会社あかつき 7120001186613 求職者と求人企業のオンライン対応

3667 大阪府 リラクゼーションサロン縁 ネットでのアロマ販売、web集客強化、感染予防対策の強化

3668 大阪府 音楽教室クレール リトミックの新規事業拡大とピアノレッスンのオンライン導入

3669 大阪府 株式会社雲川 2130001061563 スイーツのテイクアウト

3670 大阪府 株式会社共栄 7120001120316 ホームページ製作と非対面販売体制構築による顧客の維持と開拓

3671 大阪府 Rire phare 女性限定若見せエステサロンの非接触型カウンセリング事業

3672 大阪府 株式会社ジョバンニ 9120001211732 当社ホームページサイトによる非対面型の販売システムの構築

3673 大阪府 たからや ITツールで物件の魅力を直接訴求して入居状況の早期回復に励む

3674 大阪府 株式会社ＣＡＳＴ－ＲＥ 8140003009703 賃貸紹介オンラインマッチングサービス事業構築

3675 大阪府 上新庄鍼灸整骨院 オンライン予約システム導入のHP制作及び各部屋の間仕切り設置

3676 大阪府 フードセンタートミヤ 健康志向なお客様に向けた、少ない接触でのヘルシーランチ販売

3677 大阪府 株式会社Ｒｅａｌ　Ｆａｔｅ 7120001180491 企業の人間関係を構築する診断サイトの構築事業！

3678 大阪府 トロワホーム株式会社 3120001218584 賃貸、売買の仲介の非対面販売のための自社HPの構築

3679 大阪府 パーソナルトレーナー　木塲達彦 パーソナルトレーニングのためのWEBサイト構築

3680 大阪府 合同会社Ｋａｓｏｕ 7120003018938 3次元スキャン技術による店舗再構築に伴う販売促進補助事業

3681 大阪府 治作建設 経営計画及び補助事業計画

3682 大阪府 合同会社至誠天 2120003017754 ホームページ作成による非対面型ビジネスモデルの構築

3683 大阪府 ＡＩＡ株式会社 4120001235182 ランディングページと「VR不動産内覧」による新規顧客開拓

3684 大阪府 ＭＵＧＵＥＴ ファーストインプレッション特化型オンラインレッスン

3685 大阪府 関西福祉サービス株式会社 3120001231810 障がいを個性と認められる社会を実現するグループホームの運営

3686 大阪府 株式会社おんや 4120001226883 清掃業と脱毛サロンの完全オンライン集客

3687 大阪府 辻井法務行政書士事務所 ＨＰ大規模リニューアルで感染拡大防止！その他受注率UPの施策

3688 大阪府 たこ焼き喫茶　ｐｏｌｐｏｎ 耳つぼサロン運営のオンライン強化による販路開拓事業

3689 大阪府 株式会社ジョウセイ 3120101052883 企業規模拡大に軸をおいた、売上向上・業務効率化事業

3690 大阪府 ゴール引越センター ライブ配信リモート見積もり引越しサービスの販路拡大

3691 大阪府 えむすび株式会社 7011001118278 企業向けアプリ「ハグバリュー」開発事業

3692 大阪府 株式会社ＬＥＤ光彩館 2120001184209 LEDの可能性を非対面にてPR！

3693 大阪府 山田配送サービス ツール活用による営業力の強化と業務効率化で売上の底上げを図る

3694 大阪府 有限会社４２１ 1120002081950 旧車パーツ、及びオリジナルグッズ販売サイトの開設

3695 大阪府 ＥＸＣＲＯＷＮ タトゥーの魅力を伝えられる非接触でのWEB環境構築への取組

3696 大阪府 プラス 事業所内の接触機会の低減と自社事業の発信、非対面販売の確立

3697 大阪府 株式会社くじらＩＴサポートサービス 1120001231011 チャットボットで24時間対応リモートパソコンサポートサービス

3698 大阪府 さんかくデザインラボ 自社設計事務所のショールーム化

3699 大阪府 株式会社ＦＵＴＵＲＥ　ＢＲＩＤＧＥ 4120001170495 コロナ禍に対応したテイクアウト・デリバリー事業

3700 大阪府 Discovery ＣＭ業界・音楽業界・未来のＤＪへ！ここが世界への近道だ！！
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3701 大阪府 株式会社Ｌａｕｌｅ’ａ 6120101030291 ラウレア独自プログラムによる非対面型健康カウンセラー育成事業

3702 大阪府 南森町行政書士法務総合オフィス リモートによる非対面での遺言・相続相談受付開始

3703 大阪府 今西畳店 ＥＣ付きホームページ及びインスタグラムによる販路開拓

3704 大阪府 株式会社ニシカワカンパニー 5120001068400 テイクアウトスイーツとギフト向きスイーツの商品開発事業

3705 大阪府 池上勇真 スポーツに感謝。パーソナルケアを大阪から健康社会を目指す

3706 大阪府 タイヤショップ　ナカヤマ 地域を駆けるタイヤサービスカー！ステイホームでタイヤ交換

3707 大阪府 株式会社クレアマーケティング 8120001222854 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

3708 大阪府 株式会社ｄｏｔ 1120001208075 ドッと、ひろがるオンラインWEB商談システム！

3709 大阪府 合同会社エム 3120003017621 イベント開催のオンライン化需要に対応するための設備投資事業

3710 大阪府 上岡エコ・メタル株式会社 4120001163359 非接触で新規買い取り先を獲得＆査定や契約をスムーズにする施策

3711 大阪府 ヘアーズルシエル ソーシャルディスタンスの確保によるコロナ対策で売上拡大

3712 大阪府 けいたろう整体術 自宅で身体の調子が整えられるオンライン気功セルフケアサービス

3713 大阪府 ＫＵＫＵＲＵ ECによるジャパンテイストステーショナリー等の米国輸出

3714 大阪府 株式会社天美パール商会 5120101024906 サンプル製造内製化によるリモート会議システムの構築

3715 大阪府 ミヤタ株式会社 7122001012328 木のぬくもりプラスαキャンプ用品PR用のwebページと動画作

3716 大阪府 合同会社ガイア 1120003016303 オンラインシステム導入によるスキルシェアリングサービス促進

3717 大阪府 株式会社ワイドレンジ 7120901042601 非接触型再構築計画及び新規事業計画

3718 大阪府 ｔｅｔｅ 非接触型の販売形態への完全移行とオンライン販路拡

3719 大阪府 Ｖ／Ｕ／Ｚ／Ｚ シミュレーションシステム構築により顧客の新規開拓

3720 大阪府 株式会社オフィステーマパーク 2120001160110 全国展開へ向けたインターネットを活用した非対面型戦略

3721 大阪府 ピースウェル南大阪合同会社 4120003012225 障がい者就労支援事業における非対面型ビジネス構築・雇用の促進

3722 大阪府 アイジーティ ナイトワーカー再就職支援販路拡大事業

3723 大阪府 辰己苑 新たな出前専用車両導入による出前事業の拡大

3724 大阪府 ECO HAPPY 自社ＨＰの新規開設による非対面での買取接客を構築する事業

3725 大阪府 株式会社Ｉクリエイト 2120001195486 オンラインツールを活用した販路開拓と社内環境の充実化事業

3726 大阪府 合同会社ＭＡＤＡＭＡＤＡ 8120103003319 自社サイト改装とチャットボット機能導入によるサービス提供計画

3727 大阪府 ふづき整骨院 WEB活用で若年層利用者へのオンライン発信とカウンセリング

3728 大阪府 株式会社ＥｔｅｒｎａｌｌＢｅａｕｔｙ 3120001225531 非対面ビジネスへの転換のためのオンラインスクールの開設

3729 大阪府 株式会社インターステラー 5120001218392 小規模事業者持続化補助金

3730 大阪府 ｆａｉｒ　ｌａｂｏ 薬機法チェックの説明動画とチャットシステム搭載のHP作成

3731 大阪府 Ｍusetto 新日常に合わせたサロンデザインのイノベーション事業

3732 大阪府 髪や コロナ対策のためのシャンプー新方式による新メニュー事業

3733 大阪府 ＬｅｇａＫｎｏｃｋ フリーランスエンジニアの直接受注獲得へのホームページ作成

3734 大阪府 ブーメラン企画 ワンランク上の動画撮影編集の非接触モデルを築き時代を先行する

3735 大阪府 株式会社共育デザイン 3120001224582 在宅学習＆受験を実現するオンラインシステム導入で売上維持拡大

3736 大阪府 モトナガ株式会社 4120001090917 ポストコロナを踏まえた抗ウイルス事業導入

3737 大阪府 株式会社エーステック 1122001030509 既存客依存の脱却を図るためのWEB集客及び人材確保の効率化

3738 大阪府 株式会社ＣＯＲＥ　ＷＯＲＫＳ 1120001188243 時代の趨勢に適合した集客手段強化と、物件への付加価値付与

3739 大阪府 Ｓｐｉｄｅａ オンラインで完結！　テンプレート型ウェブサイトサービスの展開

3740 大阪府 ＧＡＲＵＭＵＮＡ 車のパーツ選定に特化したオンラインサポート事業

3741 大阪府 株式会社つかさき商店 3120101049772 量り売りによるテイクアウト販売の開始と提供時間短縮による収益

3742 大阪府 アネラ 予約システム導入で、非対面対応！安心・安全なサービスの実現へ

3743 大阪府 晴遊食堂 飲食店における新スタイル「琵琶湖体感プラン」による売上向上計

3744 大阪府 Write for ライディング動画教材の販売と業務の非対面化で売り上げアップ

3745 大阪府 Ｄｅｅ　ＬＡＢＯ 3DCAD・3Dプリンタによる非対面営業力の強化事業

3746 大阪府 株式会社ケーシーユー 5120901044145 オンラインでの商談・相談・見積もりへの転換とECサイト構築

3747 大阪府 ゆす農園 非対面型ビジネスとしてECサイトを活用し通信販売を拡大する

3748 大阪府 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＣＨＩ－ＴＡ ホームページ作成店舗紹介からのネット販売及び集客

3749 大阪府 ライブヘアー 理容院による部分脱毛の導入により回転効率向上計画

3750 大阪府 メイクスカトレア 対人接触機会を減らし感染リスクを下げるためのECサイトの導入
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3751 大阪府 ミュージックディール 非対面での新たなビジネスモデル構築のためのHP作成

3752 大阪府 アイルズサポ 自社ホームページと受注システム作成による保育サービスの拡大

3753 大阪府 栄経営労務管理事務所 ＷＥＢサイトを通じた非接触型コンテンツ販売と販路の拡大

3754 大阪府 工務店おかね ECサイト作成と施工動画配信による売上向上の取組と感染対策

3755 大阪府 進学塾ＷＩＬＬ オンライン指導を活用した生徒集客

3756 大阪府 愛文商事株式会社 7120001199136 本場台湾産スイーツと日本ブランドのアルコール類の提供

3757 大阪府 さくら企画 小規模事業者持続化補助金

3758 大阪府 株式会社レイン 6120001168463 チャット機能搭載のWebサイトで非対面による顧客獲得を強化

3759 大阪府 高田幸大歌謡教室 カラオケオンラインレッスン開始にむけたシステム構築と広報活動

3760 大阪府 日之康医療養老株式会社 1120001229204 医療ツーリズム受け入れ医療機関への新規事業販路開拓

3761 大阪府 ＹＳＫ鍼灸院 インターネットを活用した健康・教育相談

3762 大阪府 設備機器工事店 オンライン上リモート見積もりによる非接触型ビジネスの実現

3763 大阪府 ＢＡＮＤＥ 店舗販売している商品をオンラインでも！ECサイトの開設！

3764 大阪府 株式会社ＭＥＧＭＡＬＥ 2120001203629 ＢｔｏＣホームページ新設による直販売上増加で収益率アップ！

3765 大阪府 ａｍｉ　ｄｕ　ｓｏｌｅｉｌ株式会社 1120001233057 悩みを抱えている方を非対面でサポートするヒーリングのPR

3766 大阪府 株式会社エクスコラボレーション 1120001188342 対人接触機会減少のための飲食店向けオンライン調理指導

3767 大阪府 株式会社水野製作所 1122001013612 HPによる強み発信と自社製品の販売サイトによる販路開拓

3768 大阪府 株式会社ウエルビーング 9120101034331 コロナ禍でのフレイル予防・筋力向上に資する事業

3769 大阪府 スマイフ株式会社 1120001238287 自社HP改修による非対面ビジネス確立事業

3770 大阪府 『触れる美学』 非対面でのセルフエステ事業とオンライン物販事業

3771 大阪府 ．Ｐｒｉｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒｓ オンライン相談の導入による新規顧客獲得と動画による魅力発信

3772 大阪府 株式会社ＣＬＥＡＮＥＸＴ 5120001236931 業者専用の洗剤を開発し、ネットで販売する

3773 大阪府 株式会社Ｓｈｉｐｅｅｅ 7120001199796 日本商材専門越境ECプラットフォーム事業

3774 大阪府 株式会社山西屋 6120001182142 非対面非接触で行う新規顧客獲得

3775 大阪府 ブランドショップアディクト 外出自粛要請による非対面ビジネス実現の為のECサイト制作

3776 大阪府 万福 無料オンライン相談及び個人向けサービスの提供を実施！

3777 大阪府 株式会社あかり 5120101000246 靴修理依頼時と古家住宅再生の感染対策用ＷＥＢシステム

3778 大阪府 株式会社源正久商店 6120001034847 ショッピングサイト導入による非接触販売

3779 大阪府 ＥＣ－Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｊａｐａｎ合同会社 4120903002944 オリジナル補正下着のECサイトによる販路拡大！

3780 大阪府 株式会社アルファ 5120001229984 ECサイトを活用した非対面型のカーボンマイクロコイル販売事業

3781 大阪府 Bar BooZER 【船本佳宏】低感染リスク型　小規模事業者持続化補助金

3782 大阪府 橋富　勇斗 コロナ禍での無観客イベントにおける生配信

3783 大阪府 ロケットキャンプ 災害時用ロケットストーブの非接触販売を可能にするHPの作成

3784 大阪府 株式会社内田総研 9122001034279 ビジネス書に特化した買取専門サイト構築

3785 大阪府 ｔｈｒｅｅーｃ 独自の人脈を生かしたオンライン交流会による集客事業

3786 大阪府 社会保険労務士法人ワン・ラボ 3122005003335 ウェブサイトリニューアルによるオンライン面談・顧問サービス

3787 大阪府 大香商事株式会社 5120001002086 時代に合わせたWEB化による新たな介護タクシー事業へ

3788 大阪府 カフェアジト 非対面グランピング事業による顧客満足と従業員の安全確保の両立

3789 大阪府 天然工房なちゅらぶ ヒーリング波動入り天然酵母パンのオンライン通販事業

3790 大阪府 株式会社ＵＣエンターテイメント 7120001231906 ハイクオリティーなオンライン配信ライブの実施

3791 大阪府 らーめん雑魚 宅配を強化！らーめんをPR動画でわかりやすく！

3792 大阪府 hoppy film プロが選ぶおすすめガラスフィルムのオンライン販売

3793 大阪府 株式会社エクセイト 6120001213616 Webチャットボットの導入による非対面型の販路拡大事業

3794 大阪府 ライフアドバイザー 感染リスクを抑えてどなたも頼みやすい町の便利屋さん

3795 大阪府 焼肉３９ごりら 非対面でスムーズなテイクアウト販売ができるＥＣサイト制作

3796 大阪府 connect 非対面営業活動を可能とするCMSシステムをホームページへ導入

3797 大阪府 合同会社あん 6120003017437 サービス提供をオンライン化することによる顧客獲得事業

3798 大阪府 Ｎｅｘｔ　ｓｔａｇｅ株式会社 9120901044447 オンラインサロンで求職者と求人企業のマッチング事業

3799 大阪府 行政書士堀内法務事務所 オンラインによるコンプライアンス遵守のための指導事業

3800 大阪府 Ｔｗｉｎｋｌｅおきなわ 低感染リスク型で沖縄の観光業を一緒に盛り上げる複合事業
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3801 大阪府 株式会社グランプリエ 3120901043165 大豆脂肪酸由来の除菌消臭剤の商品開発を新たな販路を開拓

3802 大阪府 るしゃみにょん 新業態オンライン販売ネイルサロンの仕組みの構築

3803 兵庫県 合同会社ＮＡＮＡ 4140003014797 テイクアウトとネット販売で「自宅で味わえるラディーレ」

3804 兵庫県 株式会社山喜 8140001038860 ペットのお肉屋さん「ヘルシー赤身ジャーキー」販売

3805 兵庫県 クレープリー・ルポ 席数減による売上減少を補うためのガレット移動販売事業

3806 兵庫県 Ｐａｌｍｔｒｅｅ 密を避けて安心してテイクアウトで楽しめる専用窓口の設置

3807 兵庫県 g 「茶のある暮らし」のオンライン提案とECサイト運営事業

3808 兵庫県 Ｌ．Ｅ．Ｏ． ネット販売（非接触販売）構築による顧客開拓・業績回復

3809 兵庫県 臼井商店 冷凍餅スイーツ等の開発と餅専用ホームページ開設による販路拡大

3810 兵庫県 牛尾農場 規格外の米を利用した味噌の製造およびネット販売

3811 兵庫県 ＡＬＯＨＡ’Ｓ 車検オンライン見積りと「乗り捨て車検」を導入、非対面車検実施

3812 兵庫県 まりもマッサージ治療院 介護保険外サービス分野でのフレイルから健康へ導く外出同行事業

3813 兵庫県 華結び井口由紀 密にならずに親密に、リモート婚活でコロナの不安なくご成婚へ

3814 兵庫県 マルドルメ 密を避ける客席拡張とテイクアウト販売の販路開拓のための改装

3815 兵庫県 DONNA オンライン事業の立ち上げと自社のブランド化による新規顧客開拓

3816 兵庫県 株式会社阪神ペイント 7140001055287 塗装業の挑戦～非対面取引による生産性向上と顧客への周知～

3817 兵庫県 株式会社ナインワークス 4140001086723 テイクアウト会議弁当等の製造に関わる新調理システムの導入

3818 兵庫県 漸 味と量に自信あり！100%手作りにこだわる漸の日替弁当

3819 兵庫県 INVIGO 自家製パンサンドウィッチの移動販売による新規顧客獲得事業

3820 兵庫県 有限会社ビーコーポレーション 7140002026956 全国の受講生がオンライン研修で繋がり聞く力と営業力アップ

3821 兵庫県 中国爆砕西播工事株式会社 2140001062404 オリジナル破砕剤の販売強化に伴う自社ECサイト制作事業

3822 兵庫県 株式会社ルーク 6120001216296 オンラインバレエレッスンで２４時間好きな時にバレエできる事業

3823 兵庫県 ショーター整形靴工房 ネット販売導入とオンライン相談体制導入による販路拡大

3824 兵庫県 有限会社桂花 1140002040731 テントの張替え及び真空パック機導入によるテイクアウト客拡大

3825 兵庫県 竹本ギター教室 質の高いオンラインレッスン環境を整え新規生徒を獲得する

3826 兵庫県 長田聖司 家トレ応援！オンラインレッスン×グッズネット販売で販路拡大

3827 兵庫県 株式会社オーキャット 2140001116176 農業用ドローンによる農薬散布事業

3828 兵庫県 和牛亭　和さび タッチパネル式注文システム導入による低感染リスク事業の展開

3829 兵庫県 杉山悟史 オンラインで音を届けるジャズピアニストへの転換

3830 兵庫県 トップ産業株式会社 8120001010499 地域密着の眼鏡屋がネット集客を実現するインターネット販売事業

3831 兵庫県 株式会社みのり保険事務所 9140001046986 「顔の見える」オンライン契約で感染リスク低減と受注獲得事業

3832 兵庫県 ほづみ整骨院・針灸院 新たな顧客層開拓と増収を目的とする自費施術新サービス提供

3833 兵庫県 米と天ぷら悠々 デザートで食品ロスを減らし、雇用の確保と売上アップ

3834 兵庫県 谷池製瓦所 ホームページ開設による新たな伝統瓦の非対面型商談の実現

3835 兵庫県 長楽 テイクアウト商材の開発と販売による対人接触機会減少の取り組み

3836 兵庫県 行政書士わたなべ法務事務所 大切な顧客に非接触かつ対面が可能なクリーンルーム設置事業

3837 兵庫県 コワーキングスペースＳＨＡＲＥＳ 無人対応型セミナールームへの転換、個室シェアオフィスの提供

3838 兵庫県 Ｃａｆｅ　Ｈｏｌｏ　ｉ　Ｍｕａ SNS広告を使った情報発信でECサイトビジネスの販路拡大事業

3839 兵庫県 株式会社Ｈ＆Ｋ 7140001074568 米ぬか酵素風呂事業のECサイトによるネット通販事業の開始

3840 兵庫県 株式会社ＳＨＩＺＵＫＡ－ＳＴＹＬＥ 4140001111555 男性法人顧客獲得に向けた非対面イメージコンサルPR用HP制作

3841 兵庫県 インジニアス　クリエイティブ　キッチン EC サイトを使った人参ドレッシング商品化と販売事業

3842 兵庫県 ふるさと庵　和ごころ　幟 新たなテイクアウト商品の開発を行いポストコロナ社会に対応する

3843 兵庫県 Embellier 非対面セルフ式エステサービスの新規導入による事業継続力の強化

3844 兵庫県 株式会社足立環境開発 2140001120558 コロナ禍における有効的営業手法の構築による利益率の向上

3845 兵庫県 ワンダーランド英会話スクール コロナ対応に伴うオンライン授業と対面での新たな事業形態

3846 兵庫県 すきやきダイニングＨｉｒｏ 「素材」の強みを生かした新たな売上促進及び低感染ビジネス展開

3847 兵庫県 蜜林堂 一口＆一目で違いを伝える！ハリナシバチ蜂蜜の認知度

3848 兵庫県 ＰＡＩＮＡ株式会社 2140001114411 オリジナルテントのネット販売と、リモート見積サービスの展開

3849 兵庫県 株式会社ペンコム 8140001037937 聴く読書・オーディオブック事業

3850 兵庫県 福村整体院 対人接触を減らすオンライン問診オンライン予約WEB通販の実施
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3851 兵庫県 株式会社アプロッシェ 6140001114515 オンライン研修配信スペース常設で研修受講機会のサステナブル化

3852 兵庫県 つぼき鍼灸整骨院 ウィズコロナに対応した完全個室化、満足度向上の取組み

3853 兵庫県 アトリエコトン 自社通販サイト・動画による通信講座の構築とブランド力向上

3854 兵庫県 こうみ商事株式会社 9140001056515 地域水産品の高付加価値化とＥCサイト構築による全国展開

3855 兵庫県 想作料理翔 コロナ禍を生き抜く感染リスク減少のためのクレープ店頭販売事業

3856 兵庫県 株式会社Ｇｏｚｏ　ｆｅｌｉｚ 2140001109799 キッチンカーでの販路拡大、コロナ収束後の売上拡大

3857 兵庫県 株式会社Ｏｒｄｅｒ 5140001116099 ECサイト構築による非対面の受注プロセスの確立

3858 兵庫県 おだいどこ　ブルーキャット 対人接触の減少と一人客の集客を目的とした店舗改装

3859 兵庫県 マジシャン亜空亜ＳＨＩＮ ソーシャルディスタンスマジックショー

3860 兵庫県 Ｂｉｒｄ　ｍａｎ コロナ感染化における宅配事業の充実による収益確保事業

3861 兵庫県 訪問理美容髪人西神戸店 送迎・訪問理美容サービスの展開による顧客開拓

3862 兵庫県 ネイルサロンベベ 歯のセルフホワイトニングサービスと店頭販促強化による利益改善

3863 兵庫県 慶野松原水産 RVパークでコロナ対策をしながらアウトドアを楽しもう

3864 兵庫県 きた鍼灸整骨院 感染リスク削減をする院内オペレーションの構築

3865 兵庫県 合同会社レアケア 2140003011937 EC サイトを活用した自社ブランドの子供服製造販売事業

3866 兵庫県 レザーワークプロ三宮店 非対面サービスのためのECサイトの開設とオンライン展示会

3867 兵庫県 合同会社ユブネ 3140003013354 フリーペーパー編集者に学ぶオンラインスクールの広報構築

3868 兵庫県 Pizzeria　&　Café　PEPE 急速冷凍機導入による自家製冷凍ピザ・商品のネット通販事業

3869 兵庫県 ｄｅｅｍ deemが実践する最小限の接触で最大限のエイジングケアの創出

3870 兵庫県 来栖史江 オンライン講座開催を目的とする『声のホームページ』制作計画

3871 兵庫県 ＩＹＣ西宮スタジオ 西宮市初のオンライン結婚相談所併設ヨガスタジオ

3872 兵庫県 いろとりどり Excelに特化したパソコン教室によるデジタルコンテンツ販売

3873 兵庫県 バストアップ専門サロン＆スクール CARPO® バストアップスクール事業のオンライン化促進

3874 兵庫県 おそうじ本舗　淡路島店 販売部門強化のためのホームページ作成とネット通販サイト

3875 兵庫県 有限会社ニューメディア 9140002053833 化粧品ＥＣサイト販売！既存客取り戻しと新規客獲得で売上増事業

3876 兵庫県 崎元蘭奈 現役プロチェリストが手掛ける音楽教室受付無人化事業。

3877 兵庫県 日本機能回復学協会 整体に関する知識・技術のオンライン化及び販売システムの構築

3878 兵庫県 シチニア食堂 「食のマイノリティ」の人に向けた惣菜・菓子ECサイト運営事業

3879 兵庫県 みぃ～♡みぃ～美容室 安心安全の提供による顧客に寄り添った感染防止対策事業

3880 兵庫県 OBI ポーセリンお雛様・兜のオンライン販売事業

3881 兵庫県 株式会社美宝 3140001027249 非接触でできるセルフエステ機材を導入し売上の改善を図る

3882 兵庫県 美彩紀 明石の自慢、『海苔』のWEB販売強化事業

3883 兵庫県 有限会社市位尚文堂 7140002035321 表装セミオーダーシステムの開発とＨＰの新規構築事業

3884 兵庫県 ルクス株式会社 3140001114261 予約システム構築による旅行事業社との接触ゼロ旅行確立事業

3885 兵庫県 フジユナイテッド株式会社 1140001101476 遺品整理のオンライン相談、概算見積システムと骨董品EC販売

3886 兵庫県 あじさい株式会社 4140001110763 ホームページ作成とテイクアウトシステムで非接触の事業を実施

3887 兵庫県 サウンドストア服部 コロナでも、お家で本格的なライブ配信を楽しめる配信機材の導入

3888 兵庫県 株式会社ＢＬＡＣＫ　ＳＬＯＰＥ 8140001108705 豊岡カバンでオリジナルブランド立ち上げ、ネット販売計画

3889 兵庫県 佐藤労務コンサルティング マンガで見る！オンラインキャリアコンサルティング活用サイト

3890 兵庫県 有限会社グローリー 3140002045530 遺品整理と住宅リノベーションを融合したビジネスモデル構築

3891 兵庫県 合同会社七夕 7140003008400 相談できるWEBサイト構築とFishingEatツアー確率

3892 兵庫県 株式会社中西建築 1140001031087 時短と業務効率化のためのオンライン活用事業の実施

3893 兵庫県 Ｔ＆Ｐ総研 オンライン研修による低感染リスク型ビジネスへの転換

3894 兵庫県 Akira Art Room 360°バーチャルギャラリー導入による販路開拓の取り組み

3895 兵庫県 クリーニングやました株式会社 4140001068548 非対人接触機会のインターネットショプの開設。

3896 兵庫県 有限会社ボンジュール 1140002050813 焼き菓子用自動販売機導入による売上増加計画

3897 兵庫県 合同会社芦屋ジャズイットアップ 2140003013801 『音楽のちから』新しい形の動画配信事業

3898 兵庫県 ＳｌｏｗＳｔｅｐｓ株式会社 6140001110737 ワインをテーマとした月額会員制のオンラインサロン事業

3899 兵庫県 株式会社由海 9140001089300 デリバリー・テイクアウトサービスの導入による認知度向上計画

3900 兵庫県 スマイルゴルフスクール ＨＰを利用したオンラインゴルフレッスンによる新規顧客開拓
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3901 兵庫県 株式会社サンクスマイル 2140001088861 自由にカスタム！オンライン完結型HP制作サービスサイト構築

3902 兵庫県 ブランドプライス 国内・海外の一般個人向けオンライン査定＆販売による新規客獲得

3903 兵庫県 毘沙門 出前サービス・テイクアウト・配達弁当のPR事業

3904 兵庫県 ミー ECサイト刷新による店舗接客時間の削減とネット販売促進

3905 兵庫県 竹家荘旅館 「旅館に住みたい」を実現する！「古民家暮らし」の販路開拓

3906 兵庫県 三ツ星住建株式会社 3140001086682 リフォーム・リノベーション事業のオンライン訴求

3907 兵庫県 ＡＮＧＥＬ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 3140001101053 オンライン自社買取り・国内販売サービスへの新規参入

3908 兵庫県 株式会社セキュリティ 1140001059632 ＥＣサイト等を活用した一般向けセキュリティ需要開拓と商圏拡大

3909 兵庫県 榊原行政書士事務所 非対面相談窓口を設置した永住権専門HP構築による販路開拓事業

3910 兵庫県 株式会社おいでな青垣 5140005008029 テイクアウト弁当と花卉の販売拡大で感染予防と地域経済力の向上

3911 兵庫県 有限会社樋口測量事務所 6140002009103 オンライン上で説明、相談が完結できる測量事務所

3912 兵庫県 ｂｏｎｂｏｎ　ｌｅ　ｃｏｃｏｎ コットンキャンディの宅配事業

3913 兵庫県 特定非営利活動法人西宮フットボールクラブ 2140005020507 動画PRによるオンライン体験と選手・ファンクラブ会員の増加

3914 兵庫県 株式会社ｕｎ・ｄｅｕｘ 4140001117874 上質でベーシックなワンピース専門オンライン販売事業

3915 兵庫県 まーくんのｌｅ・ｐａｎｄｏｕｇｈ ベーカリー店のWEB運用＆非対面型移動販売の新規顧客獲得

3916 兵庫県 トータルマナー株式会社 6140001069544 オンラインでのリアルタイム研修／指導の開発・実施事業

3917 兵庫県 西藤興業 ネット八百屋のとびっきり甘い「淡路島たまねぎ」で売上向上計画

3918 兵庫県 江口倫司 元Jリーガーが指導するサッカーWebレッスンの広告サイト制作

3919 兵庫県 株式会社ＯＮＥ　ＴＥＡＭ 3140001115994 コロナウイルス感染防止のための居酒屋店舗改装事業

3920 兵庫県 ＡＩＴＡＮＡ株式会社 4140001094420 対人接触リスクを減らし、お家で楽しくワインを買えるサイト構築

3921 兵庫県 Ｈｅａｒｔ　Ｍｅｅｔｓ　Ｗｏｒｌｄ アフターコロナを見据えて。オンライン海外進出サポート事業。

3922 兵庫県 株式会社クレストコーポレーション 7140001025216 靴の無人販売売場の開設

3923 兵庫県 建築工房サワムラ株式会社 1140001097723 オリジナル革製品の製造・販売構想

3924 兵庫県 ソラリス法律事務所 弁護士によるマンション管理組合向けワンストップサービス

3925 兵庫県 有限会社平山牛舗 3140002039251 お肉屋さんにおける非接触買い物スタイルの確立

3926 兵庫県 有限会社アスティック 7140002043258 商業写真から動画制作へ・事業再構築で売り上げアップ

3927 兵庫県 株式会社ＫＳランディングス 1140001117076 ＥＣサイト構築によるレジンを用いた木材加工商品販売事業

3928 兵庫県 トムトレーディング 資源リサイクルの高付加価値化と低感染型業務環境の整備

3929 兵庫県 東鳳物産株式会社 3140001023999 「花門亭」通販(EC) サイト/ ランディングページ(LP)

3930 兵庫県 CAFE+ 非接触対策と見込み客を全国に作るための通信販売の販路開拓

3931 兵庫県 みち webによる注文・予約サイトの構築とPR動画作成

3932 兵庫県 有限会社重田 5140002032972 密とリスク回避のための商談ブース新設と地元産美食セットの開発

3933 兵庫県 Ｃａｆｅ－Ｔｓｕｋｕｓｈｉ ECサイトの構築によるブランド力強化及び販路開拓事業

3934 兵庫県 有限会社小谷興産 3140002035779 不動産取引全般のIT重要事項説明ビジネスモデルの構築

3935 兵庫県 有限会社カイ・ラニ・ヘア 6140002052895 ニューノーマルな店づくりによる顧客開拓

3936 兵庫県 Ｃｌｏｖｅｒｓ 完全個室施術ルーム事前ネット予約制で顧客満足度アップ事業

3937 兵庫県 中原材木店 ポストコロナの自分時間シリーズ（大人の秘密基地ハウス)

3938 兵庫県 株式会社グロースターズ 8140001097452 純国産ウイスキー醸造施設を非接触で楽しめるWEB販路拡大事業

3939 兵庫県 涼雅 予約から決済までWeb上で行えるオンライン占いで接触機会減少

3940 兵庫県 ＴＡＭＡＧＯ ３Dリフト機導入により60％の女性の悩みUI（尿漏れ）解消！

3941 兵庫県 ＡＮＮＥ 飲食スペースを縮小しテイクアウト主体の店舗への改装

3942 兵庫県 ここち キッチンカーの導入による新規顧客の獲得＆余剰人員の活用

3943 兵庫県 株式会社Ｄｒｅａｍｌａｎｄ 5140001116454 オンラインで骨盤、猫背矯正、再発予防プログラムを提供する

3944 兵庫県 あぶり焼きＴＯＳＨＩ コロナ禍に負けない非対面型WEBシステム＆PRWEB運用

3945 兵庫県 株式会社ＮＴＦサービス 5140001113567 ウェブや画像を活用した、リモートエアコン見積サービス事業

3946 兵庫県 ステップチャイニーズスクール ホームページによるオンラインレッスン告知と新規顧客開拓

3947 兵庫県 有限会社すみれ 2140002063038 集中とくつろぎ、交流を！リモートワーク専用スペースの新設

3948 兵庫県 八味豚骨 映像と通販を盛り込んだHPから売上アップを目指す！

3949 兵庫県 Ｊｅｌｌｉｃｌｅ　Ｓｔａｇｅ 立体構造布マスクの販売促進の為の広告事業

3950 兵庫県 リフォーム　スマイル オンライン商談の導入およびその PR
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3951 兵庫県 玉井自然堂株式会社 4140001102174 冷凍焼芋量産体制と非接触非対面によるネット販売体制構築

3952 兵庫県 石彩工房　真 仏花・墓花を専門として配達販売をする業務

3953 兵庫県 中国開発株式会社 7140001063505 HP作成による非対面且つスピーディな対応力による集客アップ

3954 兵庫県 合同会社びーいんぐ 6140003015570 学習カウンセリング機能の強化とオンライン教室の開校

3955 兵庫県 太陽土地建物株式会社 9140001069335 不動産仲介業におけるZOOMとの共存と新しい取り組み

3956 兵庫県 株式会社田中製樽工業所 9140001069426 ショッピングサイト制作・充実と、ネット販売の強化

3957 兵庫県 東村産業株式会社 4140001070066 テイクアウト用うどんセット製造能力強化に向けた取組み

3958 兵庫県 英会話教室ＪＵＭＰ コロナに負けず、安心安全英語教育向上アピール大作戦事業

3959 兵庫県 ごはん処　和 「飾らないお家ご飯屋」が作る手料理を手軽に自宅で食べられる

3960 兵庫県 晴々薬師堂 山南町の当帰配合のお茶や石鹸の商品化とPRによる地域活性化

3961 兵庫県 株式会社朱明堂 1140001059475 オンライン販売事業参入による販路拡大・売上向上計画！

3962 兵庫県 芦屋ル・タブリエ オンラインWEBストア用・基礎化粧品商材の開発

3963 兵庫県 ｒｉｎｇ　ｔｈｅ　ｂｅｌｌ ネイルサロン開業者向けへオンラインでの講師事業の展開

3964 兵庫県 神戸情報機器株式会社 2140001004331 オンライン機能導入＆ホームページの全面改訂でリブランディング

3965 兵庫県 株式会社ヘルスエール 8140001090960 感染リスク低減型の高齢者向け宅配弁当事業の開始

3966 兵庫県 Private day spa月と太陽 オンラインや屋外空間を活用した低感染リスクの実現

3967 兵庫県 ジャルダンアリス 「美味くて四方よし」での商品開発と通販サイトでの販路拡大事業

3968 兵庫県 株式会社ワイズユナイテッド 8140001107566 自社開発商品のオンライン販売促進による販路開拓

3969 兵庫県 ｎｉｓｈｉｍｕｒａ株式会社 2140001097986 スマートな屋根診断をユーザーに直接PRするサイトと看板の作成

3970 兵庫県 オフィスONE WEBによる新規顧客計画と受注数の向上を狙う販路開拓

3971 兵庫県 カシメ株式会社 4140001097737 対人接触機会の減少のための視力測定器の購入

3972 兵庫県 掌家具店 ネット販売強化に向けた新商品の開発、製作の為の道具の購入

3973 兵庫県 ＃ｒｙｏｚｏカメラ SNSのフォロワーへの出張撮影を増やすためのホームページ作成

3974 兵庫県 おめざや 対人接触機会の減少を見据えたインターネット受注システムの構築

3975 兵庫県 いぐち法務行政書士事務所 井口宏一 リモートで安心　対面接触なく離婚相談から離婚給付公正証書作成

3976 兵庫県 株式会社Ｐａｏ　Ｈｏｍｅｓ 7140001108994 顧客管理システムによる非対面ビジネスへの転換と業務効率改善

3977 兵庫県 株式会社プロジェクトＲ 4140001116645 オンライントレーニング

3978 兵庫県 株式会社アップル眼鏡工房 6140001109845 検眼機導入による感染対策事業

3979 兵庫県 天龍 ＨＰ立ち上げと感染防止対策強化による販売強化

3980 兵庫県 ＩＮＴＥＲＩＯＲ　ＤＩＳＫ株式会社 6140001111009 非対面式安全オンラインリフォーム相談のためのホームページ導入

3981 兵庫県 オートティーズ 情報発信と自動車の非対面販売強化に向けたホームページの開設

3982 兵庫県 福岡拓磨 難関大学の数学のネット配信授業

3983 兵庫県 吉田精肉店 通販事業開始による受注・決済・納品の非接触化と売上増加計画

3984 兵庫県 さんたか 鮮度と職人技を活かした高級弁当のECサイト販売

3985 兵庫県 有限会社ビリーブ 3140002053913 街の車屋さんによる新たな抗菌コーティング事業の開始と広報展開

3986 兵庫県 佐藤果実工房 自動フィルム機導入による従業員の接触機会の軽減

3987 兵庫県 大西造園 伐採クズ粉砕機械の導入による植木伐採事業への参入

3988 兵庫県 株式会社ＡＣＥ 2140001107365 非対面型WEB集客方法＆広告で新規顧客獲得

3989 兵庫県 株式会社ｆｉｅｌｄ　ｅｉｇｈｔ 3140001093893 ポストコロナを見据えたペットフード業界のデジタル環境推進事業

3990 兵庫県 ＭＡＢＵＩ， オンライン予約とYouTube管理運用で内部プロセスを一新

3991 兵庫県 メレンゲ春 通販での主力となる新商品の開発、新規のマーケットを広げる。

3992 兵庫県 日本人財支援株式会社 4120901040112 オンデマンド研修事業で顧客企業の人材育成に貢献

3993 兵庫県 有田真大 対人接触機会を減少させるレッスン環境の整備事業

3994 兵庫県 ＨＩＫＡＲＩ 紫外線オゾン空間除菌装置による分かりやすい説明ビデオによ営業

3995 兵庫県 株式会社匠工芸 8140001105033 漫画を活用した新サービスの開始で、接触機会を低下する取組み

3996 兵庫県 一樂智也 車好きが集まるECサイト制作とLPによるネットブランディング

3997 兵庫県 さくら コロナ禍で快適な音楽生活。ピアノオンラインレッスン事業

3998 兵庫県 リ・アージュビューティーサロン 中国直輸入花薬茶の専用 WEB サイド構築による新規販売計画

3999 兵庫県 株式会社山崎設備 8140001108688 消費者向けリフォーム・修繕のインターネット通販

4000 兵庫県 ケ・ボニータ ECサイトを付随する為のホームページ作成（非対面の実現）
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4001 兵庫県 株式会社北出創建 4140001119854 自社ホームページ活用によるオンライン商談とブランド化戦略

4002 兵庫県 株式会社ＮＩＶＡＣ 7140001080392 コロナ禍を生き抜く、HPリニューアルとEC販売促進事業

4003 兵庫県 スプラッシュ岡場店 感染拡大防止と新たな売上の柱を作るためのネット販売システム

4004 兵庫県 アートスタジオ　ソレイユ ITを活用したハンドメイド・インストラクター移行への取り組み

4005 兵庫県 福岡組 スイーツの巨大消費地のニーズに対応した果実原料の供給事業

4006 兵庫県 トラベライク 日本から世界へ！「ご当地お土産」専門サブスクサービスの展開

4007 兵庫県 株式会社ルアナライフコーポレーション 3140001121002 新商品イチジクの加工食品によるEC販売の強化

4008 兵庫県 家族と子犬の学校ｃｏｃｏｉｃｏ 少人数説明会のネット集客とリモートでの顧客対応

4009 兵庫県 株式会社グローバルネット 9140001090299 新たな販売チャネル「ECサイト」導入によるで拡販事業

4010 兵庫県 ヒデ企画株式会社 5140001033591 非接触による相続相談と動産処分アドバイスを可能にするＨＰ製作

4011 兵庫県 Ｄａｉｓｙ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 地域密着型美容院女性スタッフのみの販路拡大＆非対面型集客

4012 兵庫県 幸珈琲 カフェのテラス空間創造、感染防止対策を行いながら集客へ繋げる

4013 兵庫県 鶏力　六甲道店 テイクアウト、デリバリー、WEB販売を強化し売上確保する事業

4014 兵庫県 幸寿し テイクアウト事業を行うための作業スペースの拡大

4015 兵庫県 三ノ宮むつう整体院 漫画説明と間仕切りカーテンを活用した対人接触減少への取り組み

4016 兵庫県 さえきＨＲ社労士事務所 動画を活用した非対面型プロモーションシステムの構築

4017 兵庫県 株式会社米谷 6140001067060 株式会社米谷プロデュース、丹波黒インターネット拡売事業

4018 兵庫県 アオイコンサルタンツ株式会社 5140001102801 オンラインでのクラウドファンディング支援メニュー開発・販売

4019 兵庫県 株式会社ブランカ 6140001019292 テイクアウトの販売強化による新規顧客の拡充構想

4020 兵庫県 脱毛サロンｉｎｆｉｎｉｔｙ 非接触対策によるウィズコロナ禍の売上アップ事業

4021 兵庫県 ＨＵＭＭＯＣＫ　Ｃａｆｅ テイクアウトと小売店へ移行改装により顧客満足度と売上向上

4022 兵庫県 出版サービスヴィレ 「生きた証の出版」のデジタルギフトによる販路拡大

4023 兵庫県 アールシー食品株式会社 3140001060167 予約機能付きホームページとECサイトで販売促進

4024 兵庫県 サン・パティー　小山泰雅 空撮業務新規開始の為のドローン導入事業

4025 兵庫県 株式会社ＪＯＹＶＯＩＣＥ 1140001031062 取扱商品転換とオンライン化で接触機会減少と販路拡大計画

4026 兵庫県 一曲 地域密着メディア「芦屋ジャーナル」構築事業

4027 兵庫県 株式会社協和 1120901020414 工場と事務所を切り分けることで安定的に資材提供できる環境整備

4028 兵庫県 有限会社スクエア設計室 5140002041288 細かい要望も設計・実現する住宅販売の非対面型新規顧客開拓

4029 兵庫県 有限会社セレンディピティ 7140002045114 デリバリープラットフォームを活用した事業拡大と新規顧客の開拓

4030 兵庫県 マイノリ コロナ禍での収入減に悩む世帯への非接触副業誘致

4031 兵庫県 来生工業 販路拡大・対人接触機会減少のための電子ツールの導入

4032 兵庫県 合同会社ＫＲＩＳＨＮＡ 5140003015860 テイクアウト用のカウンター作成で対人減少及び売上増加計画

4033 兵庫県 株式会社アド・バリュークリエイト 8140001115395 下町の本質的な活性化を目指したシャッター商店街での実店舗開業

4034 兵庫県 mimitasu 非対面ビジネスを実現する商品づくりを軸とした販路開拓戦略

4035 兵庫県 株式会社ＫＨ 9140001112152 宅配ボックス・デジタルホン・モニターを利用した非対面化

4036 兵庫県 株式会社リベラル 3140001031440 リベラルオリジナル新商品のネット販売で商圏拡大と売上向上

4037 兵庫県 株式会社建築工房いろは 6140001111413 オンライン面談ツール・オンライン予約システム

4038 兵庫県 アクトウエイ株式会社 4120001059945 広告代理店の商談から成約まで非対面による契約の実現

4039 兵庫県 株式会社金川刺繡 9140001075416 当社サイトの新規開設による非対面化の促進と新規顧客獲得

4040 兵庫県 久遠 名物となる新しいテイクアウト商品の立案事業

4041 兵庫県 株式会社ミネルバ 4140001112223 ECサイトにてオリジナルネイルチップの販売

4042 兵庫県 アップワードコーチング 研修コーチングのオンライン化と新サービス提供と認知度強化

4043 兵庫県 こぐり神経整体院 重症症状でお悩みの方をオンラインとオフラインの融合で救う

4044 兵庫県 ＬＥＳ　ＨＩＲＯＮＤＥＬＬＥＳ 但馬牛濃厚とろすじカレーのレトルト商品化事業

4045 兵庫県 Ｇｌａｎｚｅｎ EC事業、オンライン相談事業による新規販路開拓と顧客満足度向

4046 兵庫県 株式会社アロースコーポレーション 1140001114825 新しく取り組む、非接触型不動産査定

4047 兵庫県 ＭａｒｖｉｎＡｋｏ 最高の環境・最高の技術でお客様の笑顔を取り戻すプロジェクト

4048 兵庫県 ひめじ人事労務コンサルティング ひめじから全国へ！非対面型顧客開拓への取り組み！！

4049 兵庫県 ale オンラインを使った新サービスのスタートで販路開拓と売上確保

4050 兵庫県 リラクゼーションサロンちょこぷり 美容院（訪問を含む）併設
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4051 兵庫県 株式会社日本興業 8140001093955 非対面型オンライン集客による不動産仲介サービス

4052 兵庫県 中原青果 こだわりの野菜販売によるホームページ開設とＥＣサイト構築

4053 兵庫県 木戸俊介 【キッチンHERO】キッチンカー事業強化計画（木戸俊介）

4054 兵庫県 小林種苗株式会社 4140001042800 海外向けHPの拡充を通じ当社品種を世界各国に普及販売する

4055 兵庫県 みなとこうべ司法書士事務所 登記電子申請システムの導入によるオンラインビジネス

4056 兵庫県 合同会社ケルト 2140003011573 日本製フィルムカメラ・オールドレンズを海外へ輸出販売。

4057 兵庫県 株式会社アイバンズ 9140001102310 オンライン及びライブ配信によるヴィーガン料理教室とアロマ通販

4058 兵庫県 パーソナルジムＷｅｉｇｈｔ　Ｄｏｗｎ コロナ禍でもできる非対面型 PR チラシ広告＆ PRWEB

4059 兵庫県 たなべ花店 オンライン受注システムの構築とサービスの認知度UPで売上UP

4060 兵庫県 ＣＯＣＯ ヘアケア商品のECサイト開店をして販路拡大を目指す

4061 兵庫県 エンサポート尼崎 非対面型のオンライン結婚相談サービス導入のサイトリニューアル

4062 兵庫県 Ｈ＆Ｔ ｵﾝﾗｲﾝで　旅行会社向け観光地・宿泊先・交通手段手配代行

4063 兵庫県 株式会社ｍａｋｅ　ｉｔ． 1140001121375 インターネットを利用した洋菓子の販売事業

4064 兵庫県 株式会社Ｓｔｅｌｌａ． 8140001118539 美容師によるウェブコンサルティング付きマッチングサイトの運営

4065 兵庫県 株式会社保険屋本舗．福崎 6140001089682 車必須地域でのドラレコ付自動車保険のネット相談・来店相談予約

4066 兵庫県 リサイクルカンパニー加古川 作業立ち会いと見積もりのオンライン化導入、及びその広報

4067 兵庫県 株式会社サンテック 8140001073081 ホームページ・オンライン接客による非対面ビジネスモデルの実現

4068 兵庫県 和風料理店ゆんたく 椅子・堀座卓の導入でブランド力強化とポストコロナに対応

4069 兵庫県 育てる革小物ma-sa 非対面でのオンライン接客やネット販売を強化し売上アップの取組

4070 兵庫県 ひょうごエンジン株式会社 2013301027964 「社長のおわり」についての意識づけと方法論を伝えるサービス

4071 兵庫県 いたみいろどり整体院 オンラインによるサポートで健康を提供し新規集客でV字回復

4072 兵庫県 Ｐｌａｎｔｓ　Ｃａｆｅ　コハルビヨリ テイクアウトメニューの開発と感染防止対策 による安定的な営業

4073 兵庫県 Ｒｅａｌｉｚｅ 華服の EC サイト販売とランディングページでの PR で売

4074 兵庫県 吉川建装 非対面型新規顧客獲得＆新たなサービスで販路拡大を目指す

4075 兵庫県 二幸防水塗装工業株式会社 2140001060432 非対面型Webチャットの導入とHP改装による新規顧客獲得

4076 兵庫県 株式会社ＯＭＡＴＳＵＬＩ 6140001114085 新たな販路拡大のためのECサイト並びにホームページ作成

4077 兵庫県 八甲コーポレーション バーチャル技術を活用した集客システム構築

4078 兵庫県 オンラインサロン神戸 地域の高齢者を支えるシニア対象のオンラインサロン

4079 兵庫県 株式会社山善製作所 6140001051741 HP制作による問い合わせ向上と、非対面営業での全国展開

4080 兵庫県 Ｂー３ オンライン販売で新規顧客とリピート売上の獲得

4081 兵庫県 革工房おおがき株式会社 8140001054370 感染対策ならびに見える化を実現する商談ルーム改装大作戦

4082 兵庫県 RINASCE ラドン浴システムのEC 展開および店舗統合

4083 兵庫県 合同会社ＯＮＥ．ＵＯＨ 2140003015962 「卸商品の販売講座」動画のECサイト販売と非対面販促事業

4084 兵庫県 オフィスコーチングドリーム ＯＣＤオンライン学習システムの構築

4085 兵庫県 ＭＡＸ綜合会計事務所 非対面型のオンライン税務相談環境の構築と新規関与先獲得

4086 兵庫県 エンリッチメント・プロ 映えるスペース作りと新しい予約システムの構築

4087 兵庫県 たじま炭火焼肉　輪が家 兵庫×東北のブランド牛のコラボ焼肉店宣伝告知事業

4088 奈良県 株式会社ＮＯＲＯＭＡ　ＪＡＰＡＮ 2150001023578 ECサイト販売及び生産体制の整備

4089 奈良県 株式会社檸檬組 2150001023603 お家で濃厚リッチなスムージー楽しめる定額制キットのEC販売

4090 奈良県 株式会社ＧＰＩ 2150001021251 非接触型業務スキル学習システム　eラーニングの構築と販路開拓

4091 奈良県 片上醤油 低感染で安心！おうちで醤油つくり体験で新規コアファン獲得事業

4092 奈良県 個別指導学院ヒーローズ西ノ京駅前校 テレビ会議システムを活用した学習管理のＰＲ

4093 奈良県 なおみ整体院 継続してできる“自己整体”オンライン配信サービス販売

4094 奈良県 Ｕｎｉｔｙ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ合同会社 5150003001678 サービス拡大に伴う店舗改装

4095 奈良県 株式会社グローランプ 8150001019942 非対面型オンラインショップ制作運営代行サービスと広告宣伝

4096 奈良県 大元農園 コロナ禍をチャンスに変えるECサイト構築で新鮮素材を全国に

4097 奈良県 間光 オンラインドラムレッスンと蜜を避ける吉野の古民家改装事業

4098 奈良県 Ａトレーディング ワイン販売におけるECサイト・動画生配信によるオンライン事業

4099 奈良県 野富株式会社 9150001013259 卸からの脱却！自社ＥＣサイトを持つ　50年目の新たな展開

4100 奈良県 株式会社青春 4150001021191 写真好きの集う写交場、写真教室の非対面への転換計画
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4101 奈良県 旨辛房　かんからかん SNS対応広告通販サイトの構築とテイクアウト訴求で売上を回復

4102 奈良県 ＭＩ　ｔｉｍｅ リアルとネット、ライブと録画のハイブリットレッスンの環境整備

4103 奈良県 株式会社西川組 9150001024181 オンラインで受注できるシステムを導入した販路拡大及び工程管理

4104 奈良県 株式会社ＥＢＡＮ 9150001021501 ECサイトとソーシャルメディア広告を活用し売上を回復する取組

4105 奈良県 株式会社オフィスダンケ 3150001008611 イベント依存の対面販売から非対面のネット通販による販路開拓

4106 奈良県 株式会社フレッシュ 7150001017906 ドローンによる非接触型新事業＆HPでの販路開拓と保守状況確認

4107 奈良県 水口凱 スポーツトレーナー向けオンラインセミナー事業

4108 奈良県 よばれや ひとり飲み歓迎！非接触型日本酒サーバーで新居酒屋スタイルへ

4109 奈良県 Ｖｉｖａｄｙ コロナ禍におけるセルフ施術機器の導入と新メニュー開発事業

4110 奈良県 有限会社恩田産業 4150002000418 ＥＣサイト作成による非対面型ビジネスの構築と新規顧客の獲得

4111 奈良県 ＭＯＣＯ　ａ　ｔａｂｌｅ 総合WEBサイトを新構築し、事業のオンライン化へ向けた取組み

4112 奈良県 とんかつ喫茶ブタとエスプレッソと 小型キッチンカー導入による小規模イベント出店と弁当配達事業

4113 奈良県 株式会社花知鳥待花 8150001017632 コロナ禍によるテイクアウト＆デリ販売拡大の店舗改修と整備

4114 奈良県 株式会社日本巨木 8150001023705 神社再生プロジェクト「巨木のかけら」販売サイトの構築

4115 奈良県 大国石油株式会社 2150001006401 LPガス集中管理システム導入による検針事業の非接触化

4116 奈良県 株式会社インヘンス 2150001017092 オンライン美容カウンセリングサービス

4117 奈良県 アルベロアウレオ株式会社 7150001017237 非対面型オンライン授業の提供とチラシ広告依存型営業からの脱却

4118 奈良県 CALM HAIR お客様へ安心・安全を提供する感染対策に特化したサロンへ！

4119 奈良県 オフィスBEN 個人・中小企業を応援する広報事業・声をお届けします！

4120 奈良県 エフ．エフ．エス株式会社 3150001005600 純喫茶店事業の低感染型モデル（テイクアウトメニュー）の構築

4121 奈良県 ミキモト化粧品千里営業所 テイクアウトとイベント出店によるカフェ部門の新規顧客獲得

4122 奈良県 ハタホーム 企業向けチームビルディング向上オンラインクッキングサービス

4123 奈良県 ＤＥＮＴＡＬ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ　ＶＩＳＩＯＮ CAD/CAM3Dスキャナー導入による非対面化及び生産性向上

4124 奈良県 ｄｅａｒ　ｌｉｆｅ 非対面で行う秘書育成事業による新規顧客増加計画

4125 奈良県 株式会社Ｃｈａｍｉｋｏｄｏ 4150001023007 海外向けネット販売強化とスイーツのネット冷凍販売開始

4126 奈良県 豊田真珠株式会社 2150001010758 自社ECサイト構築によるオンライン販売で販路拡大

4127 奈良県 アオイコンサルタント株式会社 9150001016022 Ｍａｔｒｉｃｅ３００ＲＴＫドローン導入による作業効率化事業

4128 奈良県 有限会社奈良アシスト 7150002010100 家電EC サイトの導入で売上げと顧客満足度の向上を図る

4129 奈良県 香薬房 電話とオンライン相談の告知およびECサイト開設による販路拡充

4130 奈良県 ＨｉｇｈＬｉｇｈｔ オンラインの婚活オーディションや文通で出会いの新たな形を提供

4131 奈良県 スーバランス 管理栄養士が考えた商品を非対面販売するための環境づくり

4132 奈良県 株式会社ジャパン・ファームプロダクツ 1120001162347 WEB・SNSを通じたブランディングとBtoB促進ツール構築

4133 奈良県 株式会社アーキネット 8150001000027 家電家具ECサイト導入での顧客サービス強化による売上向上

4134 奈良県 株式会社藤井利三郎薬房 9150001016138 顧客ニーズに対応したサプリメントのネット通販の開始

4135 奈良県 株式会社かんとりい 3150001019815 EC サイトとランディングページで通販ビジネスを加速させる

4136 奈良県 ＴＩＣＳ ECサイトを活用したオリジナルカスタムパーツの非対面販売

4137 奈良県 株式会社ＯＳＫ 1150001018257 予約・事前決済機能付きのHP作成で、非対面・効率化で事業発展

4138 奈良県 株式会社じゅえりー工房Ｋ 9122001024313 ～ジュエリー販売専用のHP作成しオンラインでの販売開始～

4139 奈良県 ソラカケ株式会社 8120001217490 農業ドローンによる農薬散布代行サービス

4140 奈良県 ミナミサービス株式会社 3150001023016 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

4141 奈良県 株式会社工工房 9150001022697 自動見積を実装したホームページで、新規顧客の販路拡大・開拓

4142 奈良県 アコルドゥ・フード・アンド・ライフ株式会社 8150001023218 オンラインショップを開設し、新規顧客を開拓する

4143 奈良県 Ｐｕｊａ イベント出展販売から自社HPオンライン販売モデルへの転換事業

4144 奈良県 株式会社西岡呉服店 4150001005087 ECサイトによる非対面型販売システムの構築と販路開拓

4145 奈良県 ならまち整骨院 施術の短時間化とインターネットを活用した顧客獲得事業

4146 奈良県 株式会社ＲＩＳＥ 4150001023386 ＳＮＳを活用したリフォーム工事のオンライン販促事業

4147 奈良県 オフィス虹 科学的占いの発展に向けたオンライン講座とオンライン鑑定の開発

4148 奈良県 近畿防災合同会社 7170003001229 コロナに勝つ！ウィズコロナ時代に即した防災グッズ販売促進事業

4149 奈良県 有限会社根来工業 4150002007966 国内サプライチェーン回帰のための非対面ライン確立と内製化事業

4150 奈良県 藤井商会 元NO1ホステスが伝授する。オンラインによるトークレッスン事
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4151 奈良県 かもめアート倶楽部 リアル教室・展覧会のオンライン（非対面型）対応へ

4152 奈良県 行政書士イシカル法務事務所 顧客情報を万全に守れるセキュリティ及び記録システムの導入

4153 奈良県 村井農園 家族と地域を元気にする加工食品の自動販売機での販売事業

4154 奈良県 株式会社エスペルト 2150001023116 非対面の販売に特化した新規顧客獲得のためのＷＥＢサイト制作

4155 奈良県 株式会社ＮＥＸＴ西日本 4150001019789 入退室等管理システムアプリで対人接触の機会を避けよう！

4156 奈良県 株式会社オカモト 9150001012475 自社ブランドのトリートメントをECサイトで販売するための取組

4157 奈良県 株式会社るーぷ 9150001007302 飲食業応援！販促＆予約管理＆ＥＣ管理アプリの開発

4158 奈良県 ぱんだんぱインターナショナル 「非対面型オンライン相談サービス」事業で新規顧客獲得

4159 奈良県 結婚相談所仲人小町 ３密回避のグランピング婚活ツアーとオンラインマッチング

4160 奈良県 合同会社ＫＡＺＵグループ 5150003002107 ネット販売-自販機ショップの開設

4161 奈良県 有限会社タクミ 4150002006613 従業員同士の接触機会削減のためのRPA導入

4162 奈良県 株式会社座談会 9150001024074 コロナでも安心、セミナー&交流会をオンラインで開催

4163 奈良県 中辻銘木 多品種木材在庫から小ロット対応を国内外にHPでの提案

4164 奈良県 株式会社デュアル・ポイント・システムズ 6150001020423 非接触ビジネスモデルでのオゾン除菌・脱臭機普及販売事業

4165 和歌山県 茅葺き茶屋　月空 未来をつなぐ、自然と建物を感じられる一棟貸の宿泊事業

4166 和歌山県 ＪａｐａｎｅｓｅＤｉｎｉｎｇ煌 接触機会低減の為の個室改装でコロナ禍に対応した販路開拓事業

4167 和歌山県 株式会社たがみ 8170001012953 飲食業参入とネットによる販売強化、デリバリーで新規顧客獲得

4168 和歌山県 古道の杜あんちゃん ＥＣサイトで民宿の非対面ビジネスへの挑戦

4169 和歌山県 橋村農園 ＥＣサイト販売により対人接触機会を減少させる事業

4170 和歌山県 株式会社Ｌａｃｏｍａ 6170001015256 オンラインツールを導入した二つの事業展開

4171 和歌山県 カフェソーホー コロナ対策とアフターコロナに向け老若男女が楽しめる空間作り

4172 和歌山県 ｅｎｓ オンラインショップ構築による自然物アクセサリーの販売事業

4173 和歌山県 松寿司 本格「鮨」をテイクアウト・デリバリーで堪能いただく。

4174 和歌山県 闘龍丸水産 ネット販売及びふるさと納税売上拡大に向けた設備導入事業

4175 和歌山県 スタンドバイミー 感染リスクを抑えたキッチンカーによる新たな販路開拓

4176 和歌山県 めでたいやき本舗 競合他社には無い新たなサービスの提供で、新規客を開拓！

4177 和歌山県 焼き肉家 店舗拡張・個室改装とテイクアウト販売強化による販路開拓事業

4178 和歌山県 株式会社キノシタプランニング 3170001012165 地域密着型WEBサイト構策による営業支援

4179 和歌山県 有限会社紅葉屋本舗 5170002011759 著しい環境変化に対応したネット売上増強及び廃棄ロス対策

4180 和歌山県 株式会社島安汎工芸製作所 5170001005489 紀州漆器のサブスクリプション型オンライン販売事業

4181 和歌山県 まんぷくフードサービス株式会社 1170001013470 ポストコロナを見据え、新チャネル進出とBtoBへの挑戦

4182 和歌山県 花グループ花酒花美装 花グループ「花美装」和文化普及とEC販売サイトオープン！

4183 和歌山県 有限会社船山木工 7170002007086 搬入作業の省力化で、対人接触機会の減少と生産効率を改善

4184 和歌山県 龍神観光株式会社 1170001008974 新しい旅行会社のかたち　県外お客様「蘇りの地和歌山」旅行相談

4185 和歌山県 株式会社ｂｏｙ　ｅｘｔ 5170001015703 セルフ脱毛の開設と宣伝活動による売上拡大計画

4186 和歌山県 株式会社陶彩館 8170001008423 非接触による利用者の継続・拡大を目指す動画ホームページの構築

4187 和歌山県 株式会社正和プランニング 9170001012556 非対面で保険説明、提案、ご契約までを可能にするHP制作

4188 和歌山県 株式会社エデュケーションリンクス 3170001007537 デリバリー事業の拡大と加工品のネット販売で売上アップ

4189 和歌山県 みさきロッジニシダ 屋上テラスで海の見える開放感抜群の青空レストラン

4190 和歌山県 東花園 オンラインを活用した葬儀相談所開設で感染リスク軽減と顧客獲得

4191 和歌山県 有限会社スポーツギアアダチ 1170002011837 非接触による学校等の公共施設特化型運動用具ECショップの開設

4192 和歌山県 サクランプ合同会社 3170003001224 和歌山産フルーツを使ったテイクアウト商品の開発で売上アップ

4193 和歌山県 花蔵 「花蔵・テイクアウト、デリバリーの拡大」

4194 和歌山県 Luana 知る人ぞ知るプライベートサロン！極上の個室空間withコロナ

4195 和歌山県 向山化粧品店 対人非接触型セルフエステスペース新設による新規顧客開拓事業

4196 和歌山県 株式会社やまもとブラシ 5170001005828 対人接触機会の減少を実現する内職ルームの新設

4197 和歌山県 ヒロオフィス 楽曲制作のブランド力向上、売上拡大のためのオンライン戦略

4198 和歌山県 紀の川いおりファーム コロナ禍でも和歌山の魅力を全国に届けるECサイト構築事業

4199 和歌山県 中上飛鳥 自宅できる非対面型オンライントレーニング事業

4200 和歌山県 宝コデザイン研究所 こだわりの自家栽培の農作物を加工して商品化する。
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4201 和歌山県 合同会社ＭＭＷ 9170003001383 利用者同士の接触を減少する「非接触型フィットネス部門」の展開

4202 和歌山県 有限会社ヤングスポーツメイト 4170002003848 バスケットボール専用プロテイン販売の為の専用ECサイト構築

4203 和歌山県 株式会社Ｕ３ 6170001014027 美容業界の看護師等に向けた、オンライン研修サービスの提供

4204 和歌山県 株式会社カービューティーワカヤマ 4170001000615 愛車の整備修理のオンライン相談・受注を実現

4205 和歌山県 ただし接骨院 身体の「美」をトータルサポート！美しさを求めたいあなたへ！

4206 和歌山県 谷岡漆芸 非接触販売・販促の新規HPと連携販売サイト作成とその英語対応

4207 和歌山県 サロン・ド・エスティア 和歌山県原産の漢方薬を活用した健康補助食品のネット販売

4208 和歌山県 株式会社ＩＮＧ 6170001014621 美容と整体を自宅でも提供。オンライン整体、美容メニュー

4209 和歌山県 Ｙ＆Ｒ セルフ機器導入で完全セルフエステへの移行による新規顧客の獲得

4210 和歌山県 有限会社ライトハート 3170002009846 アプリ導入によるオンライン上の「おもてなしシステム」構築

4211 和歌山県 聖翔丸水産 水中ドローンを活用した映像の撮影・配信・映像素材の販売事業

4212 鳥取県 チャリアーノ テイクアウト及びキャッシュレスによる低感染と売上拡大の取組

4213 鳥取県 株式会社あかまる牛肉店 1270001006927 「肉の自動販売機」設置によるコロナ禍での新規顧客開拓

4214 鳥取県 カルマバザーロ 妖怪グッズの製造と店外自販機、ECサイトでの非対面販売

4215 鳥取県 永禮自動車販売有限会社 7270002009527 オンライン商談とハイブリッド型クイック車検のためのＨＰ刷新

4216 鳥取県 マイプロジェクト合同会社 9270003001027 情報セキュリティを主としたオンラインコンサルティングサービス

4217 鳥取県 株式会社スマイル 5270001006205 施術時間短縮による感染防止対策・顧客満足度向上による業績回復

4218 島根県 有限会社千休 4280002010040 中華料理専門店による対面軽減のためのキッチンカー事業

4219 島根県 株式会社ライズインターナショナル 1280001002520 ＴｉｋＴｏｋで話題、韓国発祥山陰初「セルフ写真館」事業

4220 島根県 一大 ジビエ料理店によるギフト商品等の開発及び新規ネット拡販事業

4221 島根県 企業組合おもひで屋 2280005003274 オンラインファッションショーによる新商品PR事業

4222 島根県 Taste-Brooklyn Dining キッチンカー導入による対人接触機会の減少と販路開拓事業

4223 島根県 簸上清酒合名会社 2280003000554 自社HP及びECサイトの刷新による直販機能強化と販路拡大事業

4224 島根県 濁酒蔵元と農家民泊　邑川 コロナ対応型キャンプサイト新設とコロナ低減に向けた施設改善

4225 島根県 合同会社楽 2280003000612 24時間非対面型販売！ドレッシング、総菜の自動販売機導入

4226 島根県 株式会社中脇喜一郎商会 3280001007427 インターネット受注システム導入による島根の新鮮野菜の全国販売

4227 島根県 ニュータイプ株式会社 4280001007574 ECサイト開設・デジタルサイネージ販売強化による売上拡大

4228 島根県 大和観光株式会社 9280001007041 住宅敷地内の除雪作業の受注による売上増と雇用の維持

4229 島根県 ベリーダンスチェリッシュ オンラインレッスン体制整備でレッスン環境提供、新規顧客開拓

4230 島根県 柿谷商店 コロナ禍に伴うニーズ変化と客層推移に対応する新商品販売事業

4231 島根県 有限会社フォルム 8280002004443 ネットを駆使しての対面型から非対面型の写真ビジネスへの転換

4232 島根県 志桜塾 対面型授業から非対面型授業への転換。

4233 島根県 朝日産業株式会社 8280001007570 建設資材のオンライン販売とオンライン問合せサービス

4234 島根県 有限会社サンドライ 9280002000986 オンラインストア構築による感染予防と売上確保、販路拡大事業

4235 島根県 ようき屋 非接触型オーダーシステムの導入及び宅配テイクアウトの強化

4236 島根県 ＬｏＴａ森田屋 移動販売車による主要顧客エリア外への販路開拓事業

4237 岡山県 中国テント有限会社 7260002028800 ウイルス対策新商品開発とECサイト再構築による販路拡大

4238 岡山県 眼鏡と、 Ｗｅｂサイト導入で接触時間を大幅低減する眼鏡販売の新取り組み

4239 岡山県 ＯＫＡＺＵＹＡ７７’ｓ 対人接触機会を抑えるための予約販売システムの導入

4240 岡山県 Ｔｈｒｅｅ　ｒａｙ（スリーレイ） セルフエステとネット販売による非対面サービスの導入

4241 岡山県 くしあげ飯房ごんご インターネット販売にて真空包装機を使用した串揚げの販売

4242 岡山県 ＳＨＩＲＡＩ 屋外テラス席で安心の「初めて子犬を飼う前のなんでも相談会」

4243 岡山県 有限会社ビー・ビーフェイス 4260002004291 非接触型エステ！！セルフエステルームの開設

4244 岡山県 中華飯店桃園 テイクアウト販売強化による非対面型ビジネスへの転換

4245 岡山県 CERCHIO 瞬間冷凍機の導入で冷凍ピザを開発し、テイクアウト等で販売拡大

4246 岡山県 魚清 旬を届ける「新鮮な魚の弁当・オードブル」のテイクアウト販売

4247 岡山県 黒瀬理容店 フィジカルディスタンス確保の為の前向きな感染防止投資事業

4248 岡山県 株式会社Ｕｌｕｗｅｈｉ 1260001022660 オリジナルフラダンス用品のオンラインストアでの非対面販売

4249 岡山県 株式会社ガマインターナショナル 4260001024506 新たな急速冷凍お好み焼きの製造販売及び非対面販路開拓事業

4250 岡山県 倉敷米肥株式会社 2260001013122 立地とニーズを活かしたコメ自動販売機導入による販路開拓事業
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4251 岡山県 株式会社ファインプロジェクト 1260001028947 コロナ禍でも「最期のお別れ」を実現するリモート葬儀の導入

4252 岡山県 メナードフェイシャルサロン　ステージユア 対面を最小限に抑えた美容サービスを提供出来る店舗作り

4253 岡山県 株式会社ファーストディレクションＴＡＫＥＫＩＣＨＩ 7260001031061 サツマイモスイーツの新商品開発とキッチンカーによる移動販売

4254 岡山県 ライフ整骨院 半個室から完全個室化による非接触型ビジネスへの転換事業

4255 岡山県 有限会社クォリファイ 6260002032943 ECサイト新規顧客獲得 及び 非対面型ビジネス拡大事業

4256 岡山県 仲村金物株式会社 5260001032912 部品加工の内製化で、対人接触の機会を減らす工程改善

4257 岡山県 備前焼　若宮窯 独自開発による耐熱・耐火性の備前焼陶器をECサイトで売上拡大

4258 岡山県 株式会社アスカ 4260001018680 商品撮影スタジオ改装による非接触サービス100%へ転換

4259 岡山県 株式会社リカーランドアヤノ 1260001000360 自社オンラインショップシステムの開発導入

4260 岡山県 まんまろ 移動販売・宅配実施による新規顧客の開拓

4261 岡山県 有限会社竹田水産 1260002025183 屋外ウッドデッキ活用による感染防止対策の徹底と寛ぎ空間の提供

4262 岡山県 柴田食品 低感染リスクを図る、安全・安心な非対面配送と食肉物流の構築

4263 岡山県 株式会社Ｅ・Ｍテック 1260001010244 オンライン営業管理及び施設と人財のオンライン採用システム開発

4264 岡山県 ＭＯＣＯＥ オンライン講習で売上・利益アップ

4265 岡山県 ＨＡＩＲ　ＺＯＯＭ 感染症対策の強化と新サービスの導入で新たな店舗作りへの取組み

4266 岡山県 平山　尚之 非対面決済とテイクアウト・デリバリー事業展開

4267 岡山県 ＨＩＴＯ＆ＰＥＴｅｓｕｔｅＴＲＩＬＯＧＹ 店舗移転・個室の創設で非接触型メニューの導入による売上拡大

4268 岡山県 カフェ　ル・パン 対人接触機会の低減の為のテイクアウト販売の充実

4269 岡山県 株式会社快適工房すまい 6260001030477 ブランディング構築とＨＰ改修によるオンライン営業への転換

4270 岡山県 株式会社平和産業 9260001005996 見積りから成約までの一元化システム構築による販路開拓

4271 岡山県 株式会社ＮＰ　ＧＲＯＸ 2260001034408 非対面による相談・販売モデルへの転換による売上拡大

4272 岡山県 α代行サービス 「アルファイーツ」岡山高級店に特化した宅配サービスの展開

4273 岡山県 岡本陶材 ネット販売強化とホームページ作成により、売り上げⅤ字回復

4274 岡山県 ＫＡＭＩパソコン教室 高齢者の困り事を解決し安心安全な生活をサポートするHP開設

4275 岡山県 やさい屋ポッケ 規格外食材利用の瓶詰食品製造によるオンライン販売拡大事業

4276 岡山県 ブリーズドゥース 受付発券機導入と店内動線の確保で滞在時間減を目指す

4277 岡山県 株式会社京瀬 4260001030751 ECサイトを利用した非対面化によるホットドッグセットの販売

4278 岡山県 恵比寿有限会社 6260002011385 CAD導入とホームページ開設による非対面営業と新規取引先獲得

4279 岡山県 環境ＧＯＯＤ株式会社 3260001025661 接触機会減少のための簡易見積り機能付きホームページ作成

4280 岡山県 ソメヤスズキ アパレル商品をオンラインで販売するためのECサイトの作成

4281 岡山県 株式会社トマトファーム１・２・３ 9260001026365 お客様と直接つながるECサイトで非対面の売上増加と生産性向上

4282 岡山県 建部獣皮有効活用研究所 オンライン化と新製品開発による新規顧客獲得で利益アップ

4283 岡山県 川井康弘設計室 プレゼンと営業の非接触環境整備でポストコロナ時代を生き抜く

4284 岡山県 合資会社五郎辺衛 5260003001072 ＥＣサイトの構築とZoomを用いての備前焼実演と講習

4285 岡山県 株式会社吉備の里 4260001015868 果物の品質保証商品によるインターネット販売強化事業

4286 岡山県 有限会社エーペックフーズ日生 3260002031618 お客さまと従業員の安全を確保する新店舗兼工場の稼働

4287 岡山県 有限会社よこや商店 9260002033922 地域密着の即納配送サービスの合理化と非対面受注システムの構築

4288 岡山県 株式会社吉備高原ＰＡＫＡＲＡ 3260001026180 馬のおやつ「ホーストリーツ」ネット販売 販路拡大強化事業

4289 岡山県 有限会社原建設工業所 3260002033985 機械導入による除草作業の接触機会抑制と安全・作業効率向上事業

4290 岡山県 株式会社セントラル 4260001010844 「安心・安全を実現するオンラインコンサルスタジオの開設」

4291 岡山県 有限会社イープラザ 4260002026245 ECサイトの整備&新商品販売で感染リスク低減と売上アップを実

4292 岡山県 鍼灸サロンアワイズ 美容はりとオンラインスキンケア―できれいなお顔をゲット

4293 岡山県 吉田文具株式会社 6260001015131 ホームページリニューアルによる販路拡大と業務改善

4294 岡山県 カウントアップ・カンパニー株式会社 6260001033703 オンライン専用テイクアウトシステムの開発導入

4295 岡山県 枡本産業株式会社 4260001006181 SNS及びHP、動画を活用したコワーキングスペース販路開拓事

4296 岡山県 美まつげeyeco 美顔器を導入しお客様の更なる美と健康を非接触型で実現する

4297 岡山県 わかさ整体 対人接触機会を減少させた新サービスの展開よる売上拡大

4298 岡山県 株式会社大村モータース 3260001022262 次世代点検設備導入とサービス提供プロセスの開発

4299 岡山県 杵戸屋 新商品の製造販売により巣ごもり需要を取込み売上確保を図る

4300 岡山県 有限会社葡萄園 5260002020932 通販事業で売上げアップと経営資源の効率的な投下
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4301 岡山県 アーツ＆クラフツビレッジ ノッティング手織りキットの開発及びPRによる販路開拓事業

4302 岡山県 株式会社ジーフォルム 4260001020950 オートキャンプ市場の需要拡大を取り込むための車両部品加工

4303 岡山県 株式会社アイビー・ウィッチ 7260001028784 対人接触ゼロを目指す！セルフエステによる新事業構築

4304 岡山県 茶間凛亭 新メニューのワッフルとフローズンの導入によるテイクアウト強化

4305 岡山県 ツボテック工業株式会社 9260002030201 ECサイト開設によるセラ水販売事業

4306 岡山県 有限会社エスジェイ山陽 3260002033473 接触機会減少と生産性向上のためのウェブサイトを通じた販路拡大

4307 岡山県 セブンロード株式会社 9260001033238 小売店向け卸販売システム構築とECサイト構築による売上向上計

4308 岡山県 株式会社エコジャパン 3260001015588 オンラインダンス教室の開始による売上再建の新規事業

4309 岡山県 北木島企画 イベントの魅力が伝わる映像のオンライン生配信と保存

4310 岡山県 蓮室　光児 オンラインパソコン・スマホ教室の開始による新規事業拡大

4311 岡山県 有限会社桜井たんす本店 8260002033667 ＥＣ機能付きＨＰリニューアルによる非対面販売体制の構築

4312 岡山県 のぼりや 非接触型一棟貸し民泊へのリフォームと売上ＵＰのための方策支援

4313 岡山県 株式会社マルヤス 3260001014846 ネット購入できる仕組みの構築とSNSによる新規顧客の囲い込み

4314 岡山県 Rumor セルフHIFU等の非接触サービス開始による対人接触機会減少

4315 岡山県 たばこや寝装 宅配販売の新サービス開始による接触機会の減少

4316 岡山県 ｒｅｎｓｏｕサポート オンライン占い教室の開講による「非対面型」新規事業

4317 岡山県 児島わかば薬局有限会社 5260002017994 オンライン処方箋受付・受渡し・配送による非対面型調剤薬局へ

4318 岡山県 株式会社タブチ 2260001022809 WEB動画コンテンツによる新たな顧客アプローチへの取組

4319 岡山県 株式会社ベル・ブランシェ 1260001006036 ネット販売強化の為の自社ECサイト開発、運営計画

4320 岡山県 ｈａｎａ鍼灸整骨院 酸素カプセル導入による新サービスの販路開拓事業

4321 岡山県 株式会社アールクリエイト 8260001009503 ホテル売上精算時の対人接触減少の為の精算機システム導入

4322 岡山県 ｅｎ 美容院のポストコロナに対応した新営業スタイルとデジタルシフト

4323 岡山県 Ｆｉｎｅ　ｆｉｎｅ 開発した新商品をHP作成して周知、販路拡大図る

4324 岡山県 株式会社ここりまるロボ 8260001032059 テイクアウト・デリバリー商品を強化することによる売上回復

4325 岡山県 国本クリーニング 非対面集荷の拡大によるコロナ禍への対応と新規顧客獲得事業

4326 岡山県 株式会社システムラボ 2260001031933 中小企業向けオンラインマニュアルサービスの提供

4327 岡山県 株式会社南條海苔 5260001032136 『デコレーション海苔』の商品開発と販路開拓

4328 岡山県 吉備建創株式会社 3260001024498 在宅時間の増加を狙った非対面セールスによる販促強化

4329 岡山県 株式会社ＤＲＥＡＭＩＸ 8260001024345 LP構築とアニメコンテンツの制作・配信による事業拡大

4330 岡山県 グリーングラス 非対面型サービスの開始によるカラオケ店の立て直し

4331 岡山県 作楽整体院 相談・決済・イベントのオンライン化と衛生対策強化で売上回復

4332 岡山県 株式会社リクライム 7260001029502 アウトドア需要に対応するオンラインサービス

4333 岡山県 Ｂｅａｃｈ・Ｒｏｃｋｅｔ ヘアサロンのオンラインサービス開始による新規顧客開拓事業

4334 岡山県 ちびっ子ギャング ペット飼育応援グッズの非対面販売事業開始・売上UPを実現

4335 岡山県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＣＬＡＩＲ ＨＰ開設による店舗滞在時間の短縮と来店者の分散化

4336 岡山県 岡山住宅リフォーム ネット販売計画

4337 岡山県 株式会社ソルーナ 8260001034402 ネットショップを通じた非対面化による『もつ鍋』販売と売上獲得

4338 岡山県 株式会社一期一縁 6260001029858 スタッフの接触機会減少教育と居酒屋メニューテイクアウト開始

4339 岡山県 株式会社Ｆｉｒｓｔ 8260001032001 コロナ対策した就労継続支援B型と介護保険外サービスの提供

4340 岡山県 エステサロンシェア 対人接触機会を最少とする感染症対策徹底セルフエステの実現

4341 岡山県 二垣幸広税理士事務所 会計業務の効率化と付加価値業務による業績向上支援サービス

4342 岡山県 Ｙ２オート 車輌外部診断機（スキャンツール）導入による感染リスク低減事業

4343 岡山県 有限会社谷本園 8260002006292 フラワーアレンジメントオンラインスクールの事業拡大

4344 岡山県 Ｇｌａｎｚｓ 【セルフフォトスタジオ】にて非対面ビジネスの確立と販路開拓

4345 岡山県 パティスリー　ラ・ビッシュ 新商品の開発によるドリンクテイクアウト事業

4346 岡山県 株式会社佐田建美 9260001022793 「真庭組子」の非対面型広告宣伝の開始による新規顧客獲得事業

4347 岡山県 株式会社ＺＥＲＯ 3260001027889 コロナ対策を強化し安心して来店頂けるよう非対面で提供

4348 岡山県 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＭａｌｉｓｓａ 自社ホームページとオンラインショップ作成による販路開拓

4349 岡山県 水軍酒造株式会社 3260001013674 オンライン受注管理システムを搭載した自社ホームページの製作

4350 岡山県 Ｇ－ｓｏｎｉｄｅ ネットで完結するカスタマイズ可能なドローン空撮サービスの導入
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4351 岡山県 ホップマンブラザース株式会社 8260001034435 ビアバーに代わる酒屋でお客様にお酒を堪能していただく

4352 岡山県 株式会社Ｋ－Ｐｌａｎｎｉｎｇ 3260001032955 スーツ販売事業のECサイトによる非対面ビジネスへの転換

4353 岡山県 中津果樹園 産直出荷システムによる販路拡大事業

4354 岡山県 ワンスタイル 夫婦問題・男女問題の非対面カウンセリング事業

4355 岡山県 株式会社ＰＣＭ建創 9260002014261 対人接触を減少させる営業体制および現場作業への挑戦

4356 岡山県 大空石材有限会社 1260002013452 ドローン及びオンライン霊園紹介により低感染への取組と販売促進

4357 岡山県 トップワン 車両置き場（ヤード）を活用した展示販売による重機販売強化事業

4358 岡山県 株式会社ランド・アイ 7260001032308 ＨＰ上にオンライン商談システムを構築することで規模拡大

4359 岡山県 ざわざわ 牛肉イングリッシュマフィンの開発とテイクアウトの開始

4360 岡山県 きびのくに法律事務所　弁護士　五十嵐　将志 発信者情報開示請求申立書起案サービス「DIKE(ディケ）」

4361 岡山県 有限会社土方商店 5260002032176 大型リフト導入による、対人接触機会の減少

4362 岡山県 こう接骨院 非接触「健康ヨガ」の導入でお客様の健やかな日常をサポート!

4363 岡山県 株式会社モンスタードロップス 8013201018100 ゆったりサイズのアパレルブランドの販路拡大プロジェクト

4364 岡山県 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ＆ＨＲＢＰ 顧客とともに推進するデジタルシフト事業

4365 岡山県 株式会社ＮＩＮＥ 4260001034496 非対面型オンライン相談の実施と販売促進

4366 岡山県 合同会社ｃｈａｐｔｅｒ 3260003003120 オンラインカウンセリング機能を搭載した自社ホームページの制作

4367 岡山県 株式会社エムアイ 6260001026970 新たなケミカル素材加工への挑戦

4368 岡山県 清水商会有限会社 4260002027458 レストルームを活用した非対面型給油サービス実施のための取組

4369 岡山県 有限会社エンビジョン 2260002014846 土木工事業の再建のためにオンライン受注の導入

4370 岡山県 匠堂本舗 EC サイト構築によるオンライン上での商品販売態勢の構築

4371 岡山県 Hair BIs 完全予約・完全個室のメンズサロンの認知度アップ事業

4372 岡山県 株式会社Ｆ 6260001029156 【株式会社 F】どこでも「ほんまもん」！キッチンカーで本格焼

4373 岡山県 インタロボット株式会社 5260001008219 Fabgarage事業のオンラインシフト、ECのサイトの構築

4374 岡山県 ｙａｗａｒａｇｉ オンラインによるセルフケアサポート事業の拡大

4375 岡山県 山成建設株式会社 5260001032326 現場の様子を中継する非対面工事教育

4376 岡山県 千成寿司合同会社 3260003001751 テイクアウト・宅配事業の強化と広告宣伝

4377 岡山県 有限会社ファースト 2260002020910 建設事業のリモート打ち合わせによる非対面化で作業効率アップ

4378 岡山県 株式会社ミルメルシー 8260001026671 オンラインによるお墓参り代行及びECサイト構築事業

4379 岡山県 あとりえＭ　ｐｒｏｄｕｃｔ オンライン上でオーダーする木製絵本ラック

4380 岡山県 ヘアサロンネクスト 対人接触を減らし、全員が介在価値を発揮できるシステムの導入

4381 岡山県 有限会社川口商店 8260002030400 大型のれんを活用したテイクアウト周知による販売促進事業

4382 岡山県 有限会社Ｂｌｕｅ　Ｐｌａｎｎｅｒｓ 4260002032202 金融支援を得るのための経営計画策定と実行支援システムの提供

4383 岡山県 ＡＥＯＬＩＡＮ 音楽教室拡張・独立した入室口の設置および手洗い場所の移動工事

4384 広島県 鉄板焼きどんとこ 完全非接触個室の導入

4385 広島県 国広商店 対人接触機会を減少して高齢者が安心便利に買い物できる移動販売

4386 広島県 有限会社果実工房 2240002022371 超小型店舗での過密解消のための商品『お取り置きサイト』の新設

4387 広島県 中宏屋商店 機械化による接触低減でおいしい豆腐づくり計画

4388 広島県 株式会社与壱 8240001041391 対人接触機会削減と販路拡大の両立を図るための冷凍自販機導入

4389 広島県 ヘルシーフードカンパニー有限会社 9240002021920 自社のリソースを活用した高価格弁当の宅配事業導入と販路拡大

4390 広島県 Progress 店外での実演販売を兼ねたテイクアウトコーヒーの手売り販売

4391 広島県 有限会社アンベルストレイディング 1240002000824 外出を控えるシニアが安心して洋服を購入できる非対面販売の実現

4392 広島県 株式会社Ｈｏｍｉｅ 6240001057869 接触機会を限りなくゼロにするオーダリングシステムの導入

4393 広島県 株式会社ヒーロー 1240001045176 新型コロナ禍での新たな売上の柱となるハンバーガーの移動販売

4394 広島県 ｎｉｃｏ　ｃｕｒｒｙ 対人接触機会減少に特化したキッチンカーによる販路開拓

4395 広島県 株式会社ＨＵＢ 6240001057241 テイクアウトによる新たな収益確保と美容院とのシナジー効果発揮

4396 広島県 株式会社バレロ 9240001020601 対人接触機会削減・業務効率化・サービス品質向上の取り組み

4397 広島県 株式会社コンシューム 4240001053440 セルフオーダーシステム導入で接触機会低減と業務効率化の実現

4398 広島県 ルーチェ鍼灸院 オンラインシステムの導入と安全な店舗作り

4399 広島県 有限会社花岡商店 2240002013478 検針業務自動化による感染防止と業務効率化・顧客サービスの向上

4400 広島県 お好み焼き　きよ 対人機会削減のためのテイクアウト専用窓設置と新規顧客獲得計画

88



＜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2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9月2日(木)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。

4401 広島県 Ｆｉｎｅ　ｂｏｕｃｈｅ モバイルオーダー導入！非対面でもできる最高のおもてなしを提供

4402 広島県 中吉丸 海とともに生きる漁師一家の６次産業化転換事業

4403 広島県 Ｓａｌｏｎ・Ｄｏ　Ｋｅｍｉｎ 自社専用アプリ開発、訪問カットやオーダーネイルをアプリで促進

4404 広島県 お好み焼き　たけとんぼ 密を避ける農業用ドローンによる農薬・肥料散布事業への展開

4405 広島県 スズカ株式会社 7240001022005 ECサイト立ち上げによる非対面販売方法の構築と新たな顧客開拓

4406 広島県 ｍｅｇｕｍｉＮｔｏ　ｄｅｓｉｇｎ 自社ブランドの「逆輸入的」知名度向上による売上高拡大事業

4407 広島県 高掛　智朗 自宅からバーチャル旅行！島をまるごと楽しむオンライン宿泊事業

4408 広島県 株式会社一文字屋 2240001046900 テイクアウト事業の体制構築とネット広告の活用で業績改善

4409 広島県 株式会社Ｊ－Ｖｏｉｃｅ 8240001046671 オンラインによる廿日市産ブランド牡蠣セレクトショップの展開

4410 広島県 株式会社ヒロシマ・ランゲージ・アカデミー 4240001023336 オンライン講習の実施による感染リスク低減と新事業の推進

4411 広島県 ノエルプルス かき氷のテイクアウトによる新規顧客獲得で売上拡大計画

4412 広島県 有限会社木利画材 1240002004882 接触機会減少に繋がる常連客向け事前予約制の訪問販売事業の強化

4413 広島県 Ａｌｂａ キッチンカー「＆Ｙｏｕ」を導入した移動販売による顧客開拓事業

4414 広島県 株式会社エヌ・スタイル 1240001019353 介護事業所向け「移動ブティック」カタログ制作による広報と拡販

4415 広島県 有限会社三河屋 1240002016044 対人接触機会の削減と増収を図っていくための新たな販売体制構築

4416 広島県 新歩一治子 カウンセリングと漢方薬で不調改善！通販＆オンラインサロン事業

4417 広島県 株式会社Ｂ・Ｏ・Ｈ 6240001046285 強度行動障害支援者養成Web研修の周知・集客を専用HPで実施

4418 広島県 平の家 冷凍府中焼きのネット販売への新たな取り組み

4419 広島県 イタリア料理バッカ テイクアウト商品・予約制オードブル商品販売による売上増加事業

4420 広島県 Ｎｉｃｏｔｔｏ セルフホワイトニングシステム導入による対人機会削減と顧客開拓

4421 広島県 有限会社みらい総合コンサルタント 4240002023310 コロナ禍における測量事務所の非対面化ビジネスモデルの構築

4422 広島県 有限会社岡村商運 2240002044531 多様な車両を揃える強みを生かす非対面型ウェブサイト構築

4423 広島県 株式会社マモルフーズ 4240001056245 新商品の唐揚げをキッチンカー販売にてウィズコロナを乗り越える

4424 広島県 ぱっとな農園 商品安定供給体制構築による一般消費者からの巣ごもり需要獲得

4425 広島県 Ｐ－ｓｔｙｌｅ株式会社 5240001047697 非対面型接客への切替えとニューノーマルな屋外型結婚式の発信

4426 広島県 半田工房 自社HPの作成による予約システムの導入とオンライン販売

4427 広島県 ＢＩＡＣＥ アプリ導入“お客様に似合わせる”非対面カウンセリングサービス

4428 広島県 有限会社吉山蒲鉾店 5240002017831 創作蒲鉾の新商品開発とデジタル直販（ネット通販）体制の構築

4429 広島県 株式会社さくらホーム 3240002023311 無添加住宅モデルハウスを利用した非接触型の広報宣伝・販路開拓

4430 広島県 株式会社コネクト 7240001051879 国産ブランド鶏を使用したテイクアウト専門からあげ店の展開

4431 広島県 いぬねこの暮らし方教室サニー オンラインカウンセリングとカウンター等による対人接触機会減少

4432 広島県 株式会社ヒノキフーズ 2240001009857 にぎり寿司のテイクアウト事業の強化で売上アップを図る

4433 広島県 株式会社プレミール 5240001044653 接客感染リスク軽減を配慮した人生に寄り添う店づくり

4434 広島県 合同会社ＭＲＡ　Ｌｉｆｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 1240003003322 既存客・新規客の受注ロス防止に向けたオンライン商談対応P作成

4435 広島県 株式会社アデーシャン 6240001054742 非対面でケーキを販売、２４時間対応の自動販売機で売上アップ

4436 広島県 島田正美社会保険労務士事務所 社会保険労務士業務における非対面型相談システムの構築

4437 広島県 株式会社Ｂｅ　Ｗｉｔｈ 2240001043055 非接触で客単価ＵＰ～セルフオーダーシステムの導入～

4438 広島県 石川写真館 ネット環境の活用による写真の閲覧とキャッシュレス決済

4439 広島県 酒菜おくや withコロナに対応した仕出し事業新規参入のための機械導入

4440 広島県 創生接骨院 機器導入による完全個室・予約制新サービスで、密を回避

4441 広島県 INFINI VOICE アナウンサー経験を活かした動画制作で企業の情報発信を行う事業

4442 広島県 ごちそうナイフ HP、ECサイト再構築と新規ECサイト開始による売上拡大事業

4443 広島県 ＡＱＵＡ　ｄ：ｅｓｉｇｎ HPリニューアル及びEC機能追加による非対面ビジネスへの転換

4444 広島県 株式会社ＣＶＨ 9240001042678 コロナ禍における非対面型服薬管理サービスの実用化と販路拡大

4445 広島県 有限会社ケイアイテイ 4240002020489 ハンバークのネット販売事業で卸売業から小売業への業態転換

4446 広島県 ミサオトラ ECサイト開設及びWeb販売に適した新たな商品開発と販路開拓

4447 広島県 ティーエスコンサルティング株式会社 6240001019332 対人接触機会の減少を促進した非対面式販売プロセスの構築

4448 広島県 宝諸農園 SNS・オンラインでのPR力を利用した非対面農業のPRと確立

4449 広島県 株式会社河和産業 8240001056621 清掃業ハウスクリーニング　エアコンクリーニング　家事代行

4450 広島県 Ｂｏｎｄｓ アプリを活用したオンラインサービスで非対面型を実現する

89



＜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2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9月2日(木)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。

4451 広島県 らーめんもりかわ 接触機会を減らしお客様の滞在時間を短くする券売機の導入

4452 広島県 矢野水産株式会社 4240001026974 高品質ブランド牡蠣の直販事業への転換

4453 広島県 Nm'Rose 接触機会ゼロを実現する商品開発およびネット販売の導入

4454 広島県 ｋｏｔｉー 屋外の食事提供ウッドテラス及びドッグランスペース造作計画

4455 広島県 ｂｌａｕｗｅｒｅｇｅｎ アプリ開発でEC販売開始＆店舗内の設備強化

4456 広島県 うえひろやスタジオ ライブ配信ができるスタジオを活用した提案型事業への展開

4457 広島県 アートストリーム 増収のための非対面型ｅラーニングシステム導入・指導業務の展開

4458 広島県 ＹＹカンパニー合同会社 2240003003511 非対面による「リペアせどり講座・ダイエット講座」を開講

4459 広島県 株式会社エフエフ・ユー 7240001001479 接触機会ゼロを実現するＨＰの改修とECサイトの導入

4460 広島県 Ｅｔｈｉｃａｌ　Ｅａｒｔｈ オンラインレッスンと予約システム導入、プロギンググッズ開発

4461 広島県 株式会社きよべじ 3240001051890 EC販売体制整備に伴うHP作成

4462 広島県 株式会社セーブ自動車 9240001005395 お客様及び外注先との接触を減らすための看板設置と設備投資

4463 広島県 株式会社エフピーアイ 5240001035181 WEBサイト及び非対面型受発注システムの新規構築

4464 広島県 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　Ｃｈａｒｍｅ アプリ導入でオンライン販売＆非対面カウンセリングを開始！

4465 広島県 アイスケール株式会社 2240001056461 ドローンを用いた画期的な測量

4466 広島県 うえむらちか 非対面ビジネスへの業態転換および新規顧客獲得のための広報活動

4467 広島県 株式会社ａｒｂｒｅ 3240001052831 自社を育てるテイクアウト事業！アプリでお好み焼き販売開発

4468 広島県 広島結婚相談所まりまりっじ オンライン相談や動画で接触機会を減らす安心の結婚相談所

4469 広島県 お好み　蛍 冷凍お好み焼き（真空パック）の製造と販売（EC販売）

4470 広島県 detoxsalonepa 商品をネット販売するためのECサイトの作成

4471 広島県 井上電工株式会社 2240001049597 オンラインとオフラインのハイブリット商談の環境整備で経営改善

4472 広島県 ＭＧ株式会社 4240001049678 会員制ECサイト構築による低リスク型販売方法の確立事業

4473 広島県 児玉センイ株式会社 7240001020990 ECサイト再構築によるネット販売の拡充と非対面販売の強化

4474 広島県 Ｙ＇プロジェクト 「プチ贅沢」に特化した飲食店向けＥＣモールの構築

4475 広島県 和ごころ オンライン書道サイトで売り上げUP

4476 広島県 日水化学工業株式会社 1240001008488 HPに動画を載せPRする事で非接触型営業スタイルへ転換

4477 広島県 カフェ＆ワイン　ミュージアム自然界 大自然とコーヒー、写真家のカフェでオンラインフォトスクール

4478 広島県 株式会社１２３カンパニー 9240001058014 オンライン商談システムの導入により元請け依存脱却を目指す

4479 広島県 株式会社サミットコンサルティング 4240001049769 相続手続き代行計画

4480 広島県 有限会社アリス 1240002000915 非対面型ビジネスモデル導入！当社自慢のスイーツを全国へ！

4481 広島県 Ａｉｋａインターナショナル株式会社 3240001016010 接触機会減少につながる食事のテイクアウトによる事業継続策

4482 広島県 ｌｅｔｔｉｅ アプリ開発でコロナ対策強化・経営の最適効率化で、事業拡大推進

4483 広島県 かわもと鍼灸整骨院 「完全独立型電気治療専用ルーム」設置による感染防止対策の確立

4484 広島県 ベネスティー 新たにネット販売体制を実施。安心・安全に新鮮な青果を提供

4485 広島県 平井興産株式会社 8240001027218 電磁式吊下磁選機導入による中間処理工程の分別作業の密接回避

4486 広島県 ノースアイランド株式会社 8240001056191 オンライン予約システム導入による販路開拓と新規客獲得

4487 広島県 コノハナノサクヤ ライブ動画配信サービスと有料ブログ運営のためのホームページ制

4488 広島県 Ｔ－ＢＲＡＮＤ 対面型スクールの完全非対面化運営の為の業態転換

4489 広島県 Ｏｇｌｅｅｅ キッチンカーによる固定店舗内密を避けた飲食事業展開

4490 広島県 ブーランジェリー　パンドゥパン ECサイトの作成による食パン及び惣菜のネット販売と売上強化

4491 広島県 八寸　松原 店舗営業再開に向けた懐石料理から寿司料理への転換事業

4492 広島県 ダンベルイチタ ダンベルイチタ

4493 広島県 株式会社ナンバ洋服店 8240001039725 来店頻度・時間低減に向けた低接触セールス実現のためのHP改修

4494 広島県 有限会社アイラック 2240002023295 対面営業からITを活用した非接触型営業及び、販売への転換

4495 広島県 Ｒ　ｃｈｅｚｔｏｉ 【R cheztoi】予約機能を備えたHP制作とアフターケア

4496 広島県 YADOKARI LINE公式アカウントを活用した非来店非対面型サービスの推進

4497 広島県 餅田建機株式会社 8240001046184 SNSを活用しECサイト作成による果物販売の売上強化計画

4498 広島県 ＣＡＦ垂井俊郎建築設計事務所 【低感染リスク型】経営計画及び補助事業計画

4499 広島県 高橋工務店株式会社 5240001027385 ＨＰへの新規システムの追加導入

4500 広島県 京丸輪業有限会社 6240002050451 非接触型美容器具による感染防止対策と高付加サービスの実施
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4501 広島県 お菓子工房ゴドー オリジナルアプリ開発で、EC販路拡大・売上アップへ

4502 広島県 Ｋｏｈｏｌａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ WEBによる認知拡大と女性顧客の新規獲得による売上向上

4503 広島県 合同会社リップル 8240003002169 お客様に安心してご来店頂く為の新しいシャンプー台の導入

4504 広島県 有限会社フロンティア 2240002000740 個室での安心・健全なくつろぎの提供による売り上げ増加

4505 広島県 学習ひろば ホームページを活用した補完授業と非対面型説明会による販路拡大

4506 広島県 有限会社菜づけ百屋 4240002011975 広島県産の食材で商品開発しネット予約販売で売上を拡大する

4507 広島県 株式会社ＢＴＩ・ジャパン 4240001051618 AIによる外国人求職者マッチングWEBサイトの構築

4508 広島県 Ａｍｅｌｉｅ ECサイトの活用と新商品開発で販路拡大

4509 広島県 ＨａｐｐｙーＴｅｒｒａｃｅ 「シニアのための話し相手サービス」オンライン化の販路開拓

4510 広島県 タヴェルナタケダ 新商品のEC販売＆SNS・動画集客で売上V字アップ

4511 広島県 株式会社ノア・コーポレーション 8240001023209 ホームページからの非対面受注により全国の新規顧客を確保

4512 広島県 シャルロット オンラインダイエット講習・有料ブログ開設用のホームページ制作

4513 広島県 株式会社真屋 5240001019176 曜日シェア型パーソナルサロンの整備と予約サイトの構築等

4514 広島県 兼藤雅紀税理士事務所 オンライン税務相談の事業化

4515 広島県 有限会社工房知の匠 9240002022638 小学生向けオンラインプログラミング講座

4516 広島県 ＲＯＵＴＥ５１０ 非接触型島暮らし体験型別荘リフォーム事業

4517 広島県 株式会社Ｐ２ＧＲＡＭ 3240001045587 付随情報を自動付加するデジタル文書転送サービスの販売促進

4518 広島県 株式会社保険相談室 8240001052224 保険提案ルート拡大のためのECサイト構築計画

4519 山口県 ラッキークローバー 新型痩身機器導入によるセルフエステ事業で売上アップ

4520 山口県 株式会社Ｙフーズリンク 2250001017108 逸品商品「地場産物×農福連携×SDGｓ」のWeb販売事業

4521 山口県 有限会社ユリ商事 8250002007795 オーダーと会計の非対面化による感染症対策と生産性向上の両立

4522 山口県 みらいガーデンファーム 大型冷凍庫導入による冷凍ブルーベリー等の卸売・ネット販売強化

4523 山口県 COFFEE SHOP WAVES 安心安全なテイクアウト&コーヒー豆のデリバリー開始で売上UP

4524 山口県 松本唯明税理士事務所 会計データ・資料受取WEBアプリのシステム開発と導入

4525 山口県 有限会社みやこ 8250002015963 コロナ禍におけるビジネスホテルの持続可能な仕組み

4526 山口県 ＡＳＡトレーニングジムＺＥＲＯ→１ 対人接触軽減用個室への改装とオンライン教室等の開設

4527 山口県 株式会社山都 4250001017923 省人化のためのドローン導入とHP作成による販路開拓

4528 山口県 ストロベリータイム ３密回避のためのキッチンカー販売と新商品による顧客獲得

4529 山口県 ふくちゃん キッチンカー導入による「中食」需要に対応した販路開拓事業

4530 山口県 Ｍｅｌｉｓｓａ 自家製生絞りモンブラン機械を活かしたスイーツテイクアウト事業

4531 山口県 有限会社勝田組 1250002013049 ３６０°ＶＲシステム導入によるハウスステージングで非対面営業

4532 山口県 吉高工務店 新商品「ビンテージ建材」のネット販売で新規顧客獲得

4533 山口県 和のよろこび オンライン美文字講座のためのネット広告とプロモーション

4534 山口県 株式会社キシモト 1250001014989 ふるさと納税サイトのリニューアルによる訴求効果と売り上げ向上

4535 山口県 ＪＩＤＡＩＯコンサルティング株式会社 6250001018333 全国初「株価試算システム」の開発

4536 山口県 有限会社フジタ 3250002015910 中国地方初！ソーシャルディスタンス可能な検眼の周知と販路開拓

4537 山口県 株式会社ワコム 2250001015251 外国人対応のオンラインサポート営業を開始

4538 山口県 Ｒｅ：ｂｉｒｔｈ 店内のみの営業から店外でも楽しめる店づくりへ

4539 山口県 株式会社チセイ興業 9250001017753 設備導入による内製化及び新規販路開拓

4540 山口県 まる果ｆｅ 防府初！テイクアウト専門・女性向けフルーツソフト・ジュース店

4541 山口県 まもる整体サロン オンラインレッスン申込から決済まで完了できるHP構築

4542 山口県 ライフサポートーサンプリングー 建設業受注・現場確認のリモート視認サービス導入による顧客獲得

4543 山口県 蔵の後企画 西日本屈指の藍の里「防府富海」で誕生した和化粧品の全国展開

4544 山口県 有限会社瀬戸内ガスサービス 3250002020002 IoTを活用した、非接触型ガス保安体制の実現

4545 山口県 ライブハウスＧｕｍｂｏ YouTubeを活用した「無観客配信・投げ銭ライブ企画」

4546 山口県 有限会社みやた酒商 4250002013839 非対面B to C取引のためのホームページとECページの構築

4547 山口県 キッチンアリス キッチンカーで三密を回避し「動くコミュニティハウス」を目指す

4548 山口県 ワクスル合同会社 3250003002131 ＷＥＢ営業・打合せシステムの整備による全国営業展 事業

4549 山口県 株式会社まつや 8250001009280 コロナの時代に合わせた新たな営業戦略の構築による顧客獲得

4550 山口県 Ｔ．Ｉ．Ｍエージェンシー株式会社 8250001010973 ホームページ作成による会社認知度の向上と対人接触機会の減少
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4551 山口県 焼肉　とーがらし テイクアウトメニューの充実と専用スペースの設置

4552 山口県 ＣＬＯＶＥＲ オンラインサロンを開始するための遠隔施術のマスター

4553 徳島県 シェールカヤ 対人接触機会減少のためのセレクトショップ改装とEC強化

4554 徳島県 株式会社ぴっぴ 7480001009382 非接触型食品の開発と販売に要する真空包装機と自動販売機の導入

4555 徳島県 有限会社大毛島食品 3480002012430 大毛島発！ネットを介した仕出し弁当・地域特産物販販売に取組む

4556 徳島県 宍儀 感染リスクの少ない一棟貸し宿泊施設とアウトドアで新規客獲得

4557 徳島県 ｖａｃａｔｉｏｎ　ｈｏｕｓｅ月ｙｕｅ チェックインからチェックアウトまで完全非対面のサービスと体験

4558 徳島県 有限会社とみます 1480002010642 安心快適「顧客空間」創造・地域密着広告事業

4559 徳島県 ゲストハウスかんまんよ 宿泊客を1日2組受け入れるための改修工事

4560 徳島県 てんや 蕎麦店てんやの「蕎麦粉を使ったお好み焼」のテイクアウト事業

4561 徳島県 株式会社ＮＡＤＡＨＥＫＯ 1480001011088 テイクアウト専門「揚げたこ焼き」で徳島に古くて新しい食文化を

4562 徳島県 豚皇　那佐 人気のラーメンをテイクアウト商品に！＋通販による新規顧客獲得

4563 徳島県 株式会社ＤＥＰＯＴ 8480001011115 屋外講座専用スペースを活用した「心が寄り添いあう親子教室」

4564 徳島県 株式会社頂 8480001009844 徳島の食材をご家庭で！居酒屋コースメニューのネット販売進出

4565 徳島県 有限会社レストラン際 5480002011934 宴会・法要からランチ・デリバリー需要へのビジネスモデル転換

4566 徳島県 有限会社轡商店 6480002007683 老舗あんこ製造業者によるBtoC戦略に伴う通販体制構築

4567 徳島県 株式会社彩プラス 7480001009589 触機会を減らし、成約率をあげるためのWEB見積ページ制作

4568 徳島県 有限会社大鳥居苑 1480002012176 地元産食材を活用したテイクアウトメニューのオンライン受注販売

4569 徳島県 株式会社かみだに工務店 6480001011414 オンラインツールを活用した商談と現場確認の非対面化事業

4570 徳島県 有限会社福井生花園 6480002003897 新サービス開始！ホームページ、チラシでアピールと店の環境改善

4571 徳島県 株式会社ｖｅｌｌｇｏ 2480001010840 ウェブページ作成と生産プロセスの導入取組で販路開拓の向上

4572 徳島県 ｃｕｅｌｉｌ 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

4573 徳島県 株式会社ソフィア 5480001001291 地元に根差した当社だからこそ、NETを活かした地域商社になる

4574 徳島県 株式会社みその農園 5480001009087 ポストコロナを見据えた新時代の産直ビジネスによる販路拡大

4575 徳島県 株式会社ナイスシステム 4480001011250 webマーケティングの取組

4576 徳島県 株式会社はじめ調剤薬局 2480001007110 新システム導入による、接触機会低減の取組及び業務効率化事業

4577 徳島県 ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ　ＬＥＡＤ HP作成による非対面型面談での新規顧客獲得

4578 徳島県 新中華彩菜　ＭＯＮＳＯＯＮ スチームコンベンション導入によるテイクアウトの強化

4579 徳島県 海達合同会社 8480003000834 HPで予約受注ロスの削減、非接触の料金決済で快適ダイビング

4580 徳島県 株式会社かみくぼ住宅 4480001003776 オンライン集客パッケージを活用したブランディングでWeb集客

4581 徳島県 株式会社アスト 1480001008852 デジタルツールを駆使した非接触型オンライン概算査定

4582 徳島県 焼き鳥　縁 コロナ禍に打ち勝つためのテイクアウト事業への進出

4583 徳島県 シューズマイスター インターネット対応・決済でサッカースパイクの剥がれ修理

4584 徳島県 勢井酒店 コロナ感染リスクを低下させる非対面での客の獲得

4585 徳島県 有限会社インテリアセンター山田 5480002000648 ウェブ販売サイトの強化と低価格商品の販売による顧客層の拡大

4586 徳島県 有限会社ライフサポートキムラ 7480002013937 低感染の徹底と業務改善及びホームページ構築による販路開拓

4587 徳島県 株式会社ＬｉｆｅＰｌａｎｎｉｎｇ 2480001004099 非接触型（非対面営業）にするためのホームページ制作

4588 徳島県 ＬＥＮＳ 動画制作＆配信による非接触型ビジネスの構築

4589 徳島県 有限会社三和テクノス 6480002013921 対人接触機会減少の為のウェブページ構築と広告による経営革新

4590 徳島県 株式会社Ｓｈａｒｅ　Ｃａｆｅ　Ｌａｂ． 8480001009794 感染症対策を施した個室空間の増設による売上拡大計画

4591 徳島県 有限会社大津薬局 1480002012779 ウェブページにシフトした顧客満足度向上への提案事業

4592 香川県 季節の外ごはんオキビ 攻めの飲食店経営！移動居酒屋ビジネスの拡充事業

4593 香川県 有限会社ボワ・エ・デュポン 3470002006219 老舗フランス料理店の通販限定ブランド商品開発と非接触販売強化

4594 香川県 株式会社アンファーム 1470001012558 自動販売機設置による自社産トロピカルフルーツの提供

4595 香川県 有限会社山下建設 6470002016751 非接触型報告サイト作成と『住宅カルテ』による顧客満足度の向上

4596 香川県 割烹居酒屋　隼 キッチンカー導入による新メニューの販売力強化事業

4597 香川県 せとうちイート株式会社 7470001018087 「天空の鳥居」に自販機を設置するコロナ対応型の地域まちおこし

4598 香川県 株式会社カワニシカバンプロダクト 9470001016799 三密を避けた非対面オンライン接客の導入とブランド認知拡大

4599 香川県 株式会社リヴィエイト 1470001014521 ファスティングニーズを満たせ！新たな非対面方式による売上向上

4600 香川県 ａｚヘアワークス オンラインで心身ともに健康長寿でイキイキ
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4601 香川県 有限会社星野商事 3470002006169 名物「たこ飯」のテイクアウト開始とそのための店舗改装

4602 香川県 有限会社町川組 3470002000056 ＳＰＡＲＫＹ`ｓ　Ｃｏｆｆｅｅ　テイクアウト事業

4603 香川県 株式会社ホテルサニーイン 2470001010081 中食需要対応による販路拡大事業

4604 香川県 株式会社クリーン企画 9470001018333 対人接触の低減と生産性向上のためのラジコン草刈機導入計画

4605 香川県 綾野孝彦税理士事務所 クラウド型財務管理システムの構築による販路・売上拡大事業

4606 香川県 十鳥建築 オリジナル家具小物の直販強化による新規販路の拡大事業

4607 香川県 風凛堂 冷凍カレーのネット直販による新たな販路と売上向上事業

4608 香川県 株式会社教育科学研究社 9470001007872 コンテンツ配信を意識したオンラインプログラミング教室の実施

4609 香川県 リビングカラーズ株式会社 3470001012713 セルフオーダーシステム導入でお客様・従業員に快適な店舗づくり

4610 香川県 株式会社オーベルジュドゥオオイシ 7470001018310 オリジナル開発冷凍食品販売用オンラインショップ開設

4611 香川県 株式会社ｓｅｉｚｅ　ｇｌｏｒｙ 7470001017097 ECサイト構築により居酒屋が行う骨付き鳥販売

4612 香川県 有限会社わっしょいフードサービス 6470002013880 少人数対応型・感染拡大防止に対応した飲食店の展開

4613 香川県 有限会社西口屋 4470002012042 羽ばたけ自慢のお酢!!伝統の味とハレ文化を全国のご家庭へ

4614 香川県 Ｔｗｅｌｏｚ株式会社 3470001017984 オンラインスクール開設によるサッカースキルの向上

4615 香川県 合同会社さぬきうどん羽立 7470003001751 顧客と従業員の接触機会の軽減による感染リスクの低減

4616 香川県 空ｔｏ海の合同会社 5470003001935 ネットショップによる販路拡大と、飲食提供の為の内装工事。

4617 香川県 さつき音楽教室 オンラインレッスンの導入と教室環境を整えることで新規生徒獲得

4618 香川県 扇町工芸 廃棄予定物を加工した商品販売のためのECサイト作成

4619 香川県 松田哲也税理士事務所 大規模災害時を想定したリモート面談受付システムほか

4620 香川県 合同会社晴れるやカンパニー 3470003001243 キッチンカーによる宅配サービスで販路開拓

4621 香川県 トータルサロン　Ｃｕｔｅ 店舗滞在時間を20％削減する事前カウンセリングサイト

4622 香川県 有限会社プリメック・ジャパン 8470002009555 こども書道教室の併設と運営

4623 香川県 株式会社三豊エコファーム 5470001010764 海外向け映像コンテンツ制作を通じた非対面型ビジネスの展開事業

4624 香川県 TReC 移動販売車によるテイクアウト専門コーヒーショップ開業計画

4625 香川県 すぐる書店 オンラインエクササイズ指導＆完全予約制トレーニングジム

4626 香川県 グラマー 対面時間を削減。WEB完結型ネイルカウンセリングサービス

4627 香川県 株式会社Ｒｅｔｕｒｎ 5240001056855 低迷する飲食店へ新たな中食事業展開の為の情報提供と営業代行業

4628 香川県 株式会社久保合同事務所 9470001017021 対人接触機会の減少と生産性の向上を図るための先端設備導入計画

4629 香川県 株式会社アサヒ商光 7470001000375 オンライン販売を組み合わせたＨＰとＬＰによる販路拡大戦略

4630 愛媛県 株式会社正岡葬儀社 8500001017753 葬儀オンライン配信設備LED照明導入によるイメージアップ事業

4631 愛媛県 北井　林太郎 新規ランチボックス販売で売上回復・知名度向上

4632 愛媛県 井上貴文 新商品の純粋はちみつ販売による売上アップ作戦

4633 愛媛県 株式会社Ｏｒｃｉｖａｌ 9500001022678 無人レジ機導入によるコロナ感染症対策と生産性向上の取組み

4634 愛媛県 有限会社ヒロファミリーフーズ 2500002013815 地元のオーガニック野菜をECサイトで全国に発信する取り組み

4635 愛媛県 わんず コロナ禍でも安心してご来店いただくための半個室化

4636 愛媛県 有限会社センター薬局 6500002003845 薬歴業務改革で実践する患者・従業員双方の接触機会逓減事業

4637 愛媛県 株式会社ＭＥカンパニー 4500001022864 ウィズコロナ時代に対応した非接触型販売（ＥＣ販売）の拡充

4638 愛媛県 株式会社ＯＫレンタリース 7500001006336 オンライン予約＆決済システム構築と周辺宿泊施設等との連携

4639 愛媛県 森酒店 新型コロナウィルスに対応した安心安全な非対面型店舗への転換

4640 愛媛県 久保重機 オンライン商談のために IT ツールを導入し非対面化にシフト

4641 愛媛県 株式会社グロー 5500001017401 非接触型見積りシステム（オフィス家具の買取・処分）の新規導入

4642 愛媛県 宮内建設 食品製造スペースの拡張による法人向け弁当販売サービスの確立

4643 愛媛県 株式会社正匠工業 7500001021574 非接触で注文！テイクアウト＆デリバリー専門のお弁当屋事業

4644 愛媛県 福島化学松山株式会社 1500001008791 オンライン相談による害虫駆除の接触機会低減と売上安定の実現

4645 愛媛県 割烹ゆき テイクアウト弁当販売開始に伴う環境整備

4646 愛媛県 二宮印刷工房 ネットショップを活用した自社製品販売による市場拡大計画

4647 愛媛県 有限会社オズ 3500002020463 インスタグラムを連携させることによるインターネット販売の拡大

4648 愛媛県 鈴木樹脂工業株式会社 4500001010010 超抗菌複合銅材料による射出成形品「ドアノブ」の商品開発

4649 愛媛県 株式会社リチェルカ 5500001020660 感染拡大防止のためのオンライン絵画教室の広報事業

4650 愛媛県 ドライブインアウトゼア オープンテラス席の拡充と食器洗浄機の導入による顧客開拓
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4651 愛媛県 奏 換気能力強化と予約システムによる安心な店舗作り

4652 愛媛県 one by zero セルフホワイトニング機材による生産性向上、非対面事業の両立

4653 愛媛県 神村季代乃 非対面へのオンライン転換。自宅でできる占い鑑定

4654 愛媛県 株式会社ラビア 8011001058077 ECサイトとインスタ発信で販売する猫と飼い主兼用ジュエリー

4655 愛媛県 フォワード株式会社 1500001003479 自宅でできる新エクササイズ「ＧＲＯＷズンバ」の提供事業

4656 愛媛県 株式会社ダードリー 8500001020798 自社サイト新規構築による非対面での新製品PRと新規顧客開拓

4657 愛媛県 そらしと珈琲 サブスクリプションを利用した、非接触型の営業形態の追加

4658 愛媛県 株式会社山下石材 7500001015667 『HPをリニューアルしECサイトによる非対面での販路拡大』

4659 愛媛県 米屋きし 精肉販売部門のホームページ作成・通販サイトの構築

4660 愛媛県 チィラボ 履歴書に書ける資格が取れるエステスクールのオンライン化

4661 愛媛県 株式会社ウッドランド森建 9500001019229 受注システムおよびテレワーク機能を設置したHP構築

4662 愛媛県 株式会社ＴＯＭＯＮＩＣＯ 4500001022781 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

4663 愛媛県 株式会社ディライトアップ 6500001020354 テレワーク導入及び非接触型営業への転換のためのHP制作

4664 愛媛県 Ｈａｐｐｙ　Ｃｕｔ　クララ 感染症対策に留意した全年齢に対応した新サービスの提供

4665 愛媛県 ＲｅｆｌｅＬｉｆｅ 自力で体を整える！セルフケアコースの新設

4666 愛媛県 クロス・ジャパン SNSを用いた定期・定額コンサルティング申込体制の構築

4667 愛媛県 株式会社亀岡 9500001004718 オンラインによる重要事項説明の導入とオンライン相談窓口の開設

4668 愛媛県 株式会社アップサイクル愛媛 5500001023317 対人接触機会減少と売上増を目的とした、ビジネスモデルの転換

4669 愛媛県 有限会社クリーニングオオニシ 2500002008121 自社の強みを活かした「成功報酬型ネット広告」事業

4670 愛媛県 株式会社ＳＥＮＳＩＢＬＥ 3500001006315 「家族みんなが参加できるオンラインでのマイホームづくり」

4671 愛媛県 ＢＭワタナベ 非接触の光触媒施工による自社直販ルート確立事業

4672 愛媛県 ジェミニ ネット販売案内の開始と新規ブリーディング施設の新設

4673 愛媛県 合同会社Ｃｏｒｅ　Ｃｈｅｒｒｙ 4500003002435 自社オンラインサロンの新サービス導入と見込み顧客獲得戦略

4674 高知県 和食・宴　あずま 調理用機械を調達し弁当販売、テイクアウトの推進、作業負担軽減

4675 高知県 クラップス 高知初のクラフトジン製造販売

4676 高知県 ＢＩＳＨＩＮＫＥＮ株式会社 1490001009560 ＥＣサイトを活用した不採算案件の収益化とストック型事業の創出

4677 高知県 株式会社山本商事 8490001009406 持ち帰り・通販商品の製造販売、宅配開始に伴う設備の導入

4678 高知県 錆と煤 テイクアウト用店舗兼センターキッチンの出店事業

4679 高知県 合同会社スクールデポ 1490003000393 新パソコン教室の個室内装工事と換気設備の導入

4680 高知県 株式会社よきもの 9490001009859 女性の美容や健康を助ける個人向け商品充実とECサイトでの販売

4681 高知県 Ｓａｌｏｎ　ｒｒｅ オンラインシステムの充実化で画面越しから顧客を健康体にする

4682 高知県 植村商会 全面セルフサービススタンド移行による販路開拓事業

4683 高知県 カフェ　ド　パル パン・スイーツの製造強化によるテイクアウト・通販への販路拡大

4684 高知県 有限会社セラー 5490002008145 ハレの日需要、休日需要を掴むECサイトの構築

4685 高知県 さろん愛宕町 LINE連動予約システム・ECサイト構築による生産性の向上

4686 高知県 株式会社スリムブライド 3490001009484 オンライン食事指導サービスによる新規顧客の獲得

4687 高知県 高知の人と食文化を届けるＳｅｌｅｃｔｖｅｇｅ合同会社 2490003001325 販売から生産へのシフト及びSDGｓ認証取得事業

4688 高知県 矢野不動産 VR内見システムの導入，PR看板等設置による非接触営業の促進

4689 高知県 かくれ家 キッチンカーを導入しての移動販売及び店舗知名度向上計画

4690 高知県 株式会社シグネッツ 9012701012776 青果販売事業拡大のための販売体制強化に伴うECサイトの立ち上

4691 高知県 ベルアラビベリーダンス アフターコロナを見据えたハイブリット型レッスンへの拡大事業

4692 高知県 焼肉炎の出 ECサイトでの焼肉セット販売による新規販路開拓

4693 高知県 ＳＵＮＤＡＹ　ＭＡＲＫＥＴ ECサイト専用アウトドアブランドを創設！

4694 高知県 バッドボディーリメイクスタジオ　リゴール オンライン予約サービスの導入による新規販路拡大

4695 高知県 お好み焼き横田 「鉄板焼きスイーツ」を提供し、店内飲食の強化を図る

4696 高知県 旬太郎　追手筋店 テイクアウト事業による、新たな収益源の確保

4697 高知県 Ｍｏｎｋ 域内オンリーワン「鶏白湯」ラーメンの開発、提供に着手する

4698 高知県 メグフローラルデザイン コロナ禍をお花で彩る「オンラインお花教室」の実施

4699 高知県 株式会社プロジエ 8490001004175 ＥＣサイト活用で非対面販売！

4700 高知県 企業維新株式会社 6490001009234 コロナ後の中小企業の事業継続、成長へのオンラインサポート事業
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4701 福岡県 ルクソースター 完全非接触型「惣菜テイクアウト専門店」出店による新規顧客開拓

4702 福岡県 魚新 真空包装機とブラストチラーによるテイクアウト商品の開発

4703 福岡県 イー・スケープ株式会社 8290001002637 一人で測量し効率アップ、密、対面の回避でコロナ防止対策

4704 福岡県 龍王塾 オンライン授業開始に伴うデジタルツール導入と感染症対策の強化

4705 福岡県 居酒屋でんでん 居酒屋から食事処・テイクアウト店へ変更するための改装

4706 福岡県 スタジオビレッジグリーン 非対面型オンラインコンサート撮影スタジオ整備と新規顧客の開拓

4707 福岡県 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｐｈｏｔｏ　Ｗｏｒｋｓ　ＳＫＩＰ 三密対策！１人３役をこなす撮影機材で売上増大・思い出増大

4708 福岡県 株式会社ワカヤマ 8290801015623 密を避けながらのこだわりジャムの生産性向上と新商品開発

4709 福岡県 焼肉大ちゃん有田店 焼肉店がニーズに合わせてカットするセミオーダー式ECサイト

4710 福岡県 新小倉カイロプラクティックセンター 非接触自動整体マシン（セラゼムマスターＶ３）の導入

4711 福岡県 株式会社こうひいや 3290001056943 戸外テラス新設で完全テイクアウト仕様による販路開拓

4712 福岡県 冨家 居酒屋から業態転換のための設備投資・広報のための事業

4713 福岡県 株式会社エイユウコクサイ 9290001087181 契約から納品まで非対面を徹底！最新技術でPR動画を作成！

4714 福岡県 高認塾　福岡 高卒認定試験オンライン学習塾（リモート指導）で売上拡大事業

4715 福岡県 株式会社ＨＲＴ 1290001064353 ラーメン店全メニューのテイクアウト対応と空気清浄機の設置事業

4716 福岡県 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｂａｒ　Ｑｕａｌｉａ テイクアウト申込が可能な顧客管理システム導入による販路拡大

4717 福岡県 茂木理香 完全非対面型「お家美容」ニーズを発掘！美容・健康商品販売事業

4718 福岡県 新路有限会社 1290002030692 EC サイト開設による新規顧客獲得と非対面サービスの強化

4719 福岡県 株式会社うるう農園 6290001088587 自社の苺を使ったテイクアウトスイーツ店を新規開業

4720 福岡県 株式会社日輪光 8290001003726 医薬品全般の通信販売及びオンライン服薬指導事業への進出

4721 福岡県 ＢｉｓｔｒｏＩＳＨＩＺＵ 真空包装機導入による販路開拓

4722 福岡県 be shine 独自商品の開発とECサイト構築による販路拡大と売上UP！

4723 福岡県 株式会社元野木書店 5290001045762 「モトノキノススメ」～学びの機会を創出する移動書店～

4724 福岡県 森山醸造食品有限会社 6290002054068 麹用自動発酵機で3密を回避！醤油屋が作る麹を使った新商品開発

4725 福岡県 ＡＲＴＳ　Ｂｕｄｄｙ 感染症対策を行なった高画質有料LIVE配信、チケットレス構築

4726 福岡県 sandish 店舗改装工事によるテイクアウト専門事業への転換

4727 福岡県 株式会社九菜 6290001031019 新鮮なカット野菜のインターネット通販で新たな販路拡大事業

4728 福岡県 博多もつ鍋　権 ３つの用途に使えるカウンター導入で感染症に強いもつ鍋店へ！

4729 福岡県 株式会社Ｓ－ｓｔｙｌｅ 8290001065840 コロナピンチを結婚＆清掃の両輪で安定企業への転換チャンスに！

4730 福岡県 ピーミュージック福岡 リアル個別レッスンとオンラインレッスン需要獲得で利益アップ

4731 福岡県 有限会社筑前浜屋 7290802004080 地元で大人気の「いかの塩辛」オンライン販売の開始

4732 福岡県 ホロススキンキュア 体質改善コンサルティングのオンライン化と動画配信システム構築

4733 福岡県 有限会社久留米映像 1290002048784 無観客イベントのライブ配信とコスト削減事業

4734 福岡県 ラポール オンライン型動画クリエイター育成サービス

4735 福岡県 バリー キッチンカーによるテイクアウト事業強化策

4736 福岡県 合同会社シナプスＯｎｅ 4290003001582 オンライン研修商品を紹介するためのHPの新設と広報活動

4737 福岡県 アロハ日和 対人接触機会を減少させるカタログ通信販売事業

4738 福岡県 お食事茶屋とん万 オリジナルラーメンの加工品化及び販売・販促システムの構築

4739 福岡県 うどん秋月 オリジナルうどんのネット販売の促進システム構築

4740 福岡県 株式会社宝縁 1290001035817 家庭で鮮度抜群のお刺身を楽しめるテイクアウト事業の開始とPR

4741 福岡県 株式会社アートブラウン 3290001039923 対人接触機会減少と事業継続を両立させるためのキッチンカー導入

4742 福岡県 モリモト製パン 感染対策屋外テラス待機スペース新設とECサイト販売で売上増大

4743 福岡県 株式会社旅ステージ 5290001080867 コロナの収束を待つカップルに、お得な結婚式と新婚旅行を提供

4744 福岡県 株式会社アトリエ香 1290001029141 ワンランク上のオンライン書道、篆刻、かきかた教室

4745 福岡県 イマ☆タカ Dance Family 独自のオンラインレッスンを活用した新規顧客拡大への取組み

4746 福岡県 株式会社ＰＨＩＬＩＡＳ 3290801017467 自社ECでの焼肉弁当・韓国屋台サンドの販売

4747 福岡県 有限会社香華 5290002004767 テイクアウト販売の強化＆モバイルオーダー導入でお客様に安心を

4748 福岡県 有限会社アイ・エス・ディー 2290802013144 社交ダンスのオンラインレッスン用サイト及びPR動画制作

4749 福岡県 ハッピーネットワーク有限会社 5290002026209 密回避のためのホームページ予約システム構築事業

4750 福岡県 北の魚 家庭や職場で楽しむ!お弁当のテイクアウト販売導入
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4751 福岡県 株式会社ジャパンヒューマンセラピー 2310001009585 セラピスト養成講座・独立支援講座のオンラインレッスン

4752 福岡県 めんくいや 対人接触機会を減少させるラーメンの冷凍スープのネット通販事業

4753 福岡県 株式会社ＡＫＳ 9290001037608 個人客向け非接触型見積・受注システム構築及び広告ツールの制作

4754 福岡県 Ｍａｓａｓｈｉ　Ｔａｋｅｄａ　Ｄｅｓｉｇｎ 動画、写真、VRを利用したWEB内覧による販売促進、建築設計

4755 福岡県 Rudy BLACK HAIR 非対面型エステ事業の導入とホームページ作成による物販強化

4756 福岡県 有限会社カルキ・インターナショナル 3290802023836 ＥＣサイト構築とテイクアウト強化で売上アップを目指す

4757 福岡県 株式会社ＤＥＮ 9290001067217 自社ＥＣサイト開設による高品質革製品のオンライン販売

4758 福岡県 寿バーナープラント株式会社 1290001013186 オンライン見積サービスの開始とバーナー部品の通販事業

4759 福岡県 株式会社新三浦 7290001013809 お客様同士・スタッフとの接触防止の為の店内レイアウト変更。

4760 福岡県 ベーカリー匠 当店自慢の手作りパンをアプリ導入で非対面注文

4761 福岡県 はっぴー尾崎 夫婦や家族が一緒に育みあうオンラインサービス事業

4762 福岡県 株式会社満宏 3290801006692 ECサイトで販路拡大を目指す新成分美容ゲルの開発と市場開拓

4763 福岡県 株式会社クオーレ 6290001069918 ZOOM併用型新技術・工法説明会開催による販路開拓

4764 福岡県 ＰＬＵＳ　ＯＮＥ 対人接触減少の駐車場内ユニットハウスでの飲食事業

4765 福岡県 はねうお スマホで非対面注文が出来る新しく安心な居酒屋

4766 福岡県 CAMEL セルフエステの導入とインターネット活用による売上拡大計画

4767 福岡県 和洸エンジニア株式会社 6290001078126 全国の工場へ作業工程の自動化を推進するオンライン販路開拓

4768 福岡県 宮川電気工事株式会社 7290001049662 オンラインで相談できる、地域の電気トラブル早期解決のＩＴ化

4769 福岡県 株式会社Ｒａｄｉｏ 4290001065860 ヒアリングサービスを搭載した自社アプリ開発

4770 福岡県 セルラボ糸島 オンラインサロン設立のための仕組みづくりと動画コンテンツ製作

4771 福岡県 株式会社池尻機設 9290801027130 加工設備導入による生産性向上、新型コロナウイルス感染の低減

4772 福岡県 ハートフルフラワーキャンドルズ 対人接触機会を減らすオンラインレッスンの対応強化のための取組

4773 福岡県 Heart break cafe アプリで自慢のコーヒーをテイクアウト＆モバイルオーダーの導入

4774 福岡県 株式会社事業承継支援センター 5290001029781 Ｍ＆Ａ学習動画サイト構築と非対面セミナーの全国配信で顧客獲得

4775 福岡県 株式会社クィーンボアーズ 2290801013203 焼き菓子専門の移動販売車導入による新たな販路の開拓

4776 福岡県 服部印刷株式会社 3290001049427 脱プラに配慮した抗菌DM紙製ファイルへの転換による販路拡大

4777 福岡県 ヘアーハンツ 自動洗髪機の導入による作業効率とサービス向上

4778 福岡県 アート・スミス株式会社 3290001078054 企業・店舗ロゴデザイン制作のオンライン相談＆決済で売上回復！

4779 福岡県 くら重 テイクアウト商品の充実による売上アップ計画

4780 福岡県 株式会社ＪＴ　ＬＩＮＫ 8290001082241 テイクアウトやデリバリー需要獲得で利益アップ

4781 福岡県 ボディ・メッセージ オンラインレッスンの事業化で、子育て世代のストレスケア

4782 福岡県 株式会社ＮＡＮＡ’ｓ 9290801024648 ネイルスクール事業のオンライン化

4783 福岡県 熊谷瓦工業株式会社 2290001086090 データリンク機能搭載3DCAD導入による非接触打合せ実現！

4784 福岡県 ササグリスポーツ 野球用品に特化したECサイト構築による新規顧客獲得

4785 福岡県 株式会社ＧＯＯＤＧＩＶＥＲＳ 5290001085057 相談予約機能付きＨＰ開設による不動産仲介管理営業の販路開拓

4786 福岡県 株式会社ＢＵＮＫＡ 9360001022123 書類のweb受付対応のHP構築による営業のオンライン化

4787 福岡県 株式会社Ｊ’ｚプランニング 7290001074545 当店自慢の朝引き鶏をアプリで簡単注文！

4788 福岡県 株式会社ＴＫコーポレーション 1290801021677 提案・打ち合わせのリモート化で受注を増やし販路開拓・顧客獲得

4789 福岡県 株式会社ネオフラット 5290001087508 セルフ撮影　非接触型撮影スタジオ

4790 福岡県 Ａｎｅｌａ 自社ECサイトでの新商品投入と広告での周知による新規顧客開拓

4791 福岡県 株式会社空調機のホウエイ 5290001044806 業務用中古エアコンのオンライン買取サービス

4792 福岡県 ワンカジノ 対人接触減少の為にセルフレジの導入

4793 福岡県 Ｍｉｒｅｙ　ｊｅ　ｂｒｉｌｌｅ ポストコロナ社会に対応したベリーダンス公演オンライン配信事業

4794 福岡県 弁護士　田中　広樹 オンライン完結型サービス開始で、相談サービス向上計画

4795 福岡県 ミートパッカー 卸売に加え小売へ販路拡大。家庭向けこだわり肉の提供体制作り。

4796 福岡県 ０９２ｐｈｏｔｏ．ｃｏｍ ブライダルカメラマンによるフォトウエディング推進事業

4797 福岡県 株式会社フクモト工業 8290801014575 廃棄ロスを削減！塗料缶に特化したフリーマケット用アプリの開発

4798 福岡県 サードプレイス株式会社 4290001092005 対人接触機会の減少の為面談のオンライン化の取り組み

4799 福岡県 合同会社ＬＥＧＳＴＡ 3290003001963 遠隔サポートによるオリジナルアプリケーション作成のPR事業

4800 福岡県 ＳＵＢＡＫＯ合同会社 6290003009070 環境型キッチンカー及びキッチンカー誘致による新ビジネス
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4801 福岡県 うつわ工房 ロクロ成型の「見える化」によるフルオーダー陶器販売の展開

4802 福岡県 合同会社ＲＥ’ＶＩＡＳ 2290003006740 顧客が求めるエステ効果を同程度に達成できる非接触施術の確立

4803 福岡県 エイチアイ株式会社 6290001082433 観光農園事業の立ち上げ及びオンライン情報発信の強化

4804 福岡県 ＫＡＭＩＧＯＫＯＣＨＩ 【店舗アプリを開発】オンラインサロンでホームケアアドバイス

4805 福岡県 株式会社ユニティクス 2290001042259 遠隔監視システムによる生産事業者へのテレワーク導入

4806 福岡県 株式会社福栄電設 8290801008255 テレワーク環境整備工事を提供する対人接触機会の減少事業

4807 福岡県 リラクゼーションサロン　ＬＯＴＵＳ 酸素カプセル導入によるアップセルおよび新規顧客開拓事業

4808 福岡県 有限会社オオトシ 8290002025629 アプリで事前診断＆EC 販売

4809 福岡県 魚笑 弁当・惣菜　魚笑移動販売車の導入

4810 福岡県 合同会社みちしるべ 3290003007341 火葬車での訪問供養から、オンライン供養への移行で生産性の向上

4811 福岡県 見好養蜂園 みよしの百花蜜と世界の珍しい蜂蜜のネット通販で販路拡大！

4812 福岡県 ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　Ｒａｍｕ コロナ時代における作業時間短縮した美容サービス開始

4813 福岡県 Ｃｈｏｂｉｔ 【Ｃｈｏｂｉｔ】ＣＬＥＡＮ　Ｇｅａｒで地球を汚さず掃除する

4814 福岡県 福岡住研究所 【福岡住研究所】オンライン不動産購入サポート事業

4815 福岡県 yoga_space vento79 ウィズコロナに対応したレッスンスタイルによる新規顧客獲得！

4816 福岡県 株式会社キバックスインターナショナル 9290001066929 専用アプリの効果的メッセージ配信で非対面での成約率アップ

4817 福岡県 株式会社ＴＫグループ 3290001073261 店内の非接触促進と看板宣伝で対人接触減少を目指す！

4818 福岡県 株式会社アールイー 9290001060411 リモート内覧対応のLP制作と看板設置で対人接触機会減少へ

4819 福岡県 ＩＢＳ手ごねパン教室 パン作り教室におけるレッスン・回数券のオンライン予約サービス

4820 福岡県 株式会社くるみラボ 3290001091049 ＩＣＴ活用オンライン相談システムＷＥＢサイトで支援機会の拡大

4821 福岡県 有限会社セレーノ・コーポレーション 9290002030553 非接触型研修動画配信サービスのウェブによる顧客獲得施策の実施

4822 福岡県 株式会社大濠企画 3290001088573 非対面型オンラインエンターテイメント環境の構築

4823 福岡県 ごごのひだまり メンタルケアとストレス軽減に特化したコンサルティングの展開

4824 福岡県 美容室アティック 育毛・発毛ヘッドスパの接触時間の減少と換気設備の増設

4825 福岡県 柳屋 3密を避けるテイクアウト事業強化策

4826 福岡県 中川純子 プロフィール動画を用いた新しいオンライン婚活コンサルティング

4827 福岡県 有限会社とみおかや 8290802004410 オンライン限定成人式衣裳キャンペーンサイト作成

4828 福岡県 有限会社トコム 9290002034364 リモートを活用したリフォーム強化で新たな販路開拓・顧客獲得

4829 福岡県 J's body work studio ピラティスパーソナルレッスンでコロナ禍こそ健康づくりを！

4830 福岡県 株式会社寿ダイニング 5290001048831 美容に特化した『和加奈ベーコン』の製造、及びウェブ販売事業

4831 福岡県 ユアーズライフマネジメント株式会社 8290001083611 オンライン営業システムを活用した非接触の物流コンサルビジネス

4832 福岡県 友盟社印刷有限会社 9290002003930 デジタル印刷機と活版機の組み合わせによる高付加価値印刷の実現

4833 福岡県 ＭＡＴＣＨ　ＣＹＣＬＥＳ 店舗空間を有効に使った商品拡充と対人機会減少事業

4834 福岡県 ヘア＆メイクヤマグチ　トゥシェル オンラインでの美容商品の販売（オンライン決済あり）

4835 福岡県 ユナイテッドピープル株式会社 2290001059617 ワインのオンライン販売事業「ユナイテッドピープルワイン」

4836 福岡県 リードクローバー社労士事務所 オンライン転換で県外の企業も含めたES経営サポートの提案

4837 福岡県 うきはの宝株式会社 3290001086734 「ジーバースイーツ」じいちゃんばあちゃんが作るスイーツを販売

4838 福岡県 Ｌｉｌｙ エステ参入！セルフ機器導入によるソーシャルディスタンスの実現

4839 福岡県 フューチャークエスト株式会社 3290001091800 海上遠隔視察サービスの開発

4840 福岡県 ルビア ママたちに心身の健康を！HP制作とSNS運用で集客拡大

4841 福岡県 ハニカム合同会社 1290003010215 転職者を救う！面接対策プログラムのオンラインレッスン事業

4842 福岡県 有限会社山本商店 7290002051246 オンラインを活用し非接触型による新規顧客獲得

4843 福岡県 ヘアーサロンヴィオラ 店舗改装およびHP開設による接触機会の減少と新規顧客獲得

4844 福岡県 エムクリエイト ワンストップ！接触人数は１人！ＨＰもチラシも撮影も一括受託！

4845 福岡県 久留米ＴＴＣ HP作成による非対面型のオンラインレッスン

4846 福岡県 ＣｌｉｍｂＭａｘ株式会社 5290001086823 当店自慢のとり皮燻製「煙」を真空チルドネット通販で全国区に

4847 福岡県 ダスキンサービスマスター筑紫店 プロのお掃除を楽々見積もり・決済サービス！

4848 福岡県 ｅ－ＦｉｔｓＬａｂ株式会社 6290001091962 非対面型で販路開拓！オンラインセミナーと個別相談システム導入

4849 福岡県 リンパサロンガーネット 業務のオンライン化によるポストコロナサロンの実現のためだけに

4850 福岡県 向　雅也 オンライン講習の販路拡大と新規顧客獲得のための広報推進事業
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4851 福岡県 ネクスト・キャリア・サポート 求職者・採用企業のためのフルリモート就職・採用支援

4852 福岡県 有限会社マスネット 9290002031626 不用品回収のパック販売を開始で売上のカバーリングを実現

4853 福岡県 株式会社イコニコ・カンパニー 2290001027747 通販サイト構築による子供おもちゃ販売事業

4854 福岡県 株式会社ミラポートジャパン 2290801021602 自宅でもできるヘルスケア商品の開発とEC事業

4855 福岡県 アビリー “なりたい私”を“時短と安心”のセルフエステで提供

4856 福岡県 旬しゅん 九州名物料理のテイクアウト事業及び高輝度看板の設置

4857 福岡県 株式会社ＥＭＰＲＥＳＳ　ｃｏｍｅｔｒｕｅ 5290001076213 カウンセリングスクール事業のオンライン化

4858 福岡県 焼肉じん 来店客への安心を提供し売上回復を目指す低感染リスクの環境作り

4859 福岡県 司法書士法人そうぞう 1290005018231 相続に関するオンライン相談サービスの展開

4860 福岡県 酒膳亭　松ノ木 こだわり食材を使用したテイクアウト事業の開始と安全な店舗作り

4861 福岡県 ラフレシール コロナ禍の記念日でも素敵な笑顔にする!!

4862 福岡県 ＫＩＣＨＩ 企業経営者向け定額制オンライン相談及びブランディング支援事業

4863 福岡県 株式会社ラスフローレス 5290001086204 オンラインECサイトによる除菌剤「BIO ACE」の販路拡大

4864 福岡県 株式会社エリアプロジェクト 5290001025236 ホテルチェックイン自動化システム導入と運営改善

4865 福岡県 株式会社金山水産 2290001035618 商品パッケージデザイン及びECサイト制作による販路拡大

4866 福岡県 株式会社ｆｌｙ 8290001056526 コロナ禍対応、 ECサイト導入ホ

4867 福岡県 重松裕志 新しいスタイルの動画作成と低価格で費用対効果が高い宣伝広告

4868 福岡県 有限会社ハヴィーナ 3011102030393 非対面ビジネス強化、連携に伴う顧客満足向上・新規顧客獲得事業

4869 福岡県 大熊Ｗｅｂデザイン事務所 地域の農家さんの作った農産物で加工品の生産販売

4870 福岡県 有限会社リールジャム 3290002025831 対面接触削減のためのEVバイクで宅配事業開始

4871 福岡県 株式会社ＧＬＣ 1290801022618 WEB契約対応型のホームページ導入による非対面営業の強化

4872 福岡県 クローバーズ合同会社 2290003010016 飲食店のドライブスルー型テイクアウト改修のための事業

4873 福岡県 ＋Ｎａｉｌ　博多店 店舗アプリを開発！購入後もサポートできる自社オンライン販売

4874 福岡県 合同会社アライブメント 7290803003552 営業支援サービスのオンライン提供事業

4875 福岡県 株式会社エヌアンドエスパートナーズ 6290001046776 中高年向け高濃度プラセンタ配合美容液の通信販売

4876 福岡県 合同会社精進フーズ 4290003009254 24時間お店の味を非接触型テイクアウト自販機冷凍食品販売事業

4877 福岡県 炉ばた焼舟 創業50年の小料理屋が挑む、コロナ禍を乗り越える施策とDX

4878 福岡県 株式会社北﨑商店 6290001090733 「セルフたこ焼き」と、辛麺のECサイトでの販売を開拓。

4879 福岡県 株式会社オフィス・Ｊ 9290801024763 ホームページ制作から始めるEコマース

4880 福岡県 カフェ食堂　ノール アンティークレトロ雑貨のネット販売を通じた新規顧客獲得

4881 福岡県 ＫＡＪＩＹＡ　ｇｙｏｚａ 自宅で本格餃子を味わえる！生餃子の通信販売による販路拡大

4882 福岡県 有限会社立花興産 2290802003731 インターネットによる当社所有物件検索システムの導入

4883 福岡県 ウインキューブ オンラインコーチングに向けたインフラ整備と売上拡大

4884 福岡県 清水土地家屋調査士司法書士事務所 ドローン導入による業務の効率化と感染リスクの低減

4885 福岡県 ヨンナナエフ 「食の６次産業化ヒーロー」料理動画配信及び地域食材等頒布会

4886 福岡県 株式会社日本プラス 9290001070773 非対応システム、飲食店コンサルタントパッケージ化新事業。

4887 福岡県 株式会社イージーゴー 9290001057218 新メディアの構築とライティング定額の非接触受注システム構築

4888 福岡県 ナナ コルなストレスから脱出！癒しを提供し収益の回復計画の為

4889 福岡県 株式会社ドゥーウェル 4290001043602 スマートオンライン決済LPサイト

4890 福岡県 株式会社結びや 9290001091753 相性診断による相性ピッタリ初デートマッチングサービス

4891 福岡県 Salon Beldad コロナを乗り切るための新規獲得のマーケティングと予約管理導入

4892 福岡県 シャイニングオール ウィズコロナに対応した「非対面型営業代行サービス」の展開

4893 福岡県 株式会社今村隆次商店 5290001049243 水回りリフォームのパック販売のオンライン決済 LP サイト

4894 福岡県 Ｂｏｄｙ　Ｓｅｅｋ　Ｌａｂ 非接触で提供するトレーニングコーチサービスとHPでの集客の為

4895 福岡県 エコリスト セミナーから完全非接触のウェビナー開催への転換で新規顧客開拓

4896 福岡県 有限会社かたらんね 4290002028247 歴史ファンと現地を国境も越えて結び直すオンライン事業

4897 福岡県 Ｂｏｄｙ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　ＢＰ ポストコロナを見据えたオンラインボディメイク講座

4898 福岡県 株式会社鎚絵 1290801002413 自社ECサイト構築とマルチデバイス型サイトへのリニューアル

4899 福岡県 ながとみ　はりきゅう整骨院 酸素カプセルのセルフ利用サービス開始と完全非接触化への取組

4900 福岡県 株式会社フジコム九州 9290001016371 コロナウイルスを除菌するシステム機器の販売事業
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4901 福岡県 株式会社シーアップ九州 6290001085031 電子ブレーカー自動シミュレーションサービス

4902 福岡県 株式会社フルギャランティア 8290001092736 身元保証サービスウェブシステム

4903 福岡県 CERAMIC　ART　STUDIO　MU 外部サイトから自店ホームページの直販による販路開拓と利益確保

4904 福岡県 ｅｎａｂｌｅ合同会社 1290003008242 BtoBからBtoCに！まつ毛美容液ナナハのECサイト事業

4905 福岡県 将進工業株式会社 8290801022396 移動スーパー事業スタート、ウェアプリントＷＥB化に向けた対策

4906 福岡県 株式会社Ｂｕｌｌｓ 2010901044844 WEBマーケティングを活用したオンラインセミナーでの顧客

4907 福岡県 株式会社調和コーポレーション 7290001039952 全国初聖地長崎県松浦市のアジフライの移動販売車による販路拡大

4908 福岡県 カラオケステージアイリス 身体にやさしいテイクアウト商品の開発・販売事業展開

4909 福岡県 和膳はんなり コロナ打開の少人数予約制療法ランチとレトルト商品販売事業

4910 福岡県 司法書士法人オフィスフラット 8290005018051 オンラインで完結！成年後見申立てサービス

4911 福岡県 Ｒａｋｕ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 自社開発商品のＥＣ販売事業で、どこでも対応できる販路開拓

4912 福岡県 株式会社Ｐｒｉｍｏ 9290801026066 新型美容機器導入による省人・時短施術の実現

4913 福岡県 七輪　さく 非対面型テイクアウト販売の実施

4914 福岡県 株式会社三島中央商会 6290001000584 非接触動画教育システム導入とECサイト構築による売上強化

4915 福岡県 アルベルト合同会社 6290003005227 ＨＰ及びＥＣサイトを活用した物品の販売

4916 福岡県 株式会社武久 6290001047329 通販事業構築による売上アップ

4917 福岡県 田山エアコン設備サービス 非対面型販売及び請負のためのホームページ制作による販路開拓

4918 福岡県 土地家屋調査士・行政書士あおい合同事務所 非対面のオンライン相談窓口の設置と特化型ホームページの拡充

4919 福岡県 株式会社ＴＨＥ　ＦＲＥＥＤＯＭ 3290001083129 受注から納品までオンラインで完結！独自のプラットフォーム開発

4920 福岡県 公文式　鶴田３丁目教室 ZOOM使用の幼児インプット学習（0～6歳就学前児童対象）

4921 福岡県 株式会社Ｊ＆Ｃ 1290001090787 キッチンカーによる移動教室参入提言事業

4922 福岡県 税理士法人ヤマト 5290005016784 非対面型非接触型集客動線を再構築し新規顧客開拓

4923 福岡県 フェイス美容室 スカルプケア商品のEC販売の開始と新規顧客の獲得

4924 福岡県 Ｃ．Ｉ．Ｔ．Ｙ．株式会社 2290001071209 デリバリー、テイクアウトによる、非対面型ビジネスモデル構築

4925 福岡県 ＲＥＤＺＯＮＥ川野モータース バイク屋の事業展開、コロナ禍対応「テイクアウト唐揚げ店」

4926 福岡県 張行政書士事務所 リモートを活用した接客、連携で代行業務の需要拡大・販路開拓

4927 福岡県 Ｌｕｓｈ　ｌｉｆｅ株式会社 4290001085322 商談や打ち合わせをオンライン化し感染リスクを減らす

4928 福岡県 ａｉｗｏ 感染拡大防止対策強化のためのネット販売とテイクアウトの事業化

4929 福岡県 ＆Ｄ WEB集客強化とメンズ美容品EC事業の立ち上げ

4930 福岡県 ｍａ　Ｃｏｕｌｅｕｒ．ｏｆｆｉｃｅ 福岡のイメージコンサルタントを底上げするオンラインスクール

4931 福岡県 中原工務店 空間除菌リフォーム簡易工事販売

4932 福岡県 株式会社さとう建設 9290001040735 オンライン集客およびオンライン商談のためのHPリニューアル

4933 福岡県 株式会社ベネフィット 3290001084572 対人接触率低下を目指したオンライン主体の営業スタイルの確立

4934 福岡県 ゼロリペア リペア・リフォームBtoCマッチングポータルサイト運営事業

4935 福岡県 広親株式会社 7290801019930 Withコロナに向けた新たな営業活動への取り組み

4936 福岡県 アスキム株式会社 3290001068889 オンラインドローンスクールによる販路拡大と新規顧客獲得事業

4937 福岡県 アドリーヌ 感染症対策、新メニュー導入し、新規顧客リピーター様獲得

4938 佐賀県 株式会社ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 3300001007820 待ちの店舗営業から攻めの移動販売を行い新たな顧客獲得を目指す

4939 佐賀県 合同会社太田製作所 5300003001448 低感染リスクな環境と販路を確立し、売上回復に繋げる

4940 佐賀県 株式会社丸友機工 6300001007727 オ－ダ－メイド船舶機器販売のための機器導入、屋外展示販売

4941 佐賀県 シェ・ハイジ 当社自慢の自家製チーズ及びチーズ料理のテイクアウト参入事業

4942 佐賀県 株式会社ホテルマネジメント 4300001007836 客室の洋室化＆ワークスペース設置による泊まれるオフィス化事業

4943 佐賀県 有限会社御宿高砂 6300002006182 お重タイプの器による食事提供を行う事で接触回数軽減事業

4944 佐賀県 合同会社カワイフトゥーロ 2300003000758 オンライン決済付きWEB サイトによる夢咲屋仕出し事業の強化

4945 佐賀県 ベーカリートレファン 受注システム構築によって美味しいパンと笑顔を多くのお客様へ！

4946 佐賀県 田島屋れんこん ブランドレンコンのネット通販で新たな販路拡大事業

4947 佐賀県 玉峰陶園 「銀河釉」商品のオンライン販売への展開と販売体制の確立事業

4948 佐賀県 有限会社中願寺総合保険 7300002009531 新生活様式に向けたオンライン相談窓口を備えるWEBサイト制作

4949 佐賀県 有限会社ダイユー商事 5300002000847 衛生のプロのノウハウを生かしたオンラインショップ構築

4950 佐賀県 有限会社フットスマイル 3300002002011 オンライン診療導入による訪問鍼灸体制の確立と新規患者の開拓
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4951 佐賀県 ピラティスインストラクター レッスン動画グローバル配信事業

4952 佐賀県 食彩煌 遊休スペースの個室化で女性小グループ、家族連れ新規獲得計画

4953 佐賀県 有限会社松尾ふとん 1300002005536 予約管理システムとオンライン接客による非接触型の寝具対面販売

4954 佐賀県 株式会社美穂野 2300001008134 自社オリジナルブランドの定番商品化とＥＣによる販路拡大

4955 佐賀県 株式会社百姓屋 3300001008950 コロナ禍で減少する販売機会若い世代へ対人接触減らすネット販売

4956 佐賀県 株式会社ＨＬＳ 9300001010918 エアコン取り換えパック販売による非対面型ビジネスへの移行

4957 佐賀県 株式会社悠然の宿東海 3300002006243 お客様が安全に安心して心からくつろげる宿

4958 佐賀県 リーベ ZOOMとホームページ制作による婚活事業の非対面化

4959 佐賀県 田中茶舗 県内初！美味しいお茶をより広く届ける老舗茶舗の移動販売事業

4960 佐賀県 有限会社伊東養鶏場 4300002006440 対人接触機会の減少を可能とした新たな販売方式導入事業

4961 佐賀県 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｃｌｏｖｅｒ 店舗専用アプリを開発！非対面接客で安心していただける美容室

4962 佐賀県 株式会社ＯＬＤ　ＨＯＲＳＥ 5300001007967 非対面サービスの導入により、ポストコロナを見据えた店舗展開へ

4963 佐賀県 ジェイプロコム株式会社 2300001008984 ジェイプロコム株式会社

4964 佐賀県 ソニックコーポレーション有限会社 2300002005527 指導の在り方を変えるプロの司会スキルを伝授するオンライン講座

4965 佐賀県 鳥四季 テイクアウト＆モバイルオーダーシステム開発、安心な焼き鳥屋

4966 佐賀県 なごみボディルーム オンラインで腸育セラピストを育成するためのWEB環境作り

4967 佐賀県 ＡＲＩＫＡ ランディングページによる非接触型美容液販売での新規顧客の獲得

4968 佐賀県 洋食屋かごしま 対人接触減少のための店内改装

4969 佐賀県 有限会社ツルタ石油 2300002011434 『クラウドシステムとIoT-Rを活用したリモート化の実現』

4970 佐賀県 合同会社プラス 8300003001610 オンラインカウンセリングの利用促進！安心・安全なサロンをP

4971 佐賀県 焼き鳥Ｂａｒ紅 アプリ導入で非対面注文を開始!お客様に安心を提供!

4972 佐賀県 ティーワイジャパン株式会社 6300001009888 EC 本店構築による新販路確立と「お客様の声」収集体制の確立

4973 佐賀県 ＪＯＹ　Ｈｏｕｓｅ 絶景・環境・利便性の価値　対人接触機会を減らす簡易宿泊へ転換

4974 佐賀県 sweetsHEART ネット予約による対人接触減少と人気スイーツによる販売促進事業

4975 佐賀県 株式会社ＣＬＩＥＳＴＡＴＥ 6300001011621 コロナに負けない販路開拓とレンタルスペース活用推進事業

4976 佐賀県 有限会社亀栄プロパン 9300002007673 エリアを超え負担を減らし”使えるガス機器”をPR＆ネット販売

4977 長崎県 中﨑水産株式会社 6310001004260 長崎県産のトラフグを全国へ！トラフグ新商品のEC販路開拓事業

4978 長崎県 株式会社大水石油 1310001007342 業務形態の変更で、対面時間を 85％減少させる

4979 長崎県 株式会社まえだ 9310001008903 国内外での非対面型商談システムの構築

4980 長崎県 貝バルアワガイ 貝料理バルの人脈を活かしたキッチンカーによる移動販売事業

4981 長崎県 長安株式会社 5310002006488 コロナ禍に負けない食文化を！中国と長崎の懸け橋に！

4982 長崎県 有限会社広輝 9310002006451 旬の地魚を使ったコース料理の提供とオンラインテイクアウト予約

4983 長崎県 民宿海の幸 民宿で人気のある九十九島鮮魚漬けのネットショッピングを始める

4984 長崎県 福寿荘 店内改装と認知度向上により法要から会食まで対応できるお店作り

4985 長崎県 株式会社嵜本工務店 7310001014663 対人接触機会減少へ向けたドローンを活用した建物検査事業

4986 長崎県 株式会社岩崎商事グループ 2310001004859 弁当の自動販売機導入による非接触型ビジネスへの展開

4987 長崎県 有限会社伊千福 3310002018808 親子で考えた、顧客の安全に配慮した設備導入とサービス改善事業

4988 長崎県 株式会社呉服のながいけ 1310001009735 島原半島内呉服店初の試み「来店不要の買い物提案」事業

4989 長崎県 株式会社東陽 7310001009465 テレワークソフトの導入による、民間工事受注拡大計画

4990 長崎県 カースタイルキング 自動車整備士が作るドラム缶リメイク家具の非接触ネット全国販売

4991 長崎県 有限会社中尾建設 1310002015823 先端技術の活用による徹底した感染症対策と売上増強計画

4992 長崎県 有限会社ニュー長崎オートサービス 9310002008233 リモート車検見積とウェブ決済による非対面型ビジネスモデル構築

4993 長崎県 ｃａｆé　ｃｈｉｐｉｅ アプリを使った予約機能と動画配信で、顧客獲得や里親募集に活用

4994 長崎県 ヘアーサロンカムハウス 非対面接客でお客様に安心・信頼していただける美容室

4995 長崎県 有限会社ナンポウ 4310002006670 オンラインでも長崎を愉しめる！通販サイトの新設で新市場を開拓

4996 長崎県 スナックシャンディ 小規模事業者持続化補助金

4997 長崎県 株式会社岩永印刷所 1310001000181 営業管理システム開発！営業時間の創出とデジタル事業の加速化

4998 長崎県 髪巧房まつしま。 3密防止！いつでも安心して来店できる低感染リスク店舗の実現

4999 長崎県 北松通運株式会社 7310001014003 IoT－R設置による非対面ビジネスモデルの構築

5000 長崎県 こんそーる オンライン予約管理機能を実装し新規の会員数を拡大する！
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5001 長崎県 壱岐の嶋 【島本輝子】ポストコロナに向けたお弁当・お惣菜販売事業による

5002 長崎県 プティタプティ 新たな製造設備導入とオンラインショップ改良による売上拡大

5003 長崎県 株式会社桃咲 2310001003902 テイクアウト事業の強化推進とウィズコロナ時代を見据えた取組

5004 長崎県 ＮＩＣＨＩＣＡＦＥ自遊空間 テイクアウト販売に向けた調理場の新設備の導入

5005 長崎県 ＲｕＢｉｋｋ アフターコロナを見据えた自店パーソナルカラー診断アプリの開発

5006 長崎県 ART 顧客満足と生産性向上を同時に達成する施術ルーム設置事業

5007 長崎県 ピッツェリアモンテ 買い物弱者に対する支援移動販売

5008 長崎県 有限会社アド・シンク 8310002017846 地域産品オンライン販売システム構築で販路拡大・対コロナ対策

5009 長崎県 Ｌｉｃｃａ コロナに負けない身体づくり～水素吸入・岩盤浴で新規顧客拡大～

5010 長崎県 株式会社ＲＵＳＴＹ 2310001007052 オリジナルマスクをネットショップで販売

5011 長崎県 イーディレクション インターネット広告の活用による新規顧客獲得のオンライン化

5012 長崎県 トパーズ ＳＮＳ導入、ホームページ開設、コロナ対策の徹底による売上回復

5013 長崎県 リラクゼーションスペースＰＯＫＡＰＯＫＡ コロナ禍で完全個室化で顧客に合わせたオーダーメイド施術を提供

5014 長崎県 エシア セルフ脱毛機器を導入した非対面事業とSNS広告での集客アップ

5015 長崎県 肴場商事有限会社 9310002010123 集中監視システム設置による非対面ビジネスモデルの構築

5016 長崎県 合同会社ビューティライフコレクション 7310003002930 ネットショッピングの構築をする事で、自宅でも気軽にエステ体験

5017 長崎県 ココフ 『親子で安心して来店できる美容室への改修及びＰＲ』

5018 長崎県 有限会社まるせい酒井製茶 5310002012610 小売りスペース店舗改装によるコロナ感染防止対策強化と販路拡大

5019 長崎県 ｈｏｍｉｅ アプリ導入による非対面接客を実現＆EC販売の開始

5020 長崎県 佐世保進学研究センター オンラインによる在宅型自立学習支援サイトの運営

5021 長崎県 花徳フローリスト カード決済可能な葬儀専用サイトの立上げと年忌法要プランの提供

5022 長崎県 ライフパートナーズ長崎 働く女性と高齢者の味方！きれいを保つお掃除オンライン事業

5023 長崎県 やまぐち食堂 店内における対人接触機会減少のための店舗改修事業

5024 長崎県 ワールドダイブ株式会社 8310001014480 非対面ネットワーク獲得のためのインターネット広告活用事業

5025 長崎県 Ｕｎ＿Ｂｒｉｄｇｅ ECサイト開設による非対面ビジネスの確立と販路拡大

5026 長崎県 有限会社ビーフラット 5310002011273 オンラインを活用した自社スタジオとカフェの集客事業の構築

5027 長崎県 GARDEN spice&cafe コロナ禍で生き残る本格的なスパニッシュラーメンバルの出店

5028 熊本県 有限会社白水乃蔵 6330002023464 観光事業への依存から脱却～自社精肉の販売事業で販路開拓

5029 熊本県 小国食の学校 焙煎珈琲豆のブランド構築と卸販売・ECサイトでの販路拡大

5030 熊本県 株式会社帆山亭 6330001012591 非接触型セルフバーラウンジの設置による高付加価値化事業

5031 熊本県 株式会社毘沙門 3330001021182 【冷凍自動販売機】気軽に買える！「居酒屋の味」販売

5032 熊本県 合同会社ユームス熊本 6330003007210 店舗改修による藁焼きとミニバーガーのテイクアウトの本格実施

5033 熊本県 工房からすま株式会社 6330001024414 新たにECサイトを構築し、来店型集客からの脱却事業

5034 熊本県 有限会社鳥平商事 3330002007445 冷凍焼き鳥の自動販売機での取扱によるウイズコロナへの対応

5035 熊本県 喫茶　アミ 創業42年・老舗喫茶店の味をそのまま職場やご自宅で

5036 熊本県 香寿美庵 キッチンの増設と決済のオンライン化で完全非接触型民泊を実現

5037 熊本県 株式会社緒方エッグファーム 8330001014735 店舗での待ち時間短縮のためのネット予約システムの導入

5038 熊本県 喫茶てのはａｎ 人気商品の通販化で都市部をターゲットに利益アップ

5039 熊本県 香辛喫茶ＬｉｏｎＣｕｒｒｙ 非接触を目的とした券売機導入による感染リスク低下と生産性向上

5040 熊本県 菓子屋　半袖 自動販売機でのバスクチーズケーキ販売事業

5041 熊本県 海鮮屋魚吉光の森店 生産者と飲食店が繋がる事でSDGSを目標とした新サイトの構築

5042 熊本県 有限会社エムアールティー 1330002017644 自動チェックイン機による低感染リスク型ビジネス

5043 熊本県 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｂｉｊｏｕ オンライン事業のための WEB サイトと通販サイトの開設

5044 熊本県 合同会社メディアラボ 3330003007254 女性向けライティング技術習得のための講座基礎強化事業

5045 熊本県 ＯＮＥ　ＦＩＶＥ　ＤＯＧ テイクアウト向け商品の開発のための設備投資事業

5046 熊本県 合同会社シューユニック 7330003005428 EC事業に着手し販路拡大による売上増加を図る計画

5047 熊本県 有限会社磯鷸之庄 7330002015213 365日24時間営業可能な自動販売機でのテイクアウトサービス

5048 熊本県 株式会社興隆 1330001008784 巣ごもり需要に対する飲食店の移動販売事業

5049 熊本県 奥山理容 設備更新と感染症対策の徹底による新規顧客の獲得

5050 熊本県 西建株式会社 6330001021972 オンライン・バーチャル展示場を活用した住宅販売のDX
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5051 熊本県 有限会社野田商店 8330002018660 熊本焼酎「山河」のオンライン販売による売上拡大と地域活性

5052 熊本県 薫旬家だんらん 総菜と鮮魚のテイクアウト専門店の開業

5053 熊本県 株式会社もじょか堂 6330001020999 畑からライブコマース、笑顔と商品を届けるオンライン八百屋事業

5054 熊本県 株式会社あさぎり・フレッシュフーズ 6330001016353 明るい明日を拓くおらがまち自慢・あさぎり惣菜自販機の設置事業

5055 熊本県 株式会社キッチンアイ 3330001028343 フードロスでSDGs！テイクアウトやオンラインによる販路開拓

5056 熊本県 相浦モータース ソフト導入による対人接触を大幅に抑えた業務プロセスへの移行

5057 熊本県 ジャンクションコーヒーロースター マルシェなどのイベント出展のための設備投資事業

5058 熊本県 福ふく 新たにお持ち帰り専門の店舗導入による、コロナ感染防止対策事業

5059 熊本県 合同会社Ｒｅ．ＯＮ 3330003008070 WEB上にて見積決済までのエアコン工事販路拡大事業

5060 熊本県 林田嘉作商店 IoT-R端末設置による非接触型ビジネスへの転換

5061 熊本県 有限会社ブンゾー 7330002009041 イタリアンレストランによる新テイクアウトブランドの事業化

5062 熊本県 一心太助 非接触型での販売方法の導入と町の宝を用いた新商品の開発

5063 熊本県 株式会社セルネット 4330001017601 ECシステムの構築による営業オペレーションの再構築

5064 熊本県 アルファルマ株式会社 7330001020156 薬剤師監修の防災医療商品の通販サイト構築＆新規販路拡大

5065 熊本県 株式会社３６９システム 7330001026277 TVCM・店舗展開・看板設置による対人接触機会減少型広報戦略

5066 熊本県 ファーストフレーム九州株式会社 4330001003997 絵画のオンライン販売による非対面での販路開拓

5067 熊本県 肉の坂商 キャッシュレスとネットショップを活用した販路拡大事業

5068 熊本県 有限会社日田屋旅館 2330002023154 共用のお食事処から各お部屋での「お部屋食」に切り替え。

5069 熊本県 リラクゼーションＣＯＣＯ エステマシン導入によるメニュー拡充で在宅顧客、女性顧客の獲得

5070 熊本県 エフアールクリエイティブデザインスタジオ ドローンでの非対面型空撮サービスによる新たな販路開拓事業

5071 熊本県 有限会社トラスト・リレイション 5330002030726 チャットボット等を活用した非接触によるプル型新規販路開拓

5072 熊本県 ｂｒａｎｄ　ｎｅｗ 感染症対策によるお客様の安心安全の確保・売上増加の実現

5073 熊本県 錦の露合資会社 1330003002439 新商品開発とテイクアウト事業によるコロナウイルス不況克服

5074 熊本県 株式会社ありえの家 7330001023679 オンラインによる受注システムの構築で効率化と感染対策。

5075 熊本県 さぷれ セルフエステ導入とECサイト構築による非接触の販路拡大

5076 熊本県 有限会社光輝管理センター 4330002003757 不動産オンライン商談による対人接触機会減少計画

5077 熊本県 株式会社フェリーチェ 5013201017633 オンライン講座等の宣伝を行うホームページとチラシの制作

5078 熊本県 ハルラボ 料理教室のオンライン化による販路開拓及び感染症対策

5079 熊本県 株式会社Ｌｏｃａｌ　Ｇａｉｎ 2330001027049 感染症に負けないオンラインマラソン事業の実施

5080 熊本県 株式会社アド・スーパー・ブレーン 4330001000177 従来型営業から非接触問い合わせ型営業への転換事業

5081 熊本県 株式会社トラッド 1330001027124 自宅時間を愉しめるドームテントとグリーンの販売事業

5082 熊本県 ＰＣ森 オンラインで広げる輪、ZOOM交流会事業

5083 熊本県 株式会社ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＰＥＡＫ 1330001025053 セルフオーダーシステムの導入による感染症対策強化

5084 熊本県 株式会社フルビオジャパンスライブ 9330001017480 You Tuberを活用した海外向け通販による販路拡大作戦

5085 熊本県 株式会社サンワード 1330001007588 ポストコロナを見据えた非対面チャネルでの新サービスと広告事業

5086 熊本県 自家焙煎 珈琲市場 新商品「コーヒー定期便」の開発とそのECサイト構築＆広報事業

5087 熊本県 中村麗奈 ステイホームによるコロナ太り解消を目指す食事指導の補助事業

5088 熊本県 大翔水産 家庭でも有名店の魚を！ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの販路転換事業

5089 熊本県 有限会社三水 9330002023156 事務作業におけるテレワーク環境整備

5090 熊本県 ふみの台処 お惣菜のテイクアウト＝中食事業への転換で低感染リスク型を実現

5091 熊本県 ｄｒｅｓｓ　ｈａｉｒ 美容系店販商品の通販サイト構築＆販売とWeb予約システム導入

5092 熊本県 實取耕房 選別作業の内製化による自然栽培産品の直販体制強化事業

5093 熊本県 かまど 新商品開発による通信販売開始と店舗での対人接触機会の減少

5094 熊本県 株式会社ＴＪ企画 3330001023550 フットボールコート業が非対面テイクアウトカフェで販路開拓事業

5095 熊本県 エフシーロア オンライン指導による新たなビジネスモデル構築販路拡大事業

5096 熊本県 ｙｕｒｉｄｏｌｌｓｈ コロナに負けない！ホームページとＳＮＳを活用した販路戦略

5097 熊本県 ＣＲＡＦＴＥＲ SNSとECサイト連携強化による販路開拓、生産性の向上

5098 熊本県 味処　与し吉 熊本・地元食材を使った料理の開発・販路開拓

5099 熊本県 木下会計事務所 対人非接触型の新たな税務経営ワンストップサービス事業

5100 熊本県 株式会社コムネットジャパン 3330001008956 低感染リスク型ビジネスを推進する営業支援システム開発事業
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5101 熊本県 合同会社ＫＴ．ＦＯＯＤ 5330003008960 脱店舗依存型、キッチンカー導入による低感染型ビジネス参入事業

5102 熊本県 株式会社佐藤工業 3330001009946 体に優しいカフェご飯を！いつでも手軽に真空パック惣菜販売事業

5103 熊本県 株式会社岩本文尚堂 7330001016253 コロナ対策を施した農業生産と新商品開発による販路開拓事業

5104 熊本県 有限会社上村鉄工所 5330002025577 老舗鉄工所が手がけるコンテナハウスのＶＲモデルルーム

5105 熊本県 朝日旅館 ネット限定数予約、長期滞在とワーケーション推進、移住地域活性

5106 熊本県 株式会社さくら塗装 8330001025204 DIY塗料の販売のための通販開設！

5107 熊本県 株式会社ＨＹＴホールディングス 5330001028267 リフォーム業者のＶＲ施工事例公開による販路開拓事業

5108 熊本県 華咲み お花でお家時間を楽しんでもらう為の新しいネット販売推進事業

5109 熊本県 株式会社マ・シェリ 7330001027151 オンラインセミナーで新規ビジネスモデル構築による販路拡大事業

5110 熊本県 有限会社ヒグマ 4330002022897 対人接触機会を低減する阿蘇の牛乳を使ったテイクアウト専門店

5111 熊本県 少年チーズケーキ　Ｓ 通信販売サイトの構築とインフルエンサーマーケティング

5112 熊本県 有限会社スキザキ塗装 2330002005573 有限会社　スキザキ塗装

5113 熊本県 株式会社ＨＯＭ 3330001028087 訪問介護事業におけるITインフラの導入による業務効率化と事業

5114 熊本県 株式会社Ｅｃｒｕｓ 5330001023301 非対面型調査業務参入事業

5115 熊本県 古賀酒店 良い酒と厳選の品物に巡り合える蔵元直送のネット販売販路拡大

5116 熊本県 株式会社五岳荘 3330001012520 対人距離確保のための食事処の改装

5117 熊本県 ニュータウン 中古設備・備品・資材のマッチングサイト構築事業

5118 熊本県 株式会社イフリート 7330001027234 電光掲示板設置で来店接客から電話接客へ非接触ビジネス展開

5119 熊本県 株式会社ホロムアコーポレーション 3330001005540 VR技術を活用したオンライン型住宅物件案内による新規顧客獲得

5120 熊本県 カプスノ合同会社 5330003008762 新規顧客開拓と販路拡充のためのオンラインスクール開設

5121 熊本県 ゼローム 板金屋のオンライン化!商談及び通販事業

5122 熊本県 有限会社はいさい 1330002014897 非対面型・オンラインでの「美容室コンサルティングサービス」

5123 熊本県 シーツーラボ合同会社 6330003004835 低糖質パンの商品ブランド化及び PR 企画と EC サイトに

5124 熊本県 Ｍ’ｓ　ｐｒｉｍｅ　Ｊａｐａｎ株式会社 5330001026709 ＥＣサイト構築によるインターネット販売事業の開始

5125 熊本県 さくら法務行政書士事務所 オンライン面談でコロナ禍でも相談しやすい環境づくり

5126 熊本県 有限会社ユー・エヌ・プラセス 9330002020533 自社ホームページを構築し、新鮮野菜のサブスク販売事業に進出

5127 熊本県 株式会社ノーブルニス 3330001018617 新規 EC サイト構築よる非接触型韓国料理販売計画

5128 熊本県 ワナコ　ラ　サンテ セルフホワイトニングで対人接触せず健康の普及

5129 熊本県 KOTO TEA HOUSE 非接触で国際交流できる民泊施設。日本文化も再発見。

5130 熊本県 株式会社コスモホーム 5330001006768 家電製品のECサイト導入による収益の向上と人材強化

5131 熊本県 株式会社やまびこ旅館 1330001012373 食事管理システムの導入による、対人接触機会の減少と事業継続

5132 熊本県 ののはな ～世界に１つだけの～　非対面で制作できるキット販売事業

5133 熊本県 株式会社石坂製作所 4330001013501 営業を訪問型から非接触型に転換する事業

5134 熊本県 藤澤敦子 自宅改装で菓子製造許可を取得し発酵飲料ミキ製品の販売事業展開

5135 熊本県 坂田企画 中古資材・インテリア販売サイト構築事業

5136 熊本県 Ｏｄｙ合同会社 8330003008859 いままでにない「オシャレ赤パンツ」販売のためのECサイト

5137 熊本県 ｉｔｉｉｔｉ VR・AR コンテンツを利用した感染症対策の販売促進策

5138 熊本県 有限会社湯の宿入船 1330002023642 事業継続と対人接触機会の減少の両立に向けた環境整備事業

5139 熊本県 株式会社ｉ‐ｌｉｎｋ 8330001027588 眼鏡店における非対面サービスの仕組み作り

5140 熊本県 ＨＡＩＲ　ＢＡＳＥ 受付の自動化と通販売上作りのたのWeb・ECサイト構築事業

5141 熊本県 エステサロンツバキ カーテンでの間仕切りを扉付きの立壁式間仕切りへ変更

5142 熊本県 有限会社松屋 3330002023161 コロナに負けない！きめ細やかサービスの提供よる販路開拓

5143 熊本県 タカギ屋 移動販売で地産地消

5144 熊本県 有限会社ダイハツ鳥居 7330002027828 システム導入による販路拡大およびネットビジネスの強化

5145 熊本県 チー 家飲みを応援！女性Ｂarオーナー厳選ヘルシーおつまみＥC販売

5146 熊本県 有限会社黒川荘 7320002019041 食事会場の半個室化による対人接触機会の減少

5147 熊本県 合同会社ＣＵＯＲＥ 5330003007418 接触減を実現する院内改修とオンライン受診システムの構築

5148 熊本県 有限会社ハーフ・ラウンド 6330002023910 電子カルテの導入による非接触型顧客管理対応及び接客の効率化

5149 大分県 海浜旅庵しおじ マイクロツーリズムプランの実施と冷凍加工品開発による事業再建

5150 大分県 株式会社アーススマート 9320001013563 非接触施工の新コンテナハウスのオンライン拡販と見学体制構築
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5151 大分県 有限会社溝口製麵 8320002019478 進撃の巨人焼そばで日田市や日田焼そばをPRする事業

5152 大分県 ノダフットサルセンター フットサル×身体のトレーニングのオンライン指導で事業拡大

5153 大分県 コノチノ 通信販売の導入による非対面型ビジネスサービスの構築

5154 大分県 こくらや お米贈答品製造の機械化による効率化とＥＣサイト構築売上拡大

5155 大分県 行政書士吉岩大悟法務事務所 行政書士が手掛ける、「お家で簡単、相続手続き」サービスの構築

5156 大分県 焼き鳥　鳥すけ 弁当販売事業を開始し、売上を拡大する

5157 大分県 株式会社Ｒｉｔａ．ｃｏｓｍｅ 7320001014514 特許技術を活用した美容サロン向けオンラインセミナー開講

5158 大分県 株式会社浅田商会 6320003001379 革新的保安システムの構築による非対面・業務効率化

5159 大分県 有限会社原田プロパン 7320002018968 集中監視システム導入による接触機会の削減と業務効率化

5160 大分県 呑もうっちゃ 真空調理による本格料理で家庭に笑顔と活力をお届けします！

5161 大分県 やきとん　あかね家 モバイルオーダーシステムの導入とバナナジュースの店頭販売

5162 大分県 有限会社後藤養魚場 5320002010092 由布院の名水で養殖した鮎のインターネット販売による全国展開

5163 大分県 有限会社セーフティ 8320002007573 オンライン住宅リフォーム診断で感染リスク抑止＆売上拡大事業

5164 大分県 株式会社エム・アイ・テソロ 9320002013678 リモート保守システムの開発と紹介促進型自社ECサイトの構築

5165 大分県 パプリカ 新業態となるテイクアウト専門への事業展開

5166 大分県 上海 感染対策が充実した有名ラーメン店出店で地方経済の活性化

5167 大分県 日本料理別府廣門 対人接触減少を目的としたお重セット及び蕎麦セットのネット販売

5168 大分県 タンタン 対人接触機会の減少と事業継続の両立の為の環境整備事業

5169 大分県 ひぐらし茶屋 宅配・集荷サービスの強化と品揃えの拡充による事業の維持・拡大

5170 大分県 スパーグリネス有限会社 5330002023647 ラウンジレストランの拡張による感染予防対策事業

5171 大分県 ＤＲＥＡＭ　ＲＥＴＯＵＣＨ 非対面型コンサルティングに向けた環境構築による新規販路拡大

5172 大分県 園田大吾法律事務所 特化型法律相談サイトの設置等による新規顧客開拓

5173 大分県 丸大商店株式会社 3320001016654 テイクアウト拡販のためのキッチンカー導入による新チャネル獲得

5174 大分県 株式会社シーサイド 7020001091641 ECサイト構築を支援する低接触型コワーキングスペースの実現

5175 大分県 宇野楽器 発表ステージの設置による感染症対策とイベント開催

5176 大分県 有限会社おもちゃの国ガリバー 6320002015099 お人形さんのオンライン販売強化で非対面営業の確立

5177 大分県 株式会社Ｃｌａｓｓｏ 9320001014140 ヨガ講座の非対面化と戦略的WEB広告による全国展開

5178 大分県 由布院　その田 県内初！持ち込み酒に対応したペアリング事業

5179 大分県 ｉｌ　Ｖｅｎｔｏ株式会社 3320001013065 体験型民泊レストランと、料理キット・惣菜等の通信販売

5180 大分県 ＯｎｓｅｎＯｎ株式会社 4320001017420 天然温泉100％を濃縮した入浴剤のオンラインショップ構築事業

5181 大分県 La Verveine 本格的なフランス料理をご自宅に提供することでの顧客獲得事業

5182 大分県 エンジョイプランニングオフィスＤｏｒｅｍｉＮｅｔ オンライン講座による非対面ビジネスモデルへの転換で販路拡大

5183 大分県 ＴＯＴＡＬＭＥＤＩＣＡＬＳＵＰＰＯＲＴ 店舗移転に伴う低感染リスク実装による新たな集客と利益増加

5184 大分県 相原サイディング スケートーボードのジャンプ台制作とオンライン販売で事業拡大

5185 大分県 LEGAME カスタムECサイトで海外への販路開拓を見据えた新たな事業展開

5186 大分県 株式会社ＺＡＫＥＹ　ＴＲＡＤＩＮＧ 6320001017963 ウィズコロナ、EC構築支援による新たな販売チャネル拡大事業

5187 大分県 合同会社むろおの会 3320003003428 「いちごビネガー」の販路拡大のための販路整備

5188 大分県 株式会社給与設計事務所 1320001012465 非対面型ビジネスへの転換のためのオンラインサロン事業

5189 大分県 芳香園 甘くてジューシー、梨お手頃ギフトのオンライン販売強化

5190 大分県 いとう美容室 感染対策・売上アップ衛生面強化のための取組事業実施

5191 大分県 オーベルジュ櫟屋 ポストコロナに対応するホームページ構築事業

5192 大分県 ＯＮＯ 新商品開発及び自社サイトの立ち上げ

5193 大分県 フォーチュンビレッジ 集客苦手な心理カウンセラー向けWEB集客オンライン講座

5194 大分県 山口商店 新設備導入による、非対面型事業および販路開拓事業

5195 大分県 下田久美子 CAD導入で非対面、新規事業も獲得！売上向上を目指す

5196 大分県 Ｔ－ＮＥＴ WEBサイト構築によるWEB販売の開始

5197 大分県 めぐみ工房 オンライン販売による臼杵ブランド認証品等の集客・販路拡大

5198 大分県 ムーンサン 移動販売車作成による新規顧客の開拓と店舗閉店危機の打破

5199 大分県 株式会社榮建トータル・ハウジング 6320001006958 家具家電ECサイト導入で住宅販売の付加価値増大による収益向上

5200 宮崎県 株式会社ロイヤル 9350001008445 コロナ禍を乗り越えるハイブリッド型バンケット（宴会場）の展開
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5201 宮崎県 恵農場株式会社 2350001011942 ブランド卵「高崎のめぐみ」の自販機非対面販売による販路拡大

5202 宮崎県 ｄｉｎｉｎｇ　ｉｚａｋａｙａ　ＹＡＫＩ・ＹＡＫＩ 焼きたてを提供！テイクアウト事業での売上拡大計画

5203 宮崎県 有限会社尾鈴ミート 9350002009566 自社ブランド豚の付加価値を高めるフレンチシェフ監修の商品開発

5204 宮崎県 安藤酒店 オンラインショップ事業拡販に不可欠な業務用大型冷蔵庫の導入

5205 宮崎県 ベジストア 関係性を守りつつ3密を改善した新しい「八百屋」のカタチの提案

5206 宮崎県 有限会社ケイエムジェイカンパニー 1350002006091 機械化で冷凍餃子を増産しテイクアウトと通販で売上げアップ！

5207 宮崎県 酒屋　ふってもはれても 宮崎初! 宮崎醸造専門のクラフトビール販売サイト

5208 宮崎県 株式会社こだま 5350001000620 製品イメージシミュレーターによるECサイトの販売促進

5209 宮崎県 株式会社エーディーピー 1350001010838 自動販売機でのクレープ販売事業

5210 宮崎県 Ｒａｉｎｂｏｗｆａｒｍ 密回避の販売方法へのシフトと新たな販売機会の創出

5211 宮崎県 株式会社そうげん 4350001011370 固定客の維持と新規顧客の獲得を拡大する15席の増築事業

5212 宮崎県 Ｄｏｇ　Ｃａｔ 対人接触機会減少と生産性向上に資する預りペットサービス強化

5213 宮崎県 うどん七福 店内人気商品の真空パック化による新たな顧客と販路づくり事業

5214 宮崎県 有限会社ｃｏｌｏｒｓ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 9350002008774 SNSとオンラインショップの強化

5215 宮崎県 合同会社ＡＧＡＰＥ 7350003003462 店内感染対策の強化とデリバリーサービス周知のためのチラシ作成

5216 宮崎県 サンシャイン学院合同会社 9350003002074 アバターを用いた非接触型学習記録「見える化」システムの構築

5217 宮崎県 ダンススタジオワイルドキャッツ ダンス教室から感染リスクを抑えた新規事業への取り組み

5218 宮崎県 とり坊 テイクアウト用の新商品販売・全国発送を行う為の真空包装機購入

5219 宮崎県 Ｇｏｏｄ・Ｃｏｍｅ合同会社 1350003002874 テイクアウト及びデリバリー強化のための焼き鳥店への事業転換

5220 宮崎県 リルモナ RIREMONA（リルモナ）

5221 宮崎県 社会保険労務士法人ＡＬＸ 1350005005702 ニューノーマル時代に向けての相談窓口拡大及び関連業者連携事業

5222 宮崎県 愛菜 キッチンカーの導入による新規販路拡大事業

5223 宮崎県 長友敦士 感染予防に適したトマト出荷・販売プロセス改革

5224 宮崎県 有限会社ベリー 2350002004169 夜スナックを業態転換、女性ターゲットのテイクアウトCAFÉへ

5225 宮崎県 ＢＬＵＭＥＮＣＯＬＬＡＧＥ リモート生花教室開催のための環境整備

5226 宮崎県 株式会社タイヨー 7350001002722 営業活動リモート化のための動画配信とネット予約システムの構築

5227 宮崎県 わが家 当店自慢「鶏のもも焼き」のネット通販＆PR動画で売上回復！

5228 宮崎県 株式会社川合農園 1350001015696 ECサイト販売による新規顧客開拓と売上向上計画

5229 宮崎県 株式会社西部電通 6350001011113 ECサイト及びWEB契約促進による売上拡大事業

5230 宮崎県 ａｍｉｅ 自宅と店舗スペースの分断による感染対策の強化と客回転率向上

5231 宮崎県 株式会社山椒 1350001012561 お客様の要望に応える全席個室化による安心安全な店内環境づくり

5232 宮崎県 株式会社ビッグバンズ 2350001014499 全てオンラインで！簡易リフォームパック

5233 宮崎県 有限会社スワイン清藤 3350002015909 自社ブランド商品のネット販売による販路拡大事業

5234 宮崎県 株式会社松尾醸造場 3350001011702 食卓に笑顔を！人と人との心をつなぐギフト需要開拓事業

5235 宮崎県 有限会社かわにし 8350002001202 コロナに負けない体を作って健康になろう！ECの制作とHP更新

5236 宮崎県 華恋 愛犬家にかわいい洋服などをオンラインショップで提供する事業

5237 宮崎県 有限会社マルウッド 8350002013478 丸棒研磨設備導入による内製化及び設置スペースの増築

5238 宮崎県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｐｅａｃｅ 美容室における非対面セルフ脱毛サービス展開での新規顧客獲得

5239 宮崎県 巨浪 コロナに負けない店舗作りとテイクアウト事業での売り上げ回復

5240 宮崎県 鶏七輪ダイニングゾーン キッチンカーを利用した宮崎県産地鶏料理の移動販売事業

5241 宮崎県 Ｐａｌｅｔｔｅ　Ｒｉｂｂｏｎ 一般顧客向けリボンキットの開発・販売とハウツー動画配信の開設

5242 宮崎県 Ｔ’ｓＲＯＮＤ 看板商品を軸にしたフードメニューの充実による売上拡大事業！

5243 宮崎県 たかじょう整骨院 特殊機器導入による非接触型施術の実施

5244 宮崎県 有限会社竹之下部品商会 5350002002806 自社サイト並びに通販サイトにて対面営業スタイルを脱却

5245 宮崎県 アクティブホーム 自社サイト立ち上げによる新しい生活様式への対応と対策

5246 宮崎県 株式会社南九州医理化 7350001001963 地域密着型技術サポート拠点の整備と感染防止対策事業

5247 宮崎県 鍼灸堂押川 店舗改装により感染症対策と新規顧客の獲得

5248 鹿児島県 株式会社グレースライフ 3340001018351 コロナ対策万全・屋久島で少しの間暮らすプライベート空間の提供

5249 鹿児島県 吉永酒造有限会社 3340002018838 焼酎製造工程の高度化による非接触作業環境の実現 と新商品開発

5250 鹿児島県 炉端屋きつね お客様に安心してお食事頂ける店内環境の整備と積極的なPR事業
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5251 鹿児島県 焼酎とおでん　りんご おうちでいつでものんびり「おでんセット」の販売

5252 鹿児島県 雲月農園 在宅時間を有効活用できるEC商品開発とEC通販による販路拡大

5253 鹿児島県 からあげ家ゆんたく デリバリーによる感染防止、地域貢献と売上向上

5254 鹿児島県 株式会社ＫＡＧＯ食スポーツ 8340001019683 スポーツ栄養士認知向上及び地域開放栄養ケア・ステーション開設

5255 鹿児島県 株式会社肝付 5340001021691 「新商品開発のためのピザ窯の撤去」

5256 鹿児島県 異国情緒 接触を避ける設備・サービス拡充による簡易宿泊所からの脱却事業

5257 鹿児島県 特定非営利活動法人ともいき 5340005008248 WEB受注システム導入と自社HP開設による販路開拓事業

5258 鹿児島県 株式会社堀之内商会 3340001009400 光触媒施工でお部屋の悩み解決！

5259 鹿児島県 株式会社ｉｒｏｒｉ 3340001023707 小学生向けオンラインキャリア教育ビジネス構築と販路拡大

5260 鹿児島県 夢物語 店舗改修による、換気拡大とテイクアウトの販路拡大

5261 鹿児島県 やきとり南蛮亭 個室空間演出と換気強化による顧客間の感染防止及び居心地改善

5262 鹿児島県 小迫商店 対人接触機会減少のレジャー「キャンプ」への食材デリバリー事業

5263 鹿児島県 癒やしの空間中医アロマセラピーサロンうららか アロマの香りで心と身体を癒やす通信販売事業。

5264 鹿児島県 株式会社ＯＺ 4340001009936 セルフレジ導入による対人接触機会の減少

5265 鹿児島県 Ａｄｈｅａｌｔｈ 非対面型でのトレーニングの提供と健康器具の物品販売

5266 鹿児島県 株式会社Ｂフロンティア 3340001012379 食べながらデトックス出来る腸活サプリメントcho’rismの

5267 鹿児島県 宙ハウス 感染症対策と利便性向上により安心で魅力的な民泊事業への転換

5268 鹿児島県 株式会社Ｎｅｘｔｉｎｇ 6340001020081 オンライン営業によるポストコロナ禍を切り抜けるデジタル戦略

5269 鹿児島県 有限会社アジャスト 1340002000970 動画配信を通した商品サービス広報活動

5270 鹿児島県 株式会社カイセイ 3340001010564 『奄美島豚あかりんとん』の冷凍自動販売機による販路開拓事業

5271 鹿児島県 ビーコーポレーション株式会社 6340001023695 『令和維新は鹿児島から！九州の名産品を全国の食卓へ！』

5272 鹿児島県 シノケン 対面営業にかわり当社の強みを周知させるランディングページ制作

5273 鹿児島県 株式会社Ｔｈｒｅｅ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 7340001023406 ECサイト開発による非接触型販売と販路拡大の両立

5274 鹿児島県 ローズ Web活用での営業力強化と店舗改装によるくつろげる空間設定

5275 鹿児島県 日本教育実習就職事業センター 中国語・中国文化教育オンラインスクールの設立

5276 鹿児島県 株式会社日本情報興業 2340001022404 テレワーク設備導入によるコロナ禍に対応した販路開拓事業

5277 鹿児島県 サテライツ株式会社 6012301008260 ウエブ機能強化による通販事業への比重傾倒を通じた感染防止

5278 鹿児島県 古美術八木 骨董のオンライン査定とギャラリー開設による個人買取り強化

5279 沖縄県 ジョイクリエイト沖縄ティーダ 非対面とコロナ感染予防対策を徹底してダイビングを楽しむ事業

5280 沖縄県 しま宿南来 宿泊客、レンタサイクル利用客への南来弁当の提供

5281 沖縄県 まちなかＭＥセンター株式会社 2360001028275 ウェアラブル型バイタルサイン送信機の開発

5282 沖縄県 グリーンオーシャン株式会社 9360001020267 沖縄恩納村デザイナーズヴィラでのフォト＆リモートウェディング

5283 沖縄県 株式会社ＬＡＮＴＡＮＡ 8360001019624 オンラインジュエリーカスタムの店舗内のお客様対応体制の確立

5284 沖縄県 鉄鍋家 大部屋を個室に改装しオンライン予約の導入

5285 沖縄県 株式会社農業生産法人沖縄葡萄 1360001016207 ポストコロナを見据えた新サービスや商品開発に関する取組み

5286 沖縄県 株式会社デンショバト 5180001124569 ECサイトシステム構築によるオンラインウェディング事業

5287 沖縄県 株式会社オキナワライフ 2360001026717 E C販売による販路拡大と新商品開発

5288 沖縄県 島廻遊 テイクアウト導入による既存利用者利便性向上・新規顧客開拓

5289 沖縄県 株式会社ｌｏｌｌｏｌ 4360001027622 非接触で芸人に直接オンライン商品をオーダーできるシステム構築

5290 沖縄県 ＳｐｏｒｔｓＢａｒＧＬＯＣＡＬＳ 対人接触機会減少に資する移動販売車での移動販売事業

5291 沖縄県 ShomaLeatherWorks カスタムオーダーでのインターネット販売開始

5292 沖縄県 株式会社かふぅ 9360001021538 HP開設と通信販売及び窓口販売・テラス席の増設

5293 沖縄県 真　お魚と野菜 真空包装機導入によるテイクアウト及び宅配メニューと販売の拡充

5294 沖縄県 有限会社シーフレンド 1360002001983 新しい土産品の開発でガッチリ売上アップ大作戦

5295 沖縄県 ホリスティック食育サロンmaricoco 女性長寿日本一の村発！免疫力アップ講座で長生きの秘訣を発信

5296 沖縄県 プラス オーガニック小麦を使い体に優しいドーナツテイクアウト販売事業

5297 沖縄県 アルティザン 屋外スペースの有効活用による対人非接触化を図った新規顧客開拓

5298 沖縄県 藤﨑紅型工房 ホームページを活用した琉球びんがたオンライン販売事業

5299 沖縄県 ビューティーサロン　ゴージャス 店内改装で非接触メニュー提供とEC構築の非対面販売で巻き返せ

5300 沖縄県 たべ・まーる 子育て世代向け「オンライン食育講座」で食卓に健康を取り戻す！
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5301 沖縄県 ＨＯＫＥＮ　ＷＯＲＬＤ 非接触に特化した営業が可能となる訪問型ほけんの相談車

5302 沖縄県 雅 他社紹介を辞め自社 EC へ誘導。コロナ禍で新しい価値を提供

5303 沖縄県 天慈国際健康管理株式会社 3360001020009 多機能ミニアプリの導入によるWEB上のサービス提供＆顧客管理

5304 沖縄県 ツト TSUTO オンラインショップの開設

5305 沖縄県 高口由美子 増築しテイクアウト事業と外注でデリバリーサービスを開始する。

5306 沖縄県 美容鍼灸サロンＬｕｐｉｎｕｓ 非接触型体質改善ダイエットメソッドの導入

5307 沖縄県 首里山整骨院 Zoomを用いた遠隔による運動指導

5308 沖縄県 嘉海食堂（よしみしょくどう） てびち煮付冷蔵長期保存可能商品の開発・販路開拓

5309 沖縄県 株式会社幸 8360001005698 琉球王朝の食事と踊りをセットした親子教室を開催し県民の顧客化

5310 沖縄県 鉄板・ロティサリーチキン　アプレシオ テイクアウトの強化による販売機会の拡大と感染リスク軽減対策

5311 沖縄県 有限会社ＴＭ．Ｐｌａｎｎｉｎｇ 4360002020304 新商品開発とIT導入でテレワーク推進。低感染リスクで販路開拓

5312 沖縄県 株式会社栗田おりべ 9360001026941 非接触・非対面にして周知・集客を最大化するSNSサービス構築

5313 沖縄県 株式会社リゾートライフコンシェルジュ 3080101006695 ポストコロナを踏まえた、顧客と連携した非対面ビジネスの確立

5314 沖縄県 沖縄レンタカー合同会社 5360003008116 宿泊施設の「完全非対面」システム導入

5315 沖縄県 安里司法書士事務所 ホームページ整備に伴う受付・面談のオンライン化

5316 沖縄県 リブロン 脱毛機導入によるセルフ美容の推進。

5317 沖縄県 グランブルーインターナショナル株式会社 4120001099784 対人接触減少の為のSNSを活用した予約システムの構築

5318 沖縄県 海の店むる星 店内設備の増強とデリバリー販売促進による非接触販売体制の整備

5319 沖縄県 シャム　ビントウ テイクアウト需要を喚起するチラシと窓のある安心な店舗へ

5320 沖縄県 沖縄リラリズム ECサイト構築によるオンライン集客及び物品販売のフロー

5321 沖縄県 さしだ商店 テイクアウトとテラス席で安全・安心なラーメン店の販路開拓

5322 沖縄県 株式会社Ｈ＆Ｔ 5360001011682 本格レストランのデリバリー＆テイクアウト事業

5323 沖縄県 金城プロモーション オンライン接客に向けたWEBプロモーション

5324 沖縄県 和屋 ｗｉｔｈコロナ　足圧マッサージで心身共に健康を取り戻す

5325 沖縄県 株式会社ＦＩＳＨＴＡＩＬ 9360001019128 沖縄を味わうお取り寄せ商品の開発販売ならびにECサイトの運営

5326 沖縄県 株式会社ソルトラボ石垣島 9360001023575 地元特産品を活用したテイクアウト店の開設

5327 沖縄県 パティスリー・ランヴォール 対人接触機会の減少で衛生的な環境整備（接客）

5328 沖縄県 有限会社まりんはうすぐるくん 5360002021813 ＨＰリニューアルとＥＣサイト販売用新商品の開発事業

5329 沖縄県 美浜産業株式会社 6020001093770 自社見積システムで実現する非対面営業！ＤＸ化で機会を獲得！

5330 沖縄県 ｆａｔｉｍａ オンライン開設、ホームページ制作・更新による販路拡大

5331 沖縄県 ザ　オーシャン 非対面型テイクアウト事業でお客様に安全安心な買い物の場を提供

5332 沖縄県 ｓｕｎｌａｕｇｈ ホームページ作成によるオンライン集客及び講座開講のフロー構築

5333 沖縄県 合同会社Ｍａｒｉｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ海力丸 4360003010213 海遊びをリアルタイムでバーチャル配信するための環境づくり

5334 沖縄県 ｅｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎ　Ｎａｐ 未使用スペースでハイブリッド非対面事業の展開

5335 沖縄県 Ｌｏｋａｈｉ 電子書籍とオンライン講座のキャリアアップ支援の新商品開発

5336 沖縄県 宮良木工所　宮良孔明 「オリジナル木製家具」紹介・販売サイト構築による新規顧客獲得

5337 沖縄県 株式会社葬儀社心花 7360001028072 接触機会削減の為の家族葬強化及びHPによる事前相談

5338 沖縄県 宮古島マイクロブルワリー 宮古島マイクロブルワリー

5339 沖縄県 農業生産法人株式会社今帰仁ざまみファーム 4360001012673 非接触型の売れる仕組みづくり

5340 沖縄県 伊豆味そば フードコート型サービスの導入による非対面・非接触接客の実現

5341 沖縄県 合同会社沖縄文化空間オーシーズ 4360003005733 感染リスク低減のための環境整備と新サービスによる売上創出

5342 沖縄県 株式会社Ｍａｒｉｎ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ 2360001024191 鍼灸治療院の移転開設事業（無人プライベートジム併設）

5343 沖縄県 株式会社星合 3360001025115 ジュエリーおよびジュエリー加工機器のオンライン販売事業

5344 沖縄県 株式会社城建 9360001006828 与那国産イリオモテアザミを使った「あざみ麺」のECサイト展開

5345 沖縄県 株式会社丸玉 4360001026566 沖縄伝統菓子「タンナファクルー」ＥＣ販売プロジェクト

5346 沖縄県 エクセル美容室 HPリニューアル及び店舗外観改装による新規顧客獲得

5347 沖縄県 ちゅらさ工房 オンラインでのフクギ染め体験商品開発

5348 沖縄県 Ｒｅ：Ｏｒｃａ 水中等の動画撮影と映像制作、販売で収益アップ

5349 沖縄県 しまぬ売店 伊是名島産の島米を活用！新たな特産品開発で島を活性化

5350 沖縄県 韓国居酒屋　マンナン テイクアウト実施、非接触型コロナ対策、アイドルタイムの活用
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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2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9月2日(木)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。

5351 沖縄県 ゆるパワースポット ニュージーランド産精油のオンライン販売で新規顧客開拓事業

5352 沖縄県 株式会社ｄｅｓｉｇｎ　ｗｏｒｋ　五感　ｐｌｕｓ 4360001023951 英語対応の新たなＨＰ導入による非対面式営業で海外にも販路拡大

5353 沖縄県 宗像堂 出入り口の増設によるサービス向上と店外飲食スペースの設置

5354 沖縄県 ピュアキャッスル株式会社 7360001017018 菓子製造の新商品開発を行う

5355 沖縄県 ざは不動産株式会社 6360001017225 内覧機能搭載のＷＥＢサイトで非接触による新規顧客獲得の強化

5356 沖縄県 有限会社金龍飯店 6360002001467 ウイルス感染リスク低減事業

5357 沖縄県 深井弘之 VRカメラ導入によるイベント撮影サービスの開始と販路開拓

5358 沖縄県 シマノワ 低感染リスクな店づくりと事前受注の宅配事業の新規展開

5359 沖縄県 有限会社Ｉ　ＬＩＦＥ地建 6360002022397 賃貸物件・宿泊施設・ワーケーションのリモート内覧

5360 沖縄県 合同会社ＡＯＢ 3360003010354 多言語対応のオンラインマツエク相談情報発信サービスの提供

5361 沖縄県 沖縄ゴールデン開発株式会社 8360001024137 非対面でも新規顧客が獲得できるよう、集客サイトの制作
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