
＜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 炭焼酒場次男坊 「町（待ち）から外へ」屋外移動出店で売上回復とリスク分散

2 北海道 株式会社えぞキッチン 2430001058926 一次産品生産者のPV撮影配信システム構築による商品力UP計画

3 北海道 株式会社丸友高尾呉服店 7450001003074 WEB上3Dバーチャルショウルームの作成編集とそれによる効果

4 北海道 ｃａｆｅ ｋｕ−ｐｅ ステイホームで北海道の味・蝦夷鹿肉料理の冷凍食品の通信販売

5 北海道 ＦＯＯＤ＆ＢＡＲ ＨＩＲＯ 北海道を味わうハンバーガーをモバイルオーダーで販売

6 北海道 海鮮処 魚屋の台所 別邸ホームページの新規制作とEC機能での新規物販展開

7 北海道 株式会社摩周 1460001003277 摩周そば専門店が生産する「手打ち生そば」のインターネット販売

8 北海道 創作洋風料理こころ スチームオーブン導入によるチャンスロスの解消と販路開拓

9 北海道 株式会社北海道ホテルマネジメント 3430001075986 飛び込み営業からの転換、オンライン商談実現のための環境作り

10 北海道 生そば藤 強制的ソーシャルディスタンスの確保とネット販売の新規取り組み

11 北海道 有限会社浜谷商店 3430002055005 セルフ形式「店頭精米と量り売り」非対面型サービスよる販路開拓

12 北海道 株式会社天間農産本舗 4450001006690 野菜用自動販売機を導入し、非接触型販売とする事業

13 北海道 企業組合あぷた 7430005010226 道の駅あぷた「コロナ災害からの再生」事業

14 北海道 有限会社フアミリークリーニング 9460002002428 車でアクセスしやすい、ドライブスルー・クリーニングの開始

15 北海道 阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社 8460001005242 阿寒湖のマリモ VR観察ツアー造成事業

16 北海道 株式会社てんげつあん 2450001010389 ECサイトの開設による新規販路・新規顧客開発事業

17 北海道 アグーリ 非対面型販売への転換(珈琲豆と焼き菓子開発)と販路拡大

18 北海道 株式会社ＲＥＲＵＤ北海道 8460102000175 アフターコロナを見据えた新たな営業展開への挑戦

19 北海道 珈琲淹ＲＥＦＩＮＥＤ朝日店 あん類製造業への業態転換と新規顧客開拓

20 北海道 Ｐｅｅｋａｂｏｏ 希少価値の高い生乳で作るジェラートを全国のご家庭へお届け

21 北海道 クロスプロエンタープライズ株式会社 9430001074677 自動車販売イベントサイトの政策運営事業

22 北海道 株式会社Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ 3460101006021 コロナ太り解消！メンズ新規顧客獲得に向けた痩身マシン導入

23 北海道 手作りハンバーグ工房Ｔｏｓｈｉ 専門店ハンバーグの最適な冷凍調理法の開発とネット販売化

24 北海道 にしまち治療院 セルフ機器を用いた非接触サービスの提供

25 北海道 くしろキッチン株式会社 7460001004451 観光土産品販売からギフト需要への転換

26 北海道 株式会社ａｌｌ 5430001080712 もぐもぐピース北海道事業「きたきた」

27 北海道 合同会社ＦＡＭＩＬＹ ＦＵＮＮＹ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 2430003010018 感染リスク低減の非接触オペレーションによる販路開拓施策

28 北海道 有限会社サイエンスゴルフアカデミー 7430002008140 インターネットを使用したバーチャルフィッティング＆レッスン

29 北海道 株式会社ＴＡＧＴＡＣ 7450001006052 店舗からWEB撮影スタジオへの移行簡便化及び整備

30 北海道 有限会社福田商会 2460102002862 HP及びＥＣ構築により弊社ＰＲとＰＢ商品受注拡大を目指す

31 北海道 マジョリカ クラスター軽減のための、テレビ電話を用いたオンライン来店

32 北海道 株式会社日新冷販 6460101001309 接触時間削減による低感染リスクの実現及びテイクアウト部門強化

33 北海道 麺てっぺん キッチントレーラー導入によるジャークチキンのテイクアウト販売

34 北海道 株式会社アフォーダンス 6430001042001 中小企業向け見積支援システムの非対面型販路

35 北海道 株式会社ルシファ 5430001061547 非接触型のサービス紹介とオンライン身体相談会で新規顧客を獲得

36 北海道 株式会社Ｙ・ｆｌａｇ 6430001045986 自宅で学ぶパーソナルセルフケア・セラピスト養成オンライン講座

37 北海道 Ｆｕｔｕｒｅ  Ｃｒｅａｔｅ 自社事業にオンラインを活用したコンテンツ提供と販路拡大施策

38 北海道 有限会社いわい珈琲 4430002041706 サブスク及びテイクアウト販売開始による売上増加計画

39 北海道 株式会社キッチンゴー 7430001082764 デリバリー×キッチンカーの新ビジネススタイル販路拡大事業

40 北海道 ナチュラルセント 商品販売、各種講座、アロマ相談のオンライン化事業

41 北海道 有限会社丸は宝来水産 6462502000731 家飲み等の需要に対応する水産加工品のネット販売の取り組み

42 北海道 くりや株式会社 2450001013235 非対面オンラインの特産品拡販で地方・企業活性化の社会課題解決

43 北海道 株式会社インプレッション 6430001069647 オンラインショップの開業

44 北海道 株式会社北の逸品 8430001065396 新型コロナに対抗する百貨店向け卸販売製造事業

45 北海道 株式会社知床ツーリスト 3460301003611 Webサイトリニューアルによる既存事業の強化とECサイト構築

46 北海道 合同会社プリモピアノ 7430003012851 ポストコロナに向けてオンライン販売を強化し、収益改善を図る

47 北海道 カットルームフクシ 自動洗髪器の導入

48 北海道 株式会社カネヒサ 5430001058915 宴会中心からデリバリー・少人数会食の二本柱への転換事業

49 北海道 ジェイエコツアー株式会社 4430001026732 アウトバウンドからin北海道・着地型へ転換とラグジュアリー

50 北海道 ＳＨＡＲＥＮＡＩＬＳＡＬＯＮＬｉｌｙ ネイル施術の個室サービスによるコロナ禍の安心提供

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3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11月4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 株式会社カーズタウン 5430001063246 自社サイトの構築でスケールメリットを生み出す

52 北海道 株式会社ＴＡＴＥＹＡＭＡ 3440001008648 緊急事態宣言になっても戦えるキッチンカー作成

53 北海道 株式会社ひやまスポーツ商会 9440001006489 遊休スペースの有効活用による来店客や店舗スタッフの三密回避

54 北海道 株式会社加藤 9460101006783 既存からの市場拡大が見込める特殊な塗装剤の卸売事業への進出

55 北海道 有限会社小林商事 2450002011816 「セルフエステ・オンラインカウンセリング」で美しさを維持

56 北海道 ネイルサロン モナ ネイル施術の予約とお客様へのサービス内容ＰＲのオンライン化

57 北海道 ロヘア 髪と美容を運動から提案する個室型無人レンタルフィットネスジム

58 北海道 株式会社爽準 1450001012733 テイクアウト事業の開始と専用販売窓口の設置

59 北海道 イレブンオート 小規模レンタカー業における非対面・接触型サービスの提供

60 北海道 有限会社Ｓ・Ｈ・Ｒカンパニー 8430002042329 コロナ禍の今だからこそ非接触型事業展開

61 北海道 ペンション トムテ ルム 店舗改装による接触機会削減とサービス向上に伴う売上増加事業

62 北海道 ロイズコーヒーユニオン株式会社 8430001018668 【低感染リスク型】

63 北海道 レストランはまなす テイクアウトへシフト「地元にAiされる喫茶店」新店舗開店

64 北海道 プラスデンファニチャー 家具業界における既存の来店型販売に変わる新たな接客手法の構築

65 北海道 有限会社金崎民芸 9450002001315 対人接触機会を回避したECサイト構築による販路拡大

66 北海道 ＹｕｍｅＰｌｕｓ株式会社 1460301004818 オンラインビジネスコンサルティング事業

67 北海道 有限会社グラン・パパ 5430002056959 いらっしゃいませからまたお越しくださいまでNO密おもてなし

68 北海道 合同会社ワークＮＫ 2430003006197 感染リスクを軽減したサービスの開始による新規顧客の獲得

69 北海道 株式会社クレド 9460101005505 体験型アウトドアＢａｒへの営業転換による事業再構築

70 北海道 株式会社北海道バイオインダストリー 8430001025359 HPから平易にオンラインでの商談が可能な受注システムの制作

71 北海道 株式会社焼鳥専門ぎんねこ 5450001011095 冷凍自動販売機の導入による販路及び認知拡大の実現

72 北海道 有限会社丸和すがわら 8440002004666 小規模事業者持続化補助金

73 北海道 株式会社あおぞら代行サービス 6430001075174 デリバリー業者対象外地域の食品デリバリー代行事業

74 北海道 ＰＡＴＴＥＲＮ ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 1430001075567 非対面型デザイン経営コンサル事業実現のためのＷｅｂ環境整備

75 北海道 有限会社弥生水産 2440002005117 函館朝市ぶっかけ屋の味を全国に

76 北海道 株式会社サビッズ 3430001065145 オンラインイベントシステム開発事業

77 北海道 株式会社ジョイプラス 3430001070079 コロナ禍に対応！自社サイト機能強化で集客アップと販路の拡大！

78 北海道 Ｍ＆Ｒ 洋食のプロが考える鮨のデリバリーサービス開始

79 北海道 株式会社ワイプロジェクトグループ 6430001074572 ＯＡ機器訪問販売から非対面オンライン販売システム構築への挑戦

80 北海道 ＯｆｆｉｃｅＴＡＧＩＲＩＭＵＳＥ 新規オンライン舞踏レッスンの販路開拓及び新作品の制作

81 北海道 林田直樹 感染リスクの低い新店舗への移転と新サービス導入による販路拡大

82 北海道 株式会社モモカーゴ 4430001084417 ピロー包装機設備導入により販路拡大

83 北海道 ニューポート 「Newportの感染拡大防止対策の周知」戦略による販路拡大

84 北海道 スリーケー企画株式会社 8430001076105 非対面オペレーションの構築事業

85 北海道 ライフデザイン 接触しない個別ファッションアドバイス

86 北海道 スズカＦＡＳ株式会社 3430001081266 HP制作・Webシステム導入による非対面型Ｍ＆Ａ支援事業実現

87 北海道 フェリーチェ 幸せnoteセルフコーチングで女性を応援するオンライン事業

88 北海道 株式会社三浦商店 7460101004500 QRコード付きの家具・金物・自転車などの通信販売事業

89 北海道 ベストワン 車内除菌・清掃で安心安全なカーライフを！

90 北海道 有限会社フォトプラザ・クドウ 1460102002839 ウィズコロナ時代のオンラインでのカメラ撮影技術講習の実施

91 北海道 焼き鳥三歩 テイクアウトメニューの開発と感染拡大防止策の強化

92 北海道 有限会社くまごろう 2430002016965 高齢者住宅情報提供ウェブサイト改修

93 北海道 らーめんとめ治 券売機導入とテイクアウト型販売メニュー開発

94 北海道 株式会社ＦＯＯＤ２９ 2430001078065 ECサイトとデリバリーシステム導入でお肉屋のお弁当事業を拡大

95 北海道 ＳＷＩＴＣＨ ＯＮ 子育て女性起業家を支援！アフターコロナを見据えたデジタルマー

96 北海道 ラプラス 日本人講師による月額制オンライン中国語授業サービス

97 北海道 南邦彦 新しい生活様式を補佐するデジタルスマート転換事業

98 北海道 シシュ 新サービスとしてのオンライン韓国料理講座の実施

99 北海道 ＮＵＥ 独自の加工技術を駆使したドライフラワーのネット販売事業

100 北海道 有限会社響花 5430002032217 ECサイトによる非対面販路構築とSNSによる認知拡大事業
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101 北海道 株式会社アシストタイム 1430001064421 ＷＥＢマーケッターが本気で事業の柱を作るためのＥＣサイト事業

102 北海道 西村商店 輸入雑貨～オホーツクの逸品まで、おこわ屋店主のネット販売事業

103 北海道 株式会社クローバーホーム 2430001076523 感染対策に配慮したオンラインシステムを活用した移住相談会の実

104 北海道 株式会社ＣＡＭＰＬＡＢＯ 7460101006851 インターネット通販業およびキャンプ場予約サイト構築事業

105 北海道 めんきち 専門家によるコンサルティングによる通販向け商品開発及び売上拡

106 北海道 株式会社ピクト 1440001005143 オリジナルコスメのオンラインセミオーダーシステム

107 北海道 てるい会計事務所 ＡＩを活用した仕訳自動生成による非対面型の新たなサービス提供

108 北海道 ＹＵ 身近な理想の人になれるアパレルECサイト【YU】制作事業

109 北海道 和小物作家 かりぶぅ 心と体のオアシスに!!介護用品のオーダーメイドサイトの構築

110 北海道 キッチン猫のさんぽみち テイクアウトの強化による新たな顧客の獲得

111 北海道 圓子水産 SNS×ネットショップで若き知床の漁師が地産外商に挑戦！

112 北海道 合同会社ＣＨＩＮＯ ＣＲＥＡＴＥ 6450003001944 ママさん美容師が拓く未来！ニューノーマル時代のサロン経営革命

113 北海道 有限会社ブルームーン 3430002048660 ECサイトを構築し商品販売で売上アップとSDGsへの取り組み

114 北海道 株式会社慶樹 1430001038235 アトリエ・倉庫を改装した『テイクアウトコーヒー店』の運営

115 北海道 サラ・ヘアーデザイン 独自Webサイトによる無料カウンセリングと自動予約受付

116 北海道 株式会社Ｃｏｕｔｕｒｉｅｒ＆Ｃｏ 8430001076410 ECの新規事業参入でマスクの肌荒れに向けて男性にも販路拡大

117 北海道 Ｌｉｖｅ＆Ｌｉｆｅ How To Gaijin

118 北海道 しゃんぐりら 併設店舗の立ち上げとホームページ集客

119 北海道 株式会社西山マネジメントオフィス 3430001075177 レンタルスペース業開始に伴う設備、HP、予約システムの構築

120 北海道 株式会社ＭａｍａＬａｄｙ 7430001076568 バーチャル子育てサロン事業

121 北海道 サロンドールユキノ セルフマシンエステによる対人接触機会の減少と施術能力の向上

122 北海道 ヤナハラ 完全無人型でコロナ禍でも安心・安全／セルフ脱毛への取り組み

123 北海道 フェアリー コロナ禍でも安心して記念写真を！セルフ撮影スタジオの運営

124 北海道 株式会社リライズ 2430001083230 ウィズコロナ時代の営業活動強化

125 北海道 公園通りスタジオ 4K 映像インターネット配信技術協力事業

126 北海道 目国内型 対人接触機会の減少に資するECサイト構築及び低価格帯商品開発

127 北海道 ＳＩＴＹビル株式会社 4430001004688 『コロナ感染対策実施について周知および新規顧客獲得』

128 北海道 株式会社レックオン 1430001073249 ECサイトの拡張による業務効率化と販売促進

129 北海道 美人バスト北海道旭川店 コロナ禍での体型崩れを解決！非接触サービスで安心ボディメイク

130 北海道 有限会社アシッド 9430002030547 非対面サービスを導入する事で、安心してご来店頂けるサロン作り

131 北海道 有限会社旭工房 4460102000113 ホームページ開設による非対面での商品販売を実現！

132 北海道 ＫＡＮＡピアノ教室 笑顔で脳を育む音楽教室のオンライン化で、対人接触機会の減少

133 北海道 有限会社エム・ステージ 6430002022869 情報を素早くお客様へお届け！コロナ禍対応型不動産事業への転換

134 北海道 うどん山菜塩屋 自動販売機及びウィルス対策空気清浄機の設置

135 北海道 大内舞子 主婦の支援に特化したクラウドワーカーサポートサービス

136 北海道 アンレイテッド コロナ過でもダーツ普及を！ダーツグッズのネット販売事業化

137 北海道 株式会社ライズ 1030001110249 インターネット回線販売を非対面で全ての契約を完結

138 北海道 上山泰弘 動画配信による非対面型ビジネス、及び高品質配信の宣伝等

139 北海道 マイ オリジナルスパイスの販売と地産地消のスープカレー販売をECで

140 北海道 株式会社ハウスリンク 9430001084486 おうちづくりの相談窓口の宣伝とオンライン相談体制の構築

141 北海道 有限会社ユーワサービス 6430002021037 ガチャガチャのオンライン・リモートワーク事業

142 北海道 株式会社ＮｏＬａＢｏ 6430001083466 感染リスクを回避したオンラインでの効率的な健康維持プログラム

143 北海道 合同会社Ｔｏｎｏクリエイト 4430003012375 自社ECサイト構築で全国に販路拡大

144 北海道 北海道フード株式会社 3430001041113 北海道和牛ブランドを活用した新たな商品を非対面販売で！

145 北海道 株式会社ラインウェブ 8430001076872 廃棄資源有効活用しコロナを見据えたペットフードECサイト販売

146 北海道 ミニマルエコライフＭＥＬ 消毒による肌荒れから守る北海道無添加石鹸のオンライン販売強化

147 北海道 開業サポートドットコム ホームページリニューアル・自動化と業務範囲拡大で売上アップ

148 北海道 ノーザンファーマーズ株式会社 9430001082036 多機能ホームページで実現！6次産業化プロデュースと

149 北海道 居酒屋ダイニングはま 北海道の海産物の産地直送ECサイト構築とWebマーケティング

150 北海道 村川写真事務所 新たなサービスとしての動画の撮影サービスの提供開始
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151 北海道 堀川経営オフィス 対人接触機会の減少と事業拡大を両立させるHP開設と看板の設置

152 北海道 カメレオンレーベル オンラインレコーディングシステムの構築と販売物の宣伝経費補助

153 北海道 株式会社三栄工業 6430001049970 ボットチャット導入による非対面型営業サイトの構築事業

154 北海道 ｋｏｙａｂａｒ AIとビックデータ利活用でICTエステサロン運営を！

155 北海道 旅ＰＬＵＳ 取材等のオンライン化で商圏拡大とサービスの効率化を目指せ！

156 北海道 株式会社道産木 8430001070801 非接触型DIYスペースレンタルによる道産木BtoC戦略

157 北海道 ＬＩＢＥＲ ＷＨＩＴＥ クラウド受注システム付きのオンラインサービスHP構築事業

158 北海道 株式会社ＳＣＷトリニティ 4430001058420 消毒・保湿・アロマ効果があるハンドフレッシュナーの開発・販売

159 北海道 有限会社ムラキフードプランニング 6430002029534 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

160 北海道 株式会社アクティブ・マネジメント 3460301004758 強みをもつ既存事業者とチームを組んだフォトウェディング新事業

161 青森県 有限会社レストラン御幸 4420002015792 キッチンカーで「笑顔とおいしい」をみなさまに

162 青森県 Ｌｅｇａｌｉｓｓ キッチンカー導入による売上アップと既存店の宣伝活動！

163 青森県 弘前ＢＲＩＣＫ株式会社 8420001016937 おうちでBRICK！全国対応デリバリー商品の食物販事業

164 青森県 ボワラ 中食需要に応える！「シェフの手作りレトルト食品」

165 青森県 バー イル マーレ 「テイクアウト・デリバリー販売の導入による新規顧客獲得」

166 青森県 合同会社ファンライブ 6420003001988 大安食堂キッチンカー導入による売上強化

167 青森県 有限会社寿々炉 3420002013517 和菓子の魅力を最大限伝えるECサイト構築事業

168 青森県 麺屋 頂 −ＩＴＡＤＡＫＩ− 券売機導入で接触を減少！！ 接客余裕時間でテイクアウト強化

169 青森県 ＡＦＲＥＳＨ株式会社 6420001016798 ＨＰの刷新と非対面受注による抗ウイルス抗菌サービスの売上拡大

170 青森県 Ｖｅｇｅ Ｌａｂｏ Ｇｏｏｄ ｄａｙ ２４時間非対面でお店の味をご自宅で！！

171 青森県 星村 ふつむら 屋内空間を有効活用し、新しい生活様式に対応した飲食空間づくり

172 青森県 合同会社しき 7420003001558 事務室・相談室改修による相談者との非接触型面談への移行

173 青森県 株式会社三栄商会 2420001009087 ガス検針の自動化で生産性向上

174 岩手県 シーズンバイシーズン 調理プロセスの刷新による感染防止及び新サービスの創出

175 岩手県 いとうや テイクアウト事業の強化！「できたてお弁当」で売上拡大！

176 岩手県 鉄板焼き ＯＢＡＲＡ ポストコロナに対応できるキッチントレーラー導入事業

177 岩手県 ＪＵＫＥ３００ 非対面型産直マルシェの展開による販路開拓

178 岩手県 あさひ堂 加工場整備による売上増加及び感染リスクの低減

179 岩手県 まつだ松林堂 ＳＮＳを活用したお菓子のサブスク「ご褒美お菓子袋」事業の展開

180 岩手県 株式会社セレンブライダル 3400001003446 レンタル衣装のオンライン決済を導入して現状を打開！

181 岩手県 境田自転車商会 自転車店の強みを活かした非接触電動レンタサイクル事業の展開

182 岩手県 有限会社佐々木酒店 1400002010261 「人気な遠野のお酒セット」のネット通販によって売上拡大！

183 岩手県 三陸エンリッチメント研究室 新規顧客獲得、新サービスカスタマイズ製品提供による売上拡大

184 岩手県 十割そばたからや テイクアウトを当社第二の事業とすることでポストコロナに備える

185 岩手県 ファクト株式会社 9400001014537 最新BIMとホームページを活用した低感染リスクの事業体制の確

186 岩手県 有限会社千葉燃料店 5400002006685 24時間集中監視システム導入による非接触化と業務効率化の向上

187 岩手県 株式会社岩崎商店 9400001007284 作業効率改善により生み出した時間の有効活用による新規顧客開拓

188 岩手県 レストラン ファミーユ 自宅で気軽にヘルシーな本格イタリアンのテイクアウト告知事業

189 岩手県 つくしファーム ドッグトレーナーの知識を活かした鹿肉の通信販売の強化

190 岩手県 株式会社美弥ハウス 8402701000503 ECサイトを導入し住宅購入者向けの新たなサービスを提供する

191 岩手県 なないろの風 低感染リスク型ビジネス枠

192 岩手県 肖像画ＭＡＲＹ オンライン教室開講！及びECサイトを活用した非対面事業の参入

193 岩手県 株式会社カントリー不動産 7400001014126 自社HPを活用しオンラインシステム導入で販路拡大を図る

194 岩手県 合同会社ホットジャパンズ 4400003002049 非接触での海外新商品開拓と、国内ECマーケット新規開拓事業

195 岩手県 株式会社サイバーバンク 5400601000824 Cサイト開設による非接触型サービスの導入による販路拡大事業

196 岩手県 エステサロンブーラン ＷＥＢ等を活用した非対面型サービスの導入による売上向上

197 岩手県 株式会社Ｖʼｓ ｃｏｍｐａｎｙ 6400001013343 インターネット受注による非対面式ビジネスへの転換

198 岩手県 株式会社テラフォーミング 3400001014055 ECサイト開設による非接触型サービスの導入による販路拡大事業

199 岩手県 マルチポケット 非対面営業の構築！新商品開拓とEC販売で新規顧客獲得

200 宮城県 Ｃｏｎｃｅｐｔ．Ｍ株式会社 8370001044415 外構工事の直接取引！オンラインの活用で元請依存からの脱却
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201 宮城県 野菜屋カフェヴェルデ 古民家を活用によりコロナ禍に適応した個室型レストランの構築

202 宮城県 特定非営利活動法人 フォレストサイクル元樹 3370205001869 オンライン授業対応型木育商品「木の缶詰＆樹木図鑑」開発事業

203 宮城県 有限会社ｇ．ｂ．ｃ．ｄ． 3380002028478 【ミールキット：アウトドアスタイル】の製造・ＥＣサイト販売

204 宮城県 株式会社仙北商会 3370201002235 EC販売システム構築と新サービスで接触機会減少と売上増を狙う

205 宮城県 株式会社いし 7370001043013 「手作りケーキキット」開発とインターネット販売による販路拡大

206 宮城県 合同会社カイタク 2370003004265 冷凍自販機を活用した地元食品の販路拡大と新しい売り方提案

207 宮城県 株式会社Ｃｏ−ＬＡＢＯ ＭＡＫＥＲ 3370001041301 コロナ禍に対応した研究開発リソースシェアリング事業の販路拡大

208 宮城県 株式会社一苺一笑 4370801001585 ブームモア機器導入による対人接触の大幅減少と処理能力向上

209 宮城県 株式会社鈴木工務店 3370601000425 スマートフォンでの営業とフォロー体制の確立で感染リスク対策を

210 宮城県 音猫小屋 屋外ステージを使用した音楽コンサートの会場運営

211 宮城県 合同会社メリーメリークリスマスランド 8370003001224 観光地で24時間いつでも販売『仙台みやげ雑貨・自販機ショップ

212 宮城県 有限会社サトウ 4370102001905 感染症予防対策、保安業務の為の非接触遠隔検針システムの導入

213 宮城県 アルスタリア・ジャパン・トレーディング 事前注文サイトを新設、非接触型のスムーズな引き渡しを！

214 宮城県 Ｓｔｕｄｉｏ ＳＯ−ＬＡ オンラインを活用したパーソナルダイエットサポート事業

215 宮城県 有限会社菓子匠喜多屋 9370102000142 老舗菓子店三代目が取り組むBtoB事業を通じた販路開拓

216 宮城県 ８ＳＰＥＡＣＥーｃｒｅａｔｉｖｅｄｅｓｉｇｎ オンライン撮影スクール事業

217 宮城県 ベターワンダーワールド株式会社 3370001038834 飲食店の一部をオンライン会議の設備等が整った個室に改造

218 宮城県 北村ブルーベリー農園 ECサイトと動画配信による、こだわりのブルーベリーの全国販売

219 宮城県 ファイトケミカルプロダクツ株式会社 5370001043205 インターネット広告を活用したBtoC向け製品の新規顧客開拓

220 宮城県 サン工業株式会社 6370001000700 ＢｔｏＣ売上拡大に向けた、 個人客が来店しやすくする店舗改修

221 宮城県 中国料理 無問題 対人接触を減らすため餃子テイクアウト事業化による販路拡大

222 宮城県 株式会社司 6010001209880 新型マルチ自販機の導入によるコーヒー豆の新規販路開拓事業

223 宮城県 しばたの未来株式会社 6370001040886 販路開拓と安心利用できる拠点の環境整備

224 宮城県 株式会社ブリエ 3370001041128 非対面型業務システム開発のWeb商談による顧客開拓

225 宮城県 バー ビス 地元野菜を使ったソースのインターネット販売

226 宮城県 株式会社ハウジングアソシエイツ 6370001013628 無料相談と決済付きWEBサイトで部分リフォームパックの販売

227 宮城県 カハリブレ カレーうどんのデリバリー・テイクアウト専門店を新規立ち上げ

228 宮城県 株式会社翔桜建設 7370001044440 (株)翔桜建設

229 宮城県 株式会社ふぁみりあ 9370001041997 オンラインで営業から受注までこなせる無料物件管理事業の展開

230 宮城県 萩野酒造株式会社 7370201003139 「コロナへの挑戦！安心生産工程で更に品質と効率UP！」

231 宮城県 足裏堂 非接触・オンラインでの「足もみ健康講座」の自動化実践販売

232 宮城県 有限会社アド・フオート 2370002009439 対人接触機会を最小限に抑えた現場撮影と新業態での企画提案

233 宮城県 ＴｈｒｅｅＰｅａｃｅＧｒｏｕｐ株式会社 7370001046528 東北の子どもたちの夢を応援！キッチンカーを活用した事業展開

234 宮城県 株式会社ＥＮＬＡＲＧＥ 1370001041856 セルフ脱毛器導入による非接触型サービスの展開

235 宮城県 蒔 Ｗebサイト構築による売り上げ増加と新規顧客獲得

236 宮城県 とうがらし亭 「電話一本」町中華のデリバリー事業

237 宮城県 エヌ・イー・エス 【エヌ・イー・エス】対人接触機会を減少させる新買取サービス

238 宮城県 エステティックサロン デ・アイム 石澤珠美 WEB新規サイト構築による売上増加・新規顧客獲得

239 宮城県 株式会社マルチインスペクション 8370001041494 新型コロナウイルス感染症予防対策用移動事務所車両の導入

240 宮城県 ヒーリングランドレイキ 顧客獲得と提供サービス安定化に向けたオンラインシステムの充実

241 宮城県 株式会社データリカバリー 2370001042787 個人向けの安全安心なPC廃棄・データ消去サービス

242 宮城県 株式会社ＫＡＭＩＪＩＭＡ 8370001046626 オンライン商談の開始。接触回数の減少とリスクの回避

243 宮城県 串焼きバル 酉幻 デリバリーの為の電気三輪自動車の購入

244 宮城県 ＴＵＺＵＫＵ株式会社 4370001040665 非対人接触完結の受注プロセスの構築

245 宮城県 サロンドカフェマンナ テイクアウト及びデリバリー用の新メニュー開拓による販路拡大

246 宮城県 株式会社アールエムピー 7370001004584 リノベーション事業によるレンタルルームの提供と広報戦略

247 宮城県 株式会社マイホームデザイン 9370001013385 SNS活用 集客活動

248 宮城県 サリダ・プランニングオフィス 人と仕事が集まる「おしごとカフェ」の運営とオンライン戦略

249 秋田県 マキクリエイト株式会社 8410001010296 まつげ美容サロンへのテイクアウト型スムージーバー併設計画

250 秋田県 有限会社柴田商店 1410002009575 自家焙煎珈琲豆の新規製造・販売による低感染リスク型店舗の運営
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251 秋田県 株式会社フルックリー 5410001012857 テイクアウト専門店の新規出店に伴うセルフレジ導入と少人数運営

252 秋田県 ＡＬＦＡ合同会社 4410003003161 ALFA合同会社

253 秋田県 煙 「居酒屋来ちゃいました」キッチンカー導入による出張型居酒屋

254 秋田県 有限会社ＦＲＥＥ 8410002004173 フランチャイズ化に伴うHP一新と予約システムの構築

255 秋田県 骨格美矯正サロン マリー テイクアウト主体店舗へのセルフレジ導入による非接触運営の強化

256 秋田県 加藤工業株式会社 4410001011018 キッチンカー事業によるコロナ禍での売上アップの取り組み

257 秋田県 ローカルでんき株式会社 4410001011364 電気料金見積・シミュレーションシステムと非接触型申込みツール

258 秋田県 有限会社ビタミンズ 9410002004437 美容室→ワンストップビューティ事業者への変革プロジェクト

259 山形県 ヤマコン食品有限会社 2390002002929 機械導入による少人数製造可能な少量個包装味付玉こんにゃく製造

260 山形県 山形ミートセレクション 自動販売機新設の３６５日2４時間非接触販売で売り上げUP事業

261 山形県 珈琲専科 道 持続化補助金低感染リスク型ビジネス枠

262 山形県 Ｍワークス 設備導入による対人接触機会の減少と生産性向上の実現

263 山形県 有限会社木川屋本店 4390002008890 コロナ影響食材での新商品製造工程対人接触低減のための設備導入

264 山形県 有限会社渡邉モータース 2390002003373 設備導入による対人接触機会の減少と新サービスの展開

265 山形県 リアクト 非対面型オンライントレーニングとオンライン決済システム導入

266 山形県 有限会社シャルル 8390002007492 パーソナルスタイリストが提案する失敗しないオンラインショップ

267 山形県 株式会社リッツ＆マック 5390001013759 地域の往来を抑制しながた人気グルメの非対面販売

268 山形県 八木橋商店 オリジナルアプリ開発でwithコロナ対応型の新規サービス導入

269 山形県 株式会社誠和 9390001014381 住居環境の改善による対人接触機会の低減と安心・安全の提供

270 山形県 合同会社荘山 9390003001519 対人接触機会を減らして入居者に安心安全な住居を提供

271 山形県 美容室リアン 安心空間づくりと新たな顧客の獲得

272 山形県 カットスペースシャンプー 非対面受注システムを導入し商品売上を増やす計画

273 山形県 サラン販売 卸しの行商人から、直接お客様に商品を届けるネット商人へ！

274 山形県 合同会社ハピネス 5390003001753 実演販売の個別化にハンドセラピス事業の追加による売上確保

275 山形県 手打ちそば和食樵 多様化する消費者ニーズに対応するためのテイクアウト事業の開始

276 山形県 アイ・コマース株式会社 8390001005927 インターネット広告を活用した防犯カメラ新規顧客の創造

277 山形県 株式会社Ｏｎｄ 7390001016363 ＥＣサイトの構築による 非対面型ビジネスの開始

278 山形県 シルキーエイト 販路拡大に向けたオンラインシステム構築と安心安全な環境作り

279 山形県 株式会社只平 2390001015717 新たなビジネスモデルの創出と接触機会を減らす事業展開

280 山形県 おもてなし スタッフ手作りを主としたミャンマー民芸品販売のＥＣサイト構築

281 福島県 株式会社ひまわり福島 2380001027572 防犯カメラを活用した総合警備コンサルティングの立ち上げ

282 福島県 やまいち農園 稲作の水管理のIoT化による対人接触機会低減と作業の高効率化

283 福島県 高畑農園 高畑農園の地域の見守りを兼ねた畑楽宅配弁当

284 福島県 メキシカン コメドール グリコ 設備導入によるテイクアウト事業の拡大と売上回復

285 福島県 有限会社マルハラ果樹園 2380002016608 体験型（セルフ型）高付加価値果物狩りファミリーパックの提供

286 福島県 株式会社丸安 2380001019776 買い物困難地域や買い物弱者のための出張販売

287 福島県 農園やい子ばあちゃん コロナ過においてのデリバリー部門強化による販路拡大事業

288 福島県 木戸美香 オリジナルジュエリーブランドの開発とEC販売

289 福島県 ワイヤード・ネットワーク技研 学習塾運営オンライン化及び指導資料データベース化等IT化事業

290 福島県 株式会社コスモテック 2380001005099 対人接触機会を少なくし、販売強化のためのホームページ作成

291 福島県 笠間敬志 会津の赤べこキッチンカーによるブランディング戦略

292 福島県 腸もみサロンＹＯＬＯ 「目指せ！コロナ太り解消」非接触型新メニューによる販路拡大

293 福島県 有限会社もとみ 5380002027065 有限会社もとみ

294 福島県 極辛味噌専門店麺屋つどい 安心安全お手軽購入、ラーメン自販機で感染防止と販路拡大！

295 福島県 株式会社かねまん本舗 3380001012680 WEBサイト再構築による販促強化・情報発信と業務の簡素化

296 福島県 松浦畳店 『畳材バッグ』のネット販売事業構築及び折込広告による事業ＰＲ

297 福島県 有限会社杉乃家 1380002030122 自動発券機を導入し、感染リスク軽減と事業継続の両立を実現

298 福島県 株式会社ファッションタイム 4380001006335 着物ECサイト構築・Webコンテンツ拡充事業

299 福島県 株式会社ライフロープ 2380001022276 ネットショップ開店と接触機会を低減した農業体験の導入

300 福島県 自家焙煎珈琲店ＭＯＴＯＣＯＦＦＥＥ お客様オリジナルの珈琲を手軽に楽しめるネット販売網の構築
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301 福島県 株式会社花座 1380001024678 お家時間というニューノーマルニーズをターゲットとした事業変革

302 福島県 シンディー 対人接触機会の減少を目的とした多目的ホームページの構築

303 福島県 キュキュナチュレン 「オンライン×セルフ脱毛」で接触削減！安心して綺麗なお肌に！

304 福島県 有限会社タックコーポレーション 7380002013617 訪問及び対面営業からオンライン営業への転換

305 福島県 ゴルフショップおの ゴルフスイング診断機器導入及びレンタルによるオンライン診断化

306 福島県 メディフィットロコモ 非対面型ビジネスモデルの推進と妊活支援による新規顧客獲得

307 福島県 ごはん・カフェ＆シーサイドハウスきゅういち ポストコロナを見据えたテラス席増設工事による顧客満足度向上

308 福島県 株式会社ベルビュートレイディング 6380001003124 平飼い養鶏事業への新規参入とフルーツエッグのブランディング

309 福島県 手打中華うさぎ 感染防止対策対応待合スペースの新設と新商品開発販路拡大事業

310 福島県 株式会社ウイング 4380001020781 キッチンカークラブ設立による潜在的顧客確保計画

311 福島県 有限会社ケーズコーポレーション 9380002018861 キッチンカー導入による「西郷」食材を使ったラーメン出前事業

312 福島県 カフェ 三日月 福島県産美味しいフルーツとわくわくをお届けするキッチンカー事

313 福島県 ピービーシーショップ 幹細胞化粧品をインターネット通販で販売強化を行う

314 福島県 斉藤 自社ECサイトの構築、SNSを使った新規顧客開拓

315 福島県 有限会社御光福園芸 7380002021603 ウィズコロナに向け体験型農業の構築による販路拡大

316 福島県 株式会社テダソチマ 9380001030264 首都圏人材との交流を見据えた須賀川映像シティープロモーション

317 福島県 アクアレンタルコミュニケーションズ 高画質モニターを使用したバーチャルアクアリウムの提供

318 福島県 鳥政 テイクアウトのための真空包装機の設置、換気設備増設・付替え

319 福島県 株式会社名刺屋さん 1380001021048 販路拡大のためのインターネットによる受注システムの構築

320 福島県 株式会社Ｒｉｄｒｅａｍ 6380001031810 種目別の料金表を掲載したHPとチラシ制作配布で売上UP

321 福島県 株式会社あたらしいくらし 6380001029581 現地訪問不要 お客様がわかりやすい コラム式 物件 紹介

322 福島県 合同会社ＴＮＳＳ 5380003003775 新たなビジネスモデルの展開 非対面で活用できる広告媒体の構築

323 福島県 Ａｍａｌｇａｍ合同会社 6380003004764 キッチンカーでの新たなサービスの提供と提案

324 福島県 株式会社イノベーションシフト 7380001032130 Webセミナーによる、新規顧客への非対面アプローチ

325 茨城県 食の蔵荒為 コロナ禍で疲れた心を癒す四季を彩るテイクアウトメニューの開発

326 茨城県 旅館山形屋 ワーケーション旅館への転換！新集客サイト・予約システムの構築

327 茨城県 株式会社ももたろう 8050001046402 ２４時間食肉自動販売機導入による非対面販売事業

328 茨城県 有限会社こり家 2050002006468 食肉の真空加工によるテイクアウトの強化、通販事業への参入

329 茨城県 有限会社高橋食品 3050002017398 豆腐スイーツが食べられるオープンテラス席設置による３密の回避

330 茨城県 ｍｏｇｕｍｏｇｕＬａｄｙ 新商品「ぱくぱくおやつ」の開発による効率的な洋菓子販売事業

331 茨城県 スタジオ リンク 持続可能な少人数ダンススクールスタジオの構築

332 茨城県 カフェ アンド スペース トイロ 地元茨城県産の食材に特化した新たなご当地スイーツの販売

333 茨城県 ＨＡＩＫＡＲＡＳＡＮ ニューノーマル時代における新形態の脱毛事業『出張脱毛』

334 茨城県 魚焼き屋 こだわりの焼き魚をご家庭で手間なく楽しめるネット販売の開始

335 茨城県 合同会社星野屋 6050003005556 ウイルス感染リスクを極力抑えたファミリー層へ向けた空間の提供

336 茨城県 うまい門横丁 テイクアウトスペースの設置による焼き鳥と鮮魚等の持ち帰り事業

337 茨城県 ＫｉＫｉ ステイホームしているお客様や外出困難な高齢者向け出張美容室

338 茨城県 株式会社Ｇ・ＳＴＹＬＥ 7050001005111 MINI専用オリジナル小物のネット通販で全国展開・売上向上

339 茨城県 エステメゾンポルテ 自宅オンラインセルフエステの開発と提供による新規顧客開拓

340 茨城県 株式会社３ＰＩＥＣＥ 2050001047843 大人気カレーが、みらい平でクリティカルヒィィット！！

341 茨城県 フラワーショップはなくらぶ メンタルヘルスケアの提供と感染対策を備えた店内スペースの構築

342 茨城県 ヘアールームフルール 変化するライフスタイルだからこそできる、自分磨きで前向きに

343 茨城県 細貝理容院 訪問理容による新サービスと感染防止対策強化で顧客獲得

344 茨城県 東風舎 感染症対策型デッキスペース改良と EC サイト向け新商品開発

345 茨城県 株式会社興春 3050001033586 デリバリーの宣伝と店内のコロナ感染対策の強化

346 茨城県 祥和堂ソフト整体院 オンライン施術による慢性的な腰痛等の予防プログラム開発と提供

347 茨城県 株式会社Ｃｈｉｌｄ Ｓｕｎ 8050001049082 リアル授業の非接触型スタイルへの変更と非接触型広報活動事業

348 茨城県 ＭＹラボ アナログからデジタル歯科技工への転換

349 茨城県 有限会社赤羽 5050002039234 ECサイト構築による顧客接触機会減少及び市場拡大Web事業

350 茨城県 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ ｆａｒｍ Ｄｅｎ園 3050001043742 自動販売機の導入による朝採れ水耕野菜の無人販売事業
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351 茨城県 割烹ひさし 移動販売開始による中食事業の強化・新たな収益基盤の構築

352 茨城県 日立瓦斯商会 自動検針・集中監視機能を活用した対人接触を軽減による販路拡大

353 茨城県 有限会社豊崎建設 9050002043323 コロナ禍に対応した断熱工法とバーチャル展示場の提供

354 茨城県 有限会社玉木 9050002025271 「玉木の厚焼き玉子」を五霞町から全国へお届けします！

355 茨城県 株式会社オカダファーム 6050001045414 水田のIoT化による接触機会の低減と作業の高効率化

356 茨城県 呑み処陽 串焼きテイクアウトによる低感染リスク型ビジネスモデルの導入

357 茨城県 つくば技工株式会社 9050001039388 取引先管理やスケジュール管理が可能となる予約サイトの制作

358 茨城県 らーめん匠家 自宅調理可能な「おうちでIEKEI」の生産プロセス開発

359 茨城県 キラナパス オンライン運動指導開始による売上の持ち直し計画

360 茨城県 廣瀬建材株式会社 4050001009692 廣瀬建材オリジナル～DIY愛好家向けショップ～

361 茨城県 有限会社不動産コム 1050002007491 空き家相談・物件見学の非対面システムの構築

362 茨城県 ヘリオス写真スタジオ アプリと新プリンターで店内滞在時間を大幅短縮

363 茨城県 アイフォンシュウリ アイウル 認知度アップ及び、非接触対応の為のWEB強化と機会損失の回避

364 茨城県 Ｌａ ｆａｍｉｌｌｅ ハイフ導入による非対面型セルフエステサービス開始と販売促進

365 茨城県 オットリ− キッチンカー導入による感染症対策した対面販売へ事業転換

366 茨城県 木村信次商店 キッチンカーを活用した出来立てをお届けするテイクアウト事業

367 茨城県 株式会社グラーノ 8050001008682 「ひたちなか減塩弁当（仮称）」の持ち帰り・宅配事業の取組

368 茨城県 有限会社マスヤ 5050002010632 低感染対応の準個室型フェイシャルエステへの変革による事業継続

369 茨城県 株式会社グローバルサービス 5050001030557 お子様がいても安全！オンライン面談への転換！

370 茨城県 深谷建築 SNS等の動画を活用した大工が作るオンラインDIY講座の開設

371 茨城県 セカンドカフェ テイクアウト主力・美容サロン併設による店内改装及び認知度向上

372 茨城県 ＦＬＡＧ株式会社 6050001049167 対人接触機会減少に資する新たな開業支援オンラインサポート事業

373 茨城県 株式会社ビーエムリンク 3050001009710 自動車バッテリーのネット通販開始による感染防止及び売上拡大

374 茨城県 ダイコク住設 販売促進効果を持たせたミスト設備工事のＰＲ・受注事業

375 茨城県 合同会社アモーレ 1050003004059 接触から非接触型業務への転換および感染症感防止対策への取組

376 茨城県 ｏｒ１ ｋｅｎ１ｒｏ ｓｔｕｄｉｏ サウナ事業立ち上げに伴うＰＲツール強化で新規顧客の獲得へ

377 茨城県 合同会社吉村 8050003005240 新たな支援プログラムの確立とオンラインカウンセリング等の開始

378 茨城県 栄俊塾 船舶を活用した動画によるオンラインフィッシングスクール事業

379 茨城県 有限会社赤井工務店 3050002034724 感染リスク低減と販路開拓を両立する新たな仕組みの提供

380 茨城県 株式会社ネモ建築設計 9050001025339 ワンストップ完結型HPで非接触型営業を実現し感染リスク回避

381 茨城県 Ｃｈａｒｌｉｅ株式会社 5050001049168 「お店の味を自宅で楽しめるメニュー商品化ネット販売事業」

382 茨城県 株式会社コーワ 4050001043907 おそうじに頼らず、複数事業で新たな販売チャンネルの発掘

383 茨城県 特定非営利活動法人つくば心理支援総合研究所 8050005005478 地域人材育成プラットフォーム事業

384 茨城県 このは整骨院 オンライン予約システム導入による非対面型予約受付の実現

385 茨城県 ラーメン大 感染症対策の為の整体もみほぐしデリバリーカーの導入事業

386 茨城県 アトリエサンク 対人接触機会の減少につながる店舗作りと新たな商品開発

387 茨城県 株式会社ＧＲＯＷＩＮＧ ＵＰ 9050001046723 非接触型オンラインマーケティングシステム

388 茨城県 有限会社モリオート 1050002003177 タイヤ交換専用リフト導入による事業の内製化

389 栃木県 ティーパワー 新規顧客の拡充及びキャッシュレスサービスの標準化

390 栃木県 株式会社ネオクラシック 5060001026001 感染リスク低減を鑑みた飲食提供再開の為のウッドデッキ拡充事業

391 栃木県 有限会社やすの 7060002009093 最小の対人接触で、安心の伝統和食をテイクアウト／デリバリー

392 栃木県 株式会社かくだや 4060001028997 オンライン注文システム導入による、接触低減と客数増加の取組

393 栃木県 食堂酒場 ３８ＨＯＵＳＥ キッチンカーでお客様に会いに行く！店内飲食の機会減少への対策

394 栃木県 株式会社幕壱 4060002027536 デザインから制作／決済／納品まで完全非対面受注システムの構築

395 栃木県 ブーカもりやま 店内に入らなくても購入ができ店舗内全体の密を避ける改装事業

396 栃木県 株式会社ＲＰ−ＲＰ 2060001032266 完全非対面型のコンサルティングサービスへのシフト

397 栃木県 炭焼 ごえん 店外店先自動販売機の導入による24時間非対面販売での売上拡大

398 栃木県 おばあちゃん株式会社 8060001031345 プロポリス搾汁の省力化による生産性向上と作業工程の密回避

399 栃木県 藤田社労士事務所 安心して対話できるスペース確保で相談・契約件数アップ

400 栃木県 勝丸水産 キッチンカーによる焼鳥の販売で感染リスク無く売上回復を図る
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401 栃木県 ＣＡＦＥ ｃｈａｍｕ 珈琲豆焙煎の内製化とECショップ販売による接触機会削減事業

402 栃木県 カフェテラス ライオン 商品項目分散複数化を目指す飲食店の新規取組事業

403 栃木県 有限会社ハヤセ 3060002017950 出会いを作るオンライン内覧会！ｗｅｂリニューアル計画

404 栃木県 フロマージュリーフィル フードデリバリー事業とテイクアウト事業の新メニュー開発事業

405 栃木県 Ｌ＆Ｃサポート 安全・安心で“かゆいところに手が届く”サービスによる販路開拓

406 栃木県 ＶｉｌｌａｇｅＣｏｍｐａｎｙ株式会社 2060001030014 農産物加工品を自社ECサイトで販売

407 栃木県 有限会社モーブ企画 8060002012880 「百次郎の氏家うどん」ＥＣ販売用動画広告制作と店舗改修工事

408 栃木県 株式会社カクタ技建 2060001005395 非対面でも魅力伝わる「きくらげオンラインショップ」

409 栃木県 ウィシュランド株式会社 3060001026779 業務のオンライン化で非対面型の実現と業務の効率化を目指す

410 栃木県 ＫＬＩＳ Webサイトからの情報提供による非対面営業体制構築事業

411 栃木県 そば処一歩庵 自動薪割り機導入で薪宅配サービスを新展開

412 栃木県 もっくもっく ファミリー客向けの貸し切りスペース設置による売上回復

413 栃木県 織庵 加熱食肉加工製品のＥＣ・委託・卸売り販売事業

414 栃木県 有限会社ケージクラス 8060002003558 ポストコロナによる高齢者、障害者、妊婦等への販路開拓

415 栃木県 株式会社さとうふぁーむ 2060001032274 ドローンを活用した新たな農業スタイルの確立事業

416 栃木県 株式会社ＡＭＧ真岡 5060001027924 キャッシュレス決済対応の発券機導入で業務効率化

417 栃木県 ろく 家庭のフライパンでお店の味が作れる焼鳥のたれのネット販売事業

418 栃木県 ｔｈｒｅｅ−ａｒｒｏｗ ファミリー層向けの防災パックのオンライン販売

419 栃木県 永伝創株式会社 6060001003321 非対面での受注獲得を実現し顧客のデジタルマーケティングを促進

420 栃木県 株式会社Ｚｅｅｌｏｎｇ 8060001033746 接触機会を減少させるECサイトを組み込んだホームページ作り

421 群馬県 株式会社スカワ 3070001009080 現地調査の迅速化とセミナー動画の配信で対人接触機会を減少

422 群馬県 有限会社駿河屋商店 7070002036541 家庭用入浴剤の新製品開発とネット販売で新顧客の獲得で売上拡大

423 群馬県 株式会社天一 9070001019727 皮まで食べれる糖度の高いバナナの室内栽培

424 群馬県 ヘアスタジオ サニーサイド ヘアケア商品等の自動販売機設置等による非対面型サービスの開始

425 群馬県 有限会社高橋与商店 7070002003418 ポストコロナを踏まえた量り売りテイクアウトの新サービス展開

426 群馬県 ドラゴンワン 自分が好きならーめん店の味を、食べた事がない方々へ提供！

427 群馬県 有限会社オクトモフードサービス 8070002022375 接触機会の減少のための券売機導入事業

428 群馬県 有限会社女屋食品 3070002001227 アフターコロナに向けた看板商品（冷凍中華総菜）の無人販売事業

429 群馬県 クリエイティブ・ルーム・エフ ライブ演奏ネット配信サービスによる新規顧客獲得事業

430 群馬県 よいどころ千福 「ハレの日」に特化した仕出し弁当宅配サービス『縁日家』の展開

431 群馬県 株式会社ルックライン 8070001005298 お客様対応（決済・誘導）の非対面化と売上拡大のための販促事業

432 群馬県 株式会社セイント・ソフィア 1070001004744 ”おうちde paちか”の商品製造並びにネット販売及び外販

433 群馬県 有限会社サンズ 7070002025619 ECサイトによるオリジナルマスクやショールの非対面型販売事業

434 群馬県 株式会社しんどう 2070001015344 ハイクオリティな販売サイトを作り、低感染リスクの販売網を敷く

435 群馬県 株式会社ブライダルハウスピノン 5070001017305 感染リスク低減と新規顧客獲得のための新商品シリーズ展開

436 群馬県 山崎建設株式会社 9070001003326 非対面型の営業活動を強化し、紹介中心の集客からの脱却を図る

437 群馬県 株式会社大吉興業 5070001033608 焼肉関連商品を全国に販売するためのECサイト構築

438 群馬県 地鶏らーめん花道 非対面でのテイクアウト商品の販売事業

439 群馬県 ティオ 対人接触機会の減少に資する南米料理のテイクアウト販売・周知

440 群馬県 星野哲也 空間貸し切りができる完全予約制美容室のプロモーション

441 群馬県 東毛重機株式会社 8070001019793 建設機械のECサイト構築とランディングページによる顧客獲得

442 群馬県 株式会社エスワイ建材 2070001030442 金属建具焼付塗装による高品質・短納期化と接触機会減少の実現

443 群馬県 ＳｔｕｄｉｏＣＡＴＳＴＹＬＥ オンラインスタジオ整備によるポストコロナ経営へのシフト

444 群馬県 丸裕株式会社 2070001008463 ネットショップ開設による新規顧客開拓

445 群馬県 株式会社ＥＬ ｖｉｔａｌ 4070001032924 地元食文化の継承！地域食材を使用したテイクアウトメニュー発信

446 群馬県 株式会社ベストシール 7070001014028 ラベリングシステム導入による対人接触機会の減少と品質の向上

447 群馬県 ＢｅｈｉｎｄＴｈｅＣｌｏｕｄｓ株式会社 7070001032938 ECサイトを立ち上げ“おうちで簡単”にレストランの味。

448 群馬県 はるカレー “カラダに優しいカレー”のブランディング強化とEC販売開始

449 群馬県 有限会社三国家 6070002036864 人気メニュー「きざみ鴨せいろ」によるネット通販推進事業

450 群馬県 やとう食品店 接触機会減少を考慮した商品構成と仕入体制の確立による売上向上
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451 群馬県 酒菜屋 味蕾 テイクアウト用新商品開発と認知度向上のためのポスター・チラシ

452 群馬県 株式会社デリシャスライン 6070001017080 ECサイト活用による対人接触機会の減少と販路強化

453 群馬県 有限会社千明造園 1070002026556 対人接触機会削減プロセス構築による薪製造販売

454 群馬県 やきとり ＣｏｖＡ． ペット同伴で楽しめる、ポストコロナ対応の焼肉店への変革

455 群馬県 株式会社フロンティアジャパン 8010601047308 倉庫のテレワークスペースへの改装とサーマルカメラの導入

456 群馬県 フィロソフィ猪瀨慶久 「キャリアコンサルタント」ＰＲのための各種広報手段強化事業

457 群馬県 ｈｉｍａｗａｒｉ．ｓｇ オンラインでのアドバイス・カウンセリング・トレーナー事業展開

458 群馬県 堀塗工株式会社 2070001034740 VR空間撮影を活用した非対面での現場確認サービス

459 群馬県 ナチュラルダイニング＆バル 空 非対面ビジネスモデル転換の為のシステム導入と生産性向上計画

460 群馬県 株式会社トピックフーズ 8070001026121 テイクアウトへの参入と店内換気の徹底による売上向上

461 群馬県 株式会社ＴＳＵＴＳＵＭＩ 4070001026075 PR 動画を使った「コンテナハウス」販売促進事業

462 群馬県 ＵＮＯイタリアーノ テイクアウトで売上補填。多様なニーズに応える満足度向上事業。

463 群馬県 有限会社宮島工務店 4070002024887 非対面型営業の強化で紹介中心の集客から脱却し、販路を拡大する

464 群馬県 株式会社ジョイホーム 6070001007255 非接触型を推進するための自社HPリニューアルとWEB環境強化

465 群馬県 トータルフードプロ株式会社 3070001025243 デジタルサイネージで密回避と真空包装機でお家で本格もつ煮

466 群馬県 株式会社リア・プラン 9070001032952 非対人接触型の測量とリモート型現地立会確認作業の確立

467 群馬県 鶴亀屋株式会社 8070001038265 カーリース予約システム導入新規WEBサイト作成

468 群馬県 ｅｎｅｃｏ株式会社 2070001028585 バイオガスプラント向けの新たな分析受託サービスの構築

469 群馬県 有限会社戸塚興業 7070002013482 顧客の立場に立った、社内業務のデジタル化の推進事業

470 群馬県 株式会社フェローズジャパン 6070001005928 コロナ禍でのキッチンカー改装でブランド力向上と販売力強化

471 群馬県 イヴェント西村 出前・買い物代行システムで地域全体の感染リスク低減を目指す

472 群馬県 株式会社Ｉ・Ｄ ｓｔｙｌｅ 1070001028974 修復歴検索システム構築による新サービス等提供の事業化

473 群馬県 Ｂ級グルメ館 顧客に寄り添った細やかで温かな料理を自宅に届ける新サービス

474 群馬県 らーめん食堂 ＨＩＴＯＴＳＵＫＩ 非接触ビジネスのためのECサイト構築とラーメン用製麺機導入事

475 群馬県 ヘア＆フェイス・リズム オンラインシステムツールの導入による3密回避と非接触の実現

476 群馬県 ＭＹＧ ｒｏｕｎｄ株式会社 7070001037508 民泊施設にコロナ感染症対策を付しHP告知を実施し販路開拓

477 群馬県 パノラマアドヴェンチャーズ株式会社 2070001029427 WEBシステムで予約から決済まで接触機会ゼロ対策事業

478 群馬県 今井 綾美 レッスン会場内のコロナ対策強化・オンラインレッスンの開始

479 群馬県 モンスター Zoomを活用したオンライン飲み会の開催でコロナ禍を乗り越え

480 群馬県 神梅館 ヨガスタジオ及びカフェスペースの整備による販路開拓事業

481 群馬県 Ｈａｉｒｓｔｙｌｅ Ｏｆ Ｄｒｅｌｌａ 接触時間減少と顧客満足度の向上を図るためのホームページ制作

482 群馬県 城武自動車株式会社 1070001001683 テイクアウト居酒屋による販路拡大

483 群馬県 ＨＡＣＯＮＩＷＡ合同会社 7070003003730 ワンストップ制作するオーダーメイドグッズのライブコマース事業

484 群馬県 リュミエール・ボーテ 顧客満足！お家でもできる！スタイルアップマシーンの貸出し事業

485 群馬県 ｆｉｔｃｕｒｅ 完全非接触型パーソナルトレーニングガレージ事業の拡大

486 群馬県 株式会社ＭＳＴ 9070001012228 オンライン猫舎見学導入と猫用ケア用品販売サイト開設

487 群馬県 株式会社ＹＳＫ 6070001015217 地元高齢者向け「お客様の悩み相談サービス」による信頼獲得事業

488 群馬県 Ｙｏｋｏ＇ｓ Ｃｏｏｋｉｅｓ 新商品開発による非接触型販売の強化とECギフト事業参入

489 群馬県 有限会社杉戸リスクマネジメント 5070002025579 営業活動の非対面化と販路拡大を目指すオンラインシステムの構築

490 群馬県 有限会社新妻屋 3070002004048 通販サイトでの広告および宅急便規格に合わせた包装箱の作成

491 群馬県 あおい整骨院 装着作業以外は施術中一切接触なしで使えるEMS施術機器の導入

492 埼玉県 有限会社早野 8030002051246 24時間365日アイスケーキが楽しめる冷凍自動販売機の導入

493 埼玉県 株式会社ｃｏｒｏｔ 4030001030320 おうちで熱々！おいしさ抜群！本格窯焼き冷凍ピザの販売

494 埼玉県 株式会社ベルズワン 5030001067898 原価削減及び人的作業の低減に向けた材料混合供給機の導入

495 埼玉県 有限会社多ヶ谷興業 5030002022877 対面商談不要の受注システムで難しい足場工事の受注を拡大する

496 埼玉県 合同会社オートガレージ１１６３ 7030003007751 板金整備工場だからこそできる安心のキャンピングカーレンタル

497 埼玉県 京葉エンジニアリング株式会社 2030001063883 電気設計専用ソフトウェア導入による電気設計業務オンライン化

498 埼玉県 る・穂のか パン配達サービス開始による店舗営業の効率化と事業基盤の強化

499 埼玉県 大道芸人アスカ オンラインでの“大道芸指導及び記憶術を用いる資格コーチング”

500 埼玉県 有限会社コガワ 6030002005162 丁寧な作業報告をウェブ上で行うことでふたつの安心を提供する
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501 埼玉県 シャイン・サポート 非接触型研修プログラムの開発と、そのネット受注システムの構築

502 埼玉県 有限会社オオトモクリーナーズ 4030002093226 クリーニング預かり伝票の電子化とコロナ後を踏まえたＣＲＭ導入

503 埼玉県 株式会社ユークン 7030001014642 オンライン特化サイトによるネット完結型学習提供サービス構築

504 埼玉県 株式会社フランダースコーポレーション 2030001123324 世界に通用する人材育成「子供向けオンライン英会話教室事業」

505 埼玉県 株式会社ラ・イムズ 2030001040461 ホール・ベランダの環境整備による対人機会減少と新サービス提供

506 埼玉県 ドルチェ． 非接触型サービス提供を実現する顧客利用スペースの半個室化

507 埼玉県 草加パリ食堂Ｈｅｒｂｅｓ テイクアウトの販売体制強化と販売促進による新規顧客獲得

508 埼玉県 株式会社アクセル社 6030001097358 ECサイト開設による非対面型営業で、葬儀のお悩み解決！

509 埼玉県 有限会社彩輝工房 1030002029323 ECサイト構築による新規個人客の獲得事業

510 埼玉県 有限会社井上成美堂 4030002121168 印刷後工程の省人化梱包事業

511 埼玉県 清水誠 集客動画とオンラインライブ、EC構築でファンを獲得！事業

512 埼玉県 高橋寛知 感染拡大防止を徹底したオンラインと対面のハイブリットレッスン

513 埼玉県 有限会社おき川 8030002055585 ＥＣサイト立ち上げでコロナ禍を乗り越え たい

514 埼玉県 有限会社中沢食品 3030002080803 自動温度調節設備の導入による麴室内の作業員密度の低減化

515 埼玉県 株式会社誠和 5030001066603 中古パソコンを安心して購入できる自社ECサイトを構築する

516 埼玉県 株式会社藤榮商事 6030001009180 セルフレジの導入による廃棄物収集・管理業務の非対面型化事業

517 埼玉県 株式会社ＯＲＵＦＦ 8030001023254 接触機会を減らす販売・面談スペースの拡張による店舗改装

518 埼玉県 株式会社Ｍʼｓワークス 9030001090186 既存の集合住宅を対象とした、戸別宅配ボックス設置

519 埼玉県 おなぎ整骨院 当院で需要あるオンライン講座の仕組みを構築し売上UP

520 埼玉県 ハートランド テイクアウト専門ピザ移動販売の展開による販路開拓戦略

521 埼玉県 株式会社林塗装工業所 8030001065701 塗装ブースの環境改善により採算性向上と業界の発展に貢献する

522 埼玉県 東和精機株式会社 1030001035355 直接の営業活動からホームページを活用した非対面営業へのシフト

523 埼玉県 株式会社Ａ−ＬＩＮＥ 3030001108514 住まいに関する抗菌移動型相談・支援室

524 埼玉県 やぶ砂 オリジナル「藤うどん弁当」開発で名物をテイクアウトできる事業

525 埼玉県 ＴＡグループ株式会社 7030001115267 オリジナルドッグフードのネット通販で新たな販路を開拓！

526 埼玉県 ストーク 低感染リスク対応とエイジングケアメニューによる顧客満足向上

527 埼玉県 写真にしき 非対面でも伝わる！プロモーション映像制作事業

528 埼玉県 有限会社オールフォードアメリカンライフ 4030002077955 食券機の導入による非接触対応の強化

529 埼玉県 三ツ星ハウジング株式会社 4030001097574 リフォーム工事オンライン相談・契約パックによる販売促進

530 埼玉県 日本ファクター株式会社 7030001067269 安心のサポート体制を構築し住宅設備の交換需要を取り込む

531 埼玉県 小さなゲストハウス＆カフェここ和 専門店のココアを自宅で楽しめる新商品の開発および販売促進

532 埼玉県 行政書士 宮田事務所 オンライン活用で、行政書士へ気軽に遺言・相続相談

533 埼玉県 株式会社アクセシブル 3030001137232 在宅利用環境の拡充による新事業の周知

534 埼玉県 いけだ接骨院 スポーツ障害を予防する非対人接触型のセルフケアサービスの提供

535 埼玉県 海鮮酒場わんす 話題沸騰中の人気メニューをご自宅で味わえるEC事業の新規展開

536 埼玉県 有限会社山宝 9030002122467 お客様同士の接触防止、顧客満足度向上の為の客室トイレ改装工事

537 埼玉県 株式会社フェニックスホーム 3030001027540 オンラインでモデルハウス内見を可能にするバーチャル展示場立上

538 埼玉県 有限会社メルサ 9030002088270 SNS予約と電子看板で情報発信、半個室導入で対人接触機会減少

539 埼玉県 有限会社マサキオートサインボード 9030002012783 カーマーキングの受注システムの構築により新たな顧客層を開拓

540 埼玉県 株式会社クロスマイフィンガーズ 6030001134524 ECサイト販売向けへアオイル開発による顧客獲得

541 埼玉県 コピーライター コロナ禍でも売上を上げるＷＥＢ集客のオンライン事業

542 埼玉県 株式会社スイッチ 1030001124975 PTA会報の非対面受注・制作に関するECサイト構築

543 埼玉県 ＭＩＮＯＲＩ商事株式会社 5030001093119 ECサイト、SNSを活用する非接触型事業による収益改善

544 埼玉県 ｆｉｋａわ 低糖質スイーツの開発によるテイクアウト専門店事業

545 埼玉県 誠家 コロナ禍における飲食店の衛生対応とテイクアウトの拡充

546 埼玉県 合同会社ごとう 2030003011139 感染リスクの少ないプライベート空間で付加価値の高い店づくり

547 埼玉県 株式会社ＥｎｇｌｉｓｈＯｎｅ 4030001062784 オンライン英語レッスンの提供により新規生徒を獲得

548 埼玉県 株式会社ソア 4030001046374 葬儀仲介事業者向けの消耗品に関する通販サイト構築販売促進事業

549 埼玉県 ｓａｌｏｎ＆ｓｐａ ＰＵＲＥ オンライン決済付サイトとサブスクモデルによる経営向上

550 埼玉県 有限会社小池革スキ所 5030002048798 新製品開発とネット販売参入による新規顧客の獲得
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551 埼玉県 いちか綜合司法書士事務所 女性起業家向けWEB会議システムを活用した非対面登記サービス

552 埼玉県 宮本龍一 立ち仕事のあなたのためのフットケア専門ECサイトの構築

553 埼玉県 株式会社日本ニートシステム 2030001097857 WEB集客による売上安定化・収益力強化の実現

554 埼玉県 橋本夏子 動画とオンラインによる非対面型講座と新規非接触事業の広報活動

555 埼玉県 于駿治 絵画のオンライン授業の導入とオンライン展示会の新規事業の展開

556 埼玉県 ｒｏｍｉ ｓｗｅｅｔｓ 日本初！本当の意味で「誰もが」安心して食べられるスイーツ教室

557 埼玉県 株式会社スリーギブアンドシェア 1030001122913 オンラインシステムを導入した個人向け屋根リフォーム事業

558 埼玉県 株式会社みらいマーク 6030001122248 ＤＸによるクリーニング取次サービスの９５％非対面化

559 埼玉県 株式会社Ｌｉｇｈｔ ｏｎｅ 7030001119714 コロナ不況脱却！ECサイト開設による販路拡大事業

560 埼玉県 株式会社オガワ 8030001048747 工務店スキルを生かした木工商品の新開発で販路を地域から全国へ

561 埼玉県 株式会社ＺＯＴＭＡＮ 2030001130064 新食感！モチモチコーヒーゼリー専門店（テイクアウト専門）

562 埼玉県 株式会社エスアンドエーリニューアル設計さいたま 4030001142207 Web上での資料閲覧・進捗状況報告による非対面型営業

563 埼玉県 ＡｒｏｍａＤｏ 非接触美容機器導入による新規顧客開拓

564 埼玉県 丸茂実紗 動画編集初心者向けオンライン通信教育サービスの販売促進事業

565 埼玉県 株式会社ＴＨＩＮｋＢＡＬ 6030001129697 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

566 埼玉県 カラーデザインズ ホームページ作成、簡易見積りで顧客増

567 埼玉県 フットウーマン アロマオイルを使ってPMSを改善！LPとECサイトで販路拡大

568 埼玉県 株式会社ポートライブ 8030001126206 テイクアウトシステムでアニメアミューズメントバーの新顧客開拓

569 埼玉県 福田恵理子 自社ホームページ制作とWEB受注システム構築

570 埼玉県 株式会社永島商店 9030001042179 「願いを込めた紙」で利用者の思いに寄り添うEC事業を展開する

571 埼玉県 ペンギンカフェ カフェのケーキ自動販売機計画

572 埼玉県 東洋印刷株式会社 7030001086459 インターネットを活用した販路拡大計画

573 埼玉県 ＴＡＲＭＡＣ株式会社 5030001140886 テイクアウト・デリバリー事業強化のための商品開発・販売事業

574 埼玉県 和倶楽部株式会社 7011701017201 対面教室からオンライン茶道教室へ！おもてなしと礼儀を学ぶ

575 埼玉県 ＫＩＺＵＮＡ セルフエステ事業における非接触型の販路開拓事業

576 埼玉県 株式会社マンモス 7030001071238 強みを活かすための店舗整備で生産性向上と事業拡大を！

577 埼玉県 株式会社セカンドライン 9030001130495 コロナ渦でも美味しい食事を楽しめるテイクアウト販売事業

578 埼玉県 ハニカム整体院 個室スペースで対人接触機会を減らしバストメイク施術の導入

579 埼玉県 レインボーヨガ 非接触推奨時代の健康器具を用いたセルフケアと出張サービス

580 埼玉県 かんたろう 対人接触機会を減少させる為の券売機設置

581 埼玉県 足つぼ一番舘 足裏と身体のつぼで「オンラインセルフケア」の販売促進事業

582 埼玉県 マルタカ・サンクス販売株式会社 3030001129626 対人接触機会を減少したフットマッサージャーの販売

583 埼玉県 株式会社ベストワーク 8030001013230 農業領域・植木事業におけるオンライン事業体制の構築

584 埼玉県 株式会社かけはし 5030001141496 全サービスを横断的に集約するオンラインプラットフォーム制作

585 埼玉県 スープカリーおにっこ 券売機及びサーマルカメラ導入

586 埼玉県 脱力集中整体 セルフケアサポートのオンライン機能の充実とアーカイブ化

587 埼玉県 アトリエｄｉシノ一級建築士事務所 非対面へのシフト。一貫した対応で顧客満足度と売上向上を図る。

588 埼玉県 旬彩酒家うやま ネット通販による居酒屋料理の提供事業

589 埼玉県 有限会社大野農場 3030002078319 非対面型・販路拡大の為のHPリニューアルとECサイトの活用

590 埼玉県 ＳＥＲＥＮＤＩＰＩＴＹ 誰とも接触しない「セルフエステメニュー」でママは美しく！

591 埼玉県 アトリエあわい おうち時間を和みのひと時にする商品開発、ネット販売への参入

592 埼玉県 Ｐｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 5030001112555 ペット飼育可能物件に特化した不動産仲介事業・大家事業

593 埼玉県 林通商株式会社 8030001064637 提案力のある桐卸業者として建具、木工業界と新たな市場を拓く

594 埼玉県 ＢＡＭＹＳ合同会社 5030003012084 コロナ禍を乗り越えるための非対面ビジネスモデルの確立

595 埼玉県 インウェイブ 広告動画とGoogleMapとチラシを活用した非接触の集客

596 埼玉県 株式会社一硝 5011302005053 吸盤施工機と運搬台車の活用による作業効率の向上

597 埼玉県 株式会社東光 9030001028756 LED照明・蓄電池事業におけるホームページとECサイトの開設

598 埼玉県 サロン ド シュリーム 痩身エステセルフサービス展開による販路開拓

599 埼玉県 株式会社ａｉｌｅｓ 2030001128067 感染症対策を万全にした内装変更と客単価向上へ

600 埼玉県 株式会社パレスリンク 7010001216991 専用機器不要！QRルームキーチェックインサービス運営事業
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601 埼玉県 株式会社ＺｅＱｏｏ 9030001050231 ECサイト開設で、ゴルフスクールの活性化及びお客様満足度事業

602 埼玉県 一隅ＴＥＲＲＡＣＥ株式会社 6030001138582 研修のオンライン化とオンラインセミナーによる新規販路開拓

603 埼玉県 株式会社ＭＧＣ 7030001059134 障がい者人材紹介事業を埼玉エリアに特化して販路開拓を図る

604 埼玉県 株式会社ティーケーディ 8030001139711 自社サイト開設による非対面集客、及びEC機能を用いた販路拡大

605 埼玉県 サロン ド ミキ 新事業『セルフで行う歯のホワイトニング』で収益拡大を目指す。

606 埼玉県 佐々木健康食品 キッチンカーを活用！木金堂のベビーカステラの販路拡大戦略

607 埼玉県 ＢＡＤＭＯＯＮ インターネット決済導入・通販PR強化による販路拡大事業

608 埼玉県 有限会社オフィスフォー・ユー 9013302013478 非対面非接触型オンラインリモート展示会・イベントのシフトかへ

609 埼玉県 株式会社ＬａｕｇｈＬｉｎｋ 4030001138411 コロナ対策を兼ねたＩＴ営業方法の確立事業

610 埼玉県 株式会社Ｇｒｉｆｆｉｎ Ｐａｐｉｌｌｏｎ 2030003008787 自社繁殖生体サイトの構築及び自社ECサイトのOEMの販売

611 埼玉県 有限会社ティーアイ・サービス 9030002016157 Youtube広告動画を活用した非接触の営業による集客

612 埼玉県 エステティックサロンベル 非対面でもお客様に安心頂けるサービスを提供する為の土台作り

613 埼玉県 大熊圭子 体と食で女性の健康をサポートするオンラインサービスの実施

614 埼玉県 森田依見子 いちご乾燥機の導入と乾燥イチゴの製造、販売

615 埼玉県 株式会社原の家 9030001107824 【株式会社原の家】アート作品を彩る額装コーディネートサービス

616 埼玉県 株式会社エイチエフ・パートナーズ 2030001121690 WEBシステムによる酒類のオンデマンドEコマースによる販売

617 埼玉県 サマンサ 食による美容効果を高めるための事業者向けオンラインレッスン

618 埼玉県 株式会社ＲＣ 5030001135903 オンラインでの薬膳アドバイザー増加・普及による免疫力向上事業

619 埼玉県 株式会社丸善建設 3030001118983 営業と現地案内をオンライン化！新規顧客獲得と顧客満足度向上

620 埼玉県 ひしや納豆製造所 高級納豆セットの開発及び感染予防のためのWEB+軒先販売事業

621 埼玉県 ローズクォーツ岩槻店 オンライン美腸活事業とオンライン無料説明会による新規販路開拓

622 埼玉県 中国料理 寿飯 非接触型決済端末・手洗い・トイレ導入による非接触型店への改装

623 埼玉県 たむら接骨院 コロナ禍における治療院内の感染防止対策事業

624 埼玉県 有限会社新井 1030002048232 ECサイト制作による販売オンライン化および新製品の認知度向上

625 埼玉県 美ボディメイクサロン ＯＮＬＹ ＯＮＥ ＢＯＤＹ 非接触瘦身マシン導入と空気清浄対策で安心感向上と売上拡大

626 埼玉県 株式会社アルチバイオ 2030001121014 LP制作と広告による認知度向上及び新規顧客販路拡大

627 埼玉県 中野農園 これまでにない「新鮮農作物」を提供する移動販売サービスの提供

628 埼玉県 株式会社ホープ 6030001123361 マンションの防水工事に特化した受注システムを構築する

629 埼玉県 株式会社ＩＯＫホームズ 4030001043363 オンラインの活用で非対面の推進と売上向上・業務効率化事業

630 埼玉県 どこでもＷｏｒｌｄＫｉｄｓ Youtubeを活用し異文化交流を実現しよう！！

631 埼玉県 有限会社アソシエイト・インターナショナル 1040002099068 奥州いわいどり うちのからあげ

632 埼玉県 新井製茶 WEB広告からECサイト・ランディングページに集客し販売する

633 埼玉県 有限会社グリーンペペ 2030002078765 悩み解決提案型ECモールサイト輸入物販事業（新規）

634 埼玉県 ミヤロック オンラインヒアリングシート活用による売上増加計画事業

635 埼玉県 有限会社若林建設 7030002122642 オンライン見積もり及びチャットボットサービスの開発

636 埼玉県 株式会社ライフ 8030001065123 熱中症予防対策機器のインターネットによる広報と受注方式の構築

637 埼玉県 工藤美菜 漫画・美術教室

638 埼玉県 Ｄｏｇ ｓａｌｏｎ ＭＵＯＳＳＩ Hand made CLIP （ハンドメイドクリップ）

639 埼玉県 中野ファーム 軽トラックによる新鮮野菜の移動販売

640 埼玉県 くりたく カシミヤブランドECサイト設立による販路拡大

641 埼玉県 株式会社Ｊ．Ｓ．Ｓ 2030001125601 空き家の管理代行サービスの展開で地域問題に貢献

642 埼玉県 株式会社ＥＡＳＴ Ｂ 5030001141513 電気工事業の対面時間・人数の最小化

643 埼玉県 タオアルケミア チネイザンの認知度向上と新規販路開拓のためのHP制作

644 埼玉県 本多裕二 自宅ヨガ、非対面オンラインレッスン

645 埼玉県 わにお 家からできる引龍っても完璧にできる。オンライン指導

646 埼玉県 日本車貿易合同会社 4030003010659 WEBアプリ開発事業により日本の自動車をもっと世界で身近に！

647 埼玉県 株式会社フェスム 8030001090253 アニメTシャツのネット通販で自社製品の物販を非対面で開始

648 埼玉県 株式会社朝日屋 6030003004618 SNSと連携したHP作成によるオンライン予約の拡充と情報発信

649 埼玉県 ダウンビート 賃貸契約までの商談フローをオンライン対応にする施策

650 埼玉県 株式会社日本美容健康総合研究所 3030001133883 オンライン販売専用商品開発とEC販売強化
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651 埼玉県 株式会社マークリーン 7030001100038 カウンセリング付きEC販売でスノーボード業界の発展に貢献する

652 埼玉県 合同会社Ｓｔａｒｔ Ｌｉｎｅ 6030003011275 一般向け女性専門オンラインサロンでママセラピストを育成する

653 埼玉県 小林莉子 アパレル通販サイト「Chouchou」開設に向けた取り組み

654 埼玉県 ヘアーサロン及川 コロナ禍におけるお客様に安全快適に利用頂けるための取り組み

655 埼玉県 安藤ＤｒｕｍＳｔｕｄｉｏ 非対面によるドラムレッスンの構築

656 埼玉県 ＳＨＡＩ合同会社 7030003017742 新鮮な朝食スムージーをキッチンカーでお届け

657 埼玉県 Ａｌａ コロナ禍における疾患を持った方に自信を持ってもらう事業

658 埼玉県 高柳事務所 オンライン決済の活用によるコロナ対応・新規顧客を開拓

659 埼玉県 Ｇｉｆｔ Ｙｏｕｒ Ｌｉｆｅ サブスクリプション方式のWeb占いツールの導入

660 埼玉県 株式会社Ａｒｏｍａｔｈｅｒｉｉ 5030001140374 アロマセラピー等の海外講座の日本語版e-ラーニング講座の提供

661 埼玉県 狭山茶専門店あま茶 LINE公式アカウントを利用した非対面チャネルによる販売促進

662 千葉県 有限会社晴れの日 7040002015457 地域初の生食パン・菓子用自動販売機による非対面販売の導入

663 千葉県 雑賀泰行 オンラインレッスンの導入と動画販売用ECサイト構築

664 千葉県 わたしの店 低感染型ビジネスへ転換のためのテイクアウトサービス強化

665 千葉県 有限会社うおとも 2040002080010 旬の食材を活かした「そうざい」「弁当」の新規開発・販売事業

666 千葉県 株式会社ｚｅｎｓｈｉｎ 7040001114920 非対面で美容商品が販売できるシステム導入でコロナを乗り切る

667 千葉県 ハワイアンカフェ マカレア ケータリングトレーラーハウスの導入による対人接触機会の低減

668 千葉県 合同会社つみき設計施工社 7040003004748 オンラインによるDIY参加型リノベーションの他社導入支援事業

669 千葉県 株式会社優 4040001088102 安心・安全・生活がテーマのPB商品開発とECサイト構築

670 千葉県 晃南土地株式会社 7040001066823 非対面接客に向けた新たなオンラインシステム構築による売上向上

671 千葉県 株式会社地上の野菜 5040001103710 対人接触機会低減と生産効率化により新たに量販店との取引を開始

672 千葉県 炭火ｂａｒいろは コロナ対策と新規顧客開拓を狙った店舗リニューアル事業

673 千葉県 株式会社さじろう 3040001107465 焼肉弁当の仕出し事業とゴーストレストラン事業

674 千葉県 有限会社魚地建設 1040002101997 ホームページを通して、個別物件情報を届けるシステム開発

675 千葉県 秋田舞美のマーケ道 リアル講演からオンライン配信へ！ 再生数10万超を活かして

676 千葉県 三尾商事株式会社 9040001075426 「勝浦タンタンメンの素」の通販強化による非対面型売上拡大事業

677 千葉県 佐藤工業株式会社 4040001046299 瓦屋根住居向け「ドローン」による屋根検査の非対面化事業

678 千葉県 ミレー株式会社 7040001062599 生鮮品の非対面受け取りを可能にする冷蔵宅配ボックス置配事業

679 千葉県 有限会社しのざき 7040002096506 体成分分析装置による非接触型施術で作業効率・売り上げ促進

680 千葉県 鳥海鶏業 対面から非対面へ。Web ショップと自販機で鶏卵の全国展開！

681 千葉県 株式会社ユアストーリー 8040001105687 オンライントレーニングシステム及びECサイトの構築

682 千葉県 ＣＵＲＲＹ＆ＣＡＦＥ ちょいす。 製造拠点の確立によるテイクアウト・卸売り事業での売上体制構築

683 千葉県 有限会社東総ハム 8040002085037 手造りハム・ベーコンDX活用による事業改革

684 千葉県 ヘア・アート プチ・モード 施術台の間隔を広げて、低感染リスク美容室でリスタート！

685 千葉県 合同会社よもぎ倶楽部 3040003009676 鍼灸院のレイアウト変更とオンライン診療による対人接触機会減少

686 千葉県 候 「うなぎ」料理のデリバリー・テイクアウト・店頭での拡販事業

687 千葉県 有限会社助八 6040002100879 テイクアウト事前決済を導入し感染防止と売上回復を実現

688 千葉県 ピッツェリアアニマ 女性同士のリピーターを呼ぶ空間づくりとキャッシュレス化

689 千葉県 株式会社東洋ハウジング 2040001028233 手軽にチャットで相談できる永久無料点検のハウジングサービス

690 千葉県 株式会社ブリスビート 6040001078976 安全なベジタブルBOXとフィンガーフードのネット販売

691 千葉県 株式会社彩食幸時 8040001099112 個室対応飲食店によることで、お客様から選ばれる店舗づくり事業

692 千葉県 有限会社ヤネヤ 9040002011867 「かずちゃんのもつ煮こみ」を家で食べられる冷蔵食品の通販事業

693 千葉県 ゾヤホリスティック オンライン姿勢診断相談断食コーチングとホームページ改修

694 千葉県 ダリア フラワー製品ECサイトの立ち上げ及びプラットフォーム化

695 千葉県 ウェルネスヴィジョン 動画セミナーと新規集客のホームページ制作・広告運用

696 千葉県 有限会社京葉トップライン 3040002017052 「オンラインを活用した予約、打ち合わせサービスの構築」事業

697 千葉県 すくすくそろばん プライベート＆リモートレッスン拡大によるそろばん教室革新事業

698 千葉県 ＲＢｉ ＦＬＯＷＥＲ ＡＲＴ 心を折り込むオーダーメイドアートフラワーギフトＥＣサイト制作

699 千葉県 株式会社月灯 9040001064676 ウィズコロナを考慮した来院者とその世代幅の拡充

700 千葉県 小林舞 オンラインプログラムとweb活用による認知度向上と新規開拓
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701 千葉県 ｂｅａｕｔｙ ａｒｒａｎｇｅ ｓａｌｏｎ 「Ｓｔｏｃｋ」 メイクレッスンのオンライン化事業

702 千葉県 鵜狩圭史 コロナ禍での非対面型授業・Web広告

703 千葉県 大志堂 特寸サイズへの対応強化による伝票類の「非対面」受注の強化事業

704 千葉県 ジザイ 分析経験を活用した非接触型の株価分析サービスアプリの提供

705 千葉県 プエスト 自家焙煎機導入でコーヒー豆とメキシコ料理提供。

706 千葉県 株式会社Ｈａｒｕ−Ｒｕ 2040001071027 半個室化で感染防止！お客様へ安心の空間を提供

707 千葉県 株式会社ＴＭＣ 9040001072745 コンビニ専用デバイスの開発およびECサイトによる新規顧客開拓

708 千葉県 武田製作所 対人接触機会減少のための計測機器導入による外注業務内製化事業

709 千葉県 有限会社オート・ドアステーション 4040002055191 「オンラインサービス」で販路拡大と業務効率アップ！事業

710 千葉県 近江屋釣具店 対人接触機会を減らすための商品一括仕入体制構築

711 千葉県 株式会社紋屋旅舘 5040001079026 換気システムの強化とHPの刷新による販路開拓

712 千葉県 藤建工株式会社 2040001006552 リフォーム＆移住促進で千葉市のコロナもSDGsもマルっと解決

713 千葉県 岸利至 オンラインによる新たな様式の音楽制作、楽曲提供、技術提供

714 千葉県 ＰｅｔｉｔｅＬｕｘｅ ネイル事業のオンライン化とフェイシャル事業の新規立ち上げ

715 千葉県 有限会社共文堂 7040002084361 来店型の販売モデルからオンラインでの魅力的な商品案内への転換

716 千葉県 合同会社トゥルース 8040003013839 麺屋誠オンラインショップ「おうちで麺屋誠」

717 千葉県 株式会社リノバリュー 5040001103859 ワンマンオペレーションによる地上及び空中動画撮影事業への進出

718 千葉県 タケウチ コロナ禍でも自宅で参加できるオンライン撮影サービスの新規展開

719 千葉県 ＭＩＫＡＺＵＫＩ．Ｄｅｓｉｇｎ ガチャポンで非接触でも認知・販路拡大と町コミュニケーション

720 千葉県 伊酒リア 非対面型ビジネスモデルへの転換

721 千葉県 エスニックカフェクローバー デリバリー・キッチンカーサービスで新たな販路開拓

722 千葉県 株式会社ＮＭＨｏｍｅ ｄｏｃｔｏｒＫ 4040001108586 販路開拓！集客促進動画＆オンライン見積り・予約サービス事業

723 千葉県 清水ひとみ ママと子どもがおうち時間を満喫できるオリジナルグッズ制作販売

724 千葉県 サザエ 割烹料理店のイメージを損なわない弁当、テイクアウト販売事業

725 千葉県 大衆中華ホサナ オンラインを活用した事前注文システムでテイクアウト販売を強化

726 千葉県 ＳＵＮ株式会社ＴＥＴＳＵ 2040001118901 ECサイト構築による、DIY用机・椅子の脚のオンライン販売

727 千葉県 株式会社ビューティーコミュニケーションシステム 8040001010664 技術研修のeラーニング化と他社向けコンサルティング販路開拓

728 千葉県 青企画 コロナで始めたゴルフビギナーのためのケガ予防オンラインサロン

729 千葉県 吉山プラスチツク工業株式会社 2040001007848 オンライン販売による種類豊富な自社企画製造商品の販路展開

730 千葉県 Ｋｅｎʼｓ Ｇａｒａｇｅ 自動車パーツ及び部品のネット通販で商圏拡大と新規顧客獲得

731 千葉県 ｓｅｃａ株式会社 1040001014044 Web展示会出展

732 千葉県 株式会社エレガントカジュアル 8040001093585 買い物同行事業のオンライン化

733 千葉県 ベーカリープーチ コロナ禍対応のホームページを用いた新たな非対面ビジネスの構築

734 千葉県 にこにこ本舗株式会社 7040001073489 自然と触れ合い３密にならないレンタルスペースＢＢＱの提供

735 千葉県 こばこば 100%ネット販売転換のためのECサイト制作と広告活動

736 千葉県 天鍼堂 鍼灸院事業において接触機会を減らし、往診を実現する。

737 千葉県 株式会社白鳥丸水産 8040001075286 BBQ需要拡大に対応する移住者・民泊施設向け鮮魚デリバリ事業

738 千葉県 ブルーグース合同会社 3011003007788 ベビー用品の企画・製造・販売

739 千葉県 株式会社ＡＳＴｏｎｅ 9040001116634 オンラインでの問診～整体

740 千葉県 株式会社アソビト 3040001117126 レッスン投稿メディアの制作

741 千葉県 ラメール サーフショップ 感染リスク軽減のためのネット対応強化、施設改装

742 千葉県 ベルカント オンラインフラワーレッスンのためのオリジナルスマホアプリ開発

743 千葉県 有限会社大丸木工所 9040002102063 コロナ対策強化で夜間予約制導入、展示場貸切でゆっくり家具選び

744 千葉県 知創経営研究所 全サービスオンライン化し感染拡大防止と事業継続、顧客貢献両立

745 千葉県 グケートまゆみ オンラインで完結するパーソナルスタイリングサービスの構築

746 千葉県 株式会社ＸＸＩｓｔｅｅｚ 4040001116837 web広告によるコンサルティング業務のオンライン営業拡大事

747 千葉県 ファーシーン株式会社 6040001016226 中古着物をカジュアルウェアへのリメイク及び非対面のネット販売

748 千葉県 八房整骨院 リモートを活用した新プログラムの導入

749 千葉県 株式会社みらいメディケア 9040001107435 コロナ禍における訪問看護ステーションの事業継続と新規販路開拓

750 千葉県 ホリスティックケアサロンＬｅａｆｏｆＬＩＦＥ オンラインで健康ロースイーツ教室を開講して対人接触機会減少
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751 千葉県 個別指導塾ＲＩＳＥ 連絡ツールと学習スペース拡張のための設備の導入、改善

752 千葉県 セミナトーレ レストランでのTAKEOUT!真空包装機を使って…

753 千葉県 株式会社ウッディホーム 6040001106274 オンラインでの中古住宅販売・リフォームによる顧客獲得の取組み

754 千葉県 ダンスＤＯＪＯイワミツ レッスンと面談の非対面化・時代に合わせたWITHコロナ事業

755 千葉県 エイチアールワークラボ オンラインセミナー開催を本格化させるweb集客体制の構築

756 千葉県 有限会社エムジー 9040002068973 タトゥー、ピアス衛生管理講習、修了証の発行業務デジタル化

757 千葉県 株式会社伊能 4040001063468 ハンディターミナル導入による非訪問型営業体制の構築

758 千葉県 株式会社澤野企画 6120002054043 対面営業からネット販売へ販売方法の見直しを図る事業

759 千葉県 いとう水産 地域密着！鮪問屋キッチンカーが家庭の食卓に笑顔をお届け！

760 千葉県 株式会社シブヤ 7040001037485 SDGʻS 業務用食材のフードロス削減事業

761 千葉県 福沢商事株式会社 1011701022594 北海道産の食材を活用した商品開発とデイバリー等による拡販

762 千葉県 パブ ハーミット 昼営業への転換と定額制導入でランチ難民解消と女性層の新規開拓

763 千葉県 株式会社サーティーンシステム 6040001084685 「簡易見積システムの導入による非対面型ビジネスモデルの構築」

764 千葉県 柏のベーグル工房 ぱんごはん 無添加ベーグルのECサイトおよびオンラインレッスンの販売促進

765 千葉県 株式会社東臣 2040001101080 非対面で完結！リモート打ち合わせサービスをHPで認知度向上事

766 千葉県 ＡＮ ｃａｆｅ 自社ネット通販事業立ち上げと店内感染リスク抑制策

767 千葉県 有限会社花里 4012402002148 【花里】ネミール普及事業

768 千葉県 ＰＵＲＥ ＢＡＬＬＯＯＮ 販路拡大と売上上昇を目指しホームページとECサイトの再構築

769 千葉県 オンリーワン企画 新規機械導入での新商品開発とＷＥＢサイトによる全国展開

770 千葉県 株式会社シマ美装 3040001066868 非対面型美容院業務フローの確立

771 千葉県 有限会社ＡＬＴＯ ＰＯＮＴＥ 6040002019541 「スーツカウンセリング」「ARMADIOブランド通販」事業

772 千葉県 株式会社昌造園 1040001059213 造園資材小売販売拡大のための「配送」による非対面販路拡大事業

773 千葉県 株式会社テスク 8040001046972 非対面相談会の活用によるリフォーム・リノベーション事業拡大

774 千葉県 伊藤モービル 伊藤モービル 自動車用カッティングシート新規事業開始

775 千葉県 株式会社Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ Ｗｏｒｌｄ 3010901045346 おうちを気軽におしゃれに。定額制アートフォトレンタル

776 千葉県 株式会社ふろらしおん 4040001116886 高濃度水素ガスによる血流改善体験を通した新規顧客拡大の取組み

777 千葉県 ピッツェリア オルカ 低感染リスクのテイクアウトとデリバリー販売を強化する施策

778 千葉県 有限会社三共興業 7040002082464 新規計測機器導入による測量業務内製化と感染対策強化

779 千葉県 株式会社リメイク 7040001030589 商談や打ち合わせ等をオンライン化するWEBサイト制作事業

780 千葉県 ＡＭＢＥＳＳＡ ＆ ＣＯ 循環型社会のモデル店舗となるオフグリッド無人販売所の導入事業

781 千葉県 東京アレパ キッチンカー活用！地産地消オーガニックAREPAで健康応援！

782 千葉県 ヘアーサロンカトウ 女性専用エステ室の設置による新規女性客獲得の取組み

783 千葉県 サンアイルス （通信＋通学）型の講座の拡大

784 千葉県 有限会社拓辰 1040002064625 非接触による顧客とのコミュニケーション・ツールの開発

785 千葉県 ブレッドハウスネスト 対人接触回避可能な販売スペースとオンライン予約システムの構築

786 千葉県 びばりば市川 目標へ前進。システム活用による利益率向上と採用基盤の強化。

787 千葉県 ないです。 シニア 世代 のための、思い出と宝物を美しく残す撮影サービス

788 千葉県 株式会社ブリッジ 1040001111378 感染症対策及び売上向上のためのオンライン問診システムの導入

789 千葉県 株式会社ＳＥＮＳＩ 9040001113540 アート系ネイルサロンの美容品販売ECサイトPR事業

790 千葉県 マセゾン・エ・ルーヴァン株式会社 8040001107931 コロナ禍で見直される近場の観光需要を農産物で掘り起こし！

791 千葉県 梨の船芳園 新型コロナウイルスに対する密解消のためのホームページ作成

792 千葉県 株式会社ＡＱＵ先端テクノロジー総研 3040001013960 未来わくわく宇宙塾オンラインサロン

793 千葉県 株式会社鈴馨 6040001100871 日本初上陸！癒しの非接触ヒーリングベッド販売用ツール作成

794 千葉県 行政書士齋藤事務所 オンライン相談・サポートによる非対面型への転換

795 千葉県 有限会社大成プランニング 9040002057555 非接触痩身サービスの実現による新規顧客の開拓

796 千葉県 株式会社リスキット 2040001105874 コロナ時代における新しいアニメーション配給事業の取り組み

797 千葉県 ＫＡＫＡＲＯＴＴＯ株式会社 7040001108625 勝浦の地元住民と首都圏の観光客の観光地となる古民家カフェ

798 千葉県 エージーカンパニー株式会社 7040002052896 ネット販売拡大ため広告費強化による集客売上拡大に取り組む計画

799 千葉県 株式会社モビリカ 2040001087386 LiDARの3Dデータによる座位安楽クッションのリモート製作

800 千葉県 ＣＴＮ オンラインでのパーツ販売と新たなサービス提供による事業拡大
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801 千葉県 勝新工業株式会社 7040001096531 非対面商談と連携したWEBサイトを作成して会社目標を達成する

802 千葉県 合同会社エイチアンドケイ 6040003004690 オンラインレッスンの導入とネットを活用した新規顧客の獲得

803 千葉県 いたちとどんぐり 千葉県市川市をモチーフにしたオリジナル商品の開発と販売

804 千葉県 グレースコーポレーション スマホアプリ導入での新規顧客獲得及びHP更新による活性化事業

805 千葉県 株式会社ＴＶＶ 9040001090689 古民家のプライベート空間でリラックスサロンの運営

806 千葉県 メディカルアークデザイン シニアライフカウンセラー向けe-ラーニング養成講座の開発

807 千葉県 有限会社壱粒吉永 6040002044374 テイクアウト、宅配による低感染リスク事業拡大計画

808 千葉県 タマ メディカル ビューティー エステサロンのDX化による新たなビジネスモデルの構築と広報

809 千葉県 エンファブ 青空陶芸教室開催

810 千葉県 大野 匡史 無人チェックインシステムを導入した貸し会議室事業

811 千葉県 ＷＥＢ制作・マーケティング 中村 LINEツールによる自社とお客様の営業活動の非対面化と効率化

812 千葉県 ミノアカ グローバル ECサイト構築により介護市場へ新たに参入！

813 千葉県 株式会社Ｂｅｌｌ ｃｉｅｌａ 6040001105714 ＥＣサイトによる商材販売と新規集客導線の確立

814 千葉県 エルアンドシー 人力車で新規事業を！WEB・SNSマーケティングの取組

815 千葉県 有限会社マスヤ種苗店 9040002099812 ホームページ作成及び商品パンフレット配布による新規販路拡大

816 千葉県 ゆうなぎ 海の家から新テイクアウト店舗への転換

817 千葉県 銀座ファミリー 【林正弘】リモートで受講できるチームビルディング研修

818 千葉県 株式会社Ｆａｍｉｌｉａｒ 4040001116829 安心と手際の良さで信頼作り

819 千葉県 株式会社ＴＯＫＩプロモーション 1040001081695 ハイブリッド型セミナー事業

820 千葉県 有限会社リューセイ 5040002054102 自社 EC サイトの再構築とコミュニケーションツールの整備

821 千葉県 Ｔｏｔʼｓ合同会社 4040003017067 アパレルメーカーの在庫処分を支援する「オンライン処分市」事業

822 千葉県 合点工芸 下請からの脱却のためのWEBサイト制作とインスタグラム運用

823 千葉県 ＫＵＲＡ電子部品 オリジナルECサイトで教育機関や中小メーカーに電子部品を販売

824 千葉県 株式会社アルマ 7040001009451 接触機会減少と業務効率がテーマ。福祉のオンライン活用事業。

825 千葉県 ジブンヅクリ オンラインのレクチャースタイルによる食生活サポート事業の実施

826 千葉県 エスピーシーエンターテイメント合同会社 2040003018257 イベント企画会社による新規顧客獲得のためのホームページ制作

827 千葉県 ｎｉｈｏｎｇｏｋ 外国人対象の日本語レッスンのPR媒体作成及び広告活動

828 千葉県 ニコプラス 人気花教室の収益化ノウハウのオンライン講座化による販路拡大

829 千葉県 合同会社Ｍｅｄｉｃａｌ Ｐｒｏｖｉｄｅ 8040003018276 非対面問診の開始とホームページ、ＳＮＳを用いた広告宣伝

830 千葉県 Ｓ−Ｊ Instagramを使った集客～オンライン問診

831 千葉県 小林寛道スポーツ健身事務所有限会社 5040002096441 個別仕切りルーム型トレーニング設備への改良

832 千葉県 シームレスワークス インターネットの情報発信を通して地域創生に貢献する

833 千葉県 株式会社アイル・ジョン 1040001110883 スマートフォンユーザーに向けてのオンライン営業・商談の導入

834 東京都 株式会社アソシエイツ３６ 2011001114488 新商品のECサイト販売による非対人接触の売上強化策

835 東京都 株式会社ヒューマンスカイ 9010401096264 実演販売の資源を活かした非接触型商品・サービスの開発・事業化

836 東京都 株式会社Ｂａｌａｎｃｅ Ｃａｒｅ 5010701035826 働く女性を応援！足元から見直すオンライン型サロン

837 東京都 小西貿易株式会社 9010501003888 一般向けラタン材料のネット通販でDIY市場での販路拡大を実現

838 東京都 株式会社スプール 7010401086250 癒しの香り～一人でも楽しめるオリジナルアロマ雑貨の開発と販売

839 東京都 一会 花関連の、非対面型の商品開発と新規事業の立ち上げと環境構築

840 東京都 株式会社スタローネ 4013201016850 非対面接客での新たなコミュニケーションツール

841 東京都 株式会社マインドアクスル 4010401142964 オンライン化による非対面型個別指導と教材コンテンツの提供

842 東京都 株式会社ジースリー 7011701016038 水回りリフォームパックのオンライン決済で非対面型事業を展開

843 東京都 株式会社イトーハウジング 4010901001174 物件紹介から契約まで完全オンライン化プロジェクト

844 東京都 株式会社小大建築設計事務所 3010901036213 住宅リフォーム設計事業：一畳十間

845 東京都 古山大輔 オンライン市場参入のための商品開発！

846 東京都 ツユキファクトリー株式会社 8010401087743 新規事業「オンラインカウンセリング」で肩こり腰痛解消！

847 東京都 株式会社Ｃｏｏｋｉｎｇ ｓａｌｏｎ ｄｉｓｈ 3011101075902 オンライン婚活の支援事業と動画コンテンツの販売促進

848 東京都 大進実業株式会社 4011201003035 WEB決済を活用した宅配ネットクリーニング事業展開

849 東京都 ＢＡＲＢＥＲナゴヤなごやしずえ理容室 オンラインカウンセリングで全国の肌・髪トラブルを改善！

850 東京都 大野リビック株式会社 8013301002144 セミオーダーカーテンのネット通販による新規販路開拓事業
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851 東京都 大黒屋 お客様が安心、満足できる門前そばとお食事空間の提供

852 東京都 ゼウス合同会社 7010903003018 社内 “ライブプロダクション・スタジオ' から魅力発信します

853 東京都 株式会社Ｗｏｎｄｅｒ ａｎｄ Ｊｏｙ 2010901042773 コロナ禍におけるブライダル品の販路拡大と非対面形式への転換

854 東京都 千住葡萄酒 テイクアウト事前注文システムを活用した非対面ビジネスの強化

855 東京都 ジンギスカンけやき屋 ECサイトでラム肉のレトルト食品・ペットフード販売

856 東京都 株式会社ＢＯＳＣＯ 9010001198510 テイクアウト客と店内客同士の接触がないお肉料理事業の開発

857 東京都 ほぐし屋本舗 非対面で施術可能、安全な機器を使ったセルフマッサージ

858 東京都 銀座きものなかがわ有限会社 1013202008107 新商品（和装小物）の開発とオンラインでの接客・販売

859 東京都 合同会社ＧＥＮＴＩＬＥ 4012703001732 キッチンカーによる感染リスクを抑えた営業方法の導入

860 東京都 株式会社イズミ 8012301002856 非対面販促ツール拡充と保守サービス提供で新規顧客・契約獲得

861 東京都 株式会社ナノスクエア 8010001127214 オンラインレッスン・講演会による販路開拓でコロナ禍打開

862 東京都 Ｈ＆Ｔ株式会社 9011101086274 キッチンカーでのベトナム料理移動販売による販路開拓

863 東京都 野田株式会社 2010401023605 ランディングページを活用したZOOM商談の周知プロジェクト

864 東京都 合同会社パナフーズサービス 7011803004246 非対話で写真をタッチするだけスマートオーダー会計マシーン

865 東京都 デザイアドライン株式会社 8010701025816 デザイン業に依存しないビジネスモデルを！自社商品販売事業開始

866 東京都 株式会社ビューティバー 3010401090074 セミカスタムケーキ業態における生産体制の効率化と販路開拓事業

867 東京都 レインボーシステム株式会社 5030001119798 認証システム導入による非接触入退館の促進とセキュリティの向上

868 東京都 ＳＥＧＭＥＮＴ株式会社 9010401153206 レンタルスーツ＆オンラインサポートで自宅EMSトレーニング

869 東京都 有限会社デコルテ 7010002022670 オリジナルブランド立ち上げ、ECサイト販売で継続的売上獲得

870 東京都 株式会社イトーテキスタイル 9012401010832 非接触型障害者アーティストのプリント商品ネットショップ構築

871 東京都 有限会社みどりや酒店 6010602005646 薬膳高級缶詰開発と販売、ワインとのセット販売による売上拡大策

872 東京都 株式会社エイミー 9011201021288 オンラインカウンセリングによるオンリーワン化粧品の提供

873 東京都 愛と友情の金のマドレーヌ工場 お絵描きムービーで共感が得られるオンラインショップに

874 東京都 千歳船橋バル マルニモッコ ECサイト開設で全国へ。コロナ対策で売上回復と販路拡大

875 東京都 有限会社昭和地所 7012402011402 美麗醬プロジェクト

876 東京都 赤井実業株式会社 8010501032905 非対面オーダーシステムによる感染防止接客プロセスの実現

877 東京都 合同会社アナザーハンドレッドイヤーズ 9011003010803 オンラインショップ開店で感染症対策徹底と新顧客＆売上増を実現

878 東京都 株式会社ラーニングデザインセンター 3010401050086 非対面型リモートワーク時代の現場リーダー向け講座の展開

879 東京都 株式会社葬援 2012801020586 葬儀業務のDX化によるコロナ対策強化及び売上向上計画

880 東京都 ＧＯＡＴ 接触機会を減らした内装リフォームとハウスクリーニング事業

881 東京都 有限会社小川商事 4020002079589 非対面事業として写真・動画素材のネット貸出・販売システム構築

882 東京都 株式会社モスコ 6011001070166 コロナ禍が見出したDX戦略化と媒体社への転身と挑戦、持続化へ

883 東京都 Ｂｏｎ Ｄａｎｉｓｈ 自動販売機導入による非接触販売の実現と店舗販売時間の拡大

884 東京都 株式会社パル・コーポレーション 5010001127217 会員制の新サービス展開のためのサイト構築とＷＥＢ広告の実施

885 東京都 株式会社シーズン花達 7013201002534 店舗向けスマホアプリの開発導入による非対面型接客と販売拡大

886 東京都 株式会社インディゴジャパン 3011101076883 IT人材確保の切り札！海外ITエンジニアのリモート採用

887 東京都 株式会社にじゅういち出版 6010001026070 契約書解説・ひな型のダウンロード自動申込・配信システム構築

888 東京都 株式会社スペースグッドタイム 8070001024785 非接触型エステティックマシン及びサービス提供方法の訴求

889 東京都 有限会社セレモ共済会 8011202003410 対人接触機会削減と遺体保全効率化のための遺体保冷庫の導入

890 東京都 ゼロゼロエスエス株式会社 7011001057427 コロナ後の販売ECプラットフォーム作りとオンライン展示出展

891 東京都 株式会社Ｓａｌｅｓ ａｎｄ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ Ｊａｐａｎ 7010701027838 営業代行事業のWeb広告・Web制作を活用した販路拡大事業

892 東京都 株式会社フォーギミック 6011001133204 「美 Vid・オンラインプログラム」配信事業

893 東京都 ｉｄｅａｌ 愛されブランドを創る！ハイブリッド型販売心理学プログラム

894 東京都 株式会社マースティーカンパニー 1013201016770 解説動画を使ったオンラインカウンセリングによる新規顧客開拓

895 東京都 ワイルドマート合同会社 8013203001871 オンラインを活用したフルオーダーメイド下着の新規販路開拓

896 東京都 Ｌ−ＤＥＳＩＧＮ株式会社 9010501037853 人気革製品のアウトレット商品による通販販売で売上を増加

897 東京都 合同会社Ｍａｒｉｎｈｅｉｒｏ 6010803002822 シュラスコ弁当のキッチンカー販売

898 東京都 株式会社さんの水産 4012401033350 小田原鮮魚のWEB販売による販路拡大プロジェクト

899 東京都 株式会社ＡＬＬ ＪＡＰＡＮ ｅｍｏｔｉｏｎ 9120001168717 ライブ配信プラットフォームの構築による新事業展開

900 東京都 株式会社大和靴店 3010401030055 非接触型販売への切り替えと感染症感染防止対策の取組
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901 東京都 有限会社アールクラブ 4010902016931 対人接触機会を減少したレンタル撮影スタジオ提供による販路開拓

902 東京都 パップ ECサイトによる販路拡大とブランド周知

903 東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｇａｌｌｅｒｙ 4010001198283 リアルなアート展の現代画作品を美術プラットフォームで海外発信

904 東京都 ＤＩＳＨ株式会社 6010401093974 メニューブックのデジタル化事業

905 東京都 日商印刷株式会社 9011801010995 提案型の顧客専用サイト活用による新ビジネスモデルの構築

906 東京都 株式会社クラフトデザインテクノロジー 3010001115289 非対面での営業体制を確保するためのＥＣ販売計画

907 東京都 ブリリアント・フューチャー・パートナーズ株式会社 4010001188549 脱コロナに対応したオンラインセミナー実施による売上拡大

908 東京都 ａｓａ ジュートで地球を救うサスティナブルバッグのEC販売

909 東京都 人知れず良いこと株式会社 6010001214955 オンラインコンサルと集客ソフト販売のためのＷＥＢサイトの構築

910 東京都 株式会社ＨＲＭ総合事務所 8010601052415 アレルギーフリー菓子とクラフト教室お稽古PRと生産効率UP

911 東京都 一立テクノ株式会社 1011101002073 ＷＥＢを活用した語学教育とサポートの実施

912 東京都 ＬａＬａ株式会社 5010401157441 内装変更によるプライベートサロンへの変貌と新メニュー提供

913 東京都 まつ毛専門店ローズマリー 非対面型機器の導入により感染対策エステ事業

914 東京都 オルタナティブプランズ株式会社 8010601041905 気通信工事士が非対面遠隔対応化Wｅbサイト更改で販路開拓

915 東京都 お食事処なごみ コロナ低リスク感染対策フードトラック事業計画

916 東京都 株式会社ｍｕｓｉｋｌｅ 7010501045775 安全な環境で配信コンサートを開催、ネットで集客をする

917 東京都 株式会社ビッグシャイン 3010001078057 自社ブランドECサイト構築とZoom相談によるEC販売の実施

918 東京都 神崎雅史 企業向け・オンライン「フォームローラー」レクチャーで健康増進

919 東京都 てなわん株式会社 2010401137693 オンラインコンサル事業の顧客をWEBを活用して獲得する取組み

920 東京都 新宿ケントス株式会社 5011101062270 Web 予約でのライブ配信と EC サイトでの新規顧客の獲得

921 東京都 株式会社エムエスピー 5011001067378 効率的な集客を実現するためのHPとお問い合わせシステム構築

922 東京都 株式会社ＭＩＮＥＲＡＬ 7013301035566 非対面・非接触で映像の確認が可能なレンダリングマシンの導入

923 東京都 株式会社アジアブレーン 8011101023740 ECサイトの作成などによる日本酒の越境販売

924 東京都 株式会社松田養蚕場 3010101011495 自社ECサイトの構築及びブランディング戦略

925 東京都 株式会社ワンズライフ 2020001112427 オンラインカウンセリングを利用した終活カウンセリング事業

926 東京都 マルノワグループ株式会社 1010901038079 テイクアウト導入を活用した接触リスク低減と認知強化

927 東京都 株式会社プリントップ 9011501011889 「マーキングフィルム｣ECサイト構築!非対面集客と販路開拓

928 東京都 ストライク＆パートナーズ合同会社 9011003006446 観光Webメディアと会員制SNSサロン運営による収益化

929 東京都 ミラレソ株式会社 9011001141055 非対面型サブスクリプションサービスの導入

930 東京都 株式会社宮川 9013301011986 新しい生活様式に合わせた店舗運営と鰻お重と日本料理のEC販売

931 東京都 有限会社サイクルメイトカミヤ 7013102000331 「タイヤ・消耗品」の非対面型ネット通販で販路開拓と売上回復

932 東京都 岡高志行政書士事務所 離婚協議の困ったを解決するＡＩto離婚協議書作成サイトの開発

933 東京都 パリタリー 感染リスクの高い飲食スペースの廃止と製造工場化による業態転換

934 東京都 イル スオーノ スコッレ ヴェンティ ドゥエ テイクアウトシステムの導入による売上回復と拡大

935 東京都 アンダーバー ビジュアル系で参加するオンライン飲み会でコロナ突破！

936 東京都 ｓｔｕｄｉｏ ｅｋ オンラインバレエ・ヨガレッスンの広告用サービスサイトとオウン

937 東京都 マルソ テイクアウト・デリバリメニューの開発とエリア広告を使った販促

938 東京都 ＬＩＢ Ｈａｉｒ 完全予約制のプライベートサロンへの業態転換

939 東京都 株式会社ｇｒｏｗｔｈ 5010501043203 自社サイトの充実、ITを活用した販売手法による新規顧客の開拓

940 東京都 ひろのぶと株式会社 5010001208454 ECサイト直結ホームページを活用した非接触での新規販路開拓

941 東京都 岡島正樹 セルフ脱毛事業による非対面型ビジネスモデル

942 東京都 株式会社ＹＤＳ建築研究所 9011601011962 リモートワーク対応のリノベーションパッケージ事業の販路開拓

943 東京都 特定非営利活動法人日本ガムラン音楽振興会 7010805001648 ガムラン音楽のオンライン鑑賞や音楽素材販売による事業体制強化

944 東京都 株式会社プラス 3010001114266 自社商品のオンライン展示会／勉強会実施による新規顧客の開拓

945 東京都 株式会社Ａｐｐｌｏｕｄｅｒ 2010401135177 オンラインで学ぶヨガの動画学習プラットフォーム

946 東京都 合同会社Ｏｌｉｖｉａ Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 9010503004315 NFT証明による画像販売サイトの購買促進サイトの制作

947 東京都 株式会社ＧＯＯＤ ＦＯＲＴＵＮＥ 7013201017219 ＥＣサイトの強化による来店売上依存からの脱却

948 東京都 株式会社Ｂｅｌｌｅｚｚａ ｅ Ｇｒａｆｉｃａ 4010601055727 「くらとと」オンラインコンテンツ制作販売

949 東京都 株式会社Ｅｔｅｒｎｅｌｌｅ Ｂｅａｕｔｅ ａｎｄ Ｃｏ． 7010801020437 冷凍自販機設置による対人接触低減物販事業の実施

950 東京都 Ｊａｐｒｉｓｅ株式会社 2011101083880 非対面で鳥肉店の魅力を広めるテイクアウト・デリバリー強化事業
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951 東京都 ソラノウエクリエイティブワークス 接触機会の削減、ネットワーク化による効率的動画制作

952 東京都 炉暖 フレンチ経験を活かしたベーカリー販売事業への進出

953 東京都 林家楽一 安心な教室設備充実とネット授業・商品販売の販路開拓事業

954 東京都 有限会社こしみず 3010102002601 テイクアウトを開始し、老舗店舗の新たな魅力を発信！

955 東京都 イトー建物株式会社 8011801034442 手軽に体験、建設業者の創るキャンピングシェル・キッチンシェル

956 東京都 ニューマネジメントシステム株式会社 3011801011074 ニューマネジメントシステム株式会社

957 東京都 マツダミュージックアカデミー オンラインで気軽に楽しさを実感～非対面音楽教室で販路拡大～

958 東京都 東京投資諮詢株式会社 8010401134900 海外顧客対応と新規事業のためのＨＰ作成

959 東京都 炙り鶏とりばこ 自宅が飲食店になる高齢者の為の料理パックデリバリーサービス

960 東京都 株式会社Ｓｑｕａｒｅ ＦＥＥＴ 1011001130817 オンラインを活用した肖像画アート販売事業の立ち上げおよび推進

961 東京都 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ 5030001133700 MAツールで実現！ポストコロナのコンテンツマーケティング

962 東京都 株式会社ピーク 7010001129038 オンラインスクールとインターネットでの販売促進事業

963 東京都 エフ・コンフォート株式会社 3010101012808 屋外でのゴルフ用品販売を！移動販売事業の開始

964 東京都 有限会社ウィン＆ウィン 6013202011163 ライブ配信を利用した小規模オンラインイベントの開催

965 東京都 株式会社ブライトコミュニケーション 4010501029938 顧客管理システム改修による社内情報共有と非対面営業活動の強化

966 東京都 株式会社イノベーション・ドライブ 2011001093773 キッチンカーで原宿ハッピーフードをお届け

967 東京都 土濃塚隆一郎 「管楽器のためのオンラインレッスン」に特化したスクールを開校

968 東京都 株式会社つま⾧ 4010001050667 新規に通販のホームページを作り非対面で売上UP!

969 東京都 もつ焼きエビス参 志村三丁目店 大衆居酒屋の二毛作！感染防止を意識した集客事業。

970 東京都 株式会社Ｔｒａｖｅｌ Ａｉ Ｌａｂｏ 1010501042919 リモート営業を効率化するソフトウエア

971 東京都 ＣＭＯパートナーズ オンライン研修×オンライン営業による低感染リスク型販路開拓

972 東京都 丸山書房 EC機能付きホームページの開発

973 東京都 合同会社サバイカンパニー 7012703001738 オペレーションを簡略化して１分で提供するテイクアウトサービス

974 東京都 有限会社アートランド 2010602008941 オーダーメイド製作ＥＣサイト構築及びホームページリニューアル

975 東京都 ペットの健康ＳＯＳ オンラインレッスン集客のための新企画

976 東京都 ＲｅＳＴＡ Ｇｒｏｕｐ株式会社 1010401129576 「子ども向けオンライン更生サポート事業」による販路拡大

977 東京都 ココワークス株式会社 3012401030836 企業向け加工食品のOEM製造とECサイトでの販売事業

978 東京都 株式会社花壇 2010001040538 流動的な商材構築力を活かしたマーケティング会社への転換

979 東京都 對馬流南インド料理店 タリカロ 独自の旨辛い南インドカレー冷凍販売による通販事業 非接触型

980 東京都 ＮＩＣＯＬＬＡ オンライン国語塾の開講と非対面型の販売促進事業

981 東京都 株式会社ニューデリカ 2010801017495 行商卸し主体の業態にWeb販売を追加して一般販売も行う

982 東京都 松木雄一写真事務所 YouTube 事業用の撮影設備の導入

983 東京都 Ｂｏｒｄｅｒｌｅｓｓ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ オンラインシステム強化・事務の効率化・スクール認知度強化

984 東京都 ＬｉｆｅＳｋｉｌｌＵｐ合同会社 1010403023868 ツールの活用と当社独自ECサイト構築による販路拡大

985 東京都 整体フットケアサロンｅｎａ 足専門整体との相乗効果！非接触型パーソナルフィットネス事業

986 東京都 日本タヒボ流通株式会社 9011501010016 健康増進食品のネット通販による新たな小売事業の販路開拓

987 東京都 株式会社Ｃ−ＧＲＡＴ 5011001090537 「無料ノート」広告媒体の商談プロセスをオンライン化！

988 東京都 アンクル株式会社 4010601053400 クラウドキッチンのＰＲ及びスマートロッカー先行導入

989 東京都 有限会社スズヤ 5010502005714 脱訪日インバウンド需要！越境ECビジネスで新規顧客獲得！！

990 東京都 有限会社シャブロン東京事業所 2013102001227 お菓子教室のLIVE配信有料化とSNS広告による会員拡大

991 東京都 株式会社ティーツーリンク 8011401020033 けんたさんがいく！ディスカバーライド

992 東京都 株式会社Ｃｒｙｓｔａｌ Ｓｏｕｎｄ Ｌａｂ 4010601054704 クリスタルボウル講座のオンライン授業及び会員向けサービス

993 東京都 有限会社ミュージック・アプリケーション 2010102006727 「オンライン芸術鑑賞会」及び「配信コンサート」の補助事業

994 東京都 有限会社やせる教室スワン 2011302015550 非接触オンラインカウンセリング×セルフエステサービス導入

995 東京都 株式会社オンライン営業化．ｃｏｍ 3013301044455 自社デリバリー・テイクアウトシステムの開発、浅草から広げる

996 東京都 有限会社梅菓匠にしむら 7013102007500 自動販売機導入での感染予防と販売増進

997 東京都 マコミカル 質の高い非対面レッスン&オリジナル動画製作による販

998 東京都 ＮＥＸＴ ＧＡＴＥ株式会社 9013301036901 LIVE配信活動の収益化計画

999 東京都 税理士法人サンク・アンド・アソシエイツ 7010405006188 テレワーク環境導入による新たな相続サービス提供

1000 東京都 株式会社ココロバ 1010101012132 半個室、個別カウンターの設置による安心で魅力ある店舗づくり
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1001 東京都 株式会社Ｒ 9013301040564 大学生向けオンラインイベントの収益化事業

1002 東京都 株式会社映人 7012401024306 「ナレーション音声作成事業」の体制構築・販路開拓

1003 東京都 ＨＩＤＥＧＬＯＲＹ 空き家再生賃貸に係るオンライン情報提供を行う会員制サイト新設

1004 東京都 あさひ経営合同会社 7010403014795 オンライン型不動産経営講座のwebサイトシステムの構築

1005 東京都 株式会社エヌプラス 4011501026636 非接触の施術が可能な最新治療機器の導入による集客の強化

1006 東京都 合同会社砂町商事 8010603009000 オリジナルクラフトビールの非対面販売の推進による売上拡大策

1007 東京都 株式会社エルフハーツ 7010401097405 オンラインサッカースクール開講で アフターコロナに事業対応

1008 東京都 株式会社永楽堂 4013301023177 一点物の仏壇・仏具の通販で新規顧客獲得・売上回復に取り組む

1009 東京都 株式会社ココノッツ 4010001135765 オンラインイベントの自社運営化による新規顧客獲得

1010 東京都 落合諒磨 SNS動画向けオンライン完結型MAとサラウンド環境音制作

1011 東京都 シェパード株式会社 8010401126360 ウェブサイトによる新規非接触型営業の展開

1012 東京都 株式会社美彩堂 6010701035742 ＰＢ化粧品を直販するＥＣサイトの構築＆新規顧客の獲得強化

1013 東京都 ネイルサロンアノー コロナ禍の新たな売上創出と顧客接点維持のためのECサイト制作

1014 東京都 株式会社明時商事 8013301044574 個室ワークボックスの導入による非対面環境の整備・拡販事業

1015 東京都 スタジオ・アイ 土産品の製造卸売業から、非対面、非接触の小売業への事業転換

1016 東京都 アイ スティール ラブ ユー ソー ネットを活用した非接触型リユースショップの新規展開

1017 東京都 合同会社ビヨンドワールド 4011103008891 移送用ローラー部品の営業用ＨＰ及び通販＆在庫管理機能の実装

1018 東京都 イノベーティブ・ジャパン株式会社 4010601044366 非対面型オンラインセミナー、研修プラットフォームの構築

1019 東京都 株式会社Ｆｉｒｓｔ Ｍｉｎｄ 1012301006905 無人対応型ハウススタジオによる新たな顧客ニーズの開拓

1020 東京都 株式会社ウルトラボーイ 9010501038380 飲食業界のテレワーク化！Ｗｅｂを使ったテイクアウトと通販事業

1021 東京都 鈴木愛彦 ドローンシミュレーター活用によるオンライン研修事業の取り組み

1022 東京都 琴平メイ音楽事務所 ハープ演奏のオンラインレッスン、ネット配信販売サービス展開

1023 東京都 日本ピーシーエル 「リモート営業のリモート研修」を、中小企業向けに展開

1024 東京都 有限会社久保田 7040002053390 常連客が愛する看板メニューの非対面強化

1025 東京都 デザインフロー株式会社 1010001201396 動画の活用による対人接触機会を減らした販売方法の確立

1026 東京都 株式会社カムビアス 6010801030255 デジタルサイネージ３Ⅾバーチャルルーム

1027 東京都 若生志乃 動画配信チャンネル開設に伴う撮影編集機器の導入

1028 東京都 株式会社クラシコ 1011801032741 対面型からオンライン商談化への取り組み

1029 東京都 月山商会 皮革製品ブランド特化型の情報プラットフォームの立ち上げ、運営

1030 東京都 株式会社ＤＳＨ 1010801024716 自社ノウハウを生かした通販用商品開発とECサイトの立上げ

1031 東京都 学園通り音楽教室フォリーナ 子供からシニア世代まで楽しめる非接触型の音楽レッスン事業

1032 東京都 きらく デリバリー販売事業の立ち上げによる販路開拓

1033 東京都 有限会社イクヨ 6013202000629 WEB鑑定の導入と30年以上の占い実績を訴求し販路拡大を図る

1034 東京都 Ｍａｎｇｉａｆｕｏｃｏ 真空包装機を使用した安心安全なテイクアウト販売事業

1035 東京都 株式会社福の井 4012801007375 非対面販売を実現する眼鏡のオンラインネットショップ開設

1036 東京都 株式会社Ｇｌｉｓｔａｒ 9011001118128 自社ECサイトの立ち上げでコロナ渦に対応した販路拡大計画

1037 東京都 フルーティ カーリー 美容室と同時に利用出来るトータルビューティーサロン

1038 東京都 株式会社Ｗｏｗ Ｃｏｏｌ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 8010401158453 ポストコロナにおけるインターネットを活用した映画配給事業

1039 東京都 有限会社ドリームカー 3013102007644 冷やし焼き芋の自動販売機の設置。

1040 東京都 メグスタ株式会社 1010401144492 無観客ライブが可能なオンライン配信サイト構築

1041 東京都 株式会社ＴＦマーケティング 3010801030522 テイクアウト向けメニューの開発・導入および集客活動

1042 東京都 株式会社ｐｒｏｖｅ ｗｏｒｋｓ 8012301009488 クラウド対応CAD導入によるパターン制作の効率化と非対面化

1043 東京都 株式会社静 1010001189847 卸業販売からECサイトを確立し非対面型接客への移行

1044 東京都 ｗｏｒｌｄ ｗｉｓｅ株式会社 8012301006840 営業方法の変更と新たなセールスツールの開発

1045 東京都 株式会社ＶＥＲＢＡＬ 3011001120519 「L'ordinaire」（ロディナー）事業

1046 東京都 グローバルナビゲーター株式会社 2011801020150 体験型オンラインツアーの販売事業

1047 東京都 株式会社プレッサアンドカンパニー 6013301025361 ECサイトの立上げによる売上UP計画

1048 東京都 ビストロ ＫＩＭＵＲＡ おうちでフレンチ！人気メニューテイクアウト販売事業展開

1049 東京都 アールピーエル株式会社 6010401132872 オンライン取引システム構築で、非対面取引の機会を確保する

1050 東京都 有限会社六司元 1010802019590 オンライン予約管理システムを導入し安心・安全な来院体制を構築
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1051 東京都 加藤貿易株式会社 3010401082229 D2C向けギフトブランドの販路開拓に向けたEC化戦略展開

1052 東京都 中国整体院 上葉鍼灸接骨院 太極気功18式動画配信、WEB相談＆来院予約のシステムの構築

1053 東京都 株式会社スマイルエンターテインメント 5011301020417 オンラインスクールを構築し、芸のレクチャー講座の販売

1054 東京都 株式会社エルコーラ 9010401118984 モバイルオーダの導入による新規売上創出と感染予防対策の推進

1055 東京都 パティスリーアンドブーランジェリーＨＡＲＵ 地域ニーズに合わせ、ポストコロナに対応したパン屋の新店舗展開

1056 東京都 Ｍｅｌｉａ コロナ禍でも安心安全「セルフエステでキレイになれる」

1057 東京都 ソフュージュ 地元子育て世代顧客のためのエステサロン多店舗展開

1058 東京都 フロムコーポレーション株式会社 7010701023894 コロナ対応新サービス「おうちの窓口 みんなの宅建士」の開発

1059 東京都 株式会社経理サポート会計事務所 4011101087657 非対面型での新規顧客開拓及び対人接触機会減少のための業務改革

1060 東京都 アトリエエコア 個人向け不動産承継と健全運営の為のオンライン教材の在宅販売

1061 東京都 合同会社大幸 4011503003930 セキュリティ対策を確保した入力システム導入によるテレワーク

1062 東京都 木挽町よしや 歌舞伎座裏の名店の新たな味を全国にお届けする

1063 東京都 ボディーショップオイヌマ 非対人接触機会減少カーエアコン能力復活向上ビジネス

1064 東京都 想いをカタチにハンドメイド教室 ｉｎ＿Ｔｏｄｉ ワークショップから講師育成まで、非接触型サービスの発信

1065 東京都 アトリエ芳 グラスプラスアルファ Web広告と新HP,リモート展示会で国内外への販路拡大

1066 東京都 Ｓａｌｏｎ ｃｏｃｏ コロナ時代に対応した自動痩身機器導入による顧客獲得事業

1067 東京都 株式会社アンビション 7040001073258 テイクアウトパンケーキカフェ事業

1068 東京都 村木 理香 季節のアレンジメントフラワーの定期配送サービス

1069 東京都 スタジオアイブロウ クラウドサーバーを利用した商業施設向け音楽配信サービス

1070 東京都 ｉＹｏｇａ オンライン・動画配信と新サービス導入による新規顧客開拓事業

1071 東京都 株式会社Ｅ・Ｓ・Ｋ 4011701020752 徹底したヒアリングのためのオンライン化と店舗デザイン事業

1072 東京都 ｉｌｓｏｌａｒｅ ネイル技術動画配信とオンライン講座開講・通販事業導入

1073 東京都 株式会社はんなり 8010401087917 事前ＷＥＢヒアリングによる接触時間と会話の削減プロセス構築

1074 東京都 株式会社エースワン 4012801009454 非接触・安心安全・モニタリングシステムの構築

1075 東京都 ヘプタポッド・インク株式会社 6011101083695 美顔器貸与非対面お試し体験サービス提供による新規顧客開拓

1076 東京都 株式会社エム・オー・オフィス 7010001184735 ダイレクトメールによる非対面営業への転換事業

1077 東京都 有限会社ふじかわフォトサービス 6012402005454 写真用品のオンライン販売及び現像の郵送受付サイトの構築

1078 東京都 株式会社イーアクセス 6010601032006 安全靴の製造販売会社の事業転換とその広告宣伝

1079 東京都 株式会社マル源 9010801011260 個人顧客向け和モダン生花のネットショップを用いた販路拡大事業

1080 東京都 大西克巳 リモートレコーディング環境の整備と新たなスタジオ展開

1081 東京都 行政書士小林国際法務事務所 新しいオンラインサービスの提供とＷＥＢを活用した広報活動

1082 東京都 鴇 揚げ物自慢の居酒屋が作る居酒屋弁当、居酒屋惣菜の販売

1083 東京都 株式会社ワールドアベニュー 5120901026358 海外留学出発前オンライン英語+コーチングコース新設

1084 東京都 黒船イノベーションズ株式会社 1011401021211 会計自動化AIの顧客獲得のためのオンライン営業体制の構築

1085 東京都 ｒａｉｎｂｏｗｈｏｌｉｃ株式会社 4013301043836 かわいいオリジナル文具の国内EC販売

1086 東京都 株式会社グラム 9013301042073 オンライン持ち帰り弁当サイト立ち上げによる販路開拓事業

1087 東京都 株式会社ネクストクリエイション 9011101075673 ITを駆使！完全オンライン化で新規顧客獲得業務効率化を実現

1088 東京都 Ｊｅｗｅｌ Ｎａｉｌ セルフ脱毛機導入による完全個室での非対面式サービスの実施

1089 東京都 株式会社フロンディア 5011001128329 オンライン上での見積システムの導入による業務効率化と販路開拓

1090 東京都 株式会社ＡＢＣ ＪＡＰＡＮ 4010001191420 消毒施工のプロが選ぶ衛生用品のオンライン販売

1091 東京都 パターンミックス パタンナー業務の内製化と型紙・リメイク商品のECサイト開設

1092 東京都 株式会社アートプラン 6013101003344 コロナに負けない新サービス

1093 東京都 株式会社アシスト 3010401127124 『e制作-オンラインショップ』の開設で非対面ビジネスへ挑戦

1094 東京都 株式会社オスミー 6010701036427 着ぐるみキャラクターを用いた全国リトミック動画配信サービス

1095 東京都 株式会社欅プラニング 3011301002276 幸せの瞬間を色褪せさせない、どこでもフォトウェディング

1096 東京都 島 薫 衣装製作オンライン講座

1097 東京都 株式会社Ｍｉｔｓｕｋｉ 1011601024476 ラジオ番組を活用した新サービス「日本酒定期便」による販路拡大

1098 東京都 Ａ−ＳｔａｒＯｎｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 9010001204425 自社ECサイト開設に伴うオーダーメイドシューズの販売

1099 東京都 祐整骨院 コロナ禍でも患者に安心感を与える設備更新及び設備投資

1100 東京都 株式会社ワサイ・コーポレーション 7012301010513 通販で新たな売上の軸を作り、非対面打ち合わせも可能にする事業
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1101 東京都 Ｗａｌｅａｒｏｍａ 最新美容マシンハイフによる新たな非接触サービスの導入

1102 東京都 株式会社ジャパン・アグリーカルチュア・マーケティング＆マネジメント 2010001082431 OKATTEオリジナル加工品の開発と非対面によるネット販売

1103 東京都 グローバルライフデザイン 駐在家族のためのオンラインコミュニティプラットフォームの構築

1104 東京都 オフィスマルガリータ IT化時代に即した低感染リスク型ビジネスシステムの構築

1105 東京都 カットカルテット 券売機を導入し対人接触機会を減少させ効率化を図る

1106 東京都 エンプレッシャス株式会社 5010001196294 オーダースーツ専用 業務改善型CRMシステム「vivaso」

1107 東京都 きばな亭 宮崎地鶏の炭火焼きのテイクアウト事業の導入

1108 東京都 株式会社ツゲプロ 8011001120027 健康食品の定期オンライン販売事業の立ち上げ

1109 東京都 株式会社ハイレゾミュージック 5010801023243 ギターオンラインレッスン及び音楽教育コンテンツの配信業

1110 東京都 株式会社ボディ・マインド・バランス 1010401088590 「オンライン完結型研修」新設のためのWebサイト構築

1111 東京都 有限会社深山グリーン 7011302009110 植物レンタルのオンライン決済によるI T化の推進

1112 東京都 Ｋ＆Ｓ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ合同会社 1010703002200 コロナ禍でのシェアハウス満室経営プラン

1113 東京都 合同会社フィネスタルト 4011003004339 アンティークインテリアのオンラインレンタルサービス立ち上げ！

1114 東京都 プリンシプル 感染症感染防止対策の為の新しい空間提供への取り組み

1115 東京都 朴清美容室 オンライン商談予約『安心安全』出張訪問美容サービス新規事業

1116 東京都 株式会社ＳＥＩＮＳ 2010001207921 SNS広告強化とホームページ導入による非対面ビジネスへの転換

1117 東京都 株式会社ミライ企画 5010001188325 ECサイトを作成し、新たな顧客獲得・販路拡大を目指す事業

1118 東京都 株式会社ＣＥＲＩＳＩＥＬ 2010001180664 ホールケーキのオンライン予約決済システム導入

1119 東京都 株式会社アルース 2010001082687 高品質CBDオイルのwebマーケティングシステム構築

1120 東京都 栗栖裕之 劇団での俳優業からキッチンカー事業による売上回復への挑戦

1121 東京都 株式会社Ｓｏｌｆｅｇｇｉｏ 7010901038783 密回避・販路拡大・業務改善を実現するオンラインシステム構築

1122 東京都 ワラシナ キッチンカーで地元B級グルメを活用した販路拡大

1123 東京都 有限会社ブロウ 8010702013893 接触機会を軽減させた新しいレストランの楽しみ方

1124 東京都 紀之国屋ＦＡＲＭ 山本高義 ECサイトやSNSを活用した野菜販売先開拓と自動販売機設置

1125 東京都 有限会社若松屋酒店 7011402009638 ECサイトの構築と、日本酒、焼酎の情報ページの作成

1126 東京都 有限会社学舎 6010902003952 リアル×オンラインを組み合わせた個別サポートプログラム

1127 東京都 株式会社ＡＲＫＡＳ Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 3011001122011 対人接触機会を減らすキッチンカー導入による販路拡大

1128 東京都 ラ・プルミエ・プゥッス 冷蔵ケース導入によりテイクアウト販売特化店舗へ

1129 東京都 ルックス株式会社 8010701010487 起業家の悩み解決！動画付きポータルサイト運営事業

1130 東京都 株式会社エルネスト 6011001112851 インターネットとオンラインシステムを利用した非対面化計画

1131 東京都 合同会社タートルトレース 8011803003825 非対面商談およびテレワークを同時実現させる専用サイトの構築

1132 東京都 リサイクルのワタプラ Web査定サービスサイト制作による非対面買取サービスの実現

1133 東京都 合同会社賢大和 2010503005419 ECサイト構築及びオンライン展示会で海外販路開拓を加速化！

1134 東京都 気まぐれキッチンアリス HPを経由させるテイクアウト注文動線で広告力UP

1135 東京都 有限会社ＳＰＵＲ 8011702016548 ECサイト、HPリニューアルとLINE顧客管理システムの導入

1136 東京都 株式会社オオカゼ 8140001091380 コンサルティングメニューの細分化とオンライン化

1137 東京都 アールトラストＦＰＩ株式会社 1011001110554 動画セミナーを活用した新規顧客の集客プロジェクト

1138 東京都 戸川雅貴 ECサイトを組み込んだコーポレートサイトの制作

1139 東京都 株式会社グローバークス 4011101093432 ＷＥＢで世界と日本を繋ぐ！外国人材と企業を繋ぐマッチング事業

1140 東京都 シタマチ良いとこ オンライン料理教室・物販事業立ち上げのためのサイト改修・広報

1141 東京都 株式会社オプセル 4013301015604 ＩＴ・オンライン活用による被対面借主様・オーナー対応事業

1142 東京都 スタイリスト高橋由美 スタイリスト・風水・ボイジャータロットセッションの非対面化

1143 東京都 株式会社スカイウォーカー 6011001011632 Withコロナに適応したデリバリーの強化と新規のテイクアウト

1144 東京都 株式会社Ｌｉｇｈｔ−ｆｉｔ 3011301026151 非対面型トレーニング推進のための個室プライベートジム事業

1145 東京都 Ｓａｂｂａｔｈ Ｇｌｏｂａｌ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 7011001072987 非日常体験を提供するスパイスカレーとこだわりのコーヒーの販売

1146 東京都 高木 惠美 低感染リスク「個別指導ヨガ」&「オンライン双方向ヨガ」

1147 東京都 株式会社Ｆａｉｒ Ｈｅａｒｔ 3010701039317 新たなプログラム「パラリンビクス」の協会発足とそのＰＲ

1148 東京都 株式会社ＭＥＨＭＥＴ 5010801029224 地域に密着した民泊・シェアスペース運営ホームページの制作

1149 東京都 株式会社Ｓｔｒｏｎｇ Ｂｏｎｄｓ 1010701025525 広告出稿によるオンラインサービス新規事業の会員拡大

1150 東京都 ヒーローウッドエンターテイメント株式会社 3010501044418 世の中に笑顔を取り戻すためのオンラインマジック事業

23



＜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3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11月4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。

1151 東京都 Ｐｅｔｓ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 9020003011273 トップブリーダー厳選のマッチングサービス運営事業

1152 東京都 合同会社ＤａＧ 2010903002817 音楽制作のオンライン化で感染防止と販路拡大

1153 東京都 Ｌａｔｉｔｕｄｅ合同会社 8010403015116 ワンストップ海外販路拡大支援サービス（オンライン完結型）

1154 東京都 順心堂整骨院 自由診療の充実とHP・SNSを活用した宣伝広告の最大化

1155 東京都 ラ・ファブ代官山 完全キャッシュレス化とテイクアウトメニュー拡充で新規顧客開拓

1156 東京都 株式会社Ｃｏｌｏｒｆｒａｉｓｅ 4010401153334 非対面型接客への転換と新たな顧客層開拓への挑戦

1157 東京都 株式会社欣栄 1011101078246 デジタル情報技術を活用し生徒を守り育てる安全・安心な学習塾

1158 東京都 株式会社Ｖａｌｕｅ ｍａｒｋｅｔ 3030001115915 エンジニア向け研修サービス「Commit」の販路拡大事業

1159 東京都 有限会社フォーマイル 1010702013157 ヘアケア商品のネット通販・PR 動画制作による販路拡大事業

1160 東京都 株式会社ファースト 4012701009703 オウンドメディア構築とセミナーオンライン化で新規顧客獲得

1161 東京都 株式会社まうまう 5011601024308 地元松浦市産品の再ブランド化と拡販のためのＥＣサイト制作

1162 東京都 蕎麦切り翁 蕎麦打ち場の店舗内移設による生産性向上とコロナ感染防止強化事

1163 東京都 岡村 南 逆オンライン型「コロナに負けない体作り」支援サービス

1164 東京都 株式会社ＧｉｖｅｒｓＮｅｔｗｏｒｋ 2011001126839 公式LINEを活用した集客の自動化による新規顧客の開拓

1165 東京都 岩崎圭佑 オンライン上で完結！芸人のイベント派遣サービス

1166 東京都 中目黒クラール整骨院 「鎮痛」と「組織修復」に特化した対面時間を削減する治療

1167 東京都 橋本里美 トレーニング及びレッスンのオンライン化・少人数化

1168 東京都 株式会社ＮＡＴＵＲＥ 1010001201875 低感染型オンラインクローゼットマネジメント事業

1169 東京都 合同会社Ｍａｕｌｏａ ｓｔｙｌｅ 9010403024710 非対面型ビジュアルコンサルと非対面型講座による販路拡大

1170 東京都 野村芙実 オンラインによる非対面サービス事業転換のためのSNS広報活動

1171 東京都 桜株式会社 4013301028267 感染リスクを抑えた食品販売事業の新規開始

1172 東京都 株式会社ナノア 9012801017188 高品質ECサイトデザイン・Webによるアエルマスクの販売促進

1173 東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ ｆｏｒ Ｃｒｅａｔｉｖｅ Ａｆｆａｉｒｓ 4011001109437 着物リメイク商品の「松竹梅」ECオンライン販売システム構築

1174 東京都 合同会社エムズガレージ 7010703002830 顧客システムを構築し感染リスク低減・客単価アップ

1175 東京都 株式会社ＳＴＫ 3010001124554 テーマはSDGs、アパレルブランドの立ち上げによる事業再構築

1176 東京都 株式会社ｐｌｕｓｐｉａ 6011001103553 主力商品をWEB販売により販路を開拓するプロジェクト

1177 東京都 錦糸町ティーアンドゴルフ 低感染型ゴルフレッスンの為の収益基盤の確立

1178 東京都 Ａｌｌｕｒｅ 天然ヘナの魅力が伝わるＨＰの作成とオンラインショップの推進

1179 東京都 佐藤機械工業株式会社 6011701003441 アルミ溶接内製化に伴う付加価値向上ものづくり事業

1180 東京都 與倉豪 オンラインによる「テレエキシビション」の開発・実験・拡散

1181 東京都 株式会社ＹＵＩ Ｗｈｉｓｋｙ 1010101014756 お酒のサブスクサービスのパッケージデザインとホームページ制作

1182 東京都 株式会社カミソリ倶楽部 7013401005691 「カミソリ」の高付加価値ギフト開発と専用販売システム構築

1183 東京都 プレジャーハーモニー 非接触型エステマシン導入による新サービスの提供と感染対策

1184 東京都 株式会社Ｊｏｈｎｎｙ Ｇａｒａｇｅ 1011501016656 カスタムパーツのネット通販システム構築及び販路開拓事業

1185 東京都 株式会社あさみコンサルティングファ−ム 8010001204723 キャリコンBiz動画講座のオンライン配信事業

1186 東京都 ドッグハウス モフモンスター ペットサロン新ホームページ作成と非接触型カウンセリングの導入

1187 東京都 佐々木智宏 売れるデザイン×新しい働き方を実現！オンライン講座

1188 東京都 株式会社ニューエッジ 2030001106188 対面からオンラインへ切替える為の印刷相談予約システム導入

1189 東京都 有限会社パッソ 5013102003823 自宅でできるヘアケアと非来店型の新しいの形の美容室への挑戦

1190 東京都 株式会社トライホーム 8013101006659 非対面接客と在宅勤務の為の、ホームページとシステムの刷新

1191 東京都 八田工業株式会社 6120001000980 オンライン面談・リモートワークを活用するサイト新設と販路拡大

1192 東京都 セルフィーユ 医者にかからずに自分で身体の不調を治せるオンラインセッション

1193 東京都 株式会社１５ｃｃ 8010901036448 ゴルフアパレルブランドの開発とECサイトの構築

1194 東京都 株式会社サウンドフィックス 6012401030296 音楽教室の定期発表会におけるwith コロナの方法開拓

1195 東京都 株式会社寺院総研 6010501045504 非対面型で寺院に納骨堂導入の営業を行うための新規開拓事業

1196 東京都 いずみ会計事務所 ポストコロナに向けたオンライン顧問サービスの導入事業

1197 東京都 Ｂａｒ Ｄｒｅｓｓ コロナ禍を踏まえた婚活コンサルティング・ＥＣ事業の確立

1198 東京都 株式会社四谷進学会 8011101070031 LINE公式アカウント構築による新規顧客の獲得と新規事業拡大

1199 東京都 東京シーズ株式会社 1010601054954 免疫力UP！健康食品のネット通販で販売促進・売上回復の実現

1200 東京都 バーガンディ株式会社 2010901034259 富裕層顧客向けワインコンシェルジュサービス事業
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1201 東京都 日爪伸樹 非接触対応であるECサイトの運用拡大に伴う売上増加計画

1202 東京都 株式会社アジアスター 8010501042251 多言語翻訳機能付き新ウェブ会議システムの多言語広報ツール作成

1203 東京都 恒栄株式会社 1020001124670 中国・日本食を販売するECサイト構築事業

1204 東京都 株式会社くう 2010901043747 グループホームを非対面で案内し相談支援事業所との連携強化する

1205 東京都 株式会社やなみ 7012801017611 帰国者への14日間隔離サービス直接販売

1206 東京都 ナナラ ゼンタングルのオンライン講座とECサイトによる物販

1207 東京都 １ｒｏｏｍ整体院 新開発スマホアプリで予約・ポイント付与・口コミ投稿を一括管理

1208 東京都 合同会社ＮｏＣｏｄｅＣａｍｐ 3012403004350 月額制の有料コミュニティの運営とアプリケーションの開発業務請

1209 東京都 株式会社ヒッサンジャパン 7010501042649 韓流コスメ自社ブランド＆自社ECサイト立上げ事業

1210 東京都 株式会社オーエイチ 6011001052841 奥飛騨で超小型EV非接触型無人チェックインシステムの導入

1211 東京都 税理士法人Ｂｌｕｅ Ｗｏｒｋｓ Ｔａｘ 2011005007952 動画を活用した対人接触機会の減少及びリモート会議体制の充実化

1212 東京都 株式会社ＬＩＮＯ ＳＴＯＲＹ 6020001110030 オンラインセッション用の手帳開発

1213 東京都 株式会社イエマルシェ 8010601059716 タワーマンション売買サービス「イエマルシェ」

1214 東京都 森本英三 Ｖｉｅ ｃｒｅａｔｅ 自社ブランドの新しい取り組み：rut ECサイトオープン

1215 東京都 株式会社Ｐｒｅｔｔｙ ｉｎｓｉｄｅ 7010001141125 売上拡大・新規顧客開拓のためのLINEやオンライン広告の活用

1216 東京都 パレハ株式会社 2010001211329 新規顧客獲得と既存顧客の自動応答サービスによる業務効率化

1217 東京都 オービーエム株式会社 7010001039567 EC販売・オンライン展示会を開催し新たな販路開拓

1218 東京都 株式会社Ｆｉｔｂａｎｋ 8011601024577 AI×パーソナルトレーニングの「iPersonal」

1219 東京都 株式会社Ｏｎｅｄａｙ 2011001130270 女性の「綺麗」はonedayが維持！非対面での実現化

1220 東京都 イデタ株式会社 8010501042978 インターネットを利用したオーダーキッチン設計・見積サービス

1221 東京都 ＡＮＮＡ ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ合同会社 3011203002044 ラオス本場の味を家庭で楽しむスープの通信販売

1222 東京都 株式会社ＧＲＰ 9010401141251 オンラインエビデンスセミナーの開催によるプロモーションの実施

1223 東京都 株式会社エージーリミテッド 7010401077910 クラウドファンティングを活用した新商品の販路環境整備事業

1224 東京都 アンジュリアン オンライン婚活サポートの提供による販路開拓

1225 東京都 ジェネータ オンラインカウンセリングとECサイト構築で非対面ビジネスへ

1226 東京都 株式会社ステップイン 2011701019227 HPとSNSを活用し接触機会を減じつつ顧客関係性を深める販促

1227 東京都 株式会社ＵＭｅｄ 8010001208030 ICTを活用した「感染症対策支援サービス」の販促・PR活動

1228 東京都 株式会社日本リボンデザイン協会 9010401138999 アフターコロナにおける対面及び非対面でのサービス共存化事業

1229 東京都 ＴＳＳ株式会社 2010401071471 急拡大するダンボール市場向けECサイト構築による事業再構築

1230 東京都 月島ほけん整骨院 対人接触機会を削減し売上を向上させる予約制導入と物販への取組

1231 東京都 えん社会保険労務士法人 9010605003891 産業カウンセラーと社労士による定額制オンライン顧問サービス

1232 東京都 ＧＯＯＤＴＩＭＥ／スクール 地域密着型オンラインショッピングサイトによる販路開拓事業

1233 東京都 株式会社エイト 1011601019872 サステイナブルグラスの販路拡大に伴う新規広告の開始

1234 東京都 株式会社Ｐｒｉｍｕｓ Ｅｄｇｅ 6012801017785 グローカル人材育成プログラムのプロモーション基盤構築事業

1235 東京都 合同会社ケー・エヌエス東京 7012803001373 三多摩ホエール便 チラシ製作、ポスティングによる広告戦略

1236 東京都 株式会社Ｍʼｓマネジメント 9010401103920 メガネ店を元気に！似合うメガネ診断のオンライン指導

1237 東京都 ガイア サウンド グルーブ オンラインサロン化を通じた新規顧客獲得と有料レッスンへの誘導

1238 東京都 ジェイ・シルバー株式会社 3010401132438 対人接触機会減少を図るための食券販売機購入

1239 東京都 ドーバーシーフーズ株式会社 6040001033394 高付加価値商品取扱のためのシステム導入及び新規市場開拓

1240 東京都 ｐａｌｉｓａ合同会社 6010103001376 地元食材を用いたグルテンフリー食品の開発および販売促進

1241 東京都 株式会社ｓｉｇｎ 6010701035131 非対面でもお客様に親身に寄り添える接客システムの構築

1242 東京都 株式会社アトリエネロ 5011501025521 ECサイトとSNSを活用し対人接触の減少と生産性の向上計画

1243 東京都 麺屋てぃーち コロナ禍を乗り切るテイクアウト販売強化と低感染リスク環境提供

1244 東京都 株式会社ＣＯＬＬＡＴＥ 6010801031848 ウェルネス分野特化型イラスト販売サイト及び素材の開発・販促

1245 東京都 ロナモトータルケア 非接触型のセルフ痩身エステティックで女性客の取り込み

1246 東京都 株式会社Ｌｏｈ．ｉｎｃ 1010601056629 スカイツリーの麓で満喫プラン

1247 東京都 ユーロドクターコンシェルジュ合同会社 3430003004373 治験研修オンライン動画配信サービスを導入し非接触型顧客開拓へ

1248 東京都 株式会社ＭＥＤＩＡＴＥ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 4011001098052 オンラインセミナーの実施による非対面化促進

1249 東京都 合同会社ＭＹＣ 3010703002917 感染防止設備設置と非対面型レンタルスペース運営のシステム強化

1250 東京都 見崎屋 ルーシーダットンオンラインレッスンでストレス解消＆免疫力UP
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1251 東京都 吉田蒼 ビジネスの基本！営業力向上プログラムのマーケティング施策

1252 東京都 株式会社ＦｅｌｌｏｗʼＳ 4010901045667 オンラインでの治療院のため施術力向上の指導および治療器販売

1253 東京都 株式会社ツーピース 2011001049016 テレワーク用住宅プチリフォームと対面回避のための広告戦略

1254 東京都 リーヴス オンライン講座・物販の為のHP改修と効果的なSNS運用の依頼

1255 東京都 株式会社永和建業 8010101013082 新サービス「オンライン現場確認」で非対面化ビジネスに取り組む

1256 東京都 有限会社リケン 7011302010051 雨水貯留タンク設置による災害対策需要獲得で経営回復を狙う

1257 東京都 伊藤三成 M music

1258 東京都 スパーティスコンサルティング会計事務所 WEBを活用したFinTech導入促進支援事業

1259 東京都 株式会社ＮＢＩファイナンシャルグループ 9011001119506 非対面型HP構築によるサービスの提供とSNSによる販路拡大

1260 東京都 株式会社ｎｅｕ 8010901034658 カフェ及びテイクアウト営業も可能な店舗へ改装プロジェクト

1261 東京都 株式会社ＹＡＫ−ＯＨ 6012401022252 在宅トレーニング用健康器具ソーラーポールの販路拡大

1262 東京都 株式会社スタイルラボ 7010701041392 対人接触を減らした「オンライン結婚相談サービス事業」への進出

1263 東京都 合同会社Ｇｅｔａｂｌｅ 8010403022731 テイクアウト・デリバリー事業強化のためのWEB構築・販売事業

1264 東京都 株式会社テイクオー 7010001083193 Ｗｅｂサイト開設による非対面販売手法の構築と新規顧客の開拓

1265 東京都 林田玲子 みんなで補助金GET！補助金パスポートオンラインサロン事業

1266 東京都 ＹＡＴＡＩｚ 非対面型の店舗連携キッチンカービジネスモデルの確立と周知

1267 東京都 株式会社スモールエフ 8020001129325 IT化により生産性向上を図りサービス向上と販路開拓を強化する

1268 東京都 フェノメナ ３Ｄソフトウエア導入による「ＶＲ商談」サービス事業

1269 東京都 めぐりっつ 全国投げ銭型マッチングプラットホーム構築事業

1270 東京都 株式会社ＪＥＥＴＡ 5010501044465 EC物販事業の開始による販路網の構築

1271 東京都 ＡＷＳ株式会社 8010001110624 エンジニアの常駐化等保守サービスの事業化に伴う感染対策強化事業

1272 東京都 ライジングシネマ株式会社 1011201018507 オンラインスクール開校販路拡大事業！

1273 東京都 細田典子 コンパニオンアニマル向けお悩み解決オンラインサロン

1274 東京都 ジオ・フロント株式会社 9010601025808 地質調査のオンラインサービス開始による新たな販路開拓事業

1275 東京都 コンペル国際作業犬・家庭犬トレーニングセンター 動画コンテンツによる訓練授業と犬のトレーニングジムの開設

1276 東京都 フルハウス株式会社 6011001069687 幹細胞美容液のネット通販開始による販路拡大・新規顧客獲得

1277 東京都 ふわっと オンラインコマースによる自然栽培米せっけんの新たな販路開拓

1278 東京都 株式会社Ｌｉｍｅｎｔｓ 9011303002847 オンライン受注システム構築事業

1279 東京都 楽途商事株式会社 5030001106664 テイクアウト販路開拓、券売機空気清浄機検温カメラ導入感染防止

1280 東京都 アンプライベート株式会社 3010001106453 AIプログラムの整備及び著作権フリー音源制作・販売事業

1281 東京都 株式会社ｍｕｖｉｅｓ 6010001181881 動画・デザイン制作における非対面型受注・納品システムの構築

1282 東京都 株式会社パームエンタテインメント 6011001059333 イベント業界での生き残りをかけたオンラインでの販路拡大事業

1283 東京都 笑顔相続コンサルティング株式会社 1030001123003 オンラインセミナーサイトによる相続コンサルタント教育事業

1284 東京都 こいのぼり株式会社 6011001050358 郊外における広大な土地活用による職遊一体型施設事業

1285 東京都 株式会社ポラーノプラザ 1013301045249 低感染エアコン販売と取付工事打合せ機能付ECサイトで顧客獲得

1286 東京都 株式会社ＩＭＯ 1011001102964 オンライン形式でコンサルティング会議を増やし居酒屋V字回復戦略

1287 東京都 トータルエイジング専門店サロンビューティー美優 オンライン販売で自宅でサロン技術を体感する！

1288 東京都 ＧＣ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ ホワイトニングサロンにおける非接触型サービスの提供

1289 東京都 合同会社ＳＴＦ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3010003024414 感染リスクを抑えた安全な食事をお届けする新店舗

1290 東京都 ラックヒルズ株式会社 9013301032099 営業販売スタッフ育成を支援するオンラインサロン開設

1291 東京都 合同会社グロウライフコンサルティング 4010003026830 オンライン講座「人事労務の学校」の導入と広告を活用したweb

1292 東京都 株式会社Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ Ｆｕｔｕｒｅ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 9013301043063 質の高いリーダーシップ研修をオンラインで実現する事業

1293 東京都 有限会社エバーグリーン 5012702008471 非接触対応向けWEB活用による営業戦略

1294 東京都 つなぐサポート株式会社 2010401145135 独身女性向けオンライン不動産売買仲介コンサルティング事業

1295 東京都 ｅ−ｌｉｆｅ株式会社 2011101084474 対人接触不要のオンライン事業を通じて海外市場の拡大を図る

1296 東京都 合同会社ｂｙ ｐｌａｙｅｒｓ 2011603002636 ECサイトの導入による健康飲料製品の販売強化

1297 東京都 恵比寿マリアージュサロン 婚活をオンラインでもサポートするWEB集客と接客システム構築

1298 東京都 株式会社ｆｏｒｘ 6010401146055 エニスル（スマホ写真を絵にする）

1299 東京都 Ｆｏｒｅｃａｓｔ株式会社 9010601059806 非対面型営業の効果を高めるサービスサイトとDMによる販路開拓

1300 東京都 株式会社アスファイン製薬 7011001136726 低感染リスク型小売・テレワーク労働者の効率アップ商品化事業
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1301 東京都 ロイ 美容室専売品のインターネット販売で新規の販路開拓

1302 東京都 ＴＲＡＶＥＬＩＮＧ ＥＬＥＰＨＡＮＴ株式会社 5010001178474 不動産仲介事業のウェブ集客の為のサイト構築

1303 東京都 Ｓ．ｐａｃｅ株式会社 7011501026030 非対面オンライン顧客対応およびテイクアウトの拡充事業

1304 東京都 株式会社ＭＡＫＥ 6010401161070 オンラインによる健康増進トレーニングを活用した新規顧客の獲得

1305 東京都 株式会社ＢＥＩＮＧ 1360001021363 【現役風水師からオンラインで学べる風水スクール】

1306 東京都 ＡＡｃａｒｔ合同会社 1010403021483 小売・Webによるビーフシチューの販売機会醸成プロジェクト

1307 東京都 ＭＩＧＩＷＡ 鑑定および講座のオンライン化による新規事業展開

1308 東京都 株式会社ショクワ 5011801033315 オンライン活用による店舗販売促進・利益率の大幅改善事業

1309 東京都 株式会社Ｆ−ｔｒｉａ 3011001131276 オンライン採用・教育代行サービスの実施

1310 東京都 株式会社Ｔｈｅ Ｃｈｅｆ 7010401159733 人・場所を選べる！職人の高級鮨を「出張・店舗・デリバリー」

1311 東京都 合同会社ＡＣＲＯＸ 7011503004819 24時間無人室内ゴルフ練習場及び遠隔レッスンシステム構築事業

1312 東京都 ユニバーサルビジョン有限会社 4010902015883 オンライン映画祭JIFFジャパンインディーズフィルムフェス

1313 東京都 コスモピア株式会社 1011001039496 オンライン展示会参加、Web・SNS 広告活用での新規顧客拡

1314 東京都 ＨＡＴＯ テラス席創設事業

1315 東京都 株式会社ＴＹ 2010401159705 ホームページによる完全オンラインサポート校の紹介と非対面運営

1316 東京都 新間功人 オンデマンドによるドルビーアトモス対応の動画広告制作事業

1317 東京都 ＰＶＩ 営業支援サービスオンライン受託サイト構築・販路拡大

1318 東京都 有限会社一点張 1010402001404 冷凍餃子の販売、ホームページ上での販売

1319 東京都 有限会社花郷園 1012402000674 フォトブックカタログで商品の魅力を伝えよう大作戦

1320 東京都 フィッシュリップル株式会社 7011001116273 非対面型の商談機会の拡大に向けたWeb集客並びに顧客獲得

1321 東京都 中華銘菜 慶 弁当販売、ＥＣ機能付きホームページ制作

1322 東京都 株式会社鳥しゃちょー 2010401160828 デジタル経営×デリバリーでミシュラン監修鳥焼き店の集客力向上

1323 東京都 鶴丸祐輔 予約サイトとPRサイトを制作し新規顧客の獲得を図る

1324 東京都 株式会社Ｂ ＨＡＣＫ 1011101093435 ラインを活用した個人向けファン作りコンサルの販売促進事業

1325 東京都 株式会社秋櫻舎 6011101006929 きものから学ぶ日本の文化の発信、集客目的の会員制サイト制作

1326 東京都 ベッテルマット 自宅でイタリアワインとチーズ巡り！ウェビナーへの大転換！

1327 東京都 株式会社トータル・エンゲージメント・グループ 9010001093686 研修等のオンラインシフトためのホームページ・ECサイト制作

1328 東京都 株式会社エンタープライズ 9020001136510 独自サイト「Miholiss」運営による副業支援推進

1329 東京都 アルキミア合同会社 7011803001540 営業支援システムの導入による低感染の営業管理体制の構築

1330 東京都 みかん株式会社 1011001139585 制作実績をストーリー化することによるWebからの受注獲得

1331 東京都 スレーマン鈴木ケン Web マーケターの為のオンライン教育サービス

1332 東京都 ＦＡＶＯＬＩＳＴ５株式会社 5011001137057 音声SNSサービスのSNS広告、記事広告等による販路開拓

1333 東京都 株式会社ユナイテッドリンクス 1011801024193 自宅にいながら体内の健康維持のサポートを！

1334 東京都 メーテルフローラ ネイリスト養成講座・セルフネイル講座の為のHP制作と動画広告

1335 東京都 株式会社テッズパーク 5011001122075 インターネット集客のテコ入れで販路の拡大

1336 東京都 ＫＥＮＢＡ株式会社 1180001146451 フランス発古着ビンテージ|BtoBからBtoCへ

1337 東京都 ＡＫＫＡ 社交ダンス音楽専門ストリーミングサービスの構築

1338 東京都 ＪＣビジネスサポート株式会社 4010601057913 日本のバラを使った高品質の化粧品を中国越境ECで販売

1339 東京都 株式会社叶貿易コンサルタント 1010601049806 日本国内におけるネット販売及び中国輸入ネット卸売・小売事業

1340 東京都 株式会社マジカルコミュニケーション 9012301011732 ZOOMによるヒプノカウンセリングの新規開拓

1341 東京都 ティートレックス 感染対策向上、対人接触機会が減少する新HP・新広告と新集客法

1342 東京都 銀座ＫＯＫＯＲＯ 動画と説明冊子を使った非対面でのホームエステ体制構築

1343 東京都 株式会社細川銘木店 6010501012339 木材のインターネット販売で新たな収益の柱を構築する

1344 東京都 株式会社リライアント 8010001190138 簡易見積もりシステム導入・説明動画配信による非対面営業の確立

1345 東京都 ｈｅｒｂａｇａｒｄｅｎ 非対面サポートの充実とWEBサイト活用で効果の最大化を図る

1346 東京都 Ｐｉｌａｔｅｓ Ｓｔｕｄｉｏ Ｒｈｙｔｈｍ オンラインレッスンとチラシ配布により、顧客層の拡大と広域展開

1347 東京都 増鋭株式会社 6040001112405 店舗外装変更、告知による集客とテイクアウト販売強化

1348 東京都 株式会社ダイニングフォーザピープル 6011801030732 茹で時間が業界最短の本格ラーメンの開発と通販による販路拡大

1349 東京都 株式会社Ａ−Ｌｉｎｅ Ｍｕｓｉｃ 3010901034869 対面イベントに代わるコンテンツ制作及び販売とブランディング

1350 東京都 Ｓ．Ｃｏｍｐａｎｙ合同会社 6011003005335 シェアオフィス及び貸別荘の利用・予約サイト構築事業
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1351 東京都 ＨＯＰＥＳ株式会社 2010701040853 オーガニック商品のオンラインイベント集客によるECサイト販売

1352 東京都 株式会社ＳＥＥＫ 4430001067009 郊外に新店舗オープンと自社ECサイトを通じた新規顧客獲得

1353 東京都 株式会社Ｔｅｔｏｔｅ 9011001112865 オンラインスクールの作り方講座の新サービス構築

1354 東京都 株式会社Ｃａｖｅｒｎ 1011001137829 オンライン化した新サービスの展開で会社目標を達成させる！

1355 東京都 パーソナルスタイリスト 動画制作で高品質なオーダー商品をより多くのお客様に！

1356 東京都 有限会社オフィスフジタ 9010702011112 理容関連商品のオンライン販売で売上のカバーリングを実現

1357 東京都 スナック森 ランチ時間帯のお弁当販売事業

1358 東京都 らかんか 動画配信及び予約ｼｽﾃﾑ構築による感染対策と顧客獲得

1359 東京都 株式会社Ｆｌｙ Ｆｌａｖｏｒ 4011101094612 自社EC サイト開設に伴う本格シーシャ機器とフレーバーの販売

1360 東京都 株式会社アイ・シー・エフ 9010401155284 自販機・保守メンテサービスの安心・安全効率化のためアプリ開発

1361 東京都 河野北斗 ポストコロナの新事業展開！海外ブランド商品オンライン物販事業

1362 東京都 ｈｏｗｄｙ株式会社 2011501023899 美容サロン向けプラットフォームアプリの試作開発

1363 東京都 ＦｒｅｅＧａｔｅ株式会社 3010901048431 【アレルギー持ちの味方】ECサイト構築による販路拡大

1364 東京都 Ｎａｉｌ ｅＭ 空きスペース利用でセルフ全身脱毛器導入による販路開拓

1365 東京都 阿部税理士事務所 ホームページによる阿部税理士事務所の特色アピール

1366 東京都 株式会社アクセル 2011001069286 オンラインサービスミライビズマーケット開設で売上向上

1367 東京都 株式会社スクエア企画 1010003029828 目指すは100社！オンラインを活用したパートナー企業増加事業

1368 東京都 澤 佑輔 非接触営業活動の強化で、販路拡大と新規顧客獲得に挑戦

1369 東京都 アフロス株式会社 1011401020700 非対面でも密なコミュニケーションを取れるシステムづくり

1370 東京都 キャリアプ株式会社 4011001122002 ファイナンシャルプランナー養成講座のeラーニング化

1371 東京都 小池優介 演奏収録事業の開発とオンラインを活用した販売・宣伝方法の確立

1372 東京都 株式会社カーテン館窓 8012401010973 オンラインを活用したフルオーダーメイドカーテン新規販路開拓

1373 東京都 株式会社ワレア 3010401084266 スタジオマシン導入で対人接触減と非接触レジ導入で感染リスク減

1374 東京都 Ｍａｔｏｕ株式会社 6010003026993 オンラインで着物を楽しむ文化形成＆売上向上のための広報事業

1375 東京都 株式会社アムノ 9011601010691 経営者のための運気マネジメントオンラインスクール構築

1376 東京都 ピアチェーレ株式会社 7010801029882 新時代のビジネスモデル。非感染を徹底した会員制のサブスク整体

1377 東京都 ＹＵＭＥＲＥＡＬ株式会社 3430001037185 非対面で顧客へアプローチが出来るWEBページ制作

1378 東京都 株式会社Ｃｉｒｃｌｅ 3011001128173 副業を本業に。免疫改善サプリを開発、インターネットで販売。

1379 東京都 ＮＩＺＩ ３Ｄプリンター導入によるコスト削減・新商品開発と販路拡大

1380 東京都 有限会社オフィスＴ．Ａ． 3011302014411 【リモートでも安心】寄り添い型DX推進コンサルティング

1381 東京都 北斎麦酒工房株式会社 9010601056844 新商品クラフトコーラの開発と通信販売による販売開始計画

1382 東京都 特定非営利活動法人せたがや子育てネット 7010905001440 地域社会資源を活用した、新しい子育て支援サイト事業

1383 東京都 株式会社ｒｅｓｐｏｋｅ 8011001129340 布製品に自己の名前などを刺繍するサービスの展開

1384 東京都 国際文化観光公社株式会社 9010501040717 ライブ配信とEC を組み合わせた新たな販売形態の展開

1385 東京都 ふく庵 感染リスク低減を目指す看板と店内衛生整備、素材品質維持

1386 東京都 株式会社ＰｌｅａｓｕｒｅＣｒｅａｔｉｏｎ 5011701022079 音楽配信ライブマニピュレーター事業

1387 東京都 丸八船舶食糧株式会社 4010001057316 飲食店に於ける無人店舗運営

1388 東京都 株式会社リック 5011701022401 オンラインセミナーを活用した非対面型営業と新規顧客開拓

1389 東京都 合同会社国際人材エージェンシー 1010803002819 オンラインを活用した人材確保と求人園とのマッチング事業

1390 東京都 Ｊ−和インターナショナル株式会社 2011301026846 人工盆栽A-BONSAIの広告施策を通じたEC拡販

1391 東京都 株式会社エデュプレイ 3011301020237 外国人漢字名入れサービス

1392 東京都 株式会社きれいふる 4010701031438 ECサイト再構築とオンラインカウンセリングによる販売促進

1393 東京都 センターゲート株式会社 8010001185591 オンライン内覧開始と新集客経路の確立に資するWEBサイト刷新

1394 東京都 株式会社地球の茶室 5011001140754 暮らせる、泊まれる、仕事する「ひとり茶室」フランチャイズ事業

1395 東京都 はんこ太眞屋 客数増のＨPと商品サービスづくりによる対面販売から通信販売へ

1396 東京都 株式会社アスパイア 2010801016919 テレワーク環境整備による大型研修のオンライン化実現

1397 東京都 株式会社バーミリオン 8010403022748 アンチエイジングクリームのネット販売で事業拡大を推進

1398 東京都 枝元愛 非接触型チェックインシステムの導入と感染防止対策の更なる徹底

1399 東京都 株式会社二色屋 5010401021416 バー、スナック向けおつまみのカタログ/ECハイブリッド通販

1400 東京都 トラストオフィス株式会社 1011603002001 リモート勤務FPと情報共有する顧客・面談管理システムの導入

28



＜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3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11月4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。

1401 東京都 ぶんじライフナーシング 看護師による感染リスクに配慮された介護タクシー同行支援事業

1402 東京都 株式会社ＰＨＩＬＩＡ 2010401075571 銀座のクラブが提供する和のこころの高付加価値果実の販売

1403 東京都 秋葉原クリエイティブ株式会社 2010001219495 対面営業を軽減させるWeb制作パッケージ販売用ECサイト制作

1404 東京都 モクサ 自家焙煎コーヒー豆のテイクアウト及びネット販売事業

1405 東京都 オフィス石渡 講師力を強化しオンラインセミナーの満足度を高め受注力UP

1406 東京都 株式会社夢月庵 4010601052336 青森発！オンラインを活用して十割そばを全国へ！

1407 東京都 株式会社ブルーカラーズ 3011501015359 アフターコロナに向けて魅力ある「イートイン」事業再構築

1408 東京都 君臨株式会社 2020001136814 チャット情報配信システムとオンライン展示会による新規顧客獲得

1409 東京都 株式会社ＡＴＭｕｓｅ 5010401065792 低コストで確実に実現する中国向け越境ECでの市場開拓サービス

1410 東京都 大津嘉孝 非対面型簡単ビデオ会議システム導入

1411 東京都 有限会社ＳＨＩＢＡＲＡＫＵ 4010902025478 ストレスを和らげ保湿持続力の強いバーム製品のオンライン販売

1412 東京都 株式会社知財ビジネスリンク 5010901034520 商標出願書類自動作成プログラム（ＴＡＳ）のマーケティング事業

1413 東京都 ウェブ集客研究所 オンライン受注管理HP構築事業

1414 東京都 株式会社ユニレージ 8011301024662 月額定額性の開発サービスを非対面営業チャンネルにより販売

1415 東京都 合同会社ワイズ 8010003034664 オンラインを通しての顧客層の拡大・サイト活用で利便性向上事業

1416 東京都 合同会社ペットヒーリングケア 5012303001413 完全オンラインでの商品完結と人へのヒーリングケアの実施

1417 東京都 株式会社ザンター 2010901004757 ダウンウェア会社のHP制作による非対面型ビジネスモデルの導入

1418 東京都 無し 不動産オンライン取引事業

1419 東京都 いぬのじかん ペットにも優しいコロナ対応目指します！

1420 東京都 合同会社シンカー 8010403020958 不動産営業マンを選ぶスタイルの不動産ＥＣサイト開設

1421 東京都 エススリー株式会社 2011301026953 地域の商品販売サイト・ツアー予約サイトの構築

1422 東京都 キキ ドライビング スクール 自動車教習のオンライン化

1423 東京都 徳間希代美 正しい食習慣を伝えるオンラインカウンセリング事業

1424 東京都 かとり屋 モバイルオーダーシステムの導入による新規顧客獲得

1425 東京都 株式会社英明 3012801008358 完全オンライン！海外オーディオブランドサイト構築及び広告宣伝

1426 東京都 讃岐のおうどん花は咲く新宿戸山店 うどん販売用EC サイト構築及び販売促進

1427 東京都 三浦幸子 サービス認知のためにLP作成による顧客&売上回復!

1428 東京都 華道家 宮本理城 国外オンラインレッスンに向けた模範動画集の制作、配信事業

1429 東京都 Ｓｅｃｏｎｄａ Ｐａｔｒｉａ 自社ECサイトへの導線強化に向けたランディングページの構築

1430 東京都 ０２３ｓ SNS ・ウェブサイト構築での集客を起点にした広告事業構築

1431 東京都 坂崎愛 ネット事業に挑戦！SDGｓも意識したギフトサイトの制作

1432 東京都 株式会社サムライトレーディング 5011101078663 オンライン営業を実現する為の、販売サイトマップの作成

1433 東京都 橋本 将太 パーティーフードケータリング・弁当デリバリー事業開始

1434 東京都 株式会社有半堂 3010001203713 完全非接触で中国進出を支援する越境EＣサイト運営支援の事業化

1435 東京都 オウルグッドフィルムズ HP制作によるリモート映像制作サービス事業の構築と販路拡大

1436 東京都 高橋海 制作環境強化で文化芸術分野の活性化

1437 東京都 株式会社Ｐａｃｓ 6011601018168 WEBサイトの構築による、非接触型の案件受注体制の構築

1438 東京都 ネオンフレックス株式会社 1010501040294 オンラインカタログ制作と非対面LED受注生産システムの構築

1439 東京都 合同会社カレイドスタイル 4011303002018 女性フリーランス・起業家支援のオンラインコミュニティの構築

1440 東京都 Ｃｈｉｏｔ ｄｅ ＬＵＮＥ 独自アパレルブランドの立ち上げ及びEC販売事業

1441 東京都 宮﨑岳 非接触型マジックショー・手品教室の導入に向けて

1442 東京都 ＷＯＭＡＮ ＬＥＡＰ Ｗｅｂ広告の活用及び法人顧客への転換による販路開拓

1443 東京都 じぶんテック株式会社 5010001211301 非対面型接客ツールを用いたオンライン商品体験会の促進

1444 東京都 Ｓ２株式会社 2010401117992 オリジナルデザインTシャツ販売の為の自社ECサイトの構築

1445 東京都 株式会社Ｌｉｔｔｌｅ Ｊａｐａｎ 9010501040618 オンラインコミュニティ「シェア街」の事業化に向けた取組

1446 東京都 ネイキッド ポストコロナに向けたオンラインネイルスクール事業の開発

1447 東京都 合同会社Ｒ＆Ｃ 8010903006283 非接触サービスを推進するセルフエステコーナーの設置

1448 東京都 レディバグ浅草 タイ式マッサージ認知度向上の為のHP・来店者配布用冊子制作

1449 東京都 まごころサポート東京葛飾かなざわ店 地域の高齢者の困り事を解決・終活サポート

1450 東京都 株式会社一色 2030001090119 IT重説事業導入のためのWebサイト構築と新規販路開拓
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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11月4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。

1451 東京都 株式会社くに家フーズ 6011801030484 対人接触機会減少化及び作業効率化

1452 東京都 ＲＩＳ Ｄｅｓｉｇｎ ａｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 7010501035025 テイクアウト・デリバリー業態の開始に向けた設備・業務の構築

1453 東京都 佐久間薫 音楽専門機器のWEB販売による販路開拓プロジェクト

1454 東京都 株式会社Ｐａｊｉ．Ｋ１ 1011801028236 2店舗目開店に向けた店舗改装とホームページ作成での販路開拓

1455 東京都 有限会社ジヨイアインターナショナル 6011102006300 ホームページを活用したオリジナルアロマオイルの新規通販事業

1456 東京都 株式会社アートぷらす 2010101014631 非対面によるコンサル、セミナーの拡大と非対面販売力の強化

1457 東京都 川村咲 自身の強みを生かした食事指導つきオンラインヨガへの集客

1458 東京都 高野 千津子 オンライン対話型 店舗も在庫も持たないワイン販売とワイン講座

1459 東京都 きのこ株式会社 2011001123530 インターネット集客を可能にするホームページとシステム構築

1460 東京都 株式会社ハイブ 9010401069336 新たなエステサービスとECサイト等導入による非対面事業の徹底

1461 東京都 ｉｎｉｔ株式会社 2011001127614 エンジニア未経験も安心してプロになれる～iOSアカデミ

1462 東京都 ＨＫ株式会社 4040003012159 非対面商談ツールを用いた営業力の強化及び新事業への挑戦

1463 東京都 株式会社ＪＡＱＵＡ 3011101087617 コロナ自粛期は自己投資期。非接触セルフエステサロンの開業

1464 東京都 株式会社東京・森と市庭 2012401024046 体験事業再構築

1465 東京都 株式会社カバーリング 7330001020602 非接触型で健康な人を増やすためのオンラインビジネス化

1466 東京都 株式会社ストラートデザイン 2010601057700 法人の新規及び個人顧客獲得のための商品紹介コンテンツの開発

1467 東京都 増田優作 自宅が美容室になる出張ヘアサロンサービス

1468 東京都 ＭＨＳ HPを活用し顧客との対面を減少させた犬のブリーダー業で増収

1469 東京都 株式会社Ｒ−Ｃｒｅｓｔ 6011001131653 まつ毛ケア用品とメイク商品のオンライン販売

1470 東京都 キリモドキ そんなこと言っても観光は戻ってくる。備えるぞインバウンド！

1471 東京都 株式会社ＴＫフードサービス 5011101076196 おうち懐石お届け通販事業

1472 東京都 イトハ 非対面での営業に伴う事業計画

1473 東京都 株式会社ソウアン 3140001099503 新規ドライフラワー事業のEC販売による販路拡大

1474 東京都 浜田産業株式会社 4011501003841 YouTubeでの商品広告とグッズ作成及び販売サイトの整備

1475 東京都 株式会社ＥＸＣＥＬＬＥＮＴ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 6010401151294 イベントのライブ配信によるコロナ禍における新しいニーズの獲得

1476 東京都 有限会社山木秀夫 5010602032328 プロ＆一般人向け、非接触＆コスト削減型リモートレコーディング事業

1477 東京都 株式会社Ｌｉｖｓ 5013301032326 飲食店におけるテイクアウト・デリバリー事業の強化

1478 東京都 株式会社ポンド商会 1013301011250 オリジナル商品の書籍出版による、コロナ禍の販売促進事業

1479 東京都 小野 隆弘 飲食店向けのデザインとコンサルティングを行うサービスの提供

1480 東京都 株式会社ＦＵＭＴＯＳ 7011601025279 発見とひらめきと経験を提供するオンラインサービス

1481 東京都 株式会社Ｌ．Ｍ．Ｋ 1010901038888 Webマーケッターのオンライン育成プログラム・紹介事業

1482 東京都 人材育成支援協会 教育システムのオンラインコンサルティングサービスの提供

1483 東京都 株式会社六方産業 8030001116322 テレワークオフィスの広告と予約システム導入

1484 東京都 有限会社アクアス 9013302012067 SDGsに資する菓子・飲料類の開発と、ECサイトでの販売

1485 東京都 株式会社Ｋｅｎｔｅｋｉ 8013301047841 密を避けるテイクアウト＆モバイル注文のシステムの販路開拓

1486 東京都 ＲＥＦＬＥＣＴＩＯＮ オンライン記者発表プラン販売促進事業

1487 東京都 株式会社Ｈʼｓ Ｃｈｏｉｃｅ 1012801020190 建築現場で働く方々をターゲットとする「移動式店舗」の展開

1488 東京都 株式会社ラ・ミューテスタイル 2011301016938 ネット直販体制の構築・運用開始とモール拡充プロジェクト

1489 東京都 株式会社ジーティーライン 8020001117577 QRコード・ホームページ応募者増加販路拡大事業！！

1490 東京都 株式会社ラッキーモンスター 4010903005792 DtoCミックスナッツEC事業

1491 東京都 ファンボイス ポストコロナに見合う「気軽に心のケア」のオンライン化

1492 東京都 ユウコプランナーズオフィス オンラインヴァイオリン・オンライン英語レッスン

1493 東京都 株式会社ＢＥＬＵＣＥ 1011001139528 美容機器オンラインレンタルサービス導入による販路拡大

1494 東京都 株式会社つばさプロジェクト 4013301022526 受付対面接客機会の感染リスク減少の為の券売機導入事業

1495 東京都 デジタルフォレスト 遠隔地出演対応「対談・討論会等大規模配信」業務の受託事業展開

1496 東京都 根岸雅英 神田プロレス 映像コンテンツ配信等EC事業化

1497 東京都 ＪＡＰＡＨＡ株式会社 1013301040720 非対面で面接から採用まで「人材マッチングシステム」

1498 東京都 有限会社人事労務 4010502016522 オンラインも活かした新しい働くかたちの実践事業

1499 東京都 株式会社轍 7010401075303 オンラインＢＡＲの推進と独自ＷＥＢサイトによる来客数アップ

1500 東京都 株式会社ウェイト 2010001211948 事業説明動画およびホームページ制作による新規顧客開拓
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1501 東京都 株式会社御沓商事 2011501016696 梱包用品の機械化並びにECサイトを用いた通販の開始

1502 東京都 株式会社総合建装 8013301020518 お客様から信頼を勝ち取るための新たなプロモーション施策

1503 東京都 株式会社臥龍 1012401010138 ＥＣサイトによる金属アレルギー対応アクセサリーの非対面販売

1504 東京都 株式会社Ｗホームズ 5011001136199 オンライン及びSNSを利用した接客システムの構築

1505 東京都 やり直し英語達成道場合同会社 9010403024446 無料動画講座を用いたオンライン販促プロジェクト

1506 東京都 小林美里 家族コミュニケーションを増やすオンラインリフレクソロジー

1507 東京都 有限会社キクタ商事 1380002023167 皮革製品クリーニングの認知度・受注効率向上のための取組

1508 東京都 合同会社Ｎｕｔｓ＆Ｃｈｉｐ 5011303003691 ケータリングサイトの運営

1509 東京都 株式会社東京三井トータルサービス 7011501016361 非対面化のためオンラインツールの導入とネット集客の取り組み

1510 東京都 日本コネクトライフ株式会社 9010001208764 非対面完結型人材紹介マッチングサイトの構築および広報

1511 東京都 株式会社バイオエレメント 8011401015628 在宅面談ツール活用による女性の薄毛解決サプリ販促と顧客育成

1512 東京都 合同会社ＳＨＯＷＭＡＮ 4010503005466 オンラインスクールの開講で新たな集客を目指す

1513 東京都 株式会社三筋 5010501013767 自分だけのオリジナル革製品販売のためのECサイト構築

1514 東京都 株式会社グッド・ハーベスト 5013201018813 オンライン対応と自動接客ツールにより業務効率改善と売上向上

1515 東京都 トゥルーヨギ ヨガ・瞑想を中心とした非対面型オンラインクラスへの転換

1516 東京都 株式会社トーキングブック 3012401036577 自社ホームページの新規開設で信頼性＆新規顧客獲得

1517 東京都 有限会社メリー・マリー 4010702009334 マーメイドドレスのオンライン相談会、ドレス自宅試着会

1518 東京都 株式会社ＲＥＶＥＳＩＡ 6011201015978 新規オウンドメディアを構築しオンラインによる販路開拓を行う

1519 東京都 株式会社ＣＯＣＯ＆ＣＯＭＰＡＮＹ 4010901044017 オンラインによるヨガレッスンで顧客のメンタルヘルスをサポート

1520 東京都 株式会社ＭＥＣ 9011501018257 withコロナ時代にオンライン営業で事業変革

1521 東京都 合同会社ＩＨＤ 3010003031006 インターネット完結の保険販売システムの開発

1522 東京都 ＡｎｄＤｅｐａｒｔｍｅｎｔ 感染リスクの低い店舗設備とオンラインショップでの販路拡大

1523 東京都 エムシバシステム株式会社 9010001152368 非対面型オンライン学習・予約システム

1524 東京都 株式会社Ｅａｕ ｄｅ Ｖｉｅ 1011001072778 非対面型顧客対応のためのチャットボットシステム導入

1525 東京都 МＴコーポレーション オンラインでモニター体験無料で試せる体内クリーニングサービス

1526 東京都 株式会社木材保存センター 7011201005466 オンラインシステム導入で案件獲得～建築物を⾧く保つお手伝い～

1527 東京都 西尾 涼 決裁者と中小企業のオンラインマッチングプラットフォーム事業

1528 東京都 合同会社中田キカク 6010003027422 対面不要のWEBマーケティングで自社ソフトウェア販売の開始

1529 東京都 株式会社ホームプランニング１０００ 4010401159579 リモート会議システムを活用した新たな販売手法の展開

1530 東京都 株式会社メグリエ 8011501021749 「自社 EC サイトの再構築と顧客関係性構築ツールの整備」

1531 東京都 合同会社Ｓｔｏｒａｇｅ 7010003029013 LPの制作とSNS広告を活用した輸入販売事業の強化

1532 東京都 ネイルサロン ラパン 非接触型カウンセリングのためのウェブサイト再構築

1533 東京都 株式会社ＣＲＡＦＴＩＮＧ ＪＡＰＡＮ 5010401161410 日本文化ブランディング企業によるインターネット情報発信

1534 東京都 おくがわ整体院 動画とテキストでトレーニングを学ぶ教材販売

1535 東京都 株式会社Ｎｏｒｄ Ｔｏｋｙｏ 2010901043061 歌・フルート・ピアノのオンラインレッスン、始めます！

1536 東京都 ＣｒｅａｔｉｖｅＳＯＵＬ 新設備導入によるパターン出力即時常時対応への取組み

1537 東京都 オフィス ナカノ インディビジュアル 対人非接触で参列できる「オンライン葬儀システム」の販路拡大

1538 東京都 株式会社三匠 8012701011837 ポストコロナ型LED ネオンチューブを活用した新店舗展開

1539 東京都 林のぞみ ホワイトニングで非接触メニューの導入。サブスクでの安定化

1540 東京都 株式会社アルファエンタープライズ 7011001065611 非対面＆非接触型及びオンラインでのレコーディングシステム構築

1541 東京都 ティ・スクエア株式会社 2010101007461 オンライン研修の販路拡大のためのサイト刷新とネット広告

1542 東京都 久保田ミオ 美容健康商品の通販ネットショップ事業構築

1543 東京都 株式会社ｉｌｙ 6011001140209 対人接触機会を最大限に減少させる物販 Web サイトの制作

1544 東京都 株式会社アソートロジテム 3040001072692 ホームページリニューアルで非対面型営業への転換

1545 東京都 株式会社三茶創業 4010901030586 完全リモートでの不動産よろず相談

1546 東京都 Ａｃｅフロント株式会社 9010801029138 インターネットによる非対面仕入れ及び販売の強化

1547 東京都 ＳｔａｒＢｅａｔ Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ合同会社 1013303001679 新規物販事業用EC サイト立ち上げと運用

1548 東京都 公認会計士奥村佳史事務所 インターネット受注ウェブサイト構築による顧客獲得への新規取組

1549 東京都 アイパブリッシュ合同会社 1011003012906 二輪専門誌Clubman会員制WEBサイト・ECカート構築

1550 東京都 株式会社心建リフォーム 1011701016167 「非対面接客用HP制作・動画・簡易自動見積システムの導入」
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1551 東京都 МＩＫＩ 「おうちでひと手間デリバリー＆テイクアウト」事業

1552 東京都 有限会社ケイ企画 2011502001953 眼と眼鏡の個別相談・販売・出張サービスの強化&PR事業

1553 東京都 合同会社ＦＡＣコンサルティング 7012403004470 オンラインでの効率的営業活動を実現するためのシステム構築

1554 東京都 ココエス オンラインからの安定的な集客を行うためのW E B広告の導入

1555 東京都 株式会社ａｌｆａ−ｈｅｒｉｘ 5011701018589 プレ塾！幼児からのオンライン教育DX

1556 東京都 Ｄｒｅａｍオフィス ドローンによる建物診断サービスの販路開拓ホームページの制作

1557 東京都 スマイルライフ合同会社 6011803003471 新規出店に伴う販路拡大及び倉庫内感染防止対策と業務の効率化

1558 東京都 泰永土地株式会社 8010101002127 個室の設置による換気の徹底及びリモートによる安心接客

1559 東京都 深沢絵美 靈氣、メンタルケアセミナーの非対面講座開設と宣伝広告事業

1560 東京都 水野正敏 対人から対ネットへの次世代ライブ

1561 東京都 株式会社善略 5010601058464 研修・人材育成事業の非対面型化とインターネットでの販路開拓

1562 東京都 株式会社ＳｐａｃｅＴ 9010401099416 非対面型イベントや宇宙関連サービスの開発による新規顧客開拓

1563 東京都 ＫＡＤＥＲＡ 身体芸術をコンテンツ化 アート×ビジネスの販路開拓

1564 東京都 エコ＆エコ株式会社 8011101085599 コンテンツ販売で自動売上の構築と事業拡大

1565 東京都 株式会社Ｒｅｖｉｅ 3010501047536 オンラインマーケティング支援ソフトウェア事業

1566 東京都 真凰 占い鑑定ビジネスセミナーのオンライン化

1567 東京都 ＮＢＷ株式会社 6011401020274 日中学生向けオンライン語学交流システム事業

1568 東京都 株式会社ゲイト 5010601035777 飲食業から製造業へ業種転換で安全安心なペットフードのＥＣ販売

1569 東京都 Ｍｅｉ企画 一期一会を届けたい！宮古ブルーアイテムのEC販路構築施策

1570 東京都 ごたんだ行政書士事務所 非対面営業対応ホームページ作成による新規顧客獲得

1571 東京都 株式会社ソウユー 1010001021290 WEBサイト改修で売り手も買い手も非対面対応可能のサービスを

1572 東京都 岩谷啓佑 テレワーク環境整備とオンライン営業の推進

1573 東京都 株式会社Ｖａｉｎｑｕｅｕｒ 1011101064659 起業・営業力アップのオンラインサロン開設で販路開拓

1574 東京都 プライムスペース合同会社 3012703001832 自社予約サイトのリニューアルと広告宣伝による利益率向上

1575 東京都 ＩＣＰ株式会社 7010401117963 オンラインサイト導入による対面機会の減少と販路拡大

1576 東京都 株式会社ボルテージフード 1013301038657 のんびり気軽に注文！居酒屋PONがテイクアウトで！ご自宅で！

1577 東京都 カモンチ 低感染リスク対策徹底、ご来店顧客を増やしてリピーターに育てる

1578 東京都 株式会社ＤｅａｒＢｅｓｔｉｅ 8030001131701 飲食コンサルティング専用サイトと周知のためのリスティング広告

1579 東京都 平澤有可子 女性起業家の内面と見せ方を支援するオンライン講座で販路拡大

1580 東京都 株式会社フレックスアート 8011101018914 Webサイトリニューアルによるオンライン受注促進

1581 東京都 株式会社ヤマキ 3011801028770 整骨院事業のオンライン対応及びネット集客のためのWEB制作

1582 東京都 有限会社エッフェ・インターナショナル 8010002051017 自社メディアの構築による情報発信と取組事項共有の簡素化

1583 東京都 株式会社ライトハンズ 6010901043256 巻き爪技術を中心としたサロン専用オンラインスクール事業拡大

1584 東京都 株式会社ｂｏｎｄ ｗｏｒｋｓ 4010001186998 起業家限定オンライン営業研修

1585 東京都 Ａｌｌ Ｃｏｌｏｒｓ株式会社 9012701014789 ネット広告事業のオンライン化による全国対応

1586 東京都 株式会社ＪＭＣインターナショナル 6013301022887 リスキングオンライン講座の開設に伴う環境整備・拡販事業

1587 東京都 バーバーカズ 集客力向上のためのHP機能強化

1588 東京都 Ｔａｋａｈａｓｈｉ Ｎａｏｍｉ 【タカハシナオミ】オンライン商談とサイト再構築による顧客獲得

1589 東京都 ユニコーン社会保険労務士事務所 労務担当者向け非接触相談窓口開設と新規顧客開拓

1590 東京都 有限会社クボタ心理福祉研究所 4010602019210 オンライン講習会等を拡充するためのHP改修、公式LINE開発

1591 東京都 伝統鍼灸十番堂 ポストコロナの生活様式にマッチさせた治療院設立

1592 東京都 株式会社金商 1013301002596 コロナ禍における商品の販売と販路拡大のための広告制作

1593 東京都 株式会社ＡＰＰＳＷＩＮＧＢＹ 4430001070524 エンジニア参加型EC プラットフォームサービス

1594 東京都 ａｐｅｒｏ ｗｉｎｅｓｈｏｐ株式会社 5010601058381 オンラインショップ開設による対面機会の削減と販路拡大

1595 東京都 株式会社レインボウブックス 3010901024416 感染リスクを低減したスタジオのオンライン化と新規販路開拓

1596 東京都 ｒｏｏｔ webシステム構築によるストレスフリーな理容室の店舗運営

1597 東京都 伊藤麻紀子 SNS の活用による集客と、オンライン体制の整備による非対面型売上の向上

1598 東京都 金子直樹 高音質で低価格なオンラインレコーディングによる販路拡大

1599 東京都 合同会社ベストキャッチ 6010003033800 中小企業を救う！占いコーチングのオンライン化で接触機会の減少

1600 東京都 株式会社ＥＬｉＴＴＥ 3011801038365 企業IT担当者向け「集客自動化HP制作」オンラインサロン事業
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1601 東京都 合同会社ルノムービー 7013303003364 小規模事業者向けWEBマーケティングサービスの販路開拓

1602 東京都 株式会社Ｄ＆Ａインベストメント 7021001060669 カウンセリング付き「オンライン相続相談サロン」販路拡大事業！

1603 東京都 山下 博史 極稀少・貴重ドラムの録音およびその音源データ販売

1604 東京都 株式会社アスラク 2011801037236 EC事業者向けの海外仕入れ代行事業

1605 東京都 ヘアーアトリエ バルコニー オンライン相談可能なウェブサイト再構築

1606 東京都 ＦｌｅｘｉＢｏｄｙ サロン認知度向上・顧客利便性の改善・非接触施術の導入

1607 東京都 金融デザイン株式会社 1180001093347 お金の知恵アカデミー

1608 東京都 谷吉一樹 動画講座の作成・販売・運用ができるツール『Classkit』

1609 東京都 株式会社ＳＥＥＤ 1010601046258 オンラインを活用した新たな商談で顧客開拓と売上の向上を実現

1610 東京都 エスペランス有限会社 2013302015836 ウィズ・コロナ時代の「セルフエステ事業×オンライン化」

1611 東京都 Ａｉｒｉｃｈ Ｆａｒｍ２１株式会社 2010001219917 日本の伝統文化や技術を学びたい方と繋ぐマッチングサービス構築

1612 東京都 持田国際労務管理事務所 ①外国人雇用のサポート②海外子会社の労務監査サービス(略）

1613 東京都 株式会社永晃 3011401019757 BtoCへのシフトと取引先拡大のためのオンラインツールの活用

1614 東京都 株式会社再起人材 6010401120679 自社の人事コンサルティングの販売チャネルの拡大

1615 東京都 位高駿夫 1人で大人数の健康・運動指導・管理が可能なアプリの開発

1616 東京都 株式会社アキ・カンパニー・リミテッド 9010401033317 オンラインツールの活用でコアファンの開拓による事業継続の実現

1617 東京都 株式会社キャリアウィン 1011101026733 対面と同様の効果をあげる人材コンサルティングツールの開発

1618 東京都 くま屋商店合同会社 5010803000736 行政書士の資格を活かした不動産取引サービス

1619 東京都 株式会社メディア・ソリューション・センター 8010101008941 当社ウェブサイトへの動画コンテンツ追加による新規顧客販路拡大

1620 東京都 ファーストピース株式会社 4010401113742 ポストコロナにおけるハイブリッドカウンセリング事業

1621 東京都 田中徹 ﾘﾓｰﾄによる音楽制作事業 (対面作業ではない録音）

1622 東京都 株式会社Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ 5012801021020 新サービス「０円婚活」のオンライン展開による新規顧客獲得

1623 東京都 株式会社キーシア 5011601023788 オンライン診断によるホームケア化粧品の提案

1624 東京都 株式会社ＧＡＩＫＥＮ 3011101083582 非接触での告知を実現する為のオリジナルアプリの開発

1625 東京都 Ａｉｋａ 対面とオンラインを併用した楽しいピアノ教室への転換

1626 東京都 Ｎａｇｉｃａｆｅ お菓子工房＆無人販売所で「作る」と「売る」の“新しい”を併設

1627 東京都 中島萌 お客様と接触をせずにすむ『セルフ施術』への業態転換

1628 東京都 ノストライフ株式会社 3012801020610 企業向け専用オンラインヨガスタジオによる健康経営等の推進事業

1629 東京都 フリューゲル オンラインを活用したエステ事業による売上向上策

1630 東京都 パーソナルトレーニングジムさんはぴ 感染リスク低減のための新規パーソナル・トレーニングジム開設

1631 東京都 ＨＫカンパニー 新たなＥＣサイト出店と多様な品揃え強化による売上拡大

1632 東京都 ながさわ オリジナルスカルプシャンプーの通販展開による非対面事業の拡大

1633 東京都 有限会社アマテラス 9011402017382 非対面式ビジネスに変換しネットを通じた新規顧客獲得。

1634 東京都 ニューリーフ サプリメントのオンライン物販事業スタート

1635 東京都 橋本 悠 フィットネス動画の配信及び販売

1636 東京都 Ｍｏｇ合同会社 4010003032416 EC用の新商品開発とインターネット広告による新規顧客の獲得

1637 東京都 Ｒｏｓｅ Ｂｌａｎｃｈｅ H.Pを構築し新規顧客獲得と広報活動強化

1638 東京都 アイデア合同会社 9040003013160 ECサイトを活用した自社製品の販路拡大

1639 東京都 株式会社Ｇｏｔａ 6020003011375 オンライン完結型の物件仲介サービスの実施と個人客の開拓事業

1640 東京都 マニク２０５ オリジナル石鹼とテーブルランプのオンライン販売強化

1641 東京都 株式会社アンカーマン 8010001160850 顧客満足度を向上させ、リピート受注に繋げるITツールの導入

1642 東京都 Ｓｏｎｉｃ ｂｏｏｍ Ｐｒｏｊｅｃｔ株式会社 2012401031315 YouTubeネット番組及びライブ配信を活動の軸としたタレン

1643 東京都 株式会社Ｊシェアード 6011601022665 非対面方式の相談・クラウド対応を前面に出した新規顧客開拓

1644 東京都 木鶏産業合同会社 3011803003730 コロナ禍での販路開拓は非対面による広報の活用で新規顧客を獲得

1645 東京都 エスタイム社会保険労務士法人 3011105007926 働き方実態調査システム…コロナ禍の新しい人事課題を徹底解決

1646 東京都 健美食ファスティング 非対面による売上機会獲得に向けたオンラインサロンの構築

1647 東京都 和魂株式会社 7010001217627 キッチンカー（移動販売）

1648 東京都 株式会社ＴＹ 4011501025670 オンライン会議ツールを駆使した遠隔地での販路開拓戦略

1649 東京都 株式会社Ｗｏｎｄｅｒ 8011801039532 リモート技術のフル活用で全ての顧客接点の自動化

1650 東京都 株式会社レーシートレーディング 4021001044328 オンラインスタッフ研修ホームページ制作
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1651 東京都 株式会社セラン 2010001121791 EC関連の顧客獲得Webサイト構築とプロモーション

1652 東京都 パンデミックサイト オンライン公演を通じたリスクコミュニケーション・サービス向上

1653 東京都 株式会社プレゼントアカデミー 9010701038230 紙の本の優良児「絵本」を活用した個育てコミュニティー運営

1654 東京都 株式会社ＮＥＸＴイノベーション 2010601059218 失敗しない集音器や補聴器選びを紹介するＨＰ及びＥＣサイト制作

1655 東京都 小町 ｂｅａｕｔｙ ｌａｂｏ セルフ脱毛機導入によるコロナ対策及び非対面型ビジネス事業

1656 東京都 株式会社ぱんぷきんラボ 3012701016361 体温計が汎用的にITシステムと連携するIoT 「キーサーモ」

1657 東京都 Ｓｔａｎｄａｒｄ ＦＰ株式会社 9010001212056 フィナンシャルプラニングのオンラインサービス化と顧客拡大

1658 東京都 ミュゲ お直しと製作、自社デリバリー、店内の感染予防対策改善案

1659 東京都 合同会社ＳＵＭＩＣＡ 8010803003208 非接触型チェックインによる感染リスクの低減化

1660 東京都 書吉 入居者の対人接触機会を減らす「快適ポストコロナ住環境」の提供

1661 東京都 株式会社ネクスティア 3012701014043 動画を活用した非接触営業促進サービスの提供・販路開拓

1662 東京都 有限会社アーキデザインクラフト 3010002052036 ３次元設計による作業効率向上と遠隔会議向上計画

1663 東京都 石黒 亮一 オンラインによるスタイリングサービス事業の実施

1664 東京都 ワールドマリアージュ合同会社 4010003034197 接触機会減少を目指す自社サロン開設及び有料会員制度導入

1665 東京都 大嶋有加里 360度演奏動画新規導入と告知動画制作

1666 東京都 ラックス・ボディ・コンディショニング 即興治療メソッド協会を立ち上げ、非対人接触による収益確保

1667 東京都 屋号 オンライン型エステ講習とインターネット集客

1668 東京都 株式会社ＭＯＲＡＥＣＯ 7011101095319 オンライン型学習塾事業の立ち上げ

1669 東京都 富井未侑 テレワーク勤務の環境整備

1670 東京都 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴＥＲ 7011001140240 オンラインコンサルティング事業の開始と拡張

1671 東京都 株式会社アンダー・ザ・マウンテン 7120101052459 リーダーを目指す若手社会人へのオンライン教育事業

1672 東京都 濱上由貴 テレワーク勤務環境整備

1673 東京都 名倉堂大師接骨院 ラジオ波によるセルフ温活

1674 東京都 有限会社ＭＹＭＹ 1011302014256 コロナウィルス対策をしつつ、人や環境に優しく仕事をするために

1675 東京都 株式会社アイリス 8011501025023 業界初！AIによる自動見積もり可能な販売ページでの集客

1676 東京都 合同会社プロボノ 8010603009066 成果報酬型の集客サイト構築と、コンサルティング事業への還元

1677 東京都 濱上翔 テレワーク勤務環境整備

1678 東京都 株式会社ＡＬＬＦＡＬＬ 4011301026761 社内完結型の設備導入と小売業の顧客獲得開拓事業

1679 東京都 株式会社ギョーザ将軍 5010901048909 冷凍自販機によるオリジナル冷凍餃子の24時間非対面販売

1680 東京都 ＬＰ制作Ｌａｂ株式会社 5010401158877 LP、HP 作成による集客強化と SNS 運用代行の活用

1681 東京都 合同会社メディリア 5010403024648 体質に合わない食品の摂取が原因の体調不良の改善・予防 事業

1682 東京都 株式会社プラセンタ倶楽部 4011401017405 ライブ配信型のＷＥＢサービス運営事業

1683 東京都 株式会社ＥＴＶＯＸ 9011001108442 自社サービスLEEADに関する非対営業活動の推進

1684 東京都 武蔵刃物 海外市場に特化した和包丁EC事業

1685 東京都 株式会社マリンハウス 2011001022410 新型コロナウイルスによる影響下の非接触型事業の拡大投資

1686 東京都 ル・クレア・プロパティマネジメント合同会社 8010103001119 対人接触機会の減少を実現するためのオンラインシステムの導入

1687 東京都 株式会社ＥＬＥＭＥＮＴ 7010001197992 エンドユーザー向け公式ホームページ作成

1688 東京都 ｔｒｉａｎｇｕｌａｉｒｅ 『フレンチ懐石デリカテッセン』のデリバリーによる新規販路開拓

1689 東京都 ターブルブルジョン おうちdeレッスン

1690 東京都 合同会社カトルフォアナフ 7011403002550 遠隔管理、オンライン対応化を目的とした面談予約サイトの制作

1691 東京都 ＯＲＤＥＲ６５ マンガ・アニメクリエーターと人を繋げるマッチングサービス構築

1692 東京都 株式会社シン営業 4010401159042 オンラインで⾧期的に学ぶ営業支援コミュニティの立ち上げ

1693 東京都 ＰＩＮＫ ＦＲＯＧ 完全オンライン型ブランドコンサルティング事業

1694 東京都 合同会社慶燈 7011503002178 通販初心者にもわかりやすくメイクボックス専門店化で業績回復

1695 東京都 株式会社裕隆 2011801032212 オンライン専用の輸出教育システムによるDX推進事業

1696 東京都 サロン デル ソル HP制作によるリラクゼーションサロンの新規販路拡大

1697 東京都 キャンサー・バリュー株式会社 9011001142524 ガンを価値にかえるためのプラットフォーム運営事業

1698 東京都 メディカル整体学院 スクール事業拡大と新規顧客獲得のためのオンラインサービス

1699 東京都 大場地所合同会社 4011703001791 非対面オンライン内見による集客および事務所の感染拡大防止

1700 東京都 株式会社ゼロワン 4010401158787 ダイエット事業をクチコミから完全オンライン化の取組とその訴求
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1701 東京都 株式会社エクリプス 7010401083941 インターネットを使った音楽レッスンの受講生増加事業

1702 東京都 木下鳳華 芸能人タイアップ企画！ホームページでの地方再生販路拡大事業！

1703 東京都 ｆｒｅｅｄｏｏｒ株式会社 9010401160441 完全非対面 WEB 販路を活用した情報提供、訴求力の強化

1704 東京都 Ｍａｋａｖｉｔａｇｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 7010703005651 新型コロナウイルス感染症対応飲食店業態転換事業

1705 東京都 ドライブフォース 血流を上げて、体の内外-10歳を実現するEPOCトレーニング

1706 東京都 クーディップ株式会社 6010801024083 オンライン営業の切り替えによる新規顧客開拓事業

1707 東京都 大森伸子 女性の本質的な美と健康を追求するため非接触型ECウエルネス講

1708 東京都 株式会社日健 3011101094902 集音器のブランドサイト「NIKEN（仮）」とECサイト製作

1709 東京都 株式会社まぐろとシャリ 3010401161230 銀座鮨屋の味を自宅でも！ ミシュラン級海鮮丼のデリバリー事業

1710 東京都 株式会社アートカラーラボ 7011601000158 ホームページとビデオ会議で対人接触を無くす

1711 東京都 株式会社Ｘ−Ｔｒａ Ｇｌｏｂａｌ 1010901023584 輸入商品のオラインショップで売り上げ増加

1712 東京都 内田技研株式会社 5010601059181 感染リスク低減のためのオンライン営業活動構築事業

1713 東京都 株式会社Ｂｅａｕｔｙ Ｆｏｒｃｅ 8011001135594 ヘッドスパ/チネイザンの情報発信/相談サービスによるPR

1714 東京都 アリエス合同会社 6010403022460 対人接触機会減少に向けた物件魅力発信による早期入居と収益向上

1715 東京都 株式会社Ｒｅｋｋａ 4013301047416 アプリ開発による新事業展開とWebシステム導入による事業強化

1716 東京都 株式会社エムテクノ 6010801028976 韓国製品の販売からコロナ渦の影響による事業転換で市場拡大

1717 東京都 株式会社ＩＦＡ Ｌｅａｄｉｎｇ 4010401160090 お客様の大切な資産をお預かりする優秀な担当者と顧客接点の創出

1718 東京都 ｗｍｃ 日本発IoTメディアの立ち上げとIT産業への貢献

1719 東京都 ゆいまーる治療院 必要最小限の接触で最大限の効果をもたらす集客と施術の仕組み

1720 東京都 株式会社義 9011001140882 自社ホームページの新設計画

1721 東京都 合同会社エンターライブ 6010803003168 非対面による「認知症患者用オンラインアミューズメント」の拡販

1722 東京都 ミスーワークス 自社 EC サイトを新たに改良し新製品を販売促進する取り組み

1723 東京都 株式会社エスカリエ町田 9012301011146 保険代理店向『非対面・顧客アンケート調査』事業による売上拡大

1724 東京都 株式会社美テラシー 1011401021979 ミソフォニア動画講座

1725 神奈川県 あさひな 美味しい鎌倉かまぼこを非接触でオンライン販売

1726 神奈川県 株式会社ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ ｏｎｎｉ 6020001120830 『しあわせとパンを運ぶ』デリバリー＆移動販売の開拓・構築

1727 神奈川県 アクアとおん 公認心理師セレクトオンラインカルチャー講座の新設

1728 神奈川県 エイドキッチン モバイルオーダーの店外売上強化で、前年比140%超え目指す

1729 神奈川県 パタンナーメソッド 動画とオンラインによる婦人服パターン教室の新たな取組み

1730 神奈川県 ＳＨＯ Ｆａｒｍ 家庭消費を応援する朝採り・直送・個配便

1731 神奈川県 株式会社アトラクト 7020001038329 「食」の事業での知見を活かした、キッチンカーによる新事業展開

1732 神奈川県 株式会社ＫＯＹＯ 1021001050477 「Wプロポリス」販売サイト構築による新たな事業展開

1733 神奈川県 鉄板焼 嘉山 テイクアウト・デリバリーの開始によるコロナ下体制の構築

1734 神奈川県 Ｏｕｂａｉ 漆器のWEB販売

1735 神奈川県 サンテック防菌美装 抗菌・除菌コーティング剤のインターネット通販事業の展開

1736 神奈川県 アメイジー株式会社 9020001113848 アップサイクルの主体的取組みと空き家再生プロジェクト

1737 神奈川県 株式会社Ａｃｃｕｌｕｓ 6021001064811 人流計測カメラの試作開発と販促

1738 神奈川県 ⾧谷部農園 いちごの収穫体験及び無人販売機導入による販路拡大

1739 神奈川県 有限会社市原産業 9020002062516 造花アレンジメントキットのEC販売

1740 神奈川県 株式会社フィーコディンディア 1021001046418 「キッチンカー」導入における新規販路開拓および新商品開発事業

1741 神奈川県 後藤嘉文 ライブ事業壊滅により非接触型のオンラインライブ・レッスン挑戦

1742 神奈川県 株式会社Ｎ−ｌｉｎｋ 8021001053234 オンラインセミナーおよび配達サービスの新規展開

1743 神奈川県 ＳＵＭＩＥ ＳＴＹＬＥ 完全オンラインサービスへの転換と販路開拓

1744 神奈川県 吉田潔 リアルからオンラインへ、配信ライヴによる音楽提供

1745 神奈川県 エコールドフィーネ（自然村ファームショップ） 新型コロナ感染予防対策及び新商品販売のための移動販売導入

1746 神奈川県 エスエスカンパニー オンライン配信での新規顧客獲得

1747 神奈川県 請地博 インターネットを活用したライブ配信

1748 神奈川県 うどん屋大作 真空包装機を新たに導入し、デリバリーなどの非対面型販売の強化

1749 神奈川県 アンジュバレエ 産前産後のママさんも自宅で受講できるオンラインレッスン

1750 神奈川県 株式会社マヒナマイン 1020001090070 産後ママ向けの赤ちゃんと楽しむオンライン講座サービス
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1751 神奈川県 有限会社エル・エル・プランニング 3021002072535 3Dプリンター用デザインデータEC販売による非対面モデル転換

1752 神奈川県 株式会社モシダーヂ 3020001058289 フードトラックによるテイクアウト事業販路拡大と新規顧客獲得

1753 神奈川県 ハーティネス株式会社 6021001070909 オンラインでのパーソナルトレーニング提供し事業拡大を図る

1754 神奈川県 日本エコ・システムズ株式会社 9011801025589 電解水生成装置のオンライン集客・商品紹介・販売システム構築

1755 神奈川県 ギークグラフィックス SNS集客と連携したECサイト構築による非対面モデルへの転換

1756 神奈川県 株式会社ワンスレッド 9020001087316 オンライン展示会とWEBメディア活用による販路拡大

1757 神奈川県 株式会社磯崎絞製作所 7021001020945 自社開発製品をＥＣサイトで販売する仕組みの構築と売上拡大実現

1758 神奈川県 有限会社シンコー 6021002002489 非接触の商談プロセスで既存顧客の満足度アップと新規顧客獲得

1759 神奈川県 有限会社田村商会 3021002066405 おもいで家具の再生請負人による、自社工房での家具再生サービス

1760 神奈川県 フィールユニック 非対面型のテイクアウト飲食店、低感染リスク型ビジネスへ転換

1761 神奈川県 有限会社Ｍ＆Ｍ 8021002027906 無人リサイクルショップの開設で安心して売買できるお店を目指す

1762 神奈川県 黒糖茶房 コロナ禍を好機に変える、持帰り黒糖スィーツ製造工房の新設

1763 神奈川県 ラ・レットル 1日一組最大4名貸切り完全予約制の葉山レストラン開業

1764 神奈川県 ｗｈｉｔｈ−Ｂ社会保険労務士事務所 Webを用いて非対面で積極的な働き方改革を推進させる取組み

1765 神奈川県 海辺のシャンティ 水素の力で美と健康を手に入れ環境の変化に負けない心と身体作り

1766 神奈川県 有限会社ティワイアソシエイツ 8021002045338 WEBを活用した板金製品の測定、検査事業

1767 神奈川県 リーフズ リーフズ

1768 神奈川県 合同会社ライフエボリューション 1020003014077 両立支援カウンセラー育成事業のオンライン化とＷｅｂサイト構築

1769 神奈川県 有限会社クラフトマン 1020002088774 加工機のプログラム編集ソフト活用で感染対策と効率化を同時実現

1770 神奈川県 株式会社グレースクリーニング 3020001047705 クリーニング店の既存顧客の呼び戻しと新規事業PR事業

1771 神奈川県 有限会社通誠 6013202011460 江の島のシラスピザを全国へ販売する「PICO」ECサイト構築

1772 神奈川県 お好み焼き・もんじゃ焼き くるり 神奈川県のイベントで新しいスイーツ「あんこ春巻き」を移動販売

1773 神奈川県 二宮商事 自慢のやきとりを狭立地でも対応できる小型のキッチンカーで販売

1774 神奈川県 鍼灸マッサージ治療院セシェン 治療の完全オンライン化および対面以上の付加価値増加を実現

1775 神奈川県 体験陶芸ごえんず EC サイト開設による非対面「陶器」の個人向け販売事業

1776 神奈川県 ファースト整骨院 水素吸引器の導入による非対面型ビジネス構築と売上回復

1777 神奈川県 ｃａｆｆｅ ｌａｔｔｅ 真空包装機を使用したテイクアウトメニューを販売

1778 神奈川県 有限会社天笠 4020002074029 非対面でのクロス張替えサポートサービス提供による売上改善

1779 神奈川県 株式会社ミズテック 5021001062568 エコキュートのネット販売開始による売上獲得ルートの開拓事業

1780 神奈川県 有限会社十五屋硝子建材 2020002034208 オンライン決済の導入により販路拡大及び販売強化

1781 神奈川県 よこすか整骨院 シニア向けトレーニングのオンラインサイト構築

1782 神奈川県 株式会社エミール・ポー 9021001024507 宅配サービスによる売上回復と既存店舗の非対面化事業

1783 神奈川県 株式会社Ｗｉｔｈ ｕｓ 4020001135814 女性用オーダースーツのEC販売事業

1784 神奈川県 ストライク合同会社 6020003009758 遠隔操作可能な照明機材を導入して密のない撮影現場にする。

1785 神奈川県 有限会社ＴＦＳ 7020002077383 クラウド型記帳代行で進める低感染リスク型ビジネスモデルの構築

1786 神奈川県 ＦＯＲデンタルラボ 対面接触機会の減少を可能にする最新デンタルスキャナーの導入

1787 神奈川県 福原知美 オンラインモデルレッスン講師インストラクター養成プロジェクト

1788 神奈川県 イープラス合同会社 4021003006771 ヨガと呼吸法による健康増進のためのオンラインプログラムの構築

1789 神奈川県 サロンドララ オンラインレッスンで華道をより身近に！

1790 神奈川県 有限会社満留賀 6020002100352 テイクアウトのホームページを制作し来店以外の売上げアップ

1791 神奈川県 日本親子コミュニケーション研究所 事業のオンライン化と広報による販路開拓

1792 神奈川県 現蛸 対人接触の機会を減少させる路面テイクアウト窓口の設置

1793 神奈川県 ネイルサロンサクセスアモール セルフネイルショップ開設に伴う新規事業展開

1794 神奈川県 はわゆう整骨院 非対面型姿勢改善セミナーによる販路拡大及び新規顧客獲得事業

1795 神奈川県 ＲＡＭＰＡＧＥ 中古二輪車の非対面での通信販売の強化と顧客管理システムの導入

1796 神奈川県 マテリアル 独自サロンでファンを囲い込み、代謝を良くするコミュニティ運営

1797 神奈川県 葛西施術院 対人接触機会減少訪問鍼灸サービス構築と広告宣伝強化

1798 神奈川県 パイン・ヴィレッジ・トレーディング 在宅勤務の運動不足の顧客へ、運動器具をオンライン販売！

1799 神奈川県 Ｓａｌｏｎ ｄｅ ＬａｓｉＱ 伴走型「結婚相談所サービス」の完全オンライン対応化事業

1800 神奈川県 Ｍｒ．ＦＯＯＤＩＥ 家で楽しむレストランの味！ECサイト経由のミールキット販売
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1801 神奈川県 いいの接骨院 ホームページからの予約制による非接触商品販売及び予約自由診療

1802 神奈川県 有限会社みつわ商会 6020002012960 家庭で出来る！オンライン染み抜き講座による事業持ち直し計画

1803 神奈川県 ブルーピジョン・スタジオ オンラインレッスンとオンライン音楽制作による新規顧客開拓

1804 神奈川県 シェンクハットリ 事務所改修による間仕切り空間と通風・換気機能向上の実現

1805 神奈川県 佐藤行政書士事務所 ウィズコロナ時代に対応する相談業務のオンライン化

1806 神奈川県 レガロ 新規事業に伴うSNS運用の外注

1807 神奈川県 有限会社香精商事 8020002026348 非対面の顧客開拓と拡販のためのネット集客手段の構築と実施

1808 神奈川県 上林あかり 自宅でも学べる非対面型中国語スクール

1809 神奈川県 ビストロインディゴジャム 急速冷却設備導入～保存性の向上～

1810 神奈川県 朝日鮨 対人接触を減らす真空パック店頭販売事業

1811 神奈川県 ＣＯＯ テイクアウト販売開始と自社ホームページで混雑状況確認

1812 神奈川県 合気道高城道場 合気道わんぱく道場 合気道オンライン稽古ネット決済導入による売上補填事業

1813 神奈川県 セローム よもぎ蒸し器のオンライン販売開始に伴う事業拡大計画

1814 神奈川県 足つぼ世界一 オンラインで繋いで教える、自宅でできるキャビテーション事業

1815 神奈川県 ラーメン幸樹 学生向けオンラインレッスン付き英語教材の販売

1816 神奈川県 ニチエツ株式会社 1020001124010 低コスト化を実現するオンライン金属加工部品提供事業

1817 神奈川県 エレール 非対面で女性の美を応援するオンラインたるみ改善レッスンの展開

1818 神奈川県 スプーン有限会社 9010402020041 料理に直ぐ使えるＳｏｙソースと、Ｓｏｙ健康弁当の製造・通販

1819 神奈川県 有限会社ネイルビューティ近藤 3020002073007 感染症対策に特化したリフォーム、深爪矯正サロンのオンライン化

1820 神奈川県 ジェイアンドエム 新規事業セルフ脱毛の顧客開拓

1821 神奈川県 株式会社ＡＲＡホールディングス 1021001039512 ドローンによる人的接触機会軽減点検

1822 神奈川県 ヒーリング・ラグーン オンラインリハビリ立ち上げ事業

1823 神奈川県 株式会社ＡｉＲａｉｓｅ 1020001128829 オンラインシステムによるヨガサロン運営とサービス商品の提供

1824 神奈川県 株式会社ＤＥＬＬＡ ＷＡＹ 2020001110546 店舗ショップ向けプチギフト「テトラパック」の制作・販売

1825 神奈川県 ｅａｔＹＯＧＡｓｔｕｄｉｏ ECサイトで売上の向上!! 商品開発の強化!!

1826 神奈川県 ＩＳＨＩＫＡＷＡ 非対面型マンツーマンヨガレッスン

1827 神奈川県 株式会社正栄堂菓子舗 9021001032716 自社ホームページとECサイト構築によるお菓子の非接触販売

1828 神奈川県 株式会社田中企画 3020001127390 非対面集客による個人新規顧客の開拓と新サービスの拡充

1829 神奈川県 株式会社アールジェイコミュニケーションズ 7010901021228 自社ショップサイト立上げによる情報連動・参加型集客と販路開拓

1830 神奈川県 有限会社江ノ電沿線新聞社 8021002000870 新聞・カルチャーセンターのオンライン展開による新規顧客開拓！

1831 神奈川県 ｃｈｕｍａｒｔ 角田侑右弐 オーガニック素材のコーヒー・焼菓子セットのネット販売構築

1832 神奈川県 有限会社土屋精機製作所 3020002039148 非対面による新規事業告知の為のホームページ製作

1833 神奈川県 アジア通商株式会社 4021001008794 非対面型、輸入酒を主力としたEC物品販売事業への参入

1834 神奈川県 トータルビューティーブルージュ セルフ美容機器の導入により新規顧客獲得を目指す

1835 神奈川県 都市拡業株式会社 4020001013433 電子工事看板による感染防止及び販路拡大に資する施工方法の導入

1836 神奈川県 アリクピラティスライフ オンラインによる対人接触機会低減のためのピラティスマシン導入

1837 神奈川県 有限会社モリ・ワールド 2021002067346 自動販売機によるパンの無人販売

1838 神奈川県 ハコブカフウ 美容サロン勤務者向けオンライン接遇マナーセミナーの開催

1839 神奈川県 株式会社Ｈ・Ａ・Ｇ 4020001113464 健康志向の高い方のためのお弁当テイクアウト事業

1840 神奈川県 クラウドアーキテクチャ株式会社 5020001133461 自社ITツールを使用した非対面営業活動の実施

1841 神奈川県 真織由季 インスタグラム運用でオンライン・オフラインの認知拡大を！

1842 神奈川県 株式会社エル・ド・ボーテ 9010901006821 新規顧客獲得のための芸能人を採用したWEBページ制作

1843 神奈川県 ＳＵＮＵＳＵ ＹＯＫＯＨＡＭＡ 暮らしを豊かにするライフスタイルを提案するECサイトの構築

1844 神奈川県 合同会社ＯＦＦＩＣＥ ＴＲＭ 6180003014486 自然食でコロナに打ち勝つ！宅配サービスで手軽に健康増進

1845 神奈川県 クラゲ 非接触ワインサーバー導入と屋外客席拡大による密回避

1846 神奈川県 貸別荘 海 EC＆移動販売車による自社商品の販路拡大及び事業展開

1847 神奈川県 株式会社リフレイナ 8020001103255 コロナに打ち勝つ！自宅で手軽に体をケアできる商品のネット販売

1848 神奈川県 スタジオすむとこ 「舞台美術×建築」技術による、セミオーダーメイド小屋製造販売

1849 神奈川県 Ｔａｋｕ Ｏｈｍｏｔｏ 最小構成一名から稼働可能な少人数体制の映像制作形態の導入

1850 神奈川県 フリーアナウンサー金谷有希子 日本を元気に！アナウンサーが運営するオンラインスクール事業
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1851 神奈川県 株式会社フェリーチェ 4020001114891 新サービスの展開とWEBサイト制作で商圏拡大と売上向上を実現

1852 神奈川県 いやしのわ。 オンラインで繋いで教える、家族でできるリフレクソロジー

1853 神奈川県 合同会社キープゴーイング 8020003013997 非対面型ビジネスへの転換及と低感染リスク型住宅への設備更

1854 神奈川県 株式会社オー・エム・イー 9021001020621 自社商品「ピノスタジオ背景布」のEC向け最適化事業

1855 神奈川県 真鶴 ペンションアルハンブラ 地域と宿オリジナル商品のネット販売で新規顧客開拓＆感染対策

1856 神奈川県 株式会社Ｅ−Ｓｔｙｌｅ 3020001113390 オンライン学習実施のための設備導入及び広告宣伝

1857 神奈川県 Ｂｅｌｌｅ 対人接触減少・客単価アップのため半個室プライベートサロンへ

1858 神奈川県 株式会社Ｇ・Ａ 3021001067759 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

1859 神奈川県 株式会社カミナー 8020001124037 マッチングアプリの⾧所を導入した結婚相談所

1860 神奈川県 似て非ｗｏｒｋｓ株式会社 9020001084008 非対面リモートによる地域の活性化計画

1861 神奈川県 え！？にぎりっすか！？ 寿司屋が作る特選魚介せんべいのキッチンカーでのイベント販売

1862 神奈川県 ＫＥＮ オンライン完結型！自宅でも出来るキックボクシングフィットネス

1863 神奈川県 元住吉習字教室 オンライン書道教室の開催及び既存教室の感染防止対策

1864 神奈川県 ナオ 非対面事前カウンセリングや商品販売ができるサイト構築

1865 神奈川県 グローバルテクノロジー株式会社 7020001084232 飲食店等に対する抗ウイルス・抗菌コーティング施工

1866 神奈川県 Ｈｅａｒｔ ｈｅａｌｔｈ ｇｕｉｄｅ オンラインスクールの開設＆集客用WEBサイト制作

1867 神奈川県 株式会社シティーガイド 2021001066638 非対面型宿泊施設の広報促進及び感染対策推進事業

1868 神奈川県 大城幸太郎 完全オンライン化による集客フローの構築で売上UPを目指す

1869 神奈川県 山本労政研究所 オンライン面談の導入によるアスベスト労災申請のサポート業強化

1870 神奈川県 柑山 業務用ミキサー導入による仕込み数増加と通販拡大及び密の回避

1871 神奈川県 サポートプラス社会保険労務士事務所 ＨＰでの助成金診断とインスタグラムを使用して新規顧客獲得

1872 神奈川県 整体サロンらくだ ドイツ式フットケア派遣サービスの提供と安心安全な店づくり

1873 神奈川県 株式会社オアーゼ 8020001123360 個室型及び訪問型マッサージ治療サービス事業

1874 神奈川県 株式会社トーチプレイン 5020001055664 オンライン商談・介護とクラウド上の顧客管理機能の追加

1875 神奈川県 Ａｎｊｏｕ グルテンフリーのパンのテイクアウト事業

1876 神奈川県 クリーニング ボニータ 自宅で学べるオンライントレーニング動画の配信

1877 神奈川県 すみよし整骨院 自社ショップへの流入増加に向けた広告媒体の活用

1878 神奈川県 株式会社昇栄堂 9021001031949 「和菓子づくり体験」の通販事業によるWEB販売強化

1879 神奈川県 福吉 キッチンカーでの飲食販売、移動販売

1880 神奈川県 有限会社岩下書店 2020002007527 オンライン活用による訪問営業の非対面化並びに販路拡大への取組

1881 神奈川県 ヘアリゾートヴィボ ECサイトと非対面のカウンセリングで新たな売上確保の実現事業

1882 神奈川県 株式会社Ｓｈａｒｅ Ｃｏｍｐａｎｙ 1020001125669 オンラインテストサイトで非対面化

1883 神奈川県 家永吹産 音楽配信サービスを利用した認知度アップによる新規顧客開拓

1884 神奈川県 楓満舎 ①オンラインサロン運営②ストレッチ•イベントのオンライン化

1885 神奈川県 タクカフェ 感染予防を徹底したプライベートレストランの新規出店

1886 神奈川県 センター南鍼灸治療院 ケータリングカー事業化プロジェクト

1887 神奈川県 人が輝く経営研究所 個人向けコーチングのオンライン提供とWEB販促による新規販路

1888 神奈川県 チーム大地ゴルファーアカデミー 子供達にスポーツの楽しさを教えるオンラインスクー

1889 神奈川県 Ｊａｐａｒａｎ オンライン浴衣体験会からの新たな浴衣の販売

1890 神奈川県 アンミュージックラボ 音楽教室合同発表会×プロ演奏家コンサートで接触機会を削減

1891 神奈川県 アオマツブラザーズアカウンティング株式会社 8020001099295 オンラインによる非対面での起業・会社設立支援システム構築事

1892 神奈川県 株式会社Ｍｙｓｔｉｃ Ａｕｒａ 2020001130932 接触軽減でコロナ時代に新しい生活様式のエステサロン

1893 神奈川県 有限会社ワイナット 9020002053507 ファストフード『エンパナーダ』のテイクアウト店開店による販促

1894 神奈川県 屋根外装工事株式会社 4010401066338 AI機能を搭載した24時間ネット相談活用によるサービスの向

1895 神奈川県 ＴＳＵＭＵＧＩ ネットを活用し上質な業務用タオル泉州タオルの新規販路開拓

1896 神奈川県 アトリエセブンカラーズ 自分の絵が好きになるオンライン絵画教室で新規顧客獲得事業

1897 神奈川県 Ｌｅａ Ｂｅａｃｈ オンラインの新サービスの展開でお客様信頼度・売上の向上計画

1898 神奈川県 合同会社田村マナ美髪研究所 8021003008806 オンライン上でのコンサルティング業務新規獲得

1899 神奈川県 Ｒａｉｎｂｏｗ Ｃｒｙｓｔａｌ株式会社 8021001066987 開運メイクの宣伝及びレッスンのオンライン事業化

1900 神奈川県 サワダクリーニング 老舗クリーニング店のオンラインとオフラインを融合した販路開拓
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1901 神奈川県 みながわ司法書士事務所 司法書士によるオンライン相談

1902 神奈川県 名菜厨房やすや 出前に適したラーメンの商圏拡大と中華弁当の定期便

1903 神奈川県 タク 音楽業界を救う為のオンラインを活用した完全非対面化撮影

1904 神奈川県 ウィステリアアセットマネジメント株式会社 2020001084708 自主隔離客の取込強化

1905 神奈川県 ＬａＭａｈｉｎａ 安心安全に痩せたいを叶える非接触型施術への転換事業

1906 神奈川県 大畠美保 「ピラティス」のオンラインレッスンによる販路開拓プロジェクト

1907 神奈川県 イージーゴーイング 対人接触を避けた低感染リスク型賃貸募集への転換及び設備の更新

1908 神奈川県 株式会社ＣＬＳ 6020001111895 非接触、非対面を実現するコインロッカーの新サービス展開

1909 神奈川県 株式会社蓮華堂 1021001067240 ビジネススクール運営の為のオンラインサービスの実装

1910 神奈川県 日本乳幼児遊び教育協会 店舗改修による非対面化と新規オンライン事業開発

1911 神奈川県 株式会社イーキューブ 4020001044791 非対面での新規顧客の獲得と業務効率化及びクラウド化

1912 神奈川県 株式会社ニューバリュー 9020001119192 HPを活用した訪問型営業から非訪問型営業への転換

1913 神奈川県 大洋テクノ株式会社 5021001020063 除菌洗浄水の自社生産と通販サイト活用による販路拡大

1914 神奈川県 合同会社プラスハート 6021003005532 自社アプリ導入で顧客満足度と集客力アップ！

1915 神奈川県 Ｒｏｏｔ 高価格帯ヘアケア用品のEC販売と予約機能を持った独自HP開設

1916 神奈川県 隠村美子 臨床心理士の実績に基づくオンラインカウンセリング・講座の提供

1917 神奈川県 田中デンタルセラミック コロナ対策型の歯科治療を推進！歯科技工用３Ｄスキャナーの導入

1918 神奈川県 ＮＥＤ Ｊａｐａｎ合同会社 2020003011189 オンライン食物販におけるテストマーケティング事業

1919 神奈川県 料理教室ｓｏｒａｉｒｏｋｉｔｃｈｅｎ 主婦向けレシピ動画販売＋オンラインレッスンで新たな販路獲得

1920 神奈川県 役に立つ合同会社 9013303005219 対面・対話を前提とした集客・周知方法の接触機会低減転換事業

1921 神奈川県 石井総合研究所 ローフードプロテインドリンクの移動販売事業

1922 神奈川県 ユージーユーアーキテクツ ネット完結型オンライン図面作成サービスによる販路拡大策

1923 神奈川県 萩原工業 コロナ禍における事業拡大に向けてのSFA導入

1924 神奈川県 ユナイテッドマン オンラインコーチング事業の構築、新規販路開拓

1925 神奈川県 合同会社侍ソース 2021003010420 非接触型販売強化を目指した外販および卸販売の展開

1926 神奈川県 和都ノ屋 ECサイト構築・非対面接客動画の展開によると新たな販路開拓

1927 神奈川県 株式会社サウンドＭＢジャパン 9020001110151 スキンストレッチ®セミナーのオンライン化及び広報事業

1928 神奈川県 株式会社カナタ工業 4021001073327 webサイトを活用した非接触の営業と打合せシステム事業

1929 神奈川県 株式会社ＴＭＣ 7020001129516 ホームページとリスティング広告による新規取引先開拓事業

1930 神奈川県 ジ−クリ−ン オンラインで簡単見積もりサービスを実施する！

1931 神奈川県 株式会社ダンゴマン 9020001053573 非接触保育コンテンツ双方向送出システムの導入と運用事業

1932 神奈川県 サロンド ヒルトップ ポストコロナを意識した自宅ケアサービスによる事業拡大

1933 神奈川県 株式会社リトルモア 7020001104031 完全予約制に向けたオンライン予約サービス

1934 神奈川県 有限会社アイワン 2020002069749 どこでもＶＰＮで共有フォルダー携帯スマホ

1935 神奈川県 株式会社グランド 7020001012787 非接触で取引可能な商材のWebを活用したPR活動の強化

1936 神奈川県 七輪焼肉安安鶴ヶ峰店 非対面型ビジネスモデルへの転換、販促開拓  テイクアウト事業

1937 神奈川県 ココメレ IT環境が不安定な山小屋でも導入可能なWeb宿泊予約システム

1938 神奈川県 有限会社渡田質店 3020002099976 自社ホームページに対するネットショッピングシステム導入計画

1939 神奈川県 茅ヶ崎なぎさ整骨院 感染対策のための非接触型施術への取り組み

1940 神奈川県 ａＫ アクセサリーから雑貨製作へ移行の為のレーザーカッター導入

1941 神奈川県 石原 正嗣 ポストコロナ時代の持続可能な非接触型オンライン音楽事業

1942 神奈川県 株式会社ＫＣＪＡＰＡＮ 1020001129389 密を避けた食事をするためのテラス席のリニューアル

1943 神奈川県 山根 4Kカメラを用いた新規映像制作事業

1944 神奈川県 有限会社漆原石材店 3020002032607 営業の非対面化と業務の効率化及びテレワーク環境の整備

1945 神奈川県 株式会社アシスネット 2020001057787 スチーム生食パンのECサイトリニューアルによる販路拡大

1946 神奈川県 株式会社イーゾウ 1020001124571 withコロナ時代の新しいセルフエステサービスの提供

1947 神奈川県 一平土地建物株式会社 9021001065641 完全非対面商談化に向けた簡易見積・動画配信による販路拡大事業

1948 神奈川県 八会鍼灸マッサージ治療院 対人接触時間削減のための問診票オンライン化をはじめとする感染

1949 神奈川県 株式会社クランユナイツ 3020001139361 情報発信サービスの非対面ビジネスモデルの構築

1950 神奈川県 山内孝子 アロマオイル活用！自宅でできるテレワークに挫けない身体づくり
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1951 神奈川県 小松大輔 登山愛好家等に向けた身体セルフケア方法のレクチャーサービス

1952 神奈川県 Ｅ−Ｐ ＪＡＰＡＮ株式会社 7020001137782 オンライン商談システムと問題解決型ホームページ構築

1953 神奈川県 エフ・エル・ディー・ジャパン株式会社 6020001062965 【顧客CRMシステムとアプリ導入による非接触型路拡大事業】

1954 神奈川県 筑後建設有限会社 8020002027288 モデルルーム活用による団地リノベーション事業への進出

1955 神奈川県 佐竹一郎事務所 新しいweb告別記

1956 神奈川県 有限会社ブランニューステーション 7020002055554 ウィズコロナ時代の新スタイルカラオケ発表会

1957 神奈川県 環境対策推進機構合同会社 1010703002027 「７年保証付き省エネ機器で差別化、インターネットで拡販」計画

1958 神奈川県 アジュール セールスファネル自動集客システム構築による婚活会員増加計画

1959 神奈川県 ロージープラス 人気クリエーター増産プロジェクト

1960 神奈川県 ニューパックドットコム株式会社 9020001100433 個人取引のダンボール需要を獲得するためのネットショップの構築

1961 神奈川県 株式会社茶碗とお椀 3021001061183 携帯電話（固定費）料金等のお悩み解決サービス

1962 神奈川県 株式会社ＭＡＸ８ 9020001126032 元アスリートが考案した蜂蜜加工品をECサイトで販売

1963 神奈川県 株式会社Ｆｏｒｗａｒｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 1020001110522 日本進出海外企業へのワンストップサービスについての広告展開

1964 神奈川県 有限会社香撰堂本舗 2020002052102 新商品【日本茶温故知新伝】のECサイトを用いた販売

1965 神奈川県 株式会社しむら 7020001067897 生活クラブ生活協同組合員向け商品チラシの配布による売上の確保

1966 神奈川県 株式会社ＢＭＢ 3020001061169 居酒屋から女性・地域密着の天然氷の「かき氷」屋業態への転換

1967 神奈川県 合同会社Ｃｏｃｏアセット 7020003011944 非対面・非接触で感染リスクを防ぐ安心・安全な宅配ボックス事業

1968 神奈川県 舟瀬 悠 非対面による、HPとYoutube広告による営業導線の構築

1969 神奈川県 有限会社国際宇宙サービス 4021002017167 販売促進用ランディングページの製作と宇宙船モックアップの試作

1970 神奈川県 株式会社西遊 8020001126207 対人接触機会を減らす新たな空室対策の取組みで入居促進！

1971 神奈川県 Ｒｕｋｕａ 個室でのセルフマッサージを導入し、利益アップ

1972 神奈川県 株式会社Ｕｔｉｌｉｔｙ 4020001122713 オンラインでの営業広報支援システム構築による非対面広告営業

1973 神奈川県 シーラボ 低感染リスク化に資する「セルフエステ」の開始および設備導入

1974 神奈川県 シェイド砂川敦 オンラインレッスン機材とサイレントベース導入による事業拡大

1975 神奈川県 薮崎太郎 コロナ禍におけるオンラインでの音楽ビジネス構築及び拡大事業

1976 神奈川県 ビズサポ 専門家集結！オンライン起業相談のポータルサイト構築事業

1977 神奈川県 ネオンショップ ECサイト立ち上げによる収益率の増加と販売チャネルの拡大

1978 神奈川県 合同会社リヤンドゥボンヌール 9010703003001 感染防止設備設置と非対面型レンタルスペース運営のシステム強化

1979 神奈川県 イニシャル 自社開発オリジナルサプリメントEC事業の販促・PR活動

1980 神奈川県 イロトリドリ オンラインでのビジネス紹介プラットフォーム事業

1981 神奈川県 金剛商店 スチームオーブン調理と急速冷凍を活用した中食需要を獲得

1982 神奈川県 好好堂 ポストコロナ時代における未病事業への挑戦

1983 神奈川県 株式会社ＨＲＢソリューションズ 7021001072838 単独型居宅介護支援事業への在宅システム導入による業務運用

1984 神奈川県 源泉宿 ゆっくり ゆっくりの源泉そのままご自宅のお風呂に宅配事業

1985 神奈川県 バグース 非対面型新規事業の立ち上げと対面型既存事業の安心度の増強

1986 神奈川県 ｍａｓａｌａ ｙｏｇａ オンラインとオフラインで平行開催！マサラヨガオンライン化計画

1987 神奈川県 株式会社ヤツプランド 5021001068706 非対面型ブランディングデザイン専門会社への事業方向転換

1988 神奈川県 ｍｉｔｔ オンラインによる非対面型プログラミング個別指導サービスの提供

1989 神奈川県 ｓｕｎｎｙ ｓｉｄｅ株式会社 7020001137948 熱狂的なファンを育てる！e スポーツ試合結果予想サイト

1990 神奈川県 合同会社リスタート・フューチャー 9020003017907 企業ブランディングのオンライン相談＆決済で売上回復！

1991 神奈川県 合同会社つまふきトキ商会 1020003010365 刻名権を付与するクラウドファンディングサイトの構築

1992 神奈川県 株式会社Ｇｒｅａｓｅｎｔ 2021001073460 自社WEBサイトでのライブ配信サービスによる収益多角化

1993 神奈川県 株式会社Ｓｅａ−Ｓｏｎｓ 8020001134085 オンライン民泊マッチング事業の為のWeb構築・非対面集客

1994 神奈川県 ルーチェ・ルーチェ 非対面販売の拡大を図る為の新商品拡充と宣伝広告等の販促対策

1995 神奈川県 アルシアコンサルティング株式会社 6021001050324 インターネット上で集客が望めるウェビナー開催プロジェクト

1996 神奈川県 有限会社オートモバイル 8020002066294 無人レンタカー事業への参入による非接触型事業モデルへの転換

1997 神奈川県 株式会社ＳＥＡ 1021001072802 Withコロナに向けたソムリエによる居酒屋兼ワインショップ

1998 神奈川県 久賀谷有人 販売チャネルの拡大とSNSによる認知度向上のための取組

1999 神奈川県 株式会社ＯＳＣ出版 3020001082256 配信事業、タレント育成事業等、体制強化プロジェクト

2000 神奈川県 鵠沼アパート 割安な売り不動産情報を自動収集して分析するITシステムの開発
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2001 神奈川県 税理士・社労士近藤洋志事務所 ホームページ作成､アクリル板等事務所内感染防止対策備品

2002 神奈川県 松下鍼灸整骨院 ＨＰを活用したオンラインサービスの開始と院内の非接触化推進

2003 神奈川県 トータルケア結 小規模事業者向け人材確保に特化したコーチング事業の構築

2004 神奈川県 ＭＫＳ 陸送業者による強みを生かしたオンラインショップの開設

2005 神奈川県 山地健一朗 新サービス導入によるオンライン事業の多角化を目指す

2006 神奈川県 ｎａｉｌｇｌｅｅ コロナ時代の非対面予約システムと低感染型メニューの導入

2007 神奈川県 株式会社ＮＥＸＵＳ ＡＧＥ 9021001064701 ネットワークを活用したリモートコンサルティング事業の立ち上げ

2008 神奈川県 有限会社サン工房 7020002061494 経営まるごと電子化事業

2009 神奈川県 ジェミーオフィス オンライン面談と連動したWEBサイト制作で目標達成へ前進！

2010 神奈川県 株式会社リンクス 4120901017358 オンライン集客によるＮＦＴアーティストの発掘と事業化

2011 神奈川県 ＡＦＬ株式会社 8020001137633 会員制オンライン経営者交流会サイトの構築

2012 神奈川県 株式会社タケオ 9021001008666 ECサイトによる箱根・湘南の地域生産品とオリジナル商品販売

2013 神奈川県 プリフラ・ｓａｙｕｍｉ 墓石用プリザーブドフラワー販売の展開

2014 神奈川県 増山哲也 集客用 HP による FP セミナー・個別相談のオンライン化

2015 新潟県 吉見茶屋よしみや 栃尾の油揚げセットのEC販売による販路拡大・事業継続

2016 新潟県 鳥しず キッチンカー導入によるイベント出店

2017 新潟県 居酒屋 三文銭 ラムしゃぶ専門ECサイト構築による非対面販売の開始

2018 新潟県 株式会社ごはん 4110001021006 通販サイトの構築によるブランド力向上と非接触型販売体制の構築

2019 新潟県 ＤＦギャラリー株式会社 5110001013712 巣ごもり需要に対応した生地販売事業開始に伴うネット広告戦略

2020 新潟県 合同会社Ｂａｌｔｈａｓａｒ 8110003003403 売買ソフトと映像制作のオンライン営業力強化事業

2021 新潟県 有限会社サンブリッド 4110002016541 スパイスカリーとアジア料理を楽しむ冷凍自販機で認知度アップ！

2022 新潟県 株式会社池乗酒店 1110001001209 ネット活用で新たな客層へ新潟地酒の認知拡大と通販を展開

2023 新潟県 ナイン ノー ナイン 完全個室型、プライベートヘアサロンの開設

2024 新潟県 株式会社野本建設 6110001004561 非対面でモデルハウスの魅力を伝え、受注に繋げるための動画製作

2025 新潟県 株式会社エイレム 9110001035018 動画を使ったOEM事業の新規販路開拓とネット通販への取り組み

2026 新潟県 米久肉店 コロナ禍による社内行事自粛企業様への販路開拓の取り組み

2027 新潟県 株式会社新潟成晃 4110001029536 サービス・業務効率・コロナ対策アップを目指した自動精算機導入

2028 新潟県 デリアンドレストラン ピアットジョルニ 「ジョルニの味」をおうちで再現、贈れる総菜セット

2029 新潟県 株式会社西潟製陶所 3110001034149 新津焼ECサイト構築・ブランディングプロジェクト

2030 新潟県 株式会社かけはし未来 1110001035198 登録支援機関としての人材マッチングの非接触型ビジネスの構築

2031 新潟県 合同会社ふるさと産業 7110003002983 蕎麦の製造販売で巣ごもり需要を獲得！

2032 新潟県 株式会社Ｅ−ｐｅｃ 7110001030870 自社ブランドECサイトの構築及び既存商品と新商品の販売展開

2033 新潟県 岩倉 豊 アフターコロナを見据えたテイクアウト・ネット販売開始事業

2034 新潟県 ナイスキャリーキッチン ナイスキャリーキッチンで新潟をGenkiにプロジェクト

2035 新潟県 フローリスト花成 オンラインショップのPR強化とSNSの活用による来店時間短縮

2036 新潟県 有限会社大裕建設 3110002010719 新築住宅のWEB内覧会による新規顧客開拓事業

2037 新潟県 新潟煙火工業株式会社 6110001003662 オンライン販売による花火関連グッズの販路拡大

2038 新潟県 株式会社蓬仙楼 2110001024563 惣菜製造・販売本格参入のための設備導入とＥＣサイト出店

2039 新潟県 ダッシュスポーツマッサージ 新たな拠点でのパーソナルジムの販路拡大に向けた環境構築

2040 新潟県 Ｒｅｓｏｒｔ Ｐｒｏｐｅｒｔｙ Ｊａｐａｎ株式会社 9110001033525 ECサイトの構築による非対面ビジネスモデルへの転換

2041 新潟県 合同会社Ｍｅｌｃｈｉｏｒ 7110003003404 オンラインを活用した説明会・商談で新規顧客獲得率UP

2042 新潟県 蔵 Kura on the Go! 移動式Kura

2043 新潟県 ヨガラニ ヨガ事業のオンライン化とその集客の仕組み作り

2044 新潟県 ＮＯＮ ＳＵＣＨ ＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨＹ コロナに負けないための新サービス「オンライ作品展」の開始

2045 新潟県 有限会社エフ・エフ・エスフラワーファームしろね 6110002010047 新規商品取扱いに伴う販売促進強化と販路拡大

2046 新潟県 合同会社Ｃａｓｐｅｒ 6110003003405 商談・説明会のオンライン化による新規顧客の獲得

2047 新潟県 株式会社ＧｉＨ 7110001030359 フォトギフト作成注文システムとECサイト構築ツールの機能連携

2048 新潟県 Ｅｘｃｌｕｓｉｖｅ Ｊａｐａｎ株式会社 9110001035918 ECサイトを活用した“オリジナルエンジンオイル”の販売促進

2049 新潟県 Ｃｏｒｅ．Ｄ（コアディー） ３次元設計ソフト導入で非対面によるモノづくり支援システム構築

2050 新潟県 細川洋蘭農園 非対面ビジネスを本格化させるためのECサイトの構築
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2051 新潟県 合同会社ｆｏｒｔｕｎａ 8110003003948 オンラインでパートナー企業大募集！販売ネットワーク構築事業

2052 新潟県 有限会社カメガイアートデザイン 8110002001738 お客様が知りたいことを伝えるためのウェブサイト構築事業

2053 富山県 株式会社彩コーポレーション 8230001013615 昆布締め通販と弁当テイクアウトによる非接触型事業

2054 富山県 有限会社サンライス青木 7230002009101 水田水管理のIoT化による接触機会の低減と作業の高効率化

2055 富山県 肉の立山 移動販売による無添加真空惣菜の販売でビジネスモデル転換事業

2056 富山県 海明 非対面営業ツールの導入による、内食市場への訴求力向上事業

2057 富山県 すどまりとなみ 非接触チェックイン導入による安心の宿への整備

2058 富山県 合同会社かや笑 6230003001231 冷凍蕎麦の商品力UPと通販事業

2059 富山県 お墓ドクター 高柳石材 外構クリーニング事業開始とオンライン見積もりシステムの整備

2060 富山県 蹊成クリエイト株式会社 8230001011230 サウナを安心して利用いただくための改装工事

2061 富山県 パーセンテージ 大切な人に感動を届ける。出張型パーソナル撮影サービスの導入

2062 富山県 株式会社徹優 8230001014852 コロナ後の新サービスと事業継続のための非接触通販事業への取組

2063 富山県 Ｍａーｍａｎｏ BtoCのチルド宅配便強化とBtoBの非接触型事業参入

2064 富山県 有限会社婦中衛生 4230002006282 非対面営業を強化するためのホームページの制作

2065 富山県 Ｌｅａｄ Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 9230001017739 オンライン配信を活用した新事業

2066 富山県 イセ・エメラルドウエイ株式会社 2230001017308 滋味豊な卵を使用したギフト商品開発とECによる非対面販路開

2067 富山県 Ｈｏｚｒｉｌ セルフエステサービスの導入による感染リスク低減への取り組み

2068 富山県 株式会社ジョワイユ 5230001017164 受付をITで自動化集客、感染防止環境で安心商談スペースで事業

2069 富山県 Ｍｏｎ Ｊｅｗｅｌｌ 低接触の新メニュー提供のためのHIFU機器導入

2070 富山県 有限会社泰栄農研 4230002010391 となみ野農産物の生産と販売のデジタル化推進事業構想

2071 石川県 株式会社杉原酒店 4220001003554 蔵元との繋がりを生かしたサブスクリプション方式での地酒販売

2072 石川県 合同会社からさわ 8220003002154 キッチンカーによる石川県産食材を用いた商品の製造、販売

2073 石川県 株式会社ジーアンドエス 6220001003189 動画・WEB教材の導入による完全オンラインコンサルティング

2074 石川県 株式会社スタッフリンク 7220001023566 ホームページ開設による、新サービスの提供と接触機会削減事業

2075 石川県 東酒造株式会社 2220001017234 製麹の高品質化と感染防止対策によるウィズコロナ事業

2076 石川県 有限会社カナイ 5220002015399 自社独自で行う生花のインターネット販売事業

2077 石川県 ＪＯＨＮかりおすとろ ちむちむ堂 新分野メニュー導入の為の２店舗連結工事及び感染拡大防止対策

2078 石川県 喫茶メルツバウ 店舗HP・EC開設による新規開拓とデリバリー需要の掘り起こし

2079 石川県 フランス料理パリゴ レストランの料理、デザートのテイクアウト販売の強化

2080 石川県 ピュアはくい 若い女性をターゲットにしたセルフ脱毛エステ導入による売上増加

2081 石川県 しんち林業 ECサイト活用による地元産アロマ販路拡大と廃材利活用の実現

2082 石川県 ガリビエ コロナで拡大する家飲み需要に合うオリジナル冷食の開発販売事業

2083 石川県 ヨーキー 教育支援サービスのオンライン化による対面機会の排除

2084 石川県 Ｓａｉｓｏｎ ｈａｉｒ 非接触型の施術機器導入によるコロナ対策の徹底・業績回復施策

2085 石川県 有限会社小野坂商事 9220002012954 非接触型物件案内と空き家の活用で城下町に賑わいを取り戻す事業

2086 石川県 佐竹奈菜バレエ教室 集団指導から個人指導を専門としたバレエ教室の開設

2087 石川県 ＤＡＨＬＩＡ スポーツアロマ専門のECサイト構築で売上アップ実現！

2088 石川県 Ｗｅｓｋｉｉ株式会社 4220001021110 コロナ禍の新しい働き方に対応したワーケーションホテルへの転換

2089 石川県 飛鳥住宅株式会社 9220001000712 新規顧客開拓を目指した新サービス提供の為のHP構築事業

2090 石川県 ＡＳ セルフケアを組み込んだエステ施術でポストコロナ型経営へ挑戦！

2091 石川県 株式会社スペースシステムズ 1220001011205 リフォームパックの非対面販売で対人接触機会低減・売上補填計画

2092 石川県 イコウ ゲストハウスの付加価値を高め複数人の宿泊から一棟貸しに

2093 石川県 株式会社ＣＪコンサルタント 3220001017530 webを活用した非対面型支援による生産性向上への取組

2094 石川県 ブエナスカサス テイクアウト事業の確立

2095 石川県 ティーエムプロモーション 自社 EC サイトの新規作成による新たな販路開拓

2096 石川県 ｏｆｆｉｃｅ Ｒａｖｉｓｓａｎｔ おうち時間で着こなそう！金沢発オンライン個別着付けレッスン

2097 石川県 ⾧尾建築事務所 コロナ禍の移住需要から始める事業拡大の為のテレワーク拠点開設

2098 石川県 株式会社ＦＪＣホーム 4220001011103 ゴルフ練習場×フルーツ大福＆喫茶デリバリーサービスの挑戦

2099 石川県 株式会社Ａｕフェニックス 4220001019435 WEBサイト開設と感染症防止対策メニューで安心来店

2100 石川県 おでん三幸犀川店 金沢おでんのお取り寄せグルメ製造販売事業
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2101 石川県 株式会社シー・エヌ・コネクト 7220001023707 最先端３Dフォト撮影技術を利用した販路開拓

2102 石川県 株式会社Ｍ 8220001023136 美肌から個性を。エステ事業進出に伴う美容機器の導入

2103 石川県 有限会社時空不動産 4220002003017 石川野菜をＷＥＢ販売で若年層・全国の顧客の販路開拓事業

2104 石川県 さくら咲く塾 現役医大生によるマンツーマンのオンライン家庭教師指導

2105 石川県 合同会社球体光学研究社 1220003003043 WEBサイトによる受注システムとサブスクシステムの構築

2106 石川県 ガレージアウトシュピエル 対人接触機会を減らすオンライン自動車整備相談の導入事業

2107 石川県 奥木工所 事業所移転及びオンラインサービス開始事業

2108 福井県 有限会社スターライト 3210002001880 Webサイトと検証用製品見本を組み合わせた非接触型販路開拓

2109 福井県 兵庫建設株式会社 9210001007056 対人接触機会を減少し、作業の効率化ができる測量機器の導入

2110 福井県 有限会社かど七 9210002000919 中食事業の展開に伴う営業許可要件に合わせた厨房改装事業

2111 福井県 特定非営利活動法人九頭竜化石研究会 8210005009504 化石・鉱物オンラインコミュニティサービス事業

2112 福井県 ホリチャン 映えるギルトフリーなメニューを活かした中食需要の獲得事業

2113 福井県 イロトリ鶏 コロナ禍に対応した店舗展開とテイクアウト参入事業

2114 福井県 久保田酒造合資会社 2210003000321 越境ECサイト構築によるマレーシア向けEC販路の確立

2115 福井県 下野陽子 テイクアウト事業の新分野展開による夜間営業体制からの脱却

2116 福井県 Ｎｉｃｏｌｉｎｏ システム導入でサービス提供の多様化と売上の拡大を実現する

2117 福井県 株式会社ハヤカワ 7210001002736 低感染型社会を好機と捉え自社の強みでECサイトの構築を目指す

2118 福井県 カフェ＆レストラン ネヌファ 食品製造業営業許可取得に合わせた弁当・惣菜の販路拡大事業

2119 福井県 旬彩酒坊 禅や ご当地ブランド食材を使ったテイクアウトランチ機能強化事業

2120 福井県 有限会社フナヤ 9210002003137 対面式セミセルフPOS導入による非接触および生産性向上の実現

2121 福井県 Ｌｕｐｉ 自社ECサイトの新規作成による新たな販路開拓

2122 福井県 株式会社勝南自動車 5210001010039 複合試験機の導入により接触機会の減少及び生産性向上を実現する

2123 福井県 スタイル・オブ・ジャパン株式会社 3210001014215 ECサイトリニューアルとオンライン商談による非接触型販売強化

2124 福井県 スパイグラス イングリッシュアカデミー オンライン授業開校による県内外からの生徒募集

2125 福井県 株式会社ギビンググッド 5210001016655 １人焼肉対応の完全個室型「焼肉カフェ・バル業態」への転換

2126 福井県 麺屋勝木 出入口付近の増築と券売機増設による、お客様の密回避対策事業

2127 福井県 メディアステージ 買取り専門自社ECサイトの新規構築による新たな顧客開拓

2128 福井県 Ｈａｎａ ｐｒｏｄｕｃｅ．ｙａｙａ コロナ禍におけるヘッドスパサービスの拡充のための個室整備事業

2129 福井県 チョークアート工房もりのこりす コロナ対策完備少数対面型教室と非対面型講習による経営の安定化

2130 福井県 有限会社ハセガワ重建車輌 9210002002808 ＬＩＮＥ活用の事前確認システム導入で対人接触機会を減少させる

2131 福井県 大津食品 イベント依存型経営体質脱却のためのテイクアウト参入事業！

2132 福井県 株式会社ファイブピュア 5210001018362 ショッピングモール新規出店によるカー用品の販路開拓

2133 福井県 有限会社ロバリア 2210002003969 非接触型蛇口のネット販売及び車椅子の除菌洗浄

2134 福井県 クニエサカイフラスタジオ フラダンスレクチャー動画の配信とオンラインレッスンの導入

2135 福井県 ブルーオーシャン株式会社 2220001020816 直入居システムと対人接触機会減少4点セットサービスの提供

2136 福井県 ＧＭＩ株式会社 3210001018505 ご自宅で利用可能なヘアケア商品開発およびECサイト構築

2137 福井県 株式会社浜野メッキ 9210001013153 自社ホームページ作成による新規顧客獲得、プロモーション事業

2138 福井県 ｖｅｓｔｉｔｏｂａｒ '韓国風かき氷”の移動販売による新規顧客および売上の獲得事業

2139 福井県 アイラッシュデザインピュール 店舗個室化によるコロナ対策と新規ターゲット層（男性客）の獲得

2140 福井県 リラクゼーションくらぶイヤシス アル・プラザ敦賀店 新たな販路開拓のための自社 EC サイトの新規作成

2141 福井県 ラルスタイル 非対面セルフ痩身美容メニューの導入

2142 福井県 ヤーン ポストコロナに対応したEC 事業商品のサンプル作成・広報

2143 福井県 中津からあげ渓福井店 コロナ感染防止と顧客の導線最適化に対応できるキッチンカーの導

2144 福井県 有限会社グラヴィ 3210002014354 接触時間軽減による効率UPを図る、新脱毛メニュー導入事業

2145 福井県 合同会社一生健美 7210003000969 「次世代の美容を提供」における非接触感染リスク減少の事業展開

2146 福井県 ＢｅＲｅＴＴａ 広い敷地で換気設備の整ったバーでの新規顧客及び売上の獲得事業

2147 福井県 暮らしや 今庄宿への観光客増加に対応するための食べ歩きテイクアウト事業

2148 福井県 合同会社ＢＥＸＴ 4210003001334 ECサイト構築によるVTuberタレントのグッズ販売

2149 福井県 株式会社Ａｔｅｌｉｅｒ Ｆｏｓｓｅ 3210001017614 WEB活用による非対面での見積依頼・打合せの為の広告宣伝事業

2150 福井県 割烹 峰 福井の海の幸が堪能できるテイクアウト・配送サービス事業
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2151 福井県 若狭電設有限会社 5210002014154 設立40年超の電気工事会社がオンライン営業で仕事を増やす！

2152 福井県 ＨＤＬ合同会社 7210003001133 ネットショップを活用したドローンプログラミング教材の販売

2153 山梨県 酒蔵 櫂 古民家レストラン改装による客席増加と対人接触機会減少の両立

2154 山梨県 有限会社シミズ酒販 8090002001575 家飲み時間の楽しさを倍増させるWEB 事業の推進

2155 山梨県 有限会社さい＿ 8090002009115 ネット販売の導入・安心安全の発信による新規顧客の開拓

2156 山梨県 乙蕎麦 予約サイトとテイクアウト、両替機導入による対人接触機会減少

2157 山梨県 株式会社ＵＰＬＡＪａｐａｎ 9090001015014 ウプラＥＣシフト事業

2158 山梨県 株式会社ＲｅａｃｔＯｎ 6090001015883 対人接触を避けた展示と新工程でキャンピングカー普及を目指す

2159 山梨県 有限会社Ｂｅ−Ｌｅａｆ 8090002014536 定額リフォームパックのオンライン決済化で売上を安定させる

2160 山梨県 株式会社鶴林精舎 3090001016265 超小型店舗の過密を防ぎ自然を楽しみたくなるテラスの拡大事業

2161 山梨県 Ｒｅｒｉｓｅ 非対面イベントを推進する音響・映像のデータ制作と配信サービス

2162 山梨県 写真屋げんぞう君 セルフ化の推進による対人接触機会を減らした安全な店舗の実現

2163 山梨県 鶴田製作所 新設備を導入し新たな感染対策となる非対面の生産プロセス構築

2164 山梨県 Ｒｉｏ エステサロンの開発商材のネット販売による対人接触機会の削減

2165 山梨県 山祇Ｇｉｂｉｅｒ 飲食業から食肉加工業へ業態転換し個人向けジビエ商品の販路構築

2166 山梨県 株式会社Ｌａ Ｂｏｎｔｅ 5090001005596 顧客管理予約システムと完全個室対応で結果のでる脱毛美容展開

2167 山梨県 有限会社藤和機械設計 2090002002141 専門機械マニュアルの動画化事業

2168 山梨県 合同会社マナマハロ 8090003001244 マクロビオテック教室デジタル化（ECサイトの構築）

2169 山梨県 有限会社フジ・シルク 1090002012521 屋外席の新設によるオープンカフェの整備事業とネット広告事業

2170 山梨県 ｓｏｉｎ ＥＳＴＨＥＴＩＣ 対人接触機会を減らした完全予約制隠れ家的プライベートサロン

2171 山梨県 小沢庭園土木 ホームページ開設による販売方法改革及び一般顧客へ販路開拓

2172 山梨県 株式会社春一番 4090001017089 山梨県産信玄鶏BBQセットのデリバリーで食卓に彩りをお届け！

2173 山梨県 Ｎａｔｕｒａｌ ｗａｙ Ｊａｐａｎ合同会社 5090003001750 産前産後・育児中サポートオンラインサロン設立・運営

2174 山梨県 ウイールチェアー中部株式会社 2090001011795 ホームページの新規作成によるオンライン商談の拡充

2175 山梨県 有限会社アルプスステーション 3090002007098 カーコーティング剤自社ECサイトの構築と宣伝動画の作成

2176 山梨県 Ｐｒａｎａ Ｙｏｇａ ＆ Ａｙｕｒｖｅｄａ 対人接触機会を減らした安全な環境の実現と個別対応メニュー考案

2177 山梨県 お好み焼き一丁 テイクアウト販売強化の為の環境整備と情報発信事業

2178 山梨県 ネイルルーム ココリンク オンライン事業展開と感染予防

2179 山梨県 宮澤朝美 非対面・非接触での楽曲提供「おまもりうた」による販路拡大

2180 ⾧野県 有限会社山木綿 9100002011506 テイクアウト専用受け渡し口で密回避大作戦！

2181 ⾧野県 Ｃａｆｅあんこ坂 眺望抜群のオープンテラスと珈琲焙煎工房でコロナ禍に挑む

2182 ⾧野県 有限会社ホテル銀嶺 4100002018712 新たにネット販売に向けた新商品の開発とECサイトの立ち上げ

2183 ⾧野県 ＫＡＪＩＹＡ 新サービス餃子テイクアウト事業開始による低感染で売上増加

2184 ⾧野県 ピッツァアンドカフェヒコノキ 薪窯付き移動販売車導入による、密を避けた販売機会の獲得

2185 ⾧野県 竹ノ内農園 会員サイト機能付きECサイトの活用による非対面販路の開拓

2186 ⾧野県 クロワサンス 本格フレンチコースをご自宅で楽しめる宅配・テイクアウトの強化

2187 ⾧野県 四季料理 亀山 店自慢の味をご自宅で味わっていただくテイクアウト導入

2188 ⾧野県 市川製菓 一目十万本のあんずの里から甘酸っぱい国産杏の魅力を全国に発信

2189 ⾧野県 株式会社農業開発 6100001028719 急速冷凍フルーツの非接触BtoC事業の新規開発

2190 ⾧野県 株式会社叶屋 5100001025411 IOT非接触機器導入による検針・保安点検の業務改善による販路

2191 ⾧野県 株式会社信交社 9100001015169 動画による業務内容の説明と非対面型業務体制の確立

2192 ⾧野県 合同会社トロアヴァーグ 3100003004893 キッチンカーによるテイクアウト販売と新規顧客獲得事業

2193 ⾧野県 株式会社プラネットインク 6100001026433 非接触型「置き配営業」への挑戦と、新しい営業形態の確立

2194 ⾧野県 株式会社佐久ホテル 2100001007230 「老舗旅館が取り組む野草商品の開発・販売による売上拡大事業」

2195 ⾧野県 株式会社愛光典礼社 7100001025310 感染リスクの低い葬儀とPR強化

2196 ⾧野県 株式会社百一姓 6100001030798 全国の農家さんを元気にするオンライン講座・オンラインサロン

2197 ⾧野県 ８７ｃａｆｅ コロナ禍を生き抜くキッチンカー導入による販路拡大事業

2198 ⾧野県 有限会社正木本家 6100002015162 新メニュー開発による販路開拓と、衛生管理の徹底

2199 ⾧野県 大向旅館 対人接触機会減少の為のオープンテラス設立

2200 ⾧野県 ヘア リゾート クラッサ 感染リスク低下のための店舗改修と新規機器導入による顧客獲得
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2201 ⾧野県 株式会社山の瀧澤建設 9100001033815 地域初！革新的WEBサイト構築によるWEB現場見学会の実現！

2202 ⾧野県 株式会社ファインビュー室山 8100001015351 これからの感染リスクの少ない温泉宿泊施設の運営

2203 ⾧野県 名取景雲堂株式会社 9100001026752 いつかやりたい内装工事をお手軽に頼める安心パックのEC販売

2204 ⾧野県 石挽そばやわかば 非対面型の「おやき店」復活による売上拡大を目指した事業

2205 ⾧野県 株式会社ファイン 6100001010148 独身男女のための『愛される人』になるオンラインサロン構築

2206 ⾧野県 株式会社ＴＲプロモーション 1100001031363 保育実習生向けエプロンのオンライン販売

2207 ⾧野県 株式会社雪花 7100001029039 感染症に対応した客席と過ごしやすい雰囲気の店内づくり

2208 ⾧野県 トゥワール 新サービスの感染リスク低減とパーソナル化に資す

2209 ⾧野県 株式会社伊那楽器 9100001021745 オンライン指導で楽しく学べる音楽教室､プライベートレッスン

2210 ⾧野県 アーツプロデュース 完全非対面で外出不要！お家でゆっくりリモートでハンドメイド！

2211 ⾧野県 有限会社あーすホーム 9100002033640 業務改善でお客様・スタッフの身を守る！負担のない建築業界へ

2212 ⾧野県 新都市設計株式会社 8100001001418 感染リスクを低減するために、無人機を活用した土木工事管理支援

2213 ⾧野県 メープルコンシェルジュ 幾つからでも食で未来を創る！生涯イキイキプロジェクト

2214 ⾧野県 佐藤燃料店 非接触検針による業務改革

2215 ⾧野県 清水商事株式会社 5100001015635 非対面による自社製品の営業力強化と販路拡大

2216 ⾧野県 信州・夢乃里工房 あんず酵母商品のネットショップ開設！パンからワイン・チーズへ

2217 ⾧野県 株式会社中央不動産 5100002033025 移住物件バーチャルツアーと物件探しノウハウ動画で移住促進！

2218 ⾧野県 株式会社ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＤｅｔｅｃｔｉｖｅ 6100001033909 WEBから実現させる非対面iPhone修理・オンライン販売！

2219 ⾧野県 株式会社松崎精機 5100001006246 未来へ誇り高き技術を！MATSUZAKIブランドをいざ世界へ

2220 ⾧野県 有限会社吉池看板企画 2100002009168 オンラインを活用した新たなビジネスモデル確立と販路拡大

2221 ⾧野県 有限会社生坂屋商店 9100002009260 ECサイト導入で対人接触を避けた非対面型ビジネスモデルの構築

2222 ⾧野県 株式会社イツワ 5100001000281 液体急速凍結システムによる冷凍麵等の通販事業

2223 ⾧野県 成和板金有限会社 4100002024990 動画を用いた、新たな非対面営業環境整備による売上拡大

2224 ⾧野県 エミフル 【エミフル】遠方からの問い合わせにも対応可能な業務体制の構築

2225 ⾧野県 有限会社スワニー 1100002032930 コロナ禍に対応した移動販売車活用によるアウトドア製品販売事業

2226 ⾧野県 カンパニーきらくしょー 自宅で人力車体験小諸市の魅力満載オンラインツアーの新規展開

2227 ⾧野県 合同会社Ｙｕｍｅｋａｔａ Ｃｒｅａｔｅ 4100003005759 非対面化を目的とした美容機器活用のオンラインエステの構築事業

2228 ⾧野県 ワタシイズム 非対面オンラインコンサルティングの広報で全国に幸せをお届け

2229 ⾧野県 株式会社ビッグフロント 8100001031233 リモートワーク対応のための不動産管理情報のクラウド化

2230 ⾧野県 憩いの美 対人接触を減少させたプライベートサロンでお客様の美を追求！

2231 ⾧野県 有限会社テクノパック 8100002030218 ホームページ改修とECサイト立上げによる販路拡大

2232 ⾧野県 有限会社山勝 4100002037563 自社ホームページ内のECサイトで新販路を開拓し売上増

2233 ⾧野県 株式会社エクセル 8100001000394 ホームページ改良等による非接触型販売モデル確立と新規販路開拓

2234 ⾧野県 中島産業株式会社 1100001008246 アフターコロナに向けファミリー・地域に愛される安心な店づくり

2235 ⾧野県 ＳＮＯＷ ＳＴＡＲ 機械導入による新規商品取扱いと生産性の向上

2236 ⾧野県 株式会社中島製作所 5100001033562 高精度画像寸法測定器導入によって、対人接触を避けて生産性向上

2237 ⾧野県 ラフリエイト アーティストを救いエンターテインメントを守るための配信事業

2238 ⾧野県 有限会社山岸自動車工業 4100002015924 在庫車を活かした、非対面型レンタカー事業の構築

2239 ⾧野県 平井自工 移動式リフト導入によって対人接触を避けたクイック整備を実現！

2240 ⾧野県 有限会社宮下塗装店 5100002024131 テイクアウト専門のおにぎり販売事業

2241 ⾧野県 ジンギスカン夢結ドットコム 冷蔵車導入により手ぶらでジンギスカンバーベキューサービス開始

2242 ⾧野県 有限会社大和屋呉服店 7100002009592 オンライン販売導入による非対面型ビジネスモデルの構築

2243 ⾧野県 有限会社マツダヤ 3100002026872 年賀状等のＷＥＢ注文サイトの構築と防災用品取扱による事業継続

2244 ⾧野県 有限会社橋詰商店 8100002021142 LPWA無線システムの導入による非接触対応と販売拡大

2245 ⾧野県 ダイワ総業株式会社 4100001001826 「テイクアウト商品」販売促進の強化事業

2246 ⾧野県 合同会社ｇａｒｄｅｎｐａｒｔｙ 4100003004422 新型コロナ対策及びリモート接客対応に向けた店舗環境整備事業

2247 ⾧野県 株式会社森角建材店 5100001007863 コロナ対策製品のDM等広報による対人接触機会減少と販路拡大

2248 ⾧野県 株式会社アーバンエンジニアリング 3100001000069 非対面型営業システム導入による感染リスク低下と新規顧客獲得

2249 ⾧野県 増澤醸造株式会社 2100001019762 インターネットを活用した自社製品の販路開拓事業

2250 ⾧野県 株式会社ウェルケア 3100001016783 オンラインショップを構築することで、新たな売上の確保
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2251 ⾧野県 株式会社メルト 6011101056478 非対面型チェックインシステムの導入と非接触飲食サービスの計画

2252 ⾧野県 有限会社かしわや 4100002009323 Iot技術を活用した事業改善

2253 ⾧野県 株式会社ＲＥＧＡＯＳ 7100001033511 新型コロナ感染症対応型店舗システムへの変更と導入

2254 ⾧野県 つけめん参城 冷凍自動販売機でつけめん販売の効率化

2255 ⾧野県 有限会社山口化粧品店 1100002005374 ヘアケア商品のネット通販を活用し感染拡大防止と売上増加を実現

2256 ⾧野県 合同会社ＳＦＣ 5010903002938 贈答用冷凍ピザ等の配送販売

2257 ⾧野県 ハロー・ララ！ 特定パーソナルトレーニング事業

2258 ⾧野県 小林農園 コロナ禍における新しい集客方法の展開とECサイトの構築

2259 ⾧野県 馨工房 地域ＥＣサイト新規活用で自社商品の販路拡大

2260 ⾧野県 ラーメンくじら家 券売機の入替によるコロナに負けない店舗運営で売上拡大

2261 ⾧野県 株式会社ライフ・アンド・シード 1010401066902 自社サービスのオンラインシフト及びWEB販促による新規販路開

2262 ⾧野県 株式会社ｉｆ 4100001027805 ポスとコロナを踏まえた付加価値の高いサービスの提供

2263 ⾧野県 ピースリーショップ 商品管理ツールと倉庫契約の導入で管理を効率化し売上向上させる

2264 ⾧野県 オンラインセミナー＆電子書籍株式会社 4100001034306 魅力あるホームページの構築と検索広告による新規顧客の開拓

2265 ⾧野県 ゆず鍼灸整骨院 接触時間軽減メニューによる販路開拓と安心な環境作りの構築

2266 ⾧野県 信州ナチュラルフーズ ＥＣサイト導入による接触機会減少および販路拡大事業

2267 ⾧野県 有限会社勝山ステンレス工業 5100002008910 会議・スケジュール管理業務効率化のための予約サイト構築

2268 ⾧野県 ルル 自社用HP作成とテイクアウト商品の販売による販路開拓

2269 ⾧野県 ＰＲＩＮＣＥＳＳ 新時代を勝ち抜くWebマーケティングサロンのオンライン運営

2270 ⾧野県 ヴィヤンカフェ テイクアウトカウンター設置による集客強化と対人接触機会の低減

2271 ⾧野県 クリアー 貸し切り予約システムを導入したホームページの開設

2272 ⾧野県 タカジアンドパートナーズ オンライン環境における新規顧客獲得＆コンサルティング環境構築

2273 ⾧野県 カーファクトリーブーン 調色システムの導入による鈑金塗装プロセスの改善

2274 ⾧野県 山本ヨガ教室 顧客満足度を高めるオンラインレッスンの実施と新サービスの導入

2275 ⾧野県 ずくなし農園 自然の素晴らしさを世界へ～コロナの影響を乗り越える経営転換～

2276 ⾧野県 株式会社栄部品商会 8100001009766 空き物件を活用したコロナ禍経験後の新規事業の運営計画

2277 岐阜県 有限会社新栄産業 9200002022311 石材・タイルのキャンプ用品開発及びECサイトによる販路拡大

2278 岐阜県 Ｃａｆｅ ＫａＲＡ ＫａＲＡ ECサイト構築による韓国食品の小売事業の展開

2279 岐阜県 工房 藤本 これまでにない高価格帯の漆調酒器セット類ギフトのEC販売事業

2280 岐阜県 こうじキッチンこぎちゃん 特産品トマトを使ったソース開発とテイクアウトブースの新設

2281 岐阜県 株式会社Ｒｅａｌｉｚｅ 8010801026565 集客チャネル強化によるオンラインコースの活性化

2282 岐阜県 グレン こだわりの手作り鞄を職人から直接お届けするネットショップ導入

2283 岐阜県 株式会社ＨＩＯＲＹＥＳ 6200001036918 完全非対面で実施する企業広告動画作成PR事業

2284 岐阜県 ワイズテキスタイル 外注工程の内製化による対人接触機会低減と極小ロットの受注展開

2285 岐阜県 株式会社アトレ 9200001018087 在庫管理システム特化型のオンライン利用可能な専用サイトの構築

2286 岐阜県 カフェしょぱん大垣店 非対面で売上UP!オリジナル食パンのECサイト参入事業

2287 岐阜県 株式会社曽我商店 4200001025889 充填機の導入で感染症対策と省人化の生産プロセスを構築

2288 岐阜県 株式会社玉井造園 2200001030734 プロが教える管理しやすいおしゃれな庭づくりのためのECサイト

2289 岐阜県 藤根電工 次世代型光触媒によるコロナウイルス蔓延防止事業

2290 岐阜県 株式会社Ｈｉｇｈ−Ｆａｍｉｌｙ 9200001020159 インスタグラムを活用した非対面式の個展開催事業

2291 岐阜県 ナカモト ウィズコロナ時代での生産性の向上と新たな勤務体制の確立

2292 岐阜県 合同会社ＡＴハピネス 9200003004358 整体院と学習塾経営会社における新規顧客獲得のための広告運営

2293 岐阜県 会食酒菜和楽居 家族で愉しむ新鮮な魚の特別な日の料理

2294 岐阜県 彩紫歌ボーカル教室 次世代に寄り添った新しいスタイルのボーカルレッスン教室事業

2295 岐阜県 田中貞子 キッチンカーでの自社農園野菜を使ったオーガニックランチの販売

2296 岐阜県 シバノ工業株式会社 3200001026715 新商品のアピールと直販体制構築のためのHP開設

2297 岐阜県 動物の精神科医 奥田順之 動物の精神科医から学ぶ、動物行動学オンラインセミナー配信事業

2298 岐阜県 株式会社龍の瞳 9200001028573 下呂市初！自動販売機によるお米の非接触販売事業

2299 岐阜県 合同会社占いサロン夢路 5200003004790 占い師育成オンラインサロン運営のためのラインシステム構築

2300 岐阜県 有限会社貴久泰 5200002010583 オンラインショップを開設し新たな販路を開拓する
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2301 岐阜県 株式会社イムノス 6200001012514 インターネット販売専用商品開発に伴う空袋ラベラー機導入

2302 岐阜県 食生活改善サポート 食事サポートのオンライン化と自社ブランド商品の開発販売

2303 岐阜県 スリーアローズ株式会社 7200001032148 レトルトパウチ食品の製造販売業への新事業展開

2304 岐阜県 東田時計店 接客ルーム作成による３密回避さらに顧客度満足度アップ

2305 岐阜県 焼肉ホルモン 翔苑 「焼肉ホルモン翔苑」の商品テイクアウト事業開始

2306 岐阜県 ソワンドボーテラフィネ 非接触型セルフフェイシャルエステの導入で売上回復

2307 岐阜県 合同会社Ｂ．Ｏ．Ｄ＆ＣＯ 6200003004947 自社オンラインショップの構築と販路開拓

2308 岐阜県 ウォーレンフォード 家族連れが安心して利用できる感染対策を施した店舗改装

2309 岐阜県 株式会社ハルカアヤインターナショナル 5200001038898 自宅でもおしゃれに！普段使いアクセサリーのECサイト構築

2310 岐阜県 御母衣湖観光開発株式会社 6200001025227 感染リスクの低いデイキャンプ場の提供開始でコロナに立ち向かう

2311 岐阜県 ファストトラベルカフェ キッチンカーによる移動販売の新規事業展開

2312 岐阜県 株式会社エリア・サービス 4200001000702 ポスティング会社での対人非接触型受付専用サイト構築とＰＲ推進

2313 岐阜県 足立博文税理士事務所 「社⾧の成績表で財務改善！」非対面財務相談で中小企業を元気に

2314 岐阜県 美容室 オリーブの木 密を避けた店舗改修。シャンプー強化事業

2315 岐阜県 バルーンパフォーマーエル オンラインショップによるバルーンアートギフトの販売事業

2316 岐阜県 有限会社さわ 6200002026851 冷凍自販機導入でコロナ対策！新規顧客獲得によるBtoCへ転換

2317 岐阜県 株式会社萬甚商会 9200001004797 ホームページとECサイト作成による新規顧客獲得

2318 岐阜県 東土 ドローン測量機+地籍測量ソフトで新規取引先開拓と災害対応

2319 岐阜県 中村直永デザイン事務所 スタッフ・クライアント双方が安心な低感染リスク空間づくり

2320 岐阜県 アコアアターブル 「世界を旅するカヌレ」非対面販売事業

2321 岐阜県 サクラビーンズ 感染防止リスクを低減するオンラインカウンセリング事業の新展開

2322 岐阜県 Ｄｏｇｄｅｎｔａｌ Ｗａｎｔоｏ 対人接触機会を低減した新たな営業業態の確立による販路開拓

2323 岐阜県 東海産業株式会社 4200001035095 密回避のための間仕切り等の設置事業

2324 岐阜県 株式会社米田モータース 6200001021151 レンタカー事業の開始による非対面型経営の導入と収益獲得計画

2325 岐阜県 合同会社みらい・え 3200003004462 非対面型ビジネスを確立するためのインターネット販売の導入

2326 岐阜県 有限会社スプリング 2200002025411 ECを活用した腸内環境を整えるオリジナル商品の販路開拓事業

2327 岐阜県 有限会社どりーむ 6200002022727 旅行代理店の経験・ネットワークを活かしたＥＣサイト出店

2328 岐阜県 株式会社ロロ 8200001023047 リアル・バーチャルのハイブリットオープンファクトリー事業

2329 岐阜県 有限会社大和建設 1200002018309 地域密着を活かしたスピード感あるオンライン営業手法の確立

2330 岐阜県 ライフデザイン株式会社 8200001029829 いつでもお家にいながら体験できる３ＤＶＲ住宅展示場公開事業

2331 岐阜県 郡上八幡ゲストハウスまちやど 非接触型チェックインシステムとコンサルティング事業導入

2332 岐阜県 株式会社ＬＥＡＤ 3200001035591 ホームページ作成等による受注・求人の効率化と新規顧客開拓

2333 岐阜県 株式会社リンクスホーム 6200001032933 建売住宅の非対面方式の受付拡大と若いファミリー層への遠隔営業

2334 岐阜県 サロンドペイサージュ 機器の導入により接触機会を減らして安心して通えるサロンづくり

2335 岐阜県 オマールえび事務所 講演活動の事業化（オンライン含む）

2336 岐阜県 ＲＥ有限会社 7200002022908 不動産の直接取引増のための非接触WEBサービス強化

2337 岐阜県 株式会社かしわの木 7200001038863 コロナ禍でも快適ステイホーム支援リフォームで販路開拓事業

2338 岐阜県 株式会社栄眞工業 6200001038740 建設業における非接触型対応により下請業者からの脱却を図る

2339 岐阜県 朝日軒 全自動シャンプーによる非接触型・癒しメニュー構築事業

2340 岐阜県 コボコモード 感染リスクの低い店舗への改装とデザート・菓子の店頭販売の開始

2341 岐阜県 株式会社レーテック 8200001023609 ホタテ貝殻から抽出された水溶液の効能試験と宣伝手段の見直し

2342 岐阜県 移動スーパーゆう 移動スーパー販売車にて買物困難の方に新規顧客開拓

2343 岐阜県 有限会社ＥＡＳＴＥＲ 1200002011957 対人接触機会の減少とASV車の修理が可能になるエーミング導入

2344 岐阜県 美シンデレラ 非接触型「脱毛」サービスの販売

2345 岐阜県 ベルシャンブル ホームページ制作・動画制作・チラシ配布による集客強化対策

2346 岐阜県 株式会社大橋自動車 7200001033294 来客型ではないWeb非接触販売を行うためのスキーム構築!

2347 岐阜県 ことり鍼灸整骨院 オンライン診療システム及び EC サイト導入による販路開拓

2348 岐阜県 ニノ結婚相談所 婚活オンライン化の推進と動画を活用したサポートによる販路拡大

2349 岐阜県 株式会社那由多 7200001033591 人気スイーツのテイクアウト化による対人接触機会減少への対応

2350 岐阜県 邦隆有限会社 4200002004198 非対面営業を促進し、新規獲得・売上増大に向けた特殊清掃業導入
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2351 岐阜県 有限会社フィッシュランド 6200002003917 Live水槽による熱帯魚ネットショップの販売促進

2352 岐阜県 株式会社玉陶 6200001021275 非対面商談・出荷による「美濃焼」の販路開拓事業

2353 岐阜県 関ヶ原頭痛整体院やま 頭痛セラピー整骨院による自宅でのオンラインサロンサービス

2354 岐阜県 バチョフズ 密を避け、感染対策を施した店舗作り

2355 岐阜県 ジュエリークラフトクボシマ 非対面にて新規顧客を獲得するためのホームページ開設

2356 岐阜県 あいぎ行政書士事務所 オンライン非対面型相談サービスと情報発信サービスの開始

2357 岐阜県 株式会社ＴａＢｅｅｎａ 2200001038703 非 対面営業ツールの構築による知名度アップで販路拡大事業

2358 岐阜県 株式会社グレースビューティー 7200001028872 お客様・社員の安全を守る為、より良い環境提供の為の店舗改装

2359 岐阜県 ルーヘアー 個室空間による価値の高い美容マシン導入サービス提供とPR強化

2360 岐阜県 心斎橋 換気対策の徹底と新たなテイクアウトメニュー開発事業

2361 岐阜県 はなえみ 出張販売用テント導入により出張販売機会増大新サービス事業

2362 岐阜県 株式会社億源 2200001035964 オンライン予約とテイクアウトの導入による売上拡大に向けて

2363 岐阜県 株式会社ブリッジ 4200001026796 除菌・衛生に特化したキュレーション型webメディアの新規開設

2364 岐阜県 株式会社ディクトス 9200001036394 他にない「セミセルフ脱毛」導入による新規顧客獲得

2365 岐阜県 株式会社ギフテッド 1200001032517 次世代産業の電動キックボードを使った、地域貢献の為の広告作成

2366 岐阜県 オフィスコトノハ株式会社 3200001022961 オンライン人材育成企業研修新設のためのWEBサイト構築

2367 岐阜県 ハイアマウント株式会社 5200001029245 腸内環境を整える商品を非対面ECサイトでBtoB市場の参入

2368 岐阜県 ｃｈｅｅｒｆｕｌｌｙ 今までの人脈と経験値を活かした安全なPop-up Store

2369 岐阜県 合同会社リチェルカート 6200003002884 マリッジアカデミー

2370 岐阜県 株式会社スペースデザイン・呉の藍 6200001038823 ホームページ・アプリ導入によるオンライン環境の構築

2371 岐阜県 有限会社西川サービス 4200002021482 コロナ対策を施したタイヤ交換事業

2372 岐阜県 株式会社たずさえ社 3200001031368 採用強化と売上拡充のための、システムを活用した補助事業計画

2373 静岡県 デシュ・ヘルス・ケア合同会社 2080103000730 妊活スタジオの環境整備及びオンライン活用による新規会員開拓

2374 静岡県 株式会社ＴＨＥ ＢＬＵＥ ＯＣＥＡＮ 7080401017876 お客様のスマホからQRコードを使ったセルフオーダーシステム

2375 静岡県 株式会社クリーニングのカドタ 4080001013799 ドライブスルーと宅配の新業態構築とホームページ作成

2376 静岡県 有限会社ハッピー 6080102020602 自宅体験キットの開発及びEC販路構築

2377 静岡県 株式会社ＡＢＥʼｓカンパニー 7080001020033 静岡市内初のラーメン自販機によるポストコロナ時代の販売手法

2378 静岡県 有限会社ゼロ 5080102004936 非対面でカーセキュリティを訴求する広報活動と顧客獲得事業

2379 静岡県 株式会社縁 4080401023101 移動販売からECサイト活用への誘導による非接触型販売の促進

2380 静岡県 梅工房おおいし 地元・伊太梅（いたうめ）のオンライン販路拡大＆マーケティング

2381 静岡県 有限会社大原ラジオ電化 2080402014794 非接触環境を整えたテイクアウト専門のうなぎ屋事業の開始

2382 静岡県 ヘア＆フェイス なちゅ～る美容室 感染症未対策エリアの改善に伴う非対面型シャンプー台の導入

2383 静岡県 株式会社野賀企画 5080401014438 接触機会の減少を実現！通販サイトの開設とシステム開発の実施

2384 静岡県 株式会社ｆｉｔ 2080401024753 遠隔ツール導入による社内感染対策および顧客への安心感の提供

2385 静岡県 めしや縁 対人接触機会を最小限にした移動型の惣菜店兼飲食店の実現

2386 静岡県 株式会社ｈｕｇ ｃｏｆｆｅｅ ｃｏｍｐａｎｙ 8080001021402 自社製品専用自動販売機設置による 24 時間非接触型販売事業

2387 静岡県 ⾧嶋屋 非対面でラーメンを販売するラーメン自販機事業での販路開拓計画

2388 静岡県 株式会社スマイルズ 2080001020418 介護・福祉施設職員、入居者向けオンライン相談とウェビナー配信

2389 静岡県 三遠煙火株式会社 9080401005978 プライベート花火受注獲得のためのオンライン受注システムの構築

2390 静岡県 株式会社マルハン 4080001016785 お客様が安心安全な非対面販売力強化で売上向上

2391 静岡県 Ｇｒａｓｐａ ポストコロナに対応したパーソナルワークブース試作品開発

2392 静岡県 有限会社おおいし 5080102011379 企業や事業所から出る、洗濯物の集配サービスの事業展開

2393 静岡県 アフロディーテ ECサイト導入による接触機会減少と売上増加計画

2394 静岡県 ｏｖｅｒ ｓｌｅｅｐ 可動式パーテーションで接触機会減少と頭皮洗浄機で接触時間短縮

2395 静岡県 有限会社ハビス 6080102012351 店舗の完全無人化と集客力強化

2396 静岡県 株式会社マルマサ 5080101013962 既存のラーメン店を利用した海鮮丼のテイクアウト販売

2397 静岡県 四川飯荘 尾林 焼き菓子３種のネット通販・インスタグラム運用PR強化事業

2398 静岡県 オーラ ポストコロナを見据えたカフェスペースの再構築

2399 静岡県 株式会社アイエルシー 2080001016259 自社アプリのオンライン営業形態構築による非対面型販路開拓

2400 静岡県 株式会社花城ミートサプライ 1080001004248 販路開拓のための、ホームページ上のネットショップ開設
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2401 静岡県 山甚石材 IT化による生産性向上及び非接触・非対面型のビジネス環境構築

2402 静岡県 ひいらぎや 母子で楽しめるプチ・グランピング。キッチンカーでランチお届け

2403 静岡県 お宿なかにし 共同風呂から「感染対策」と「プライバシー」を兼ねた貸切風呂へ

2404 静岡県 ＪＯＮＤＡ．じょんだ食堂 自動販売機導入によるオリジナル餃子及び総菜の非対面販売

2405 静岡県 株式会社ｆｅｌｉｃｅ 8080101018174 対人接触を減少させた女性若年層向け抜毛症改善メニューの導入

2406 静岡県 村松石材 職人技術とITの融合による非対面化で生産性向上と販路拡大

2407 静岡県 株式会社ＫＡＭＩＫＡＺＥ 2080101021349 キッチンカーでハーレーダビッドソンカフェの再現

2408 静岡県 有限会社ノーブル 1080102002836 衣料品のイージーオーダーによる EC 展開と市場優位性の確保

2409 静岡県 おしゃれ処杉浦 美容室・写真館の着付けサービスのためのオンライン着物教室

2410 静岡県 福子 介護・福祉用品をネットで販売するための自社ECサイトの構築

2411 静岡県 高木マシナリー株式会社 2080101003388 廃水処理用高効率スラッジ濃縮フィルタの開発

2412 静岡県 のみくい屋ＴＥＲＵ 人気商品『お魚串焼き』のネット販売、卸売販売事業の実施

2413 静岡県 株式会社鈴木こうじ店 2080001018800 蜜を避けた作業工程への改善と販路拡大の取組

2414 静岡県 深良窯 村上陶房 オンライン陶芸教室開催による全国展開と陶芸文化の推進計画

2415 静岡県 株式会社ランドデザイン 3080401011486 非対面WEBツールで営業手法確立とオリジナル家具販路開拓

2416 静岡県 有限会社フレンドランドリー 6080102004480 クリーニングボックス導入による24時間非接触クリーニング事業

2417 静岡県 自然療法サロンふぃと コロナ禍のセルフケアを応援！オンラインサポートの仕組み構築

2418 静岡県 春和堂 ECサイト販売体制構築による対人接触機会減少の取り組み

2419 静岡県 有限会社大漁苑 6080002014910 惣菜部門ＥＣサイト構築によるＢtoＣ市場への本格参入

2420 静岡県 Ｄｅｎ，ｓＨｏｎｅｙ はちみつのネット販売と手作業から機械化による衛生・生産性向上

2421 静岡県 有限会社ヴィーナス 2080102017866 テイクアウト「巣籠りカフェ」強化による販売機会の拡充

2422 静岡県 濱春 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

2423 静岡県 ＳＰ Ｌａｂ 塗装技術を応用した建物の消毒・除菌サービスで安心な空間を提供

2424 静岡県 ＳＥＬＦ ＨＥＡＲＴ オンラインサービスの販売、養成講座のオンライン化促進事業

2425 静岡県 本目商事株式会社 8080001013713 無線型ガス保安システム機器の貸与で高齢者等への接触機会低減

2426 静岡県 株式会社ナカヤマ 6080401015492 中食ニーズに応える新商品「本格冷凍讃岐うどん」の販路開拓事業

2427 静岡県 株式会社マチモリ不動産 1080101021028 まち歩き・内見オンライン化とSNS,HPでの熱海の情報発信

2428 静岡県 コンディショニング＆ケア シノハラ 若手トレーナー・指導者向けの月額制オンラインサロン開設

2429 静岡県 株式会社サンワールド社 9080401002050 手指消毒アルコール剤のネット販売による新規一般ユーザーの獲得

2430 静岡県 炙り家一笑 真空パック商品テイクアウト事業

2431 静岡県 Ｙ−ＰＲＯＪＥＣＴ パーソナル空間で心に寄り添う“移動式占いの館Car”

2432 静岡県 南箱根タントンハウス 予約機能付き自社サイト作成及びOTA導入による販路拡大

2433 静岡県 株式会社ワールド技建 3080101002001 DIYユーザーに向けたBtoC向けECサイト構築と販路拡大事

2434 静岡県 エステティックサロンｙｉｍ セルフ岩盤浴とオンライン予約システムを活用した非対面型事業

2435 静岡県 治療の森鍼灸整骨院 対人接触機会低減向けWEB問診表・顧客管理の導入事業

2436 静岡県 有限会社ルクソールジャパン 2080002006498 接触機会の減少を可能にするシステム導入で業務効率化と売上確保

2437 静岡県 ＦＯＲＭ 実店舗並の接客ができるベビー服 EC サイトの制作

2438 静岡県 株式会社ＭＡＹＡ 1080101021787 革のゴミで作る高品質バッグをECサイトで販売、脱ゴミ社会へ！

2439 静岡県 株式会社トキワシステム 6080401003563 動画を活用した非対面営業の実施について

2440 静岡県 サクレオワゾー アパレルECサイト構築によるBtoC市場への参入促進事業

2441 静岡県 株式会社ＦＵＪＩＮ ＰＲＯＴＥＣ 7080101001651 空調施工業務の非対面化営業の為のＨＰ制作とテレワーク化の充実

2442 静岡県 有限会社アバンゲール 9080002016722 海外ブランドレッグウエアEC販売による販売強化事業

2443 静岡県 Ｃａｎｎａ ホームページ制作によるオンライン事業の促進及びECサイト構築

2444 静岡県 ＯＲＩＫＡ洋裁教室 オンラインで自宅で一人でも学べる洋裁講座

2445 静岡県 Ｗｈｉｔｅ Ｎｏｔｅ ECサイトを軸とした生産流通の構築とSDGsの推進

2446 静岡県 志和庵 オンライン化した精進料理教室と空き家有効活用で新サービス開始

2447 静岡県 サンファーム中山株式会社 5080401021186 非対面への展開を目指す遠隔栽培指導サービスの立ち上げ

2448 静岡県 泰安パークサイド店 1日一組限定の特別な日ディナープランによる新規事業展開

2449 静岡県 ガレージ グロリアス HPを活用した非対面営業と非対面予約の実現

2450 静岡県 株式会社植松製造 8080101020626 対人接触機会減少のためのECサイトやホームセンター新規販売
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2451 静岡県 ｆｒｅｅ ｇｅｎｒｅ ｇｒａｆｆｉｔｉ ＦＩＲＳＴ ＳＴＥＰ 刺繍機入れ替えによる作業工程における対人接触機会のゼロ化

2452 静岡県 望月司会事務所 【望月司会事務所】ネットを使ったカラーセラピーサロンの開設

2453 静岡県 ルパラディ セルフ脱毛の導入とオンラインカウンセリングによる販促

2454 静岡県 有限会社港湾オートタイヤサービス 7080002016534 接触機会減少を実現！来店予約システムの構築と実装

2455 静岡県 ミストラル インターネットライブ配信及びCD,DVD製作事業

2456 静岡県 有限会社倉敷センヰ 2080102001135 一目でわかる！ECサイト開設とSNS広告活用による周知力強化

2457 静岡県 行政書士菅沼法務事務所 アフターコロナ後の、地元中小企業への外国人エンジニア採用支援

2458 静岡県 ネイルサロンレイール オンラインカウンセリングによる新たな取組みと脱毛機の導入

2459 静岡県 Ｇｏｌｄｅｎ Ｎｅｃｔａｒ コロナに打ち勝つ モバイルオーダーによる店舗低感染リスク化

2460 静岡県 株式会社サガワトレーデイング 9080001001691 業務用安全手袋のネット販売

2461 静岡県 株式会社アクティブウエディングジュノウ 8080401009732 オンライン決済で申込み！大切な結婚式を浜名湖上で華やかに！

2462 静岡県 株式会社地域をつなぐ 4080401023258 お祭・イベント支援アプリの開発と事業化に向けて（販路開拓）

2463 静岡県 ソレイユ 完全感染対策のスナックを予約システムで3密を避けて運営する

2464 静岡県 ココロナグ 「よもぎ蒸し」の導入による「温活」「妊活」サービスの実施

2465 静岡県 ＥＯＭ株式会社 4080401010248 対人接触機会減少をサポートする自動気密性能測定器の試作開発

2466 静岡県 株式会社ナカガワ 6080101011643 50年来のお客様にも優しい非対面型販売を構築する

2467 静岡県 М−ｃｌａｓｓ CRM導入による対面接触機会減少及び予約システムの利便性向上

2468 静岡県 駿遠住宅株式会社 2080001013413 ステイホームの増加によるリフォーム提案及不動産物件の販路拡大

2469 静岡県 有限会社ワイ・エス 4080102012064 美容室に特化した非対面型の集客・売上講座による顧客獲得事業

2470 静岡県 水塩土菜 HP強化によるテイクアウト商品の拡充と2階改修による売上増加

2471 静岡県 トータルビューティゆかり オンライン講座及びＥＣサイト制作による非対面型業務の確立

2472 静岡県 ＯＮはりきゅうマッサージ 顧客利便性を高める駐車場・玄関設置と新規事業集客WEB戦略

2473 静岡県 株式会社オオタ電通 8080402001671 非接触型の技術サポート

2474 静岡県 有限会社Ｓ．Ｔ．Ｅ．Ｐ 5180302011912 非接触を可能にする機械導入による非対面型メニューの導入

2475 静岡県 小山 広司 【店舗移転・拡張による非接触型ビジネスモデルの確立】

2476 静岡県 株式会社トラスネット 3080401018647 剣道用マスク販売のためのＥＣサイトの制作

2477 静岡県 合同会社八笑来堂 6080403002357 ベトナム輸入品のECサイト販売事業による対人接触機会の減少

2478 静岡県 株式会社Ｒｅｐｒｏｊｅｃｔ 4080001021488 テレワーク難民のための低感染リスク型コワーキングスペース事業

2479 静岡県 オールイズウェル 心と身体がととのう食事をご家庭で楽しんでもらう通販事業

2480 静岡県 鈴木勝哉税理士事務所 事業承継を機にIT投資を行い、コロナ禍に即した事務所へ脱皮

2481 愛知県 株式会社Ｅｔｈｉｃｓ ａｎｄ Ｂｅｌｉｅｆ 2180001140635 キッチンカーによるテイクアウト事業展開

2482 愛知県 割烹たけうち おうち時間を充実させる地場産テイクアウト商品の製造環境設備

2483 愛知県 株式会社小﨑製作所 3180001085771 生産効率や技能承継を促進させる非接触対応クラウドアプリの導入

2484 愛知県 有限会社おやぢの台所 5180302012497 大切な人との時間を楽しむ安心安全個室化計画

2485 愛知県 Ｑ．Ｏ．Ｌ．ＣＯＦＦＥＥ 壁面改装によるテイクアウト飲料と世界の厳選珈琲豆の販売開始

2486 愛知県 ＨＡＲＩＳ ｂｅａｕｔｙ ｃｒｅａｔｉｏｎ ポストコロナを踏まえた妊活推進事業（ハーブ蒸し自宅ケア）

2487 愛知県 株式会社Ｌａｎｌａｎ 4180301030393 冷凍おにぎり販売サービスによるコロナ禍での健康促進事業

2488 愛知県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ Ｌａ Ｒｏｃｃａ テイクアウト用オードブルメニューの充実とオープンテラスの活用

2489 愛知県 炉端ヒトイキ。 ウィズコロナに向け客室個室化とテイクアウト商品販売事業

2490 愛知県 上祖父江 鳥礼 地域のための新たなサービス（おうち鳥礼サービス）の提供

2491 愛知県 株式会社ｔａｆｓ 8180301031504 携帯端末を利用したセルフオーダーシステムによる感染症対策

2492 愛知県 大星園 デジタルサイネージを利用した対人接触機会削減

2493 愛知県 株式会社スイッチ 7180301022074 真空包装機を導入して新しい販路を開拓して売上向上を目指す

2494 愛知県 有限会社浜舟 5180002092988 テイクアウト用専用うな丼開発・販売事業

2495 愛知県 株式会社メイショー 5180001027383 計量・洗米いらず！「ペットボトル簡単米」開発と自販機設置

2496 愛知県 株式会社丸絲 6180001054666 メンズ着物のオンライン販路拡大プロジェクト

2497 愛知県 有限会社コトブキ工芸 9180302001224 オンライン展示会出展BtoB､BtoC双方の新たな販路を開拓

2498 愛知県 炭火ダイニング福久籠 本格料理を食卓で！「焼肉屋さんの特製豚カツ」テイクアウト事業

2499 愛知県 有限会社公益社 8180302026701 VR内見で参列者数30人以下に向けた新たな会葬サービスの提供

2500 愛知県 Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｙｏｕ 本格的なエステサロンが展開するセルフエステ事業の開始と宣伝
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2501 愛知県 ピンクハウススタジオ ダンス.フィットネススタジオのオンライン活用と販路開拓事業

2502 愛知県 株式会社ＥｎＺｉｎ 6180001140664 多機能ホワイトボード活用による画期的オンラインコンサル事業

2503 愛知県 ルールーチャ Lu-Lu-Cha

2504 愛知県 株式会社ライフシャインアーク 8180001134656 ヘッドマッサージレッスンのオンライン化事業計画

2505 愛知県 有限会社千代精工 1180002078272 ハーネスの需要の獲得とコロナ対策の両立事業

2506 愛知県 株式会社桜山Ｒ＆Ｃ 6180001133065 非対面化の環境整備による新たなオンライン商談サービスの導入

2507 愛知県 株式会社ＣＢコスメティクス 3180001123738 ECサイトにウェブカウンセリング機能装備で会員向けの販売増加

2508 愛知県 Ｎａｇｏｙａｎ Ｌｉｆｅ Ｄｅｓｉｇｎｓ株式会社 7180001132330 地元の事業者達による「暮らしのワンストップサービス」構築

2509 愛知県 株式会社ホワイトシャトー 9180001134176 オンラインレッスンサービスの実施による販路拡大を実現する

2510 愛知県 株式会社ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ 8180301028764 窓口設置により、密を解消し狭域空間の有効活用を図る

2511 愛知県 牟呂カフェ キッチンカーの活用で、どこでも楽しい食事を提供

2512 愛知県 Ｒｅｐｒｏｄｅｓｉｇｎ株式会社 5180001137678 テイクアウトとEC販売で那古野から日本の食文化を世界に発信！

2513 愛知県 インディバサロンサリー 非接触セルフ美容機器「アルテミスプロプラス」を導入し集客増へ

2514 愛知県 高島工芸 オリジナル耐熱食器のネット通販により新たな販路を確立する

2515 愛知県 シャンブル株式会社 1180001122270 テイクアウト事業の導入と商圏内への広報

2516 愛知県 有限会社中部サンミモレ化粧品 9180002046511 EC販売とオンラインカウンセリングによる販路拡大を実現する

2517 愛知県 有限会社セトセラミック 4180002071910 脱観光お土産。ホーロー製品の自社加工とネット販売への挑戦

2518 愛知県 有限会社フレンズ 1180002044480 日本初の韓方茶のオンラインカウンセリングとEC販売

2519 愛知県 まめでのを ネットサイト料理教室と店内外非接触オーダーシステムのW構築

2520 愛知県 株式会社キャリアリテラシー 9180001139308 オンライン評価面談を促進するノウハウ教材の開発とWEB販売

2521 愛知県 株式会社新明社 8180001000544 デザイン×企画力で勝負！オンライン入稿サービスによる販売促進

2522 愛知県 北條知子 サウンド・ポストカードの開発による販路開拓と新規顧客獲

2523 愛知県 ＮＥＷＳＨＩＮＥ株式会社 6180001060763 もつ鍋飲食店のオンライン販売による新たな販路開拓の挑戦

2524 愛知県 喜福 設備導入によるテイクアウト販売拡充と店内環境整備

2525 愛知県 株式会社城北飯店 7180302001498 地域一番店の町中華が取り組むテイクアウト用杏仁豆腐の商品開発

2526 愛知県 有限会社アートオノダ 8180002026927 新しい生活様式に対応した宅配と地域飲食店との連携システム構築

2527 愛知県 株式会社ノエル・コンサルサポート 8180001132651 感染対策と生産性向上を両立！ウェブ商談・シナリオ配信システム

2528 愛知県 リキュウ 完全非対面！おうちで本格エステ＆セルフエステの実施

2529 愛知県 サロンエム 非接触型器機を導入、新規ホームページで店の認知度高める

2530 愛知県 ＳＥサービス リモート環境の構築とホームページ、パンフレットによる顧客開拓

2531 愛知県 株式会社ジェネシス 4180001061152 大型キッチンカー導入による新たなテイクアウトサービス展開事業

2532 愛知県 セカンドライン株式会社 3180001136896 飲食店特化型の支援であるテレマーケティングで新規開拓を図る

2533 愛知県 令和カンパニー 全ての人に愛と希望を導く幸せクリニックのウェブ講座用ＨＰ作成

2534 愛知県 スイーツカフェハル 感染防止対策と非対面型ビジネスに重点を置いたECサイト構築

2535 愛知県 沖縄ダイニングじーる これからの時代に顧客と店がwinwinとなる店づくり

2536 愛知県 アトリエ ロイ ポストコロナで花に触れる機会を維持又構築する対面＆非対面事業

2537 愛知県 小島 千世 非接触個室サロン改装・オンライン美肌相談とセルフ美容提案

2538 愛知県 近藤理恵子 お家でジャズの生演奏を楽しめる新オンラインコンサート実施事業

2539 愛知県 ＯＣ ＳＥＲＶＩＣＥ株式会社 9180001136874 オンライン商談・試乗予約による中古車販売

2540 愛知県 中部麵粉株式会社 5180001000803 顧客単価・生産性向上・感染リスク低減を実現する受注方式の導入

2541 愛知県 Ｃｌｅａｒ 来店に頼らず安定売上をつくるEC付き男女向けウェブサイト構築

2542 愛知県 うまいもんや えん 美味しく,安全大量調理が可能な新調理システムで新たな販路開拓

2543 愛知県 リンゴボーイデザイン株式会社 9180001102959 非対面親子ホテル専用HPを開設しコロナ禍での新しい価値を提供

2544 愛知県 鉄板焼きらく 鉄板焼店から新しい形の宅配&お弁当店舗へ。地域NO1を目指す

2545 愛知県 プアリノ 3密を回避するための店舗改装をしコロナ禍に負けない事業所展開

2546 愛知県 イーグルフィットネス ＷＥＢ予約・顔認証入館管理システム導入による非接触型スタジオ

2547 愛知県 株式会社ＡＶＡＮＺＡＲ 3180001134396 DX活用！非対面で「健康・お金・暮らし」の相談サービス開設

2548 愛知県 まつもと接骨院 セルフ脱毛による新サービスでポストコロナを乗り切る

2549 愛知県 佐藤奈菜音楽事務所 動画配信による認知度向上とオンラインレッスンへ誘導

2550 愛知県 株式会社プロジェクトＭＡＸ 6180001086701 業界初上級者向けオンライン茶道教室
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2551 愛知県 かなで舎 健康と環境に良い商品を取り扱うプラットフォームのデジタル化

2552 愛知県 株式会社マルシンフーズ 3180001143190 WEBオーダーシステム専用サイト構築によるテイクアウト事業

2553 愛知県 株式会社ホーム掃建 4180001124157 内装業と高機能除菌業務の二刀流にて売り上げと信頼の向上を狙う

2554 愛知県 シミズエクステリア株式会社 6180001142413 非対面のビジネスモデルを構築しBtoC マーケットで販路拡大

2555 愛知県 ジュエリーシーン 3DCADを使ったオーダーメイドジュエリーのオンライン販売

2556 愛知県 サロンドフェイスモアナ 非対面型セルフエステサロンへの転換で安心して通えるサロンへ

2557 愛知県 ｔｏｋｏｔｏｋｏ＊ｆｉｔ 親子向けオンラインレッスンの導入による新規顧客獲得！

2558 愛知県 エステティックサロンＰＩＮＯ 訪問型介護脱毛サービスの展開

2559 愛知県 春奈々未 オンラインセミナーの司会とブランドコンサルティング事業

2560 愛知県 クーラエステティックデンタルセンター 歯形などウィルス付着物の減少と対人非接触を目的とした歯科技工

2561 愛知県 井村食彩園 非対面での販売力増強の為ロッカー型自販機での無人営業！

2562 愛知県 株式会社仁 4180001130799 名古屋名物「元祖台湾もつ鍋」のお取り寄せ商品化

2563 愛知県 合同会社アベルトコンサルタンツ 7180003014477 勉強技術を学ぶ、受験KPIオンライン講座広報事業

2564 愛知県 ハングル語学堂上本町校 対面授業からオンライン授業へ転換しコロナ影響を乗り超える！

2565 愛知県 有限会社Ｐ＆Ｔ 8180002056619 Googleマイビジネス運用塾

2566 愛知県 株式会社ブレインチャイルド 2180301028241 感染防止対策による屋外デッキの活用とテイクアウト需要獲得

2567 愛知県 ＶＩＳＩＯＮ株式会社 2180001140651 クラシックカーに特化したカー用品のオンライン販売事業

2568 愛知県 こまち 予約システム導入による顧客へのオンラインサービスの向上

2569 愛知県 未来商事株式会社 8180001078184 低感染リスク型ビジネスとしてのネット販売事業

2570 愛知県 さとわ 算命学鑑定・講座のオンライン化による新規顧客獲得

2571 愛知県 株式会社シロマル 4180301031565 お客様に感染防止された待合室で当社内容をビデオで見て販促する

2572 愛知県 株式会社野々山ハウジング設備 3180001005077 ICTを活用し接触機会を減らした新しい働き方への取り組み

2573 愛知県 ディエスピーテクノロジ株式会社 9180301008492 コンテンツ追加やWebサイトの拡張ができるホームページの作成

2574 愛知県 ｂｙｅｏｌ 飲食店のEC販売強化で名古屋NO.1の韓国カフェを目指す!

2575 愛知県 トリック・オアー・トリート コロナ対策の為のスライド扉設置と菓子製造販売へ進出し売上UP

2576 愛知県 株式会社Ａ−ｇｌｏｏｓｅ 5180001127670 予約機能付きWEBサイト制作及び空気清浄機導入事業

2577 愛知県 株式会社タネイ 9180301009986 商品販売強化の為の新たなECサイトの構築

2578 愛知県 雅楽二重奏 菊理 ＩＣＴを活用「新時代のオンライン非接触対面販売」モデルの確立

2579 愛知県 株式会社グリーンデザインエンズ 3180001138430 ”お客様等との接触機会低減と経営強化に向けたHP改修事業”

2580 愛知県 株式会社新日本熱学 5180001146142 専用サイトによるオンライン商談体制を構築して販路拡大を図る

2581 愛知県 株式会社ｔａｂｉｊｉ 9180001118609 お客様と接近回避の接客スペース増設でウェディングリング売上増

2582 愛知県 伊藤温泉 対人接触機会減少のためのデリバリー・テイクアウト部門開設

2583 愛知県 榊原建築有限会社 2180002084443 非対面営業プロセスの確立による顧客獲得と満足度向上

2584 愛知県 株式会社Ｋ‐Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｆａｍｉｌｙ 6180001111806 BARの信用を力に！TikTok＆ファンクラブ構築事業

2585 愛知県 松村屋 「あんフラワーケーキ」の製造および全国へのEC販売事業開始

2586 愛知県 株式会社小肥羊東海 5180001126879 感染リスク軽減のための客席の個室化・換気強化対策工事

2587 愛知県 株式会社ウッデンホームズ 7180001122728 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業

2588 愛知県 株式会社ＢＯＺＬＥＳ 1180001131585 オンライン受注への移行とムービーカタログの構築による販路拡大

2589 愛知県 株式会社ノームラトレーディング 5180001085340 低感染リスク低減のための既存販路変更と新商品開発

2590 愛知県 株式会社小島金属塗装 9180002068984 新しい塗装方式導入による売上アップと感染対策の取り組み

2591 愛知県 エルのところｉｓｔａｎｂｕｌ キッチンカー導入・移動展開と本場ケバブ料理で多くのファン獲得

2592 愛知県 有限会社清高硝子 5180302001698 非接触ヘッドスパ事業への進出による個人向けガラス需要の開拓

2593 愛知県 株式会社ＥＧＣ 1180001107478 お客様の健康づくりの維持とコロナ禍に負けない営業体制の確保

2594 愛知県 どんぐろマッサージ・はり灸・せっこつ院 マッサージベッド導入による対人接触時間削減及び他院との差別化

2595 愛知県 ｐｕｎｋ ｔｒｉｂｅ ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ テイクアウト飲食開始の為の店舗改装事業

2596 愛知県 株式会社ＶｅｒｙＢｒｉｌｌａｎｔｅ 2180001124357 ダンス要素を取り入れて「楽しく英語に触れてもらう」英会話教室

2597 愛知県 有限会社Ａ 6180002054475 感染リスク低減のための出張作業工程の一部非対面化

2598 愛知県 株式会社再生 2180001115892 同業他社に先駆けたwithコロナに向けたオンライン営業の構築

2599 愛知県 株式会社ネフェル 3180301026558 テレワーク対応型リフォーム事業の開発と販路開拓

2600 愛知県 森田接骨院 自宅で出来るセルフ施術＆トレーニング動画配信サービス
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2601 愛知県 リュ•アンジュ セルフ式脱毛機導入で非対面の接触による新サービス提供

2602 愛知県 牧鍼灸院 未病を知り、体調に合う東洋医学的冷凍餃子のWeb販売事業

2603 愛知県 さくら荘 With コロナ禍で在宅勤務に対応できるワークスペースの提供

2604 愛知県 合同会社グローバルトレイダーズ 1180303002699 ＷＥＢ及びＥＣサイト制作と動画サイト導入による非対面販売

2605 愛知県 サステナブルソリューション サービス説明サイトとネット記事を組合せた新規顧客開拓法の開拓

2606 愛知県 株式会社藁屋 1180001131081 対人接触機会減少 オンライン管理で機材レンタル事業の開始

2607 愛知県 ラ・カンパーニュ株式会社 5180001086470 自動販売機を導入し、お客様のいつでも欲しいという要望を叶える

2608 愛知県 株式会社三河猪家 4180301024305 EC サイトの構築を行いネット販売を立ち上げて販路を拡大する

2609 愛知県 有限会社伊東急送 7200002024185 業界初の冷めても旨い生地を使ったたい焼き屋を移動販売化

2610 愛知県 バルダモンデ 大型冷凍冷蔵庫の導入で、パスタソースのテイクアウト販売を推進

2611 愛知県 株式会社クリエイティブコンコース 8180001138319 音楽で元気にオンラインイベント開催・参加予約システム開発事業

2612 愛知県 ｔｒｉｐａｓｓ オーダーメイド型オンラインギター教室

2613 愛知県 株式会社バイソン 6080001019992 リモートワークによる作業効率の向上とＨＰ開設による顧客の増加

2614 愛知県 ひまわり社会保険労務士法人 1180005019372 YouTubeを活用したベテラン社労士によるオンライン営業体

2615 愛知県 池田塾 コロナに負けない！すべての若者が勉強に専念できる環境づくりを

2616 愛知県 ＯＲＩＢＥ 高額紙幣対応券売機導入による対人接触機会の削減

2617 愛知県 株式会社ポラリスフードサービス 3180001136194 EC 事業による地元商材・企業タイアップ!非対面の販売経路

2618 愛知県 焼き菓子池田 焼き菓子のネットショップ開設・SNS活用で販路を全国へ

2619 愛知県 ＥＢＩマネジメントオフィス 非対面オンラインでのサービス提供とＷＥＢ販促中心への転換

2620 愛知県 株式会社ＳＨＯＷＧＡＲＤＥＮ 4180001146077 ガーデンインテリア備品の専用WEB制作による販路拡大を図る

2621 愛知県 有限会社有利佳度 9180302012312 老後に備えた介護脱毛をメインに非接触のセルフ脱毛事業の導入

2622 愛知県 サブリ セルフエステの導入と予約・通販システム構築で顧客開拓

2623 愛知県 ロールジョブ オンライン営業スクールの立ち上げ及び非対面販路開拓事業

2624 愛知県 谷脇工業株式会社 5180301013042 3D_CADによる新規顧客開拓とテレワークの新規導入

2625 愛知県 安達土地家屋調査士事務所 ドローンによる建物診断サービスの新展開と販路拡大

2626 愛知県 まこと接骨院 予約システム導入とオンラインカウンセリングで対面40％削減

2627 愛知県 ミッション・ツール株式会社 8180001129284 専用オンライン展示会サイトを構築して新規顧客の開拓を図る

2628 愛知県 ベルン洋菓子店 オーダーメイドケーキ受注オンラインカルテシステムの導入

2629 愛知県 株式会社大和 7180001133031 完全非対面でのグローバル対応ビジネスで日本の英語力を底上げ！

2630 愛知県 株式会社ＤＩＧＩＣＯ 4180001147356 コロナ危機に対抗するための対人接触機会減少型事業の実施

2631 愛知県 株式会社Ａｌｌ Ｂｌｏｏｄｓ 4180001124438 テイクアウト、デリバリーでの販売商品の新たな開発の設備導入

2632 愛知県 株式会社ミッションフォートゥモロー 5180001139162 オンラインによって挑戦するフェアトレード事業の再開

2633 愛知県 エムオー技研株式会社 8180001091154 ソロキャンプ初心者向けの為のキャンプ用品ＥＣビジネス立上げ

2634 愛知県 株式会社安井 2180001041511 自社ECサイトを構築し対人接触の少ない新たな販路を獲得

2635 愛知県 バーバーフジイ 密回避に向けた安心空間と新しい動線の次世代サロンづくり

2636 愛知県 株式会社ナゴヤ・インターナショナル・サービス 8180001089883 巣ごもりホビー市場の拡大に貢献する買取・販売ECサイト構築

2637 愛知県 早稲田 感染を防ぐ非対面と非接触オンライン授業によるコロナ対策開設

2638 愛知県 いなせ屋 近隣オフィス勤務者を狙った「海鮮丼デリバリー事業」の開始

2639 愛知県 アーユルヴェーダサロン プリンセス スリランカの伝承医療をオンライン講座とSNS活用で集客

2640 愛知県 株式会社はるかぜプロジェクト 4180302006938 ライブ配信機器導入で対人接触機会を減らした配信サービスの提供

2641 愛知県 合同会社エール 5180003019131 商圏拡大に伴うオンライン面談‧契約システムの導入とそのPR

2642 愛知県 株式会社子ども未来研究所 6180001111970 オンライン面談・専用サイト制作で、対面リスク回避・売上獲得

2643 愛知県 株式会社ヴェルス 6180001063898 新型コロナウイルスの感染を防ぐ為のデリバリー型美容脱毛サロン

2644 愛知県 サーマエンジニアリング株式会社 2180001047764 動画による製品紹介と新規販売協力店開拓のためのＨＰ再構築

2645 愛知県 ミニョンボーテ 新しい生活様式に合わせたステイホーム対応の商品をネット販売

2646 愛知県 オプティマルヘルス＆ボディメイクＫＥＮ 動画配信およびオンライン指導による姿勢矯正トレーニング事業

2647 愛知県 くじらＣＡＦＥ 自店の資産を生かした、高単価弁当デリバリーへの参入

2648 愛知県 株式会社エキチカ 2180001135511 テレワーク用貸会議室事業の設備購入・環境整備および集客強化

2649 愛知県 かえる鍼灸整骨院 感染拡大防止の為、非接触を目的に運動と問診をモニターで行う

2650 愛知県 モトシモータース 専門車両販売で新規販路開拓、ECサイトで非対面ビジネスの構築

53



＜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3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11月4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。

2651 愛知県 株式会社エムエイチ 3180001071152 販売用ホームページの導入で、コロナ禍で効率的に新規顧客獲得

2652 愛知県 藤味亭 冷凍らーめん専用自動販売機による非接触型の新たな提供方式

2653 愛知県 株式会社すてっぷ 3180002093253 プロ清掃商材の自社生成強アルカリイオン水の販売

2654 愛知県 情報通信株式会社 9180001036991 ウェブシステム導入による新事業の立上げと販路開拓の宣伝・広告

2655 愛知県 浅井工業 密を避ける事務所の移転と機械化による生産性の向上

2656 愛知県 合資会社誠進社 8180003013081 アフターコロナに対応！曲線カットによる社内一貫施工の実現

2657 愛知県 株式会社コーワメタル 3180001054371 ペット複合サービス提供に向けた予約・顧客管理のITツール導入

2658 愛知県 ＯＴＥＲＡ ＳＡＬＯＮ Ｚｅｎ美 お寺✖サロンのオンライン腸活講座で心とカラダ癒す

2659 愛知県 合同会社ことことの家 7180003020995 子育て世帯に安心と快適を提供する非接触型住宅にバリューアップ

2660 愛知県 有限会社愛光園 2180002068545 一般消費者需要獲得に向けた弊社工具・道具の非対面レンタル事業

2661 愛知県 ねお豊田うりずん テイクアウト専用コーナー設置と換気強化で売上回復

2662 愛知県 株式会社Ｒａｉｓｅ 2180001144652 化粧品・飲料水の卸売会社がECサイトによる個人向け販売の開始

2663 愛知県 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ株式会社 6180001111269 信頼される「スーツ着こなしルール」オンライン講座の開発と提供

2664 愛知県 司法書士 行政書士 吉江事務所 オンラインセミナーで新規顧客開拓！完全予約制で非対面の構築

2665 愛知県 スマートエン WEBを使った新規顧客開拓と販路拡大への取り組み

2666 愛知県 呑処 眞 ポストコロナを踏まえた居酒屋こだわりのフードトラック事業

2667 愛知県 株式会社米品 7180001019445 リユース着物のマッチング販売による販路拡大売上利益向上新作戦

2668 愛知県 株式会社Ｊ．ｏｗｌ 1180001140272 相続に悩む人たちに住宅オークションサイトで適正価格の取引を！

2669 愛知県 株式会社サングローバル 4180001078428 個別指導とオンライン授業のハイブリット塾による生徒数増加

2670 愛知県 有限会社忠圀鋏製作所 3180002086133 販売サイトとホームページの連携による独自のブランド構築

2671 愛知県 ＣＡＲ ＳＨＯＰ ＢＥＧＩＮ キッチンカー事業に参入。新規顧客及び販路を拡大しコロナに勝つ

2672 愛知県 合同会社ファーストヴィレッジ 5012403002947 コロナを乗り越える！高齢者住宅の非対面の入居募集！

2673 愛知県 Ｐ ＢＲＩＤＧＥ ＷＯＲＫＳ株式会社 3180001147068 コロナ禍に強い屋外アクティビティ「釣り」用品の非対面販売

2674 愛知県 株式会社エコプロ 3180001121064 オフィスの経費削減を非対面でトータル提案できるwebシステム

2675 愛知県 合同会社Ｓｙｕｈａｒｉ 5180303005038 フルハンドメイド衣服のオンラインオーダーによる新規顧客開拓

2676 愛知県 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ ＥＪＩＮＢＡＲＡ株式会社 3180001115264 セット面、シャンプー台の増設等による対人接触減少と業務効率化

2677 愛知県 ＮＹＡＴＴＵ ＰＲＯＪＥＣＴ合同会社 4180003020404 加工機械を導入し、作業効率の向上と共に従業員の接触機会を減少

2678 愛知県 Ｓｕｎ ｅａｓｔ ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 7180001102457 ECサイト構築による非対面での新規売上獲得

2679 愛知県 有限会社大幸 4180002034231 家で本格プロの味！台湾ラーメンの全国お取り寄せ大作戦！

2680 愛知県 有限会社中部エース 1180002028310 非接触による動画編集サービス事業への取り組み

2681 愛知県 株式会社Ｔｈｏｕｓａｎｄ Ｂｌｅｓｓｉｎｇ．Ｊ 2180001062210 動画によるオンライン講座に移行し全国から受講者を募集する

2682 愛知県 株式会社豊橋国際貿易 3180301028059 感染対策できて、インスタも映えるテラスで、屋外飲食

2683 愛知県 株式会社東海ホームメンテナンス 5180001124230 ＨＰ開設によるホームメンテナンス作業の非対面型シフト

2684 愛知県 株式会社尾張名秀園 2180001146979 庭師×3D プリンターで造る日本庭園模型のネット販売

2685 愛知県 ｈａｉｒｍａｋｅ Ｌｕｕｎｇ 自宅で完結「セルフケアを実現」するオンラインヘアサロン

2686 愛知県 株式会社ＨＩＭＡＷＡＲＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 1180301021577 カレーの食材を店頭販売からオンラインストアへ変換

2687 愛知県 有限会社おか田めん 6180002041614 非対面営業の実現と販路拡大のための仕組みづくり

2688 愛知県 株式会社アトリエルクス 6180001138626 ウォークスルー動画による販路拡大・オンライン商談活性化

2689 愛知県 二川安寿鍼灸院 温活鍼灸とリラクゼーションを組み合わせた施術で売上UP

2690 愛知県 株式会社福﨑建築 7180001143006 物件見学のバーチャルハウジングセンターとオンライン新築相談会

2691 愛知県 有限会社メガピーアール 9180002039060 対面営業からSNSを活用した非対面営業による新規顧客の獲得

2692 愛知県 株式会社庭重造園 3180301011246 個人・中小事業者向けEC市場開拓にむけたサイト制作

2693 愛知県 Ｓａｌｏｎ ｄｕ Ｍｕｇｕｅｔ 動画配信授業の構築とオンラインショップの販売促進

2694 愛知県 有限会社千年ニコ天 8180002020418 テイクアウト商品の新設にともなう非接触販売の充実

2695 愛知県 株式会社ＮＡＮＡ 7180001147667 訪問介護・プライベート介護の非対面受付と草の根営業活動の実施

2696 愛知県 スギモト電気工事 キッチンカーによる移動販売事業の開始

2697 愛知県 アイプラス 非対面でのサービス提供体制の構築とデジタルマーケティング

2698 愛知県 株式会社ユニテック 7180001067048 コロナウイルス除菌装置の広告媒体による販路開拓

2699 愛知県 株式会社縁Ｊｏｙ 6180001140937 非接触型エステ機器の導入によるエステティックサロンの拡充

2700 愛知県 株式会社ｍａｓｕｍａｓｕ舎 6180001142669 助成金の診断から受給まで、完全非対面WEB申請サポート事業
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2701 愛知県 中名国際貿易株式会社 6180001104520 おうち時間でもキレイになれる！ネイル・まつ毛のECサイト制作

2702 愛知県 ３５食堂 地元を盛り上げる自家製麺ラーメン店のテイクアウト強化計画

2703 愛知県 株式会社Ａｃｅ 8180001139242 アナログ＋デジタル情報発信で集客力アップ！

2704 愛知県 株式会社フォワード 7180001144739 オンライン施術指導による新たな販路開拓

2705 愛知県 有限会社ＦＬＯＷＥＲＳ・ＢＯＤ 8180002067871 個室型空間を目的とした感染症対策工事と HP による PR

2706 愛知県 オッスノース 対人接触機会の減少を図った営業方法及び広告宣伝をし売上回復！

2707 愛知県 社会保険労務士事務所ＴＯＭＢＯ 脱退一時金申請事業

2708 愛知県 東海リバティ株式会社 6180001135532 HPを刷新しWEB上に相談窓口を開設し、対面営業を減少させる

2709 愛知県 宇野友明建築事務所 日本の職人が造る「唯一無二」の海外展開

2710 愛知県 ヴェハン ECサイトの構築！オリジナル商品の販売で販路開拓！

2711 愛知県 バーラトリエデュミクソロジー バーが行う創作スイーツテイクアウト新規事業で新規顧客開拓

2712 愛知県 株式会社ゼロワン 5180301030120 ネット販売強化及びオンラインセミナー用コンテンツ作成

2713 愛知県 株式会社田口建設 7180301001557 コロナ禍で行う顧客との非対面コミュニケーションと関係性向上策

2714 愛知県 エムエイト 内装工事の非対面施工に向けた業務のＤＸ化と遠隔営業活動の開始

2715 愛知県 株式会社ＢＬＥＳＳ 6180301026869 美容院で空きスペースを利用したセルフ脱毛事業

2716 愛知県 株式会社ＧＲＡＳＰ 7180001106730 非対面による営業活動及び面談スキームの構築をし、売上向上計画

2717 愛知県 合同会社ＣＯＤＥ 5180003022077 完全非対面型のｉＰｈｏｎｅ修理ＥＣサイト構築と遠隔営業の開始

2718 愛知県 株式会社伊藤電気製作所 8180001078647 ネット販売を開始する。

2719 愛知県 合同会社クレボンタン 2180003020133 オリジナルヘアトリートメントの開発による飲食店の美容業界進出

2720 愛知県 ＲＩＮＤＯＵ 非接触トレーニングの充実による新規顧客の獲得と客単価の向上

2721 愛知県 株式会社スターネット 9180001098066 2次災害を防ぐ旧型太陽光パネルの保守点検ドローンサービス

2722 愛知県 プライベートエステサロンＣｕｔｅｌｌａ ポストコロナを踏まえた顧客の信頼の構築、癒し空間の創出事業

2723 愛知県 晴れヨガ 医療従事者による西洋・東洋医学を取り入れた体質改善サロン

2724 愛知県 行政書士岡村事務所 WEBサイト制作でオンライン面談の活用と新規顧客の獲得

2725 愛知県 アオイ土地株式会社 7180001140762 AIで商談の完全オンライン化で非対面型接客を目指す！

2726 愛知県 あおぞら接骨院 オンラインセミナー事業で全国の治療院を活性化

2727 愛知県 三谷接骨院 自宅での利用需要増加に対応した保険外治療市場拡販

2728 愛知県 デュアル 「エステをご自宅で」ホームスキンケアセットのEC販売

2729 愛知県 ＲＵＣＣＡ． セルフ脱毛器を導入し郊外型サロンの活性化を図る

2730 愛知県 Ｂｕｚｚ Ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 3180001070773 オンライン広報のためのLP集約HPの作成

2731 愛知県 株式会社十七商店 8180001145661 ポストコロナ時代の宅配・お持ち帰り予約システム構築で売上回復

2732 愛知県 西本哲祥 職人技術をデジタルで継承 熟練技術を動画で集約し講習にも利用

2733 愛知県 株式会社エクラファクター 4180001142489 脳傾向診断を活用した完全オンライン面談で新規入会を増大させる

2734 愛知県 成幸パートナー福島明男 オンラインコーチングで目標達成を応援！PR動画で販路拡大

2735 愛知県 ポワンポワンスタジオ オンラインシステム拡充及び空気清浄機導入事業

2736 愛知県 株式会社ユーエー 1180001103873 非対面型で人員確保ができるWEBアプリケーションの提供事業

2737 愛知県 株式会社サイドランド 2180001104499 健康食品の非接触販売のためにECサイト構築を行い販路開拓

2738 愛知県 Ｅ．Ｎ．Ｅ ＴＡＫＥ株式会社 6180001141092 ＨＰで非対面型の営業スキームを構築し新たな販路開拓計画

2739 愛知県 株式会社ニック 8180001009081 WEB事業拡大及び非対面営業強化の為の自社HPリニューアル

2740 愛知県 宇田法律事務所 オンラインによる法律・経営相談機能実装による顧客開拓

2741 愛知県 カバラスペース 巣ごもり需要に応える独自ブランド販売用 EC サイト構築事業

2742 愛知県 株式会社サンアイ機器 2180001082670 ECサイト導入でいつでもどこでも非対面でも良いサービスを提供

2743 愛知県 おかげ企画 対人接触機会減少の為のテイクアウト販売用キッチンカー購入

2744 愛知県 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 6180001114742 チップ制の導入で、店内の活性化を図り飲食業を活気づける

2745 愛知県 株式会社ベイシス 9180001134325 自社ECサイトの構築、及びECサイトモールへの出店を行い売上

2746 愛知県 伊藤千紗 オンライン事業を拡大する為、動画・音楽配信サービスの導入

2747 愛知県 ちどり テイクアウトパッケージとWEBサイト制作による販路開拓事業

2748 愛知県 株式会社ヘイシン 9180001101589 一般家庭向けオンライン店舗「IT-Style」の開店

2749 愛知県 株式会社ミライ菜園 1180001136460 アプリSCIBAIを活用した野菜栽培のオンライン指導システム

2750 愛知県 Ｂ＆ｂｋサロン 自宅を改装しインターネット設備も強化することによりコロナ対策
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2751 愛知県 美容室ビャンシュール 美容に効く「竈焼き芋」のテイクアウト事業で非対面ビジネス実施

2752 愛知県 株式会社税理士紹介コンシェルジュ 2180001144685 HP製作、リーフレット配布により非対面でのマッチング営業活動

2753 愛知県 ティープラン 人材・企業経営を支援する非対面型コンサルサービス事業のＤＸ化

2754 愛知県 株式会社アップスターツ 4180001054841 職業訓練のオンライン化と利用者の仕事の進捗管理の効率化

2755 愛知県 幸明 密を避ける予約システム、楽しさを伝えるICT教育始めます。

2756 愛知県 キッチン まるよし 和食料理人による本気のキッチンカー事業への挑戦

2757 愛知県 株式会社セールステック 4180001141549 ポストコロナにおけるＭＥＯ・ＳＮＳ広告拡販のためのＨＰ整備

2758 愛知県 オッドガム おしゃれから綺麗な髪と心のメンタリングサロン

2759 愛知県 株式会社ＦＨＬ 5180001144749 タクシー業界ご用達の感染予防グッズの一般向け販売を開始

2760 愛知県 有限会社棉本建設 3180002044058 LP構築から始まるオンライン商談での一般顧客獲得スキーム

2761 愛知県 馬場社会保険労務士事務所 完全非対面型での中小企業人事支援、コンテンツ販売事業

2762 愛知県 ｈａｃｃｉ バルーンアート EC 販売と店舗併設でのエステの新規顧客獲得

2763 愛知県 株式会社Ｆａｍ 2180001131824 個室空間型サロン工事と付加価値向上美容マシンの導入事業

2764 愛知県 あざみ おふくろの味をご家庭で再現。EC サイトで低感染リスク販売

2765 愛知県 つぼ焼き芋 傳 トップアスリートが提供する焼き芋店の立ち上げ

2766 愛知県 合同会社らいふ 5180303003388 不動産情報を動画で提供、発信

2767 愛知県 フォー ファイブ ウィズ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事業

2768 愛知県 バーノムシ 女性活躍を可能とする場として商品販売・サービス提供サイト構築

2769 愛知県 有限会社大幸建設 9180002054571 非対面型受注可能なホームページ作成とクラウド構築事業

2770 愛知県 株式会社Ｇ・Ｒ・Ｂ 5180001121087 ツール活用による営業・採用活動の強化、業務効率化の推進事業

2771 愛知県 二葉鍼灸療院 患者との接触時間短縮と感染対策の徹底

2772 愛知県 合同会社ＡＬＬ ＮＥＥＤ 7180003021787 地元企業にSNS活用を。SNSコンサルのIT見積で脱対面営業

2773 愛知県 山本夕貴 非対面にて提供できるオンラインサービスの導入

2774 愛知県 リテイラー パーソナルカラー診断とオリジナルアクセサリー販売サイト構築

2775 愛知県 イミルシル コロナ禍に対応し、1人予約制に特化して非対面化を進める取組み

2776 愛知県 名北電建株式会社 8180001143681 動画とホームページの活用で対面時間を減らす工夫をした施工事業

2777 愛知県 ＢＲＡＣＥＳ E コマースによるスーツのリフォーム提供（非対面接触ビジネス

2778 愛知県 株式会社Ｉ，ａｍ 4180001143132 コロナ禍に対応したプライベートサロンの拡販による利益アップ

2779 愛知県 トータルリラクゼーション ラウム 移動施術車両導入による感染リスク低減と新規顧客層の獲得

2780 愛知県 有限会社松本工業 3180302023521 非対面での概算見積もり及びzoom対談予約のできるＨＰ製作

2781 愛知県 ブルーミング株式会社 1180001135693 補助金・給付金・助成金を手軽に閲覧できる地域別サイトの立上げ

2782 愛知県 河根正子 オーダーメイドジュエリーのオンラインプラットフォーム

2783 愛知県 大矢造園設備有限会社 7180002033643 ＷEBを利用した集客の為のサイト

2784 愛知県 わい・わい 料理の提供手法を一新！ＥＣサイト構築による接触機会減少提供

2785 愛知県 株式会社ベイスボル 5180301033313 シュミレーションサイト開設により接触機会減少と効率アップ

2786 愛知県 株式会社ＳＯＲＲＩＳＯ 5180001125063 個室型のセルフ美肌・脱毛サービス提供をする新事業

2787 愛知県 かなで事務所 ＡＩチャット・診断機能搭載 アクセサリー販売サイト開設

2788 愛知県 株式会社ＡＬＬＤＡＹＳ 8180301034606 新型コロナウイルス感染症対策 屋外イベント企画・制作

2789 愛知県 無 オンラインサロンスクールのためのHP

2790 愛知県 株式会社ユニアークス 3180001104944 事業拡大を支えるための予約ツール・進捗管理ツールの導入

2791 愛知県 ＮＡＯＳ 対人接触機会を減らした宣伝方法による販路開拓及び顧客の定着化

2792 愛知県 株式会社プロデュース 4180001115932 ドローンを使った非対面撮影の活用！オンライン相談窓口の開設

2793 愛知県 株式会社Ｅｄｉａｇｒｏａｄ 3180001121980 コロナ感染症対策措置及び教育指導解説の広告媒体製作で売上回復

2794 愛知県 サンジ ＷＩＴＨコロナ時代の安心安全な売り場作り

2795 愛知県 ｋａｍｉｎｏｋｅ ａｋｉｍ 自社ECを活用したサブスクリプション販売で固定売上安定増加を

2796 愛知県 株式会社Ｌ．Ｓ 6180001144459 プロの支援で成婚率アップ！婚活オンラインサロンによる販売促進

2797 愛知県 篠﨑商店 自動券売機と電子決済による非対面非接触型移動販売車

2798 愛知県 株式会社ハピース 7180001142833 自社ECサイト新設による接触軽減サービスの導入

2799 愛知県 株式会社しんだんＺ 2010001213317 新しい生活様式に対応した助成金申請業務代行をオンライン化へ

2800 愛知県 株式会社美容室ぴーの 8180301032832 リフォームとバックシャンプー台購入にて非接触拡大接客計画

56



＜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3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11月4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。

2801 愛知県 赤羽建設 ウェブ受注システムと感染防止対策スペース導入で新規顧客開拓

2802 愛知県 日本健康サポート株式会社 6180001107102 非対面のオンラインスイミング教育の撮影、配信及びシステム製作

2803 愛知県 株式会社くらさぽ 4180001141391 非対面営業の実現と案件獲得ルートの開拓

2804 愛知県 船バル酒場くらむぼん 空気清浄機・デジタルサイネージ導入事業

2805 愛知県 ゆめ・さき 心身が不安定な人を自立へと導くためのオンライン事業

2806 愛知県 株式会社レッドライン 2180001144363 オンライン化による感染リスク低減と販路拡大

2807 愛知県 ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｏｆｆｉｃｅ 非対面型のオンライン面談システムの新規構築による販路拡大

2808 愛知県 タイヤショップナカノ コロナ禍における売り上げ減少回復事業

2809 愛知県 有限会社安心工房 3180002092230 オンライン会議システム構築

2810 愛知県 株式会社Ｍｏｎｎｅｃｔ 7180001145687 アンダーコロナに対する新規広報・H P作成

2811 愛知県 ＰＲＩＮＣＥＳＳ株式会社 2180001142391 HP による非対面予約システム導入で、看板事業の営業体制再構

2812 愛知県 合同会社いつき 1180003019374 セルフ脱毛店をOPEN！感染拡大防止措置を継続し、販路拡大

2813 愛知県 株式会社ＡＳワールド 3180001123358 オンライン予約とテイクアウトの導入による効率と収益の向上

2814 愛知県 株式会社アライブ 4180002049758 個室空間フィットネスマシンによるマンツーマントレーニング事業

2815 愛知県 光会計 【光会計】非対面型支援によるオンライン会員獲得事業

2816 愛知県 オンジェナ お客様のもとへ安心・安全・美味しいカレーをお届けします！

2817 愛知県 Ｄｒ．Ｂｒａｉｎトレーニング研究所 セルフホワイトニング及びセルフコンディショニングの導入

2818 愛知県 中部貿易合同会社 6180303005012 話題の輸出入事業コンテンツで事業拡大

2819 愛知県 フォトプラネットヒロ おうち時間を大切に、愛犬・・愛猫を可愛く撮るコツ教えます！

2820 愛知県 名豊巡回オートサービス レンタカー事業

2821 愛知県 ＭＶマーケティング株式会社 4180001115081 公式LINEアカウントの構築による新規顧客獲得とファンづくり

2822 愛知県 有限会社東海税務研究社 1180002043160 コロナウィルス感染対策を徹底したネイルサロンの整備と販売促進

2823 愛知県 創業のアイラボ 非接触型面談ツール導入により創業者支援サービスの促進事業

2824 愛知県 株式会社スイーツマジック 8180001099841 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞

2825 愛知県 ブリランテ 脱毛メニュー導入と新たなWeb宣伝をし心機一転再OPEN！

2826 愛知県 トリックスター ウィズコロナを見据えたオンラインライブイベントの高度化設備計

2827 愛知県 東海テック株式会社 3180001128191 環境に優しい準水系洗マーカークリーナーの EC 販売強化事業

2828 愛知県 株式会社グラムスキー 2180001147440 薬局での感染対策の為の個室・空調システムの導入

2829 愛知県 株式会社Ｔｒｕｓｔ Ｓｅｅｄ 1180001138457 オンラインの拡充による社内社外のコミュニケーション構築

2830 愛知県 Ｐｅｒｃｈｅうつわペルシュ ECサイト＆ウェブマガジン事業

2831 愛知県 株式会社オーギヤ 5180001119008 コロナで覆された世の中に好まれる新しい営業方式への転換

2832 愛知県 弁護士 石井大輔 インターネット上で完結する債権回収サービス事業の構築

2833 愛知県 株式会社マクロビオス・パナセア 3150001018222 原木木耳の栽培

2834 愛知県 癒薫 非対面でも安心してお悩み解消頂けるオンラインサービスの導入

2835 愛知県 カントリーテーブル スパイスカレーキットの開発・オンライン販売による新規顧客獲得

2836 愛知県 株式会社あいちプロジェクト 8180001143161 対人接触機会の少ないセルフ脱毛サロンを開業し新たな販路獲得！

2837 愛知県 有限会社大一紙工 3180002040214 【未来への投資】非接触型営業を打ち出した業務プロセスの確立！

2838 愛知県 株式会社Ｌａｒｇｅ 9180001132312 自宅ケアができる『BMT オイル』の開発と非接触販売の実施

2839 愛知県 大崎商店 感染拡大防止を意識した、キャンプ場整備事業

2840 愛知県 株式会社ＲＧＩ 3180001144511 非対面・インサイドセールスを目的としたウェブサイトで売上強化

2841 愛知県 ケーキユカ ECサイトによるアフターコロナの展開で笑顔になれるケーキ提供

2842 愛知県 Ｓｏｐｈｉａ 脳科学とスピリチュアルを融合したオンラインコーチングの提供

2843 愛知県 株式会社ＨＡＭＡＲＴ Ｉｎｄｏｎｅｓｉａ 8180301030596 ECサイトによるエクステリアの販路拡大と対人接触機会の減少

2844 愛知県 株式会社ＳａｉＴａ 9180001146130 友人に相談しづらい悩みを解決する情報マッチングサイトの運営

2845 愛知県 株式会社ＰｕｒｅＨｅａｌｉｎｇ 3180001124240 宮古島特産品に特化したインターネット通販事業

2846 三重県 前岨不動産株式会社 5190001016229 来店面談客減少を、非対面非接触のWeb面談、ＩＴ重説で解決

2847 三重県 プイコット 手軽に沢山の野菜がはいったお弁当が買える専用窓口の製作

2848 三重県 大洋総合法律事務所 法律事務所におけるテレワーク化と販促用動画製作

2849 三重県 川村造園有限会社 1190002019829 レアプランツ販売事業への新規参入

2850 三重県 有限会社伊勢屋精肉店 9190002008642 ネット販売強化のためのホームページ改修で当店と商品の魅力発信
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2851 三重県 センプリチェ 手刷りスクリーン印刷とWEB受注システム・ECサイトの融合

2852 三重県 快生院 感染症リスク低減！リラックスできる完全個室の増設と待合室改装

2853 三重県 南紀グリーンハウス リモート営業・バーチャル展示会のための作業スペースの整備事業

2854 三重県 株式会社ザ・イングリッシュクラブ 7190001005898 安心の見守り機能付き小学生向け英会話教室サイトの制作

2855 三重県 そば処大西 店内設備とテイクアウト商品の充実、並びに感染防止対策の実施

2856 三重県 ボン・フルール 安心安全なお花教室開講のための感染リスク低減に向けた取り組み

2857 三重県 合同会社Ｍʼｓファクトリー 8190003002744 感染対策に敏感な高齢者向け宅配サービス

2858 三重県 松山比香里健康開発研究所合同会社 5190003002739 コロナから守る！安心して利用できるスタジオ・サロンづくり

2859 三重県 有限会社ターミナル 8190002024269 オートシャンプーの導入により対人接触機会を減らす取り組み

2860 三重県 合同会社わたし館 7010003029649 接触減少で伝える、ライブ配信事業

2861 三重県 民間救急東海 オンラインツールを活用したカンファレンス実施と新規顧客獲得

2862 三重県 有限会社エイチツーコーポレーション 5190002023315 富裕層向けハイエンドギフトに特化したオンラインショップ開店

2863 三重県 ねこぱふぇ コロナ感染リスク軽減型菓子販売

2864 三重県 ヒマ コロナ禍を克服！ECサイト再構築による販路開拓

2865 三重県 株式会社三重教材 5190001005446 B2B版のEC注文管理システムで売上拡大

2866 三重県 ＹＯＧＡ ＳＨＣＯＯＬ Ｋｕａｎ Ｙｉｎ 双方向ライブ配信レッスンと動画配信による非対面型ヨガスクール

2867 三重県 株式会社ファインデンタル 3190001009647 ミーティングボード導入による歯科医院とのデジタル技工連携強化

2868 三重県 三重斎藤物産株式会社 7190001011822 自社ECサイト構築によるBtoC販路の確立

2869 三重県 藤田マル久工業有限会社 5190002021780 ママ目線でハイセンス！外構ブランドの立ち上げ

2870 三重県 株式会社Ａｒｕｒｕ Ｊａｐｏｎ 8190001028452 対面からECサイトと自動販売機への主力販売チャネル移行プラン

2871 三重県 カフェフラワー 外食から中食へのニーズに応える大豆肉冷凍惣菜のＥＣサイト構築

2872 三重県 有限会社ふじた 8190002023898 ほかほかお持ち帰りウナギのＰＲと換気設備による感染リスク低減

2873 三重県 株式会社Ｖｅｒｄｅ大台ツーリズム 1190001024045 シェア型ゲストハウスを安心安全な「ワーケーション」の拠点に

2874 三重県 ミヤトウ ⾧く大切に着れる紳士カジュアル上下服の開発と通信販売事業

2875 三重県 フレアーズ合同会社 3190003003276 採用サイト「リクデジ」の自社採用学習動画によるPRの実施

2876 三重県 ｗｉｎｅａｎｄｋｉｔｃｈｅｎｖｅｌｏ 要望の多いテイクアウト需要に対応する為の新型調理設備導入

2877 三重県 有限会社ムラセホームサービス 5190002010734 ドローンによる新サービスとリモート営業強化で販路拡大を図る

2878 三重県 有限会社あ・うん 4190002015528 ニューノーマル 時代 に適応させた「移動販売」での事業展開

2879 三重県 ｎａｇｉｓａ ｄｅｓｉｇｎ オンライン配信映像等の品質向上で顧客と自社の安全な業績向上

2880 三重県 株式会社ＴＳＵＭＵＧＩ舎 5190001027936 機械化を核に対人接触を最小化したスイーツ販売と喫茶営業

2881 三重県 有限会社春萌窯 1160002011350 撮影環境を整備しWeb陶器市へ!非接触ツール活用で売上確保!

2882 三重県 株式会社ボックス 6190001020873 HP刷新、動画配信、オンライン対応整備による非対面型営業強化

2883 三重県 元気づくりジム コロナ対策を施した新たに多角化した指導方法の導入とその広報

2884 三重県 株式会社地域資源バンクＮＩＵ 5190001011840 オンラインサロンと郵送を活用した非接触型サービスの開発

2885 三重県 ＰＨＡＴ ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ新宮 ドライブスルーによる安全・安心な販売による売上拡大計画

2886 三重県 株式会社ＭʼＳＯＲＡ 6190001019296 オンラインカウンセリングによる施術対面接触時間の短縮

2887 三重県 ユナイテッド・イミュニティ株式会社 6190001025121 医薬品の創薬パートナリングWebサイト制作事業

2888 三重県 イタリア食堂 Ｎｏｐｐｏ カウンター改装と真空機・ワインセラーの導入による販路開拓

2889 三重県 ｃｕｄｄｌｙ プライベートフォトスタジオのオンライン会場見学会

2890 三重県 株式会社マツウラ 4190001023333 『生産・流通・消費』情報の集約化と相乗効果による通販強化事業

2891 三重県 株式会社ワイエムプラス・縁 6190001023273 「新サービスの展開！」システム活用と非接触で顧客開拓

2892 三重県 町谷 優 キッチンカーによるコロナ禍需要獲得対策

2893 三重県 デイジー HPを活用した対人接触機会を減らすオンライン予約問診システム

2894 三重県 桔梗が丘松岡行政書士事務所 非対面完結型建設業許可専門サイト開設とオフィス整備で販路拡大

2895 三重県 株式会社リンク 6190002013810 非接触によるコンサルティングビジネス

2896 三重県 株式会社フィンド 8180001134227 高品質なフィットネスマシンメーカーのオンライン販売

2897 三重県 トリップサロンキリシ 三重、奈良の訪問美容事業

2898 三重県 株式会社ジャスト・ビー 1190001023848 アフターコロナに向けた人材教育・研修事業拡大のためのＨＰ制作

2899 三重県 有限会社一志鈑金塗装 5190002002120 ホームページ、オンラインツールを活用した非対面型営業強化

2900 三重県 エーエムシー音楽事務所 音楽団体等の録音、録画、配信サービスのさらなる拡大
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2901 三重県 青山電気保安管理事務所 非接触で行うドローンとオンラインを活用した太陽光発電検査業務

2902 三重県 ネイルルクス 自社ECサイトでの物販開始で売上増大

2903 三重県 有限会社三貴 2190002008021 「研磨のことなら三貴」と日本中に広めるBtoC拡大事業

2904 三重県 イモータルサロン コロナ時代に対応した新事業「オンラインサロン」の新規展開

2905 三重県 カットサロンＢｅｅ お客様を満足させる安心・安全な予約システム及び施術を提供

2906 三重県 移動洋品店くるり 対人接触を減らしたセルフ脱毛専門店への転換

2907 滋賀県 堀久餃子本舗 冷凍自動販売機の導入による名物餃子の非対面販売事業

2908 滋賀県 株式会社工房ＪＩＮＴＡ 9160001009388 舞台演出を用いた非対人型『映像イベント』の業務化に向けた取組

2909 滋賀県 株式会社チャキシステム 6160001018136 トレーサーガス式漏水探知機の導入による漏水探索作業の三密回避

2910 滋賀県 株式会社丸安商事 7160001011115 LPWA装置による安心・安全および効率化事業

2911 滋賀県 Ｈａｉｒ Ｄｒｅｓｓｅｒ ＴｉＣＡ 乳児や幼児と一緒に美容サービスが利用できる新たな店舗づくり

2912 滋賀県 アラベスク舎 ホールケーキを気軽にオーダーメイドできるＳＮＳサービスの展開

2913 滋賀県 株式会社清原 4160001015267 ネット販売注力のための対面販売中止と商品企画・製造体制の構築

2914 滋賀県 有限会社Ｔ＆Ｓ 1160002009700 フード自動販売機導入によるテイクアウト拡販事業

2915 滋賀県 株式会社山水園 5160001005366 大宴会場の完全個室化・新メニュー開発による新規顧客の獲得

2916 滋賀県 美酒佳肴 来 当店人気メニューを専用自動販売機での非対面販売

2917 滋賀県 特定非営利活動法人ＢＲＡＨａｒｔ． 1160005009986 低感染と顧客開拓を見据えたテイクアウト事業の構築

2918 滋賀県 カネイ中川仏壇 アウトドア用品に本格参入。ECサイト構築で販路拡大。

2919 滋賀県 有限会社ギャレット 5180002076215 消費者ニーズに対応し感染症対策を徹底した新規焼肉店の事業化

2920 滋賀県 株式会社小野ドライ 6160001000366 顧客満足を追求した提案型宅配クリーニングサービス

2921 滋賀県 有限会社エンドユーザー 3160002004690 障害者作業所とサスティナブルなアートのオンライン販売

2922 滋賀県 ｌａ ｐｒｉｎｃｅｓｓｅ ｋｙｏｔｏ テイクアウト、デリバリー、オンライン販売事業への参入

2923 滋賀県 株式会社メディカルフロント 8160001017350 コロナに影響を受けない新製品開発とインターネット販売への転換

2924 滋賀県 株式会社ＭＩＣシルバーサービス 7160001012385 コロナ渦でも安心・安全に利用できる施設環境整備による顧客開拓

2925 滋賀県 株式会社Ａｔｏｒｉ 8160001014959 対人接触を大幅に減らすセルフオーダーシステムの導入

2926 滋賀県 炭火やきとりとりちゃん野洲本店 やきとり店のデリバリー事業と広報事業

2927 滋賀県 居酒屋旭酔石部店 店舗改装による対人接触機会の減少とテイクアウト事業の拡大

2928 滋賀県 株式会社ヤブゲン 5160001020712 新しい商品製造で新規顧客獲得から販路拡大につなげる

2929 滋賀県 スマイルルーム 新型感染症における精神的サポートと人材育成事業のオンライン化

2930 滋賀県 中央旅行 高齢者の生活支援 国産食材を使用した配食サービス事業

2931 滋賀県 有限会社草創 2160002012182 WEB及びチラシ広告を活用したテイクアウト事業の売上拡大

2932 滋賀県 株式会社パスカルシステム 3160001014872 情報連携型オンライン面接システム導入による感染リスク低減事業

2933 滋賀県 アールエスティ住宅流通有限会社 8160002002335 相続相談をWEBでお気軽に、相談窓口認知度向上で販路開拓

2934 滋賀県 合同会社Ｍｏｕｔｏｎ 1160003002002 ネット販売により幅広いお客様への周知と売上UP！

2935 滋賀県 株式会社ホーム・テック 2160001013727 SNS等利用の潜在顧客集客と自社認知度向上への転換事業

2936 滋賀県 ミネモリサンチ カフェの外部デッキ設置による密を避けた来客数の増加計画

2937 滋賀県 古美術西川 古美術品のオンラインによる買取と販売のサイト構築

2938 滋賀県 サーティーンスポーツ フロアボール用品の専門 EC サイトの構築

2939 滋賀県 ＣＳ ＣＯＭＰＡＮＹ ポストコロナを踏まえたデジタル接客の為のハード・ソフトの構築

2940 滋賀県 ＡＳＩＡＮ ＫＵＵ WEB戦略を活用した接触機会を極力削減するリラクゼーション

2941 滋賀県 リアン オンラインで繋る！プロのカウンセリングと提案で販売サイト構築

2942 滋賀県 アヤヤマナカ '服×アート'世界観を伝え非対面販売に繋がるWEBサイト制

2943 滋賀県 株式会社Ｍ・Ｒ 8160002004802 オーダージャケット専門ブランドを展開し、オンラインで集客

2944 滋賀県 有限会社カワシマ園芸 5160002009449 接触機会を減らしたオンラインでの園芸用品の販売

2945 滋賀県 ダイニングあかねいろ オリジナル燻製の開発とそのテイクアウト/デリバリーサービス

2946 滋賀県 ＣｈｅｚＭ HP新規開設による完全非対面低感染リスクの販路開拓事業

2947 滋賀県 ファームひらい 大豆の生産販売体制構築事業

2948 滋賀県 脱毛ＡＮＤ小顔サロンｃｏｌｏｒｓ コロナ禍でも安心！セルフホワイトニングによる顧客獲得

2949 滋賀県 株式会社アトレック 6160001002404 対人接触機会減少を実現する暖房機EC販売促進事業

2950 滋賀県 みっきーのＳｍｉｌｅ Ｉｓｌａｎｄ テイクアウト・デリバリー事業の強化と、店内の感染・非接触対策
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2951 滋賀県 起業融資サポート株式会社 5160003001702 非対面かつ自動で事業計画書を作成するシステム構築

2952 滋賀県 御馳創家 テイクアウトで売り上げアップと店舗への集客を目指す

2953 滋賀県 ＣＯＦＦＥＥ ＷＯＲＫＳ ＰＬＵＳ ネット販売開始によるパッケージデザインの開発事業

2954 滋賀県 小菅一也建築設計事務所 3次元CADを活用した非対面式の打合せの実現とプレゼン強化

2955 滋賀県 中山製茶有限会社 8160002001329 アフターコロナを見据えたOMOに基づく安心・安全なお店作り

2956 滋賀県 木戸真道 ご縁を繋ぐ料理教室と交流の場のオンラインプラットフォーム

2957 滋賀県 日本緑茶株式会社 6160001005316 感染症対策を行ったペースト・パウダーの非対面型営業展開

2958 滋賀県 有限会社ビルド・アップ 1160002004370 リフォームパック販売のEC化とオンライン打ち合わせ

2959 滋賀県 株式会社Ｔ−Ａｒｋ 6160001022286 自社ECサイト開発と顧客管理システムの統合

2960 滋賀県 株式会社ＰＥＲＴＥ 9160001023298 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

2961 滋賀県 かわうそ企画 時空を超えた安心安全なフィールドワークサービスの開発

2962 滋賀県 おさんぽカメラ 感染対策をしっかりと行い、最小人数でのオリジナルな撮影

2963 滋賀県 フリップデザイン コロナ禍を乗り切るホームページ内での取引完結型事業

2964 滋賀県 株式会社晶 2160001022579 展覧会を映像配信で国内外へ発信する事業

2965 滋賀県 だいくや リフォーム店のコロナ渦に対応するマーケティング強化・DX化

2966 滋賀県 まなざし整体院 リハビリ機器導入による新サービス提供で販路拡大を狙う

2967 滋賀県 株式会社ＳｍｉｌｅＭａｋｅｒ 7160001019216 ステイホームを楽しくさせる新商品のSNSを活用したPR

2968 滋賀県 箱庭整体院 患者様自身が行う「身体の機能回復運動プログラム」導入

2969 滋賀県 赤だし屋 テイクアウト積極化による対面接触減少及び、認知力向上計画。

2970 滋賀県 株式会社昭栄堂 7160001000893 書斎を快適な家庭オフィスにする！リフォームの提案で新分野開拓

2971 滋賀県 コアファクトリー プロのレシピを自宅で楽しめる近江牛専門通販サイト

2972 滋賀県 ＰＵＲＥ＠ セルフ機器の導入で、感染対策の徹底と新規顧客獲得を目指す。

2973 滋賀県 ニアタイ ネット販売拡大のためのSNS活用及びコーポレートサイト構築

2974 滋賀県 ＥＶＥ ＣＯＭＰＡＮＹ ユニットハウス販売店のコロナ禍に対応したDXと販売強化

2975 滋賀県 株式会社ＢＷＧ 9160001021830 WEBより作業の見積書が作成できるシステムの構築

2976 滋賀県 株式会社アル・フォート 7160001017087 EC化で売上アップ！コロナに負けない美容室経営

2977 滋賀県 株式会社スタディラボ京都 1160001019031 非対面型セミナー・コンサル推進向けホームページ開設事業

2978 滋賀県 木村整骨院 完全予約制、完全自費により接触時間を減少させる低感染型整骨院

2979 滋賀県 ＭＩＭＯＳリラクゼーション セルフエステ機器の導入による非対面型ビジネスモデルの構築

2980 滋賀県 ビバンガーデン リアルタイムで美容のプロがアドバイスするオンラインストア

2981 滋賀県 株式会社琥碧 1160001017299 オンライン予約システムと電療機器の導入で密を無くして顧客増！

2982 滋賀県 佐藤 オンラインによるダンスレッスン・動画撮影のための環境整備事業

2983 滋賀県 総合インテリア ナカニシ 抗ウイルス壁紙の提供体制確立による販路拡大

2984 滋賀県 株式会社エス・アイ・オー・ジャパン 4120902016499 コロナウイルス感染拡大に伴う非接触型販売活動の強化

2985 滋賀県 バンブー 移動しなくていいバックシャンプー台でリラクゼーションサロン

2986 滋賀県 有限会社井門測量 2160002000195 測量用ドローン導入による、事業継続及び対人接触機会減少事業。

2987 京都府 株式会社喜久春 3130001057957 現代の名工受賞店職人によるオンラインを利用した和菓子教室開始

2988 京都府 有限会社京一本店 2130002016087 自社HPでオンラインでの予約販売と新規顧客の開拓

2989 京都府 有限会社Ｒａｓｈｉｋｕ 8130002022377 愛犬に手作りごはんを プレミアムドッグフードのEC販売

2990 京都府 トミタショウゴ 音楽番組を活用した新しい販路開拓

2991 京都府 イデオ株式会社 8120002056104 VRを活用したバーチャルオンラインショップによる販売促進

2992 京都府 細井農園 ポストコロナに対応可能な自社事業再構築とDX化推進事業

2993 京都府 花色組 地域密着接触型店舗から観光地での非接触型店舗への転換

2994 京都府 村田工務店 直接受注を獲得するLINEを用いた非対面受付システム運用事業

2995 京都府 ブーランジェリー ルーク 感染リスク軽減と非接触型に対応する店舗改装計画

2996 京都府 Ｃｈｉｎｏｏｋ 移動式セルフサービスおよびオンラインサービスによる販路開拓

2997 京都府 和玄株式会社 6130001052162 オンラインを活用したECサイト設置と非対面営業の効率化

2998 京都府 ＨｉＢｉＫｉ 移動販売時の接触時間短縮と非対面型の商品開発

2999 京都府 株式会社ＢＭＣ ＪＡＰＡＮ 7130001060684 高品質なサイトへの改良による非対面型営業システムの強化と拡充

3000 京都府 株式会社アリオン 4130001045473 スマホサイト・SNS活用 非接触で相談出来る住宅ローン相談室
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3001 京都府 ＡｔｅｌｉｅｒＮａｎａｋｏ オリジナルジュエリーの世界観を伝えるECサイト構築事業

3002 京都府 平山行政書士事務所 医薬部外品製造販売許可申請の「ワンストップサービス」を全国へ

3003 京都府 洋菜 鈴木 ダイニングテーブル導入で三密回避と多世代家族で楽しめる店作り

3004 京都府 ジェットヘア コロナ禍に対応した店舗整備と完全個室のセルフエステ事業展開

3005 京都府 れれれ株式会社 8130001042252 自分だけの！世界で１つだけのクールスイーツ

3006 京都府 フラウ合同会社 6130003005812 対人接触機会を減少させる採寸不要小児用インソールの新規開発

3007 京都府 株式会社京都芳樹園 7130002009524 卸売業から小売業へのシフトに向けた新規Ｄ２Ｃ事業の展開

3008 京都府 パン工房 農 みのり SNSで信頼関係に基づくファン作り定期便利用客増で安定経営へ

3009 京都府 錦庵 地元食材を使用した商品をキッチンカーで販売

3010 京都府 株式会社やまいち 2130002032340 新鮮な海産物の宅配強化のための急速冷凍機の導入事業

3011 京都府 Ｃｕｒｉ・ｏ Ｋｉｔ株式会社 5130001029764 最新CAD導入によるパターン制作の作業効率化と非対面化の実現

3012 京都府 グランセノーテ株式会社 1130001045385 テイクアウト中心の飲食店とレンタルスペース事業への業種転換

3013 京都府 ＳＵＮＡ SUNA流・営業ツールとしてのWEBサイト強化

3014 京都府 カラオケ喫茶みらい コメを使ったクラフトビールの挑戦

3015 京都府 株式会社Ｋ３カンパニー 4130001056883 自動券売機の導入により接触機会減少と効率化を図る事業

3016 京都府 ジャーニーズベース オンライン化による非対面式レンタルバイク・サイクル事業

3017 京都府 京遊雅 竹炭商品を非接触にて販売するECサイトの構築と保管棚の購入

3018 京都府 株式会社青松建設 5130001031010 アフターコロナの非接触型 近隣対策により地域に安心と安全を！

3019 京都府 株式会社ＷＡＫＫＡ．Ｗ 9130001069427 女性専用シェアハウス統合サイト「WAKKA.W」の構築

3020 京都府 フロンティア税理士事務所 集客から税務顧問まで「完全非接触」未来型税理士サービスの構築

3021 京都府 カフェレスト フォレスト 真空包装した看板商品をスチコンで低温過熱し安全に非対面販売

3022 京都府 株式会社総合管理ムカイ 1130001039544 オンライン上で現物確認から決済まで完結するためのＨＰ改修

3023 京都府 株式会社テイクス 9130001048323 オンラインを活用した清掃スタッフ養成コンテンツの提供

3024 京都府 株式会社シェフレラ 5130001058284 地域活性化ＥＣサイトの構築

3025 京都府 雲の上はいつも晴れ 設備導入によるテイクアウト事業の確立

3026 京都府 麹豆あんこの専門店 あんころ 腸活！砂糖不使用・発酵あんこの菓子開発及び非対面販路開拓

3027 京都府 株式会社ＬＡＢＯＬＵＴＩＯＮ 3130001049863 ＥＣサイト販売とライセンス加盟店獲得を目指す販路開拓事業

3028 京都府 株式会社南商店 6130001022768 呉服業界の古きよきをいかして、新しきをうむ非接触型事業

3029 京都府 清水 省三 オンライン・フラワーレッスン動画とECサイトの作成

3030 京都府 有限会社太田商店 2130002002120 各種ウィルス不活性化コーティング済み商品をネットで販売！

3031 京都府 株式会社藤下 8130001032187 オンライン求人活動の活発化による事業拡大と収益力向上への布石

3032 京都府 美・ＪＯＹ 非対面ビジネスモデル移行のECサイト構築とWEB広告戦略

3033 京都府 株式会社ティ．アイ．プロス 7130001038490 プロ集団によるデジタル販促媒体の製作と販促の非対面・非接触化

3034 京都府 中華川食堂 座敷を撤廃しテーブルでの飲食に転換する感染対策事業

3035 京都府 二条ステイ むすび草 京都の工芸品のネット通販へ事業転換・売上補填を実現

3036 京都府 有限会社えびす義肢 6130002013361 義肢装具士用オーテン3D-CAD/CAMシステムの導入

3037 京都府 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ ａ ｌａ Ｍａ コロナ禍における販路の開拓と売上回復を目指す商品開発

3038 京都府 株式会社Ｍｉｒｉａ 1130001052357 結婚記念写真・洋装屋外撮影プランの導入

3039 京都府 Ａｍｒｉｔａ Ｒｏｓｅ 女性をほっこりあたためるオンラインサービスの販促事業

3040 京都府 有限会社ビゴーレ・カタオカ 3130002005980 店舗での購買活動を疑似体験できるHP及びECサイトの再構築

3041 京都府 里久株式会社 5130001054795 ECショップ開設のHP再構築と非対面販売と新規顧客の開拓

3042 京都府 安井源太芸術研究所 コロナニーズに対応した商品開発とネット販売の強化計画

3043 京都府 株式会社トップアシスト 4130001048311 非対面オンライン講座の開講及び予約システムの導入

3044 京都府 株式会社サンコー 8130001035603 コロナ禍における新規顧客開拓事業

3045 京都府 よこまち鍼灸整骨院 会員制サイトでアクティブ世代と子育てママの健康美をサポート

3046 京都府 合同会社和創空間 2130003006277 非来店系サービスの新規プロモーション受注の拡大

3047 京都府 株式会社ジールムカイモト 1130001021007 ＶＲ撮影技術によるバーチャルオンラインショップサービスの実施

3048 京都府 Ｒイジュビエント 動画配信用スタジオへのリフォームで新規顧客とリピーターの獲得

3049 京都府 カラダナチュラル 音楽家のためのフィジカルトレーニング動画コンテンツの収益化

3050 京都府 ビストロヨシムラ 本格フレンチシェフの味をお手軽に！テイクアウト・通販事業
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3051 京都府 チャペルハイツ 一棟貸し宿の非接触の徹底による販路開拓とリピーターの囲い込み

3052 京都府 ｎａｍｉｃａ EC サイトのリニューアルによる、非対面による新規顧客の獲得

3053 京都府 株式会社夫窯 2130001048081 京焼・清水焼の魅力をオンラインで全国に発信

3054 京都府 笑門 売上向上のためのテイクアウト、デリバリー事業確立

3055 京都府 株式会社ｍｉｎｉｔｔｓ 5130001049936 集客型事業と非接触型事業を特設HPで繋げ持続可能な企業経営に

3056 京都府 和美鍼灸院 プライベートラグジュアリー鍼灸サロンをLINE活用による発信

3057 京都府 塩見団扇株式会社 3130001012788 販路確立に向けたオンライン販売システムの強化とHPの全面改修

3058 京都府 株式会社和協 9130001059279 京都の骨董品をネット通販！コロナ禍の売上補填打開策事業

3059 京都府 リーダーズラボ合同会社 9130003005875 住宅不動産会社が所有するＶＲ住宅体験ツールの開発販売事業

3060 京都府 株式会社イマムラホールディングス 8130001039744 オンラインによる事前問診と予約システム導入、及び診療施術

3061 京都府 インセンスキッチン 講師育成プログラムの構築と、巣籠り需要向け商品や広告の充実

3062 京都府 Ｔ−ｃａｒｅ 痛くないLEDヒゲ脱毛新サービスとオンライン相談

3063 京都府 有限会社京フーズ 2130002021640 京食材にこだわったワンランク上のお弁当EC販売による増収計画

3064 京都府 株式会社高岸工務店一級建築士事務所 9130001042375 非対面ビジネスの確立とオンライン商談の提供

3065 京都府 ソライロカフェ 本格コーヒーを提供するキッチンカーによる移動販売の開業

3066 京都府 京都フラワーツーリズム合同会社 9130003003004 花街文化のオンラインサロンを開設し未来へ花街文化を繋ぐ

3067 京都府 有限会社京うつわ 1130002027903 越境EC（ライブコマース）構築による中国BtoC市場への参入

3068 京都府 有限会社京都祭典 2130002029948 家族葬用ホームページの制作と、オンライン受付システムの構築

3069 京都府 株式会社ナイトウ経営 3130001037190 アプリケーションによる遠隔経営コンサルティングシステムの開発

3070 京都府 株式会社元奈古 5130001028519 京町家旅館のWEB戦略システム構築と非対面接客への転換

3071 京都府 有限会社プロジェックス 7130002024515 WEBを中心とした、新基準の映像制作用ビデオカメラ

3072 京都府 株式会社ＫＵＧＩＲＩ 4130001068020 オンライン広告によるトレーナー養成事業

3073 京都府 相撲茶屋 和 ＮＡＧＯＭＩ 京都地域密着ちゃんこ鍋屋のイベントスペース化による集客強化

3074 京都府 株式会社八千代 4130001007473 新たな顧客獲得に向けた施策と成約率の改善及び非接触接客の導入

3075 京都府 エスプラス２５ デジタル広告とLINEコンテンツを活用した新規顧客獲得

3076 京都府 バグワティ タージマハル インド料理のテイクアウト＆店頭販売をオンラインで告知・注文

3077 京都府 合同会社ｎｉｍａｉ−ｎｉｔａｉ 8130003003269 定番商品のパッケージデザインの開発による販売強化事業

3078 京都府 エコフレンズ 「非対面型の古物買取りサービス」の展開による新規顧客開拓

3079 京都府 株式会社ジェイワン 4130001069836 世界のサスティナブルファッションをアジア向けにEC販売と卸売

3080 京都府 合同会社アニレボ 6130003006298 ウェブマーケティングによる動物病院コンサルティングの販路拡大

3081 京都府 百華事店株式会社 1130001022260 ＥＣサイトを活用した商品販売とＣＲＭへの取組

3082 京都府 ＧＲＥＥＮ Ｋｉｔｃｈｅｎ 低感染リスク型テイクアウトコーヒー事業

3083 京都府 あざらし薬局 来店予約システムで、三密対策と新規顧客獲得を両立

3084 京都府 株式会社豊栄 3130001034659 ＥＣサイトを活用した商品販売とＣＲＭへの取組

3085 京都府 株式会社Ｊｉｎ 1130001067504 おうちで行う東洋医学の全身アロマトリートメント

3086 京都府 株式会社ｐｌｏｖｅｒｓ 3130001069556 低感染リスク！個別指導型に特化した、パソコン教室の運営

3087 京都府 株式会社Ｌｉｔｔｌｅ Ｍｅｒｒｙ 9130001067447 事務所の整備による、非対面型に対応した営業スタイルの構築

3088 京都府 ｏｆｆｉｃｅ ｎｏｃｅ スタートアップのためのオンライン創業相談サービス

3089 京都府 株式会社オライ 3130001058179 PR動画を活用した非対面販売の販路開拓と感染対策営業の周知

3090 京都府 株式会社ライズウィン 1130001069533 コロナ禍でスタートするライスケーキWEB販売事業

3091 京都府 ｏｆｆｉｃｅ ｗｉｎｋ 非対面でも質を落とさない！顧客満足度重視型オンラインサービス

3092 京都府 京エコ株式会社 7130001044893 自身の強みを活かす大柄体形男性に特化したアパレル事業の立上げ

3093 京都府 アマーラ ランディングページ作成と広告で気学講座新規集客

3094 京都府 オフィスモロト 対面から Webや動画を使った非対面・非接触営業への移行

3095 京都府 ＬＩＦＥ ＳＡＶＥＲ 対人接触機会減少の為の個室でのセルフケア・リハビリ機器の導入

3096 京都府 デザインオフィスメッツァ インテリア3Dパースリモート作成業務計画

3097 京都府 ＢＲＡＣＥ 京都の伝統・地場産業のコラボ→安い日本を逆手に越境ＥＣで活路

3098 京都府 スーパーゴリラパワー合同会社 6010003030764 オンラインショップ立ち上げとコラボレーター発掘

3099 京都府 ワコハーブ 低感染リスク環境整備と新たに挑戦！国産米粉発酵クレープの開発

3100 京都府 アゼイト ECサイト作成による独自ネット販売の転換と新事業立上げと宣伝
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3101 京都府 祇園 しんじょう （たんしゃぶ しんじょう）の感染防止対策工事 及び 通販事業

3102 京都府 合同会社ｏｎ．ｓｅｃｏｎｄ．ｍ． 1130003006113 不動産物件のライブ配信及び動画オンライン販売

3103 京都府 株式会社ジーアンドエー 5130001033774 自社ECサイトの構築に関する計画

3104 京都府 有限会社楽楓堂 5130002024277 プロ写真家による人に寄り添った動画撮影

3105 京都府 ききょうや 若い高齢者が過疎地から拓く未来。事業名は「美山うさぎ」

3106 京都府 株式会社リックネットワーク 1130001023655 非対面型のWeb集客とWebセミナーの構築

3107 京都府 合同会社中村リアルエステート 3130003004189 非対面「営業・コンサルティング支援システム」の導入

3108 京都府 三条眼鏡工房 オート検眼機器等導入による接客時間短縮・感染リスク軽減対策

3109 京都府 ＷＡＬＬＡ オンライン集客用ホームページ制作事業

3110 京都府 合同会社ジョークネクスト 6130003004475 動画を活用した販促ツールデザインへのチャレンジ

3111 京都府 株式会社ＮＡＲＵＩ 5130001060091 在日中国人向けのデリバリーアプリ・地域型情報サイトの開発事業

3112 京都府 星と森の生活社 子育て世代の安心安全なお菓子の開発と設備投資

3113 京都府 株式会社リバイタライズジャパン 1130001066737 国外市場展開推進のためのプロモーション強化と商品品質の向上

3114 京都府 ＬｉｋｅＹʼｓ株式会社 3130001065927 オンライン型求人サイト構築による採用活動の促進

3115 京都府 にしかわ鍼灸整骨院 水素吸入器の購入とその新規事業周知の為のＨＰリニューアル

3116 京都府 楠岡義肢製作所株式会社 9130001045428 車中泊仕様のファクトリー・カーで、出張インソール即売会！

3117 京都府 スーパーいけもと 対人接触機会減少を図る非接触型レジ導入による感染リスク低減化

3118 京都府 ひらの整骨治療院 「ウィズコロナ」を前提とした店舗移転と非接触医療機器の導入

3119 京都府 ダンスとボーカル教室 ダンス＆ボーカルレッスンのオンライン化のためのHP制作

3120 京都府 将大鍛刀場 接触・非接触時のコロナ感染予防のための設備拡充

3121 京都府 カナエデザインラボ コロナ感染防止のためのECショップ設立計画

3122 京都府 合同会社エデユキウイ 3130003005055 海外教育機関手続事業

3123 京都府 合同会社Ａｒａｋａｎ 9130003005363 汚れを数値化し清掃品質の向上を図り、感染防御体制を構築

3124 京都府 京都杉村パック株式会社 9130001004937 京都杉村パック株式会社 ホームページ営業ツール化改修事業計画

3125 大阪府 三利特殊鋼株式会社 5120001049706 検査サービス拡販のための非対面中心のプロモーションツール作成

3126 大阪府 ドッグサロン ウインク ペット専用エイジングケア商品のインターネット通信販売

3127 大阪府 おめでたい ターゲットを観光客から地元民に変更するデリバリーシステム構築

3128 大阪府 合同会社Ｍａｒｃａ 4120003010096 瓶ビールの内製化による感染リスクの低減

3129 大阪府 株式会社Ｋａｍｅｋｉｃｈｉ 2120001138395 ポストコロナ時代の安心・安全で安定した販売チャンネルの構築

3130 大阪府 フットサロン リ・ソール 70歳までヒールが履ける足を創るオンライントータルフットケア

3131 大阪府 アコルト コロナ対策によるプリザーブドフラワーのネット販売の広告事業

3132 大阪府 株式会社ブラッシュミュージック 5120001200012 株式会社ブラッシュミュージック

3133 大阪府 株式会社ＤＡＲＵＭＡ 7120001233191 非接触システムの導入でお客様と従業員の接触を減らすお店作り

3134 大阪府 合同会社令和システム 2120003017473 ITツールを用いた個人顧客に向けた非対面ビジネスモデル構築

3135 大阪府 アヤイトラベルエージェンシー web特化の旅行販売とZoomライブツアー

3136 大阪府 たこちゅん 安心で快適な店作りと持ち帰り用たこちゅんグッズ販売計画

3137 大阪府 鉄板焼ガンプ 通販サイトによる自社製品の販路の拡大と広告

3138 大阪府 鋼板商事株式会社 6120001017447 ネットを活用したオリジナル新商品販売とＥＣサイトの導入

3139 大阪府 居酒屋かえりみち 個室化による安心感と高級感を醸成する居酒屋事業の強化

3140 大阪府 有限会社関西易学士協会 8120002030050 オンライン占い・オンラインショップ直接販売ウェブサイト

3141 大阪府 株式会社キッチンカンバセーション 6120901022463 食の学校SDGs動画講座によるオンライン形式事業への転換

3142 大阪府 介 持ち帰り事業開始と作業スペース確保で低感染リスク化を図る

3143 大阪府 株式会社シーキューブ夢ハウス 7120101049884 LINE連携システム導入でのチャット及びオンライン商談の活用

3144 大阪府 貞方税理士事務所 安心安全リモートワーク。従業員のQOLもアップ！

3145 大阪府 ＥＯＰ合同会社 2120003016129 テイクアウト、デリバリー事業による集客拡大とテラス席の設置

3146 大阪府 株式会社オフィスカワサキ 2120901017095 カフェ型デザインリノベーション事業のHP製作事業

3147 大阪府 杓子屋 対人接触機会を減らす店内改装により、ハレの日需要を取り込む

3148 大阪府 ＳＯＢＩブランディング 3Dギャラリーシステム搭載のライフスタイルブランド通販事業

3149 大阪府 ビューティサロンジュエル オンラインによるネイルサロン経営者育成・資格受験者指導事業

3150 大阪府 グリーンエコ建設株式会社 9120101055682 エクステリア商材のネット通販開始で人々の在宅時間を有意義に！
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3151 大阪府 株式会社ムーンカンパニーディレクション 9120001160855 オンラインカウンセリングサイト・物販用ECサイト構築事業

3152 大阪府 バーアンドダイニング ヒマワリ WEB通販事業参入の為のパスタソース製造販売体制の構築

3153 大阪府 サンルージュＰＡＲＴＩＩＩ オンライン接客サービス事業

3154 大阪府 ＨＡＮＡＥ オンライン事業の強化

3155 大阪府 合同会社オフィスくま 2122003000657 自分でできる、足つぼマッサージのオンライン指導事業

3156 大阪府 株式会社さくら環境 8120001198913 非対面型での遺品／家屋整理サービスの開発及び販売促進

3157 大阪府 株式会社未来のコト 5122001031899 ウイルス感染症対策事業

3158 大阪府 合同会社Ｗｏｒｋ Ｗｏｎｄｅｒ 1120003011403 ICT教材導入による感染リスク低減とそのPRによる顧客獲得

3159 大阪府 ＫＨデザイン 印刷サービスと事業オンライン展開による感染拡大防止対策事業

3160 大阪府 ラ・ジュール 関西初の脱毛法！オンラインスクールの為のHP制作と新規集客

3161 大阪府 オオタ食品工業株式会社 3122001017917 冷凍自動販売機を活用した無人販売体制の構築

3162 大阪府 有限会社マイドーイかどや 3120002051209 オンライン決済システムの導入で非対面の事業化による売上拡大

3163 大阪府 有限会社Ｇ・Ｉモータース 1120102011964 オンラインを活用した「非接触による実車確認サービス」の実施

3164 大阪府 有限会社エクスパートナーズ 4120002067328 法人特化型高価格弁当の宅配事業導入と販路拡大

3165 大阪府 株式会社ふるさぽーとＮＥＸＴ 2120101063485 セルフレジで感染防止を徹底し、コンサルからの指導で販路開拓

3166 大阪府 ＤＥ−ＱＵＥＵＥ 非対面型ファッションコンサルティング

3167 大阪府 愛想屋西天満店 安価で新鮮な海鮮を自宅でお酒とともに味わえるテイクアウト販売

3168 大阪府 有限会社松博 9120002004862 アレルギーフリーのモツ鍋の開発とECにおける販売

3169 大阪府 喜禄 喜禄名物「いわしの梅煮」今だからこそご家族皆様でお気軽に。

3170 大阪府 ダンススタジオマンチカン 本格的ストリートダンスオンラインレッスン導入・新感覚動画配信

3171 大阪府 株式会社ＨＧＣ 7120101055197 安心安全なペット用シャンプー企画販売による非対面販路開拓

3172 大阪府 株式会社ＧｒｏｗＬｅｇｉｏｎ 8120001146450 テイクアウト販売と店舗改装・予約システム導入にて売上増加！

3173 大阪府 合同会社イノベイティブ・ブレイクスルー 2120903002459 サービスのオンライン化とネット販売の開始

3174 大阪府 有限会社ＨＡＴＴＯＲＩ 4120002054648 ブランドイメージを踏襲した真珠ショッピングサイト売上挽回事業

3175 大阪府 株式会社ファーストアクション 5120001224903 飲食店を助ける新サービスの提供と業務の効率化

3176 大阪府 トイクス こだわりの低糖質パンを急速凍結機にてオンライン販売する事業

3177 大阪府 大杉製麵 ラーメン店が自動販売機で冷凍商品販売開始にて売上アップ戦略

3178 大阪府 有限会社Ｆｅｅｌ ａｔ Ｅａｓｅ 4140002030374 カフェ＆バーからテイクアウト、デリバリーへの業態転換事業

3179 大阪府 株式会社Ａｄｊｕｓｔ ＨＲ 3120001219590 クラウド型DBによる非対面型労務サービスの提供による販路開拓

3180 大阪府 クッカーニャ 焼きたて本格ピッツァのテイクアウト事業による販売拡大

3181 大阪府 株式会社キャリアナビ 9120001115958 栄養士・調理師に特化した新卒のスカウトサイト構築事業

3182 大阪府 いちやなぎ多鶴バレエ学園 バレエのオンラインによるレッスン・発表会・公演、ネット販売

3183 大阪府 株式会社大阪ハニー 9120001196429 カスタムオーダー非対面販売とリモートワークを実現する菓子店へ

3184 大阪府 Ｌｏｏｐ Ｓｐｏｒｔｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ合同会社 6120903001705 オンラインコーチングサービスのアプリ・システム開発

3185 大阪府 マナビスタ オンラインによる非対面授業とプログラミング教室

3186 大阪府 株式会社光農園 6120101063671 自社HPでハート型イチゴ・スイカの直販強化とポストコロナ対応

3187 大阪府 株式会社大隅自動車商会 7120001049349 オンライン展示会と海外販売展開をスタートして売上拡大を目指す

3188 大阪府 有限会社ビービーエフ 7120102003980 オンライン販売で提供、相撲部屋直伝ちゃんこ鍋！

3189 大阪府 株式会社ＲＡＰｉＳ 6240001051285 化粧品製造もリモート注文で少量からオーダー可能に！

3190 大阪府 なかよし施術院 新サービス「骨盤体操教室」（オンライン決済）で心身健康！

3191 大阪府 株式会社Ｃａｎｖａｓ Ｔｅｒｒａｃｅ 7120001222541 「ママ珈琲」で「forママ」のコーヒーブレイク

3192 大阪府 株式会社うっさんうむさん 9120101053224 ホームページ作成し通販開始配達サービス及び広報強化

3193 大阪府 株式会社ＳＩＣ 2140001089199 月額制経営ノウハウ学習コンテンツのWEBサービス事業

3194 大阪府 福樹園 ＷＥＢ販売やビニールハウス、保冷庫等導入で、接触機会減少

3195 大阪府 株式会社クオーレデザイン 3120001133858 どこでもプロダクトデザイン

3196 大阪府 日野浩志郎、ｇｏａｔ、ＹＰＹ 自宅スタジオの機材整備及び音楽活動のオンライン化

3197 大阪府 株式会社アイールコーポレーション 4120001184727 コロナ禍に最適な抗ウイルス加工済みカードケース等の開発と販売

3198 大阪府 ＲＯＳＳＯ 在宅ワークを助けるルームブラの EC サイト販売を新規展開

3199 大阪府 エヌアクセサリーズ コロナ禍を踏まえたオンライン販売体制の構築

3200 大阪府 梅本 明美 セルフ痩身機械を導入！非接触で売上を上げるエステ事業
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3201 大阪府 株式会社おおきに 4120001211415 おめでとう市場のオンライン進出のためのWEB環境構築

3202 大阪府 山善商事株式会社 7120101053044 宅飲み需要に応える！ 特別な海の幸

3203 大阪府 レットハート 対面接触機会をゼロにするオンラインセミナーシステムの構築

3204 大阪府 キッチンアンドメーカーズ オーダーメイド家具ECサイト立ち上げによる非対面ビジネス展開

3205 大阪府 株式会社太栄 6120001163877 見学・体験・相談すべてがオンライン！安心！放課後デイサービス

3206 大阪府 株式会社ソワップ 1120901044529 完全オンラインで作る月額制ホームページ制作サービス

3207 大阪府 山中エンジニアリング合同会社 2120003017259 無人航空機を使用した新たな点検業務の事業化（ＵＡＶ事業部）

3208 大阪府 居酒屋 繁 宅配及びお持ち帰りを強化！真空パックでいつでもお店の味を！

3209 大阪府 有限会社ケイフーズ 6140002017089 働く女性を応援食卓に彩りを与える居酒屋の EC 事業への挑戦

3210 大阪府 岡本整骨院 安心できる空間と「明確な治療目的」を提供する

3211 大阪府 株式会社桂南禅 8120001076945 スチコン導入によるテイクアウトサービスの充実と認知拡大事業

3212 大阪府 ＧＬｕＣＫ（グラック） 店舗改装によるランチ時間帯の営業スタートとテイクアウト事業

3213 大阪府 株式会社ＭＡＲＶＥＬＯＵＳ 2120001119791 心と身体の健康を提供する非対面型HPの構築

3214 大阪府 箕面カレーアッサン 移動販売でコロナ禍からV字回復！

3215 大阪府 ＫＯＫＯＲＯ WEBを活用した服飾通信販売事業への進出

3216 大阪府 株式会社トリニティー 1122001013455 自社店舗からのライブ配信と企業等への出張配信サービス

3217 大阪府 とむ鍼灸院 感染防止策がどこよりも徹底された鍼灸院をつくります！

3218 大阪府 ｓｉｌｓｉｌ ａｒｔ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ HP作成による新規顧客獲得とオンライン決済導入で信頼関係構築

3219 大阪府 株式会社マッシーズトラベルサービス 4120001129681 国内・海外の自治体の特産品のECサイト構築で販路拡大を目指す

3220 大阪府 株式会社Ｇｏｅｎ 9120001217564 VR・ARを活用した不動産・建設工事特化型WEBシステム構築

3221 大阪府 大阪ブレード株式会社 3122001029160 営業のオンライン化で町工場の技術力を医療機器メーカーに訴求

3222 大阪府 Ｔｒｕｅ Ｓｐａｃｅ Ｏｆｆｉｃｅ 「生きる力」を育む、オンライン新サービスの開発と販路開拓

3223 大阪府 工房クラフトユミ Web上での商品販売、顧客へのホームページの紹介と感染対策

3224 大阪府 チョークアートサンチャイルド オンラインを通じてより多くの方にチョークアートの魅力を伝える

3225 大阪府 株式会社フェニックス 7120101006290 飲食×小売のノウハウを活かすEC販売事業

3226 大阪府 特定非営利活動法人メディカル指南車 4120005011745 オンラインを利用した販路開拓および新規個人顧客の獲得

3227 大阪府 株式会社ｃｌａｓｉｃａｌ−ｈｏｍｅ 6122001029868 ホームページ刷新によるWeb内見など非対面営業への転換

3228 大阪府 株式会社ミタカ 5120101022389 無人入館を可能とする券売機非対面化工事及び来館促進事業

3229 大阪府 有限会社三登 9120102027012 ウェブセミナーを活用したCO2排出削減新製品の販路拡大

3230 大阪府 クー WEBを活用した通信販売事業への転換

3231 大阪府 株式会社フェローシップ 8120001197717 学びも交流もオンラインで。専用サイトで保育士を応援！

3232 大阪府 ＪＡＣＫ ＢＡＳＥ株式会社 8140001114835 店内スイーツやギフトを自動販売機にて販売

3233 大阪府 ダンスアート・エモーション オンラインツールを活用し、新たな軸を確立。事業拡大を目指す

3234 大阪府 株式会社リーガルリサーチ＆コンサルティング 6120001226221 非対面型の情報漏えい対策及び検査をするビジネスモデルの構築

3235 大阪府 ヒーリングエステミラクル イベント型から対人接触機会の少ない個室型エステへの転換

3236 大阪府 すし処 智 内食市場参入の為の出前と持ち帰り専用ECサイト作成

3237 大阪府 株式会社ゼスト・コーポレーション 3120001173292 こだわり焼肉セットのインターネット通信販売

3238 大阪府 ラ・トランピスタ 季節のフルーツを使った酵素シロップ等のインターネット通信販売

3239 大阪府 株式会社ＨＲＴ 3120001199825 オンラインでの「自宅セルフケア」レッスンの提供による販路拡大

3240 大阪府 たいよう株式会社 6120101052261 多職種専門性の強みを活かし高齢者の転倒や誤嚥性肺炎を予防

3241 大阪府 合同会社望月 6120003019747 テイクアウト及びデリバリー、レンタルルームサービスの開始

3242 大阪府 ＤＯＬＣＥ１０４ コロナ禍をチャンスに変えるレンタル、シェア販売サイトの開設

3243 大阪府 株式会社Ｚｏｏｍ Ｉｎ 9120001239245 オンライン商談環境構築及び SNS 広告による顧客獲得取組等

3244 大阪府 まぐろやフードサービス株式会社 6120001129110 令和のＯＭＩＹＡ「まぐろやのまぐろカツサンド」商品化大作戦

3245 大阪府 株式会社Ｗ＆Ｂ 1040001088138 独自特許のオリジナルセルフケア商材のEC販売による売上拡大

3246 大阪府 株式会社ＡＱＵＡＲＩＺＥ 9120001122582 オンラインセミナーを活用したリハビリテーション技術の普及活動

3247 大阪府 辛口Ｌａｂ． 府外のお客様からも支持される辛口カレーを通信販売し販路拡大

3248 大阪府 海鮮丼の駅前 心斎橋店 自社WEBサイトによる集客と海鮮丼デリバリー

3249 大阪府 春日井施術院 オンラインでの体操指導等を行うためのシステム構築

3250 大阪府 モヒート７バー 通販で本場キューバのモヒートと料理を提供する仕組み作り
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3251 大阪府 有限会社ルネサンス 1120102026839 ホームページ新規作成による新たな販売方法の取り組み

3252 大阪府 一ツ松塗装店株式会社 8120101062911 塗装業の非接触オンライン化とＷＥＢ構築で新規客獲得

3253 大阪府 フェルナ HP活用した接触時間短縮と美容室専用ヘアケア商品の非対面販売

3254 大阪府 ロア ECサイト機能を持った店舗ホームページの作成

3255 大阪府 株式会社プラスワン 1120001169887 大阪では先駆け、スペース活用のマッチングシステムの構築と運営

3256 大阪府 権左衛門（ゴンザエモン） 露店からキッチンカーの活用による非対面ビジネスモデルへの転換

3257 大阪府 サニーフードデザイン 店舗改装によるオンライン料理教室開催、並びにECサイト運営

3258 大阪府 株式会社リンクス 5120001140043 珪素の魅力を全国に発信！ECサイトでBtoC販売強化

3259 大阪府 株式会社アリス 9122001027191 インターネットを利用した集客、応対システムの構築

3260 大阪府 ＵＮＩＱＵＥ ＳＰＯＯＮ株式会社 3120001232206 商品のweb販売事業注力による販路拡大と売上増加計画

3261 大阪府 合同会社ｆａｃｔｒｕｔｈ ｌａｂ 8120903003328 ネットショップ活用で自社ブランドの認知と販売アップ事業

3262 大阪府 株式会社ネオプラス 9120001202260 ネットて゛完結テ゛リハ゛リー専門店用厨房機器まるこ゛とリース

3263 大阪府 株式会社ペイフォワード 6120901041075 「フットケア教室」のネット配信による当社ソックスの新市場開拓

3264 大阪府 株式会社ＴＲＵＳＴ 8120001196537 業界初、SNSでの症状別発信と広告により非対面での顧客獲得

3265 大阪府 株式会社さかもと 9120101034166 「本格焼肉・しゃぶしゃぶをご家庭で」テイクアウト販路拡大事業

3266 大阪府 フリーダムハウス 蓬餅の冷凍通販用の厨房設備及び改装により接客なしの集客獲得

3267 大阪府 おにぎり屋 お米マイスターセレクトのお米でつくるテイクアウトおにぎり屋

3268 大阪府 ブレス・ヘア・デザイン 美容室内における非接触型美顔事業

3269 大阪府 合同会社Ｌａｕｇｈ 1120003009926 リハガクオンライン（作業療法士向けのオンライン学習サービス）

3270 大阪府 株式会社グランソレイユ 6120901031885 非対面でファンやリピーターを獲得するためのラインシステム構築

3271 大阪府 株式会社ミヤテック 6120001189781 Webチャットシステムの導入とHP更新による非対面営業の開始

3272 大阪府 株式会社ナガト 8120001150238 空き店舗で健活！サブリースによるレンタルスタジオの運営

3273 大阪府 森田大輔 非接触のためのSDGs関連サービスオンライン化と広報手段強化

3274 大阪府 イーアクシスプロデュース株式会社 1120001142836 WEBチャットシステムの活用による商談のオンライン化事業

3275 大阪府 株式会社田倉工具製作所 1120001045221 ATC用見積もりシステム導入とHPリニューアルによる広報

3276 大阪府 株式会社ハヤシ技建 6120101037411 人工芝セットのネット通販を強化し新たな売上確保を実現する

3277 大阪府 ベクヴェーム オンラインコーチングと施術を融合した、新ダイエットプログラム

3278 大阪府 株式会社ユニバーサルシステム 9120001152150 コロナ特需の商品を販売するためのECサイトで売上向上を図る

3279 大阪府 株式会社ＮＩＣＯ・Ｊａｐａｎ 3120001193233 コロナ後の売上回復へ繋がる、越境ECサイト構築事業

3280 大阪府 ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ Ｒ ネットサロンとオンラインスクールで顧客獲得し売上向上する事業

3281 大阪府 有限会社パワーエンハンスメント 2120002066843 非対面型商品「オンラインサロンの運営マニュアル」の新規開発

3282 大阪府 串仁和 テイクアウトとお弁当でお家ごはん

3283 大阪府 株式会社アンカー 6120001226295 ホームページの構築と五感を楽しむ動画作成、SNSでの販路開拓

3284 大阪府 株式会社アオキ 8122001000125 非接触オンライン展示会及びECサイト構築で対コロナ分野へ進出

3285 大阪府 株式会社ルイスコーポレーション 2120001109792 シニア層獲得に向けた映画鑑賞サービスの利便性向上と販路開拓

3286 大阪府 ｋｉｃｈｉ オンライン予約システムの構築でウィッグの販路を獲得！

3287 大阪府 ＣＹＫ 健康増進の為のオンラインサービス

3288 大阪府 株式会社ケーエイチプラス 4140001104781 テイクアウト・デリバリー専門店の出店事業

3289 大阪府 コマツナ オンライン無料相談の実施による集客力の強化

3290 大阪府 株式会社ＤＣＴ ｇａｔｅ 6120001218004 ラーメン店のテイクアウト商材としての餃子の製造販売

3291 大阪府 ベルロジック株式会社 7120001154009 アフターコロナに向けた、オンライン経営コンサルティング事業

3292 大阪府 株式会社シャイン・フードファクトリー 7120001224736 コロナ禍におけるテイクアウト・配達サービス等による売上の拡大

3293 大阪府 株式会社雨風 5120101000452 自社製品を非対面で販売するための環境構築

3294 大阪府 株式会社ヴェリテ 3120001219137 テイクアウト実施による接触機会減少と売上アップ図る！

3295 大阪府 串揚げ 繁 おばんざい テイクアウトによる新規顧客獲得と売上増を目指す

3296 大阪府 ワインとオマール海老の店 ＵＯＭＯ システム導入でお客様が安心できる環境作りと非接触接客の開始

3297 大阪府 トータルビューティーサロンナナ セルフ脱毛機器の導入＆オンラインでの痩身美容レッスンの開講

3298 大阪府 株式会社ブレットジャパン 7120901029598 古材専門ECサイトの構築およびオンライン見積り相談

3299 大阪府 アイナロハ＆ウェディング 子供の成⾧を家でおしゃれに記録するキッズグッズのレンタル事業

3300 大阪府 株式会社Ｍａｓｔｅｒʼｄ 2120001163567 「ヤバイサブスクパソコン」EC開設で非対面ビジネスを全国拡大
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3301 大阪府 男髪 新規ネット販売開始とリモート整髪アドバイス・髪のメンテナンス

3302 大阪府 株式会社エサゥンス 6120001004866 ＨＰ再構築、販促ツール導入に伴う非対面営業・雇用促進の実現

3303 大阪府 株式会社カラーズキッズ 4120001178258 保護者に喜びをお届けする、園児の様子のオンライン配信事業

3304 大阪府 北浜中央法律事務所 パラダイムシフトとweb活用の必要性！

3305 大阪府 株式会社ノブカンパニー 5120901027117 オンラインショールーム構築による新たな商談スタイルの確立

3306 大阪府 株式会社ｅｎｎ 1120901040569 非対面営業を推進する自社製品・サービス紹介用のWEBサイト制

3307 大阪府 リーフマッサージ治療院 豊中店 マッサージを身近に手軽に、非接触型コイン式チェアの導入

3308 大阪府 株式会社チーム・ラボ 9120101059898 ＩＴ活用による予防医学支援の事業構築と開拓営業のオンライン化

3309 大阪府 有限会社德永興産 8120002060221 オンライン結婚相談所開設でコロナ禍でも出会いの機会を提供

3310 大阪府 Ｃｈｅｒｉ 非対面販売の為のオンラインツールの導入

3311 大阪府 株式会社カーズネット 5120901030483 中古車のTV電話買取と用品のネット販売による売上向上事業

3312 大阪府 株式会社ティルモ 5120901031829 新規顧客獲得を狙う小学生向けオンラインプログラミング事業

3313 大阪府 有限会社ふとんのかわい 5120102025523 セミオーダー・リフォームの組み合わせサービスのEC展開

3314 大阪府 ことのはプラス オンラインスクール型の養成講座コンテンツの開発と販売

3315 大阪府 カラーココロジー研究所 色彩心理自力健康生活オンラインサポートプログラムの導入と宣伝

3316 大阪府 株式会社すごい組織 7120001236764 ホームページ制作による非対面型ビジネスモデルの導入

3317 大阪府 株式会社なんくるないさ 9120901036205 「探偵スクール事業」への新規参入によるオンライン事業の構築

3318 大阪府 大松総合事務所株式会社 2120001138255 宿泊予約システム機能を備えた自社ホームページ構築

3319 大阪府 昭和産業株式会社 7120901020549 ITを駆使した非対面営業体制構築プロジェクト

3320 大阪府 ＷＩＮＥ ＲＯＯＭ ＰＩＮ 肉厚な加古川カツサンドをテイクアウト販売できるシステム作り

3321 大阪府 赤坂金型彫刻所 オンライン展示会とクラファンで金属削出アクセサリーを海外販売

3322 大阪府 エムズ・ビルド 360度カメラと見積がとれるHPで可視化し売上UP

3323 大阪府 カミノート AFTERコロナでの高齢者や家族連れに安心・安全な店づくり

3324 大阪府 心楽株式会社 4120001194692 ＶＲを活用した新世代エステマシン導入でエステ事業の売上アップ

3325 大阪府 炭火焼鳥Ｄｉｎｉｎｇ晴レル屋 本格炭火焼き商品テイクアウト販売による販路開拓事業

3326 大阪府 ＣＣＣ Ｃｈａｎｎｎａｎａ Ｃｒｅａｔｉｖｅ オンラインスクール予約システム８５万オンラインスクールのLP

3327 大阪府 株式会社ネクストデリバリー 2120001218362 カタログ活用。新たな販路開拓を目指す弁当販売仲介事業。

3328 大阪府 株式会社あたりまえ 2120001227322 ドライブスルーができる八百屋の展開支援

3329 大阪府 矢頭友美 WEBメイクレッスン動画サービスによる非接触での売上向上

3330 大阪府 ＡｍｕｓｅｍｅｎｔＢａｒ Ｋ−ｓｔｙｌｅ ECサイト機能の付いたＨＰを構築しオンライン飲み会の実施

3331 大阪府 すし居酒屋しんご テイクアウト・デリバリーを実施して職人の握る寿司をご家庭で！

3332 大阪府 ピース鍼灸接骨院 非接触型健康予防サービスの展開による新規顧客開拓

3333 大阪府 あじさい フォト用ブーケのオンライン販売用ECサイト制

3334 大阪府 株式会社飛鳥座 7120001237135 オリジナルブランド「飛鳥座牛」等のインターネット通信販売

3335 大阪府 株式会社雄建 9120101062258 個人向け外構工事の開始と非対面での販路開拓

3336 大阪府 クロコアンドカンパニー合同会社 4120003018536 オンライン展示会出展による新規顧客開拓と一元管理システム開発

3337 大阪府 株式会社Ｓｕｎ Ｇｒｏｗｉｎｇ 6120001221602 一元管理ツール導入による事業効率化及び三密回避対策実施

3338 大阪府 株式会社メガネのセンリ 9120001013815 稀少サングラスのECサイト構築による情報発信及び販路開拓

3339 大阪府 ラッキーヨガ オンラインヨガ講座と修了生のためのコミュニティサロン運営

3340 大阪府 株式会社清和建設 3120001108224 不動産の売却相談をオンラインで対応して生産性アップ

3341 大阪府 有限会社サプリメント 4122002006083 オンライン相談システム導入

3342 大阪府 個別指導学院ヒーローズ大野芝校 オンラインによる非対面授業とそろばん教室の取り組み

3343 大阪府 株式会社ＩＯ．Ｓｔｒｕｔ 5120001185947 広告のプロが教える[LP制作×広告運用]セミナーの開催

3344 大阪府 特定非営利活動法人まち・すまいづくり 2120005009048 ECで小規模店の支援も兼ねる『うえまち』ポータルサイトを新設

3345 大阪府 河内山本ヨガ オンラインヨガ教室の構築及び販路開拓

3346 大阪府 株式会社トーハク 4120001003886 プリントを通じて届ける価値の非接触販売に向けた体制整備

3347 大阪府 居酒屋大人のホルモン十三店 テイクアウトシステム導入で事前注文可能な弁当事業

3348 大阪府 福井工務店 新ビジネス「家具のオンライン販売」による販路拡大事業

3349 大阪府 株式会社大阪デジタル広告社 9120001122491 「身近な広告屋さん」へ！販路開拓のためのECサイト開設

3350 大阪府 株式会社セル・カンパニー 9120001177627 非接触型フォトスクールとギャラリースペースの新規販路拡大
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3351 大阪府 株式会社Ｓｈｉｎｉｎｇ ｆｕｔｕｒｅ ｓｅｅｄｓ． 3120001227486 E Cサイトで物販とスクールの非対面・非接触の大阪一のサロン

3352 大阪府 新日本鉱業株式会社 8120001229008 ネットを駆使し、対面なく世界中のレアメタルを取引する

3353 大阪府 株式会社企業サービス 6120001062658 オンラインで完結。非対面で実現する人材採用の補完システム。

3354 大阪府 株式会社ビー・アライブ 7120001163703 遺品整理のオンライン相談とEC販売事業

3355 大阪府 岡田枝里行政書士事務所 ＷＥＢシステム構築による在日外国人の帰化・永住申請の販路開拓

3356 大阪府 有限会社三陽美術 9120102014200 オンライン商談搭載ECサイトによる非対面型印刷通販事業

3357 大阪府 株式会社ＬＯＷＡ ＨＤ 6120001228176 DXを用いた営業の成功体験を与えるオンラインコンサル

3358 大阪府 株式会社国宝 5122001029448 オンライン集客による非対面型営業の確立

3359 大阪府 角野晒染株式会社 9120101002305 D２C化に向けたECサイトの再構築事業

3360 大阪府 有限会社啓学館 2120102001502 オンライン授業をITとチラシでPR！

3361 大阪府 ＭＭＩＴＹ株式会社 9122001034535 組立式「フィギュアケース」PR用WEBページと動画作成

3362 大阪府 能正建築事務所 サイト構築（非対面用）による対人接触機会の減少と業務効率化

3363 大阪府 株式会社バランス 5120001163102 DIY流行をとらえた屋根補修キットのインターネット販売

3364 大阪府 Ａｂｉｌｉｔｙ 非接触型のオンライン講座開講で新規販路と売上向上を目指す事業

3365 大阪府 株式会社ｈａｒｐｓｔａｒ 2120001212547 厳選した食品のみを取り扱うECストア「HSセレクト」の公開

3366 大阪府 イングリッシュガーデン コンテスト受賞デザイナーのオンライン化、森イベントや英国庭園

3367 大阪府 ハッピー 自社販売サイトによるコーヒーの販売

3368 大阪府 みゆき美容室 自動シャンプー台設置による、施術の非対面化と新サービスの展開

3369 大阪府 株式会社武田晒工場 4120101004909 武田晒工場 ネットショップ開設

3370 大阪府 ＴＲＥＥ ＰＩＥＣＥ 発育毛事業の新規取組に伴う新たな顧客層の獲得

3371 大阪府 おおはら整骨院 ⾧い診療待ち時間をなくす！感染防止のための予約システム活用

3372 大阪府 株式会社蛸一フーズ 5120001149654 冷凍たこ焼きのネットショップ販売による販路拡大

3373 大阪府 トゥルーパーズ Life Size Portrait「then」

3374 大阪府 スマホスクールＷｉｔｈ 初心者でも安心！オンライン完結型スマホサポートシステム

3375 大阪府 えびす家 メンズ・キッズに向けて新カテゴリーを強化したECサイトの構築

3376 大阪府 ベースメント パンの自家製化と自店デリバリー化。ECサイトで売上アップ事業

3377 大阪府 えぬぷらす一級建築士事務所 ホームページの全面的変更による非接触型営業への取組み推進

3378 大阪府 株式会社ｆｉｌｅｒ 8120001210487 独自アプリ導入と国際脳内ヒーリングを活用した自宅でヘッドスパ

3379 大阪府 大豊住宅株式会社 3122001021043 物件売買HP構築とオンライン商談による物件取得で売上を回復

3380 大阪府 株式会社アドワン 8120101031453 【事業者名】補助事業名

3381 大阪府 株式会社まるしげフーズライフ 3120001154912 黒酢専門卸売会社の自社サイト構築による販路開拓

3382 大阪府 ＭｏｒｅＭｉｎｄ進学塾 Withコロナを見据えた新しい学習塾スタイル、双方向授業配信

3383 大阪府 株式会社エターナル・ルーナ 9120001217465 コロナ対応！オンライン×新美容整体サービス導入による販路開拓

3384 大阪府 ＴＳＴジャパン株式会社 4120001231157 オンライン展示会とオンラインデモでの開発効率アップと顧客開拓

3385 大阪府 株式会社スリートレジャー 4120901029907 自社商品の企画販売と自社サイトを用いた販路拡大事業

3386 大阪府 株式会社ＧＯＡＴ 1120001215906 低感染リスク型スタジオスペースの新設

3387 大阪府 ルディック 完全非対面型！オンラインでのインテリアコーディネート事業

3388 大阪府 安田行政書士事務所 スモールＭ＆Ａに特化したよろず相談室事業

3389 大阪府 Ｐａｎａｃｅａ株式会社 3120001238384 自宅でも出来るヘアケア、スパ商品の EC サイト構築

3390 大阪府 株式会社ＬＡＳＴ ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ 4120001231090 中古高級車の個人間売買における、マッチング仲介サイトの提供

3391 大阪府 株式会社コトフレ 4120001228046 オンラインパソコン教室「コトレッスン」強化とEC サイト構築

3392 大阪府 Ｗｏｗｍｅｎ 自社ECサイト制作と広告活動によるオリジナル浴衣の販売

3393 大阪府 株式会社ノーブデンス 5120001231395 チャットボットシステム導入によるオンライン営業の取組

3394 大阪府 ノースヒルズ溶接工業株式会社 6122001029075 切削加工内製化における顧客開拓と広告宣伝のインターネット活用

3395 大阪府 アンディ 新フィットネス「エアリアルヨガ」のオンラインレッスン

3396 大阪府 有限会社うお義 8120102022930 ＩＴを活用し当店の懐石、コロナ低感染、岸和田の経済振興を実現

3397 大阪府 牛王 杭全店 デリバリーとテイクアウト強化の為の設備投資と広告

3398 大阪府 井澤佐知子 非対面事業を発信するための動画付きホームページ制作

3399 大阪府 株式会社ティーズクリエイト 9120001210668 非対面非接触での水回り工事の商談システムの構築事業

3400 大阪府 脇坂鋼管株式会社 1120001004565 発注機能を持たせたＨＰ作成により新規受注と業務効率化を図る
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3401 大阪府 相生株式会社 5120001188710 ホームページとダイレクトメールを融合した新規事業のPR

3402 大阪府 株式会社エクレの風 9120001128142 オンラインカウンセリング＆サプリ販売を行うアプリの構築

3403 大阪府 株式会社ライクプログレス 2120001203133 非対面型営業戦略

3404 大阪府 ＢＡＲ ＰＯＮＹ HP、ユーチューブを利用したカクテル等のテイクアウト

3405 大阪府 株式会社中華たけ亭 6120001233688 お客様に取りに来てもらう中華持ち帰りシステムによる売上拡大

3406 大阪府 やさしいスイーツ工房 ドゥサール 高品位な映像を掲載したホームページ作製によるネット洋菓子販売

3407 大阪府 株式会社大輝企画 6122001027145 WEBサービスを活用した商品企画及び予約機能付きHPの導入

3408 大阪府 株式会社Ｓｔ．Ｒ＆Ｋ 1120001231762 店内商品をネットで販売するためのEＣサイト構築

3409 大阪府 株式会社ＮＫカンパニー 8120001202690 セルフレジ化における新型コロナ感染防止対策（対人非接触）

3410 大阪府 居酒屋かよい キャシュレス決済とテイクアウトとデリバリー等で売上大幅増

3411 大阪府 株式会社ＭＧＷｅｓｔ 4120101030070 熟成ハラミ等居酒屋メニューの持ち帰り・デリバリーの拡大と強化

3412 大阪府 Ｓｕｎ Ｓａｒａ オリジナル化粧品販売でＥＣサイトへ進出！売上アップ！

3413 大阪府 パーソナルスタジオナイア リモート型体質改善トレーニングサービスによる顧客獲得事業

3414 大阪府 セットサロンエース ヘアアクセサリーの作成、撮影、ネット販売。宣伝

3415 大阪府 株式会社ＴＲＯＩＳ ＦＬＥＣＨＥＳ 3120001181312 差別化したプチ贅沢なテイクアウト販売促進による売上回復

3416 大阪府 エアー・アーキテクツ 「３Dキャドによる、遠方・遠隔設計」

3417 大阪府 ＰＡＬ ＰＡＬ 「映える」写真でご提案！ECサイトを活用した非対面型洋服販売

3418 大阪府 株式会社ＵＦＧ 4120001189643 加速するECサイト広告展開を誰でも簡単に可能にするサイト制作

3419 大阪府 宮川芳文堂 オリジナル和雑貨のブランド化と自社オンラインショップの開設

3420 大阪府 ＰＯＳＴ インターネット販売の商品開発・自動珈琲焙煎機の購入及び設置

3421 大阪府 株式会社マッチングイノベーション 4120001230976 オンラインシステム導入による面談時の接触機

3422 大阪府 株式会社メビウス 3120001186278 オンラインでの車のパーツ選定に特化したサポート事業

3423 大阪府 株式会社ＭｅｄｉａＸ 3120001232569 解体工事オンライン契約の仲介サービス実施による売上獲得作戦

3424 大阪府 株式会社コイノス 8120001203722 廃業・移転の片付け、生前整理などで買取をした中古品のＥＣ販売

3425 大阪府 ｎａｔｕｒａｌ ｄｉｎｉｎｇ ｃａｆｅ Ｍｏｄｅ 家庭では味わえないこだわり食材料理のテイクアウトシステム

3426 大阪府 スタックインベストメント株式会社 7120001226732 不動産投資対象物件オンライン内覧用webシステム導入

3427 大阪府 ｔｅｎｎｙ ｔｅｎｎｙ 新設備導入で作業効率アップ！ヘルシー弁当を自宅で、職場で！

3428 大阪府 ＳＭＣ−Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 日本中の集客を助けるオンライン交流会による非対面型事業

3429 大阪府 Ｈａｐｓ ツール活用で課題克服。コロナ禍を生き延び、更なる成⾧へ！

3430 大阪府 サンク Zoomによる撮影中の様子をライブでご覧いただけるサービス

3431 大阪府 株式会社リーブルホーム 5120101055439 コーポレートサイトをリニューアル・販促物運用で非対面集客

3432 大阪府 株式会社日本技術開発センター 2120001094399 自社WEBサイト改修による対面接触機会減少と売上回復

3433 大阪府 ＩＮＧ ｏｆｆｉｃｅ ＫＯＨ ホームページやオンライン通話を活用した非対面サービス拡充事業

3434 大阪府 のずえ・アートプレイス エンターテイメントが楽しめるキッチンカー

3435 大阪府 Ｂｏｄｙｔａｋｓ Ｒ＆Ｄ オンライン予約決済システムの構築

3436 大阪府 有限会社ＨＥＡＶＥＮ ＧＯＤ 8130002020166 人気ラーメン屋の売り上げ低下を救う非対面型ビジネス構築事業

3437 大阪府 Ｌａｕｌｅａ ECサイト・YouTube活用で自宅で美容を可能に

3438 大阪府 ムービーズドットジェーピー 映像制作オンライン講座による非対面での売り上げ向上事業

3439 大阪府 合同会社ＣＯＲＥ ＥＩＮ 6010603005389 レンタル倉庫事業の認知向上を目的としたHP活用と集客強化施策

3440 大阪府 カウンセリングルームあしたの ヤングケアラーのための完全非対面カウンセリング事業

3441 大阪府 株式会社アイ・シード 1120001225145 テレワーク推進のシステム導入によるコールセンター事業の拡大

3442 大阪府 ワイズテレコム株式会社 7120001162655 オンライン商談の実現による新たな営業スタイルの確立

3443 大阪府 株式会社未来エステ研究所 6120001119904 株式会社未来エステ研究所

3444 大阪府 株式会社クリーンテックサービス 3120001141935 新しい集客チャネルの構築とWEBによる付帯サービスの周知

3445 大阪府 ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＰＯＷＥＲ． 非対面型接客 自己で行える簡易メンテナンス動画配信サービス

3446 大阪府 セールスバンク株式会社 4010001208892 Chatbot導入等を通じた顧客対応の非対面化・自動化の実現

3447 大阪府 企て家 マッチング事業と営業スキル提供のオンライン化

3448 大阪府 株式会社ＨＵＲＥＣ 9120001237389 公式ウェブサイトの制作及び、体験会用商品紹介動画の制作

3449 大阪府 メゾンインコ テイクアウト/デリバリー売上増加とそれによる店内飲食への集客

3450 大阪府 株式会社ｆａｎｆａｒｅ 1120001238972 働く人生を豊かにするオンライン相談付きキャリア手帳
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3451 大阪府 岡村音楽教室 自宅で学べるオンラインレッスンの構築

3452 大阪府 株式会社ＷＯＲＬＤ ＧＲＯＵＰ 4120001176212 オンライン見積システムを活用した仮設足場事業の新展開

3453 大阪府 特定非営利活動法人信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会 3120905002927 オンライン窓口で工務店と住民の架け橋に！住まいのお悩み解決

3454 大阪府 株式会社吉田商店枕工場 3120101025889 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

3455 大阪府 舘 和男 対人接触機会を最小化するテコンドーパーソナルスクールの開設

3456 大阪府 株式会社Ｎｅｗ Ｔｅｃｈ 7120001220124 ＥＣサイト構築による通販実施で売上・利益アップ

3457 大阪府 株式会社プリンスゴルフ 2120001070045 オンラインでの商談や相談の実施・会員券専用EC サイトの構築

3458 大阪府 合同会社ＩＴ Ｒｅ−Ｌｉｆｅ 6120003019945 小規模事業者向けＰＣメンテナンス＆修理サービスへの参入と宣伝

3459 大阪府 株式会社センターモバイル 9120001229543 インターネット販売で新たな販路による新規顧客獲得を図る

3460 大阪府 いにしえ屋 非対面で新規営業活動。オンライン商談で販路拡大

3461 大阪府 スキップ 足つぼマッサージ・オンラインスクール開講に伴う広告活動

3462 大阪府 株式会社クラウド・コム 8120001189004 HP作成による非対面型サービスの提供とSNSによる販路開拓！

3463 大阪府 あっけら缶 BARの昼間時間を活用する非接触型セルフメンズ脱毛エステ開業

3464 大阪府 株式会社Ｈоｗ ｔо Ｕｓｅ 6120003015696 クラウドメモアプリ関連商品専用販売サイトと広告動画の作成

3465 大阪府 バートマンロー 革製品のフルオーダーメイド注文機能付WEBサイト構築

3466 大阪府 株式会社南南西 3122001022909 コロナでも安心、自宅美容・セルフエステ事業

3467 大阪府 ＩＰＩＴ株式会社 6120001226790 みんなでクラウドファンディングPR用Webページと動画作成

3468 大阪府 株式会社今村ホームサービス 8120001213630 自社EＣサイトの構築とＳＮＳ広告による商品の販路拡大

3469 大阪府 サポール株式会社 3120001233294 オンライン相談・内見ができるホームページの開発

3470 大阪府 ワントゥルー オンラインで体質改善・ひとつの真実（One true）

3471 大阪府 株式会社笑楽日 8011001118319 ECサイトによる高級レトルトカレーの一般消費者への販路拡大

3472 大阪府 古山会計事務所 完全非対面で対応できる次世代税理士

3473 大阪府 佐々木愛 オンラインスクールを販売するための会員制サイト制作

3474 大阪府 株式会社ＦａｓｔＬｉｎｋ 1120001232488 ECサイトを通じた末端顧客とのダイレクトコミュニケーション

3475 大阪府 株式会社ＳＦＫエンジニアリング 7120001200514 受注生産オーダーWEBシステムの構築

3476 大阪府 １０３１プロデユース合同会社 1120003014918 対面型営業活動から非接触型営業への取組み

3477 大阪府 ＭＵＲＲＥＮ ＰＯＲＴ イベントグッズのコーディネート提案型インターネット通信販売

3478 大阪府 合同会社ＨＡＫＡＭｉｉ 9120003015925 幅広い人脈による完全オンライン交流会事業

3479 大阪府 ＡＲＩＡ司法書士事務所 ソフトウェア導入と自社サイトで非対面ビジネスモデル確立

3480 大阪府 株式会社ＮＥＷ ＰＡＲＫ ＰＲＯＪＥＣＴ 2120001235300 マッチング型予約システムの構築とオンラインスクールの新規運営

3481 大阪府 株式会社山金 3120101007458 非接触式レンタカーサービスで観光客に安心な交通手段を

3482 大阪府 ＫＵＭＡピアノ教室 学びを止めない、個人ピアノ教室のための感染対策事業

3483 大阪府 三成化工株式会社 6120001014997 ホームページのリニューアル

3484 大阪府 文岩 龍郎 ＢＰＯサービスの積極展開でコロナ感染者を低減

3485 大阪府 株式会社ＨＹ Ｊａｐａｎ 5120901044806 自分自身で最高の美を実感できる「髪を切らないサロン」

3486 大阪府 株式会社ＰＧＳ 1120001169400 集客・内見・入居申込が全て非対面対応のオンライン契約システム

3487 大阪府 キコ 飛沫リスクを極限まで無くした安心安全の美容室作りで経営再建

3488 大阪府 株式会社シレーヌ・ジャパン 6120901042528 働く女性向け新フィットネスサービスの非対面販促事業

3489 大阪府 株式会社ＬｉｆｅＡＣＴ 1120901042706 非対面型セールスプランニングの提供！

3490 大阪府 ルーキールイーズ ECサイト導入ステップアッププロジェクト

3491 大阪府 株式会社後藤田工業 2120001190603 ＤＸツール導入によるポストコロナ時代の非対面型人材採用の促進

3492 大阪府 株式会社Ｐｓ ＬＩＮＫ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 8122001033521 地域の生徒の学習場に！HP制作とSNS運用で集客拡大

3493 大阪府 ＹＯＫＵ株式会社 5120001230315 ハワイで人気のスイーツ、ウベを日本で展開するための仕組み作り

3494 大阪府 株式会社松樹園 6120901019641 オリジナル製品の製造直販（D2C)とWEB販売で売上向上事業

3495 大阪府 日の出道場 ウィズコロナに対応したオンライン授業の実施による新規生徒獲得

3496 大阪府 陽だまり鍼灸整骨院 最新治療機器導入による施術時間短縮でのコロナ対策事業

3497 大阪府 ヒトツナギ株式会社 4120001228327 キャリア自律システム『Career Quest』

3498 大阪府 有限会社ＺＯＭＺＯＭ 7180302024342 コロナ禍非対面営業広報活動対応オンライン営業支援システム導入

3499 大阪府 ＳＳ ＡＹＤＥＥＮ ＨＡＬＡＬ株式会社 7120101061385 ＷＥＢ上でのビジネス完結のための各種ツールの新規作成

3500 大阪府 合同会社ファイン・アナリシス 1140003008216 非接触型の現地調査及び調査結果の報告サービス方法の開発
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№ 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3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11月4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。

3501 大阪府 株式会社霧島建設 6122001030041 web商談から見積を一括で行えるHP全面リニューアル

3502 大阪府 スマートスマイル 人と環境にやさしい洗剤のオンライン販売を開始

3503 大阪府 ビブラスタイル いつでもどこでもオシャレを楽しもう!オンライン講座展開事業

3504 大阪府 株式会社アイホーム 9122001030658 自社製品の開発並びに自社ホームページ開設によるネット販売事業

3505 大阪府 竹村裕司 動画制作専門ラーニング・素材サイト「mov.lab」

3506 大阪府 プライベートサロン青い月 痩身の強い味方「インディバ」でコロナ太り問題を解消！

3507 大阪府 モミジョアジム 「オンラインパーソナルジム」サイトの構築

3508 大阪府 福家 オンライン見積システム導入による受注数アップ

3509 大阪府 玄三 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

3510 大阪府 株式会社Ｏｎｅ Ｓｏａｒｓ 2120901043876 非対面商談方法の獲得と業務の効率化

3511 大阪府 ＭＭ＆Ｉコンサルティング 安心・安全な接客体制の確立とオンラインコンテンツの充実

3512 大阪府 株式会社ホリーズボタン 4120101030426 デザイン会社のオリジナル焙煎珈琲EC構築販売で非対面事業展開

3513 大阪府 株式会社タフ建築スタジオ 8120001237241 3次元BIMでどこでも設計、安心高効率の遠隔プレゼン打合せ

3514 大阪府 株式会社オンワード不動産 5120001196242 クロスメディア戦略

3515 大阪府 ゲストハウス 古民家 和 ＷＥＢ上での宿泊予約＆移動販売商談予約システムの構築

3516 大阪府 ぺクトデザイン 写真のレタッチサービスのホームページ作成と広告

3517 大阪府 ぺんぎんＫＩＴＣＨＥＮ 非接触を考慮したキッチンカー購入による新販路開拓

3518 大阪府 株式会社アグレ 7120001144876 化粧品の開発・販売

3519 大阪府 にしもり整骨治療院 セルフ脱毛サービスの新規開発による業務効率化と新規顧客の獲得

3520 大阪府 株式会社オーギュストケクレ 8120001238495 アンダーウェア事業のオンライン経由での展開による販路開拓事業

3521 大阪府 Ｒｏｓｅ Ｇａｒｄｅｎ コロナ感染低リスクのキッチンカーでのスィーツ販売

3522 大阪府 株式会社クリエイティブプラン 2120001168120 中古機械のマッチングサイトの運営

3523 大阪府 居酒屋ケンちゃん テイクアウトのオンライン事前注文による居酒屋営業の継続計画

3524 大阪府 株式会社Ｓａｌｅｓ Ｎａｖｉ 7120001236814 オンライン商談による非対面型コンサルティング事業

3525 大阪府 除菌プロ株式会社 5120001139424 自動見積システムにて非対面で除菌抗菌サービス新規販路開拓事業

3526 大阪府 株式会社カナタトランスポート 3122001030366 八尾市周辺における商店街や個人店と買い物弱者を繋ぐECサイト

3527 大阪府 アロマ＆ヒーリングサロン陽ーＨＩＮＡＴＡー オンラインカウンセリングと予約システム付ホームページの導入

3528 大阪府 春名 雄紀 非接触型！卸商品販売コンサル動画の販売事業

3529 大阪府 ｉｎｔｅｒｉｏｒ Ｍ オンラインによるコーディネーター相談業務の強化

3530 大阪府 あさひリアルティ株式会社 5120001208138 民泊施設向け物件の無人型コインランドリー店舗への転換事業

3531 大阪府 株式会社くすのきメディカルグループ 2120001131912 化粧品製造を求める企業を集客するための新規HP制作

3532 大阪府 サムライセブン株式会社 9120001223125 低価格でお客様のリフォームを！非対面で行う新リフォーム事業

3533 大阪府 株式会社神さまのごはん 5120001239793 冷凍スープの非対面販売による新規事業で販路開拓を図る

3534 大阪府 ｄｒｉｆ 【drif】シャンプーブース設置

3535 大阪府 ボンボン 自店デリバリー強化とホームページ作成で新規顧客開拓し売上向上

3536 大阪府 ハイグレード個人指導メガ 会員制サイトを利用した発達障害・不登校生のオンライン家庭教師

3537 大阪府 株式会社ＳＯＵＴＨ 3120101058749 コンクリート打設業者の若年層オンライン面接予約システム

3538 大阪府 岩﨑大税理士事務所 自社の強み・弱みを知ることができる無料財務分析サービスの提供

3539 大阪府 真陽商会 「醤油×味噌×お茶」のEC販売事業でお客様の健康に貢献

3540 大阪府 アフロディーテ POSシステム導入でWEB予約の強化、売上、業務の向上を図る

3541 大阪府 株式会社セカンドライン 3120001231892 web集客による企業からのルート配送事業の販路拡大

3542 大阪府 古井 貫一 【古井規一】会社員のためのオンライン副業コンサルティング事

3543 大阪府 ハッピープレイス株式会社 6120901040853 オンライン査定の導入で対人接触機会の減少と販路拡大事業

3544 大阪府 株式会社ライズワン 5120001189114 問合せ窓口の拡大を目指すWEBでの新たな集客チャネルの構築

3545 大阪府 蔵重税理士事務所 税務相談及び顧問契約のオンライン化

3546 大阪府 合同会社Ｌｏｖｅ 9120003017244 ライブコマース型ECサイトの構築による売上創出事業

3547 大阪府 株式会社Ｅｎ 1122001034872 デジタル化促進のための美容商材のEC販売システム構築事業

3548 大阪府 大帝リビング株式会社 6120101052575 チラシポスティングによるプル型営業体制の構築

3549 大阪府 肉バル２９ヤネン 肉バルのノウハウを活用したオンライン結婚相談所事業

3550 大阪府 ごうくんくん 次代の介護の担い手を生む非対面での教育メソッド提供
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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3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11月4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。

3551 大阪府 有限会社フィデス 8122002012086 コロナ禍のニューノーマルに対応！ECサイト開設とHP連携

3552 大阪府 合同会社ヤマシタ 9120103002674 リモートモニタリング 新たな福祉サービスの形を提供します

3553 大阪府 Ｂａｒ Ｌｉｌａｃ デジタルシステムを駆使した非接触型ビジネス転換による販路拡大

3554 大阪府 しもざと鍼灸整骨院 鍼灸整骨院のオンライン診療で体の不調を根本から治す！

3555 大阪府 株式会社バンブーワールド 1120101006107 美容室向け商材のオンライン販売の開始事業

3556 大阪府 東洋通信株式会社 9120001168452 LPサイト構築によるLED照明販売！非対面営業スタイルの確立

3557 大阪府 パティスリー ファルファデ コロナに負けない！ ネットを利用した、感染リスク低減プラン

3558 大阪府 イエスタジオ オンライン向けレンタルスペースの立ち上げ。また地域活性化へ

3559 大阪府 ｔｈｅｐｉｎｋ合同会社 9120003018614 オンラインセミナーによる新事業のＰＲおよび新規顧客獲得

3560 大阪府 株式会社Ｇｌоｂａｌ Ｉｎｎоｖａｔｉоｎ 6120001238118 非対面型セルフエステ事業運営とECサイト新設で収益強化

3561 大阪府 株式会社福屋 7120001236293 ていねいな商品のオンライン説明による国内外販売拡大

3562 大阪府 ＬＯＷＡ 中小企業に特化した自立型人材育成のためのオンライン社員教育

3563 大阪府 いちりん 「和のギャラリー」ECサイトによる新業態開拓

3564 大阪府 ファンシー 自社通販サイトによる美容商品及び自社製品の販売

3565 大阪府 会計相談室ＣＰＡオフィスＦＹＩ オンライン会員サイトの構築により非対面事業拡大

3566 大阪府 有限会社勝部デザイン事務所 4120002032595 オンラインのみによるグラフィックデザイナー養成講座

3567 大阪府 アップサポート合同会社 8120003017501 障害者グループホームに特化した施設紹介サイト運営事業

3568 大阪府 株式会社フルスイング 9120001225377 りんご侍のリニューアルを行い、更なるシェアの獲得を目指す

3569 大阪府 ながみね整骨院 必要緊急のiPhone修理と格安SIMでの節約インフラ事業

3570 大阪府 株式会社ｅｉｇｈｔ 1120001234237 オンライン集客で売上拡大！高度な業務スキルを全国に

3571 大阪府 ＥＸＣＥＥＤ お家で本格的に！オンライン腰痛予防プログラムの提供

3572 大阪府 ヘアーリメイクモンド 非接触販売を実現するためのECサイト構築と予約システム構築

3573 大阪府 新生工業株式会社 7120001029144 Webチャットシステム導入による非対面での販路拡大事業

3574 大阪府 美容室ｅｎｎ 収益安定化と感染対策の為、オンラインエステの実施

3575 大阪府 よこた税理士事務所 自社HPとSNSによる新規顧問先の獲得とテレワーク環境の拡充

3576 大阪府 株式会社ＫＡＲＪＳ 5120001213922 SNSによる情報発信とWeb上での自動応対による新規獲得

3577 大阪府 ＳＴＡＹ ＧＯＬＤ ファーストインプレッションに特化したオンラインコンサル事業

3578 大阪府 株式会社プラスワン 2122001029616 顧客管理サービスの導入による業務効率化と代理店の拡大

3579 大阪府 こどものチカラ育みスト フリーランス女性と不登校児童サポートの為の新規WEBサイト制

3580 大阪府 夢咲リフォーム 非対面営業を軸にしたシニア向け集合住宅の自社集客強化

3581 大阪府 株式会社Ｃａｉｖ 5120001238333 対人接触時間を減らす新たなコンサル業務の実現

3582 大阪府 平井健太郎 コロナ対策万全！オンライン受注＋リモート商談で全集中販促！

3583 大阪府 ヘアーサロン ニューキング 対人接触機会を減少させる個室スペースの導入に必要な設備投資

3584 大阪府 メディカルエステ エフェ 顧客が自分で「キレイになれる」セルフ脱毛＆温活低事業

3585 大阪府 アソビ オンラインシステムツールの導入でお客様の不安を取り除く

3586 大阪府 Ｏｒａｎｇｅ Ｆｏｏｄ Ｂｒｉｄｇｅ ネット販売とバーチャルレストランで売り上げアップ

3587 大阪府 合同会社ＨＣＭ 9120003019018 Bellfaceサービスを使用し特定地域に絞ったオンライ営業

3588 大阪府 株式会社みやした 6120001186886 CMS システム導入サイト構築により 非接触営業を可能にする

3589 大阪府 お好み焼き鉄板焼きちっち テイクアウト事業拡大のための販路開拓

3590 大阪府 株式会社インザライフ 2120001125963 コロナ対応顧客・スタッフの安全安心確保のための事務所改装工事

3591 大阪府 株式会社リーガルシンク 4120001239547 集客HPと動画コンテンツ・小冊子制作による非対面営業の効率化

3592 大阪府 きみどり オンライン＋感染症対策を徹底したボイストレーニング

3593 大阪府 ＪＹＳＳＴＡＬＥ 自社ECサイトの開設と動画を取り入れた新たな美容室の形

3594 大阪府 高岸建築研究所 トレーニング事業のオンラインでの情報発信と販売ルートの確保

3595 大阪府 株式会社秀永 9122001003416 総合広告事業

3596 大阪府 森本整骨院 予約を活用し安心して来院できる時間管理による新規獲得

3597 大阪府 株式会社アマン商会 3120001212637 統合事業再編計画

3598 大阪府 株式会社ＬＩＮＫＳ 2120001232388 美容用品のネット販売をスタート

3599 大阪府 株式会社ＪＤ 9120001215114 場所を選ばず生きがいで探す仕事サイト「エコロケーションジョブ

3600 大阪府 松本ひろみ個別指導 インターネットを利用した月額定量制の授業動画配信サービス事業
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№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名
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3601 大阪府 株式会社アサヒヤコーポレーション 7120001133417 E Cサイト導入により卸売業からショッピングセンターへ！

3602 大阪府 三友開発株式会社 8120001157522 水素・酸素吸引器をネットでＰＲし、健康とコロナ低感染を両立！

3603 大阪府 株式会社フォワード 1120001178095 株式会社フォワード

3604 大阪府 株式会社天からのおくりもの農場 5120101062823 ECサイト構築による自社商品の販路拡大と光触媒施工の受注拡大

3605 大阪府 ＤＵＣＫ ＴＡＩＬ（ダックテイル） ECグローバル化計画

3606 大阪府 株式会社健幸豊 6120101057995 気づきコーチング和来新規立ち上げ

3607 大阪府 株式会社ＮＧＵ 6120901041942 アフターコロナを意識した WEB からの集客商談システム構築

3608 大阪府 Ｓｕｋｕｓ（スークス） エステ機械設備導入による新規顧客層の拡大

3609 大阪府 合同会社ｓｏｎ ｉｓ ｓｕｎ 8120003018656 美容のプロが提唱するアクセサリーのＥＣサイト開設

3610 大阪府 構造化コーディネート研究所 おそらく日本で唯一の障害者SDGsコーディネーターWEB制作

3611 大阪府 ＫＵ チラシを一層際立て魅力的にするオンラインアドバイスサービス

3612 大阪府 株式会社ＲＡＴＥＬ＆ＨＯＮＥＹＧＵＩＤＥ 3120001235530 デザインした顧客商品のオンライン販売により収入の柱創出

3613 大阪府 アールステップ オンライン化が遅れている商店街商品の代理販売サイト構築

3614 大阪府 ｍｏｆａｆａｓｔｉｎｇ 資格保有者からしか買えないファスティング商品のオンライン販売

3615 大阪府 イーマ梅田 自社サイト制作とチャットシステム導入による非対面の取組

3616 大阪府 日興商事株式会社 4120001223195 ていねいな化粧商品のオンライン説明による国内外販売拡大

3617 大阪府 ＬＡ ＶＥＲＩＴＡ withコロナ時代！EC販売による非対面ビジネスモデルの確立

3618 大阪府 Ｆｌｏｗｅｒ オンライン新サービス認知度向上のため動画付ホームページの制作

3619 大阪府 株式会社アールヘア 9120001217358 オンライン焼菓子店

3620 大阪府 上本町らぽーる整体院 オンライン診療の導入による非対面方式治療の実施

3621 大阪府 イヴェル株式会社 7120901043541 ライブ配信PA機材セットの提供

3622 大阪府 株式会社蒙盛・モンゴルマンダーホ 2120001134411 対人接触機会の減少のため非対面レジを実現する

3623 大阪府 １０４６ ｄｅｓｉｇｎ ポストコロナを見据えたデザイン事業の再構築とカフェ事業の対策

3624 大阪府 株式会社ミツヒロ 3120001109899 自社製品をBtoC向けに転換しECサイトで販路拡大

3625 大阪府 一級建築士事務所 無双建築研究所 ホームページを制作し、非対面オンライン集客の実施

3626 大阪府 ティーズジム 体もコロナに屈しない！大会入賞者の完全予約制パーソナルジム！

3627 大阪府 合同会社Ｋ２ 3120103004206 新規事業開始とアウトバウンド営業～インバウンド営業へ

3628 大阪府 Ｂｌｕｅ Ａｐｐｌｅ Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 4120001239720 プライベート滞在型シェア別荘・スペースの魅力発信Webサイト

3629 大阪府 有限会社マットカンパニー 3120902014009 舞台照明シミュレーションの効率化による取引先との関係強化事業

3630 大阪府 株式会社錦 3120001008283 広い空間で作業を効率化、自社オリジナル手すりの提供力を強化

3631 大阪府 記事作成代行レモン 非対面型ライター育成教材の WEB 販売による売り上げ向上

3632 大阪府 セントエルモの火 セントエルモの火オリジナルオンラインショップ事業

3633 大阪府 Ｈａｒｕｋａ 非対面でのセルフ脱毛サービス提供の仕組み構築

3634 大阪府 Ｉ＇ｌｌ コロナ禍におけるエステの新しい営業スタイルと物販・販路開拓

3635 大阪府 らーめんこれこれ 冷凍ラーメン販売用自動販売機導入による非接触型事業展開推進

3636 大阪府 有限会社ブルーパワー 2120902002294 Webチャットシステムを活用した運送業のオンライン集客の取組

3637 大阪府 湊崎畳襖店 安心で便利な非対面対応型ホームページの 作成

3638 大阪府 有限会社彩華 7140002035115 人生悩み解決相談室

3639 大阪府 公文式箱殿教室 キッチンカーによるランチ・軽食・飲料の提供販売

3640 大阪府 プロワーク株式会社 6120001225792 人材紹介会社用プラットフォーム活用で求職者の雇用機会増大計画

3641 大阪府 合同会社サラリア 6120003017981 オンライン見積もりシステムの構築と飲食店特化による販路開拓

3642 大阪府 株式会社イエーロ 8013301031630 「整骨院限定ボディジェル」の脱却を目的としたD2C販路構築

3643 大阪府 浅野整体院 体の悩みをオンラインで改善！非対面でのセルフケア指導開始！

3644 大阪府 まさくんくん 非対面で行う葬儀終活アドバイスの開始！

3645 大阪府 株式会社高田 8120001233224 対人接触機会の減少に資する HP を介した販売・集客戦略

3646 大阪府 株式会社ＢＯＷＷＯＷ 8120001237563 コロナ禍でも安心して予約できるダンススタジオBOW HP制作

3647 大阪府 株式会社スタートアップアカデミー 7120001232821 能力特性評価のための知能試験の実施とビジネスサポートサービス

3648 大阪府 合同会社ＭＩＫＡＺＵＫＩ 4120903002779 クラファンを活用した新たなコンサルティングサービスの開発

3649 大阪府 三井トラベルサービス 「ウィズ・アフターコロナ」における新たな旅行商品の構築と販売

3650 大阪府 株式会社クリエイティブネットワーク 1120001078568 高性能サーマルカメラによる企業負担軽減感染防止サービスの提供
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3651 大阪府 ｍｏａｎｉ ｌａｎａ 独自サービス強化による売上と認知度の向上をECサイト構築で実

3652 大阪府 韓国語教室ＲＡＩＮＢＯＷ 大部屋を個室にするための間仕切り設置とオンライン授業の活性化

3653 大阪府 ＳａｌｏｎＳａｋａｇｕｃｈｉ 完全無人セルフ脱毛サービス事業

3654 大阪府 有限会社イエロー・バンディット 6120002052930 服飾店舗の来客接客型からバーチャル無接触型店舗への事業転換

3655 大阪府 合同会社ケイズカンパニー 4122003001488 スムーズな事業継承と若者の起業に特化したコンサルタント

3656 大阪府 株式会社北摂アグリファーム 1120901044339 農業法人の新たな挑戦、オリジナル加工品作りと受託生産事業

3657 大阪府 有限会社藤原広告事務所 8120002032550 リモート業務でのセキュリティ対策

3658 大阪府 株式会社ドリーマーズ・クリエイション 1120001200387 「空き家活用ポータルサイト：空き家いちば」の運営

3659 大阪府 脱毛美容Ｌａｂｏ．ＭＯＤＵＭ 小規模美容サロンの非対面化構築とWEBの販促活用

3660 大阪府 株式会社高山 3120901044163 動画プロ―モーションで認知度アップとトレーニングジム会員獲得

3661 大阪府 明洞 地元密着焼肉屋の安全・安心取り組みで顧客復帰回復

3662 大阪府 ヘルス・データサービス合同会社 8120103003970 リスク時代の経済的自立を支えるマネースクールのオンライン化

3663 大阪府 株式会社Ｎ．Ｐ．Ａ 9380001030677 ホームページを用いた戸建て向け塗装の販路開拓

3664 大阪府 サイスケープ オンライン葬儀、落語の配信事業及び、コンテンツのEC販売支援

3665 大阪府 Ｉ．Ｓ．Ｍ株式会社 3120101051415 からあげに特化した弁当事業

3666 大阪府 月虹株式会社 8120101063975 就労継続支援での物販事業の自社ECサイト販売と宣伝

3667 大阪府 株式会社ＹＤＫ 1120001238361 自社知見を生かした美容関連商材のネット販売事業の展開

3668 大阪府 べーやん 日本の健康志向を支える新事業、カロリーアドバイザー

3669 大阪府 ピア本舗 巣籠もり需要に応えるお洒落なキッチンカーによるベビーカステラ

3670 大阪府 マーケオフィス オンライン受構の構築及びインターネットでの広告宣伝

3671 大阪府 冷熱保存食 京都・伏見で味わう「和洋折衷創作料理」ＰＲプロジェクト

3672 大阪府 セールスロード 営業マン向けオンラインスクールの開始と非対面販売促進事業

3673 大阪府 Ｙ−ＰＵ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ株式会社 1120001221929 企業の課題解決に向けたビジネスサイト開設

3674 兵庫県 株式会社Ｓｉｏｎ 7140001099243 シオンのカレーをキッチンカーで機動力のある販売スタイルに！

3675 兵庫県 焼肉のマキシ テイクアウト専用の新商品「てっちゃん丸」の開発と広報

3676 兵庫県 大徳醬油株式会社 4140001046545 営業と販売のオンライン対応に向けたビジネスモデル構築事業

3677 兵庫県 福福楼 フードトラック導入(移動販売)による商圏拡大及び売上拡大事業

3678 兵庫県 ビューティー・アリス・サロン 個室設置、機材導入による人流抑制と新ビジネスによる客単価向上

3679 兵庫県 株式会社ウォッシャブル 2140001072452 素材・着心地まで伝わるWEBを中心とした販売システム構築

3680 兵庫県 株式会社Ｈ２コンサルタント 7120001197445 プライバシーが保たれる個室を作り、オンライン活用型事業を展開

3681 兵庫県 株式会社アルタレーナ 4140001082581 地域特性を活かしウィズコロナに適したテイクアウト型店舗改装

3682 兵庫県 酒うらら 月額課金制の会員制オンラインサービス「燗どころ」の開始

3683 兵庫県 サロンド美宝 セルフエステサービスの開始による早期売上改善計画

3684 兵庫県 株式会社ＦｒｏｍＶｉＶｉ 4140001064497 テイクアウト及び感染防止対策によるウィズコロナの実現

3685 兵庫県 パソコン教室おもてなし コロナ対策「認知症・介護予防」特化型シニア専門オンライン事業

3686 兵庫県 有限会社高島燃料 2140002049458 ネット通販を軸とした販路開拓並びに当社ブランド力の強化事業

3687 兵庫県 有限会社花房商店 2140002046174 HPリニューアルによるBtoC強化と新規顧客獲得の導線構築

3688 兵庫県 ＧＲＡＣＥ ＭＵＳＩＣ ＣＯＭＰＡＮＹ 配信及び教材制作・販売と屋外を活用したレッスン形態の構築

3689 兵庫県 ユニバーサルジャンピング オンラインを活かした、こども向け出張トランポリン教室

3690 兵庫県 有限会社アルテ・ビジョン 5140002055115 オンラインイベントに対応した少人数配信システムの構築

3691 兵庫県 さろん・ピュアムック コロナに打ち克つ理容サービス提供体制を強化するための設備投資

3692 兵庫県 Ｂａｇ工房Ｕｔａ 布のハンドメイドバッグのネット通販にて販路拡大を計画

3693 兵庫県 アトリエベイビーズブレス 対人接触減少を図り、且つ、花の力で元気を与えるネット販売事業

3694 兵庫県 有限会社ティー・エフ・シー 3140002037156 家族の絆をつなぐ高齢者に特化した花のサブスクオンライン事業

3695 兵庫県 カノン整骨院 ウィズコロナ オンラインでの健康な体づくりサポート

3696 兵庫県 株式会社三の矢 7140001121287 販路開拓のための移動販売事業

3697 兵庫県 株式会社ジョイ＆ムーヴ 1140001114544 完全個室、セルフ脱毛、フォト！感染リスク減少新事業

3698 兵庫県 平家茸 乾燥椎茸と椎茸パウダー等のインターネット販売による販路拡大

3699 兵庫県 株式会社ｐｒｅｓｓｃａｐｅ 8140001110561 オンライン打合せの充実化による顧客満足度向上と新規顧客の獲得

3700 兵庫県 ＭａｎａＬｅａｆ 眼精疲労対応の非接触型アイケア専門メニューで売上拡大
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3701 兵庫県 わた半 わた半のすき焼き・しゃぶしゃぶセットのインターネット通信販売

3702 兵庫県 あすか観光バス合同会社 1140003012507 個人で安心！近場で安心！コロナ禍で発見！地元の魅力

3703 兵庫県 Ｅｒｆｏｌｇ株式会社 7140001107385 ＥＣサイト構築で販路拡大と売上強化「金属加工製品の定寸販売」

3704 兵庫県 居酒屋しのぶ食堂 家庭の味を活かしたテイクアウト店舗の新設で売上拡大

3705 兵庫県 エステティックサロンｈａｎａｎａ セルフエステ機器導入・チラシ・HP作成・ホットペッパー掲載

3706 兵庫県 鈴東 オンラインによる完全非対面型パソコン教室事業

3707 兵庫県 みらい鍼灸接骨院 鍼灸師が外出自粛中の方々を救う！オンライン鍼灸・相談計画

3708 兵庫県 うみそらＣａｆｅ 食品専用自動販売機の新たな導入!自販機事業の強化拡大

3709 兵庫県 りら音楽企画 新たな需要を創るBGM音源制作用防音室整備

3710 兵庫県 才花建設株式会社 7140001084699 地域重視のサービスに価値向上となる「タイニーハウス」受注事業

3711 兵庫県 株式会社ｔｏｒａｒｕ 7120001212534 スマートグラス・スマートフォン等を使った遠隔代行サービス

3712 兵庫県 ディーシーエム合同会社 5140003013385 ホームページを活用した面接効率化によるドライバー確保

3713 兵庫県 アイグレー合同会社 4140003012495 緩和ケア・認知症ケアを教えるオンライン講座の販路開拓

3714 兵庫県 合同会社ＪＯＹ 5140003016495 ヘッドスパを取り入れコロナ禍での30代美容師が事業承継に挑む

3715 兵庫県 株式会社ＥＢＴＩＳＡＭ 7140001120025 アフリカの女性を応援する輸入雑貨の販路開拓

3716 兵庫県 ＴＬＡＤ セルフブローブース設置による対人接触機会の減少と回転効率UP

3717 兵庫県 有限会社井戸文名産店 5140002068728 ECサイト開設とリピーター獲得のためのチラシ作成

3718 兵庫県 シュクガワバール 名物「幅広生パスタのボロネーゼ」持って帰って、作って食べて！

3719 兵庫県 キッチンサンサーラ タッチパネルより進んだオーダー会計の完全非接触型システム導入

3720 兵庫県 尼崎の仲人さん 「働く男女」の結婚応援に特化した、福利厚生サービス販路の開拓

3721 兵庫県 株式会社ＲＯＯＴＳ 6140001119662 YouTubeチャンネルとオンラインストア開設による売上向上

3722 兵庫県 有限会社テクノキット 1120102013787 技術実習の非対面化事業

3723 兵庫県 株式会社つやしん 5120901020699 ネット販売事業参入と夢一喜特製カレーの開発事業

3724 兵庫県 トラストコミュニケーションＪＵＮＯ 話し方手本の音声データ販売による外国人顧客創出事業

3725 兵庫県 リラクゼーションサロン凜 オンラインスクール事業と新店舗集客のために行うWEB集客戦略

3726 兵庫県 美容室くわはら ＥＣサイトによる非対面販売とホームページの顧客開拓と相乗

3727 兵庫県 株式会社ＶＪＰ 4140001112644 ベトナム語通訳と日本語講習の予約・見積もりを非対面化！

3728 兵庫県 ビストロジン レトルト販売とECサイト導入により非接触での売上UPを目指す

3729 兵庫県 株式会社結 8140001108829 感染リスクを軽減する訪問型美容サービスの展開と顧客獲得事業

3730 兵庫県 ＥＫファーム ミニ野菜シリーズのネットビジネス事業強化による収益アップ

3731 兵庫県 株式会社誠進産業 1140001049435 在宅パートシステム構築による非対面での軽作業環境整備事業

3732 兵庫県 株式会社ハーブテラス 5140001028550 LINE公式アカウント活用、DX化による販売促進

3733 兵庫県 パブ＆レストラン サン・はーばー 創業からの味！ピザのデリバリー、ECサイトで販路拡大！！

3734 兵庫県 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ ＳＵＢＡＣＯ 3140001111911 オンラインルームツアーで、見て知ってアポ獲得

3735 兵庫県 株式会社Ｇｅｔ−Ｇｒｏｕｐ 6140001055783 【オンライン】売上拡大オープンイノベーション戦略経営実践塾

3736 兵庫県 有限会社近藤亭 7140002025355 通販事業拡大のためのWeb料理教室開催とホームページの充実

3737 兵庫県 株式会社ＦＥＥＬ ＧＯＯＤ 8140001112434 オンライン商談・販売による事業非対面化計画

3738 兵庫県 有限会社松井モータース 7140002046855 タイヤ、カー用品の通販開始で商圏拡大と売上カバーを実現

3739 兵庫県 孫市 スマート化無人販売店舗における新サービス運営事業

3740 兵庫県 杉本英哉司法書士事務所 非対面型司法書士事業推進及び、オンライン業務の標準化

3741 兵庫県 藤田美菜 クラフトビールの魅力を科学で伝える

3742 兵庫県 ペットサロンＣＨＡＣＨＡ。 ホームケア商品のインターネット販売

3743 兵庫県 ｔｕｔｔｉ教育研究室 自宅で学べるオンライン個別学習指導のEC事業

3744 兵庫県 株式会社モダン・ユー・カインド網干 6140001089402 シャンプー・ドライヤー工程の自動化による接触リスク低減の取組

3745 兵庫県 有限会社マリリンハウス 4140002051040 ネットで簡単相談から注文まで！レンタル衣装パッケージ

3746 兵庫県 松坂整骨院 出張整体に伴う医療機器導入＆オンライン治療による売上増加

3747 兵庫県 株式会社阪神進学アカデミー 1140001119320 オンラインツールを活用した校塾連携塾の販路開拓

3748 兵庫県 株式会社クリニバ 5140001115679 かんたん見積もり・支払いサイトとVR内覧システムの導入事業

3749 兵庫県 竹中産業株式会社 1140001015189 有馬温泉の景観を活用したアウトドア飲食事業

3750 兵庫県 あやせホーム株式会社 4140001105458 おうち時間で簡単リフォームDIYサイト
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3751 兵庫県 はる鍼灸整骨院 完全予約制の個室での「育毛サービス」提供で新規顧客獲得

3752 兵庫県 アークフラワースタジオ株式会社 2140001047173 社会に花を。非対面造花レンタルサブスクリプション型事業。

3753 兵庫県 中谷物産株式会社 8140001039099 巣ごもり消費に対応した商品開発とECサイトの構築

3754 兵庫県 株式会社ＣＨＩＲＡＳＨＩＷＯ 1140001091569 宿泊型リモートワークオフィス・レンタル会議室経営

3755 兵庫県 フジ電気事務所 オンライン特化型カスタム電気学習サロン「Eー寺子屋」

3756 兵庫県 株式会社和 7140001100737 オンライン療育プログラムの提供開始による全国の児童支援

3757 兵庫県 合同会社はるかぜ 7140003014332 コロナ禍に対応した新サービス紹介のサンプル動画作成

3758 兵庫県 Ｚｅｐｔ合同会社 6140003014267 非対面型ＩＴコンサル事業推進及びオンライン業務の標準化

3759 兵庫県 株式会社アワジブランドドットジェーピー 9140001086033 オンライン内見・商談システムの開発

3760 兵庫県 株式会社高松商会 8140001043167 ホームページ新設による非対面型営業ツールの開始計画

3761 兵庫県 湊水産株式会社 2140001039947 自動釣銭機の導入による感染症対策と新販促物による拡販作戦

3762 兵庫県 川口美和 人材の定着率をあげるコミュニケーション研修のオンライン化

3763 兵庫県 合同会社ビューティフルフレグランス 6140003016271 「手に職をつけて自分らしく働きたい」を支援するスクール事業

3764 兵庫県 株式会社創研 3140001073549 オンラインシステムを活用した建設工事の受注拡大事業

3765 兵庫県 革の図工室 ECサイト構築による販路開拓とオリジナル商品のブランド力強化

3766 兵庫県 フォトララ ストックフォト対応撮影事業

3767 兵庫県 有限会社フレッシュコア 5140002043739 安心にお買物を。買い物カゴセルフ除菌装置導入

3768 兵庫県 株式会社ルナグランデ 1140001067726 貸しスタジオのオンライン内覧、予約、決済システムの導入

3769 兵庫県 やわらぎ鍼灸整骨院 感染リスクを軽減したオンライン診療・相談の新施術サービス開始

3770 兵庫県 Ｇｒａｎｄ Ｌｉｆｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 1140001031418 不動産活用の為のオンラインカウンセリング事業

3771 兵庫県 株式会社４Ｃｏｌｏｒｓ 8140001101528 新規開拓の為のオンラインホワイトボードの実装とＷＥＢ機能強化

3772 兵庫県 株式会社ホテリエスタッフ 2140001023620 新人材管理システム及び人材マッチングシステム構築事業

3773 兵庫県 ゆらおう整骨院 感染予防を見える形で徹底するため、個室を完備し安心感の強化

3774 兵庫県 木村ハルヨ 高画質＆高音質のオンラインレッスンと配信ライブの環境を整える

3775 兵庫県 株式会社デミックケア 9140001084177 抗酸化をテーマにしたオリジナル商材販売による売上と顧客の拡大

3776 兵庫県 株式会社エイチアイテイ 5140001050736 チャット機能搭載の自社ホームページ制作で売上増加を目指す事業

3777 兵庫県 ｋｏｈａｒｕ オンラインレッスンによる顧客獲得とウェア制作による販路拡大

3778 兵庫県 株式会社アイレグループ 2170001012018 対人接触機会を減少させる［オンライン授業］開講に伴う宣伝強化

3779 兵庫県 ＵＰＴＯＹＯＵ 自宅にいながらエステ時間！美容機器レンタル事業で販路拡大

3780 兵庫県 ひぐちしんきゅう院 オンラインでのセルフケア指導とフィットネス！

3781 兵庫県 株式会社Ａｄｒｏａｉｇ 5140003014540 動画制作見積もりシステムとLP広告宣伝

3782 兵庫県 大坂 千夏 オリジナルヘアケア製品の通販サイト構築

3783 兵庫県 Ａｄｒｏａｉｇ オンライン予約システムの拡充とLP広告宣伝

3784 兵庫県 中田家庭保育所 新規事業としてのオンライン子育て動画講座コースの開設

3785 兵庫県 グローバルワーク オンラインによる「空き家再生」促進事業

3786 兵庫県 ねこじゃらし音楽事務所 安全・安心の「みんなで歌う音楽会・配信版」拡大事業

3787 兵庫県 コーヒースピリッツ 小型焙煎機の導入による、オンラインでの卸販路の開拓事業

3788 兵庫県 たにぐち商店 非対面型動画配信サポートとネット通販の提供および販路拡大

3789 兵庫県 株式会社ｎｏｋｏｓｏ 9140001002106 清掃を通じた人材育成オンラインサービスの提供

3790 兵庫県 ラクーア整骨院 売上拡大を目的とした自費機械導入や広告強化や感染予防対策強化

3791 兵庫県 大地商店 安価で高品質な希少部位に特化したネットショップによる販売促進

3792 兵庫県 株式会社興津 3140001110888 ネイルの開始、エステの再開による新規顧客獲得及び利益率の改善

3793 兵庫県 士縁 新サービス「宅配買取」開始で、接触機会減少＆売上アップ！

3794 兵庫県 有限会社ワークシップ 4140002067565 実験室の設置・導入による非対面実験サービスの導入

3795 兵庫県 合同会社ＳＭＢ 1140003015360 システム化によるオンライン財務コンサルティング事業

3796 兵庫県 鍼灸院 よなぎ オンラインで行う治療・相談の新事業と施設への非対面営業の開始

3797 兵庫県 ルピエ 新規顧客獲得に向けたオンラインショップの開設

3798 兵庫県 ＫＡＲＡＲＯ オンライン化に対応可能な予約システム及び顧客管理システム確立

3799 兵庫県 エキマエスタンド コロナ禍においても「エキスタ」をより身近に

3800 兵庫県 アート工房 菜 オンライン漫画広告スクールによるウィズコロナの売上アップ計画
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3801 兵庫県 辻輪株式会社 6140001079485 花嫁修業のeラーニングシステム構築及びEC運用事業

3802 兵庫県 サロンドルシェル 話題の最新脱毛マシンを導入し、完全個室のセルフ脱毛を実現

3803 兵庫県 Ｌｉｆｅ ｗｅｌｌ ｎａｔｕｒａｌ 一次予防普及 選べるセルフヘルスケア用品体験型月額制EC運営

3804 兵庫県 株式会社ＪＴＮ 9120101058330 CBD製品の国内での販路拡大するためのECサイト構築

3805 兵庫県 ｓｈｉｓｈａｃａｆｅ＃Ｓａｄｄｙ オンライン水たばこ講座事業でコロナを乗り越える！

3806 兵庫県 Ｎａｔｕｒａｌ Ｂｏｄｙ Ｗｏｒｋｓ合同会社 5140003015588 NBWオンライン化事業計画

3807 兵庫県 阪神写真館株式会社 7140001010325 写真をタッチパネルで選べるシステムにより低感染と利便性の向上

3808 兵庫県 株式会社ＰＣＫ 9140001112391 美容鍼新商品で、感染リスク抑止＋客単価向上！

3809 兵庫県 株式会社クールコパン 4140001108766 ノンシュガーチョコのネット販売による非対面販路開拓事業

3810 兵庫県 アプリーレ オンラインによる事業主メンタルアップ事業

3811 兵庫県 有限会社小宮商会 5140002001572 圧縮梱包で配送も保管もスリムに！

3812 兵庫県 ファッションオフィスエイ 着物リメイクイージーオーダー始めます

3813 兵庫県 有限会社オープス 6140002040264 Withコロナ時代の光触媒抗菌事業の販路開拓

3814 兵庫県 カークリエイト ヒロ ドライブレコーダーの販売と取り付けパックのオンライン決済

3815 兵庫県 ＬＯＣＡＬｉｎｋｓ 非接触で旅気分と食をお届け、ご当地グルメと地域情報サブスク

3816 兵庫県 北川輝 リモートワークに最適なコーヒーの開発と販売サイト構築事業

3817 兵庫県 株式会社アンテイク 8120001216492 非対面面談システムを構築し、優秀な人材確保と営業強化

3818 兵庫県 株式会社ＣＯＬＯＲＨＯＵＳＥ 3140001101169 英国発 自然素材で造る平屋住宅の設計・デザイン・販売

3819 兵庫県 合同会社ＲＪＳ 3140003014939 新規物販参入者向け倉庫・梱包のweb見積もりシステムの導入

3820 兵庫県 アイビー 非対面型の貸切り旅館及び世界と繋がるEC・英会話教室

3821 兵庫県 てぃ～だ美容室 自宅で簡単に髪質改善！独自ヘアケア商品の通販開始

3822 兵庫県 合同会社Ｒｉｃｏ 1140003013819 家でも出来るスキンケア促進。新商品開発事業。

3823 兵庫県 特定非営利活動法人クローバー 6140005025015 感染症リスク軽減、予約システム構築とオンラインサービスの提供

3824 兵庫県 李苑 李苑の味を再現できる万能たれの包装開発と知名度向上計画

3825 兵庫県 ピアノ教室ブルーメ 高音質によるオンラインコンサートやレクチャー動画の配信計画

3826 兵庫県 株式会社ｍｉｓｓｉｏｎＪ 8140001114356 乳がん患者のためのコミュニティサイトと関連ECの整備・広報事

3827 兵庫県 株式会社ミズモト建築工房 5140002065477 Webチャット導入による非対面の商談システムの構築

3828 兵庫県 谷口氷店 老舗氷専門店のかき氷テイクアウト販売拡大のための店舗改修

3829 兵庫県 ライフサポート株式会社 1140001098894 印字加工機械導入で工賃アップ

3830 兵庫県 司法書士アットこうべ法務事務所 オンライン面談を活用した非対面の業務展開。

3831 兵庫県 株式会社プラスシステム 3140001121778 完全非対面での保健師健康相談福利厚生サービス

3832 兵庫県 西岡幹博税理士事務所 ソフトウエアの導入・増設による生産性の強化

3833 兵庫県 レガーミ 店内 売上補完の為、バーチャルレストラン業への参加と店内改装

3834 兵庫県 公認会計士藤本豊事務所 社福会計特有の知識ゼロでもできるクラウド会計ソフト開発・販売

3835 兵庫県 ＧＲＥＥＮＲＯＯＭＳ建築設計事務所 ホームページの制作

3836 兵庫県 合同会社ｅｓ 3140003015573 オンライン販売の導入、及びYouTubeを活用した販売促進

3837 兵庫県 立ち呑み 慶州 ＨＰ、ユーチューブで駅前からテイクアウトの販売促進！

3838 兵庫県 原田仮設 コロナを避けてキッチンカーで高齢者から若者へ食品を提供

3839 兵庫県 生活向上舎 決算機能付きHP解説で感染を防止しつつ売上安定

3840 兵庫県 ＣＧＮ Ｆａｃｔｏｒｙ 環境エコ商材販売の非接触対策によるオンライン集客事業

3841 兵庫県 コバコ株式会社 1140001108587 コワーキング事業者向けネットワークインフラ強化支援サービス

3842 兵庫県 株式会社アンドアール 8140001118373 アイデアを形に！デザイン代行＆刺繡加工 WEB販売事業

3843 兵庫県 有限会社さ栄き 1140002030625 コロナ禍におけるリモート接客・販売場の新設

3844 兵庫県 株式会社東土地測量 5140001107296 民間顧客拡大の為のwebサイト開設によるリモートサービス

3845 兵庫県 株式会社ＴＩＣ 5140001120150 Webでの不動産情報公開、Web面談による非対面型営業の確立

3846 兵庫県 太陽産業株式会社 9140001096263 車内のデザイン性を高めるカーマットの非対面販売

3847 兵庫県 オネスト インターネット輸入・輸出ビジネス

3848 兵庫県 小松 イベント主体からの転換！非対面営業の強化と燻製工房の整備事業

3849 兵庫県 ラサンセリテ 健康増進の為のオンラインサポートサービス

3850 兵庫県 Ｍｉｒａｉ事業団 自宅で気軽に繋がれる！非対面型オンライン交流会事業
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3851 兵庫県 芝浜株式会社 1140001116945 非接触型のリモート見学システム・リモートでの療育システム構築

3852 兵庫県 神戸メディカル・ラボ株式会社 3140001031226 海のエール（サプリ）の売上アップ計画と化粧品の販路開発

3853 兵庫県 ｂｏｕｑｕｅｔ 「素敵なWinkでコロナを吹き飛ばせ！」マツエク通販へ挑戦

3854 兵庫県 トレビナグレンファーム ¨アウトドア製品¨に専門特化したECサイトの構築

3855 兵庫県 バーチャンピオン 自社ホームページを用いたレンタルルーム事業

3856 兵庫県 ＨＡＲＵａｎｄＡＲＴ ポストコロナを見据えた、安心・安全の予約制アトリエの新設

3857 兵庫県 一休システムサービス 自家製の調味料を瓶詰めにして店頭やネットで販売する

3858 兵庫県 テクレンジ株式会社 2140001053725 電子基板受注用web開発

3859 兵庫県 シンディーネイル 非対面型オンラインネイル講座による自宅サロン化計画事業

3860 兵庫県 秀英予備校舞子校 コロナ禍の新モデル、オンラインリアルタイム授業配信サービス

3861 兵庫県 グリン合同会社 7140003015207 非対面による予約面接、サポートシステムの効率化のツール導入

3862 兵庫県 ＪＩＮ治療院 出張整体サービス導入で、Withコロナ時代に適応した整体院へ

3863 兵庫県 株式会社三裕コーポレーション 2140001074176 ネットショップ開設による高級カーマット販売事業

3864 兵庫県 株式会社ケイステイション 9140001029735 非対面環境でのスタジオシステム構築

3865 兵庫県 旬 “見える化”で安心！低感染を見据えたホームページ製作事業

3866 兵庫県 フリーステート ユーチューブ運営ノウハウを教える完全オンライン講座の集客

3867 兵庫県 餃子ＰＬＵＳ デリバリー・ネット販売を強化しコロナ禍にも強い販売手法の開拓

3868 兵庫県 Ｋ−３ ＥＣサイト構築による対人接触機会減少の取組み

3869 兵庫県 ビー・ハッピー 対人接触を抑えるオンラインコミュニケーション事業の展開

3870 兵庫県 Ｃａｆｅ３６ フードデリバリーに対応したセントラルキッチン事業

3871 兵庫県 リエン セルフブランディングのオンラインレッスン事業

3872 兵庫県 特定非営利活動法人ＹＯＵｘＭＥ 7140005025476 キッチンカーによる島むすびプロジェクト

3873 兵庫県 ⾧洲ヒアリング コミュニケーションの楽しみをもう一度。補聴器オンライン相談

3874 兵庫県 株式会社Ｊｅｒｉｃｈｏ 7140001121460 当社限定！高級車向け特注キーケースのオンライン販売

3875 兵庫県 カフェアンドバー コーラボ 古代小麦と国産無農薬小麦の低温発酵カンパーニュの通信販売

3876 兵庫県 ＴＥＣＨＣＹＣＬＥ 廃棄自転車のリユースとオンライン販売事業

3877 兵庫県 鶏力 伊丹店 デリバリー強化とWEB広告で知名度アップ!売上アップする計画

3878 兵庫県 ｔｏｒｏ ｂａｇｅｌ 地域でオンリーワンのオリジナルベーグルをキッチンカーでお届け

3879 兵庫県 翔塾 ITを使った視覚化で正しい自学自習をオンラインで

3880 兵庫県 慶州 【慶州】ネットで韓国料理を紹介し、低感染と慶州の家庭的な味を

3881 兵庫県 肉料理やくじゅう CMSシステム導入による非接触型情報発信と販路拡大

3882 兵庫県 株式会社ＦＬＥＥＫ 2140001118908 オンラインスクール専用サイト制作とチャットシステムの導入

3883 兵庫県 Ｌｏｗ ｉｍｐａｃｔ ｃｏｍｐａｎｙ 非対面型商品販売の為の環境づくり及びＷＥＢを活用した販路拡大

3884 兵庫県 株式会社日本シェアードサービスセンター 2140001108553 ポストコロナを乗り越える！アプリとチャットで資金繰り管理

3885 兵庫県 合同会社クロリ 3140003013734 ネットショップによる新たなビジネスモデルの構築

3886 兵庫県 明石紙工株式会社 9140001034405 CMS システム導入サイト構築による非対面営業活動

3887 兵庫県 株式会社シフト総合ハウジング 7140001101859 不動産仲介業務のオンライン化及びその広告

3888 兵庫県 株式会社宝塚デザイン 2140001109502 非接触ビジネスを加速。動画制作と非対人ワークスペースの運営

3889 兵庫県 株式会社ヴィヴィアンウォーター 7140001088493 防災備蓄パン「松の陽だまりパン」のネット通販事業

3890 兵庫県 株式会社Ｒ・Ｅ ＳＱＵＡＲＥ 3140001119095 相続対策に不動産の活用を！オンラインサロン事業

3891 兵庫県 株式会社みなとモータース 1140001109081 WEBサイトを活用した販路の開拓

3892 兵庫県 有限会社ファンクション 2140002053261 インターネット販売を利用した非対面型事業への転換

3893 兵庫県 小林陸王 自宅でできる、完全非対面型オンライン占い鑑定事業

3894 兵庫県 炭火焼とり ほっぺ 非接触営業を可能とするCMSシステムサイトを構築する

3895 兵庫県 愛蓮 確かな知識で豊かな終活を支える新しい相談窓口開設

3896 兵庫県 ＹＫＡｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 非対面プレゼンテーションツールを活用した新規顧客の獲得

3897 兵庫県 株式会社Ｕｎｗｉｎｄ 8140001122499 女性のセクシュアルウェルネスやパートナーシップサポート

3898 奈良県 食の発信地 東大門 ネット販売とテイクアウト広報強化による新規顧客の開拓

3899 奈良県 エコフィットネス 動的ストレッチマシン導入で対人接触を減らした整体コースの新設

3900 奈良県 株式会社久保本家酒造 9150001009728 非接触かつ全国の個人消費者への訴求を目的としたECサイト構築
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3901 奈良県 奈良炭化工業株式会社 7150001015868 さくら備⾧炭のブランド化とECサイトによる非対面ビジネス構築

3902 奈良県 株式会社ＴＲＩＯ 5150001018757 ＴＲＩＯ名物料理をテイクアウト＆贈答品で販路開拓

3903 奈良県 カメラのバンビ 気軽にプリント！接触機会低減型オンラインフォトサービス事業

3904 奈良県 出口デンタル ３Ｄデンタルスキャナー導入による感染リスク低減と販路開拓

3905 奈良県 有限会社シーンアビリティサービス 7150002007542 弁当デリバリー用ホームページとSNS広告活用で売上を回復する

3906 奈良県 有限会社アトリエアスカ 6150002003848 非接触遠隔工程管理システム導入と独自商品の製造販売計画

3907 奈良県 六感 コロナ禍におけるご当地グルメ商品とお客を繋ぐ無人化販売の導入

3908 奈良県 株式会社松林堂 1150001001056 自社ＥＣサイトから、⾧く愛される筆文化を世界へ発信

3909 奈良県 リ・スペース 感染リスクを排除した遠隔営業と別荘リフォーム業への進出事業

3910 奈良県 奈良こころの相談室 対人接触機会を減少させるオンライン心理カウンセリングを展開

3911 奈良県 奈良ミュージックデザイン 低感染リスク型の配信ライブによる顧客獲得および収益源の開拓

3912 奈良県 株式会社白男川 2150001016747 本格多国籍料理を自宅で愉しむECによるテイクアウト事業

3913 奈良県 イニ ヘア デザイン ワークス 感染対策・個室対応による付加価値向上で新たな販路拡大

3914 奈良県 株式会社グルメハウス 5150001005739 自宅でお店の味を！瞬間冷凍庫導入による冷凍ケーキのネット販売

3915 奈良県 三恵株式会社 5150001011860 新規ＥＣサイト開設による非対面型ビジネスモデルの構築事業

3916 奈良県 焼肉工房もく 新大宮店 上引きフードで半個室、焼肉の煙と一緒に3分で店内空気入れ替え

3917 奈良県 喜多酒造株式会社 4150001010450 若年層を中心とした潜在需要を掘り起こす為のECサイトの構築

3918 奈良県 Ｙ 対面機会を減らすヘアーエステサービスによる販売機会の創出事業

3919 奈良県 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ ｐｅｔｉｔ ａｍｉ 感染対策に考慮した「本場洋菓子」の生産及び販売体制の拡充事業

3920 奈良県 株式会社ぱん楽 1150001023579 ネット販売・テイクアウト商品強化による新規顧客獲得事業

3921 奈良県 株式会社アカリヤ笑店 8150001022418 個室化による対人接触機会の減少と事業継続計画

3922 奈良県 クロスポット コロナとともに吉野で生きるためのサイト構築チラシ作成事業

3923 奈良県 株式会社ロワゾブリュ 9150001021690 味も雰囲気も本格的なベトナムスイーツのキッチンカー展開

3924 奈良県 有限会社光亜 7150002008078 感染症予防対策徹底・接触機会減少で安心安全な美容室ＰＲ事業

3925 奈良県 ウィンズイングリッシュ SNSと医療機関向けオンライン英会話コンテンツとテキスト作成

3926 奈良県 うっちーのガット張り工房 感染リスクを低減する非対面化とテレワークを実現する環境整備

3927 奈良県 株式会社藤田企画 9150001013358 対面販売からWEBサイト構築とECサイトでのエコバッグ販売

3928 奈良県 株式会社岡川工務店 8150001014596 自社の売りを強化し対人機会を減少するゆとりある新サービス提供

3929 奈良県 株式会社堀山自動車工業所 9150001009521 愛車レスキュー！対人接触機会減少の車両整備サービス内製化事業

3930 奈良県 株式会社ＩＬＴｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3150001015319 コロナ渦対応型完全非対面宿泊施設の宣伝・利用ホームページ作成

3931 奈良県 株式会社大黒 4150001012975 ECサイト構築によるネットショップでの販路拡大事業

3932 奈良県 多田石材店 オンライン商談可能な自社HP作成による接触機会の減少事業！

3933 奈良県 奈良日米英語学院有限会社 1150002009825 学習サポート機能付オンライン個別授業への取り組み

3934 奈良県 ｓａｌｏｎ ＣＯＣＯ ＧＡＢＲＩＥＬＬＥ 感染防止及び新しい需要に対応するための非対面型サービスの導入

3935 奈良県 米田神具店 神棚・神祭具の情報発信力強化と非対面販売による売上拡大事業

3936 奈良県 喜楽整骨院 コロナ禍でも安心。オンラインでセルフマッサージを提供

3937 奈良県 ふら～っと食堂十色鏡 自店デリバリーとWEB広告の強化で新規顧客を獲得し売上アップ

3938 奈良県 有限会社イヴァン 8150002003920 ECサイト構築による非対面販売の販路拡大

3939 奈良県 のせがわ村雲海の里の宿 畑で野菜を育ていろいろ体験し、無人で野菜販売を目指す事業

3940 奈良県 お好み焼きＭＯＲＯＪＵＫＵ 感染予防対策の為の店舗改装とデリバリー参入

3941 奈良県 ＷＡＮ＋ 完全個室！プロの道具で楽しむ低感染型セルフネイルサロン事業

3942 奈良県 株式会社エムシードパートナー 8150001024678 財務情報（信用格付け）システム開発でオンラインツールを拡充

3943 奈良県 ＴＫＮ心理サロン オンラインによるカウンセラー養成講座及びカウンセリング

3944 奈良県 ＷａｓｈｏｋｕＰｒｅｓｓ RaaSとECでSDGs「くらしに潤いを砂漠に緑の潤いを」

3945 奈良県 株式会社ＴＲＩＯ ｃａｒｓ． 6150001023962 非対面ウェブ自動車展示場再現による販路拡大事業

3946 奈良県 株式会社三幸グローバル 7150001011405 アフターコロナを見据えた、オンラインでの海外進出サポート事業

3947 奈良県 株式会社コヤマ塗装 7150001022559 お客様との⾧期的関係を築く、本格的な外壁補修キットの通販

3948 奈良県 吉田株式会社 2150001011368 オンライン工場見学で新規顧客開拓を図る

3949 奈良県 株式会社松竹工業 5150001021629 新事業！一般住宅の外壁塗装・防水工事で新たな雇用の創出と継続

3950 奈良県 株式会社ツバサファクトリー 7150001017617 月百万アクセスを目指すAIアプリの提供と新たな顧客導線の確保
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3951 奈良県 デュースマリアージュ オンライン婚活サービスで顧客の拡大を図る

3952 奈良県 庵 ECサイトの活用によるおつまみデリバリーでの非対面販売事業

3953 奈良県 株式会社村上建設 3150001007183 ウエィティングスペースとしてのキャンピングカーの導入

3954 奈良県 ジェラテリア ノンナ セミセルフレジ導入による対人接触機会減少に向けた取り組み

3955 奈良県 合同会社ジーゼット 8260003002084 ＳＮＳ販促を活用した自社ブランド知育玩具の通信販売業の確立

3956 奈良県 セットアン 郊外地域密着型の小規模美容院が取組む感染症対策とWEB活用

3957 奈良県 株式会社川西包装社 5150001015424 対人接触機会減少のための商品ラベル内製化の試み

3958 奈良県 株式会社アス・ベース 5150001020366 【㈱アス・ベース】中古車紹介サイト構築とオンライン商談の導入

3959 奈良県 教育旅行推進機構 外村企画 オンラインで結ぶ海外現地旅行会社（オペレーター）との行程企画

3960 奈良県 カイロオフィスあしたか 【カイロオフィスあしたか】オンラインカイロとセルフケアで健康

3961 奈良県 ｐｅｒｌｅ ホームページの制作

3962 奈良県 バイクショップ万治郎 非接触型オートバイタイヤ交換事業

3963 奈良県 ＦＲＭ 個人事業主、中小企業を対象とした非対面による起業支援及び業務支援事業(行政書士業）

3964 奈良県 星の郷総合教室 臨場感抜群！リモート授業の導入

3965 奈良県 株式会社ＫＯＨｉｎｇ Ｐｌｅａｓｕｒｅ 8150001020388 店舗オリジナルホームページでの相談強化と事前予約席の導入

3966 奈良県 株式会社絆 6150001023855 薬学専門家によるプロテイン・資格取得支援事業への新たな挑戦

3967 奈良県 サロンｇａｌａ ECサイト構築によるオンライン販売での売上アップ事業

3968 和歌山県 ムジカカフェ 感染リスクを最小限に抑えた宅配弁当サービス事業への進出

3969 和歌山県 ｃａｆｅアマアイ 新規顧客獲得と地域への来客数増加を図るネットショップの開設

3970 和歌山県 犬養 当農園の「トロなす」ブランディングと自農園のＥＣ構築の事業

3971 和歌山県 株式会社ＫＣＲ 2170001013032 コロナ禍でも串本の魅力を全国に届けるECサイト構築事業

3972 和歌山県 藤秀園 対人接触機会を減らしECサイト販売に取り組む。

3973 和歌山県 居酒屋とんぼ キッチンカー導入でコロナ感染リスクを減らし販路拡大

3974 和歌山県 紀州ジビエ生産販売企業組合 7170005006416 冷蔵庫の設置と自社 HP 作成により小売り事業の販路開拓実施

3975 和歌山県 株式会社オサキ冨士 9170001014379 密を避ける小売マルシェの２４時間販売体制の確立

3976 和歌山県 Ｃｏｐａｉｎ ｄｅ Ｆｒｏｍａｇｅ 対人接触機会の減少に向けた待合室新設と自社ECサイト強化

3977 和歌山県 株式会社前福 8170001007581 弊社の想いを全国へ、ＨＰ作成で新商品を全国展開

3978 和歌山県 ベルリュミエール 対人接触機会減少を実現する菓子ＥＣサイト・卸販売の新設・強化

3979 和歌山県 三谷組 ドローンとWEB見積の導入で対人接触機会の減少と売上アップ

3980 和歌山県 池庄漆器店 対人接触機会の減少に向けた越境ECサイトの構築

3981 和歌山県 Ｃｌｉｎｉｃａｌ Ｃｈｉｒｏ ＆ Ｌｙｍｐａ Ｓａｌｏｎ ＯｌｕＯｌｕ キッチンスタジオ設営によるオンライン健康料理教室配信事業

3982 和歌山県 阪中農業電機 作業場改修、加工品、ネット販売、でコロナ禍を乗り切る

3983 和歌山県 有限会社原見段ボール 3170002006562 ECサイト新設による対人接触機会の減少を実現・新規顧客獲得

3984 和歌山県 Ｒ・Ｂ 紀州備⾧炭と地元名産品のレトルト商品化EC販売事業

3985 和歌山県 オフィスキョンキョン株式会社 2170001015466 50代女性向けオンラインセミナー教材なんでも可能ノート開発

3986 和歌山県 株式会社エルフロ 6011301022767 対面実店舗から非接触型オンオンライ化への転換

3987 和歌山県 マロンカフェ テイクアウト販売拡大の為のセントラルキッチンの整備

3988 和歌山県 リアン・ド・フルール ECサイト構築による非対面型販売とオンラインレッスン事業

3989 和歌山県 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ９６ 対人接触機会を減少させるＥＣサイトによる新ビジネスモデル

3990 和歌山県 紀州松下村塾 接触頻度を削減した学習管理と動画配信授業のPR

3991 和歌山県 Ａｒｉｇａｔｏ Arigato 美しさを追求するEC販売サイトオープン！

3992 和歌山県 株式会社Ｌｏｇｉｔｅｃｈ 3170001012792 射幸心を抑えたトレードを実現するEAソフト販売サイト運営事業

3993 和歌山県 株式会社神広 2170001008692 大判プリントオンラインショップ新設のためのwebサイト構築

3994 和歌山県 Ｌａｏｚｉ合同会社 8170003001509 HP作成による宅配FC加盟店開拓と宅配FC加盟店の販売促進

3995 和歌山県 川嶋鉄工所 360°VR映像制作事業の新規立ち上げ

3996 和歌山県 株式会社海宝水産 7170001005231 巣ごもり需要に向けた和歌山県産鮮魚加工食品の商品開発

3997 和歌山県 マザーハンド 非接触施術機器の導入による集客数の増加と新規顧客の獲得

3998 和歌山県 Ｎ−ＭｕｓｉｃＯｆｆｉｃｅ 癒しと笑顔、バイノーラル録音のNadukiの音を届けます

3999 和歌山県 花とアロマの店ｈａｃｃａ 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

4000 和歌山県 株式会社ｇｏｏｄａｉｒ 5170001013608 EC サイトを用いたオンラインへの事業展開
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4001 鳥取県 おかもと旅館 キャッシュレス対応キッチンカー導入で商圏拡大と新規顧客獲得

4002 鳥取県 合同会社真 4270003000776 リアル+オンライン併用のハイブリット整体で健康を増進

4003 鳥取県 株式会社アグリネット琴浦 8270001006078 商品イメージ動画を活用したオンライン販売強化で新規販路開拓

4004 島根県 有限会社森田醤油店 2280002011692 リモート商談ワークショップの開催による顧客開拓と販路拡大事業

4005 島根県 Ｌａｍｐａｒｆｅ 非接触型ワークショップ用オンラインスタジオ開設による顧客獲得

4006 島根県 ベーカリー卯月 新規にジャムの製造に取り組み、ネット販売による販路拡大を図る

4007 島根県 Ｃａｆｅダイニング珈琲時間 「テイクアウト」の販売強化による販路開拓事業

4008 島根県 有限会社大秀商店 2280002008169 幻の魚のどぐろの専門通販サイトの制作と顧客満足度の向上

4009 島根県 くいしんぼ屋 新商品によるテイクアウト事業参入で事業の継続と新規顧客獲得

4010 島根県 カットスペース ケイスタイル 純水機を使用した手洗いセルフ洗車事業の実施

4011 岡山県 株式会社ｇｌａｎｃｅ 5260001023647 在宅会食料理のデリバリーや高齢者向け配食サービス事業

4012 岡山県 有限会社堅田青果 8260002017414 地元新鮮野菜を使った岡山郷土料理を提案する新たな販路開拓事業

4013 岡山県 株式会社エイワン 4260001020430 PUSH型からPULL型へ転換。３密回避低感染展示場新規開設

4014 岡山県 Ｒａｓａーｙａｎａ 低感染リスク型のテイクアウト用スパイスカフェの開始

4015 岡山県 株式会社ＶＥＳＴＩ 1260001032841 真空包装機を導入しテイクアウト・委託販売による非対面販売強化

4016 岡山県 チクリピオニエーレ オンラインレッスンの新規事業で収益の柱を構築

4017 岡山県 はなまるこ 焼ドーナツ・焼菓子工房の新規開設と新商品開発

4018 岡山県 グリル森 新ご当地カレーの真空冷凍によるお持ち帰り・お取り寄せ商品開発

4019 岡山県 株式会社スミダヤ 1260001003586 自社製ヘアケア用ヒアルロン酸美容液によるネット通販の展開

4020 岡山県 お好み焼き静香 弁当販売の実施による新規顧客の獲得

4021 岡山県 ヘアアンドアイラッシュ トリムアイ サロン専売品の非対面販売強化で売上増加大作戦！

4022 岡山県 アット・ファーム・倉敷株式会社 1260001017280 新規EC販売・産直通信販売による売上高の拡大

4023 岡山県 かかし 飲食店の個室化による対人接触機会の減少と抗菌換気の改善強化

4024 岡山県 杉本建設 ３Ｄソフト導入による新規顧客開拓と業務効率化

4025 岡山県 有限会社Ｈｉ−ｃｏｍｐａｎｙ 1260002023138 ランチの配送によるデリバリー事業の販促強化

4026 岡山県 株式会社ＭＤジャパン 6260001008250 非対面型Dr.セルフチェックデモページ開発と新規広報活動

4027 岡山県 アリアボイストレーニング オンライン声紋分析とボイストレーニングによる心身改善サービス

4028 岡山県 有限会社隼企画 9260002020499 顧客動線を完全に分けたテイクアウトサービスで顧客を取り戻す

4029 岡山県 中島車輌 車に乗ったままできるドライブスルー型オイル・タイヤ交換

4030 岡山県 合同会社ＳＴＯＮＥ ＵＰ 1260003003329 オリジナル餃子のテイクアウトとオンライン販売による収益力強化

4031 岡山県 有限会社伊勢田 8260002000691 オリジナルメニューテイクアウト・ECサイト販路拡大事業

4032 岡山県 一力水産 生産性向上とオンラインショップ開設による販売拡大

4033 岡山県 有限会社若田建材店 9260002025531 外構リフォームにおけるＣＡＤを導入した新たな営業提案事業

4034 岡山県 株式会社明朗社 1260001006597 WEB広告とECサイトを活用した非対面オール電化設備販売事業

4035 岡山県 株式会社クールウエスト 9260001017389 ECサイトを通じた新品中古販売、問い合わせ対応による事業継続

4036 岡山県 あるの森 キッチンカーによる予約制移動型店舗の展開

4037 岡山県 三惠加工株式会社 7260001019775 設備投資による工場内の感染リスク低減と生産増強の両立

4038 岡山県 ヘアーサロンタケモト 半個室化による顧客・従業員のソーシャルディスタンス確保事業

4039 岡山県 まにわ日本蜜蜂企業組合 9260005008814 ECによるジビエ商品と湯原名物販売及び温泉水持ち帰り予約事業

4040 岡山県 デザインラボ 動画コンテンツ企画、制作サービスの開始とオンライン営業の強化

4041 岡山県 高橋康弘 3Dスキャナで接触機会を減少させ効率化を図る

4042 岡山県 イングルヌック オンライン飲み会事業を開始し売上再建を図る

4043 岡山県 ムーブルポスト ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスでの販路拡大の実現

4044 岡山県 ＡＭＡＫＩラボ 新規事業360度バーチャルツアーの強化による販路開拓

4045 岡山県 あじの屋台 新たなるステージへ。キッチンカーで食と笑顔のデリバリー！

4046 岡山県 有限会社松本保険事務所 6260002013225 WEBオンライン相談を実現するHP作成·設備機器導入事業

4047 岡山県 株式会社たくみ 4260001024241 自社サイトでの通販の取り組みと県外での販路開拓

4048 岡山県 晴れの国整体院 感染症対策に応じた施術スペースの増設と手洗い場の設置

4049 岡山県 福井農園 真庭産ピオーネ・シャインマスカットの非対面型販売モデルの構築

4050 岡山県 株式会社キータウン 6260001031764 非接触型の建売住宅専用のポータルサイトを作成し集客＆案内
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4051 岡山県 株式会社ＩＭ 7260001028198 民間放送メディアを活用した自社PB製品の販路開拓

4052 岡山県 玉野食品販売株式会社 5260001008771 自社の既存資産を活用した、価格競争力のある自社ＥＣサイト販売

4053 岡山県 Ａｓｓｉｓｔ Ｓｈｉｎｅ オリジナルプロテインの開発とECサイトによる新規販路開拓

4054 岡山県 有限会社マルソーオートプラザ 5260002009496 非接触型の車検サービス提供によるコロナ渦での販売促進事業

4055 岡山県 すわき後楽中華そば 町苅田店 看板型自販機設置による非接触での営業から売上アップを図る

4056 岡山県 ＫＢＫエンジニアリング株式会社 1260001016976 新規営業方法構築による競争力強化

4057 岡山県 立森建設株式会社 5260001004192 オンライン打合せしやすい自社ホームページ制作

4058 岡山県 フォーチュン 自社製自動車部品のリピート生産、ECサイト販売による販路開拓

4059 岡山県 花元 買い物の不便な地域への花の移動販売実施による新規顧客の獲得

4060 岡山県 株式会社マクライフ 6260001030849 VR及びオンライン展示会でのファイバーシート天井システムPR

4061 岡山県 恵美 ECサイトの構築と非対面型販売による販路開拓を発展

4062 岡山県 ＳＨＡＮＴＩ 新規ホームページ制作による広報強化並びに修理部門の立上げ

4063 岡山県 株式会社ＥＳＴＩＬＯ 5260001031971 ＨＰ上に注文システムを構築することで非対面型ビジネス確立

4064 岡山県 有限会社森岩木材 4260002030742 ＧＮＳS測量システムを導入し、感染を抑えた事業展開

4065 岡山県 珍珠義男 ドローン導入によるスマート農業、少人数・非接触型作業への取組

4066 岡山県 株式会社アース・ゲイン 3260001029761 売り手と買い手をつなげる不動産システムでリノベーション提案

4067 岡山県 うろこ テイクアウト強化によるコロナ感染リスク削減と売上拡大

4068 岡山県 ＰＲＩＶＡＴＥ ＧＹＭ ＆ｊ オンライントレーニングの開始による売り上げ拡大事業

4069 岡山県 Ｌｉｆｅ ｉｎｄｅｘ Zoom活用の商談とテレワーク導入による非対面展開で売上回復

4070 岡山県 株式会社ａｎｄ ＲＡＮ 8260001033214 キッチンカーによる鶏と卵のプロが作った新鮮メニューの提供

4071 岡山県 菜ʼｓ 個室を中心とした小規模宴会で、利益アップ

4072 岡山県 株式会社かたつむり 1260001016489 キッチンカーによる移動販売車での販路拡大事業

4073 岡山県 ワイズ ディエンテ テク二コ 先端機器の導入による感染リスク軽減と作業工程の短縮

4074 岡山県 ＷＯＷ ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ株式会社 7260001033132 不動産売り・貸し情報のITを活用したマッチングフォーム確立

4075 岡山県 タイヤセンターナギ 産業用大型タイヤに対して非接触新サービス開始

4076 岡山県 石原果樹園 予約システムと説明動画による非対面社会への対応と生産性向上

4077 岡山県 株式会社キクチ 9260001031282 パーゴラ設置による感染防止対策拡充と魅せる情報発信

4078 岡山県 有限会社スマイル産業 1260002013337 一般家庭の粗大ごみへの注力，プロモーションとオンライン化

4079 岡山県 ソアークロージング 新素材および新ターゲットへの非接触型の商品展開の実施

4080 岡山県 海鮮料理 法水 海鮮料理のテイクアウトを開始し地域貢献と売上回復を図る

4081 岡山県 株式会社Ｓｅｖｅｎｔｈ Ｋ 2260001027683 ネット広告によるテイクアウト・デリバリーの販路拡大事業

4082 岡山県 株式会社サプリアル 7260001027308 美と健康を維持するスーパーフードモリンガのネット通販

4083 岡山県 有限会社難波糸店 7260002007309 ECサイト・オンラインコンシェルジェによる新規顧客獲得大作戦

4084 岡山県 株式会社ジャパンウェブコンタクトセンター 2010401121953 ＨＰ上に業務管理システム構築して非対面型ビジネス確立

4085 岡山県 ジャスタイト株式会社 3260001035231 LPや商品動画を活用し非対面営業を実現する事で事業を全国展開

4086 岡山県 有限会社大森車輌 9260002027420 １ランク上のマイカーへ！車輌磨きコーティングによる販路開拓

4087 岡山県 株式会社スタジオエクリュ 8260001003555 外国語ＨＰを製作し、海外展開進めることで非対面型ビジネス確立

4088 岡山県 渋谷カバン 新規商品開発に伴うECサイト開設事業

4089 岡山県 水田直希税理士事務所 「お客様と税理士をつなぐアプリ」で実現する顧客満足度向上

4090 岡山県 株式会社田口商店 4260001033259 野菜包装機の導入により生産性向上

4091 岡山県 有限会社七島屋エンジニアリング 4260002020165 機械プロモーション動画作成とオンライン営業の強化

4092 岡山県 石井さんの家 オンラインツアーとスポーツ観戦で低感染リスク型ビジネスの実現

4093 岡山県 株式会社岡山ヒューマンリソース 6260001011709 コロナを乗り越えるためのオンライン面談とWEBによる販路拡大

4094 岡山県 株式会社スマイルプロモーション 3260001034844 オンライン完全非接触で注文できる世界に1つだけのアルバム制作

4095 岡山県 株式会社エイト産業 1260001029887 非対面での打ち合わせや営業環境の構築

4096 岡山県 フィルムトゥルー合同会社 3260003002659 ライブ配信のシステム構築とECサイト制作事業

4097 岡山県 テシマ商工株式会社 4260001004532 建設工事のオンライン受注・応対の開始による新規事業

4098 岡山県 セイワ株式会社 1260001003652 コロナ禍を転機に非接触型ビジネスモデルへの転換

4099 岡山県 たっちゃん 焼肉のテイクアウト開始とオンライン予約で売上回復を目指す

4100 岡山県 楽丸 田中 誉士 セルフオーダーシステム及び新メニュー開発による売上拡大策
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4101 岡山県 ＢＡＮＧ ＢＡＮＧ ＢＡＮＧ オンライン飲み会開始による非対面型ビジネスでの売上再建

4102 岡山県 岡田洋之 テレワークとオンラインで工事の打ち合わせや現場確認ができる

4103 岡山県 株式会社藤創 2260002014540 地域特産品と麹を活用した弁当販売事業の開始

4104 岡山県 株式会社ミルクココア 8260001025541 オリジナル商品の開発とECサイトによる新規販路開拓

4105 岡山県 あおや 矢掛町の朝日米を使ったレトルト玄米ご飯・玄米麺のEC販売

4106 岡山県 有限会社クラフトマン 9260002003396 ポストコロナ時代に合わせた商品管理システムの導入

4107 岡山県 株式会社浦上染料店 6260001012582 染色と洗い加工を組み合わせたオリジナル生地のワンストップ対応

4108 岡山県 ハートフルストーリー オンライン研修サービスの事業への展開

4109 岡山県 株式会社ＧＣＤ 3260001035314 非対面を実現するオンライン説明会～オンライン面談でリスク激減

4110 岡山県 オン、マルシェ 非対面型・カウンセリング重視のセルフエステ事業による売上拡大

4111 岡山県 馨和整体院 岡山院 通わなくてもよい身体づくり：ご自宅で「美」と「健康」を実現

4112 岡山県 ソフィーセ 非対面販売拡大のわくわくオンライン接客付きネットショップ構築

4113 岡山県 中山燃料株式会社 5260001017839 システム化によるオペレーションの改善と接触機会の削減

4114 岡山県 Ｗｉｔｈ Ｐｌｕｓ（ウィズプラス） 自社ホームページ開設・名刺・リーフレットなどの制作・印刷

4115 岡山県 武内建築 オンライン商談の推進を目的としたVRを使ったプレゼン力強化

4116 岡山県 ＳＨＵＨＡＲＩ オーダースーツのオンライン採寸による非対面型ビジネス

4117 岡山県 ｙｕｉｔ． 地域特産品の販売サイトを立ち上げて産地を盛り上げる

4118 岡山県 末田ふすま工芸株式会社 4260001027194 ホームページ作成とその有効利用により利益アップ

4119 岡山県 Ｔｏｔａｌｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎｌｉａ 非接触型フェイシャル機器の導入により、売上回復に繋げる

4120 岡山県 勇崎建設有限会社 5260002021922 民間（企業・個人）へのアプローチ～非対面ビジネスモデルの構築

4121 岡山県 株式会社ＩＳ．ＴＲＡＤＩＮＧ 9260001026646 介護用車両の出張整備サービスの強化で販路開拓への挑戦

4122 岡山県 ナノグラフィカ ３Dスキャンデータ ４Kクロマキー映像データ販売事業

4123 岡山県 ＤＡＺＺＬＥ ECサイトの立ち上げとSNSを活用した、事業拡大と顧客満足度

4124 岡山県 ペットサロンなっちゃん 顧客のニーズをウォンツへ‼安全なペット宿泊・遊戯施設の提供

4125 岡山県 桜楽書道教室 リモート書道教室の開講を宣伝する事業

4126 岡山県 原田中小企業診断士事務所 コロナウイルスに対応した中小企業等向けの遠隔型経営相談事業

4127 岡山県 株式会社ＳＯＳ 1260001023683 スマホ修理を行う事業拡大戦略

4128 岡山県 合同会社ＢｒｏａｄＫｎｉｇｈｔ 9260003001903 リモートワークと動画編集の技術を非接触オンライン講座で教える

4129 岡山県 ネイルサロン キララ 新メニュー展開に向けたオンラインカウンセリングの開設

4130 岡山県 株式会社ＹＥＢＩＳＵ ｊａｐａｎ 4260001029455 オンラン相談による売上再建の新規事業

4131 岡山県 ｆｒａｙｓｅ． 婚活業界に新たなデジタル化サービスを導入し改変を図る

4132 岡山県 有限会社ヒトシ 7260002025327 接触機会の削減に向けた動線確保と新サービスの提供

4133 岡山県 りょう鍼灸整骨院 ｅコマースの開始とそれに伴う商品販売促進事業

4134 岡山県 株式会社猪木 3260001015803 コロナリスクを気にせず非対面でファッションを楽しんでもらう

4135 岡山県 カイロプラクティック整体 寛 デジタルを活用した低感染リスク型カイロプラクティック整体事業

4136 岡山県 有限会社井上石材店 3260002025561 ホームページリニューアルによるオンライン対応の強化

4137 岡山県 株式会社プラッシュ 5260001012344 ECサイトの構築。決済・発送・システム関連開発とアプリ変換。

4138 岡山県 和田塾 学習塾における映像授業システム導入による感染防止と広告活動

4139 岡山県 スリーエフェクトコンサルタント ネット販売とHPを構築して、希少な木材商品の販路開拓

4140 岡山県 株式会社浜田農産 3260001032344 個人向けの連島蓮根のブランド強化とネット経由による販売強化

4141 岡山県 藤田不動産鑑定士事務所 テイクアウトサラダ店

4142 岡山県 エスト・イノベーション株式会社 4260002022434 オンライン新展示場によるPR事業

4143 岡山県 株式会社四季彩工務店 5260001019463 コロナ対策×木のマンションリノベーション事業の販売促進

4144 岡山県 中原一馬 非対面型の販路拡大をさせるウェブサイト構築事業

4145 岡山県 伊勢崎創 新規販路開拓に伴う商品開発及びパンフレット製作

4146 岡山県 有限会社竹内工業 5260002025997 民間工事へのシフトのためのオンライン受注の導入

4147 岡山県 株式会社クレアコーポレーション 4260001026196 非接触型ビジネスへの転換と思いきった事業転換による持続化事業

4148 広島県 株式会社フルーヴ 7240001055335 キッチンカーでの新商品非接触販売事業導入による事業継続

4149 広島県 有限会社ホスピタルサプライ 1240002028675 対人接触減少の為の食券販売機と呼び出し番号表示システム導入

4150 広島県 オステリーア桂 オンラインでの商品販売とテイクアウト強化、料理教室の開始
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4151 広島県 株式会社キヤッツプロジェクト 1240001002796 接触機会削減のためのオンラインを活用した人材管理システム構築

4152 広島県 青ひげ株式会社 5240001057358 対人接触削減と広島牛商品拡販の両立のためのテイクアウト開始

4153 広島県 株式会社わきみず 5240001051947 キッチンカー導入による仕出し・出前・テイクアウト事業の強化

4154 広島県 Ｈａｎａ 何事にもチャレンジ！移動美容室で変える中山間地域の美容業

4155 広島県 空口ママのみるく工房 野外ガーデンの新設による感染症対策とネット販売強化事業

4156 広島県 肉屋の本格焼肉 一期一会 焼肉屋のソーセージを店頭販売事業

4157 広島県 あずま理学療法士事務所 介護事業所【オンライン】加算サポート事業

4158 広島県 スイレンプラスコーヒーロースター コーヒー専門店が作るコーヒーソフトクリームによる新規顧客開拓

4159 広島県 株式会社エムエイチ 8240001055251 モバイルオーダーシステムとセルフレジの導入で対人接触機会減少

4160 広島県 おもと 非対面売上獲得のための通販用商品の開発とECサイトへの進出

4161 広島県 有限会社ヤマシン 4240002025281 宮島発！こだわり抹茶と杜仲茶をソフトクリームでおもてなし

4162 広島県 有限会社かるが自動車 1240002021259 予約フォーム制作による非対面化と車両診断装置導入による内製化

4163 広島県 ｉｔｓｕｋａ ＫＩＴ ＤＥＳＩＧＮ 接触機会をゼロにする「ネット通販用販売商品」のネット販売

4164 広島県 有限会社ひらた 9240002013983 移動販売車により高齢者にお弁当を販売する

4165 広島県 やのや株式会社 4240001035397 冷凍自販機設置による非接触型販売事業計画

4166 広島県 ダイニング永遠 居酒屋から洋食屋へ。個室へ改修とメニュー見直しで売上回復

4167 広島県 フィジオ 来院不要型オンラインサービスシステムの導入と運営

4168 広島県 鉢とえとせとら 非対面販売可能なネットショップ開設及びキャッシュレス決済導入

4169 広島県 アイスキャンデー うさぎ 顧客ニーズに対応したテイクアウト専用窓口の設置

4170 広島県 株式会社ライフアンドマネークリニック 8240001018407 オンライン講座の製作及び集客・顧客管理・決済システム構築

4171 広島県 パルライフサポート株式会社 2240001043105 ＨＰ・ＬＰとＷＥＢセミナーによる集客とブランディングの強化

4172 広島県 中華そば 陽気 EC サイトの活用とHPの開設を通じて広島老舗の味を届ける

4173 広島県 時喰 一具 真空パック商品のネット販売

4174 広島県 岩田工務店株式会社 5240001044397 オンライン決済を活用した水まわりリフォームパック販売計画

4175 広島県 株式会社ＯＹＡＭＡ．ＷＳ 2240001047031 タブレット営業とリモート営業をスタートし販路を広げる

4176 広島県 株式会社マツダオートザム海田 3240001036280 来店予約システム、混雑状況可視化システムの構築と導入

4177 広島県 有限会社エコネット太基 7240002052158 作業効率向上設備の導入による低感染リスク作業の実現

4178 広島県 株式会社アール・オートクチュール大前 4240001000244 オンラインでエコシカル消費を促すサスティナブルアパレル

4179 広島県 株式会社マスタード・シード２２ 6240001023846 マルチストック型冷凍自動販売機によるベジアイス販売

4180 広島県 合同会社ｇｒａｓｓ ｈｏｐｐｅｒ 6240003004299 デジタルサイネージを活用した非接触型感染防止と売上向上

4181 広島県 リカーミトモ 滞在時間の短縮と「安心安全清潔」を実現する作業環境の整備

4182 広島県 株式会社中山熔断 4240001053374 クラウドファンディングと自社サイトを活用した新商品の販路拡大

4183 広島県 朝倉聖也 ダーツバーからダーツのバレル製造業への転換

4184 広島県 ＦＬＡＶＯＲ ｌｅａｔｈｅｒ ｗｏｒｋ ネットショップ構築で売上拡大と対人接触機会軽減の実現

4185 広島県 有限会社ＳＩＯＮ 7240002026161 ネイルスクールのオンライン講座構築のための運営システム導入

4186 広島県 ＡＳＩＡＮ ＲＥＳＯＲＴ ＤＩＮＩＮＧ Ｋｈａａｏ Ｃｈｅｅ フルーツカーピングをEC販売！アプリ開発＆テイクアウト強化

4187 広島県 ｋａｒｕｎａ ｙｏｇａ ｓｔｕｄｉｏ インターネット販売による販路開拓

4188 広島県 松本特許事務所 接触機会ゼロを実現する“特許管理システム”の導入によるＤＸ化

4189 広島県 ｃａｆｅ ｂａｒ ＮＩＣＯ ソフトクリームサーバー導入で新規顧客獲得とテイクアウト拡大

4190 広島県 ビットリバー株式会社 9240001049772 完全非対面型ITシステム導入のためのWeb構築と広報

4191 広島県 有限会社カンバラ 8240002040145 フードロス削減「地産地消！地魚＆地野菜白湯ラーメン」通信販売

4192 広島県 Ａ・Ａ・Ａトータルサービス合同会社 9240003002416 SNSとECサイトを連携した非対面型集客モデルの構築

4193 広島県 クオーク 女性の健康寿命を延ばす、非対面化オンライン筋力アップ体験事業

4194 広島県 日本料理うさ季 コロナ禍でも止まらず進もう！お店PR事業！

4195 広島県 カフェ プッチーノ コロナ蔓延防止のためにカフェがするコーヒー豆の定期販売事業

4196 広島県 笑凛庵 自宅ケアグッズ「笑凛棒」の製造販売とオンライン指導

4197 広島県 有限会社Ｐｒｅｎｄｅｒｅ 6240002025040 ユニバーサル美容院による顧客密着経営での売上増加対策

4198 広島県 有限会社世羅中央新聞販売所 6240002052638 中入れ作業省力化による配置転換で物販事業拡大を目指し売上維持

4199 広島県 日章自動車 エーミング機器の導入で自社内製化により対人接触機会減少の実現

4200 広島県 株式会社泰山堂 5240001034828 バーチャル3Dギャラリーの導入によるEC販売サービス
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4201 広島県 ナギスローコーヒー 非接触販売のための教室動画をセットにした焙煎器具ネット販売

4202 広島県 広島焼 松尾 ECサイトのリニューアルと広告ツールの活用で販路拡大

4203 広島県 Ｍｉｔｉｓ 自宅の納屋をスタジオに改装して新規顧客を増加させる

4204 広島県 有限会社セルダムコーポレーション 3240002031883 観光施設運営開始に伴う感染対策の構築と地域活性化事業

4205 広島県 合同会社黒ひげジャパン 4240003002800 完全オンライン新サービスの広報活動

4206 広島県 浜田木工有限会社 1240002012720 家具のインターネット販売とネットワークの構築

4207 広島県 お好み焼まとちゃん テイクアウト強化により感染リスクの低減と事業の再建を図る

4208 広島県 株式会社つばさ製帽所 7240001054477 ECサイト開発による一般消費者向け自社ブランド商品非対面販売

4209 広島県 ｔａｓｔｅ テイクアウト事業の強化による認知拡大と売上UP

4210 広島県 株式会社ｒｅｒｙ ａｍｏｕｒ 8240001050368 セルフ脱毛機器とセルフエステ機器導入による非対面事業化

4211 広島県 株式会社ｍｕｕｔｏｓ 1240001055646 在宅業務をメインとした新規ネット通販事業！

4212 広島県 たすく行政書士事務所 オンライン面談を利用した新サービス提供と予約システムの導入

4213 広島県 株式会社アグリヒバゴン 5240001025190 移動販売による収入確保及び「出前体験会」による販売促進事業

4214 広島県 ｖｅｎｔｄｏｕｘ 非対面でも商品の良さが伝わるアパレルオンラインショップの開設

4215 広島県 有限会社西田工業 7240002012129 半自動巻取機導入に伴う感染リスク低減と精度向上に伴う受注獲得

4216 広島県 木原和敏 オンライン画廊と画集販売のホームページ構築で販売チャネル拡大

4217 広島県 ｙｏｇａｓｐａｃｅ ｓｌｏｗ 感染防止個別レッスンルームによるマタニティヨガ事業

4218 広島県 総合ビジネス リベルテ ECサイト構築及び商品開発による非対面健康推進広報事業の実現

4219 広島県 スコレー キッチンカー を活用した，飲食物テイクアウト販売事業

4220 広島県 Ｏｎｃｅ株式会社 6240001053091 ホームページ・動画・SNSを活用した格闘技大会の非接触運営

4221 広島県 株式会社アヴァンセ・ファーマシー 9240001029279 チーム医療で地域に根差す訪問型薬局への移行

4222 広島県 ＧＲＡＢ・ＭＡＣＨＩＮＥ 「廣島撰茶」ブランド確立とECサイト構築による販路開拓事業

4223 広島県 株式会社パルブライト 1240001044839 WEBサイトの拡充による対面販売からオンライン販売への転換

4224 広島県 株式会社石川建設 5240001000747 水回りリフォーム工事パックの提供開始による新規販路開拓

4225 広島県 株式会社世羅の大地 8240001041292 安心して仕事ができる安全な就業環境確保のための取組

4226 広島県 株式会社玉信堂製筆 5240001036915 熊野筆 百貨店催事での対面販売専門から通信販売の強化へ

4227 広島県 がっつり！こーちゃん 自家製麺を使用した持ち帰りラーメン・デリバリー商品の開発

4228 広島県 パティスリーディアモンテ コロナ感染リスク減少と収益増加するためのキッチンカー導入

4229 広島県 ココレボ株式会社 5240001040256 独自商品自然派化粧品のオンライン販売促進と周知

4230 広島県 合同会社ケケ 9240003004552 ネットを活用した釣具店の非接触型ビジネスの導入と新規顧客獲得

4231 広島県 株式会社アカプロテクト 5240001053852 当社商品「ありんすらーめん」を一般家庭でも食べてもらう

4232 広島県 マドヘアー 個室空間で安心。コロナ対策の顧客満足度向上

4233 広島県 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ Ｄｙｌａｎ ネイルスクールオンライン化による密集回避と受講生数維持・拡大

4234 広島県 田中石油有限会社 3240002052715 タイヤチェンジャーによる非対面ビジネスモデルの確立

4235 広島県 まちラボ不動産 空き家流通促進活動の非接触システム化

4236 広島県 プライベートサロンＮｉＣＯ セルフホワイトニング導入及び新規サービスのHP作成

4237 広島県 Ｂｅａｕｔｙ Ｓｔｅｐ Ｓａｌｏｎ 「ｈｉｆｕｍｉｎａ」 ミナガルテン内に対人接触機会を減らすパーソナルサロン開業

4238 広島県 株式会社Ｈ．ｆ．Ｓ 2240001029062 冷凍お好み焼きのネット通販で新規販路獲得及び売上増加を実現

4239 広島県 アイトフース株式会社 4240001010227 ECサイトを導入し住宅購入者向けの新たなサービスを提供する

4240 広島県 整体院 博 理学療法士が全国の治療院を元気にするオンラインコンサル

4241 広島県 株式会社ネクストイノベーション 6240001049742 SNS及びECサイトを活用した不動産売買ビジネス転換計画

4242 広島県 Ｐｌａｑｕｅ株式会社 8240001058279 作業服を仕入れ販売するECサイトの製作・運用

4243 広島県 株式会社三和工芸舎 3240001025928 新たなホームページ開設による非対面営業・非対面相談の実現

4244 広島県 株式会社ＷＯＯＤＹ 2240001028717 EC サイトの効果最大化を狙った SNS マーケティング導入

4245 広島県 ゆるおく デザインの打ち合わせから販売まで非対面化し商圏拡大を図る事業

4246 広島県 株式会社ＨＯＭＵＲＡ 4240001057532 ECサイト作成による海外製品のPRと販路開拓

4247 広島県 山本 紀行 テイクアウト販売事業の導入・レジの非対面化で感染対策

4248 広島県 有限会社山尾工務店 9240002037173 住宅のお悩み解決！リフォームパック販売による非対面化促進

4249 広島県 株式会社Ａｃｅ Ｒｅｖｅ 9240001057172 Web セミナーを活用した販路開拓

4250 広島県 ＵｒａＳａｐｏ 時代の流れに合わせた新たな低感染型営業手法及び広告
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4251 広島県 株式会社未来スマイル 4240001053845 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

4252 広島県 株式会社３ 4240001057383 おうちで出来るハンドネイルの仕組みと環境をご提供

4253 広島県 株式会社ＡＳＯＢＩＴＯ 1240001056826 超小型のマイクロブタの自社サイトでのインターネット販売事業

4254 広島県 番匠合同会社 4240003004458 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

4255 広島県 Ａｘｅｌ Ｊａｐａｎ株式会社 4240001016728 人材不足の解消と生産性の向上を目的としたRPAを活用した請負

4256 広島県 株式会社ＴＯＲＮＯＳ 8240001053726 非対面型チェックイン代行サービスConcier Desk

4257 広島県 アリスティア 化粧品を非対面で販売する為のECサイトを製作

4258 広島県 尾道しまなみファーム合同会社 8240003005139 尾道フルーツガーデン構想！再生レモン畑とパーラー 甦れ、向島

4259 広島県 日本シナジーストーンセラピー協会 コロナ禍のニーズに対応するオンライン事業とネット配信事業構築

4260 広島県 株式会社ファースト 1240001056140 snsとecサイト活用による空き家対策プラン

4261 広島県 株式会社賃金システム総合研究所 2240001006862 接触機会減少に繋がるクラウド型人事評価システム開発と提供開始

4262 広島県 サポート株式会社 3240001032569 オンラインを活用したグループパーソナルコースのPRサイト作成

4263 広島県 ＭＳＳ オンラインショップの構築とHPの開設による販売力強化の実現

4264 広島県 ｗｏｒｋｓ オンライン化時代のインターネット婚活サービス

4265 広島県 有限会社工房佐々木 7240002022227 UVプリンター導入によりオンライン受注を実現する

4266 広島県 株式会社協和産業 8240001034197 新工場と設備を掲載したホームページ作成と非対面営業体制構築

4267 広島県 Ｄａｈｌｉａ 自宅で整体！治療器販売事業

4268 広島県 広島ＭＣスポーツ ライブコマース事業進出と動画アーカイブ配信による地域活性化

4269 広島県 うみねこベーカリー ネット予約システム導入による接触機会の減少と販売強化事業

4270 広島県 株式会社Ｈ−ｃｌｏｖｅｒ 7240001042192 インターネットを新規で活用した新規客の獲得とファンづくり

4271 広島県 くぬぎ建築工房 工法がわかりやすい告知チラシを利用して、潜在顧客にアプローチ

4272 山口県 冒険総合体験オリハルコン コロナ禍でも楽しめるレジャー事業へ新規参入

4273 山口県 Ｕｎｉｃｏｓ合同会社 3250003002453 Eコマースを活用したブランドフルーツとブランドウナギの小売業

4274 山口県 株式会社ＦＰオフィス縁 5250001016288 非接触による会員制相談システム構築及び終活課題解決商品の開発

4275 山口県 有限会社りゅうび 6250002015503 ネットで商談！ＥＣサイト構築による非対面非接触型印刷事業展開

4276 山口県 株式会社アートカーブ 1250001002894 本格もつ鍋が食べたい時に手軽に味わえる！冷凍もつ鍋セット開発

4277 山口県 レザンジュ有限会社 3250002020200 店内混雑の解消と視覚で提案する新たな取り組み

4278 山口県 やまぐちシードル オンライン販売（ＥＣ）の強化による売上向上

4279 山口県 ヤマカ醬油株式会社 7250001006477 国内外で需要拡大が見込まれるネット販売での集客強化と売上拡大

4280 山口県 クローバークラブ 法人向け健康経営講座の提供でリスクに強い体質へ

4281 山口県 Ｌｅ．ｍａｔｓｕ 自慢の創作洋食×モバイルオーダーでテイクアウト販売強化

4282 山口県 ヘアーサロンクリーク 収益改善と安定を目指すWeb企画ディレクション事業の立ち上げ

4283 山口県 ｆｌｅｕｒ縁 オンライン講座及びECシステム構築による販路開拓

4284 山口県 コーチ・オンリーワン ホームページリニューアルによる非対面型サービス利用の顧客増加

4285 山口県 六花徳山店 プライベート空間の非対面にこだわった完全個室サロンをオープン

4286 山口県 株式会社浩陽工業 8250002000577 ドローンを使っての工事動画サイトの開設事業

4287 山口県 丸信寝装株式会社 4250001012560 コロナ禍における、低接触型・睡眠ソリューション事業の展開

4288 山口県 なわぞう株式会社 3250002001134 ハングアウトポッドのネット販売で全国のエンドユーザーを獲得

4289 山口県 株式会社Ｐｒｏｄｕｃｔ Ａｇｅｎｔ 3250001018971 エステサロンと共同開発した美容化粧水のインターネット販売

4290 山口県 合同会社ＲｏＳａ 4250003002551 自社専用アプリを開発！アプリで複数店舗を繋ぎ売上向上を狙う

4291 山口県 田原総業 救急時の対策指南と災害対策グッズを取り扱うオンラインサービス

4292 徳島県 有限会社おおにし 6480002000829 簡易リフォームのオンライン定額販売で販売強化を実施する

4293 徳島県 氷家 かき氷店が本格スープでテイクアウトサービス開始＆新規顧客獲得

4294 徳島県 からあげ おにぎり 釜の飯 紬 徳島の地鶏 阿波尾鶏とすだち鶏の阿波女踊り揚げを全国へ

4295 徳島県 中国小菜酒家なお 中華職人が作るこだわりの餃子・焼売のEC化で感染リスク低下！

4296 徳島県 株式会社Ｒｅｎハウジング 8480001008722 非接触型アプリ導入による入居者コミュニケーション向上事業

4297 徳島県 Ｍｕｔｓｕｂｉ Ａｇｅｎｔ株式会社 9480001008275 戦略的Web広告により応募プロセスの改善と人材登録増加を図る

4298 徳島県 魚々菜々 げん太 げん太の新たな挑戦！自家製こだわりポン酢のテイクアウト事業

4299 徳島県 ゆり野 大部屋を少人数客向けの部屋割りに改装し感染リスクを低減させる

4300 徳島県 株式会社泰成パートナーズ 9480001010685 ポイント授業動画を導入したハイブリッド型個別指導塾の実現
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4301 徳島県 ＧＲＡＹ ＤＥＳＩＧＮ合同会社 8480003001634 ロケーション抜群の 安心・安全「屋外 イートスペース 」新設

4302 徳島県 有限会社伊川彫刻店 6480002000052 木彫り時計のオンライン販売事業

4303 徳島県 愛誠堂整体 収益回復と新規顧客獲得のためのオンライン施術の本格導入事業

4304 徳島県 月の花れ 阿波尾鶏炭火焼鳥をご家庭で味わうテイクアウト始めます！

4305 徳島県 まひまひ デリバリー専門店としての強みを活かしEC 販売の開始

4306 徳島県 株式会社一生 7480001010464 「凍眠」を活かし認知度ＵＰ！ＥＣ販売等による売上向上計画

4307 徳島県 株式会社オアシス 5480001006233 ウイルス対策用光触媒加工をした自動販売機による非対面ビジネス

4308 徳島県 ルコ美容室 完全予約制ウィッグ販売のための低感染リスク型店内個室整備事業

4309 徳島県 ねこやまねこ ウィズ／ポストコロナを見据えたテイクアウト専門店新規開店

4310 徳島県 カラオケメロディー テイクアウトサービス開始によるカラオケ店の売上回復事業

4311 徳島県 ＦＰオフィスかなみ 全国各地からオンライン相談を行うためのホームページ制作

4312 徳島県 株式会社阿佐てらす 4480001011011 ハイブリットドローンの実装実験と教習内容の構築

4313 徳島県 有限会社アンフィニ 2480002006004 非接触機械導入による新サービスの確立と新規顧客の開拓

4314 徳島県 バー余白 テイクアウト販売拡充による事業継続との新しいBar営業の確立

4315 徳島県 有限会社山口屋 8480002015949 会計時の混雑解消のためのセミセルフ登録機とセルフ精算機の導入

4316 徳島県 清川商店 予約でお待たせしない・近くで買える移動販売に取り組む

4317 徳島県 岩盤浴・整体 太陽 安心と安全をアピール！岩盤浴・整体店の正式オープン事業

4318 徳島県 有限会社トゥエンティーワン 5480002008484 非対面チャネルの強化による販路拡大

4319 徳島県 有限会社紅葉 8480002001701 窓口対面業務のオンライン化による店内対人接触機会の減少

4320 徳島県 シースリー オーダーメイド品の提案接客を非対面化に転換する

4321 徳島県 有限会社匠 9480002006303 HPの構築をし非接触型でのネットショップ販売の取り組み

4322 香川県 橋本特殊工業株式会社 8470001003369 コロナ禍で情報を発信収集し製品販売が出来るホームページの開設

4323 香川県 株式会社あかり 7470001018517 自家製果実ムースバーの直販推進と厨房改修による生産性向上

4324 香川県 有限会社ヒカリ企画 6470002000053 個室一棟貸リモートワーク利用可能なHybrid宿への改装事業

4325 香川県 株式会社加喜屋 3470001009841 コロナ禍におけるフォトウェディング事業確立による販路拡大

4326 香川県 苺ファーム森本 対人接触機会減少のためのネット販売強化と新たな加工商品の開発

4327 香川県 株式会社琴平国際ホテル八千代 7470001008154 可動式ロールスクリーンによる食事提供の安心・安全の見える化

4328 香川県 Ｍｉｒａｉ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 2470001017738 オンライン財務顧問サービスの導入

4329 香川県 Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ Ｌｏｃａｌ Ｊａｐａｎ 発酵カフェメニューの商品化＆ECサイトでの販売促進

4330 香川県 有限会社パーフェクトデイズ 1470002010197 ＥＣサイトによる新たな販売方法と自社内製化による事業の安定化

4331 香川県 てしまのまど 低感染リスク対策を行ったシェアスタジオの開設

4332 香川県 Ｓａｅ株式会社 1470001016591 『いのちのおはなし』絵本の朗読動画の配信により販売力強化

4333 香川県 株式会社ビデオライフネクスト 3470001017200 おうちで旅行！日本、いや世界中の観光をまるっとオンラインで

4334 香川県 株式会社ｃｕｂｅ 4470001011771 ECサイトでビューティー用品販売・美容レッスンをオンライン化

4335 香川県 有限会社シーズクラブ 8470002012633 テイクアウト・ECサイト販売による新規顧客の獲得と売上回復

4336 香川県 ミライクリエイト 空車時のレンタルキャンピングカーを移動販売車にカスタマイズ

4337 香川県 武田商会合同会社 9470003001048 コロナ感染予防の充実とECサイトによるテイクアウトで収益増加

4338 香川県 スポーツ ヤード バレーボール初心者パックのネット通販事業で販売強化を実現

4339 香川県 株式会社フォアライズ 5470001018246 完全オンラインで決算に基づく戦略的経営のサポートサービス提供

4340 香川県 株式会社ＥＡＲＣＳ 3470001017670 新しいシステムを使った「あなたの体のサポーター」事業

4341 香川県 株式会社ちば印刷 3470001002763 BtoB向けLPのWEB展開による下請け事業拡大

4342 香川県 有限会社ジミニー 3470002011771 衛生的なレジ運用による新型コロナウイルス感染症への対応

4343 香川県 有限会社つるだや 4470002013288 動画配信及びリモート接客環境整備による非対面ビジネスの強化

4344 香川県 暮らす 防犯カメラによる遠隔本人確認と遠隔キー導入による非対面化。

4345 香川県 サンショク合同会社 1470003000619 キッチンカーでの移動販売及び宅配サービス開始による売上

4346 香川県 オンキャリア オンラインインテリアコーディネートサービスの自社展開

4347 香川県 株式会社Ｊ．Ｆｏｒｃｅアウトソーシング 4470001016746 自社オウンドメディア事業の構築

4348 香川県 株式会社空と風ぐるま 3470001017563 Webサイトでの中古品（主にスマートフォン等）買い取り事業

4349 香川県 株式会社ＫＵＲＵＭＩ 1470001018596 人材紹介マッチングWEBプラットホームサイト制作

4350 愛媛県 株式会社ＭＡＲＵＳＨＯ 9500001023305 もつ鍋の冷凍商品開発（自動販売機）に対する生産設備への投資
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4351 愛媛県 ウェルサポート愛媛 コロナに負けない、ココロとカラダの健康づくり事業

4352 愛媛県 株式会社一笑堂 4500001011124 ECサイトを通じて地元で愛されているお菓子を全国に届けます

4353 愛媛県 炭匠 Withコロナにおける完全感染対策型居酒屋への変貌

4354 愛媛県 ふじや 感染リスク低減と販路拡大のための浴室改修工事事業

4355 愛媛県 合同会社山おか 9500003002439 テイクアウト事業拡大と予約システム構築による業務最適化

4356 愛媛県 居酒屋 魚てる 低感染リスク対策に資する店内改装及びテイクアウト販売の拡充

4357 愛媛県 おかし屋ＳｈａｎＳｈａｎ 自家製塩麹の手作りベーグル開発による新規顧客獲得事業

4358 愛媛県 株式会社ぞっこん四国 2500001021447 非接触を目的とした生産プロセス実現のための前室設置

4359 愛媛県 相原 威 板金塗装の省力化と効率化による生産性向上事業

4360 愛媛県 株式会社ウルトラコーポレーション 8500001005493 絶景野外テラスでの安心安全な食事スタイルの提案

4361 愛媛県 百式 自慢の土佐の味を安心してご堪能頂けるビジネスモデルへ転換

4362 愛媛県 変幻自在かめりあ コロナ禍で安心して食事ができる個室の創設

4363 愛媛県 株式会社カンカク 2500001014145 デジタルギフトカタログ用のECサイト・ギフトカード作成

4364 愛媛県 株式会社宏栄建材店 1500001011523 オンラインチャット・オンライン商談でリフォームの提案

4365 愛媛県 あくびワークス 愛媛２大大学周辺の女性に地元野菜のタコスを低感染店舗販売

4366 愛媛県 エターナル ビューティー ナナ 低接触施術サービスの開始で、お客様の安心感と売上UP！

4367 愛媛県 マルナカ通商株式会社 7500001003960 感染リスク防止のためインターネットによる商品アピール

4368 愛媛県 株式会社伊藤本舗 5500001011115 感染リスク軽減を考えた店内改装

4369 愛媛県 高本歯科技術研究所 非対面受注・決済機能付ホームページ開設

4370 愛媛県 Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｍｉｌｌｅ リモートエステと短時間メニューによる接触機会の減少とCS維持

4371 愛媛県 株式会社ライフプロテクト 4500001016247 非対面で実現する新しい販売モデルの確立

4372 愛媛県 株式会社Ｃｉｒｃｌｅ Ｌｉｎｅ 9500001006367 建築CAD導入による非対面リフォームビジネスの実現

4373 愛媛県 有限会社若松蒲鉾店 9500002013718 オートフライヤー導入による非接触型生産体制とHP製作で販促

4374 愛媛県 合同会社さくら学習センター 7500003001896 withコロナアフターコロナ対応型オンライン教室の設立

4375 愛媛県 好好食堂 Ｃｈａｍｐａ ウッドデッキのテラス席による低感染リスク型飲食店運営

4376 愛媛県 有限会社戸田益 1500002014351 ウェブギャラリーシステムを活用したインターネット注文の実現

4377 愛媛県 鍋ゴム 顧客が非対面で製品確認・発注できる販売管理の効率化事業

4378 愛媛県 ＪＥＬＬＹ ＢＥＬＬＹ オートシャンプー導入による対人接触機会の減少

4379 愛媛県 リラクゼーションサロン アロマアンドクレイフォレスト WEB活用による非接触サービス開始と認知度UPの取組み！

4380 愛媛県 食べ処呑み処 味人 新システム導入による感染防止対策の強化と事業の効率化を図る。

4381 愛媛県 株式会社ミハマ 2500001014079 WEB内覧（住宅内見動画）の制作事業を立ち上げ、収益化する

4382 愛媛県 有限会社森開発 8500002020310 ミニショベル導入による作業効率の安定化と新規事業参入

4383 愛媛県 肱川自動車有限会社 5500002012236 新規事業「ドローンによる肥料・消毒散布等受託事業」の開始

4384 愛媛県 株式会社オープロジェクト 1500001022165 ガーデンバーベキュー アートを楽しむ安心安全な食事スタイル

4385 愛媛県 一心庵 コロナ禍を生き抜く為に～新WEBサイト開設と新サービス開始～

4386 愛媛県 マミー施術院西条 オンラインによるサプリメント商品の通信販売

4387 愛媛県 日々コレ好日 店舗改装によるコロナ対策と新ビジネスへの取り組み

4388 愛媛県 婚活サポート こいのぼり チラシ配布・ホームページ作成・紹介システム構築

4389 愛媛県 せとうちプレミアム株式会社 5500001023085 巣ごもり需要に向けたサプリ開発とEC構築による売上・新客獲得

4390 愛媛県 有限会社赤松酒店 1500002023567 ネット販売強化の為、独自の本格的なASP型ECサイトの構築

4391 愛媛県 株式会社ＯＺカンパニー 7500001008687 唐揚げ専門店宣伝のための看板の作成設置及び照明器具取付事業

4392 愛媛県 特定非営利活動法人花園 6500005006754 風除室飛沫感染防止対策事業

4393 愛媛県 株式会社ＡＧＲＩ ＢＡＳＥ 5500001021915 糖度計導入で消費者に対し目に見える数値で農産物の提供を。

4394 愛媛県 マーブル HPを活用した女性の働き方をアップデートするコミュニティ事業

4395 高知県 味千拉麺 南国店 宅配事業開始に伴う宅配用バイクの導入と感染防止対策強化

4396 高知県 株式会社ガーデンクリエイト 2490001008867 宅配ボックスのオンライン販売にて非対面事業展開を強化

4397 高知県 ひだか和紙有限会社 5490002009580 ウエブ完結型オーダーメイド染色和紙製造・販売システムの構築

4398 高知県 株式会社中繁 6490002003764 老舗家具販売店の新たな挑戦！中古家具をECサイトで販売

4399 高知県 有機高揚 三密回避型アウトドアアクティビティ確立とオンライン販売促進

4400 高知県 吉良水産 キャンパー向け食材販売のためのオンライン販売HP作成
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4401 高知県 有限会社大平商店 4490002006389 高知名物芋天と高知らしい揚げ物のデリバリー

4402 高知県 焙煎香房・古具 庵 コーヒー豆の通販を強化し、サブスクリプションサービスの開始

4403 高知県 利休 高知特産品を土産利用から日常利用へ、「お取り寄せ」の通販拡充

4404 高知県 有限会社第一物産 1490002002985 高知県産鮮魚を全国へ！ECサイト事業の開始

4405 高知県 株式会社ＣＬＡＮ 3490001009773 葬祭業のワンストップ体制構築と商圏内広告強化による認知度向上

4406 高知県 満月 コロナ禍でも安心！ネット販売とともに゛キャンプ飲み”を提案

4407 高知県 ワンディッシュ 旬の地元野菜を使ったレトルト食品の製造と販路開拓事業

4408 高知県 せっけん丸洗い工房ふたごやｐｌｕｓ ＩＣＴ化推進とＨＰ受注システム構築によるファン作り

4409 高知県 株式会社豊栄電気工事 7490001002064 ホームページで民間受注増加を図る

4410 高知県 日本料理ゆいんち 新たな需要に向けた商品PRとテイクアウト事業への取り組み

4411 福岡県 ＫＫスタジアム株式会社 9290001086489 映える看板で志賀島の発展とテイクアウト事業の新規顧客獲得！

4412 福岡県 おそうじ本舗飯塚南店 前向きな設備投資で攻める営業スタイルに進化し、社会問題解決！

4413 福岡県 平木さおり 顧客との双方向性を高めるヨガレッスン動画販売

4414 福岡県 九州バラエティーミート販売株式会社 3290001062586 冷凍自動販売機による非対人接触型国産牛ホルモン販売事業

4415 福岡県 徳士ジャパン株式会社 8290001031504 自社商品AIRQUALITYの販売と顧客対応のオンライン化

4416 福岡県 トラットリア クオーレ テイクアウト販売強化による売上拡大とキャッシュレス化

4417 福岡県 Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｓａｌｏｎ雫 感染リスク低減のための機器導入で新たにテイクアウトを始める。

4418 福岡県 有限会社ＴＳテクノ 3290002032299 エクステリア専門家にすぐ聞ける！スマホでなんでも相談室開設！

4419 福岡県 合同会社三宅牧場まきば 8290003001918 非接触販売できる冷凍餅新商品「まきばギフト」の開発とＰＲ事業

4420 福岡県 株式会社福元工業 7290801023016 ICT機器導入による土木工事のテレワーク化

4421 福岡県 株式会社風雅 2290001037705 倉庫をテイクアウトコーナーに！寿司店が拘るうなぎのせいろ蒸し

4422 福岡県 阿香のれん テイクアウト事業開始による新たな販売戦略。

4423 福岡県 株式会社Ｈｉｂｉｋｉ 1290001087313 個室を活用した非対面注文の居酒屋・アプリでテイクアウト強化

4424 福岡県 居酒屋 本陣 店舗前・自動販売機設置による店舗メニューの非接触販売

4425 福岡県 ふれあい補聴器柳川店 耳の不自由な方にも伝わるリアルタイム字幕サービスの導入

4426 福岡県 自家焙煎珈琲豆屋 珈琲まつり 珈琲豆とスイーツの自動販売機、非対面販売で利益アップ

4427 福岡県 有限会社岩部 6290002047798 【新規就農者向け】低コストで農業参入できるオンライン相談事業

4428 福岡県 ７マイル 新型コロナウィルス感染リスクのないオンライン運動プログラム

4429 福岡県 いとしまコンシェル合同会社 8290003008434 自動販売機を利用した糸島特産品の24時間・非接触販売の導入

4430 福岡県 株式会社ＥＸＥＬＩＭ 7290001085831 天然由来の芳香除菌消臭剤の開発と新規顧客開拓

4431 福岡県 西日本ビジネス印刷株式会社 3290001009422 コロナまたその後の事業の業態変革に対応した非対面受注の取組み

4432 福岡県 株式会社ＭＡＲＩＥ 4290001075050 オンラインショップを充実させ店内販売の削減、新規顧客の獲得

4433 福岡県 株式会社ＷＥＳＴＦＩＥＬＤ 6290001033799 ECサイト作成による通信販売事業への参入。

4434 福岡県 硝子工房 生 国内外に向けて独自の『雪花ガラス』を広めるオンライン展示会

4435 福岡県 てっぱん雅家 本格的なお好み焼きをご家庭で！ECサイトによるネット販売。

4436 福岡県 株式会社ティーケイ空調 1290001079368 オンライン見積りシステム導入によるエアコンの非対面見積もり

4437 福岡県 有限会社白陽舎 3290002045870 特殊抗菌サービスによる接触機会減少とコロナ対策店舗周知計画

4438 福岡県 コトツキ、 人との繋がりを大切にして安心・安全な食事を提供する空間の提供

4439 福岡県 今日を拓く 映像を使った臨場感溢れるショーやオンラインライブでファン獲得

4440 福岡県 ｏｉｎｋ ｏｉｎｋ キッチンカーで三密回避。「とんかつボール」で地域貢献と事業拡

4441 福岡県 ＬＩＦＥ ＢＡＳＥ 3次元レーザー測量機器導入による少人数施工サービスの展開

4442 福岡県 チェソーロアモーレ お家で簡単本格イタリアン！ECサイトを利用した通販事業

4443 福岡県 福包み 冷凍自動販売機導入で餃子の非接触24時間食品販売事業へ転換

4444 福岡県 みんなでごはん穂のさろん 狭い店内でも安心して食事を提供！テイクアウト専門店への改革

4445 福岡県 ＡＲＫ ＴＹＰ エモい写真でＳＮＳ映え！ＳＮＳ投稿写真のスクール事業

4446 福岡県 株式会社ＡＣＣＥＰＴ 6290001058805 自動車中古パーツ通販展開で商圏拡大と新規顧客獲得を実現

4447 福岡県 カフェ アリベデルチ 愛犬の健康も大切にしたい需要を捉える個室愛犬ケア事業

4448 福岡県 通小町 着物レンタル・通信販売サイトによる接触機会減少と販路拡大の両

4449 福岡県 与作 アプリを活用したモバイルオーダー・テイクアウト販売の導入

4450 福岡県 Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｂｏｄｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 6290001070470 オンライン姿勢改善指導サービスによる新規顧客獲得事業
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4451 福岡県 Ｙ・コーポレーション株式会社 7290001056907 二階建て中古一軒家販売をオンライン商談にて販促強化

4452 福岡県 株式会社７１９ 6290001064191 Withコロナ向けた小売業・通販事業への事業拡大と販路開拓

4453 福岡県 東町珈琲焙煎所＋ｃ 屋外型自動販売機活用による２４時間非接触販売サービスの導入

4454 福岡県 株式会社占部建築板金 3290001078483 屋根工事診断のオンライン決済を導入！非対面の販売強化事業

4455 福岡県 スナック峰 「高齢者のニーズを満たすテイクアウト営業への取り組み」

4456 福岡県 江口衣津美 非対面型によるリモートレッスンのご提供！

4457 福岡県 株式会社ローラーズ・ハイ 2290001010975 卸先・エンドユーザーへのＷＥＢ展示会開催事業

4458 福岡県 縁人 ECサイト設立、SNS運用、美容室広告の3段活用売上アップ

4459 福岡県 株式会社豊卓 8290001079683 据置型真空包装機導入による通販事業の展開

4460 福岡県 株式会社おうちマイスター 8290801026876 LINE配信「写メもと」活用による非対面営業の強化

4461 福岡県 ＦＯＵＲＴＨ ＨＥＡＲＴ 非対面・非接触セルフトレーニングジム

4462 福岡県 株式会社笑乙 8290001062895 少人数葬儀プランのオンライン販売による対人接触機会を低減

4463 福岡県 株式会社ＨＹＤＥＲ 5290001069737 接触回数減少！モバイルオーダー・予約サイトでポストコロナ！

4464 福岡県 ＢＰ・Ｔａｉｙｏｕ ホームページから相談できる、簡単板金塗装見積の非対面営業事業

4465 福岡県 有限会社ケーツープロデュース 5290002021498 店舗専用アプリで非対面のモバイルオーダー＆お酒をテイクアウト

4466 福岡県 Ｓシステム 動画デモによる営業活動、操作動画による非接触営業の開始

4467 福岡県 株式会社ＷＯＲＬＤ ＨＵＮＴ 4290001066000 自社で通販事業を行い、新たな収益の柱を構築する

4468 福岡県 ＬＡＳＣＩＶＯ 完全非対面型営業による新規顧客獲得

4469 福岡県 東アジア日本語学校株式会社 3290001056885 オリジナル教材による日本語オンライン授業講座とeラーニング

4470 福岡県 プロックスマテリアル株式会社 5290001083531 オンラインによるプロックススライド施工の提供・販売事業

4471 福岡県 アロマテラピー西別府 上質のアロマオイルのEC販売で世の中のストレス軽減に貢献

4472 福岡県 有限会社アラモード 3290802018547 贈答用メッセージ付き菓子セットの通信販売で非対面交流の推進

4473 福岡県 ハグアツリー オンラインでの「親子ヨガレッスン」「子育て講座」の提供

4474 福岡県 合同会社ＦＵＮ ｔｏｏ ＦＵＮ 4290003006755 非接触・室内環境の感染症防止事業及び自社オンライン集客事業

4475 福岡県 モアニズオーラ ファスティング用酵素ドリンクの販売に伴うECサイトの開設

4476 福岡県 株式会社Ｆ，ｃｉｒｃｌｅ 5290001084414 自社アプリでオンラインネイルサロン！デザイン発信＆EC販売

4477 福岡県 ネイジングセラピー 移動施術車両導入と酸素カプセル活用による整体の業態改革

4478 福岡県 コツクソース株式会社 3290001007533 定量充填機の導入による感染リスクの低減と生産性の向上

4479 福岡県 ミクニ建設株式会社 2290801010654 非接触の営業スタイル！技術力を映像で表現したWEBサイト

4480 福岡県 有限会社やの 7290002031181 本格イタリアンシェフが作るドッグフードの開発と販売

4481 福岡県 有限会社加研フォーム 3290002048221 手芸素材のオンライン販売を強化し日本全国へ展開

4482 福岡県 株式会社西宣 3290001000439 “ハタアゲ”コンセプトを起点とした営業推進変革プロジェクト

4483 福岡県 炊鍋焼肉まんぷく 感染リスク防止の為の個室改装とキャッシュレス決済端末の導入

4484 福岡県 風唄窯（ふうたがま） 新作器「虹色陶器」開発とネット通販事業への転換による販路拡大

4485 福岡県 奥本商会 店内の接触機会の減少の促進、及び感染拡大防止と事業継続の両立

4486 福岡県 鍼灸整体笙 新サービス「セルフケアオンライン講座」で販路拡大

4487 福岡県 新川桂株式会社 6290001047279 オンラインによる打ち直しリフォーム専用相談窓口サイトの構築

4488 福岡県 Ｈａｉｒ Ｍａｋｅ Ａｓ 個室でセルフ脱毛！みんな【安心・安全】に売上UP！

4489 福岡県 ファーストオフィス株式会社 3290001079325 プロの事務代行でコロナ禍を乗り越える企業の救世主に

4490 福岡県 株式会社光将 3290001087121 SNS活用とお子様向けサービスの充実でファミリー層の顧客獲得

4491 福岡県 株式会社トゥトゥモロウ 9290001020951 非接触でクリーニング精算受渡し可能なＩｏＴ付スマートロッカー

4492 福岡県 有限会社ＴＷＩＮＫＬＥ 2290002042547 世界の３Dクリエイターデザインのフィギュア販売サイトの構築

4493 福岡県 ヨガ シャラ ヨクラ オンラインヨガレッスン転換と新規ECサイト作成による販路拡大

4494 福岡県 ＯＴＴＯＭＯＮＯ 「オンラインによるウェブデザイン研修サービス事業」の創設

4495 福岡県 匠ハウジング オンライン屋根相談の提供による売上カバーリング事業

4496 福岡県 有限会社三池プロパン 7290002055858 通信機器を導入した非接触型検針・保安と業務効率化

4497 福岡県 喜多電設株式会社 8290001080732 非対面でエアコン工事することで感染リスク低減と売上拡大！

4498 福岡県 ＤＲｃｏｍｐａｎｙ株式会社 4290801007327 教育動画導入（対人接触機会の減少）と感染予防用改装工事

4499 福岡県 Ｙｏｕ Ｌｉｎｅ株式会社 9290001090235 動画スキルを学びたい方へ、プロが教えるオンラインスクール

4500 福岡県 株式会社ボディコープ 2290001031055 ウィズコロナ時代の環境ニーズに応える国内フィットネス事業展開
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4501 福岡県 アイ・タイムズ ZOOMとYouTubeを活用したリモート婚活事業への転換

4502 福岡県 オルゴン花 セルフ筋トレ痩身エステによる対人非接触型事業の準備と開始

4503 福岡県 ベンチャーマネジメント リモート営業による「オンライン モチベーションUP塾」事業

4504 福岡県 ヘアサロンハラダ 老舗理容店の非対面サービス導入のためのホームページ新規制作

4505 福岡県 合同会社ＨｏＭ 7290003010143 子ども用サプリのネット通販で日本全国のママを応援！

4506 福岡県 エヌ・アイ株式会社 7290001084107 百貨店販売からの転換！健康インソールオンライン販売事業

4507 福岡県 楽しい食卓株式会社 7290001029854 オンライン販促支援のためのストーリー性ある共感動画製作事業

4508 福岡県 誠ｃｕｉｓｉｎｅ 完全個室で店内感染防止対策とデリバリー等売上強化の両立

4509 福岡県 株式会社ＳＵＰＥＲＩＯＲ 1290001084995 車のオンライン相談・試乗予約で新規顧客との接点創出

4510 福岡県 有限会社信盟企画 3290002049186 独自のECサイトでの健康食品販売とオンライン指導

4511 福岡県 株式会社加來総合保険事務所 5290801021418 ＤＭ/チラシとオンラインを活用した非対面型営業販促プラン実施

4512 福岡県 ＶＯＩＣＥ ＢＯＸ 麟 オリジナルアプリでスマートスナック運営！オンライン接客の実現

4513 福岡県 株式会社ＬＵＣＥＮＴ ＣＲＥＷ 5290801020147 独自のＥＣサイトを利用した家庭と地元飲食店への海産物提供

4514 福岡県 株式会社パイルアップ 1290001083097 オンラインコロナ消毒相談＆施工で感染リスク低減＆販路拡大事業

4515 福岡県 株式会社ココシスリゾート 6290001090007 次世代の宿泊施設の創造

4516 福岡県 株式会社ＡＭＥＬＩＥʼＳ 2290001086198 医療法人開業支援に特化したHP開設により非対面で新規顧客開拓

4517 福岡県 株式会社ＴＳＵＴＳＵＭＩ 5290001061363 非対面で営業・サービス提供のできるウェブシステムの開発

4518 福岡県 株式会社ＬｉＢＥＬＡＳ 3290001071827 男性用化粧品ECサイトの新設と動画集客による来店数の回復

4519 福岡県 株式会社イーベック 4290001055341 オンラインシミュレーションシステム開発による新規顧客開拓

4520 福岡県 建物調査九九株式会社 3290001079060 コロナ禍の飲食店を助けたい！Lineを使って集客＆売上増強！

4521 福岡県 有限会社プリンセス 8290802023567 低感染リスク型サービス「セルフエステ」の開始に必要な機械導入

4522 福岡県 株式会社ビットライズ 8290801007109 現代アート通販事業

4523 福岡県 洋菓子工房ラ・ぺ 商品陳列レイアウト、お客さまの導線改善による売上アップ

4524 福岡県 入部錺金具製作所 新しい生活様式に対応したホームページ作成による販路拡大

4525 福岡県 有限会社ビーレックス 9290002030586 簡易リフォーム工事パックのWEB受注を強化する販路開拓事業

4526 福岡県 Ｃｈａｉｎｆｉｅｌｄ コロナ渦のレッスンをオンラインにし感染リスクを減らす

4527 福岡県 美髪専門店 Ｙｏｕｒ Ｔｅｒｒａｃｅ ヘアスタイルの提案をオンライン化し、感染リスクを減らす

4528 福岡県 株式会社不動産アドバイザリー 8290001084758 商談のオンライン化による感染リスクの軽減

4529 福岡県 レストラン南 地元の農産物を使用したテイクアウトデザートの開発と販売

4530 福岡県 ＪＡＰＡＮ ＨＯＰＥ株式会社 5290001066437 観光地を元気に！観光地の動画配信と通販事業の開始

4531 福岡県 株式会社二光 6290001037362 Zoom連動のモール型ECサイトでオリジナル庭グッズ販売事業

4532 福岡県 株式会社セレクトショップＭＡＤ 6290001088141 温浴施設で大人気のとろけるパンツ！ECサイトによる全国展開！

4533 福岡県 有限会社福岡天賞堂 3290002012722 福岡天賞堂オフィシャル EC サイト

4534 福岡県 株式会社ｂｒａｎｃｈ 9290001090904 対人接触機会を減少して対策。アプリで事前カラー診断＆EC販売

4535 福岡県 瀬戸内土木工業有限会社 8290802009566 杭ナビ導入による土木工事のテレワーク化とICT化

4536 福岡県 花夢花夢 ECサイトでの葬儀花・生花の販売による売上拡大

4537 福岡県 ルシェリーアンニューアンドココ フェイシャルエステでマスクの下の肌荒れも再生可能！

4538 福岡県 株式会社Ｃａｍｐａｎｕｌａ 3290001031310 オンライン研修サービスの提供とeラーニングコンテンツの作成

4539 福岡県 株式会社慶光茶荘 9290002006999 Webを活用した新規顧客獲得の強化と非対面販売への転換

4540 福岡県 株式会社ＫＩＲ 9290001091778 自宅で当店の味を！福岡名物水炊きを全国へ届けます

4541 福岡県 松尾農園 ネット販売とイメージ戦略による農産物の６次化促進と販路拡大

4542 福岡県 博多いろどり ECサイトを活用したキャッシュレス決済の導入による感染対策

4543 福岡県 ｐｒａｙ４ 自社HP開設とオンラインツールによる非対面営業の実現！

4544 福岡県 神田たまごけん 福岡天神店 店内感染リスク削減のための、タッチパネル式券売機の購入

4545 福岡県 ソウルラバーズカフェ 糸島野菜使用大人気こだわり高級レトルトカレー通販事業

4546 福岡県 ことぶき テイクアウト事業強化による新規顧客の獲得・販路拡大

4547 福岡県 壱語屋株式会社 9290001024580 壱語屋ECサイトリニューアル計画

4548 福岡県 美容室中山 感染リスクを減らし収益アップ美容室での歯のホワイトニング事業

4549 福岡県 株式会社プレセンス 6290001057022 UAV活用による育成分析と農薬散布

4550 福岡県 タマンサリ アーユルヴェーダとインド痩身のオンライン講座を開始・宣伝！
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4551 福岡県 居石モータース 出張型タイヤ交換サービスの事業展開による非接触型の事業推進

4552 福岡県 レインボーブリッジ英語学院 パーソナルトレーニング型ICTオンライン英会話教室

4553 福岡県 エルティーユー黒木優子 ヨガレッスン及び心理カウンセリングのオンライン化

4554 福岡県 エステサロンアヴィ 顧客ニーズを捉えた非対面型脱毛セルフエステサービスの導入

4555 福岡県 株式会社パワーｕｐレンタリース福岡 9290001057928 EC サイト構築による全国への販路拡大

4556 福岡県 エクティブ スポーツをしている利用者に向けたセルフケアサービスの提供

4557 福岡県 河上工務店 キッチンカーで事業存続、移動販売事業

4558 福岡県 合同会社ＭＡＺＩＭＡＸ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 5290003006325 3Dプリンターによる「アナログゲーム関連商品」の生産と販売

4559 福岡県 株式会社アルタス 9290001079773 Withコロナ対応、非対面型営業ツールによる新規顧客の獲得

4560 福岡県 クリスタルカーケア Ｋ３ 手軽にピカピカ。全天候型対応のカーコーティングを全国に拡げる

4561 福岡県 西日本物産有限会社 6290002045843 自動精算機導入で対人機会ほぼゼロを達成、需要回復事業

4562 福岡県 株式会社ネオテックス 8290001034820 福岡市の小売業者と韓国消費者を結ぶマッチングECサイト事業

4563 福岡県 株式会社ユーアール 9290001017196 POSの設置・管理をリモートによる遠隔操作で業務向上を図る。

4564 福岡県 写真のみどり 建築竣工写真等の空撮『ドローン撮影』の本格的な取り組み

4565 福岡県 株式会社メイコウ 1290001077842 電気自動車用コンセントの設置工事案内

4566 福岡県 合同会社近代農業研究会 4290003006210 特別栽培の地元野菜をECサイトの導入で対面販売から通信販売へ

4567 福岡県 有限会社ジャン・サッチ 2290002002435 ECサイト活用による新販路拡大、新顧客創出事業

4568 福岡県 アトリエ ココロ 対人接触機会を減らしB2B販売でオリジナルメソッドを販売

4569 福岡県 ジーニーホリスティックサロン 在宅で！足つぼマッサージスクールのオンライン販売

4570 福岡県 ｄｒａｗｉｎｇ ホームページを活用した非対面（オンライン営業）による販路開拓

4571 福岡県 バー白か黒か オンライン予約ツールの導入で密を回避し売上回復を実現の為

4572 福岡県 ｅｎ ｃａｃｈａｔｔｅ ＥＣサイトによる化粧品販売事業及び動画配信サービスの展開

4573 福岡県 ゴールデンクラブ 自社HPによるロブスターのネット販売

4574 福岡県 株式会社Ｗｅｓｔ Ｒｅｓｅａｒｃｈ 4290001093795 エアーツールや電子診断機導入でガレージサービスの他社と差別化

4575 福岡県 合同会社ペンデュラム 7290003009243 自社ブランド商材開発とオンライン販売による非対面物販の開始

4576 福岡県 クラシコ オーダーマスクをECサイトで販売、新規開拓

4577 福岡県 株式会社Ｎｅｗ Ｓｕｐｐｏｒｔ 8290001076342 EMS機器導入によるトレーニングジム事業の低感染リスク化計画

4578 福岡県 ワイン食堂 Ｌｅ Ｃａｎｏｎ 3密を避けた屋外飲食スペースの設置とお取り寄せ商品の開発

4579 福岡県 株式会社吉岡貿易 9290001080896 越境ECサイト統合による新規販路の増強と非対面ビジネスの強化

4580 福岡県 スマイルショウ ＷＥＢ司会の事業とコンテンツ販売事業の拡大による売上獲得

4581 福岡県 ラフィネアクロスモール春日店 完全予約制 あなただけのプライベートリンパケアサロン

4582 福岡県 イリジャット 自社Webサイト構築による非対面型営業活動の強化

4583 福岡県 桃月。 オリジナルの無添加化粧品開発と通販ページの立ち上げ

4584 福岡県 株式会社ｆａｉｔｈｐａｌ 3290001059203 オンライン商談及びECサイト構築による非接触事業

4585 福岡県 Ｆｕｔｕｒｅ Ｓｔｕｄｉｏ株式会社 3290801027094 動画活用をもっと身近にするためのWEBシステムの構築

4586 福岡県 アロマの杜 オンライン調香室で作る世界で一つだけのオリジナルアロマオイル

4587 福岡県 株式会社エフ・ジョブ 6290001004040 産業クリーニング業非対面化のためのＲＦＩＤ運用模擬環境試作

4588 福岡県 合同会社イーライフホーム 4290003009840 オンライン決済による屋根＆外壁塗装パック提供で非対面化を実現

4589 福岡県 株式会社ＭＡＸ 6290001093182 自宅にて安全安心な改築相談！非対面型商談サービスを構築！

4590 福岡県 ＨＩＲＯプロジェクト オンラインによる施工相談＆現地調査サービス！

4591 福岡県 ピースアンドカーミング コロナ禍でも感染対策しながら至福の時間を提供する美容室

4592 福岡県 咲顔Ｅｇａｏ 日本発、唯一無二のオーガニック商品をオンラインで販路拡大

4593 福岡県 株式会社ＨａｓｅＲｉｖｅｒ 1290001089656 インターネットによる複製絵画販売で販路開拓・知名度向上

4594 福岡県 株式会社Ｔｏｂｅ−Ｒｕ 7290001091615 「Hirame-ku」の認知度アップ・無償トライアル促進

4595 福岡県 ＳＢＴ株式会社 1290001092313 Fukuoka Mobileオンラインショップの開設

4596 福岡県 吉田純 オンラインサロン導入での新規顧客獲得と動画による魅力発信

4597 福岡県 株式会社ニシトク 3290001015536 ウィズコロナの非対面営業動画付きHP制作

4598 福岡県 株式会社ケイティホーム 5290001060943 家電家具ＥＣサイト導入にて顧客サービス強化による収益向上

4599 福岡県 兼定興産株式会社 3290001048544 コロナ禍における物量業者と作業合理化作業合理化

4600 福岡県 ＪＯＢＳＴＹＬＥ株式会社 7290001090567 人生を輝かせるオンライン男前転職
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4601 福岡県 手づくりパン工房パオ・パオ 屋外デッキスペース設置による店内売上とイベント売上の増大計画

4602 福岡県 有限会社アクテス 8290002020984 オンラインリモート陶芸教室、スマートフォン取次事業

4603 福岡県 ホールインワン 当店で癒しを提供！ワンストップサービスと店舗移転で売上アップ

4604 福岡県 株式会社ウイングファミリー 2290001075473 オンラインセラピー＆エジプシャンオイルＥＣ販売で業績回復

4605 福岡県 森博多織株式会社 7290001017082 天然素材のパイル織製品のWeb販売におけるブランド力強化事業

4606 福岡県 有限会社アガペ創美 6290802000279 ホームページリニューアルによる対人接触機会の減少

4607 福岡県 株式会社ＳＯＨＯ ＷＥＳＴ 9011301021493 継続率UP!作業効率UP!予約システムの自動化

4608 福岡県 メディカルサロン Ｌｉｖｅ ｗｅｌｌ 接触機会の減少を図るための機器導入セルフメニューの開発

4609 福岡県 お好み焼き のん 広島風お好み焼きでほくほく笑顔。ＥＣサイト構築で販路を拡大

4610 福岡県 ＶＣＯＪＡＰＡＮ株式会社 5290001091757 オンラインを活用したネオライス事業

4611 福岡県 心・技・体 コロナ渦での運動不足による怪我の予防の薦め

4612 福岡県 有限会社日本ビルド 2290002047950 オンライン住宅相談＆ブランド家具の通販による売上拡大事業

4613 福岡県 ゑびす酒造株式会社 6290001043971 ＥＣサイトで対人接触減少と売上向上を実現！老舗酒造会社の挑戦

4614 福岡県 株式会社ブリングラック 1290001071234 九州の企業を元気に！IPOで企業価値の向上と事業継承に貢献！

4615 福岡県 合同会社寿司赤酢・中洲 6290003010375 有名寿司店のホームページ＋予約チャットシステム構築

4616 福岡県 筑紫口ＡＫカイロプラクティック院 オンラインカウンセリング提供で全国の方の身体不調を改善！

4617 福岡県 ｅｓｏｒａ 感染動向に左右されないキッチンカーで食を通じ沢山の人を笑顔に

4618 福岡県 紡 Youtubeチャンネル・オンライン講座による新規顧客拡大

4619 福岡県 合同会社ＲＵＣＡ 9290003008128 新商品！自宅でメンズエステサービスの開発及び販売

4620 福岡県 マタケ造景株式会社 4290001030550 レイアウトナビゲーター（LN-150）導入

4621 福岡県 株式会社チェンジジョブ 2290001093302 外国人専用の求人サイトの開発と求人の宣伝広告

4622 福岡県 株式会社福山 7290001091061 オンラインによる在日ベトナム人向けの化粧品販売

4623 福岡県 久留米福祉サポート株式会社 6290001074356 苦手な食事もスムーズに。高齢者向け食事用エプロンのＥＣ販売

4624 福岡県 Ｌａｐｉｓ Ｌａｚｕｌｉ 対面販売から脱却！本格事業構築の為のアパレルECサイト開店

4625 福岡県 経絡リンパサロン美仁伝 WEB情報発信強化で新規顧客獲得とオンラインサービスの提供

4626 福岡県 株式会社信青薬品 8290801019095 調剤薬局業務DX化

4627 福岡県 ｓｏｃｉｅｔｅ ＮＩＣＯ株式会社 6290001092837 ECサイト制作及びEC販売向け商品ツール制作

4628 福岡県 てるてる鍼灸院 ケア用品販売の促進、新規顧客の獲得の感染リスク削減

4629 福岡県 ＳＫＯＯＬＩＥ ＳＴＵＤＩＯ 施設を中心とした、ご年配層向けの移動式写真館訪問サービス

4630 福岡県 合同会社Ｌｉｂｅｒｉ 2290003010602 HP制作とSNS運用で秘書代行の非対面営業の効率化

4631 福岡県 ＶＡＢＥＬ 商談のオンライン化で感染リスクの削減

4632 福岡県 グラーティア 脱毛とエステの隠れ家サロンを提唱しながら新規顧客の獲得

4633 福岡県 ケイ・パッケージ株式会社 7290001000195 ホームページ強化と窓口の開設で新規顧客開拓を目指す

4634 福岡県 ジャパン スマート プロデュース アソシエーション 子どもたちの可能性を伸ばすオンライン教育事業

4635 福岡県 ８餃子株式会社 1290001093947 コロナ禍の商談・打ち合わせをオンラインへ。感染リスクを減らす

4636 福岡県 波多江会計事務所 相続における非対面型税務対応の体制構築

4637 福岡県 合同会社トリプルエス 1290003010628 遠隔モニターで安心！除菌消毒の非対面型ビジネスモデルの構築

4638 福岡県 株式会社ＩＫ 5290001083713 テイクアウト方式で韓国チキンを提供する事業

4639 福岡県 株式会社ＮＥＸＴ 3290001088012 自社EC構築とYouTubeを活用した販路開拓事業

4640 福岡県 株式会社ＢＩＧ ＤＩＰＰＥＲ 3290001092006 ネット集客で広げる「GOCHISOY」の移動販売事業。

4641 福岡県 ＬＳ．ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社 8290001081648 オンラインレッスンによる先生と生徒のマッチングサービスを展開

4642 福岡県 ｍｏｅ 対人接触を減らすテラス店舗改修・非対面型ビジネスモデルの確立

4643 福岡県 ｅｃｈｏａｓ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ ＆ Ｃｏ． 社労士がリモートで世界中の日系企業の人事労務をサポート

4644 福岡県 Ｄｅｐａｒｃｈｏ 健康的で幸せな生活を掴む「腸活」オンライン講座

4645 福岡県 手塚 秀作 コロナ感染リスクを抑え業務効率を上げるオンライン化計画

4646 福岡県 まりん ポストコロナ対策に向けたデリバリー事業始動

4647 福岡県 ｌｉｔｔｌｅｓｕｎ 主婦をターゲットとしたネットショップの開設サポート

4648 福岡県 株式会社デサフィアンテ 1290001037846 車屋のこだわりキッチンカーが、こだわりのカレーを届けます！

4649 福岡県 株式会社Ｒａｆｅｅｌ 2290801026576 テイクアウト専門の馬刺し販売の為のショーケース購入

4650 福岡県 ＫｚＴｏｏｌ Ｊａｐａｎ合同会社 2290003009586 非対面でのSNS活用型「生活防災用品専門ECサイト」の構築
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4651 福岡県 株式会社野田 2290001025593 問い合わせ用ホームページ作成と空気清浄機の導入

4652 福岡県 ＳＴＯＮＥ ＭＯＶＩＥＳ 接触回数０回で高品質な映像を提供

4653 福岡県 Ｒａｉｎｂｏｗ Ｍｅｔａｌ株式会社 5290001093951 ウィズコロナに対応した「非対面型の提案営業」で販路開拓

4654 福岡県 ｉ．ＭａｒｒｉａｇｅＡｇｅｎｃｙ 感染対策備品購入とオンライン婚活導入による販路拡大と売上回復

4655 福岡県 株式会社ＭＧ 8290001078173 非来店型！中古車のリモート商談サービス！

4656 福岡県 株式会社アドコマ 9290001081515 アウトドアで使える防災グッズを開発しオンラインで販路拡大

4657 福岡県 フラットコンサルティング オンライン営業で顧客獲得！シェアリング型保養所の運営

4658 福岡県 Ｍｉｅｌｅ Ｃｉｔｒｏｎ 若い女性向けに上質なファッションを提供 新ECサイトの立上げ

4659 福岡県 有限会社中村企画設計 5290002054746 業販卸からWEBを活用したBtoC事業への新規取り組み

4660 福岡県 美容室ファボ ドライ専用機械による接触機会の減少と販路拡大

4661 福岡県 スマイリーチキン テイクアウト用メニュー開発と店舗の改装

4662 福岡県 株式会社オリエントスター 1290001080730 「簡易リスクシミュレーション導入・動画による、販促強化」

4663 佐賀県 ノンゴキッチン 事業拡大のための新ビジネス「ロースイーツ」のオンライン販売

4664 佐賀県 株式会社ＭＥＡＴ ＴＯＭＯＲＵ 9300001010067 テーブルオーダーシステムと自動精算機導入事業

4665 佐賀県 麺処あきら戸町店 一番人気ラーメンをお届け!真空パック加工による通信販売事業

4666 佐賀県 たかはし薬局 会計時における金銭授受による接触機会を低減する取組み

4667 佐賀県 株式会社ハッピースタジオ 1300001011064 パパ・ママカメラマンプランのオンライン提供で非対面化を図る

4668 佐賀県 有限会社三交石油商会 6300002008930 クラウドシステムと通信機器導入による検針・保安のリモート化

4669 佐賀県 ＬＡＮＤＲＥＣ 自社独自のインターネットライブ配信サービスシステム構築事業

4670 佐賀県 嬉野温泉配湯株式会社 3290001034783 日本三大美肌の湯「嬉野温泉の源泉」ネット販売

4671 佐賀県 株式会社ＳＫＰ 7300001010572 飛び級を実現させる幼児向け学習塾募集サイトの構築

4672 佐賀県 株式会社荒木企画 7300001009929 オリジナルのツキ板製デザイン家具の製造及びECサイト構築事業

4673 佐賀県 天宮寿し 出前やテイクアウトの注文がアプリで簡単にできる寿司屋の経営へ

4674 佐賀県 藤石材店 オンライン受注可能な墓石店で売上回復と生産性向上

4675 佐賀県 茂正工房 EC機能付きのホームページの開設による販路開拓

4676 佐賀県 有限会社ビッグカンパニー 3300002001260 ビールサーバーのデリバリー事業の開始

4677 佐賀県 フィッシャーマンズダイナー テイクアウトから店舗の売上向上につなげるアプリの開発・導入

4678 佐賀県 有限会社福田商会 6300002006307 IoT-R設置による非接触型ビジネスモデルの構築

4679 佐賀県 有限会社城月堂 8300002008722 ジェラートを EC サイトや通販で全国発送する販路開拓事業

4680 佐賀県 三宝善株式会社 3300001012275 動画を用いた非対面営業とECサイト構築によるサロン物販事業

4681 佐賀県 株式会社ドライバーズエンジン 2300001012581 人材紹介事業における販路開拓拡大とコロナ感染予防対策事業

4682 佐賀県 久保総合 コロナと共存する事業を全国に拡大、笑顔を作り出すＥＣサイトの

4683 佐賀県 農業生産法人有限会社松浦竹田ファーム 7300002011215 内食化が進み、漬物に注目が集まっている今こそ非対面ネット販売

4684 佐賀県 株式会社Ｂｅｌｌｅ ｆａｃｅ 4300001009782 雑貨、化粧品のEC通販事業

4685 佐賀県 サロンクレア オンライン販売サイトの作成と動画教材販売事業の新規設立

4686 佐賀県 Ｌ−Ｆｉｔ パーソナルジムで非接触非対面のメンズ脱毛を開始し販路拡大

4687 佐賀県 野中塗装 自社WEBサイト構築による非対面での見積り相談や商談の実現！

4688 ⾧崎県 有限会社杉の沢 8310002018233 HACCP義務化対応、吸水防水一体型エプロンの開発と販路開拓

4689 ⾧崎県 雄和堂 コロナ禍においての販売可能な非接触オンライン販売事業

4690 ⾧崎県 ＴＨＥ Ｃｈｕｂｂｙ ＢＥＡＲ シャチハタ機器を使用しての浸透印制作、販売拡大事業

4691 ⾧崎県 株式会社山崎建設 8310001008284 ドローンとソフトウェアによるコロナ対策と生産性向上事業

4692 ⾧崎県 株式会社愛幸苑 2310001011285 コロナ禍後を見据えた、安全な空間での機能回復訓練の提供

4693 ⾧崎県 網焼きともつ鍋専門店 騎士Ⅱ 水中ドローンを活用し点検・調査の非接触型オンライン報告事業

4694 ⾧崎県 草野建設株式会社 1310001009751 ワンマン測量器導入による1人体制の測量の開始と販路拡大

4695 ⾧崎県 ＤＯＧＢＯＸ テイクアウトとイートインのオーダー窓口分別化

4696 ⾧崎県 有限会社ベース 5310002008311 蒸気洗車で高級車専門店イメージを払拭！来店しやすさUPへ

4697 ⾧崎県 モットアシスト 地域アスレティックトレーナーのインソール作成事業拡大

4698 ⾧崎県 野母商船（株）奈留島代理店 3密回避の少人数需要を取り込むレンタルdeキャンプ事業

4699 ⾧崎県 株式会社野中建設 8310001003310 民間工事受注の為、ドローンと測量システムの積極活用事業

4700 ⾧崎県 百円市だけ 野を越え山を越え山海の幸を移動販売＆温か味のある地域づくり
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4701 ⾧崎県 Ｌｕｚ 新規予約システム導入とＨＰ開設ＰＲ、抗菌改装による売上の拡大

4702 ⾧崎県 エコロミー 測量作業の自動化とドローンの活用によるwithコロナ対策

4703 ⾧崎県 まんまる コロナ後の環境変化に対応できる経営体力を備えるための新規事業

4704 ⾧崎県 ミネット 親子で安心して利用できるフォトスタジオ

4705 ⾧崎県 みなとまち社会保険労務士事務所 特化型専門サイト制作及び感染対策を講じたオフィスレイアウト

4706 ⾧崎県 マツモト鉄建株式会社 9310001002047 リフォームや修理のオンライン見積もり・受注・診断の導入

4707 ⾧崎県 パン工房蓮三 人気の天然酵母パンによるネット通販で全国展開し売上回復

4708 ⾧崎県 ⾧崎、万屋の勝手口 安心安全な広い空間で、コロナに負けない健康な食事を提供

4709 ⾧崎県 ぐりーん・ねっとわーくジャパン株式会社 3310001009865 ECサイトを活用した地域密着の農産物お届けサービス事業

4710 ⾧崎県 湊工業株式会社 7310001002131 電解水生成装置のWeb営業強化事業

4711 ⾧崎県 学習塾 黎明 オンライン指導＆受験対策講座（授業のリモート化）で売上拡大！

4712 ⾧崎県 株式会社村上彫刻 5310001015333 多様な特注品もオンラインで完結！Web受注システムの構築

4713 ⾧崎県 酒場食堂みなとや アプリ開発で非対面型サービス実施。新サービスで収益拡大を図る

4714 ⾧崎県 有限会社杉岡商店 5310002002578 非接触の為のホームページリニューアル・ショッピングカート設置

4715 ⾧崎県 益子一也 「健康に良い食塩」の製造販売事業

4716 ⾧崎県 楠本石油瓦斯 検針自動化による感染リスク軽減と作業効率化・販路拡大事業

4717 ⾧崎県 Ｇｕｓｔａｒｅ 自社ECサイトを構築し非接触型でクラフトビール販売を開始する

4718 ⾧崎県 九州宇鴻有限会社 9310002012169 墓石専用文字システムによる非対面営業で新規顧客獲得計画

4719 ⾧崎県 プルミエール 店内抗菌仕様改装とＨＰ新設と予約システム導入で新規顧客獲得

4720 ⾧崎県 特定非営利活動法人福江島おんだけ振興会 4310005007047 仕込み・製造作業機械化事業

4721 ⾧崎県 株式会社玉有 5310001006209 非対面商談・非対面販売に取り組むための、EC機能付きHP構築

4722 ⾧崎県 西日本繊維株式会社 3310001008867 1枚でも安価で作れるオリジナルマスクの通信販売事業

4723 ⾧崎県 和幸はり灸整骨院 川棚初!!非接触型セルフトレーニングスペースの設置

4724 ⾧崎県 株式会社エンドレス・アール 3310001014650 アプリ導入で事前カウンセリングを開始＆EC販売強化

4725 ⾧崎県 株式会社平野ＦＡＣＴＯＲＹ 6310001016033 不要な石の回収・販売マッチングサイト整備で販路拡大

4726 ⾧崎県 株式会社海島 7310001016676 アウトドア用コーヒー豆ブランド設立とECによる販路拡大

4727 ⾧崎県 クラブ ⾧谷川 ＨＰ予約システム導入と感染症予防対策による顧客確保と売上拡大

4728 ⾧崎県 有限会社タカギ商会 2310002002993 テレワーク環境を整えコロナ禍でも顧客・従業員に愛される会社に

4729 ⾧崎県 株式会社ＲｕｍｉｒｅＡｕｔｏ 1310001014768 整備関連のオンライン決済の利用で市場にニーズを掴む！

4730 ⾧崎県 さんくるカフェ Mahaloドックなどスイーツテイクアウト強化による販路拡大

4731 ⾧崎県 光和土木株式会社 3310001007951 一人で出来る！光波測量機導入によるコロナ対策＆生産性向上

4732 ⾧崎県 有限会社協和自動車工業所 8310002001486 オンライン接客と板金修理のパック販売で非対面整備工場の推進

4733 ⾧崎県 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ ＳＴＹＬＥ 店内全面抗菌仕様の感染防止対策をＨＰ開設で告知し新規顧客獲得

4734 ⾧崎県 Ａｍｏｒｅ Ａｒｏｍａ 香夢店 フランス式アロマのオンライン講座の開始

4735 ⾧崎県 ラウンジルシファー 予約システム搭載ＨＰ新設で、感染防止と新規顧客拡大・売上確保

4736 ⾧崎県 ワンパク合同会社 8310003003738 ペットホテル予約システム導入によるオンライン集客プロジェクト

4737 ⾧崎県 株式会社界工業 4310001009121 みんさく導入・ホームページ修正により販路拡大を目指す！

4738 ⾧崎県 イシバシクリーニング POSシステムを利用した店舗、宅配での安心安全提供事業

4739 ⾧崎県 マンチーズ スタンス オンライン動画配信の利用で対人接触機会を回避し売上増加を実現

4740 ⾧崎県 ムーンライト ＨＰ活用による新たな情報発信と感染拡大防止強化による売上改善

4741 熊本県 株式会社蓮グループ 5330001013434 キッチンカーでの人気メニュー販売による売上拡大・新規顧客獲得

4742 熊本県 株式会社ＭＡＨＡＬＯ 8330001025096 低感染店舗型非対面個室オンライントレーニングGYM

4743 熊本県 ジャパンアシストテクノロジー株式会社 7330001006774 ドローンを活用した検査点検業務によるお客様満足向上事業

4744 熊本県 やきむぎや 一石三鳥！自動販売機導入によるコロナ不況脱出事業

4745 熊本県 岸田観光有限会社 2330002022651 オンライン予約システム及びEC サイト構築による非対面型事業

4746 熊本県 スイーツ工房 ハニークイーン 移動販売車による販路開拓事業

4747 熊本県 有限会社ないとう食品 3330002015852 攪拌釜導入と通販実施による売上UPで生産性向上

4748 熊本県 株式会社イエイリ 3330001009120 自社ＥＣサイト構築による新たなネットサービス提供事業

4749 熊本県 有限会社ヤマシン 1330002007918 非対面型自販機による感染症対策の中での販売力強化、販路開拓

4750 熊本県 河津幸江 不登校生徒に特化したオンライン英会話スクールの全国展開
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4751 熊本県 合同会社レインボーエンジェル 5330003006444 時代にマッチした集客方法による販路拡大を加速させる事業計画

4752 熊本県 本格炭火焼きとんぼ 豚足の自動販売機設置による24時間営業売上拡大計画事業

4753 熊本県 株式会社ＶＩＶＩＭＥＮＴ 1330001026241 カードゲーム事業のオンライン化と、リアル店舗の低感染型事業

4754 熊本県 エヌズセレクト ECサイトによる規格外農産物及びIoT通式機器販売事業

4755 熊本県 川尻けんだまラーメン 地元食材を活用した冷凍ラーメンや商品の通販による新規販路開拓

4756 熊本県 ワンファイブドッグ 熊本でアメリカを！動画とチラシでテイクアウト促進と販路開拓！

4757 熊本県 有限会社弐壱弐 5330002015256 美容室に行かずに美を保つ新サービスの開始による新規売上の獲得

4758 熊本県 株式会社裕笑店 1330001014667 新メニュー・テーブルオーダーシステム導入による売上回復事業

4759 熊本県 ＤＡＭＥＤＯＲＩ 自社ＥＣサイト構築によるネット販売事業の開始

4760 熊本県 有限会社フローリストかずや 8330002021177 地域密着花店のECサイト構築事業

4761 熊本県 株式会社たいちろう 1330001026159 ＥＣサイト構築によるインターネット販売事業の開始

4762 熊本県 株式会社ＫＥＮＹＯ 6330001028142 半個室を作り上質な空間の提供と感染防止対策を両立させる

4763 熊本県 ｐｒｉｅｒｅ 癒しを求める人に向けたECサイトでのアロマ商品の販売拡大

4764 熊本県 ｋｉｔｃｈｅｎ ｎａｔａｌａ 新型コロナ感染対策！新規店舗(ドライブスルー)による販売拡大

4765 熊本県 エイジングケアサロンＲＥＭＩＮＥ エステサロンによる健康美を目指す非接触型パーソナルジムの展開

4766 熊本県 合同会社たなか商店 6330003006690 飲食スペースを、物販コーナーへ

4767 熊本県 合同会社シルクィーンサンクス 7330003006756 セルフ脱毛器とセルフホワイトニング機の導入

4768 熊本県 マツエク＆ネイルＮｅｅＤ＇ｓ オンライン化による非対面講習の確立

4769 熊本県 株式会社ＲＯＣＣＡ 4330003006370 【株式会社ROCCA】自社の通販サイトを制作し全国へ販路拡大

4770 熊本県 かける木工舎 通販向け新商品の開発とウェブ販売体制の構築による新規販路開拓

4771 熊本県 高森社会保険労務士事務所 社会保険労務士のデジタルシステム整備事業

4772 熊本県 株式会社ＰＡＹ ＦＯＲＷＡＲＤ 2330001020210 注文用プラットフォームの新設によるテイクアウト事業の拡大

4773 熊本県 株式会社ＡｗｗＤｅｓｉｇｎ 5330001026345 ECサイトとライブ配信を組み合わせたライブコマース事業

4774 熊本県 ドンブリカフェテリアミクスチャー ECサイトを活用したポストコロナでの新たな商品販売事業

4775 熊本県 有限会社護総合開発 2330002024813 土木工事業の移動型飲食店（キッチンカー）参入事業

4776 熊本県 株式会社水俣ｋｅｎｋｉｃｈｉ 7330001018638 インターネット販売強化のための、新商品開発とＥＣサイト構築

4777 熊本県 居酒屋 西乃里 看板メニューの豚足・ホルモン煮込みを自動販売機で販売する事業

4778 熊本県 小顔＆トラブル肌専門店ＦＡＣＥ 安心・安全・美しく～オンラインエステ事業～

4779 熊本県 グリーンアンドレッド ECサイト活用した花、植物のBtoC販売で新規顧客獲得を図る

4780 熊本県 阿蘇綺麗株式会社 1330001027066 SNS等を活用したEC強化による新規顧客獲得事業

4781 熊本県 Ｌｉｌｙ＆Ｐｅｏｎｙ 対人接触率を減少させるための店舗改修工事

4782 熊本県 合同会社アイデアリフォーム 7330003005246 お客様が見たくなるHPへの改変とオンライン相談システム構築事

4783 熊本県 合同会社アイ・アール 6330003002351 ＳＮＳ等を活用した非対面での広報戦略による新事業の展開

4784 熊本県 アンドビューティーフラヴィア 店内改装による感染予防及びHP改修による感染予防の周知

4785 熊本県 株式会社日本Ｓｈａｒｅ＆Ｃａｒｅ 6330001005562 心理カウンセラー養成とCRM強化事業

4786 熊本県 英治ヘアー 商圏外からの売上拡大のためのECサイト構築事業

4787 熊本県 ＡＮＤ．ｔｈａｉ株式会社 4330001025604 オンライン「二ムセラピー講座」開講

4788 熊本県 地鶏炭火焼 鳥亭 帯山店 非対面型テーブルオーダーシステム導入よるコロナ感染対策事業

4789 熊本県 株式会社ＡＬＬ ＯＮＥ 1330001026927 HP構築による非対面式での施工レイアウトや見積サービスの提供

4790 熊本県 有限会社お茶の福本園 3330002016041 自動計量機導入による接触機会減少とコロナ禍での人手不足解消

4791 熊本県 有限会社第一技販サービス 5330002006098 遠隔販売を可能にするための、新事業活水器生産体制構築

4792 熊本県 福永あずさ アフターコロナを見据えた飲食店応援冊子の販売とECサイト構築

4793 熊本県 有限会社藏光企業 9330002003249 ホームページ・通販サイト作成事業

4794 熊本県 マリアボイス 動画コンテンツとオンラインレッスン導入のためのWEB制作

4795 熊本県 Ｗｅｅ−ｖａ株式会社 5330001027459 オンライン商談による営業促進及びデジタル観光ツールで地域貢献

4796 熊本県 有限会社足立商店 3330002000391 ラクラク家飲み！おつまみのサブスクリプトサービス

4797 熊本県 Ｂａｒ Ｒｏｕｔｅ EC サイト「Route Shisha Factory」構築

4798 熊本県 有限会社住吉海苔本舗 6330002024470 キッチンカー型巻き寿司事業への参入

4799 熊本県 木多公認会計士事務所 電子黒板を活用したオンライン顧問と1対nでの情報提供サービス

4800 熊本県 株式会社ＯＣＥＡＮ 9330001028668 ウィズコロナ対応、ネット販売開始とテイクアウト強化
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4801 熊本県 株式会社Ｒｅｖｅ 3330001028112 自宅でバー気分！通販サイト構築による非接触事業

4802 熊本県 ＭＯＮＯＴＯＮＹ キャシュレス化導入によるオンラインレッスンとライブ配信事業

4803 熊本県 株式会社Ｆ−Ｓｍｉｌｅ 6330001024967 非対面型集客へ営業手法の転換、訪問販売からインバウンドへ

4804 熊本県 株式会社ＲＹＵＴＥＣ 9330001027174 新たにホームページを開設しWEB見積もりで感染拡大防止

4805 熊本県 有限会社熊本緑化センター 1330002019665 作業員間の接触を減らすための入荷・出荷作業省力化機械の導入

4806 熊本県 株式会社有明漁師海苔 6330001025800 有明漁師海苔の自社ECサイト立ち上げ事業

4807 熊本県 ＥＡＳＹＨＯＳＴＥＬ コロナに負けず安心して宿泊できる環境整備事業

4808 熊本県 株式会社Ｅ 4330001022766 九州各県の低感染型カタログギフト制作事業

4809 熊本県 有限会社光志工業 3330002017816 時代に合わせたテイクアウト推進で新たな顧客獲得と売上の向上

4810 熊本県 Ｂｌｕｅ ｓｅａ ＆ Ｓｐｒｉｎｇ Ｆｌｏｗｅｒ 女性の為のオンラインコーチ・セルフケア講座のサイト構築事業

4811 熊本県 Ｄ．Ａｎｇｅｌｏ合同会社 2330003006802 再生美容商品販売に伴う非対面化促進とECサイト制作

4812 熊本県 有限会社蒼美苑 3330002006018 最新機器導入と時間短縮メニュー化で対人接触機会を減少

4813 熊本県 シーハー オンラインカウンセリングのためHP改修とECサイト制作

4814 熊本県 株式会社アスリー 7330001019223 新ジャンルへ挑戦！新商品の販路開拓事業

4815 熊本県 株式会社グレロホーム 5330001019423 オンラインで簡単決済！会わなくても安心パック

4816 熊本県 エクリプスジャパン株式会社 5330002018762 自社ECサイトの構築による物品販売の強化

4817 熊本県 Ａ．Ｂ．Ｇ．株式会社 8330001019593 オンラインコロナ消毒＆アクアマジカのネット販売で販路拡大事業

4818 熊本県 市山水産株式会社 1330001015112 EC サイト構築による6 次化商品の非対面型販売事業

4819 熊本県 株式会社オオミヤ建装 3330001025076 外壁塗料のECサイト販売構築＆Web見積もり導入にて販路開拓

4820 熊本県 有限会社ＲＡＣコーポレーション 4330002014597 新規通販サイト開設による熊本郷土料理のEC販売事業

4821 熊本県 有限会社旅の宿阿蘇乃湯 3330002023748 通販事業の為の真空包装機導入と感染症対策の為の空調整備

4822 熊本県 レガシー 老舗BARの特製チーズ通販とLINE集客事業

4823 熊本県 株式会社五山房 2330001006952 コロナ禍のデリバリーを伴う新たな飲食販売とメニュー拡大の展開

4824 熊本県 株式会社ＦＩＶＥ ＥＬＥＭＥＮＴＳ 3330001021918 熊本のイベントを盛り上げ、イベントIT化及び売上UP事業

4825 熊本県 Ｃｏ−Ｃｒｅａｔｅ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ株式会社 1330001027388 熊本の逸品を世界へ！国外販路開拓に向けたECサイト構築事業

4826 熊本県 幸 セルフ脱毛機械導入による非対面型ビジネスへの転換

4827 熊本県 有限会社浩之勗 6330002015478 地域商社や生産者と共同での商品開発、及び食のＳＤＧｓ発信

4828 熊本県 バルーンショップコロン 非対面でのオーダーメイド受注・ECサイトを設置しBtoC事業

4829 熊本県 行政書士塩永健太郎事務所 ウィズコロナに応じた対人接触減少のための環境整備と働き方改善

4830 熊本県 ＥＸＥＲＩＳＥ 体組成計インボディの導入による非接触型ボディメイク

4831 熊本県 有限会社リュウカン 8330002020559 ホームページによる販路開拓及び認知度向上で新規顧客獲得！

4832 熊本県 ボディバランスてごころ 日常に彩りと豊かさを提供するお花や健康グッヅEC販売事業

4833 熊本県 レリガーレ 毎日頑張る女性のココロとカラダをメンテナンスするサロン事業

4834 熊本県 有限会社旅館美里 8330002023413 客室での館内案内システム導入による対人機会の減少

4835 熊本県 株式会社くまもと新星 1330001020186 ネット販売による新規顧客開拓及びリモート営業の促進

4836 熊本県 株式会社ミナタ工業 8330001023595 ウィズコロナの瓦屋さん！トータルオンライン化！

4837 熊本県 株式会社ついんスター 3330001025407 雑木林開拓によるナチュラルスペースを活用する新サービスの提供

4838 熊本県 ドラゴンホース バーテンダー養成EラーニングとSNS集客事業

4839 熊本県 梵天本舗 新たなサービスを導入しコロナに負けない事業運営と地域経済活性

4840 熊本県 ＭＩＲＡＩ ＷＥＢ株式会社 9360001019788 集客のオンライン化で商圏を拡大！非接触型集客への転換事業

4841 熊本県 株式会社スタイルトップ 9330001025260 オリジナル商品開発による低感染リスクビジネスの拡充

4842 熊本県 キャッシュレス事務局 非対面・低感染型火災保険調査業務推進事業

4843 熊本県 有限会社しおや 2330002005747 海苔加工の生産性向上と販路拡大のための環境整備

4844 熊本県 上村商店 地元食材で新スイーツを創作し「食」の楽しさを多くの方へお届け

4845 熊本県 行政書士ごとう事務所 ウィズコロナ営業、ランディングページ活用で販促力アップ！

4846 熊本県 イワサキホーム株式会社 6330002017581 非対面型サービス導入による業務効率化アップの推進事業

4847 熊本県 いとう写真場 オンライン写真事業の推進、来店によらない販路拡大と新需要発掘

4848 熊本県 プレタポルテ＆リアージュ 自宅にいて出来る健康美容ウェアのリモート試着相談モデル事業

4849 熊本県 ＧＥＲＯＭＯＮＩ 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

4850 熊本県 合同会社しらかわべＲＣ 9330003007629 ドローンでの圃場センシング及び農薬・肥料散布による省力化事業
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4851 大分県 梶原食品 新たな収益確保を図るため、抜群の集客力を活かした自販機事業

4852 大分県 キッチンウスダ 感染リスクを低減し、パン教室のオンライン化で売り上げＵＰ

4853 大分県 居酒屋空 「自家製もつ鍋」のテイクアウト販売対応と安心安全な店づくり

4854 大分県 ぼっち 店舗の窓ガラスに貼るフィルム施工の全国展開事業

4855 大分県 株式会社いむ 4320001017627 焼き鳥屋のノウハウを活かした大分唐揚げキッチンカーの全国展開

4856 大分県 有限会社スーパーながよし 9320002003687 保冷車による移動販売、買物難民回避、密・接触軽減等の取組事業

4857 大分県 株式会社小田原工務店 2320001017728 地域初！草刈り事業による対人接触機会を減らした新事業展開

4858 大分県 株式会社都留紙器工業所 3320001007224 オリジナル紙器のオンラインオーダー開始で商圏拡大と顧客獲得

4859 大分県 近藤整骨院 コロナ時代を見据えた整骨院営業スタイルの構築

4860 大分県 株式会社Ｉʼｓ 3320001004444 外壁クリーニング工事の非対面（オンライン）サービス事業

4861 大分県 庄内藤原梨園 自社ＨＰの開設および販路開拓による直販強化事業

4862 大分県 限界突破 大分県初！完全非対面型の「庄内神楽餃子」無人販売事業

4863 大分県 株式会社ボン・マリアージュ 1320001005080 結婚式までのリスク減！「非接触型コーディネート事業」の広報

4864 大分県 有限会社すぐやる荷 9320002009239 幅広い需要に対応する自社での非対面サービスの構築

4865 大分県 洗タッキーカワハラ 顧客・業者との接触機会低減と高付加価値サービスによる事業再興

4866 大分県 有限会社津房館 6320002014266 覇王別姫鍋メニューの考案と瓶詰め商品の通信販売展開事業

4867 大分県 ＴＯＳＯ屋 テラス席の設置による店舗魅力度の向上と新規客の獲得及び売上増

4868 大分県 咲心 女性のお一人様客を虜にする新事業展開

4869 大分県 是松米穀生花店 フラワーアレジメントの非対面型販売等による販路開拓

4870 大分県 株式会社スポーツジョイ 3320001001474 九州の自然・魅力を満喫するアドベンチャースポーツ事業の発信

4871 大分県 有限会社明月荘 5320002021313 WEBサイト構築によるWEB販売の開始

4872 大分県 株式会社ＧＥＮＫＩＹＡ 6320001007964 最高金賞受賞！チキン南蛮のネット通販用ECサイトを制作

4873 大分県 合同会社ｆｅｅｌ 7320003001048 エステへ踏み出すきっかけづくり「オンラインお悩み相談室」

4874 大分県 幸設備工業株式会社 3320001004741 IOTを利用したオンラインレッスンマッチングシステムの運用

4875 大分県 アイ・コスメティック有限会社 9320002007944 非対応型施術のセルフ脱毛・セルフ痩身で時短・売上回復

4876 大分県 ひまわりペイント 外壁簡易補修キット通販と外壁塗装を両立させる運営方法の構築

4877 大分県 株式会社安部ホーム 6320001014928 アフターコロナを見据えた対面人数減少、安心リフォーム事業

4878 宮崎県 株式会社ＡＮＺＵ ｃｒｅａｔｉｏｎｓ 3350001015083 デニッシュ専門のテイクアウト店への業態転換による売上回復

4879 宮崎県 ＮａｉｌｓＢｅａｎｓ．ｂ株式会社 6350001012111 コロナ禍におけるスクールの受講環境の改善

4880 宮崎県 お食事処 古澤 急速冷却・凍結装置の導入で安全で風味豊かな冷凍商品の開発販売

4881 宮崎県 わら細工たくぼ 「伝わる」ホームページの構築とEC事業による非対面販売の確立

4882 宮崎県 ＺＥＲＯグループ 名物料理をご自宅で!EC サイトとチラシによる拡散作戦!

4883 宮崎県 炭火焼イタリアンＢＡＮＳＡＮ 宮崎牛とワインのお店 ウィズコロナ対応、人気商品のネット販売開始とテイクアウト強化

4884 宮崎県 楽しみ書書 非対面型書道教室の転換の告知ツールと新仕事依頼の流れを作る

4885 宮崎県 株式会社こびき 5350001016047 おうち時間を充実させる総菜事業拡大のための「真空包装機」導入

4886 宮崎県 街の洋食屋さん キッチンマカロニ 座敷スペースの改装による少人数食事ニーズへの対応

4887 宮崎県 四季ダイニング 和ぼうず 非対面型ビジネスへの転換に伴うHP制作と設備投資の充実を図る

4888 宮崎県 有限会社日高設備工業 8350002009666 リフォームパックのオンライン販売で新たな販路を切り開く

4889 宮崎県 Ｎｉｃｏｌａｕｇｈ HPで予約システムの導入、集客の強化と、顧客の安心度UP事業

4890 宮崎県 サロン・ド・エフ 個室による非接触セルフエステの新設と家庭用エステ機器販売

4891 宮崎県 仙台牛タンあらし HP作成・チラシ作成による弁当の販路開拓事業

4892 宮崎県 スマイル美容室 美容室（完全予約制プライベートサロン）店舗の展開

4893 宮崎県 有限会社ペイント三州 7350002011474 HP開設による受付業務の非対面化と予約決済システムの導入

4894 宮崎県 ＬＯＣＡＬ ＢＡＭＢＯＯ株式会社 7350001016425 「農業+福祉」事業の干し芋商品のECサイト構築及び販売

4895 宮崎県 美容室 ライトハウス 【新規顧客獲得及びコロナ対策による働き方改善事業】

4896 宮崎県 おたに家株式会社 4350001007501 加工所の有機JAS認証取得に向けたモチムギ精麦設備の導入

4897 宮崎県 Ａｔｅｌｉｅｒ Ｓｏｌａ 自動シャンプー機導入による対人接触機会の減少と新サービス提供

4898 宮崎県 株式会社インパクト 8350001000155 テイクアウト事業の充実と店内換気事業による来店頻度のアップ

4899 宮崎県 ＲＡＳ 感染症対策に特化した海鮮居酒屋の開店・テイクアウト事業の開始

4900 宮崎県 株式会社井上コーポレーション 1350001005532 リサイクル樹脂素材販売用ECサイト開設
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4901 宮崎県 アトリエ・アロマコラージュ オンライン講座ＥＣサイト開設によるブランディングと事業効率化

4902 宮崎県 有限会社ゲームズインターナショナル 6350002005725 ＷＩＴＨコロナ対策で店外売上の為の商品開発機器とＰＲ用のＨＰ

4903 宮崎県 優心・ＨＡＲＵ 学習塾と語学スクールの非接触型オンライン化への取り組み

4904 宮崎県 パパイア王子 「スーパーフード」青パパイアを用いた商品開発及びEC事業強化

4905 宮崎県 株式会社ＴＭＫ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 2350001013047 働きたい女性と成⾧企業のための教育オンラインサロンの構築

4906 宮崎県 テルファーム株式会社 2350001016660 自社サイト・ECサイトの立ち上げによる非接触型販路の拡大

4907 宮崎県 株式会社ｍｉｎｅ 8350001016309 オンライン講座開始による対人接触機会の減少と受講生増加計画

4908 宮崎県 サカイボディシステム 61歳がカスタムカーに挑戦！！HP＆通販で全国展開へ！！

4909 宮崎県 フランス料理 「ポ・ト・フー」 フランス料理の敷居を下げるティクアウト/スイーツ展開事業

4910 鹿児島県 ＨＡＣＨＩ 唐揚げ専門店へのテイクアウト切替

4911 鹿児島県 株式会社日本ライバストックファーミングセンター 6340001005537 機械導入による感染リスク低減と生産体制の効率化

4912 鹿児島県 株式会社レストランおおすみ 2340001019895 キッチンカーの導入による販促及び販路拡大事業

4913 鹿児島県 有限会社ＥＤＧＥ 3340002013260 キラメキテラスで麺食堂ＴａＲａもキラメク計画

4914 鹿児島県 株式会社グッタイム 1340001018989 個室で。お家で。青森のうまいもん～東北の珍味をかごしまへ～

4915 鹿児島県 スカイビーテック 非対面型推進ドローン測量参入事業

4916 鹿児島県 株式会社絆 5340001012435 スマート無人モデルハウス見学システムによる非対面ビジネス構築

4917 鹿児島県 株式会社デザインワークス 2340001012421 コンテナハウスを利用したこだわりコーヒーのテイクアウト販売

4918 鹿児島県 株式会社垂水未来創造商社 1340001019483 オンラインで楽しむ道の駅～ECサイトの構築による販路拡大事業

4919 鹿児島県 株式会社ワン・シード 5340001023721 会えなくても、つながる安心を提供するオンライン保険相談の導入

4920 鹿児島県 石元淳平 自社専用ECサイト活用によるネット販売への販路拡大

4921 鹿児島県 アンドカフェ 地域初ドライブスルー型カフェへの業態転換とセットメニュー開発

4922 鹿児島県 有限会社炭火焼肉カルビ 1340002025712 接触機会減少と回転率向上を両立するオーダーレジシステム導入

4923 鹿児島県 元気工房あったか豆腐 コロナ禍における新商品の開発とインターネット通販体制の確立

4924 鹿児島県 株式会社アシストプラス 1340001022347 オンライン活用による障がい者のアート作品プロデュース

4925 鹿児島県 相羽塾 集団指導型から個別指導型へ大幅な転換を図る為の改修工事事業

4926 鹿児島県 株式会社キセキフーズ 8340001019097 作りたての食感をお届け。わらび餅×移動販売！

4927 鹿児島県 合同会社Ｓｍｉｌｅ Ｌｉｆｅ 9340003003172 オンライントレーニングと VR 介護サービス案内システム導入

4928 鹿児島県 天の食卓 料亭の「しこみ」技術を活用した商品をＥＣサイトで販売

4929 鹿児島県 虹の笑 屋久杉を使った創作料理でネット販売

4930 鹿児島県 株式会社池信商亊 2340001000005 鹿児島特産品の自動販売機による非対面販売で売上アップ

4931 鹿児島県 ザ クレイジー 予約システム構築による三密回避、動画配信の開始

4932 鹿児島県 ｎｅｃｏｚｅ ｗｏｒｋｓ コロナ禍における自宅配信・自宅レコーディングスタジオ化事業

4933 鹿児島県 株式会社小田自動車 1340001013817 対人接触機会減少への取組と簡易車輌整備推進による販路開拓

4934 鹿児島県 合同会社キートス 1340003002784 オンライン化及び非接触化による密を避けた新たなサービス展開

4935 鹿児島県 あいら行政書士坂元勝事務所 非対面化営業への転換を目的とするホームページ集客の効率化

4936 鹿児島県 トップワン お客様宅に入らずにすむ塗装工事のオンライン受注システムの導入

4937 鹿児島県 こだわり工房 ひょうたん島 安心、安全さつまいも商品のインターネットでの非接触販売強化

4938 鹿児島県 かごしま相続コンシェルジュ株式会社 4340002013037 インターネットを活用したプロと連携する相続コーディネート事業

4939 鹿児島県 有限会社美土里 5340002027267 新規事業「健康食品販売」、ECサイトによる販路拡大

4940 鹿児島県 谷山大衆酒場ごいごい ランチタイム営業の開始で顧客利用時間の分散・新規顧客の開拓！

4941 鹿児島県 ＩＵＳＥ合同会社 1340003003295 HP改修による販売力向上とSEO対策による新規顧客獲得

4942 鹿児島県 Ｍｙ Ｓｔｙｌｅ ウィズコロナに対応したオンラインによる体づくりと食事指導ジム

4943 鹿児島県 はじめ整骨院 感染対策と患者の移動減少による効率化

4944 沖縄県 株式会社ナチュラルブルー 7360001019146 オンラインツアー事業とセルフツアー事業の開発＆新事業ＰＲ

4945 沖縄県 有限会社シーワークス 6360002014139 ECサイトを活用したモズク新商品の販路開拓及び販売

4946 沖縄県 メイデンタルラボラトリー 患者様との非接触による『シェードテイキング』の実施

4947 沖縄県 沖縄そば峰 感染対策の為の非対面オーダーシステムの導入

4948 沖縄県 鶏そば屋いしぐふー 全国配送・テイクアウトメニュー強化の事業拡大計画

4949 沖縄県 あまわり 日持ちする新商品開発とECサイト構築による販売強化事業

4950 沖縄県 ラーメン花月嵐 浦添バークレーズコート店 ドライブスルーの再構築で美味しい「らあめん」提供し売上アップ

99



＜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3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11月4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。

4951 沖縄県 三輝 フードトラック（コリアンチキン）台湾果実茶販売による販路開拓

4952 沖縄県 琉どん屋 モバイルオーダーシステム導入によるコロナ対策と生産性向上

4953 沖縄県 Ｎａｔｕｒａ 感染リスクを減らし、施術時間を短縮できる脱毛サービス

4954 沖縄県 城間小 高齢者を含むネット初心者向けオンラインカラオケ教室事業

4955 沖縄県 ウィズ 星空撮影レクチャーをオンライン講座で非対面化

4956 沖縄県 山城まんじゅう 手作り直送オンラインショップでコマース事業

4957 沖縄県 株式会社瑞翔 5360001011063 非対面で予約からチェックインができる民宿事業

4958 沖縄県 居酒屋はいさい テイクアウトやフードデリバリーサービス

4959 沖縄県 株式会社ＩＢＩ 5360001022960 自動販売機導入で、利用客との接触を軽減し顧客満足度を上げる

4960 沖縄県 合同会社沖縄琉装苑 6360003009518 首里城での衣服や伝統文化をイラストや映像で発信する

4961 沖縄県 株式会社Ｌｏｔｕｓ 1360001017865 非対面式セルフエステ導入による接触時間削減と売上UP

4962 沖縄県 株式会社ダルマ 8360002010334 非対面システム（テーブルオーダー・自動レジ）導入で売上アップ

4963 沖縄県 いっぷく家 密を気にせず、いっぷく家 移動販売で多角的営業の構築

4964 沖縄県 Ｍａｈｉｎａ−Ａｌｏｈａ PR動画作成と新商品開発によるEC販路開拓

4965 沖縄県 株式会社露﨑製作所 8030001111785 観る・遊ぶ・食べる・川平湾

4966 沖縄県 合同会社Ａｎｅｌａ沖縄 7360003008790 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の変化に対応できる会社作り

4967 沖縄県 みるくくる株式会社 5360001023868 コロナ感染対策のためのオンラインセラピーと講座案内構築と集客

4968 沖縄県 オレンジホーム株式会社 1360001011513 ホームページの制作による非対面接客強化と新規顧客開拓

4969 沖縄県 居酒屋 恩納まつり 焼き芋機導入「ネット予約して買える焼き芋」テイクアウト販売

4970 沖縄県 タクソウ保険事務所合同会社 3360003006014 新たな販路開拓につながる「オンライン保険提案プロジェクト」

4971 沖縄県 うみわろやまわろ 世界遺産西表のタマヌオイル非接触製造所を増設しウェブ販拡大

4972 沖縄県 株式会社ＩＲＩＷＡ 7360001013396 非接触型自炊ができるロングステイへの販路開拓

4973 沖縄県 豊華株式会社 9360001028558 非対面型語学教育広報体制の構築

4974 沖縄県 メディアプレイス 対面営業から非対面営業へ転換する為のECサイト活用

4975 沖縄県 株式会社エス・アンド・ケー 3360001000381 来店予約と通販を兼ねたホームページ制作で密回避

4976 沖縄県 株式会社沖縄リゾートエンターテイメント 8360001025738 定員事前予約制・券売機・３Dマップ導入で安心安全への取り組み

4977 沖縄県 又吉健一 オンラインやドライブスルーを利用したレンタカー事業

4978 沖縄県 やんばる遊び処・蒼空堂 非対人接触型カヤックフィッシングツアーの開発

4979 沖縄県 林家 対人接触機会を低減するテイクアウト及びお取り寄せグルメの事業

4980 沖縄県 株式会社タカフジ 1360001017691 出張タイヤ交換・販売サービス

4981 沖縄県 合同会社Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ 7360003009723 新たにアパレルEC事業を展開しネット通販で売上を補填！

4982 沖縄県 カイトクラブ マリンスポーツのオンラインレッスン提供及び送迎車の感染対策

4983 沖縄県 ＫＡＩʼｓダイニング 新規お客様獲得へ デリバリー事業展開

4984 沖縄県 株式会社琉球フーズ 7360001023206 キッチンカー導入による日本蕎麦の販売と弁当の販売

4985 沖縄県 沖縄ベビーヨガ Ｈａｐｉーａｓ ママたちの憩いの場となるベビーヨガのオンラインレッスン作り

4986 沖縄県 有限会社ジョイメディア 7360002011845 キッチンカーテイクアウト事業で潜在顧客の獲得・拡大

4987 沖縄県 株式会社Ｏｎｅ ｆａｍｉｌｙ 9360001026792 オンライン上でフォローコーチングセミナーを行うWEB構築

4988 沖縄県 合同会社三日月藝美 7360003010581 インバウンド需要を取り戻す越境ECサイトサポート事業

4989 沖縄県 スタジオアタリ 歌ってみた歌の歌だけを抽出しプロ仕様の処理をするサービス

4990 沖縄県 ええもんＳｔａｔｉｏｎ 「船の買取や保管」のマッチングサービスサイト立ち上げ事業

4991 沖縄県 ロリジン オンライン料理動画配信による地域食材(物販商品)の販路構築

4992 沖縄県 合同会社クリエイトＬａＢｏ沖縄 1360003011016 オンライン上で多角的運営を行うためのWeb環境構築

4993 沖縄県 ＳＫＩＰ 美容室 SKIP対人接触時間を減らし積極的な売上向上策を推進

4994 沖縄県 民宿あわい 屋外飲食及び部屋飲食の為の木屋根（パーゴラ）設置工事

4995 沖縄県 サンテ治療院 ひまわりオイルの開発と新商品販売用ＨＰ作成事業

4996 沖縄県 ルリアンリュウキュウ 完全非対面型オンラインダンスレッスンの開始

4997 沖縄県 有限会社勇気 7360002009996 オンラインドローンスクール配信システムの構築

4998 沖縄県 株式会社ファーストプロダクション 5360001027456 ECサイト構築で県内外へ販売促進

4999 沖縄県 伊良部島ゲストハウスオーシャン オーシャンのオリジナルジュース目当ての観光客増加へ

5000 沖縄県 美令和会 非対面型のオンライン新規事業！新規ECサイト構築の販路拡大事
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5001 沖縄県 安里匡平税理士事務所 ホームページ及びITを活用した受付・相談のオンライン化

5002 沖縄県 ライハピ 非接触型介護実技指導コンテンツ「ケアサク」の構築

5003 沖縄県 株式会社武覇 5360001019180 感染症対策を施したテイクアウト併設の低接触型飲食店の開業

5004 沖縄県 古島マルチメディア 空撮を導入し動画の品質向上、自社HPリニューアルで販路拡大

5005 沖縄県 株式会社Ｓ ＡＧＥＮＴ 2360001024753 ホームページ整備・ウェブ契約システム導入および新規事業の開始

5006 沖縄県 Ｏｋｉｎａｗａ ＲＶ 安心安全!キャンピングカーで過ごす沖縄の魅力を映像配信

5007 沖縄県 ふくろうしま接骨院 セルフケアに焦点を！機器の導入・自宅でリハビリ・HP開設

5008 沖縄県 Ｋʼｓベース マーキング加工事業（刺繍、熱圧着）新規開始による販売促進

5009 沖縄県 智拓株式会社 8011801026225 対人接触機会減少に繋がる宅配車両を使ったデリバリー新規事業

5010 沖縄県 沖縄伝統体験型宿じんじん 非対面で沖縄文化を体験・部屋割り可能な一棟貸民泊施設の整備

5011 沖縄県 トレビフ 感染拡大防止と事業継続を両立させる新サービスとその販路開拓

5012 沖縄県 株式会社ダイフク沖縄 4360001029057 低接触型ビジネス推進による収益増加対策

5013 沖縄県 Ｅｍｉ−ｙｅｌｌ株式会社 8120001200934 五感体験遠足アンジェルキッズ（沖縄の自然保育でSDGs学習）

5014 沖縄県 ＷＯＲＫＡＴＩＯＮ ＬＡＢ株式会社 4360001028240 ワーケーション実践者向けオンライン交流プラットフォーム開発

5015 沖縄県 ルアナ アフターコロナ対策、非対面式サロンとWEB集客による販路拡大

5016 沖縄県 阿部和慶公認会計士事務所 オンライン教育コンテンツ配信事業

5017 沖縄県 ライフクリエイターズ SNS広告と動画販売で販路拡大

5018 沖縄県 オンタイマッサージ沖縄 感染拡大リスクの軽減対策と、非接触型に取り組む設備等の導入

5019 沖縄県 株式会社かね屋 8360001008684 EC事業（福祉住環境に特化・関連）

5020 沖縄県 やんばる船 ソーシャルディスタンス確保と感染リスク改善のための改修工事

5021 沖縄県 グリーンティー 店内人数制限によるテイクアウトの導入と店内感染予防の取組み

5022 沖縄県 ビューティーシースパ 新しい生活様式に対応した新サービスの導入・販促で売上を回復！

101


