
＜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 やきとり大吉中の島店 新たに自社製造の手作り惣菜品を店頭の自動販売機にて販売する

2 北海道 株式会社ビミイ 8430001081699 北海道産に拘った洋食を真空冷凍・EC経由でプロの味を届けます

3 北海道 株式会社あさの 1460101004836 新たな発券機の導入により、来場しやすい公衆浴場を目指す。

4 北海道 カジュアルキッチンピエトラ 対人接触機会を減らす冷凍食品製造販売への新たな取り組み

5 北海道 料理屋バンフ 座席の個室化と換気設備による非接触・低感染リスク体制の構築

6 北海道 倖旬 テイクアウト事業の強化と感染防止対策の良化

7 北海道 Ａｎｓｌｕｔ バーチャル店舗開設によるプリザーブドフラワーの加工、販売

8 北海道 株式会社ａｄｅｎ 9430001078711 家具のオンライン販売事業立ち上げ

9 北海道 有限会社カネコウ吾妻水産 6460002000566 鮮魚の品質管理強化と配送サービス導入による売上向上計画

10 北海道 メイリー株式会社 1460101005792 セルフレジ導入による対人接触機会抑制と省力化の取り組み

11 北海道 株式会社日善 5430001063543 ロボットを活用した新たな飲食事業の展開

12 北海道 街の洋食屋 Ｕʼｚ−ｓｋｙ Ｆａｒｍ（ユージースカイファーム） 食で笑顔に！動く洋食屋のキッチンカープロジェクト

13 北海道 パーソナルジムタック オンライン設備を完備した完全予約制レンタルジムの開業

14 北海道 株式会社Ｊａｚ 2430001079303 造花を使用したブーケ専門 Web ショップ開設

15 北海道 伊藤伸哉事務所 対面型からオンライン型授業への変更に向けたWebシステムの導

16 北海道 株式会社スタート 7430001080339 住宅確保要配慮者居住支援においての非対面営業の仕組み構築事業

17 北海道 サンアース大雪株式会社 4450001001171 ホームページ新設に伴うオンライン販売展開による積極的販路拡大

18 北海道 有限会社北海道機械メンテナンス 2430002064840 コロナ禍における新商品の開発とインターネット販売体制の確立

19 北海道 ｍｉｔｔｅｎ ｐｉｚｚａ 来店できない子育てママたちにピザキッチンカーで安心を届けたい

20 北海道 海辺の茶屋ぐーみん ポストコロナ時代に向けた新事業展開による売上回復事業

21 北海道 有限会社大畠精肉店 7430002051875 自動販売機導入で非接触型販売及び24時間営業を実現する

22 北海道 飛田建設コンサルティング事務所 非接触型営業ツールを用いた非対面型営業活動による販路開拓

23 北海道 久保鉄二行政書士・社会保険労務士事務所 非対人接触型での販路拡大のためのWEBサイト制作事業

24 北海道 奥谷整骨院 酸素BOX導入による新たなサービス提供

25 北海道 銘酒角打ちセンター たかの 酒場感を残し、密を避けた「個室型大衆酒場」への移行

26 北海道 北海道綜武館 合気道の動画を利用した指導方法の確立とＰＲ

27 北海道 株式会社ヨイショ 9430001081120 デリバリー専門店によるwith・afterコロナ強靭化計画

28 北海道 ねぎまとおでん とり晴 北海道食材を使用する移動販売業

29 北海道 有限会社前田英一商店 9460102003292 デジタルを活用したオンライン御用聞き戦略で通販と宅配に挑戦

30 北海道 有限会社アリス 1430002053761 機械化で叶える感染対策と集客アップの入客促進戦略

31 北海道 合同会社ＰＩＥＭＥ 7430003012810 最新冷凍システムよる冷凍パイのオンライン販売

32 北海道 ドライヘッドマッサージ ラヴァーズ ドライヘッドマッサージ技術習得講座オンライン化及び販路拡大

33 北海道 Ｌｏｃｏ Ｌａｂ 酒類小売販売により飲食店向け卸販売の開始と家飲み需要の取込み

34 北海道 本多抽紀江 パンダキャラ活用のオンラインカウンセリング専門

35 北海道 株式会社白糠酪恵舎 1460001002072 機械導入による従業員同士の接触機会減少と生産性向上

36 北海道 株式会社三建管工技研 7430001047593 ホームページ作成で非接触比率を高め販路開拓

37 北海道 株式会社トップエムファーム 5460301004806 ＥＣサイトによる非接触型販売体制の確立と贈答向け商品の開発

38 北海道 こいけ鮨し 安全・安心な小規模会食の実現のための個室空間への改装

39 北海道 ジョーティ インディアンキッチンバー 本格インドの「カレースパイス」ネット販売への取り組み

40 北海道 株式会社シーゲル 7450001005863 非来店型、バーチャルショールーム

41 北海道 合同会社ツナグマチいわみざわ 5430003009222 QRっと！マチ歩き～スマホを利用した商店街の再活性化

42 北海道 ⾧部整骨院 ポストコロナを踏まえた設備導入による新規顧客獲得事業

43 北海道 明治信和産業株式会社 8460001001828 真空包装機導入によるオンライン販売等強化・拡大事業

44 北海道 合同会社Ｍａｌｉｅ 3430003010371 オンラインでの洗濯教室と新しい洗濯コースの導入

45 北海道 ロックオン合同会社 7430003010509 自社清掃サービスをネットで受注するためのWEBサイト構築

46 北海道 株式会社綜合サービス 9430001058812 一般個人向け訪問マッサージ新規相談と宣伝用ホームページの制作

47 北海道 業務用食材 巴 Webサイトによる接触機会の減少と通販で商品ロスを低減

48 北海道 ＣＡＲＯＭＥＬＩ＆ＪＥＮＩＣＯ株式会社 2440001008789 通販サイト立上げによる販路開拓・テイクアウト商品宣伝看板設置

49 北海道 徳光商事株式会社 7430001041299 珈琲のオンライン販売強化とパートナー130店とのメディア構築

50 北海道 ぐるぱん 馴染みの味をテイクアウト ぐるぱんの日替わり弁当＆オードブル

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4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（2022年1月6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 有限会社シンボリ・フーヅ 9430002062771 安心して来店頂ける環境整備とネット活用による非接触型販売戦略

52 北海道 株式会社ＮＡＴＵＲＥ 8430001077838 ミシュランシェフが届ける自宅での贅沢な時間

53 北海道 ＭＡＳＴＥＲ ｏｆ Ｃｅｒｅｍｏｎｙ ＬＩＮＫ ＩＴを活用した低感染リスク型カウンセリングビジネス

54 北海道 合同会社テロワールリンク 6430003010988 「大切な人に向けた自作曲」の制作・演奏のオンラインレッスン.

55 北海道 株式会社エコプランズ 6430001067881 買い換え需要を取り込むためのITを活用した新たな取り組み

56 北海道 小料理なごみ 会席料理をイメージした加工品製造による販路拡大事業

57 北海道 ブーランジェリーラフィ 対人接触機会を減少させ、ラフィのパンを全国に提供する事業

58 北海道 有限会社ニューアロー 8450002007940 北海道『仙人ジンギスカン』インターネットによる販路拡大

59 北海道 旭師学舎 アフターコロナに対応する学習支援の転換

60 北海道 十勝カイロプラクティックオフィス 接触機会を減少するためのネット販売とネット配信の取り組み

61 北海道 ミヨー フレンチ料理店の行う新規セルフ脱毛サロン事業展開

62 北海道 ３８番ラーメン セルフサービス・テイクアウト体制構築によるコロナ対策事業

63 北海道 デュークズウォーキング 新規機器導入とＨＰ・店舗アプリ開設で接触機会減少と売上アップ

64 北海道 株式会社Ｈ．Ｍ．Ｗｏｒｋｓ 7440001008660 瓶ビール販売事業への参入

65 北海道 洋食コノヨシ白石駅前店 テイクアウト・デリバリー中心への事業転換

66 北海道 株式会社ほっとフー 7430001058517 ＷＥＢ活用で非対面でも安心な旅行をお届けするシステム構築事業

67 北海道 カフェ日和 農家の嫁が作るこだわりのソフトクリーム

68 北海道 株式会社光農産業 6460101004360 端境期用じゃがいも販売量増加および作業効率化・接触機会の減少

69 北海道 株式会社東光 1460401001021 ネットショップ構築によるコロナリスク低減と売上平準化戦略

70 北海道 合同会社ＡＤＳデザイン 1430003012873 インテリアデザイン受注ノウハウを身につける動画システム制作

71 北海道 株式会社なかむら家 7430001079331 地元に愛される安心安全で健康志向なキッチンカー事業

72 北海道 おしゃれ館けいこ ネット活用と新設備導入による感染リスク回避型の販路開拓

73 北海道 株式会社十勝野フロマージュ 2460102006987 複数店舗におけるコロナ対策の課題を解決する設備導入の取り組み

74 北海道 レイス治療院札幌東 大森尚子 リハビリの知見を活用した、健康増進のための水素事業への参入

75 北海道 いちきしまコーヒー オンライン販売に適したコンテンツとホームページリニューアル

76 北海道 株式会社イージーワークス 9430001082589 ウィズコロナ対応！新規ホームページで非対面型人材マッチング

77 北海道 日本料理とこ丹 本格日本料理の「味」と「美しさ」を食卓へ！デリバリー事業

78 北海道 アットレ 店内飲食からてテイクアウト中心の非対面ビジネスへの転換

79 北海道 ラーメン居酒屋カリンパニ 店舗移転とテイクアウト事業の拡充による低感染リスク環境の強化

80 北海道 有限会社ピューパ 1430002028433 接触機会を減らす飲食業態への進出

81 北海道 株式会社Ａｉｍｕ 8460001005564 品質管理機能の強化による、【行きたくなる花屋】の空間作り事業

82 北海道 晴耕雨読 キッチンカー導入で北海道産食材を使用した絶品食品の開発・販売

83 北海道 株式会社Ｂｒｉｇｈｔ 6430001042281 IT商談で顧客とのリアルタイムコミュニケーションを実現へ！

84 北海道 サードアイ 見積・受注のオンライン化

85 北海道 合同会社ＬＡ・ＢＥＴＴＯＬＡ 1460103000734 みんなが安心できる食事の提供

86 北海道 株式会社ＡＯＫＩ 7430001031928 ECサイト構築による非対面型販売への転換

87 北海道 株式会社クレール・コーポレーション 1430001059909 ネットでの予約システムの導入による非対面集客への転換戦略

88 北海道 石狩リゾート株式会社 5430001045806 テイクアウトの利便性を高める事前予約受付サイトの構築

89 北海道 ナベ株式会社 2430001081556 リフォーム会社同士を繋げるマッチング事業!

90 北海道 リラクゼーションＥ＆Ｍ 非対面ビジネスを取り入れた独自のHPサイト構築

91 北海道 株式会社アイスブレイク 5430001049229 永業塾、講演活動のオンラインDX戦略に伴うウェブサイトの構築

92 北海道 株式会社フレッシュアップ 7430001061735 対面型販売からECサイトによるネット販売への転換

93 北海道 株式会社Ｗｏｒｌｄ．ｃｏ 3430001069625 越境ＥＣサイトの構築による海外消費者にも向けた販路の拡大

94 北海道 ボディケアサロンかりん 非接触型の脱毛機器の導入により地域に愛されるサロン運営

95 北海道 馨 自宅で受けられるカウンセリングとホリスティックアロマブレンド

96 北海道 有限会社藤野マルミクリーニング店 1430002024184 WEBの宅配クリーニングサービスによる顧客とエリアの拡充事業

97 北海道 株式会社ＧＰ３６０ 3430001076324 オリジナルコーヒービールEC販売による売上獲得と事業再建

98 北海道 株式会社マチトモリト 2450001013391 上川地域移住者向け、規格住宅の営業・販売事業

99 北海道 パボス 通信販売用新商品道産食材商品と「プレミアムキムチ」開発事業

100 北海道 株式会社増毛ゴルフ倶楽部 9450001009136 自動精算機導入による対人接触機会減少から感染リスク低減を図る
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101 北海道 ブレインスポーツマネジメント株式会社 2430001072646 オンライングループトレーニング

102 北海道 株式会社やの組 9460301004439 低利用木材を高付加価値化 大工が作る家具のEC販売促進事業

103 北海道 ｍｉｎｋｓ 非対面ビジネスモデルへの一部事業転換及び新規顧客獲得

104 北海道 株式会社三星 6430001048337 無線通信によるLPガス検針及び遠隔保守の非接触型システム構築

105 北海道 株式会社蓮 5440001007334 水素水事業における非対面営業化のためのHP制作と広告運用

106 北海道 有限会社舘 2460302001557 対人接触機会減少と業績向上のためのセルフオーダーシステム導入

107 北海道 ｃａｆé Ｔｏｒｉｋｏ ポストコロナを見据え飲食店から菓子製造販売専門店への事業転換

108 北海道 合同会社ステラシア 3430003011774 非対面型相談ビジネスモデルへの転換と新規顧客獲得

109 北海道 株式会社モア 9440001008832 カニの甲羅まで食べる男のカニ販売

110 北海道 株式会社北のハウス 5460101001573 おうちに居ながら見学会 360°バーチャル内覧システム構築

111 北海道 合名会社佐藤食肉 7430003003363 総菜の製造強化と焼き肉セット販売による店内の感染防止対策

112 北海道 株式会社パノミクス 9430001074941 販路拡大マッチングサイト構築による非接触型営業の提供

113 北海道 菓子を仕立てるカシミヤ 「WEB予約注文販売」専門のお菓子屋さん

114 北海道 ティリュクスボーテ 上げよう！効率化！技術力！継続率！

115 北海道 株式会社ノンノラボ 1430001083669 完全個室によるセルフ美肌事業の実施

116 北海道 中村インターナショナル株式会社 9430001084395 空き家調査を非対面で実施する！

117 北海道 株式会社フィナンシアジャパン 7430001077995 シングルマザー支援のための不動産総合接客システムの構築

118 北海道 有限会社谷藤商事 4430002064459 お菓子の製造、販売へ本格的参入による機材導入

119 北海道 サンデンパ株式会社 5450001012325 ICT利活用によるハイブリッド会議＆セミナーパッケージ事業

120 北海道 中央町整骨院 健康器具導入により来院者層の若返り化と自由診療への移行

121 北海道 アスミル鍼灸整骨院 お客様同士の非接触対策として訪問施術事業のスタート

122 北海道 株式会社コリンズ 4430001073659 ｅ−フロント

123 北海道 Ｔｅｅｍｌｙ 会議用オンラインプラットフォーム（試作品）の開発

124 北海道 株式会社知床アルラン 7462501000756 密を避け羅臼の味覚を味わうキッチンカーによる羅臼の食堂事業

125 北海道 株式会社アイビー不動産 2430001000243 離婚と不動産の相談窓口事業立上げしWebサイトのリニューアル

126 北海道 チームプロダクション 非対面型遠隔コンサルシステムの構築と実施

127 北海道 株式会社テクノアトラスサービス 4460101006747 自社ホームページを活用した非対面型の受発注システム構築

128 北海道 株式会社ノ−スボート 1430001071319 非対面での提案営業強化

129 北海道 株式会社ＴＲＥＡＳＵＲＥ ＩＮ ＳＴＯＭＡＣＨ 2430001073710 ヴィーガン・グルテンフリー対応製菓の「オンライン料理教室」

130 北海道 ブルーム withコロナ対応サロンへの全面改装

131 北海道 株式会社ウツワニウム 3430001074328 オンラインを活用した新規顧客獲得のためのHPリニューアル

132 北海道 こはる整骨院 待ち時間に3密を避けるためのネットによる順番予約システム

133 北海道 株式会社ＮＡ Ｃｒｅａｔｅ 2450001011354 革小物の製作と販売

134 北海道 株式会社Ａ ＲＯＯＭ 5430001074648 ホームページの制作とオンライン化で感染対策の推進と販路開拓

135 北海道 さっぽろミュージックサポート 新規顧客獲得のためのECサイト導入による販路開拓事業

136 北海道 株式会社Ｌａｕｇｈ 5460101006878 自社ホームページ及びECサイト構築による企業価値の向上

137 北海道 有限会社パーソン 2460102002656 低感染リスクのトレーニングスペース新設による新規事業への挑戦

138 北海道 ｈａｒｕｋｉ 接触機会減少を施した新しいサロン事業

139 北海道 Ｅｉｎｂｕｉｌｄ株式会社 2460101006393 3D-CAD・リモート打合せシステム導入で感染リスクを軽減

140 北海道 有限会社バー・フーズ企画 2460102002672 ECサイト構築とケータリング予約受付システム構築による収益改

141 北海道 マインドリセット花心叶 歯科衛生士のメンタルサポート講座の新規オンライン化で販路開拓

142 北海道 ｆｉｌｌ 企業・起業で必要な写真を自社で撮影できるようにする取り組み

143 北海道 Ｗｒｅａｔｈ Ｓｔｙｌｅ 完全非対面型広告運用に向けた認知活動ならびにシステム構築

144 北海道 ノックスプロジェクト 北海道特産物オンライン市場の構築

145 北海道 合同会社トラストキーパー 3430003011221 札幌初、２４時間稼働肉の自動販売機

146 北海道 株式会社ルナクレコーポレーション 9460101006461 キッチンカー導入による販路拡大及び新規獲得獲得

147 北海道 白糠金物センター株式会社 7460001000806 コロナ需要特設コーナーの設置および動画による販売促進事業

148 北海道 有限会社マイ・プレイス 4430002018745 自社ホームページ活用したオンライン販売拡大

149 北海道 有限会社ミュゼ知床 9460302004933 汎用物販自動販売機による新たな非対面販売のかたち。

150 北海道 有限会社吉田石材 8430002055628 業務効率の改善及び非対面型のビジネス環境の構築・生産性向上
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151 北海道 和賀しのぶ 進化系結婚相談サービスのオンライン化で少子化課題へ挑戦

152 北海道 株式会社土と木と実と 7450001013081 低感染リスク型への店舗改装

153 北海道 株式会社オートマシンＺＥＲＯ 1430001076648 ITを活用した情報共有システムによる対面機会減少への取り組み

154 北海道 樋口正昭 多機能HP設立・リロクラブ掲載、オンライン完結型コンサル導入

155 北海道 合同会社シテイ管理 3430003003895 対面での非接触案内ブースの設置

156 北海道 中華屋 ⾧右ヱ門 近隣の会社様に出前だＧＯ

157 北海道 株式会社Ｃｈｉｌｌ ｗｏｒｋｓ 4430001083212 キャッシュレス決済導入と認知度拡大事業

158 北海道 ＪＫＳ合同会社 5430003009940 ECサイトによる人気商品の販売と新規顧客獲得

159 北海道 株式会社ＢＲＩＤＧＥＳＴＡＲ 1430001049397 自社ブランド基礎化粧品の非対面販売に対応するECサイトの構築

160 北海道 こはなファーム 自動環境制御装置の導入で高品質ないちごのネット販売を目指す。

161 北海道 株式会社ＤＡＹＫＥ 7460101006661 ECサイト改良及び、SEO対策による集客・売上拡大事業

162 北海道 有限会社高橋総合車輌 2460302000947 新設備導入による外注量の減少がもたらす人的接触リスクの低減

163 北海道 揉みほぐしサロン・サイ 英国式資格によるオンラインセルフリフレクソロジーサロン

164 北海道 美容室アジャンタ 美e-ing プロジェクト～セルフケアで心と体を健康に美しく

165 北海道 張 洲 感染拡大防止のための食品デリバリー促進事業

166 北海道 株式会社アイホック 2430001078321 フロント画面の改修によるユーザーの利便性の向上

167 北海道 株式会社ＷＯＲＬＤ ＣＬＯＶＥＲ 2430001065170 オンラインビデオ商談システム付きホームページ制作

168 北海道 エイチアール運送 予約可能WEBサイト構築で、引越事業参入＆地域のお祭りへ出店

169 北海道 森高鍼灸整骨院 超音波画像観察装置の導入と顧客満足度アップ事業

170 北海道 ノマドリビング キッチンカー事業への進出

171 北海道 株式会社ＡＭＩＣＯＳ 4460101006821 ECサイト利用による物品販売の非接触体制構築事業

172 北海道 白井技巧 店舗移転によるハンバーガー＆スイーツのテイクアウト強化

173 北海道 こころの学校マザリーケア 心理学的カウンセリング指導者のオンラインでの育成とFC化

174 北海道 株式会社円山メディカル 5430001076132 eコマース開始のためのホームページ作成

175 北海道 ギバー モール 「防災から災害後まで」のオンライン完結型サポートの確立

176 北海道 えべたこ ランチ商品等のキッチンカーによる販路開拓

177 北海道 株式会社コンプラ・マネジメント 9430001084107 自社ホームページ開設と非接触型会議システム構築

178 北海道 ヒーリングサロン夢と魔法の王国 オンラインサロンへの業務転換及びシステムの構築

179 北海道 有限会社ガーデンコーポレーション 6450002001375 有限会社ガーデンコーポレーションホームページリニューアル事業

180 北海道 フライハイト合同会社 8020003008460 「コロナ禍における」女性支援型オンラインサロン運営

181 青森県 株式会社十和田ポニー温泉 3420001012131 非対面ご飯盛り付けロボット導入プロジェクト

182 青森県 居酒屋 とも家 新規販路開拓キッチンカーでの宣伝型テイクアウト事業

183 青森県 李紗羅 倉庫を改装して第二店舗とする三密回避と売上回復事業

184 青森県 居酒屋三宝 真空パックで鮮度を持続！！ 処理済み鮮魚で主婦の面倒を解決

185 青森県 味噌蔵麺也いとう テイクアウトを利用した感染防止対策と新たな営業方法の共生

186 青森県 有限会社蛯子写真館 9420002019938 スクールフォトのオンライン販売とドローン撮影による売上強化

187 青森県 ケクーカフェ 感染リスクを減らす為のコーヒーテイクアウト専門事業

188 青森県 とり壱 古民家をリフォームし店舗移転、新規顧客の開拓と売上げアップ

189 青森県 まったりルーム小休 子育てママへの贈り物 オンラインyogaレッスン

190 青森県 株式会社ＫＩＤＳコミュニケーション 1420001004997 非対面型の新規事業立ち上げに伴う予約システム構築と販促活動

191 青森県 ヘアーサロン ヤング 半個室化による丁寧なカウンセリングサロン

192 青森県 合同会社サン・ネット 6420003001278 オンリーワン陶器商品の開発と非対面型営業を通した販路拡大

193 青森県 木村庸江 【エステインMK】セルフ脱毛のための施術システム・新規HP導

194 青森県 Ｐｉｎｇｕｏ コロナに対応！キッチンカー導入による販路開拓の取組み

195 青森県 ポーラ 【ポーラ】セルフエステのための施術システム、脱毛サービスの導

196 青森県 株式会社ライドオン 3420001014714 新たな生活様式で女性の美を保ち続ける

197 青森県 山崎商店 デジタル技術を活用し集客力 UP を目指した販路開拓事業

198 青森県 有限会社ハーモニック 7420002013967 痩身エステセルフサービス展開による販路開拓

199 青森県 明治屋商事株式会社 5420001009563 【明治屋商事株式会社】テナント物件紹介用ＨＰの作成と宣伝広告

200 青森県 特定非営利活動法人菜の花トラスト 4420005006632 ＥＣ販売におけるクレジット決済導入による売上拡大事業
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201 青森県 アイフォンドクター弘前店 感染リスク低減のため、店舗のCO2濃度を下げる改装工事

202 青森県 村井翔太 【Grace】オンラインバー開設に伴うリモートシステムとHP

203 岩手県 ＬＯＵＮＧＥＳＩＥＳＴＡ 供給力強化とPR強化を実施しテイクアウト販売拡大を図る

204 岩手県 カレーだジェイ 県内初！オリジナル冷凍レトルトカレー自販機導入で非接触販売

205 岩手県 ライジック 高機能CAD/CAMシステム導入による顧客対応の完全非対面化

206 岩手県 あづまドライ 衣服等における非接触型クリーニング・リペアサービスの新規展開

207 岩手県 ヘアールームギフト バーチャル・ヘア提案システムの導入による感染リスクの低減

208 岩手県 有限会社タック・ユアーズ 8400002005008 非対面受付システムとコインランドリーでの安心サービス提供事業

209 岩手県 ｌｉｅｎ遠野 若年女性客向けグランピングプランの提供による販路拡大

210 岩手県 有限会社最上商店 5400002011058 LPガス関連業務を非対面化する一括管理体制の構築

211 岩手県 有限会社うえ村 4400002000466 魚料理を充実！新メニュー展開によるテイクアウト事業強化計画

212 岩手県 カズネイル ウィズコロナに対応したオンラインネイルスクールの構築

213 岩手県 株式会社咲希 6400001013979 「喀痰吸引等研修」のオンライン化システム構築事業

214 岩手県 株式会社地球の恵 6370001022892 テイクアウトサービス開始とスイーツ販売設備整備による販路拡大

215 岩手県 竹松や 対人接触機会を減らし当店自慢の料理を届けるキッチンカー事業

216 岩手県 さくやま司法書士事務所 裏口の整備・駐車場の増設

217 岩手県 保育園ゆいま～る 「青空保育園」の展開による感染リスクの抑止と入園者の回復

218 岩手県 お菓子工房ｅａｔ＋ ＥＣサイト活用と外販販路拡張による接触機会低減型販売強化事業

219 岩手県 地産酒場いごっそう 対人接触機会減少と新規顧客開拓のための出張バーベキューの実施

220 岩手県 佐秀りんご園 自社のECサイト構築による新規顧客開拓と売上の回復

221 岩手県 株式会社プレッセ 7400601000896 オンラインストア構築による売り上げ回復と新しい販売方式の確立

222 岩手県 美容室ｍｉｔｅ 脱毛サービスの個室化による感染防止対策と早期売上回復の実現

223 岩手県 鶏から家 奥州 テイクアウト・デリバリー強化で低感染リスク型へ転換事業

224 岩手県 ブランドストーリー 岩手発・女性向け健幸美食術の開発とWEB提供サービスの導入

225 岩手県 ビアン 後継者主導による新たな商品提案とネット販売

226 岩手県 後藤林業 国産材における非接触型生産供給事業の新規展開と売上の回復

227 岩手県 小岩井牛乳二戸販売店 コロナリスク低減に資する宅配及びECサイト設立による販路開拓

228 岩手県 古民家ｃａｆｅ ほっこり 当店自慢のデザートのテイクアウトサービスの開始による売上回復

229 岩手県 ニコーズ 最新美容機材の導入により施術環境改善と売上拡大を図る

230 岩手県 エスプラスカンパニー株式会社 8400001008580 「厳しい時こそ前を向く」飲食店のオンライン活用事業

231 岩手県 有限会社内田書店 1400002010195 SNSを活用したオンライン受注サービスの展開

232 岩手県 有限会社ナイス 2400002007562 非対面型の販売強化！チラシによる販路開拓と情報発信強化

233 岩手県 しらいし屋 ご家族限定小上がり貸し切りファミリープランの提供

234 岩手県 株式会社Ｕｎｌｉｍｉｔ 2400001015574 ECサイトの構築

235 岩手県 ＣＱカードック 3密防止を実現した改装と若年層・女性客プランの提供で販路拡大

236 岩手県 三和商会（ｉｍｐｌｅｘｕｓ ａｒｔ ｇａｌｌｅｒｙ） インターネット・ECサイトでのアート作品の販売事業

237 岩手県 株式会社ゴールドラッシュエンターテインメント 1010401117523 タレントの個性を強調した認知と配役の決定率向上のシステム構築

238 岩手県 ＡＫＧ工房 アンプ・ギターにおける製品情報の「見える化」による売上回復

239 岩手県 アグリサービス 産業用ドローンの農薬防除利用による省力化事業

240 岩手県 ファームフロンティア 新規ECサイト構築による非接触型省力化事業

241 宮城県 株式会社チック 7370001041165 農業者が自分でデータ共有できる教育システム

242 宮城県 株式会社地雷也フードビジネスサービス 5370001022142 創業58年のオリジナルの味をテイクアウトで提供する事業

243 宮城県 ｓｅｉｋｏエレクトーン教室 感染リスク対応の新しい音楽教室のWEBビジネスモデル構築

244 宮城県 保育所マミーハート大学病院前園 オンラインを取り入れた現場で活躍できる保育士の育成事業

245 宮城県 株式会社バンビ 3370001016063 予約システムと非接触メニューの導入、多機能自社アプリの作成

246 宮城県 台湾喫茶慢瑤茶／慢瑤茶グラフィコ ベジタリアン向けスイーツ通販事業の立上げと独自市場の形成

247 宮城県 有限会社菊地魚店 1370002010612 鮮魚店から仕出し料理とデリバリーに特化した非接触型へ業態転換

248 宮城県 チャイニーズハウズ 北京 オンラインでテイクアウト利用を促進！自慢の中華を店でも家でも

249 宮城県 笠原整骨院 Web予約事前問診機能付HP新設と店舗リニューアル工事

250 宮城県 株式会社山元ヒルズファーム 5370001045399 ＵＶＢ照射による薬散作業の接触機会減少と業務効率化の実現
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251 宮城県 愛の恋 テイクアウト販売とオンライン接待による、非対面型のクラブ営業

252 宮城県 有限会社蔵王の昔飴本舗 5370102000229 非接触型食品自動販売機などの導入による直販事業の規模拡大

253 宮城県 日宝物産株式会社 8370301001000 低糖質レトルトスープの外食事業者向けEC展開

254 宮城県 株式会社Ｖｉｃａｍｏ 6370001039821 非対面型に対応するオーダーメイドスーツWEBサイト構築事業

255 宮城県 株式会社ゾウケイ社 8370001011919 エヌダイナーキッチンカーシュミレーター（イメージ・費用算出）

256 宮城県 有限会社エムズコーポレーション 4370002010089 周辺店舗とコラボするテラス席を活用した地域活性化プロジェクト

257 宮城県 シルバー POSレジ・オンライン注文・座席予約でスナックの店内感染対策

258 宮城県 株式会社今野屋 4370001005073 オンライン販売・来店予約制導入に伴うスペース確保等の店舗改装

259 宮城県 株式会社ラッキーオレンジボックス 3370001021559 百貨店を活用した、シェア写真館とセルフフォトシステム

260 宮城県 トラットリア銀 多様なニーズに対応する為の新たなHP・調理工程の事業構築

261 宮城県 ガル屋 コロナに対応した店外販売(卸売、観光商品)による販路開拓

262 宮城県 バルカディア キッチンカーによる鳥の唐揚げ、名古屋風手羽先揚げの販売

263 宮城県 Ｒｅ・ｍａｋｅ セルフ対応型エステサービスによる新規顧客開拓と顧客満足度向上

264 宮城県 そば処 村崎庵 配達や移動販売で収益アップ

265 宮城県 株式会社ケーエスプランニング 5370201003883 オンラインシステムを活用した調剤薬局の対応強化・効率化事業

266 宮城県 ＳＡＢＲＩＮＡ ＤＵ ＪＡＰＯＮ． ジュエリー職人の技術を活かした室内装飾品のネット販売事業

267 宮城県 らーめん淳 新規出店も視野に入れた業務効率化、市場調査の実施

268 宮城県 お食事処さくら家 低感染リスク対策のテイクアウト弁当製造・販売で売上アップ

269 宮城県 アテルイプランニング株式会社 7370001020945 東北移動販売ビジネス研究所 webとオンライン化で実践と共学

270 宮城県 株式会社花山サンゼット 2370201004075 復興温泉旅館による非対面型＆マイクロツーリズム事業への大転換

271 宮城県 ボヌールリー 予約やカルテの電子化による施術数増加とオンライン販売事業

272 宮城県 いざかや ついてる テイクアウトの強化とセルフオーダーシステム導入

273 宮城県 株式会社Ａｌｉ ｄｅｌｌａ ｌｉｂｅｒｔａ 1370001045519 日本で6人しかいない騎士によるWITHコロナのジェラート販売

274 宮城県 株式会社ひよっこ 6370001040597 あなたと酒蔵をつなぐTSUGooオンラインジャーニー

275 宮城県 有限会社美善 3370002013729 テイクアウト受注用ホームぺージ制作による売上増加策

276 宮城県 アジアンカフェ・ハート 対人接触機会減少と顧客回復目的店舗前自動販売機食品販売事業

277 宮城県 株式会社つくる仙台 8370001021819 起業集団つくる仙台オンライン創業スクール

278 宮城県 株式会社リンケージアース 5370001018875 オンライン商談とECサイトの充実によるミネラル水の非対面型営

279 宮城県 糀の郷 通販売上拡大のための新商品開発と販売促進強化

280 宮城県 有限会社コピン 8370002019218 HPを活用した対面接客の短縮と新規顧客獲得

281 宮城県 有限会社土井精菓 8370602001343 地元銘菓を発信。洋菓子店のオンラインショップ開設事業

282 宮城県 望月総本店 和菓子のオンライン事前注文の導入により新規顧客を獲得

283 宮城県 マックスフリッツ仙台 オンライン機能を使った業務改革で、新規顧客獲得と売上向上

284 宮城県 ＲＥＶＥ 爪噛み改善オンラインサービスを構築・宣伝する事業

285 宮城県 すし光 WEB予約で新鮮な季節の味をお届け

286 宮城県 ｈａｉｒｓａｌｏｎＧｌａｎｚ 完全個室化による感染リスク減少及び脱毛メニューの提供

287 宮城県 松竹ビル 空きテナント減少へ、商談と内覧の非対面・オンライン化事業

288 宮城県 プログレスライン リモート設備設置及び広告宣伝強化事業

289 宮城県 ピッツェリア ピノ イゾラ ウエスタ 真空冷凍ピッツァ販売とテイクアウト需要の拡大

290 宮城県 株式会社グリーディー 7370001041529 ECサイト再構築と特設ページを活用したアロマ製品販売強化事

291 宮城県 フリンジ合同会社 5370003001870 在宅ワーカーの活用による企業支援事業

292 宮城県 ＴＯＵＳＡ ジャズの魅力をオンラインで。新たな顧客層の獲得

293 宮城県 株式会社ヨネムラアーキテクツスタジオ 6370001022587 ウェブサイトの改良とオンライン商談の周知広報による販路拡大

294 宮城県 株式会社マイクラーク 3370001045517 ダウンロードサービスの新事業展開と広報活動の実施

295 宮城県 Ｙｏｓｈｉｄａマネジメントオフィス株式会社 7370001019392 「中小企業DX推進」ペーパーレス化支援サポート事業

296 宮城県 株式会社インテリジェンス 3370001016443 アフターコロナを見据えた業務効率化、外国人観光客来店強化事業

297 宮城県 株式会社福田会計事務所 9370001022980 データベースマーケティングによる販路開拓と業務効率化

298 宮城県 合同会社泉の森 2370003004661 商談と内覧の非対面化・オンライン化の開始

299 宮城県 株式会社ＡＣＳ東北 4370001025278 エステスクールのオンライン化̶コロナ禍での収入源獲得

300 宮城県 株式会社セカンドカラー 7370001045397 ホームページ作成による情報発信と集客の構築
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301 宮城県 作田法律事務所 事前相談システム導入で対人接触減少によるリーガルサービス提供

302 宮城県 セルフエステサロンルアナ 月額定額制の完全非対面・無人セルフエステサロン

303 宮城県 ラクサスコミュニケーションズ株式会社 4370001040335 オンラインヒヤリングシートの活用でコロナ渦で販路を拡大

304 宮城県 自然卵のクレープ 地産地消のスイーツや軽食を待ち時間少なくキッチンカーで販売

305 宮城県 ザ・美容室 ネット上の管理機能を大幅強化し、信頼度と売上の向上を図る!

306 宮城県 鈴木誠二 オンラインシステムを活用した地域特産加工品の販路拡大事業

307 宮城県 有限会社トータルライフカンノ 2370802000844 自動検針、保安装置導入による非対面ビジネス構築、感染防止対策

308 宮城県 Ｒｅ容姿家風里杜 営業電子管理システムの導入による低感染リスクな新規顧客への訴

309 宮城県 ブライトフューチャーサポート オンラインを活用した心に寄り添うサービスのご提供

310 宮城県 株式会社人事・教育サービス 1370001020117 非接触による人材紹介業務を可能にし、WEB面接会を実施する

311 宮城県 てんぷら天松 宣伝広告拡充及びコロナ感染予防対策事業

312 宮城県 ほっとハート株式会社 6370001020013 WEBサイトを活用した就労継続支援事業の非接触型への転換事業

313 宮城県 株式会社ギヴ・クオリティー 2370801001934 WEBサイトを活用した非対面式営業スタイルへの転換事業

314 宮城県 Ａｎｒｕｋｕ ウィズコロナ以降に対応するアパレルECサイトの構築

315 宮城県 ＨＡＩＲＴ．Ｔ オンライン予約システムの導入で新規顧客獲得とリピート率向上

316 宮城県 岩沼ガス有限会社 3370802000760 感染症予防、非接触の遠隔検針システムを構築した保安の高度化

317 宮城県 十ちゃんの台所 テイクアウト型自店舗事業展開

318 宮城県 ＬｏｖｅｔｈｅＬｉｇｈｔ ペーパークラフトによるライトカバーのデザイン開発・販売促進

319 秋田県 知念京子 老人養護施設へ届ける調理メニューと調理方法の設計サービス

320 秋田県 ｄⅰｎⅰｎｇきぃｍｏｎ 多国籍料理の移動販売におけるキッチンカー導入事業

321 秋田県 ＴａｋｅＦｉｎｅ株式会社 1410001010988 アクセサリー通販による感染リスク低減と売上アップへの取り組み

322 秋田県 麺屋にぼすけ 自動釣銭機の導入で感染リスクを低減！

323 秋田県 株式会社フカサワ 5410001009069 Webサイトリニューアル及びECサイト開設による販路拡大事業

324 秋田県 Ｇｌｙｚｉｎｉｅ株式会社 4410001012362 非接触型オートドライヤー導入による対人接触機会削減の取り組み

325 秋田県 エモーショナルダイニング株式会社 1410002010087 自社ECサイトを活用したネット販売による販路拡大事業

326 秋田県 響屋大曲煙火株式会社 9410001008323 音響設備の導入でプライベート花火の進化と普及拡大事業

327 秋田県 有限会社シャトレー 5410002002072 ｢美｣と｢癒やし｣を提供するエステスペースの改装

328 秋田県 株式会社秋田テクノデザイン 6410001004226 排尿量を区分するアルゴリズムとPCモニタ用ソフトウェアの製作

329 秋田県 ｉｒｕｔｏｃｏ HP更新によるEC販売強化および新商品開発による販路拡大

330 秋田県 オンライン学習塾マナビバ ウィズコロナ時代に即した新サービス展開事業

331 秋田県 小山田酒店 感染防止と事業継続のための店内改装

332 秋田県 ＨＡＰＰＹ ＤＯＧ ＬＩＮＥを使った予約システム構築とリアルタイム情報発信

333 秋田県 株式会社コシヤマ 7410001007079 非対面の営業ツール導入による新商品の集客力強化と販路拡大

334 秋田県 合資会社百穂苑 6410003002351 希少な日本酒をぜひ当店で！コロナ対策販売方法で安心も提供

335 秋田県 合同会社藤原商店 6410003003283 QCDの強みを活かした自社ECサイトによる販路拡大事業

336 秋田県 ＳＨＩＮ−ＮＩＫＫＥＮ．ＦＣ株式会社 8230001014076 非対面ツール導入に伴う集客戦略の見直し

337 秋田県 キッチン みどり 乾燥専用小規模ランドリー、布巾製造販売、新メニュー開発

338 山形県 有限会社玉貴 8390002016056 新たに冷凍メニューのギフトセットぁ開発及びオンライン販売の開

339 山形県 有限会社國井酒店 8390002000844 非接触型空間を創出し、山形地酒販売を促進させる

340 山形県 エステサロン美 オンラインダイエットコース新設による低感染型エステ営業

341 山形県 合同会社Ｂｌａｓｔ 9390003001568 低感染リスク対応の「完全個室セルフ脱毛サービス」導入及びPR

342 山形県 ダンスコミュニティアルメール 対コロナ！リモートダンスで実現する高質な指導と新入会員増強

343 山形県 安達淳 お客様とスタッフの安心安全な非接触型の新しいロボット化美容室

344 山形県 森株式会社 4390001009155 テイクアウトに特化した総菜製造施設改装による新たな取り組み

345 山形県 スロージャム 山形市場におけるカヌレ需要に対応するための設備拡充

346 山形県 ＨＡＮＡ火 強みを活かした生肉のオンライン販売による販路開拓事業

347 山形県 株式会社Ｊｏｈｎｄａｎａ 1390001016492 完全個室増改築による顧客と社員の安心・安全のウィズコロナ対策

348 山形県 コトグラフ 非対面で顧客のオンラインサポートのための物撮りスタジオの製作

349 山形県 Ｄｕｅ 販路拡大の為のキッチンカー導入事業

350 山形県 有限会社大津商会 6390002003188 対人接触機会の減少と新サービス展開のための設備導入
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351 山形県 有限会社ポート・エクボ 3390002002416 写真館の低感染リスク型ウェブサイト運用による新事業

352 山形県 有限会社グッド 3390002011615 ECサイトと事務所構築でネット通販部門による売上拡大事業

353 山形県 五十番 券売機導入で対人接触減少とラーメン１杯あたり１分半の時短！

354 山形県 有限会社日下部商店 1390002015915 ECサイト新規構築と感染リスクの低いお店への店舗改装事業

355 山形県 大川タイヤサービス株式会社 2390001007490 非対面営業とオンラインツールを活用し新規顧客獲得

356 山形県 奥山整骨院 脱毛・美容エステ器の導入により既存客の掘起し及び新規顧客開拓

357 山形県 株式会社ミキプロセス 5390001011597 オンラインワークショップ機能を組み込んだホームページ作成

358 山形県 ＬｉｆｅＡｒｘ株式会社 7390002010349 持続可能な店舗に向けた感染対策の改築と販路拡大

359 山形県 有限会社杵屋⾧井店 9390002014868 新規顧客獲得・販路拡大のためのオンライン予約システムの導入

360 山形県 山形霞城どうぶつ医療センター 予約から受付までを一元化したＩＴによるシステム構築

361 山形県 ハブアグットスライス 『オンライン販売の認知拡大と新規顧客獲得』

362 山形県 安部塗装所 Withコロナを意識した新事業による対人接触機会の減少と販路

363 山形県 下山株式会社 1390001009901 新鮮な美味しい米沢牛の肉を多くのお客様に直接お届けする。

364 山形県 有限会社看板のオウシヨウ 2390002000635 新規獲得を県内外に増やすための非対面ウエブ打ち合わせの構築

365 山形県 うたたねさろん EMSマシンの導入による、非接触型の「筋トレプラン」の新設

366 山形県 丸藤建築有限会社 4390002008305 家電家具ECサイト導入にて顧客サービス強化による売上向上

367 山形県 有限会社ノエル 9390002006295 ECサイトによる海外高価格帯スキーとアウトドア用品の販路拡大

368 山形県 ウエスト フィールド お客様の信頼を得るための予約システム導入

369 山形県 有限会社サンドーデザイン 6390002015167 農産物加工所整備による非接触型新ビジネスモデルの構築事業

370 山形県 合同会社ＥＮＤＹ 1390003001435 個室作成により対人接触機会を減少させ安心感を与えて来院を促す

371 福島県 有限会社愛和産業 9380002029594 非対面型ビジネスモデルへシフトし、女性顧客の開拓計画

372 福島県 有限会社古川コピーセンター 1380002032993 プロ級デザインを非対面で自作！セミオーダー方式ECサイト構築

373 福島県 ルドルフ株式会社 5380001026613 集団授業内容動画のサーバー管理とスマホ視聴システムの構築

374 福島県 レストランティアンドティ 同業他社との差別化を図ったテイクアウトによる販路開拓計画

375 福島県 株式会社佐藤物産 5380001009394 自宅でも楽しめる温泉系商品の開発とEC販売拡大

376 福島県 フード＆バー アゲイン 安心・安全の提供によるプライベート空間演出事業

377 福島県 株式会社レーヴェ 4380001026944 喜多方レトロ店のECサイト作成で全国への販路開拓

378 福島県 有限会社二本松ドライブイン 2380002016483 コロナに負けるな！集まれファミリー大作戦！！

379 福島県 株式会社ななよん 5380002020078 真空包装機及び急速冷凍機導入による製造販売・卸売業への展開

380 福島県 株式会社プールブー 4380001028767 縮毛矯正やカラーのダメージに特化したシャンプーEC販売事業

381 福島県 株式会社テクノプランツ 8370001013535 野菜の宅配サブスク「福ベジ」のオンラインサービス確立事業

382 福島県 Ｄｏｕｘ Ｈａｉｒ 定休日と半個室を活用したセルフ脱毛サービス事業

383 福島県 株式会社よしだや 9380001031799 ECサイトに対応した冷凍菓子の製造・販売による新規顧客の開拓

384 福島県 グリッド株式会社 4380001009511 ドローン対応非接触型太陽光パネル点検事業による販路開拓

385 福島県 居酒屋ひまわり 真空包装機導入によるテイクアウトメニューの開発と強化

386 福島県 公喜リラクゼーション リラクゼーションベットを活用した非接触サービス開始

387 福島県 株式会社にくにく工房 3380001030484 オンライン販売の開始とそれに向けた商品開発とプロモーション

388 福島県 衆園 自作のジュエリー設計と原型で国内生産し、新たな販路開拓を行う

389 福島県 有限会社瀨戸衣裳 4380002025532 HPを利用し対人接触機会減少させたビジネスモデルへの転換

390 福島県 ｎｉｃｈｉ ｎｉｃｈｉ ｃｏｆｆｅｅ 非対面販売の売上拡大に向けたコーヒー豆の焙煎能力強化事業

391 福島県 アジアンリゾートバーアラック 夜から昼への再構築！セルフ脱毛サロン・カフェ事業の新展開

392 福島県 合資会社菊地薬局 4380003001648 ３方向オンライン問診の確実選薬と家族間健康共有サービスの提供

393 福島県 五十嵐石材 墓石のリサイクル基盤の強化で資源を大切にする循環型墓石店

394 福島県 株式会社クロエ 5380001008842 自社オリジナル衣裳によるフォトウエディングサービスの実施

395 福島県 株式会社カネコ・フーズ 7380001017354 新商品「会津さくら肉餃子」の開発を行うための製造ラインの構築

396 福島県 株式会社チャイルド 4380001009189 移動販売専用車両の導入による菓子販売事業の強化

397 福島県 ＤＵＢ ＤＥＳＩＧＮ 会津から発信!ネットショップでオーダーマスクを販売

398 福島県 ナリス化粧品 佐藤販売所 接触時間短縮と新規顧客獲得を目的とした多機能脱毛器導入事業

399 福島県 有限会社丸善 1380002018489 テレワークをターゲットとしたニューノーマル対応ビジネス

400 福島県 Ｍｏｎ ａｍｉ コロナの感染リスクを抑えるための完全プライベート空間
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401 福島県 志賀たたみ店 ホームページで積極的な自社PR

402 福島県 ｓｔｕｄｉｏ７ 低感染リスク野外イベント開催の為のキッチンカー導入

403 福島県 ちむぐくる 感染リスク低減と生活をサポートするECモール

404 福島県 寳玉義彦 オンラインコンテンツ資産化技術習得事業

405 福島県 キッチンイート テイクアウトを増やしＥＣサイト等システム導入による売上向上

406 福島県 介護・トータルサポート おてんとさま チラシおよびホームページ作成による新規顧客獲得

407 茨城県 株式会社若東龍 2050001032944 コロナを押し出し！筑西から国内外に相撲部屋の秘伝の味をお届け

408 茨城県 有限会社柴山車体 3050002041737 診断機導入とサービス開発による低感染リスクビジネスモデル構築

409 茨城県 キムチ屋凛 県内初、キムチの自動販売機導入による非対面ビジネスの構築

410 茨城県 アイリッシュパブケルズ 個室化と熱交換換気システムによる安心安全な飲食空間の提供

411 茨城県 七施株式会社 7050001049901 時間気にせずセルフ脱毛でキレイを実現！自慢の素肌を手に入れろ

412 茨城県 金砂そば 生そばのテイクアウト販売開始に伴う店舗改装・販路拡大事業

413 茨城県 ミピ 公園と一体となった新たなテイクアウト飲食スタイルの提案

414 茨城県 有限会社きらら館 4050002010105 接客方法とサービス喫茶の見直し。店内の空間作りと屋外への展開

415 茨城県 ｐａｒｔａｇｅｒ ゼラニウム精油と死海の塩によるPartagerバスソルト開発

416 茨城県 有限会社ふとんの関 6050002018625 非接触型の測定＆提案サービス展開が可能な寝具店づくり

417 茨城県 ハヤセ自動車工業 タイヤ交換デリバリーサービスによる販路開拓事業

418 茨城県 ｍａｒｉｓのアトリエ 初心者・シニア向けオリジナル楽譜のウェブ活用販売

419 茨城県 エステサロンＤＡＨＬＩＡ 年齢肌の方向け商品とオンライン・セルフサービスの販売促進事業

420 茨城県 株式会社サンロール 6050001028501 食品製造現場での感染拡大防止と中食に対応する生産ライン再構築

421 茨城県 株式会社筑波カーマニア 2050001014942 タイヤ修理出張サービスと店内の半個室化による売上回復事業

422 茨城県 青学館 動画を活用した非対面式型オンライン学習塾への事業転換

423 茨城県 そば家 麦藁 カスタムオーダー手打ちそばネット販売とオンラインそば打ち体験

424 茨城県 アンジュウエディング コロナ禍のいま！オンライン婚活による出会いと成婚率の向上

425 茨城県 ＳｕｓｈｉＤｉｎｉｎｇ蛇の目 寿司ネタを活かした新しいテイクアウト飲食スタイルの提供事業

426 茨城県 やき鳥よし コロナに負けない！人気居酒屋の本気テイクアウト！

427 茨城県 ヒーリングサロンエムズ セルフ使用可能な美容機器導入とWEB広告活用による集客力向上

428 茨城県 有限会社やぐら 8050002026840 商品価値の高い鍋セットの開発・販売による売上げ増加計画

429 茨城県 くいのみたみや 当店特製ホルモン焼き・焼売等のテイクアウト販売事業

430 茨城県 美容室スタジオＴ−１ 施術室の半個室化、移転リニューアルオープンによる販路開拓事業

431 茨城県 有限会社フローラ・プラス 6050002003775 アフターコロナに向け店舗デッドスペース有効活用と予約HP作成

432 茨城県 庄司工房 色でかわいさを表現するネット販売に適した作品及び製法構築事業

433 茨城県 株式会社カーランド・キング 9050001027327 点検作業内製化による新型コロナ対策および収益向上施策の両立

434 茨城県 フラワープラネット 体験そのものを提供する屋外型ワークショップスペースの開発

435 茨城県 Ａｘｉｓ Ｆ Ｔｅａｍ 自社事業のオンライン対応力強化に伴う新規顧客開拓事業

436 茨城県 プラチナネット茨城 AI活用による地域ショップ等のターゲットマーケティング支援

437 茨城県 中華料理きらく 茨城県産豚肉と蓮根使用のシュウマイ開発によるオンライン販売

438 茨城県 株式会社ＭＫ ｃｏｍｐａｎｙ 7050001040694 WEBサイトによる非対面型営業の促進及び会議等のオンライン化

439 茨城県 日本橋東京法律事務所 クライアントが安心できるオンライン対応可能な相談室の設置

440 茨城県 有限会社石塚板金工業 7050002044356 アウトドアニーズを捉えたキャンピングシェルの販路開拓事業

441 茨城県 ＨＡＩＲ ＳＡＬＯＮ Ｔｈｉｓ Ｃ セルフ脱毛による非対面接客サービスでコロナ禍での販路開拓事業

442 茨城県 栄進堂印刷株式会社 1050001031360 ECサイトを利用した非対面のパッケージ営業の実装

443 茨城県 美仁 テイクアウト事業始動による対人接触機会の減少と顧客拡大作戦！

444 茨城県 合同会社ＳＡＴＯＩ 9050003005388 親切丁寧な非対面サービスの構築

445 茨城県 常陸住宅株式会社 1050001011833 法令改正による不動産取引のIT重説とWeb内覧サービスの提供

446 茨城県 ビユードオザワ 機械化によるサンダー仕上げへの対応による作業工程の高度化

447 茨城県 株式会社那珂湊マリーナ 9050001001892 PTZカメラとドローンによるマリンレジャー活動動画提供事業

448 茨城県 竹内ピアノ教室 教室個室空間化とリモートレッスンによるピアノ教室の挑戦

449 茨城県 有限会社五位渕商会 6050002035653 EC時代に即したサイト再構築事業

450 茨城県 ミラクルストーン パワーストーン販売店のアクセサリー教室新規展開による売上拡大
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451 茨城県 有限会社トラスティ 6050002002364 感染症対策に役立つ施設内のウイルス消毒・除菌サービスの開始

452 茨城県 グリエ 自家製パンと地域の果物で作る「ダブルフルーツサンド」の提供

453 茨城県 ダイシン工業株式会社 2050001023340 「オンライン商談フォーム」の導入による非対面型営業の実践

454 茨城県 ひたちなか化学システムラボ 瞬速シミュレーションによる中小ボイラー業者のオンライン化支援

455 茨城県 株式会社ＡＲＣ ＳＴＥＲ 3050001046241 オンラインサロンの立ち上げによる顧客接点の強化及び商圏創出

456 茨城県 焼肉あんじ 特別な日にお家でお肉の＜花束ミートBOX＞販売

457 茨城県 株式会社ＰＯＮＹＭＡＸ 8050001047706 中⾧期レンタルサービスの提供によるサーマルカメラの需要開拓

458 茨城県 有限会社中戸屋 2050002018579 お家での食事時間を豊かにする酒類デリバリー事業の展開

459 茨城県 ＲＯＣＫʼＮʼＲＡＷ オンライン式・健康食トレーニングワークショップライブカフェ

460 茨城県 株式会社メディカルパートナーズ 3080001020937 障害のある方に外出の喜びを提供する介護保険適用の介護タクシー

461 茨城県 コンクルージョン 最新機器で結果のでるオンラインゴルフレッスン

462 茨城県 有限会社諸岡 9050002033522 オンライン面談システムの導入による低感染保険契約手続きの展開

463 茨城県 仁平瓦店 瓦店におけるリモート式現調・商談方式の採用による顧客開拓事業

464 茨城県 株式会社辰野組 3050001047693 Ｗｅｂサイトの再構築による非対面型商談システムの導入

465 茨城県 食育＆料理教室ラベンダー 各受講生に合わせた「マンツーマン料理講座」と簡単味噌汁の提供

466 茨城県 有限会社横田農場 5050002033567 インターネットを使った非対面型オンライン農業体験事業の展開

467 茨城県 サロン Ｄａｉｎａ ペットと楽しみながら瘦せる独自の瘦身プログラム事業の開始

468 茨城県 株式会社清水屋 6050001049019 特選うなぎテイクアウト弁当の開発・販売促進PJ

469 茨城県 株式会社エフ・エガサキ 1050001010406 非接触型の営業スタイル専用ホームページ・コロナ関連商品の販売

470 茨城県 日本語教育コミュニケーションズ 世界初『オンライン専門の子供日本語教師養成講座』のネット販売

471 茨城県 合同会社ＢＮＷ 8050003004119 新しい生活様式に対応したリフォーム商談スペースによる販路開拓

472 茨城県 ＭＨカンパニー株式会社 9050001045320 アフターコロナ時代の安心・安全な居酒屋計画

473 茨城県 株式会社石塚社 9050001014374 粉骨サービス事業新設による非対面型ビジネスモデルの構築

474 茨城県 アロマティック ルポ 対面コンサル事業スタートに向け施設衛生と無添加酒粕石鹸の販売

475 茨城県 Ｓｏｃｉａｌｕｐｓ株式会社 4050001048682 ポストコロナのハイブリッド型イベントにおける機材設備導入

476 茨城県 株式会社ラクショウ 7050001034309 非対面型販売・買取事業の情報発信強化による販路拡大

477 茨城県 丸和建設株式会社 3050001032332 家具家電EC販売サイト構築による利益率の増加

478 茨城県 カットサロンササキ 酸素カプセルによるヘルスケア＆ビューティケアサービスの事業化

479 茨城県 株式会社中央地学 8050001042558 密にならない防災訓練のためのバーチャル防災プログラムをつくる

480 茨城県 大塚 由貴 オンライン予約システムを活用した顧客管理による売上増加計画

481 茨城県 藤原ストア お客様との接触機会を減らすために冷凍自動販売機を導入

482 茨城県 ＭｅｎｔｈｅＢｌｕｅ ECサイト開設とSNSを活用した非対面型販売による販路拡大

483 茨城県 リールヘア 目元、指先からキレイにする新規事業！！

484 茨城県 美容整体オーガニックサロンＮａｔｕｒｅ オンラインカウンセリング導入によるサービスの多角化を目指す

485 茨城県 株式会社プラス 6050001039564 サロン経営スクールの新規顧客獲得のための広告運用

486 茨城県 アークス 癒しのヘッドスパ、トリートメント専門店舗の新設

487 茨城県 株式会社根本製菓 3050001034064 ポストコロナを踏まえたネット通販事業の立上げ

488 茨城県 ｃｈｏｐｉｎ−ｒｅｐａｉｒ デジタル化されたやり取りでスムーズな業務を行う仕組み作り

489 茨城県 株式会社ＴＯＲＵＳ ＬＩＮＫ 5050001046842 MA の活用によるウェブ集客と見込み客へのご提案

490 茨城県 森内社会保険労務士事務所 紙媒体のペーパーレス化による業務の効率化と低感染型ビジネス化

491 茨城県 セレンディピティ 情報共有とWeb予約による売上拡大＆付加価値サービス提案

492 茨城県 おたさく商事株式会社 2050001036771 対人接触機会減少の為の無人ショールームの開設

493 茨城県 らーめん 和なり 顧客への情報発信と意見・要望回収・決済機能アプリの設立

494 茨城県 Ｒｉｌｉ Webサイト作成による非接触での事業継続が可能な仕組みの導入

495 茨城県 松崎接骨院 リモート操作可能なデータ管理システムの導入

496 茨城県 株式会社マネジメントシステム 4050001008422 越境 EC において出品効率を向上する売上予測ツールの開発

497 栃木県 有限会社花農場あわの 8060002021254 体験観光商品のオンライン販売及びオンライン体験サイト

498 栃木県 寺内 豊 非接触型セルフオーダー導入！対人接触機会の減少と業務効率化

499 栃木県 有限会社三雅 7060002010225 セルフレジ導入による感染対策・生産性向上事業

500 栃木県 オーダーメイドサロンＣｉｅｌＢ サロン開業教育支援事業のオンライン化とHPからの顧客獲得
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501 栃木県 株式会社金桝屋菓子店 2060001023141 駐車場の「ドライブスルー化」によるお客様の対人接触機会減少策

502 栃木県 株式会社井筒屋商店 4060001010212 工場直営できたて弁当販売！

503 栃木県 株式会社Ｅｎ ｐｒｏ 8060001024745 お家でラーメン！麺日々（めんぴっぴ）

504 栃木県 イザカヤむつ五郎 昭和レトロな屋台販売による新規顧客獲得

505 栃木県 有限会社飯野屋 7060002001050 感染リスク軽減！最新医療機器によるセルフ治療で売上増加

506 栃木県 ハンドメイド・キッチンぶどうの木 キッチンカーで外販を開始し、店舗と外販の２本柱へと変革する

507 栃木県 セミナー佐野 オンライン授業を活用し教育格差もなくす新たな非接触型事業

508 栃木県 トラットリア イル ダード お家で当店の味を再現！お手軽パスタセットの開発・販売

509 栃木県 ごうたえこ事務所 嗅覚反応分析による健康作り活動を非対面型で展開するＷＥＢ構築

510 栃木県 合同会社Ｔｅａｍ ｅｖｏｌｖｅ 9060003003267 オンラインレッスンで低感染リスク型ビジネスと販路拡大

511 栃木県 株式会社ＮＨＴＵ 5060003002495 感染症リスクを抑えたドローンによる検査業務の拡大

512 栃木県 みんと俱楽部 アイドルタイムを活用した低感染ビジネスモデルの構築事業！！

513 栃木県 有限会社石川ストアー 7060002023879 スチコン導入で接触機会減少と惣菜部門強化による販路拡大

514 栃木県 有限会社田村工機 8060002018960 IT活用による自社の技術力アピールと新規顧客開拓プロジェクト

515 栃木県 プロヴァンス 感染防止対策による安心・安全を告知するための広告及び動画制作

516 栃木県 有限会社ユーエスホームディレクターズ 6060002034035 自宅で住まいづくり相談オンラインツール導入で商談数ＵＰ

517 栃木県 デザイニングヒューチャーラングエージインスティチュート オンライン完結型の英語学習システムの構築

518 栃木県 ｄｏｔ ８ オンライン集客の施策検討と実施、美容オンラインショップの開設

519 栃木県 株式会社ＡＸＩＡ 8060001033977 パンフレットとホームページを駆使した非対面ミーティング

520 栃木県 麺屋鶴と亀 主力商品の24時間無人販売を実現し売上の回復と増加を図る

521 栃木県 小林接骨院 普段着のまま気軽に筋トレ！コロナ太り解消！

522 栃木県 有限会社並木工務店 4060002016398 オンライン見学会・オンライン商談の実施

523 栃木県 株式会社ｑｕａｄ 3060001024840 アフターコロナを体のメンテナンスと予防で楽しむ店つくり

524 栃木県 有限会社ヴィーヴル総研 9060002034750 新規契約件数増加のための非対面型営業フローの構築

525 栃木県 実取整骨院 セルフ施術と非対面で温熱施術を行える新しいメニューの提供

526 栃木県 マシェリ 低感染リスク型サービスの提供に必須となるマシンの導入

527 栃木県 宇都宮駅前整体院 症状診断システムの導入と広告宣伝の強化による顧客獲得

528 栃木県 ＡＴＲ ＳＴＯＲＥ 遠方への移動販売

529 栃木県 市民葬祭ホールディングス株式会社 6060001007495 オンラインで安心安全・低価格・高品質な葬儀サポートサービス

530 栃木県 有限会社大内写真館 8060002017079 スマホ対応ホームページリニューアルでスナップ販売・新規企画

531 栃木県 桐原農園 接触機会低減の為のネット販売開始に伴う新規商材の開発

532 栃木県 アールグレイパートナーズ株式会社 9060001030742 自社ウェブサイトを使った非対面型ビジネスモデルの構築

533 栃木県 田代幸大 他者との交流を絶やさずに繋いでいく為のリモートコーチング

534 栃木県 合同会社３ｉｓ 3060003003834 個室・完全予約制サロンによる感染防止・販路開拓事業

535 栃木県 テクニカルアルティザン株式会社 9060001033472 自社ホームページ運用による販路拡大

536 栃木県 ぽけっと 予約・取置きサービスによる感染拡大防止及び廃棄ロス削減

537 栃木県 株式会社ＰＬＡＹＷＯＲＫ 3060001033899 オンライン完結型の不動産売買仲介サービスの普及

538 栃木県 みはなやＦａｍｉｌｙ 地域健康コミュニティ薬膳家事家事代行みはなやFamily増加

539 栃木県 株式会社グローバル・インシュアランスサービス 7060002004549 既存顧客とのつながり強化による業績の安定化

540 栃木県 株式会社Ｏｚｉｍａｙａ 1060001031351 計測機器を使用した野球の投球データの可視化

541 栃木県 里山デベロップメント合同会社 6060003003798 物件の取得と顧客の獲得のための自社ＷＥＢメディアの制作事業

542 群馬県 有限会社大塚水産 5070002016099 移動販売車による「屋外移動型さかな屋」で商圏拡大と売上向上

543 群馬県 有限会社あづま養魚場 6070002036121 ＥＣサイト直販強化に伴うＢtoＣ向け商品ブランド化事業

544 群馬県 株式会社浅間ミート 9070001024074 事業継続を目的とした自社ブランド品開発及び店舗環境改善

545 群馬県 株式会社青沼貴金属店 7070001018342 Z世代に対するオンライン型非対面ビジネスモデルへの転換

546 群馬県 有限会社ブルースコーポレーション 1070002004669 群馬の老舗ダンススタジオによるオンラインレッスンで売上回復

547 群馬県 堀口肉店 キャッシュレス対応冷凍自販機導入による非接触型販路開拓

548 群馬県 Ｓａｂａ−ｂａ 動画配信スタジオ設置とインターネット販売開始

549 群馬県 有限会社萩原樹工 6070002024415 非接触型画像検査機の導入で対人接触機会減少と生産性向上の実現

550 群馬県 株式会社ココパルク 8011801025359 月極駐車場のオンライン契約システムの構築
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551 群馬県 スローダイニング竹卓 冷凍自動販売機導入によるテイクアウト事業の強化と売上向上

552 群馬県 歌宝 キッチンカー導入とＳNS活用による新規顧客獲得

553 群馬県 有限会社生寿苑 5070002035685 接触機会ゼロ！個室食事処へ改装、感染対策も集客もＷで達成事業

554 群馬県 リラヘアサロン ポストコロナも見据えた接触機会低減型店舗改装プロジェクト

555 群馬県 株式会社旭屋 2070001023116 餃子のテイクアウト強化・インターネット通販進出事業

556 群馬県 手打ちラーメン谷家 冷凍自動販売機導入による24時間非接触型販路拡大事業

557 群馬県 ゲンセンソザイ商店イスウ ｐｏｕｌｅｔ ｉｓｕｕ “安心・安全”なキッチンカーによる新たな販路開拓事業

558 群馬県 株式会社創作菓子ロッシェ 6070001029869 感染リスク低減のためのオンライン予約システムの構築

559 群馬県 想いあ笑ーる合同会社 2070003002778 焼き鳥食べ歩き新事業！テイクアウト空間の強化整備で打倒コロナ

560 群馬県 住環 害獣セルフ防除キット及び除菌キットの試作及び販売体制構築

561 群馬県 居酒屋呑々 ポストコロナに対応できるキッチンカー事業開始で新収益基盤構築

562 群馬県 有限会社末広屋旅館 3070002036529 感染リスクを低減させるHP制作とスマートチェックインシステム

563 群馬県 中国料理 揚子江 「大切な人とのひと時を中華で愉しむ」新事業展開で新規顧客獲得

564 群馬県 鶏そば みなも 券売機導入により衛生的で安心感のある店舗運営事業

565 群馬県 株式会社ＣＲＥＡＴＡＳ 7070001032566 ウィズ・コロナへの戦略的体制強化

566 群馬県 株式会社ティーテック 4070001010608 非接触営業の強化で新たな集客体制を構築し、ブランド力を高める

567 群馬県 アプレール 自動販売機導入による対人接触ゼロの販売モデル確率

568 群馬県 有限会社観味堂 7070002009398 自動販売機導入による看板商品『肉球フリアン』の非対面販売実現

569 群馬県 手打ちらーめんはやぶさ 冷凍自動販売機による「冷凍らーめん」「冷凍餃子」の非接触販売

570 群馬県 パティスリーララスウィーツ コロナに対応した冷凍保存・配送できるケーキの開発及び販路開拓

571 群馬県 小山リビング企画株式会社 2070001023784 ＨＰリビルドとＥＣサイト構築によるネット販売事業

572 群馬県 仙臺炭火焼牛タン たん善 たん善の味で勝負！新規ECサイトと商品PRで販路拡大

573 群馬県 株式会社横田電化センター 7070001003385 会員限定ECサイトを活用した非対面販売への強化

574 群馬県 英接骨院 治療器具とトレーニング器具の導入により低感染リスクを実現

575 群馬県 スティック オン スタイル 感染症対策に配慮した新たなビジネススタイルの確立

576 群馬県 ＢＵＤＤＩＥＳ ＧＲＯＵＰ合同会社 9070003003621 アプリによる当店人気メニューのテイクアウト販売

577 群馬県 株式会社Ｇｒａｔｏ 6070001035644 肌荒れが気になるマスク時代に。非対面を備えたエステ事業

578 群馬県 後藤農園 ネット販売システムの構築で販売力強化！売上・収益増加事業

579 群馬県 近藤酒造株式会社 7070001015975 高品質日本酒のECモデル確立と海外販路開拓に向けた動画制作

580 群馬県 有限会社石山不動産 6070002022666 低感染型予約・商談・内覧が可能な自社サイト作成とシステム導入

581 群馬県 ノーブルシャット 感染リスク低減エステサービスの提供による新規顧客獲得事業

582 群馬県 株式会社いないと 8070001034603 新たな販路拡大のための自社ECサイト販売展開事業

583 群馬県 有限会社ナル・コーポレーション 5070002006100 オンライン商談のためのサイト改良事業

584 群馬県 株式会社ウイング 6070001009375 Withコロナに沿ったYouTubeでのプロモーション活動

585 群馬県 株式会社ＷＩＮＧＳ 1070001037579 オンライン営業を導入したホームページの新規開設

586 群馬県 アロマイル 対人接触機会の減少と従業員にも優しい店舗作り

587 群馬県 ブラックマウンテンズ株式会社 8070001038348 オンラインショップを活用した新たな販路開拓による事業規模拡大

588 群馬県 中村石材店 電子カタログによる自社商材のＰＲと接触機会低減の両立

589 群馬県 マカロニ パスタソース販売による経営安定化計画

590 群馬県 Ａｗａｋｅｎ合同会社 6070003002080 テイクアウトも出来るスーパーフードを使った健康ワッフルカフェ

591 群馬県 パティスリー リュパン 新たな生活様式に対応するためのセルフレジの導入

592 群馬県 王里 名物料理のレトルト商品化とネットショップ開発による販路拡大

593 群馬県 フットこるベイシア沼田モール店 祝10周年来店利用安心安全居心地抜群＆稼働効率良いお店造り

594 群馬県 有限会社水戸屋本店 1070002020559 若者世代へ向けた水戸屋の和菓子ECサイト対応ホームページ構築

595 群馬県 ワンダーランド 低リスク店舗への改装で、常連客に愛され続ける美容室へ

596 群馬県 ＡＩサービス株式会社 6030001022225 インターネットショップの戦略的取り組み

597 群馬県 南渓物産 ４段クレーン導入での接触機会減少によるリスク軽減と需要開拓

598 群馬県 幸屋きよまる キッチンカー導入による対人機会減少とラーメンの新規開拓事業

599 群馬県 株式会社ＡＤＡＬＥＯ 3070001038006 女性の自立を応援する情報提供サイト制作による対面営業

600 群馬県 株式会社伏島館 3070001020070 オンライン決済対応のＨＰリニューアルによる新規顧客の獲得
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601 群馬県 エムシーオー有限会社 3070002031983 ECサイト構築とサイト制作の連携で新規顧客開拓を図る

602 群馬県 株式会社ティーライフ 6070001010960 キッチンカーで群馬のソウルフード焼きまんじゅう販売

603 群馬県 株式会社縁フーズ 5070001036643 お弁当・焼き鳥のテイクアウト事前決済開始で売上を増加させる

604 群馬県 ＢＡＣＫＹＡＲＤ EC サイトでのヘアケア商品の販売

605 群馬県 株式会社Ｔｏｄｏｋｅｒｕ−Ｌａｂ 1070001034948 地元企業と開発した商品の対人接触機会を排除したECモデル構築

606 群馬県 株式会社アシストフード 4070001024566 ナッツの自動販売機事業

607 群馬県 株式会社ＩＴ Ｋｉｎｄｎｅｓｓ 6070001037368 美容コース増設

608 群馬県 有限会社フクヤ料食 9070002015634 自販機導入による冷凍餃子の販路拡大とネット通販の販売強化

609 群馬県 いけだ接骨院 売上向上の新サービス導入と接触機会を減少させるための個室化

610 群馬県 株式会社アドリブろけっと 6070001000177 バーチャルマーケットの創造と販路拡大

611 群馬県 株式会社ハートテック 7070001037425 事故損害額査定お見積りサービス事業

612 群馬県 株式会社画廊オブジェ 7070001009390 新規HP作成とECサイトによる販路開拓

613 群馬県 久保田海地事務所 動画を活用した非接触型オンライン福祉サービスの創出とその集客

614 群馬県 藤川建設株式会社 5070001017899 非接触営業活動に向けたホームページ整理

615 群馬県 立川電器株式会社 6070001023863 低感染リスク型応接室の実現による産業用ロボット分野への進出

616 群馬県 メディアトーキング 物販など低感染リスク型ビジネスに対応したウェブサイトの作成

617 群馬県 有限会社宇田塗装 6070002000787 何かと疲れる現代に。実は身近なキャンドルという癒しの提案を！

618 群馬県 ＩＷＡＳＨＩＴＡ屋 闘う男のブランディングを装いからプロジェクト

619 群馬県 有限会社プライムコーポレーション 4070002007660 ドローンを使って新サービスの提案

620 群馬県 株式会社キャスコム 7070001012205 見守りシステムのメタホーム化事業

621 群馬県 合同会社Ｊｉｍａ 1070003003026 営業成果を向上させるオンラインによる営業セミナー＆コーチング

622 群馬県 株式会社ジャパンスカイサービス 8070001038505 非接触サービス提供にむけたサービスの提案

623 群馬県 有限会社山二クリエイツ 1070002021383 独自のトランペット吸音消音器機開発と販促で小売業へ参入

624 群馬県 株式会社クワバラ 8070001015925 DtoC市場参入のためのネット注文フォーム作成

625 群馬県 株式会社ＣＵＯＲＥ 9070001038297 感染リスクゼロのための完全オンライン化とフランチャイズ化

626 群馬県 カノウ株式会社 7070001007295 宣伝用チラシ作成と折り込み広告の活用で新規顧客開拓

627 埼玉県 株式会社ベジタブルボーイズカンパニー 3030001144121 ワクワクECサイトでお野菜売っちゃおう大作戦！！

628 埼玉県 隠れ家酒場バベル ヒーリングサービスのオンライン化に伴う新規事業展開

629 埼玉県 らーめん詩 熱々のラーメンをお家で味わえるテイクアウトの導入

630 埼玉県 美園いちごランド 新商品誕生「究極の冷凍いちご」で苺生産農家に新しい未来を作る

631 埼玉県 ハッピーリボン 完全非対面で婚約指輪を自作できるECサイトの新規開設

632 埼玉県 株式会社こばやし農園 7030001121067 スマート農業による非対面型ビジネスと生産量増加による売上拡大

633 埼玉県 株式会社ＭＯＮＳＴＥＲＳ 5030001128997 居酒屋から個室カフェ業態への転換

634 埼玉県 私立わんニャン学園 ポストコロナを見据えた革新的オンライン講座と集客システム構築

635 埼玉県 居酒屋宴 男性専用エステ店の開店で、リスク分散を行える収益源の獲得

636 埼玉県 鈴木燃料株式会社 7030001090790 非接触型 自動検針システム導入による経営の合理化

637 埼玉県 鳥居観光株式会社 2030001103714 築120年の古民家カフェ発ジェラートをECサイトで全国へ！

638 埼玉県 株式会社べにがま 4030001095611 「冷凍自販機の活用」ラーメン屋さんの冷凍半調理品テイクアウト

639 埼玉県 味彩 飲食店から低感染型の総菜・農産物小売り事業への展開

640 埼玉県 うま華亭 古偉怒 屋外テラス席の開設とテイクアウト販売強化のための販路開拓事業

641 埼玉県 株式会社オーエスアイ 3030001070020 新規顧客開拓の仕組みをつくり環境変化に強い経営体質を構築

642 埼玉県 北山印刷株式会社 4030001002162 制作をオンライン受注することによって印刷事業の活力を取り戻す

643 埼玉県 荒井音楽企画 クラシック音楽専門生配信・映像制作事業

644 埼玉県 株式会社ラムトリックカンパニー 9030001104978 専用ECサイト構築によるカスタムギターのB to C促進事業

645 埼玉県 栁橋公認会計士事務所 WEBコンサルティング事業の展開と非対面サービスの強化

646 埼玉県 もみの木 密を防ぐ予約システム、店員との接触機会を減らすためのIT化

647 埼玉県 Ｋｓ−ＬＩＮＥ 顧客並びに外注先の接触機会を減らすための看板等設置と設備投資

648 埼玉県 Ａ５Ｏ１ 地方の不動産業界を「ドローン空撮＋高画質動画」で盛り上げる

649 埼玉県 株式会社ヨコタエレクトロ 3030001101337 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

650 埼玉県 板倉 徹 ラジオパーソナリティの知名度を生かした在宅ナレーションの開始
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651 埼玉県 有限会社ミヤタガス 9030002040677 ガスのクラウドサービス導入で対人接触を回避して安心を提供する

652 埼玉県 山﨑園芸 感染対策と生産力向上を同時に実現する、土充てん作業の自動化

653 埼玉県 株式会社ＳＥＮＳＥ 1030001129181 非対面型の自動車販売・カスタマイズ提供を行うECサイト制作

654 埼玉県 からもの 灰干しによる究極の熟成唐揚げの開発＆テイクアウトでの販路開拓

655 埼玉県 有限会社山﨑工務店 8030002098031 木工事の技術を活かした動画・ECによる新規顧客開拓

656 埼玉県 本田町整骨院 非接触型セルフ筋力強化機器の導入で地域高齢者の課題解決事業

657 埼玉県 有限会社青木 4030002037463 オンラインツールを活用した新販路開拓による売上拡大

658 埼玉県 有限会社一八カネフジ 3030002001164 海なし県埼玉からＥＣサイトを活用したマグロ販路拡大計画

659 埼玉県 株式会社パートナーライフ 7030001108477 リフォーム会社の対面営業とオンライン営業の融合による販路開拓

660 埼玉県 株式会社実践総研 4030001011840 中小企業を動機づけ、元気に前を向ける伴奏型支援の展開

661 埼玉県 こてさし ヨガの家 教室拡大による低感染リスク化と乳幼児連れ利用者のストレス軽減

662 埼玉県 足のむくみ専門サロン ココア 足のむくみ専門サロンによるレッグケアクリームのオンライン販促

663 埼玉県 ハイル オープンテラス席新設で対人接触減少！お客様の不安を解消！

664 埼玉県 ＳＩＧＮ 地方の力をお茶で伝える、日本茶リブランディング事業

665 埼玉県 どうどう川口 感染防止対策を徹底した安心安全快適な空間の提供

666 埼玉県 彩の国ブランドフォーラム株式会社 8030001019649 人数限定完全予約制＆入替制によるコスプレ観光で売上向上

667 埼玉県 ⾧生接骨院 改善による売上ＵＰ＆アフターコロナへ向けての店舗改装

668 埼玉県 おもちゃナビ オンラインで玩具をレンタル、リユースするシステム構築

669 埼玉県 山部中小企業診断士事務所 動画コンテンツを呼び水にし、オンラインコンサルティングを提供

670 埼玉県 自然スタイル セルフ型エステ導入とカウンセリング＆エステ指導のオンライン化

671 埼玉県 イープラスソリューション株式会社 2021001018044 プレミアムペットフードのオンライン販売と認知拡大

672 埼玉県 寿司・懐石處 やなぎ 通販サイト・WEBサイトの活用を通じた外販拡大による売上向上

673 埼玉県 株式会社リング＆リング 6030001097779 「オンラインホームステージングで業務効率・売上アップ」事業

674 埼玉県 有限会社ボートハウスミネルバ 1030002025157 対面感染リスクを軽減し売り上げも向上できるホームページを作る

675 埼玉県 ミキ洋装 「24時間いつでも非接触型納品が可能に！」フルタイムロッカー

676 埼玉県 有限会社小巻商事 3030002075919 (有)小巻商事 冷凍“つねちゃん餃子”の開発と販売促進

677 埼玉県 合資会社アイミ 1030003000654 EDR解析機器導入における対人接触機会減少と作業工程効率化

678 埼玉県 Ｃｈｉｃｋ−Ｔａｃｋ８８ キッチンカー導入で新規顧客の獲得と安全な「食の楽しみ」を提供

679 埼玉県 有限会社吉野 6030002014345 天然鯛のテイクアウト事業・対人接触を減らす安心安全な店内改装

680 埼玉県 合同会社百幸 8030003016165 真空包装商品の新規EC・テイクアウト販売による非対面販路拡大

681 埼玉県 有限会社富張製作所 2011802016544 オンライン商談を活用した即時見積・発注サービスの提供

682 埼玉県 株式会社ニッショープリント 4030001019883 職人技とCTP技術を組み合わせた印刷を埼玉から全国へ発信

683 埼玉県 株式会社共英測量設計 2030001042516 非対面による業務の効率化と営業の導入

684 埼玉県 嶋崎綾香 オンラインファスティング相談・予約機能付きECサイトの制作

685 埼玉県 株式会社ＯｎｅＤｒｅａｍ 4030001134732 フードロス削減事業「食材レス救」普及のためのECサイト構築

686 埼玉県 株式会社岡本企画 2030001129899 ドローンによるインスペクション・赤外線診断事業へ参入他

687 埼玉県 野菜肉巻串 串゛志 堅 家族を取り込む地域密着型テイクアウト専門店の開店

688 埼玉県 山下 亜紀子 コロナ時代を生き残る！イベント企画・開催のオンライン化

689 埼玉県 旨安 創業来13年、人気１位の唐揚げに磨きをかけたデリバリー専門店

690 埼玉県 株式会社大滝建設 1030001056871 建設会社のオンライン集客・営業力の強化による事業展開

691 埼玉県 株式会社もつ煮のまつい 7030001125191 自動販売機導入による新しい生活様式「まついの夕食提案」

692 埼玉県 たびするパペット団 パペットシアターカーによる感染リスクを低減させた人形劇の展開

693 埼玉県 コトブキ オンラインお菓子教室で全国にファンを開拓、EC販売を拡大する

694 埼玉県 有限会社シャレール 3030002066538 Web を活用した高齢者向けハイファッションの販売手法の確立

695 埼玉県 株式会社グランドポケット 5030001110443 「オンラインヒアリング」で受注と業務効率をアップする！事業

696 埼玉県 株式会社丸武 4010601044663 特注の作業服のネット販売で感染不安解消と売上拡大を実現する。

697 埼玉県 鍼灸整体ＨＩＮＡＴＡ オンラインで妊活のための体質改善プログラム

698 埼玉県 株式会社ＯＮＥ ＬＩＦＥトレーニングハトリ 9030001136187 フードや衛生グッズをアドバイス付きネット販売で提供する事業

699 埼玉県 Ｋｏｄａｗａｒｉ．ｔｏｐ合同会社 2030003013597 低感染リスクでの新たなお菓子教室ビジネス導入

700 埼玉県 瀧澤博人 オンラインによる非対面型パーソナルトレーニング事業の構築
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701 埼玉県 Ｓｕｎｎｙ ｔｏｍｏｒｒｏｗ 子育てママ向けコミュニティ、イベントのオンライン化

702 埼玉県 株式会社ＴＮＳ 2030001139080 ITツール導入で対人接触機会の減少対応の体制整備を目指す

703 埼玉県 株式会社本庄プロパン 1030001117203 コロナ禍のLPガス供給先への検針業務・配送業務の効率化事業

704 埼玉県 有限会社みすみ 1030002031304 ルミアンレストランの展開における広告宣伝による売上回復

705 埼玉県 株式会社ＥＰＭ 8030001115571 非対面Zoomを活用したリフォームセカンドオピニオンサービス

706 埼玉県 株式会社石塚洋品店 6030001031358 セミセルフレジ・売上管理ソフトによる感染予防対策・業務効率化

707 埼玉県 三栄ガス株式会社 3030001017921 「デジタル技術と地域密着で安心・安全を守り続ける」

708 埼玉県 新井食品 冷凍自販機によるオリジナル冷凍ホルモンの非対面販売事業の実施

709 埼玉県 ＡＩＭＪ合同会社 2030003014117 オンラインによる仲介手数料無料のM&A事業承継支援事業

710 埼玉県 株式会社慈眼 1030002122805 ECサイト構築及びシステム連携による販売強化と生産性の向上

711 埼玉県 文化表現研究社 メガネ型MRで仮想現実ライブとマインドフルネスコンテンツ制作

712 埼玉県 株式会社Ｒｅｖｉｖｅ 5030001111714 法人向けサイトの開設と周知、新商品開発による販路拡大

713 埼玉県 黒澤木工所 お子様に木のぬくもりを伝えたい良質な木製品オンライン販売事業

714 埼玉県 株式会社Ｙʼｓ 9011001096968 施設見学および会員との交流のオンライン化による集客力の向上

715 埼玉県 ＨｏｐｅＦｉｔｎｅｓｓ オンライントレーニングで接触機会を削減したレンタルジムの開業

716 埼玉県 プラチナ・ウーマン オンライン女性起業塾の経営で女性の社会進出を後押し！

717 埼玉県 ＣａｌｌｉＫａｋｏ アフターコロナ型エステとセルフ脱毛の導入、ECサイトの構築

718 埼玉県 有限会社村越製作所 9030002084022 強みと差別化推しの動画で多業界へオープンイノベーション

719 埼玉県 有限会社和歌稲 6030002118344 アフターコロナに備えた持ち歩きできるこだわり商品の提供

720 埼玉県 有限会社セイコー 1030002052820 ECサイト構築によるビジネスモデルの転換

721 埼玉県 発酵美温サロン 和美茶魅 オンライン食事アドバイス&筋膜マシーンのパーソナルダイエット

722 埼玉県 ボアフットサルアカデミー 現役プロ選手によるオンラインレッスン導入と新規入会促進事業

723 埼玉県 有限会社キングショップ誠屋 2030002093269 非接触型コイン式試飲機導入による新規顧客開拓と売上増加

724 埼玉県 彫紙アートラボ オンラインショップで第2の柱となるビジネス構築

725 埼玉県 株式会社プランテージ 9030001101356 感染症に強い２軸の事業体制を実現するホームページの構築

726 埼玉県 有限会社フジタケ 4030002034287 ポストコロナを見据えた大学専用EC予約サイトの開設

727 埼玉県 株式会社Ｎａｈｅｌｅ 4030001106789 ポストコロナに適合した新たな美容整体施術モデルの構築

728 埼玉県 寺島建築株式会社 4030001113967 端材を有効活用した「薪」の移動無人販売事業

729 埼玉県 ＲｙｏｒｉＬａｂｏ とかとか 来店客数増強の外観及びテイクアウト用の大型窓の設置工事

730 埼玉県 株式会社クラシア 9030001112312 地域密着型リノベ・物件売却オンライン相談システム構築！

731 埼玉県 すどう接骨院 機器導入に伴う自費治療サービス提供による顧客生涯価値の向上

732 埼玉県 株式会社フクシマ工務店 1030001108796 スマホ対応ホームページ・案内看板による営業力強化、販路開拓

733 埼玉県 株式会社プロスパー 2030001135352 ｗｅｂサイトによるラッピングサービス付き家電製品販売

734 埼玉県 株式会社ゲットクラブ 3030001131020 社内の対人接触も削減！コロナに打ち勝つ新たな事業モデルの構築

735 埼玉県 岡本 薫 オンライン養成講座開始のためのアプリ開発及び Web 販路開

736 埼玉県 本田廉 キッチンカー導入による非接触型ビジネスの展開

737 埼玉県 株式会社ＬＩＦ 6030001137683 完全非接触型販売および接客システムの構築

738 埼玉県 架凛 コロナ禍という時世を補助事業実施を通して何とか乗り越えます

739 埼玉県 有限会社光南 9030002023384 予約制のシミュレーターで運転技術向上と自動車事故減少を目指す

740 埼玉県 絆家不動産株式会社 3030001097781 離婚に伴う不動産売却に特化した「離婚不動産」ブランド事業

741 埼玉県 合同会社ＴＵＢＡＳＡ 2030003011667 駅前の立地を活用したテイクアウト販売の開始

742 埼玉県 株式会社ＦＣＲ 4030001131028 対人非接触マシン導入によるリラクゼーションメニュー展開事業

743 埼玉県 リンク ポストコロナにおける非接触併用型脱毛サロン事業計画書

744 埼玉県 マルタイプランニング オーダーデザイン販売のECサイト新規事業

745 埼玉県 株式会社モトクワドリ 6030001129714 オンラインでの買取査定サービスとライブ動画を使った販売強化

746 埼玉県 株式会社ニクシステム 5030001138294 HPとeラーニングシステム構築

747 埼玉県 アズネイルサロン プロネイリストと一緒に深爪矯正ができるオンライン教室

748 埼玉県 株式会社Ａｔｅｌｉｅｒ Ｓｗｅｅｔ 5030001108818 トールペイント教室のオンライン化と新規事業バイクのネット販売

749 埼玉県 悠健堂鍼灸院 オンライン妊活プログラムの構築

750 埼玉県 株式会社青葉園 6030001055844 Webを使った“紅茶セミナー”開催による新規顧客集客事業
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751 埼玉県 プリマ プリモ 集客と売上アップを目的とした多機能ホームページの作成

752 埼玉県 株式会社ディードライブ 3030001050286 株式会社ディードライブ

753 埼玉県 田辺じゅり 個人事業主向けオンライン商談サポートの販売促進事業

754 埼玉県 雲河工房 新規顧客獲得の為のオンライン広告とコンテンツ作成

755 埼玉県 株式会社プラス 6030001088605 非接触デジタル化での営業、コンサルティング展開、販路拡大事業

756 埼玉県 ＭＩＬＩＮＫ株式会社 1013301041520 ECによるホームセキュリティの普及で家族の安心をつなぐ事業

757 埼玉県 有限会社ＭＯＮＥＹ ＰＬＵＳ ＯＰＡ 5030002019246 WEBを活用した、安心を与えるライフエンディングサービス

758 埼玉県 株式会社ＡＲＡＴＡ 9030001133168 来店による感染リスクを削減 ホームページによる商談の実施

759 埼玉県 統合化材料研究所 自動油脂テンパリング装置導入による試作時の感染リスク抑制

760 埼玉県 有限会社ジェイ・クラフトマン 3030002047091 高性能刺繍機による付加価値を高めたモノつくり事業

761 埼玉県 ＮＯＮＮＡＣＯ LINE公式アカウント活用、更にSNS発信にて新規顧客獲得

762 埼玉県 ＡＮＤＯｓｕｒｐｒｉｓｅ株式会社 4030001124881 ウェブを活用した水回り緊急対応で顧客増、売上増を目指す事業

763 埼玉県 やはた整骨院 新規セルフサービスメニュー提供による客単価及び生産性の向上

764 埼玉県 ベル ヘア ラウンジ デッドスペース活用の感染対策＆顧客満足度向上による顧客獲得

765 埼玉県 株式会社Ｎｅｒｏ 7030001132502 「宅配買取」及び「出張買取」への仕入れチャンネル拡大と広報

766 埼玉県 盈和産業株式会社 9030001023732 「オンライン予約・決済システムで業務効率・売上アップ」事業

767 埼玉県 株式会社山口 3030001137348 埼玉県深谷発！「深谷 渋沢栄一クラフトビール」ECサイト開設

768 埼玉県 東豊工業株式会社 5030001080372 非対面による自社製品の自社販売

769 埼玉県 株式会社岡宮美術 2030001104200 3Dスキャナー導入による彫刻製作とオンラインによる非接触販売

770 埼玉県 有限会社サン工業 8011602022778 ウェブサイトリニューアルによる非対面接客システムの導入

771 埼玉県 株式会社Ｋ２ｓｙｓｔｅｍ 4030001141464 施工提案をオンライン化、非対面型プロモーションを構築する

772 埼玉県 きっかけ 自然を体感するオンラインショップ事業

773 埼玉県 山央フロンティア株式会社 9030002005886 下見ナシ!自動見積りとオンライン予約でお家清掃をサポートする

774 埼玉県 株式会社キビズ 7030001144670 ECサイト構築、マーケティング及び商品力の強化

775 埼玉県 愛宕山動物病院 ネット通販サイト新規構築による非接触化の推進

776 埼玉県 株式会社リオン 9030001095697 代表者の人脈を活かした新事業展開の実施

777 埼玉県 ほしなのぞみＮＥＴ スマホ・PCで心を繋ぐ！高齢者向けデジタル活用オンライン講座

778 埼玉県 クードヴァーンオブジェ サロンが展開する新サービスを効率化する新システム導入事業

779 埼玉県 マリオット志保 天然由来の香りを軸としたブランディングとBtoB-ECの構築

780 埼玉県 ルミナスサロン CRM導入によるウィズコロナに向けたエステサロンの実現

781 埼玉県 シェアリーガル 「オンライン弁護士顧問サービス」による販路拡大事業

782 埼玉県 エムアールエスクリニック 低感染リスクの新事業-WEB販促を駆使したキッチンカー営業

783 埼玉県 オレンジ コロナ禍＆アフターコロナにマッチした商談サービスの提供

784 埼玉県 株式会社Ｒｅ．Ｂｅ 9030001144495 ウィズコロナ時代に向けた新しい美容室の営業スタイルの確立事業

785 埼玉県 合同会社ＡＤＶＡＮＣＥ 4030003012449 セルフ形式美容サロンへの新規事業展開

786 埼玉県 タイヨー設備有限会社 4030002068756 採用活動における非対面化と採用効率向上への取組

787 埼玉県 株式会社ネクストスウィッチ 9030001114168 対人機会を減らす新個人買取サービスと多言語化ECサイト構築

788 埼玉県 野口建設有限会社 4030002120608 ブログとＨＰを活用した営業活動の非接触化及び販路開拓計画

789 埼玉県 株式会社アバンダントハーベスト 8040001111181 オンラインでのITコンサルティングサービスを実施

790 埼玉県 株式会社Ｚｅｒｏ ｔｏ Ｏｎｅ 8030001132526 Webコンテンツマーケティングを活用した新規顧客獲得

791 埼玉県 株式会社所沢セレモニー 7030001029987 直葬をPRし予約・決済ができるホームページの開設による販路開

792 埼玉県 Ｊ＆Ｔシステムコンサルティング株式会社 6030001014791 所沢市周辺在住の主婦を対象とした、完全非対面型セルフ脱毛事業

793 埼玉県 カルムピラティス オンラインを活用したママ向けレッスンの提供とWEB集客の実施

794 埼玉県 シエスタ株式会社 9030001141609 新時代の婚活支援、非対面から始めるオンラインお見合いサービス

795 埼玉県 株式会社１４ 5030001143848 withコロナのスタンダード セルフホワイトニング事業開始

796 埼玉県 ジーダブルピーディー パソコン初心者シニアでもＥＣサイト制作と運用を行えるサービス

797 埼玉県 日本総合技術研究所 オンラインセミナーとWeb販売システムを活用した事業再構築

798 埼玉県 フルリエール株式会社 4030001124320 無添加石鹸の自動販売機設置で24時間販売を行い売上増加

799 埼玉県 スマイラルーン オンラインダイエット集客

800 埼玉県 開拓舎 個別学習支援事業をオンラインで世界展開するための取り組み
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801 埼玉県 株式会社総合建築職人会 9030001009616 クラウドファンディングの活用とECサイト構築で非対面販売開始

802 埼玉県 株式会社日学舎 6030001132494 オンラインで安心安全便利。非対面型「日本語教え方講座」を広報

803 埼玉県 セブンスヘブン ポータルサイトでの活動実績の公開と動画配信に向けた動画集客

804 埼玉県 永田ピアノ教室 安心安全な空間作りとホームページ活用のオンラインピアノ教室

805 埼玉県 グッドアース株式会社 7030001117081 非対面化が可能なシステム導入で売上向上と会社の組織化を実現

806 埼玉県 マハロモーターサイクル 店舗改装による接触減少と生産性向上を図る

807 埼玉県 セントラルサポート法律事務所 債務整理に特化したHPやWEB広告を活用した非対面の販路拡大

808 埼玉県 共栄建築有限会社 5030002003968 家具家電製品のECサイト導入による当社製品のブランド力向上

809 埼玉県 株式会社ベストライフ 9030001048052 中小企業のオンライン定期健康診断事業

810 埼玉県 東海林浩幸 生鮮食品や加工食品の直売の仕組み開発

811 埼玉県 株式会社サバイバルホールディングス 2010001117170 水本来の力を呼び戻す活水器「新ん泉」の個人向け非対面販売事業

812 埼玉県 トリプルトゥー 日本人の英語嫌いをゼロに!リズムで覚えるオンライン英語

813 埼玉県 オキノ工業ロボティクス株式会社 5030001135894 ロボット開発事業のオンライン展示会出展と付随するツール制作

814 埼玉県 ＭＩＫＩ国際商事株式会社 6040001080206 非接触型販売増強のためのECサイト構築

815 埼玉県 株式会社潤い生活 3030001136647 女性の健康を考えた優しい安心安全な潤滑油を展開したい

816 埼玉県 合同会社一丹十・十田丹十 3030003013638 古民家のレンタルスペース化事業

817 埼玉県 コスト改善サービス株式会社 5030001117224 オンラインでコスト改善サービスを行うための仕組み作り

818 埼玉県 モチイワークス 非対面による持ち込みタイヤ交換サービス事業の開始

819 埼玉県 Ｒｏｓｅ Ｐａｌａｃｅ コロナ渦でも事業継続が可能となる事業基盤の再構築

820 埼玉県 株式会社Ｌｉａ 6013301046176 LP制作代行事業

821 埼玉県 有限会社川口パイレイ 8030002101521 感染拡大させずに業務範囲を拡大する「一貫生産事業」

822 埼玉県 ＹＯＲＯＺＵ電器 在宅ショッピング促進の為の商品紹介サイト構築及び運営

823 埼玉県 Ｂｅａｕｔｙ Ｃｏｆｆｒｅｔ株式会社 1030001142713 セルフ機材の設置による対人接触機会減少による顧客の増加

824 埼玉県 ぐっとらんど 遠隔支援サポート事業の開始による継続売上の確保

825 埼玉県 高橋理美 ヨガホームティーチャー通信講座

826 埼玉県 合同会社Ｌｅ ｌｉｅｎ 7030003005631 食品のサブスクリプション販売サービスプラットフォーム運営事業

827 埼玉県 ａｆｔｅｒ ａｌｌ 楽曲のオンライン販売のための自前スタジオの拡充と整備

828 埼玉県 三村ひとみ おとなの英会話・おとなの脳トレ

829 埼玉県 株式会社ＮＦｐｒｏｓｈｏｐ 5030001137734 安心の自動見積りで太陽光発電、蓄電池導入のきっかけを提供する

830 埼玉県 Ｅｌｅｎｎａ Facebook広告 制作・運用のネット販売及びサポート

831 埼玉県 合同会社ＤｅｆａｃｔｏＯｎｅ 2011503003800 YouTubeやリスティング広告によるオンラインで認知度向上

832 埼玉県 オフィス 花と空 オンラインで受講できる現役俳優が教える話し方教室の実施と宣伝

833 埼玉県 グッドアライブ おウチでオンライン同性お見合い紹介所

834 千葉県 炭火焼き ほるもんセンター 新型コロナウイルス感染症対策に対応する店内テーブル席への改装

835 千葉県 有限会社トータルホームプランナー 6040002038863 オーダーメイド・キッチンリフォームのオンライン受注力アップ

836 千葉県 株式会社ＳＰプロジェクト 2040001096486 非接触型の新しいサービスでコロナ禍の疲労・ストレスを解消

837 千葉県 株式会社アオヤギ 3040001042679 成田で一番安心できるオンライン相談が可能な外装リフォーム店

838 千葉県 株式会社環亞 5040001106977 セルフオーダーシステム導入による非対面型注文システムの構築

839 千葉県 株式会社目羅組 9040001075211 IoTを活用した測量機器で安心できる建設業働き方改革

840 千葉県 君津らぁめんなじみ 自動釣銭機導入で生まれた時間余裕を利用したWeb集客の実現

841 千葉県 トレポルチェリーニ有限会社 6040002080031 個室設置・客席減少による人的接触機会削減及び新規顧客層の取込

842 千葉県 株式会社田中商会 1040001054239 安心安全・快適生活を見守るガスメーター遠隔操作システム導入

843 千葉県 株式会社ヒルコスインターナショナル 5040001120722 対人接触機会の減少を目的とした広報・営業活動の促進

844 千葉県 有限会社西村 4040002093638 小規模事業者持続化補助金

845 千葉県 有限会社吉野屋商店 4040002049540 ECサイトを制作して、対人接触機会を減らし収益を拡大する事業

846 千葉県 有限会社鈴木澄工務店 7040002101538 在宅ワーク拡大に対応する「業務対応マンションリフォーム」事業

847 千葉県 カモミユ ちいさなお弁当宅配事業

848 千葉県 株式会社ソレイユ・ライフ・サポート 6040001102686 お客様満足度向上と従業員の安心を確保するサ高住事業の継続

849 千葉県 株式会社松嵜組 1040001059865 トータルステーション導入による計測業務の対人接触機会減少事業

850 千葉県 アイラッシュサロンｃｏ−ｃｉ 男性の美容ニーズに応える非対面型セルフ脱毛サービスの導入
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851 千葉県 Ｓａｌｏｎ ｄｅ ｓｏｅｌｕ サロン ド ソエル 婚活相談事業と結婚生活相談事業のオンライン化

852 千葉県 サンモースト 非対面による高付加価値な「mac修理」の拡販事業

853 千葉県 ノゾミ株式会社 2040001106014 動画コンテンツとECサイトを用いた自宅でコロナ太り解消事業

854 千葉県 株式会社まっすぐ 3040001091222 美味料理を気軽に！ポストコロナ！テイクアウト事業及び集客

855 千葉県 ランドフードサービス 50年の歴史を持つラーメン店の看板もつ煮込みECサイト販売事

856 千葉県 コクア整骨院 ウィズコロナ時代に向けたこれからの整骨院経営

857 千葉県 中田不動産鑑定 ポストコロナに向けた SFA 導入での非対面営業プロセス構築

858 千葉県 記念ｄｅ絵本ブックストア 文学関連グッズ非対面販売の為の EC サイト制作事業

859 千葉県 かね政 かね政の焼肉に選択肢を～安心安全をお客様に提供いたします～

860 千葉県 鳥ゆき 50年続く弁当屋の味を対人接触を減らしつつキッチンカーで。

861 千葉県 株式会社デパーチャー 5040001110756 テイクアウト、予約システム導入による機会損失打開計画

862 千葉県 有限会社ひだまり 5040002083200 ＥＣサイトでの非接触販売強化と感染拡大防止への取組み

863 千葉県 株式会社ハヤシ工務店 7040001062979 内覧会、商談のオンライン化推進に伴う専用コンテンツ作成事業

864 千葉県 居酒屋ひと里 コロナ禍に対応する為、居酒屋から「弁当・惣菜店」へと事業転換

865 千葉県 ＮＯ ＬＩＭＩＴ合同会社 4011003005997 店舗に出向かず国産小麦100%焼き立てパンを楽しめるサービス

866 千葉県 フルヤ牛乳東金販売店 キッチントレーラーでウィズコロナスタイル販売による売上拡大

867 千葉県 中華ダイニングＴＡＫＥ テイクアウト、お弁当販売事業の強化による売上向上

868 千葉県 株式会社オネスト 1040001077792 野菜配送サービス・季節の野菜配送サービス

869 千葉県 秋葉タクシー有限会社 2040002078137 老舗広島お好み焼屋のテイクアウト・デリバリー強化事業

870 千葉県 トランスポート・ネットワーク株式会社 5040001097275 運送事業者向けテイクアウト形式の飲食提供サービス事業

871 千葉県 有限会社グリーンマイスター 6040002066286 オンラインツール活用による採用活動の効率化

872 千葉県 株式会社ＣＲＹＳＴＡＬ 8040001083322 なりたい理想を叶えるトータルビューティのオンラインアカデミー

873 千葉県 ファーメットアコギヤ 蓮根の加工販売を行うキッチンカーの導入

874 千葉県 ニセコ ヒルズ 完全非接触の簡易宿泊所によるペット可のワーケーション事業

875 千葉県 音楽教室 音楽教室におけるオンラインレッスンの本格導入

876 千葉県 公文式 ユーカリが丘北教室 ワンウェイレイアウトへの改装による対人接触機会の低減事業

877 千葉県 ナガツユアートテック リフォーム屋が始める打ち合わせのフルオンライン化事業

878 千葉県 チャイニーズレストラン シャングリ・ラ 免疫向上薬膳料理デリバリーサービス導入と安心安全店舗運営事業

879 千葉県 株式会社ＴＡＧ 8030001132476 対面集客からWEB集客への切替および予約機能追加で販路拡大

880 千葉県 株式会社マルシンコミュニティー 1040001039272 下請からの脱却に向けた集客と単価アップに向けた管理体制の構築

881 千葉県 有限会社谷田部畳工事店 1040002083823 畳屋ならではのECサイト販売事業

882 千葉県 株式会社はる 2040001074450 コロナ感染防止に資する店舗改装及び看板作成・設置事業

883 千葉県 株式会社ＫＤ企画 6040001065520 赤外線ドローンを用いた非破壊検査・太陽光検査事業

884 千葉県 サーフコネクション サーフィンアイテムのオンライン販売による非対面での販路開拓

885 千葉県 有限会社菓匠松久 7040002045025 自動販売機による商品販売と、店舗内の感染対策の強化

886 千葉県 結ｍｅａｌ 非接触で手軽に健康食が買える！発酵食品を取扱う自動販売機製造

887 千葉県 有限会社タガワ 7040002014533 ガラス製品のEC販売新規事業立案による業績のV字回復

888 千葉県 野宮農園 利用者に安心・安全な滞在を提供する「キャンプサイト」拡張事業

889 千葉県 株式会社正倉院 7040001011614 新しい墓参りの姿「ホームメモリアル」の新サービス開発

890 千葉県 リンパエステサロンつばき 顧客ニーズを満たす安心安全なエステサービスの周知・販路拡大

891 千葉県 ＫＲ株式会社 9013301038121 非対面オーダー専用タブレット端末の導入

892 千葉県 合同会社ＭＡＮＡ 7040003015027 空き家を再生！地域に小規模な福祉施設を開設し感染症拡大を防止

893 千葉県 有限会社大森田 9040002021148 真空包装機を導入し新たな販売方法と食材の安全面の強化

894 千葉県 株式会社ＬＵＣＫＹ 4011101054517 ミャンマー人の特定技能人材紹介事業の対人接触機会減少対策

895 千葉県 株式会社Ａｒｃ 3040001110725 セルフハイフサービスの導入

896 千葉県 株式会社スプリント 4040001104123 トレーニング専門家がランナーを支えるスポーツウォッチEC事業

897 千葉県 二十三夜 ECサイトで販売する臀部サポートパンツの広報活動と商品箱開発

898 千葉県 株式会社ファンファシノ 1040001107797 当社オリジナル商品＜E-CE（エーチェ）リニュアル版＞の開発

899 千葉県 八幡や テイクアウト事業開始のための備品購入と店舗入口改装

900 千葉県 アイ・ジーワイ アプリを活用した小規模事業者「ICTコンシェルジュ」事業
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901 千葉県 朱鷺 対人接触機会の減少と集客力増加につながるデッキの有効活用

902 千葉県 ヤキニクラーメン フタバ 配達用バイクの導入に伴う出前開始による窮境からの脱却

903 千葉県 アルティメットオートモーティブ システムのフル活用で車屋の認知獲得と売上の向上を目指す事業

904 千葉県 潤超株式会社 4040001082039 個室化による非接触型エステ店舗の実現のための新店オープン

905 千葉県 膳 はなれ ブラストチラーを使い冷凍いわし寿司の開発（冷凍寿司の開発）

906 千葉県 株式会社タガーフーズ 6040001036050 上包み包装機設備導入による多様式包装における販路拡大事業

907 千葉県 株式会社住まいるワークス 6040001109772 高齢者施設紹介ならびに空き家活用オールインワン提案サービス

908 千葉県 株式会社浜の郷 2040001099167 非接触を図り業務効率化にも繋がるセルフオーダーシステムの導入

909 千葉県 有限会社中川水産 8040002078049 パッケージリニューアルで観光需要取り込みと魚離れ対策

910 千葉県 有限会社フカサク 4040002085932 自社通販サイトの構築による「ペット用ジャーキー」の販売

911 千葉県 グリーンアロマスタジオ オンラインハーブティ専門店の立ち上げ、販売促進事業

912 千葉県 株式会社ＭＩＲＵ 1040001119660 SNSを活用した韓国食材オンラインディスカウントショップ事業

913 千葉県 エムエス幕張本店 海外輸入販売のための事前集客、テスト販売とECサイト構築

914 千葉県 日本幸栄産業株式会社 7040001016497 顧客データを活かしたマーケティングとオンライン予約の実現

915 千葉県 １０ ｍｉｎｕｔｅｓ ＨＡＰＰＹ Web予約と顧客管理ツールでポストコロナに向けた経営改革

916 千葉県 Ｇｒａｖｅｌ Ｒｏａｄ Ｒｉｄｅ 対人接触機会を減少させたサイクリング事業活性化の取組

917 千葉県 ⾧坂 暁子 オンライン配信による印象アップのための動画講座及び配信

918 千葉県 ＴＡＲＥＫ ＦＡＴＹＡＮＩ 非対面型講演及び遠隔アラビア書道教室の展開

919 千葉県 奈良養鶏園 「奈良たまご」が食卓に笑顔をお届けしてコロナに打ち勝つ！

920 千葉県 Ｐｏｒｔｈｏｓ オンラインテニススクール事業に向けたシステム構築

921 千葉県 ルパクーラ コロナ対策としての新商品の開発およびECサイトの販路拡大事業

922 千葉県 キキヨガ Webサイト制作によるオンライン事業の拡大

923 千葉県 株式会社ヴァンフォート 7040001055776 業務効率向上・感染リスク低下のためのHPリニューアル

924 千葉県 株式会社ａｍ−ＦＩＤ 4040001013092 自宅でできるセルフ美容サービスと店舗内感染予防対策を推進する

925 千葉県 よよよマーケティング株式会社 3040001119048 低感染リスクに資するオンラインコンサルティングサービスの展開

926 千葉県 有限会社二木屋 5040002088397 葬儀に関するオンラインサービスアピールによる販路開拓事業

927 千葉県 有限会社マツダ 5040002014139 秘伝のタレと熟練の火入れで実現するテイクアウト唐揚げ事業

928 千葉県 デリーチェ キッチン オンラインレッスン導入による生徒維持・ＥＣサイトでの販売強化

929 千葉県 パスタソーニョ 感染防止店内整備と新サービス導入によるポストコロナ持続化対策

930 千葉県 まるこう キッチンカーでのお弁当・テイクアウト事業

931 千葉県 福徳焼本舗 非対面で受注し、店頭販売と宅配を行う体制の構築と発信強化

932 千葉県 Ｎｆｒａｃｔａｌ 新規顧客獲得と自店価値向上のためのホームページ改修事業

933 千葉県 オフィスアステリア 独自の取り組みによる非対面型占い事業への転換

934 千葉県 Ｏｌｉｖｅ Ｈｏｕｓｅ合同会社 4040003018370 女性事業主向けオンライン配信用スタジオ併設シェアサロン事業

935 千葉県 ライカバード ＥＣサイトを利用し、女性起業家のチーム力で販路拡大

936 千葉県 株式会社グリーンマウス 2040001031443 近隣エリアの美容室にフォーカスした自社オンライン販売・サービ

937 千葉県 伊藤農園 ＨＰを設置して飲食業界以外の顧客獲得に邁進！

938 千葉県 有限会社アチーブメント 6040002088545 テイクアウト販売強化のためのキッチンカー導入事業

939 千葉県 坪井建設株式会社 1040001058198 オンラインツールの活用による採用活動の効率化

940 千葉県 達成工業株式会社 5040001087532 「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」

941 千葉県 株式会社ケンズエージェンシー 9040001053869 ウェブ概算見積システムの導入、動画配信による非対面営業の確立

942 千葉県 株式会社日本ダイス 2040001059393 レーザー彫刻機の導入による「刻印」工程の対人接触機会減少事業

943 千葉県 株式会社エリアワン 6040001042610 オンラインセミナーによる非対面型の集客・商談プロセス構築

944 千葉県 フラワー＆カラーセラピー風の花 風水フラワーおよび認定講座のオンライン化

945 千葉県 ｉｎａｙｏｓｈｉ−ｍｕｓｉｃ株式会社 2040001098689 音楽をより身近に！コロナ禍でも楽しめるオンライン音楽教室

946 千葉県 アンドアールキッチン フードロス解消！アンドアール・キッチンのキッチンカー活用

947 千葉県 株式会社ＩＢＺ 7012801010194 店舗環境の改善により対人接触機会の減少と感染症対策への強化

948 千葉県 有限会社グレーシズ 9040002081811 英国料理焼菓子のテイクアウト販売に伴う内装工事による非接触化

949 千葉県 有限会社コモード 9040002087932 顔そりカミソリの動画講習システム構築による販路拡大

950 千葉県 株式会社前田屋 1040001107772 おうち時間を快適に過ごせる新製品の非対面による販売強化事業
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951 千葉県 株式会社ＡＬＬＵＲＥ 6040001098272 オリジナル化粧品販売店によるネット集客用のHP制作と広告運用

952 千葉県 フランス料理 ラ ファレーズ フランス料理店における感染対策と業務効率化の両立

953 千葉県 魚介醤油らーめん和屋 冷凍自動販売機（ど冷えもん設置）

954 千葉県 かわなスポーツ鍼灸院 鍼灸院の待合スペースの新設

955 千葉県 トラベラーズ・カフェ 対人接触機会を減らす新旅行商品ストーリーガイドの広告宣伝事業

956 千葉県 有限会社よろずやオンライン 3040002088366 田舎の隠れ家的カフェが三密回避のテイクアウトでコロナの克服

957 千葉県 株式会社ＮＥＡＴ 3040001074458 対人機会を減らす為のECサイト開設と倉庫整備

958 千葉県 有限会社多田商店 2040002099570 ＬＰガス 自動検針システム導入で一石三鳥

959 千葉県 行政書士事務所 ＤＩＦ戦略ライティング オンライン法人本人確認システム構築による業務受託体制の強化

960 千葉県 ワダクレープ コロナ禍でもみんなに笑顔を！テイクアウト専門クレープ店の展開

961 千葉県 株式会社レガーロ 6040001040473 化粧品・サプリメントの販促強化による新たなサービス展開

962 千葉県 合同会社ＦｏｒＭｕｓｅ 1040003016732 オンラインヨガサービスによる販路拡大

963 千葉県 合同会社ユアサプランニング 3040003013100 低周波治療器導入による低接触型健康サポートサロンの新規開業

964 千葉県 コネクション アラフィフ国内国際結婚のためのリモート企画・集客システム化

965 千葉県 ｓｔｕｄｉｏ ＬＩＭ ウィズコロナでも踊ろうよ！安心して通えるスタジオ改造大作戦

966 千葉県 株式会社Ｌｕｃａｓａ 8040001115240 非対面での新サービスの提供とコロナ対応型の自社整備事業

967 千葉県 麺酒場でめきん 「でめきんの味噌だれ」通販計画

968 千葉県 シャポードパイユ 移動販売事業進出のためのパン商品開発・生産性向上事業

969 千葉県 有限会社ＢＯＮＤＳ−ＨＯＭＥ 3040002103166 IOT土地検索システムの開発による新規事業展開

970 千葉県 株式会社白井住宅塗装 9040001112229 DXツール活用による直請けの獲得と収益力向上

971 千葉県 Ｃａｔ Ｂｅｒｒｙ 成田 地元にも全国にも！猫もビックリご褒美ブルーベリーをお届け

972 千葉県 ユカリ ホームページや移動販売によるコロナ対策と自主隔離食開発

973 千葉県 株式会社氷峰商事 7040001111587 自社ホームページでの通販を開始してウェブビジネスの柱を作る

974 千葉県 東京ナチュラルメディスン研究所 セラピスト養成事業及び自社商品販売オンライン化と販路開拓事業

975 千葉県 世界冒険社 オンライン講演会のネット構築による接触機会の減少と売上アップ

976 千葉県 合同会社ふくろう老年医学研究所 7040003006199 富裕層高齢者施設で集団イベントから個別サービスへの転換

977 千葉県 有限会社専保 2040002023191 オンライン保険契約手続きとオンライン情報提供のシステム導入

978 千葉県 三宅文子 コロナ禍の働くママを徹底支援！働くママ専用サロン！

979 千葉県 ＳＹＬＩＡＮＲＵＥ サブスクリプションサービスを利用した音楽提供

980 千葉県 プレール 遊休スペースを活用した感染拡大防止のための屋外テラス席増設

981 千葉県 バルエルロシオ 低感染リスク店舗への改装による潜在的顧客の開拓と集客増加

982 千葉県 ＩＮーＴＥＣＨ＋ 海外事業に依存しない国内ECのビジネスモデル構築で持続型経営

983 千葉県 樫の木 利便性向につながる事前注文可能なテイクアウトアプリ開発

984 千葉県 倶楽部ゴルフジョイ オンラインゴルフレッスンを開始し対人接触を抑止し新規客を獲得

985 千葉県 大寿司 テイクアウト等事業の強化及び密にならない安心店舗ＰＲ事業

986 千葉県 和真堂千葉本店 コロナ禍でも停滞しない商品開発とECモール店舗の運営改革

987 千葉県 かえる薬局 軟膏生産自動化・在宅業務電子化等による対人接触機会低減事業

988 千葉県 株式会社せいよう 8040001072507 高圧・低圧電気工事・自動車充電の新事業による非対面の販売促進

989 千葉県 南柏駅前しいづか整骨院 動画コンテンツを活用し非接触サービス提供と広告収入の新規事

990 千葉県 株式会社ワイズ 8040001016430 セルフ内覧サービス導入による非対面サービスの拡充

991 千葉県 株式会社Ｈｅａｄ Ｈｉｇｈ 8040001120125 新規Webメディア構築と美容ライターのオンライン採用及び育成

992 千葉県 ハートロックヘアデザインアンドスパ ホワイトニング機器導入による売上アップ事業

993 千葉県 ドリームライフ株式会社 8040001112527 コロナ渦におけるECサイト輸入ビジネス

994 千葉県 だんごバレエ団 感染防止＆清潔保持＆介護のためのセルフ脱毛新規導入の取り組み

995 千葉県 株式会社オディ 7011502012525 コーポレートサイトを起点としたオンライン面談機能の拡充

996 千葉県 梅林経営事務所 宅配ボックスを活用した「焼き立てフランスパン」の宅配事業

997 千葉県 エヌビー・スリー株式会社 1040001068998 ポストコロナに向けてのエンタメ事業の再構築。

998 千葉県 合同会社フライハイト 8040003012717 チャットボットシステム活用したオンラインコンサルティング

999 千葉県 くるら 山梨の地場産業に特化したECサイトによる新規販路開拓事業

1000 千葉県 エクス・ファーム合同会社 3040003011525 オンライン販売のためのブルーベリー加工食品ラインナップ拡充
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1001 千葉県 合同会社Ｇｉｎ＆Ｔｏｎｉｘ 7040003017403 E-ラーニングを活用した動画編集スクール事業

1002 千葉県 ＥＮＱ 感染対策の実施及び飲食店の非対面への転換に伴う周知の広告支援

1003 千葉県 合同会社オフィスＫ 9040003015157 非接触非相対コンサルティングでものづくりを支援する

1004 千葉県 Ｌｉｌａｃ合同会社 6040003012215 中国人富裕層をターゲットにしたEC展開

1005 千葉県 株式会社たぎりエージェンシー 7040001004320 「動画・LP制作による非対面の不動産賃貸仲介サービスの構築」

1006 千葉県 ＥｚＯＮＥ アフリカ販売に向けた国産車の越境ECサイト開発

1007 千葉県 食研株式会社 6040001072640 全農組合員向け、こだわり商品提案及びチラシ企画の販売強化事業

1008 千葉県 Ｃｉｇｏｇｎｅ アフターコロナの妊活増を見据えた非接触サプリ購入スキーム開発

1009 千葉県 塚上晃弘 Web広告を活用した販路拡大による非対面型ビジネスの構築

1010 千葉県 ｙｏｇａぷらくりてぃ カサンドラ症候群の心身整えるオンラインメインの新プログラム

1011 千葉県 柗丸智也 ウィズコロナ時代の新たな需要に対応する体制作りの実現

1012 千葉県 株式会社グローバルフード 4040001118734 「通販」「テイクアウト」を利用したコロナに負けない新たな事業

1013 千葉県 株式会社エーアイリンク 6040001082417 感染リスク低減のためのオンライン広告制作営業活動構築事業

1014 千葉県 株式会社総合ライフコンサルタント 6040001113758 中小建築会社向け100％非対面型動画システムの構築

1015 千葉県 株式会社ＲＩＴＳ 9040001011389 保険代理店が非対面営業を実現するインターネット販売事業

1016 千葉県 コンセプトワークス インスタグラム・アカウントを活用した抽選サービスの提供

1017 千葉県 株式会社倉一廊 9040001023277 売上確保の為の冷凍自動販売機導入について

1018 千葉県 Ｒｅ Ｄａｔａ Ｓｃｉｅｎｃｅ株式会社 3040001119270 コンテンツ発信型ホームページを活用したコロナ禍の営業変革

1019 千葉県 合同会社９ 7040003014714 接触機会を減少させるAIチャットボットを組み込んだHP構築

1020 千葉県 株式会社和音 9040001118036 会員制倶楽部の WEB サイト構築

1021 東京都 株式会社炭焼歩ム 5010801018458 低感染を意識した「会津地鶏の冷蔵冷凍食品」の製造および販売

1022 東京都 サン・ビーム株式会社 5011101036175 ハンドメイド高級ステッキのオンライン接客・EC販売の取り組み

1023 東京都 ブレインスポーツアカデミー e ラーニングサイト&コミュニティサイトの設計・構築

1024 東京都 ねことふじい ＥＣサイトによるオリジナル商品の販売および新規顧客の集客施策

1025 東京都 恩田金属製作所 ECサイト構築による自社新製品「組立式ボールペン」の販売強化

1026 東京都 株式会社ビッグウッド 3013301029266 非接触化を目的としたテイクアウト強化と酒販・物販部門立ち上げ

1027 東京都 株式会社馬木場 6010401075048 【A】お客様スマホオーダー導入と、【B】来店客向け食材販売

1028 東京都 浅草ロゼ ITを活用した非接触型ビジネスの展開による販路拡大

1029 東京都 株式会社井上海苔店 1010001037270 ＢtoC向け新製品の開発と非対面販売のための情報発信強化

1030 東京都 株式会社Ｓ−ＴＯＲＡ 5011001125383 20代向けのバーチャルYouTuberによる人材紹介サービス

1031 東京都 ｇｕｕｓｃａ 頭髪も心もリフレッシュする訪問美容サービスを外出困難者に提供

1032 東京都 村山孝太郎 接触機会削減のためのショールーム増設とEC販売による売上拡大

1033 東京都 Ａｍａｎｏｊａｋ．合同会社 5011803003233 自社オンラインサイト強化により実店舗と相乗効果で売上拡大計画

1034 東京都 株式会社大明商事 1011001045362 小規模宴会とデリバリー需要獲得で売上・利益拡大計画

1035 東京都 伊東メリヤス工業株式会社 7010601009812 高品質ニット製品の販路を拡大するECサイトの立ち上げ

1036 東京都 株式会社蒼空 1011401016582 非接触で運動可能な初心者向けジムのオープンと新規会員募集

1037 東京都 ＴＯＫＹＯ ＧＲＡＣＥ株式会社 4010001185372 全室個室化とInstagram広告によるPR

1038 東京都 株式会社フリースター 7010901032241 オンラインイベントとECでのグッズ販売に関するPR

1039 東京都 イデ ヘアラウンジ 自動洗髪機の導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

1040 東京都 ＲＩＧ日本橋株式会社 5010001168896 接触型販売から非接触型販売へ、プラスチックから脱酸素の紙製へ

1041 東京都 ｃｉｎｑ 自動計量ワインサーバー導入によるセルフサービスの強化

1042 東京都 合同会社ＣＬＫ不動産ＮＥＯ 7010503005901 不動産仲介営業をオンライン化・非対面化するウェブサイト構築

1043 東京都 フルール月島 非接触型であるよもぎ蒸しの導入と LP作成による新規顧客の獲

1044 東京都 ｓｉｎｏ ECサイトでのイラストグッズ販売による新規顧客開拓

1045 東京都 らくらく デリバリー需要とランチ弁当で売上・利益拡大計画

1046 東京都 株式会社エヌケイシー 5010401097068 もつ鍋の通販及び感染リスクを下げるための店内一部改装事業

1047 東京都 株式会社ｂｏｎｄｓ 6010601052301 和食弁当出張販売と店舗個室化で、健康志向和食店へ事業転換！

1048 東京都 株式会社弦奏ＪＡＰＡＮ 1010901035704 通信販売によるBtoC販売新設と新商品投入

1049 東京都 子の星 絵のある暮らしの提案と新規顧客開拓戦略及びWebサイト構築

1050 東京都 株式会社エーオーシー 8011001103394 インターネットを中心としたデリバリーと店舗告知の強化
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1051 東京都 株式会社キヤッツ 1011301001899 ノンワイヤーブラの人的営業・店舗販売に代わるネット販促の強化

1052 東京都 オフィス・マードレ 『新事業：新しく始める‟オンライン・パーソナルレッスン”』

1053 東京都 株式会社ＷＩＮＱ 6011301024747 オンラインWeb集客スクール事業開始

1054 東京都 株式会社エディット 5013201013649 オンラインショールーム「DUAL」（仮称）新規システム開発

1055 東京都 ｓｏｅｕｒｓ コロナ禍に対応した新たな飲食店スタイルへの転換事業

1056 東京都 Ｓｋｙ Ｂｅａｕｔｙ ｓａｌｏｎ 非接触型セルフエステ導入による感染予防と顧客満足度向上事業

1057 東京都 伸和ＮＢＩマネジメント株式会社 1010401158526 シーシャ店における非対面型テイクアウト、デリバリー事業実施

1058 東京都 Ｈｕｍａｎ Ｂａｎｋ株式会社 9011001045371 リモートだからこそ求められる「接遇」脳肺の映像化展開

1059 東京都 酒肴 膳菜家 自社配達による対人接触機会減少と事業継続の両立

1060 東京都 株式会社ランクス 6010901016360 中古車買い取り・販売用オンライン商談サイト構築プロジェクト

1061 東京都 バレエアトリエクレール いつでもどこでも、オンラインレッスンによる販路開拓事業

1062 東京都 株式会社スペースＲ 6012401034314 「リモートにおける 職場環境が改善する６Ｓコンサル研修」

1063 東京都 株式会社イチゴテック 7010001201548 いちご狩り予約サイト運営による非対面ビジネスの新規立ち上げ

1064 東京都 和風居酒屋琴 無人運営型新店舗「インドアゴルフ練習場KOTO」の立ち上げ

1065 東京都 株式会社メタ・インフォ 6010001190107 ＡＩ搭載リモート会議ディスプレイを用いたＤＸ提案

1066 東京都 株式会社アイ・エヌ・ジーグラフィックアーツ 1010001112981 ＨＰ及びEＣサイト構築による非対面営業強化とBtoC分野進出

1067 東京都 有限会社健康自然工房 6013102007930 テイクアウトとECの2本柱で「はちみつジェラート」販売

1068 東京都 インターゼロ株式会社 7010001111326 WEB商談、オンライン展示会の導入による非対面営業の確立

1069 東京都 学研教室高島平１丁目教室 オンラインでの「保護者のための学習教室」で新規市場・販路開拓

1070 東京都 合同会社Ｍａｓｈａｌ 1010803003759 ECサイト構築による本格調味料の非対面販売の実現と販路拡大

1071 東京都 癒しのビューティーサロンＬｉｎｏ 新たにセルフエステ事業を展開し、コロナから売上回復を目指す

1072 東京都 アイ・シー・デザイン 風水カーテン師によるオンライン相談窓口の開設

1073 東京都 株式会社ｐｌｕｓＯｎｅ 2013301042187 AIツールにおける会員専用ページを活用した非対面営業の強化

1074 東京都 株式会社ワイズスタイル 5011501024382 非対面・セルフで実施するメンズフェイシャルエステの新規開発

1075 東京都 Ｓｅｒｖｉｃｅʼｓ Ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ株式会社 5010601046832 デリバリー実施環境整備事業による新たな顧客の獲得

1076 東京都 有限会社ボックスクラブ 7010602005232 自宅でセルフ美容施術が可能となるオンライン販売システムの構築

1077 東京都 株式会社ＳＵＮ ＲＩＳＥ ＨＩＭＡＬＡＹＡ 5010601047681 テイクアウト顧客獲得への注力と商品品質向上に向けた機材の購入

1078 東京都 株式会社アデッソ 3011001001116 動画配信・広告アフェリエイトのプラットフォーム構築オンライン

1079 東京都 エヌ・コンコード・コンサルティング株式会社 2010001179962 リモート会議システム構築での相続・事業承継コンサル計画

1080 東京都 エクラ オンラインレッスンと商品の販売強化による新規事業展開

1081 東京都 株式会社ティアラジャパン 6011401012313 WEB会議システム専用サイトを構築して新規顧客の開拓を図る

1082 東京都 株式会社光産業 2011801030240 顧客による遠隔操作を可能にする円滑な開発事業体制の確立

1083 東京都 株式会社ウーマンプラスａ 6010001191955 全サービスのオンライン化

1084 東京都 織田 真琴 ライブ活動から音楽ビジネスへの事業転換

1085 東京都 整体サロンＳＵＮ むくみ脚の方向け商品・オンラインサービスの販売促進事業

1086 東京都 株式会社Ｔｅｔｓｕｏ Ｄｉｎｅｒ 3010501034518 非対面型サービス及び感染拡大防止業態見直し計画

1087 東京都 有限会社たんぽぽ薬局 4030002000982 感染防止のためのオンライン服薬指導システムの導入

1088 東京都 あさひＳＹＳＴＥＭ合同会社 5011603003053 オンライン上に社外IT部門（情報システム部）を味方につける

1089 東京都 株式会社本舎 8010001103603 宅配デリバリーとECサイト構築で販路拡大

1090 東京都 株式会社ミヤビクラフト 8010101011144 新型糊付機導入による対人機会減少用新クロス貼りプロセスの導入

1091 東京都 向井成一郎 非対面型の音楽制作・音楽レッスンのためのテレワーク環境整備

1092 東京都 株式会社金福 4011701017336 コロナ禍で集客効果創出の非対面型新エステビジネスモデルの構築

1093 東京都 梅堀淳 非対面での楽曲制作環境の構築とダウンロード販売のPR

1094 東京都 川崎鳥匠合同会社 4010603005630 通信販売事業における新商品開発と販路拡大

1095 東京都 株式会社ＲＥＧＥＮＥＳＩＳ 8190001021705 フィットネスジム無人化アカデミー

1096 東京都 Ｈ・Ｃ・Ｌ株式会社 1013301036776 セルフオーダーシステム導入による非対面型注文システムの構築

1097 東京都 株式会社アリナシ 4010401148689 デリバリー飲食業で三密回避！気軽に味わう本場台湾グルメ

1098 東京都 有限会社イデア 6011702014990 インテリアグッズ・家具の独自ブランド開発品のオンライン販売

1099 東京都 Ｓａｌｏｎ ｄ＇Ａｒｔ ライブ配信型クラシックコンサート事業

1100 東京都 株式会社煌秦 3011101072791 テイクアウトサービス開始に向けた環境整備計画と広告看板の設置
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1101 東京都 オフィス香山千賀 企業研修とコンサルティングのオンライン化による販売促進事業

1102 東京都 ＭＫＹʼｓ合同会社 3010403018180 ベビー・キッズ用品のECサイト販売で働くママを応援する事業

1103 東京都 Ｗｏｏｄ ｓｐｏｏｎ お店の味をそのまま冷凍し、安心してお届けできる食品の製造販売

1104 東京都 株式会社トレジャー 1010001210819 台湾茶の EC 販売で非対面の新規事業による売上補填を実現

1105 東京都 株式会社はしゅう 6011601020561 A5ランク黒毛和牛一頭買いを活かした店舗以外のチャネルの構築

1106 東京都 株式会社ＬＡＵＲＡ 3010001193054 自社オリジナル商品のEC販売によるセルフエステサービスの提供

1107 東京都 株式会社ｓｋｙｂｅａｎｓ 1011001052994 非対面対応（オートチェックイン、チェックアウト）の貸別荘事業

1108 東京都 株式会社ＭＩＤ 5011001068500 YouTube 動画広告による非対面営業と配信ライブPR強化

1109 東京都 特定非営利活動法人パークカフェ 5011005007181 オリジナル和紅茶ブレンドの開発・販売を軸にした経営の多角化

1110 東京都 合同会社Ｌｉｅｖｒｅ 4012303000696 おうち時間を楽しく！～プチ贅沢パスタセットをご自宅にお届け～

1111 東京都 アロマギフト 地域資源の香りを生かして健康を目的とする新商品開発

1112 東京都 ウシヤマ電機株式会社 7010901013621 検査工程の一元化及びクラウドファイルによる感染リスクの低減

1113 東京都 深川日和 そば茶ラテによるテイクアウト・デリバリー事業による顧客獲得

1114 東京都 マサミバレエスクール オンラインレッスンとECサイトでの接触機会減少と販路拡大事業

1115 東京都 ＨＯＴコロッケ 現環境を利用した編集・ライブ配信を行える撮影スタジオ事業

1116 東京都 合同会社ＢｙＭｙＳｅｌｆ 3010903005744 コロナ禍の市場縮小に負けない為の低感染リスク型ビジネス構築

1117 東京都 株式会社ストアイノベーション 6010401107619 飲食店むけ非接触注文システム販売用WEBサイト構築

1118 東京都 華原国際貿易株式会社 4010001100505 ECサイト構築とオンライン講習会開催による非対面での顧客獲得

1119 東京都 株式会社東京靴研 6010501009442 非接触型購入のしやすいECサイト更新による靴製品の売上拡大

1120 東京都 株式会社スプリングフィーリング 9010001113213 外国人向けオンライン日本文化体験サービスの構築

1121 東京都 有限会社ボンテック 3012802011195 情報読取ソフト開発による遠隔での機械調整の実現

1122 東京都 株式会社ＬｉＶＥ ＦＯＲＥＶＥＲ 8011001105721 バーチャル３Dギャラリー導入によるEC販売サービス

1123 東京都 合同会社Ｃ・Ｃｏｌｏｒ・Ｃｌａｎ 1011203002392 エンターテインメントイベントの商品制作・EC販売

1124 東京都 Ｔａｔ Ｔｕｎ Ａｕｎｇ株式会社 2013201018221 日本の離乳食を海外へ！食品メーカーの海外進出を仲介する新事業

1125 東京都 株式会社コムフーズ 9011001102676 食券機とセルフサービスの導入による非接触販売への取組

1126 東京都 合同会社クリエイティブな福祉 2010403016706 オンラインコーチングサービスへの事業転換と集客システムの

1127 東京都 中嶋晃子 オンラインでのレッスン・音楽・動画配信の開発と販路開拓

1128 東京都 野田食品有限会社 6010002023629 対人接触機会減少に向けた宅配事業推進

1129 東京都 Ｊｏｅｌｌｅ 自由が丘 デリケートゾーン専用商品オンラインサービスの販売促進事業

1130 東京都 前原卓磨 オンラインビジネスに特化したタレント事務所

1131 東京都 Ｕｎｉｔ株式会社 2010401138188 オンラインビジネスバー「ほろよいオンラインサロン」立ち上げ

1132 東京都 リースリング ドイツ料理を広めるためのテイクアウト強化と新規デリバリー事業

1133 東京都 株式会社サイカンパニー 1011401021789 デジタル化による非対面情報共有で効率化・患者様来院回数削減

1134 東京都 株式会社オリエンタルベリー 8013301023066 ECサイトで販路拡大

1135 東京都 株式会社エンターテイン 6010001199932 日本では珍しいインスタントコーヒー販売事業への挑戦!!!

1136 東京都 エルクレスト原宿店 施術とスキンケア用品販売の両輪でマスクによる肌荒れを解消！

1137 東京都 株式会社つなげーと 8012401021236 オンラインコミュニティプラットフォームデザイン設計・販促活動

1138 東京都 ｋｉｋｉ整骨院 オンラインシステムツールを導入し非対面ストレッチ教室を実現！

1139 東京都 ｋｉｔｃｈｅｎ７２３ ECサイトを通じたオリジナル冷凍カレーの販売事業

1140 東京都 株式会社からだ改良研究所 6011401019498 高周波温熱器によるセルフエステ事業

1141 東京都 なごみ建設株式会社 2011402018362 商品説明・ショールームツアー動画掲載ECサイトによる売上構築

1142 東京都 グランデルーナ トイレ改修による対人接触の機会の減少とWEB予約システム確立

1143 東京都 株式会社Ｊ−ＴＡＰアドバイザリー 9010001155569 オンラインを活用したM&A関連コンテンツの拡充

1144 東京都 ＨＹＵＢＥＳＴ オンラインによるプロジェクト管理で売上V字回復戦略

1145 東京都 ｃｏｃｈｉａｒｔ ECサイト構築による販路拡大と新規「ファン」獲得事業

1146 東京都 合同会社山ね 4010403009294 非接触型レジでウィルスフリーな環境そしてお客様に安心と笑顔を

1147 東京都 佐藤拓 リモートコーチングサービスの導入による非対面教育事業

1148 東京都 金子恵理子 簡易スタジオ構築で業務の完全非接触化とオンラインレッスン開始

1149 東京都 株式会社インターナショナルフォワード 6010401115308 組織開発・人材育成を探究！「スタディレシピ」

1150 東京都 株式会社たべるの 3010401071487 オンラインを活用した料理レッスン及びレシピの開発
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1151 東京都 株式会社ＫＯＮＯＫＡ 9010901048079 似顔絵とプリントクッキーの通販事業

1152 東京都 玄印株式会社 3010801020267 インターネット上の販路拡大ツールの作成

1153 東京都 きもの樂布山正 着物好きの和を紡ぐオンラインショップ開設と着物の着方配信講座

1154 東京都 地酒や もっと 新規顧客獲得への注力とテイクアウト商品強化に向けた機材の購入

1155 東京都 中山鍼灸治療院 複合治療器アステオ導入による新規顧客獲得と顧客満足度向上

1156 東京都 株式会社エムユニバース 7010401104912 万象学を用いたオンライン・コンサルティングの新事業展開

1157 東京都 株式会社エスピィエム 6010001138758 おこもり美容を徹底サポート！オンラインエステと化粧品EC販売

1158 東京都 株式会社エンピュア 2013301046964 室内ブースの設置で工場内対人接触機会の低減と生産能力向上

1159 東京都 ピクール 定期宅配「おうちワイン」集客拡大とコンシェルジュ型通販サイト

1160 東京都 モノプランニングダンスカンパニー オンライン課金制レッスンおよびスタジオウォーキングレッスン

1161 東京都 夢ソリューション株式会社 2040001105750 デリバリー用トップシーラーと自動釣銭機導入による売上向上

1162 東京都 月神メイネ 占い鑑定で示した道しるべの課題解決を支援する専門家紹介事業

1163 東京都 株式会社グローバル・トレーディング 5040001024849 ＢtoＣ商品開発及びネット販売サイト構築による新規顧客開拓

1164 東京都 株式会社ディマンドクリエイション 8012301009397 オンラインを活用した業務相談受付・マーケットレポート販売

1165 東京都 ＶＡＮＮＯ 店舗全体の衛生面確保と客席を柔軟に変更可能とする店内工事

1166 東京都 野村太一 オリジナルＢＧＭを販売するＥＣサイトの構築＆新規顧客の獲得

1167 東京都 株式会社ＩＮＶＩＴＥＸ 5010401144324 本場インドのスパイスをふんだんに使ったパック型生カレーの通販

1168 東京都 藤原羽田合同会社 1010703004312 ウェブサイトを使ったアートアドバイザリー、物販、動画配信事業

1169 東京都 株式会社エイチアール 8010001102786 専門工事業向けオンラインコンサルサービス立ち上げ・広報

1170 東京都 株式会社たけしん 2010601049813 中国・台湾学生と日本企業の職業紹介マッチングWebサービス

1171 東京都 アド・バリュー・ライフ株式会社 6011001128971 海とつながる癒し空間をWEBサイト構築で広く提案したい

1172 東京都 合同会社クランス 7011003005490 withコロナを乗り切るオンラインカウンセリング・デリバリー

1173 東京都 高橋 光 全ての方の婚活を支援するオンラインワンストップサービス

1174 東京都 株式会社ゆうぷらす 3260001009458 東京一安いセルフホワイトニングサロン

1175 東京都 株式会社サクセス・ワールド 4010001018004 大きな組織の共済組合員に対しカタログ販売を行い新規顧客の獲得

1176 東京都 中国料理楓凛 アフターコロナ向けた店舗の改装・テイクアウトメニューの開発

1177 東京都 オフィス リサ シルビア 日本に馴染みがないが美味しいルーマニアワインのECサイト販売

1178 東京都 株式会社展示会営業マーケティング 8011101077051 中小企業向け、オンライン展示会支援のオンライン研修事業

1179 東京都 スポーツバー フィオーリ ECサイトでのグッズ販売とオンライン観戦会による新規顧客開拓

1180 東京都 株式会社ダリコーポレーション 1013301038161 防音室・個別席を活用して感染対策をしながら顧客層の拡大を図る

1181 東京都 スミレ司法書士事務所 画像化した書類によるオンライン面談の実行と集客力の向上化

1182 東京都 フィジカルポテンシャルサイン サロンの完全個室化とECサイト導入による非接触対策店舗の新設

1183 東京都 有限会社ピュアーマリー 5013202005331 オンラインチケット販売・舞台配信サービスで、観劇を身近に！

1184 東京都 株式会社Ｎｏｒｔｈ Ｏｎｅ 3010501031861 新規スタッフの完全オンライン採用およびオンライン研修の導入

1185 東京都 ブリングジョイ猫舎 ECサイトやSNSを使用した猫の非対面型販路開拓事業

1186 東京都 株式会社日本元気化計画 4021001029279 コロナ疲れの日本をお茶で元気に！新商品開発と販路拡大！

1187 東京都 豊洲銀ちゃん食堂 豊洲市場直送の蟹丸ごと1匹入った国産もつ鍋のデリバリー事業

1188 東京都 コンディショニング３ＳＫ株式会社 6012401033654 動画コンテンツによる非接触型ICTサービス健康増進事業

1189 東京都 株式会社エス・エム・イー 2011001060518 海外クラフトビールを中心とした通信販売事業で売上アップ

1190 東京都 有限会社バースト 6011102025481 外注発注から自社での製造にシフトし事業継続

1191 東京都 株式会社ＫＥＨＡＩ 4011001129245 業界初！眉毛、まつ毛、髪に使えるコスメの開発とEC構築事業

1192 東京都 株式会社アライン 4011001062504 感染対策を強化した新事業の為のウェブシステム構築及び店舗改装

1193 東京都 株式会社クリエント 3011201015064 衛生用品のECサイト販売と非対面での会議システム構築

1194 東京都 株式会社テックリンク 1010801018965 BtoB向けEC（クローズドECサイト）サービスの構築

1195 東京都 ＯＴＴＡＶＡ株式会社 8010901034451 オンライン・レッスンとサウンド・ヒーリング事業への参入

1196 東京都 酒と肴武定 店舗改装による感染症対策と新メニュー提供で新規顧客獲得

1197 東京都 ＧＥＭインターナショナル株式会社 9010001154620 EC事業の新規参入のためのネットショップ構築

1198 東京都 合同会社はないち 1011603001696 冷凍自販機の導入によるテイクアウト販売の開始

1199 東京都 株式会社錦糸町プラザ 4010601011754 HP開設で集客支援！低感染リスクの安心安全な商業施設へ！

1200 東京都 慶英 韓国富裕層向け南極クルーズ旅行の非対面販路開拓
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1201 東京都 有限会社白木屋クリーニングセンター 6012702006788 非対面式２４時間受け渡しサービス事業

1202 東京都 マルサラ飲食店 仕出し・ケータリング事業とレシピ考案事業の拡大

1203 東京都 株式会社Ｐｌｅａｓａｎｔ．ｊａｐａｎ 5012401032186 新型コロナ感染症と事業継続を両立させるための自社販売HP制作

1204 東京都 エドコンサルティング株式会社 3010001153529 無料から学べる情報セキュリティeラーニングサービスの提供

1205 東京都 特定非営利活動法人日本プロフェッショナル・キャリア・カウンセラー協会 2010905000868 オンラインを使った会員制人材マッチング事業

1206 東京都 株式会社オンインオン 2011001130205 非対面型の郵送修理サービス拡大に向けたシステム構築

1207 東京都 ＰＲＥＣＩＯＵＳ ＤＡＹＳ オンライン整理収納レッスンによる新規事業

1208 東京都 ハッピーメーカー株式会社 9010001176136 婚活イベント擬似体験ゲームを活用したオンライン婚活事業

1209 東京都 藤井みりか オンライン時代の話し方を学ぶ！非対面レッスンで全国展開

1210 東京都 株式会社ナチュラルエイト 9011301014695 屋上等の遊休地を活用したレンタルスペース事業の売上拡大

1211 東京都 岩出教室 動画配信と教務管理オンライン化を通じた非対面化推進と事業拡大

1212 東京都 株式会社ＡＴＴＲＩＣＥ 2010401133981 ECサイトを活用したコールドプレスジュースの販売事業

1213 東京都 株式会社ＴｒａｎｓＲｅｃｏｇ 7010401134901 非対面によるリード確保を実現する法人顧客へのオンライン商談

1214 東京都 寿々屋 ラジオ番組オリジナルグッズの通信販売の開始による売上増施策

1215 東京都 東京プチフール撮影スタジオ 家族だけで楽しむ！完全セルフ型写真撮影貸切レンタルスタジオ

1216 東京都 マレックス株式会社 4010001205147 M&Aプラットフォームの構築と宣伝

1217 東京都 株式会社ｐｅｏｐｌｅ 6010901047513 Ｅコマース導入によるドレスショップの集客アップ作戦事業

1218 東京都 曽根麻央 オンラインレッスンの導入で国内外に販路拡大

1219 東京都 株式会社Ｆ．Ｆ．Ｐ． 3012401035141 インフルエンサーマーケティングによるEC サイト販売促進事

1220 東京都 株式会社泉竹 4010901029587 和食文化を家でも楽しんで頂きたい。お手頃価格お弁当事業開始

1221 東京都 株式会社クローバーマーケティング 7010401152663 完全オンライン営業代行サービスを強みに販路拡大を図る

1222 東京都 ロープアドープ 新メニューを取り入れ新規会員の獲得と既存会員の単価アップ

1223 東京都 永田英晃 非接触型デジタル教材の開発およびオンライン販路構築と販売促進

1224 東京都 合同会社Ｄｅｓｉｒｅ 3011803002591 小規模セルフエステサロン事業オープン

1225 東京都 株式会社アルクコト 4010901027203 学習塾・習い事教室のオンライン化と生徒募集

1226 東京都 フランス語通訳 対面とオンラインのハイブリッド型通訳サービスの実現

1227 東京都 ＲＥＣＲＵｔｖ合同会社 1011003010208 美容学生・若手美容師による新しいヘアバトル事業の推進事業

1228 東京都 エムキューコミューン コロナ禍におけるファン開拓戦略

1229 東京都 株式会社ＴＩＭＥ ＣＡＰＳＵＬＥ 5010001139063 モバイルオーダーとデリバリーのプラットフォームサービスの導入

1230 東京都 けやき企画株式会社 6012701013612 メッセージアプリを利用した対面接触時間の削減計画

1231 東京都 エコグッズ株式会社 4011101092748 新商品の拡充とＥＣサイトの再構築および事業のオンライン化

1232 東京都 ＤＩＮＩＮＧ ＢＡＲ ＳＵＵ 小型製造機導入による“神餃子”の新たな非接触販売機会の創出

1233 東京都 ＷＯＲＬＤ ＯＦ ＭＵＳＩＣ株式会社 9012401030310 ポストコロナ時代で成⾧していくための新たな販売モデルの構築

1234 東京都 株式会社グローバル・ワン 4030001120848 海外赴任者向け医療予約管理システム

1235 東京都 ＳＴ．グローバルＶピクチャーズ株式会社 5011001057379 テーマは「生命の息吹」花や植物の額縁付写真をオンラインで販売

1236 東京都 株式会社Ｃｕｂｅ Ｒｏｏｔｓ 7011001054291 オンライン研修やEラーニングの導入による非対面化及び販路開拓

1237 東京都 株式会社リニア 2010101009342 オンライン集客体制の確立による農家・農業法人の新規顧客開拓

1238 東京都 エヌケー企画 イベントの感動を自宅でもう一度 ～朗読CD等の通販事業～

1239 東京都 アインツアー シューメーカー オオタ 3Dスキャンと1サイズ9型の木型によるオーダー靴の製造販売

1240 東京都 いずみ囲碁ジャパン有限会社 8010002036521 囲碁人口減に歯止めを！オンライン化による囲碁普及プロジェクト

1241 東京都 株式会社アーネラ 6011001065240 ＺＯＯＭを活用した動画占いによる非対面型の販路構築

1242 東京都 株式会社Ｗｏｒｌｄ Ａｕ Ｐａｉｒ ｉｎ ＪＡＰＡＮ 1010001121479 留学向けオンラインサービスの販売促進事業

1243 東京都 Ｌｏｓｔ ａｎｄ Ｆｏｕｎｄ合同会社 1010903003246 オフラインからオンラインへ

1244 東京都 ＴＲＯＰＩＣＡＦＥ コーヒー豆販売とテイクアウト型店舗への事業転換

1245 東京都 ニクビッタ テイクアウトシステム、クーポンアプリの導入による新規顧客獲得

1246 東京都 株式会社Ｄコーポレーション 7010401086829 テイクアウト事業強化のための商品開発、販売事業

1247 東京都 高山翔子 ホームページを活用したオンラインエステサロン

1248 東京都 株式会社エルタ 5013101001266 【株式会社エルタ】【インターネット販売開始による新規顧客開拓

1249 東京都 ＧＧＮ ＭＯＮＧＯＬＩＡ合同会社 6013303004462 インターネットを利用した一般消費者、小売業者等への販売拡大

1250 東京都 株式会社フアモサライフ 2010601040961 オンライン販売によるBtoC 事業への新市場進出
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1251 東京都 石井写真事務所 スタジオ改修と定常光カメラ導入による感染リスク低減と販路拡大

1252 東京都 Ｖｉｃｔｏｒｙ学院 チラシとWEB広告でオンライン指導コースの商圏拡大

1253 東京都 Ｐｏｌａｒｉｓ ECサイト導入＝感染リスク減少へ！コロナに負けないお店へ！

1254 東京都 株式会社アイコム 9011401010784 家庭用のEVカー充電設備の受注サイトで販路開拓

1255 東京都 ＰＲＥＭＩＥＲ ＯＭＯＴＥＳＡＮＤＯ WEBツール導入による接触時間短縮と事前オンライン決済

1256 東京都 ＰＥＴＡＧＯ株式会社 5040001060381 新たなSNSオンラインコンサル展開により売上増加を実現！

1257 東京都 カネトデザインスタジオ 中小企業向け完全オンライン型インテリアデザインサービスの立案

1258 東京都 ブライトミライ株式会社 9040001011199 感染防止対策のためのオンラインツールと換気設備の導入

1259 東京都 クルーズイズム クルーズ会社と旅インフルエンサーを繋ぐプラットフォームサイト

1260 東京都 バレエ・ビジュー 対人接触減少ニーズに応じる「オーダーメイドレッスン」の構築

1261 東京都 合同会社Ｇｏ−Ｒｉｖｅｒ 2010403025797 ドローンによる非接触の空撮サービス

1262 東京都 株式会社ルーツ 7010901020527 観光客の多様性に応じたインターネットを活用する情報発信の実施

1263 東京都 株式会社ユナイテッドマインドジャパン 8013301035598 住宅業界向け「フルオンライン」人材エージェントサービス

1264 東京都 カフェ・プレット 飲食店から自家焙煎豆の小売業への転換

1265 東京都 有限会社ソリューションゲート 9011502013918 非接触で営業を加速するための販促ツールの開発

1266 東京都 株式会社Ｐｒｏ Ｓｅｎｓｅ 7020001137171 施術室の完全個室化とオンラインストレッチサービスの配信

1267 東京都 ブーピー工房 絵画造形教室 『出来た!』の喜びを！絵画・造形教室が取り組むオンライン戦略

1268 東京都 株式会社アップローズ 3180001129173 アフターコロナの「インターネット営業」コンサルティング

1269 東京都 株式会社トリピ 1010603007910 宿泊日を決めずに即日購入できる宿泊チケット販売サービス事業

1270 東京都 ザクレス株式会社 6010501040323 自動作曲サポートシステム開発～導入における再構築事業

1271 東京都 ｇ．ｉ．ｌ．建築研究所 「住宅オンライン相談」で新規顧客の獲得ルートを確立！

1272 東京都 オフィスサポート株式会社 1011801006761 非接触型の販売方法を実現し個人向、法人向の売上の拡大をはかる

1273 東京都 有限会社あしっこ 2012802010561 有限会社あしっこ

1274 東京都 株式会社シュガーテイスト 2010501032712 デザインスキルを持つ女性対象の自立支援コンサル事業の販路拡大

1275 東京都 まこと鍼灸整骨院 オンラインシステムツールの導入による密回避と感染リスク低減

1276 東京都 ビストロよりみち オペレーション改善による売上増加及びコストカット

1277 東京都 株式会社シェリロゼ 2011001042986 キャリア女性向け総合サポート電話（オンライン）相談

1278 東京都 ＳＴＵＤＩＯ ＶＡＬＥＮＴＩＮＥ 非接触型受注体制および自社スタジオ構築による販路開拓事業

1279 東京都 株式会社ａｔｓｕｍａｒｉ 5010003028314 楽器シェアリングの新サービス展開とオンライン決済機能の刷新

1280 東京都 合同会社千の春 8013103000908 ＥＣサイト及びテイクアウトオーダーシステムの構築

1281 東京都 ＯＵＲ ＦＡＶＯＵＲＩＴＥ ＳＨＯＰ株式会社 3010401118239 コロナ禍の巣ごもり需要向けホームフレグランスの特設ページ作成

1282 東京都 中川印刷有限会社 2010802010598 オンライン注文を活用したアフターコロナに向けた販促物印刷

1283 東京都 株式会社コレント 4010401062452 シェアハウス特化型不動産マッチングサイトの立上げ

1284 東京都 株式会社ルールレス・スタジオ 4010001204124 次世代の繊維・アパレル産業のファブリックアークオンライン

1285 東京都 垣下祐紀 リアルタイムで行う完全非接触によるベース演奏の遠隔録音

1286 東京都 株式会社きてよかった 6012401033233 産後の骨盤矯正・美容特化のネット予約申込可能な分院HP構築

1287 東京都 鈴木利幸 オンラインによる非対面かつ高品質な「レッスン・音楽制作」

1288 東京都 株式会社キッズコーポレーション 4010002052084 脱コロナ セルフエステ機器導入による売上回復

1289 東京都 スリールかのん 睡眠負債の方向け商品・オンラインサービスの販売促進事業

1290 東京都 東大和仁整骨院 非接触型「オンライン痛みの相談室」に対するシステムの構築

1291 東京都 野島公認会計士事務所 税理士業務の完全オンライン化とWeb活用による販路拡大

1292 東京都 株式会社ＳＩＬＵＶＡＩ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5011201013256 自社配達を含めたテイクアウト＆デリバリーで売上改善

1293 東京都 エビストレーディング コロナに負けるな！対人接触を減らし満室経営！

1294 東京都 タカダミカ コロナ禍でも心と身体を健康に！非対面WEBサービスの構築

1295 東京都 株式会社ルミナンス 1011101050543 サブスクリプションサービスにも対応したＥＣ販売サイトの構築

1296 東京都 株式会社マネさぽ 2011001134726 経営資源の集中化｜店舗用オリジナルアプリのＯＥＭ開発

1297 東京都 株式会社ＧＢプロモーション 3010001095655 新規顧客層へ新サービス開始に伴うウェブマーケティング施策

1298 東京都 Ｔｅａ Ｓｈｏｐ Ｐａｒｖａｔｉ BtoB強化とEC再構築による、紅茶葉の販路拡大を目指す

1299 東京都 合同会社市村 7012403002581 高齢者へコロナ感染リスクを減らした非対面の入居募集！

1300 東京都 株式会社Ｒａｆ 1010001141650 永山シェフがオンラインレクチャー！溶岩プレートで焼く和牛体験
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1301 東京都 株式会社ヘルパーステーションあおぞら 5010001161570 介護事業者の非対面での新規顧客開拓及び人材採用の取り組み

1302 東京都 株式会社ボディ・インテリジェンス 1010401140327 イントラ向けビジネス講座と新規顧客獲得のための広告開発

1303 東京都 ユーシーム株式会社 2011701016199 自家焙煎コーヒー豆専門店の物販機導入による２４時間販売の実現

1304 東京都 株式会社カラーズ 1030001098146 非対面で完結する、セルフ内覧サービスの実施！

1305 東京都 エスティーヴィー マッチングサービスを介し、新業種へのチャレンジ及び感染防止策

1306 東京都 株式会社スマキル 1010101013923 「居酒屋」から「唐揚げの持ち帰り専門店」への業態転換事業

1307 東京都 株式会社細井 7010501033540 テイクアウト予約と店舗紹介できるシステム開発

1308 東京都 南国屋 動画広告を使ったカレー専門店のオンラインスパイス販売事業

1309 東京都 さかぐち接骨院 患者様自身が行う「身体の機能回復運動プログラム」の導入

1310 東京都 ＬＥＥＫ株式会社 5011101084570 食卓を豊かにする絶品韓国家庭料理のデリバリーサービス

1311 東京都 有限会社ハミング・アーバリーズ 8010902025292 富裕層向けオリジナルブランド帽子の開発とオンライン展示会

1312 東京都 ＡｎｄＡｓｓｅｔ 信頼・共感・親近感ＦＰチューバが届けるハイクオリティ情報

1313 東京都 株式会社ＲＳ東京インターナショナル 6011801015015 カラダに触れないオンライン整体も！新しい心身改善未病対策事業

1314 東京都 魚丼江古田店 冷凍食品販売用のECサイト構築と機材導入により売上を増加

1315 東京都 有限会社フウズラボ 7010002029071 ロボット・テキスト・音声を複合利用したチャットＨＰ販売戦略

1316 東京都 国際商務株式会社 5010401117908 中国への販路拡大のための EC サイト制作事業

1317 東京都 Ｌａ ｐｏｒｔａ 真空包装機の導入と包材等保管場所の確保

1318 東京都 田中商事株式会社 1013301025861 日本酒および自社オリジナル米菓の越境ＥＣ事業の実施

1319 東京都 株式会社粘土サイエンス 1011101016949 KOLを活用し自社製品の認知を高め中国市場の新規顧客を獲得

1320 東京都 ⾧谷川よし美 美髪トリートメント講座のオンライン化事業

1321 東京都 有限会社経営事務所クリエイト二十一 1011402003010 集客のオンライン化で商圏拡大、非接触型集客への転換事業

1322 東京都 クラウドネット株式会社 3010001151128 非対面型システム開発のための独自オンライン会議システム開発

1323 東京都 骨盤ケアサロンゆるりっと 産前・産後ケアグッズで妊婦・ママさんをサポートする通販事業

1324 東京都 株式会社ＧＬＯＷＢＡＬ ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 2011001138322 『繁盛店が作る自宅やＢＢＱで使えるソースのオンライン販売』

1325 東京都 鍼灸ほまれ 通院とリモートを組み合わせたハイブリッド鍼灸治療院

1326 東京都 株式会社カネコ内装 5012801019171 WEB で簡単見積もり 遺品・生前整理の H P 制作事業

1327 東京都 株式会社ａＤｏｏｒ 4010801028706 タダスムを活用した新サービスの提供と業務効率化の実現

1328 東京都 チアイングリッシュ コロナ禍でも海外コーチから指導を！日本初！オンラインチア留学

1329 東京都 ペットシッターＳОＳ品川エリア オーダーメイドのペット用品提供プラットフォーム

1330 東京都 株式会社東京ワクワク 7010401099070 非来店型 時計ベルトオーダーメイド・ECサイト販売の強化

1331 東京都 株式会社Ｐｌａｎｅｔｉ 9010901043641 非対面型の営業＆決済ツールの導入で、幅広い顧客へアプローチ

1332 東京都 新日本フィナンシャル合同会社 7040003013674 オンラインを活用して美と健康の維持をサポート

1333 東京都 ＫＡＴＡＫＯＴＯファイブ 密を避け売上アップにつながるテイクアウトアプリ開発

1334 東京都 小野真奈美 フードトラックで売り上げアップ

1335 東京都 果実店カンヴァス 果物加工品や果物の定額販売やのネットショッピング販売事業

1336 東京都 ヒリウミュージック合同会社 4011503004664 オンラインによる非対面型音楽教室の増設と新規顧客の獲得

1337 東京都 合同会社あかり 9012403003371 テレワーク対応のシェアハウスの実現・非対面での入居者募集

1338 東京都 佐藤洋平 非対面での充実したオンラインレッスンの導入とPR活動

1339 東京都 株式会社マーベル 7010001188934 非対面型健康指導および営業活動を実現させるプラットホーム構築

1340 東京都 株式会社Ｒｅ Ｖａｌｕｅ Ｄｅｓｉｇｎ 6010001161784 医療機関に向けたコンテンツからコンサルティング事業への拡大

1341 東京都 関東林業 造園業（高所特殊伐採）の機械化による生産性向上接触機会の減少

1342 東京都 株式会社バンブーインターナショナル 8010901017828 中古リノベ-ション物件に特化した集客用サイトの制作と運用

1343 東京都 株式会社ハタ未来デザイン研究所 8013301043725 有識者・プロフェッショナルの独立を支援するリモートサービス

1344 東京都 Ｍｉ Ｃｈｏｒｉｐａｎ 自家製ソースの商品化と全国販売へ向けたECサイトの新規開設

1345 東京都 株式会社タスカジ 8010401108747 タスカジにおける家事ノウハウを再編集しコンテンツ化する事業

1346 東京都 株式会社ＭＢＥジャパン 8011201012924 Webサイトリニューアル及びWebマーケティングツールの導入

1347 東京都 株式会社ｉＳｔｙｌｅ 6011001066890 動画コンテンツ×４択クイズで「リアル×オンライン」を融合

1348 東京都 株式会社健康キレイ塾 4011001069763 姿勢改善オンライ化事業

1349 東京都 フォーゼ鍼灸整骨院 オンライン問診と予約制による対人接触削減の新サービス展開

1350 東京都 株式会社すけっと 6013301046762 コロナ禍で苦しむ企業営業、インサイドセールス営業代行事業
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1351 東京都 Ｈｉｒｏｙｏ Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ株式会社 4012401031544 オンラインカリキュラム・オンライン集客による非接触型事業拡充

1352 東京都 奈央屋 オリジナルのレトルトカレーを作ってお店の味をもっと広めたい

1353 東京都 ファイン株式会社 9010701008563 BtoB向け問合せ適正化と、検討情報の訴求強化のためのサイト

1354 東京都 株式会社グローバルキッチン 1010601049707 スマホ活用型セルフオーダーシステム導入による感染防止対策

1355 東京都 株式会社Ｒ．Ｅ ＷＯＲＫＳ 7010901024049 アマチュアスポーツを盛り上げるグッズ事業のオンライン展開

1356 東京都 合同会社グラスタ 2010003017179 通販型アイドル写真コンテンツの開発と販売への取り組み

1357 東京都 マダム フ オンラインレッスンに適したツールとPR媒体作成による売上向上

1358 東京都 ミライリス株式会社 9011601025459 低感染リスク型の個別指導型・オンライン型のパソコン教室の運営

1359 東京都 金子智子建築設計室一級建築士事務所 美大卒一級建築士による「土地有効活用オンラインサロン」事業

1360 東京都 株式会社ビヨンドスタンダード 8011101068975 起業促進のための低感染型コワーキングスペース＆CAFE事業

1361 東京都 ダイコウズ コロナ渦の日々の生活を非接触で支えるお買い物代行事業

1362 東京都 末永沙椰 セルフホワイトニングで接触を減らして再集客

1363 東京都 エイチビューティーラボ オンライン面談による接触減少＆高級感を味わえる美容サービス

1364 東京都 株式会社近藤典子Ｈｏｍｅ＆Ｌｉｆｅ研究所 8011101034911 オンライン化（ＥＣサイトを含む）を取り入れた事業継続

1365 東京都 有限会社ハンドレッズ 6011502015999 オリジナル商品の独自開発製造販売で輸入代理店からメーカーへ

1366 東京都 エイチ・エートレーディング 中古パーツを中心とした中古車・中古パーツのECサイトでの販売

1367 東京都 株式会社和文 3011001121038 バーチャルリアリティでの出版社書籍配架／情報表示空間の製作

1368 東京都 ｋａｂｅｔｅｅ 非対面型オンラインでのHP制作指導事業（教育用コンテンツ）

1369 東京都 株式会社アウル 6011401013055 接触機会の減少に奏する店頭広告電子化、業務用配達バイク購入

1370 東京都 株式会社マウンテン・ワン 2010001063274 インターネット上で診断し、オンライン相談で新規顧客獲得

1371 東京都 モス ヴィーガンアパレルの新ブランド展開と食と連携させたweb販売

1372 東京都 美容室 琉美 感染対策のための設備投資とメニューの販売促進活動

1373 東京都 ハイドアンドシーク株式会社 9010001115820 3Dスキャンを活用した非接触型接客のプロセス構築

1374 東京都 小正翔平 非対面コミュニティ型オンライン研修事業

1375 東京都 つむぎ株式会社 4010701038813 オンライン採用ブランディングセミナーのPRで、新規契約獲得

1376 東京都 株式会社アップスター 1011001037434 ホームページ製作サービスのオンライン販売体制の構築

1377 東京都 株式会社イエハチ 8010101014717 「自社ホームページ集客」と「顧客管理システム」の導入

1378 東京都 株式会社ｊｏｂｉ 1012701016223 非対面・非接触強化で安心安全・売上・生産性向上に寄与

1379 東京都 株式会社ジュドー 3011201015403 リモート録音スタジオ環境構築と非対面音楽コンテンツの事業展開

1380 東京都 寺下友香梨デザイン事務所 コーヒーの新商品開発及び非対面販路開拓と自社ウェブサイト開設

1381 東京都 株式会社Ｓｐｒｉｎｇ Ｈｉｌｌｓ 2010001219090 予約管理システム導入による事前予約制と非対面サービスの実現

1382 東京都 有限会社ネットリビング 3012702013812 SNS広告を活用して非対面型販売への誘導を行う

1383 東京都 オフィスリンゴベリー システム導入でオンラインダンスショー・レッスンの開始

1384 東京都 デコサウンズ株式会社 7010401075575 対人接触を防いで楽曲制作～営業用サンプル制作～

1385 東京都 株式会社ガイア 7010601028903 双方向型ウェブサイトの構築による電解水生成装置の販路拡大

1386 東京都 華ハナヘアーデザイン 美顔専門複合機導入によるセルフエステ新事業への挑戦

1387 東京都 有限会社東京ドリーム 2012702001330 冷蔵機能付き自動販売機の導入による農家直売新鮮野菜の通年販売

1388 東京都 佐々木理紗 オンラインネイルケア教室とネイル商品のオンライン販売

1389 東京都 おうちリノベ株式会社 2011401021020 HPを活用したリフォーム施工事例の紹介とオンライン商談の開始

1390 東京都 サクトレ オンラインゴルフレッスン開始の為のWeb販路開拓事業

1391 東京都 株式会社ストアブレインコンサルティング 1010401128925 コロナ禍で悩む経営者を救う！オンライン経営支援サービス構築

1392 東京都 ハーティー 自宅で心身ケアできるオンラインバランシングスプレー講座の販売

1393 東京都 株式会社プリッジ 6011001110384 広告代理店が本気で作る新メディアによるポストコロナの事業展開

1394 東京都 ＬａＬａＭａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 4011301016283 電子マネー対応型券売機の導入による接触リスク低減

1395 東京都 ＣＡＮＥ合同会社 7011003011134 オンラインショップ海外販路拡大

1396 東京都 株式会社ｉｔｔｏ 6011101075569 海外で好評だった日本的なデザイン力をWEBで訴求し新規獲得

1397 東京都 民泊舞浜 非対面・非接触型シェアリングエコノミー併設導入事業

1398 東京都 合同会社Ｌｉｂｒｅ Ｌｉｂｒａ 7070003003499 営業・集客が学べるOJT型コミュニティの立上げ

1399 東京都 グッドタイムチャーリーズ キッチンカー導入による販売ツール拡充と新規顧客開拓

1400 東京都 ＪＵＮ．ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ ＩＮＣ 少人数での国内体験型ツアーを日本滞在外国人にオンラインで提供
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1401 東京都 ユッカラフ カメラ・映像切替機器導入による高品質映像遠隔レッスンの提供

1402 東京都 有限会社双電工業 6010902008794 非対面型での電気工事打合せとタスク管理システム導入計画

1403 東京都 ＣＡＣＨ株式会社 1010601050482 振動モニタリングシステムのWEBでの集客と情報発信

1404 東京都 冨永興業株式会社 7011701011658 カラーコンタクト販売事業サイトの構築

1405 東京都 フラワードリーム 施術・決済による接触時間短縮による感染リスクの軽減。

1406 東京都 株式会社クロスインターナショナル 5011101049870 出張者情報の一元管理・自動予約サービスで法人顧客に販売する

1407 東京都 タルト株式会社 4011601025273 新規事業者が集まるコワーキングスペース運営

1408 東京都 合同会社エムジーシステムズ 7011803002497 非対面接客に特化した不動産オンライン内見顧客管理対応システム

1409 東京都 和なり屋株式会社 5010501042519 当社の通信業の新製品であるクラウドファンディングサイトの広報

1410 東京都 ＢｏｄｙＡｒｒａｎｇｅ HP と顧客予約とスタッフ管理を一元化するシステム構築

1411 東京都 ミヤコトリコ株式会社 6010401151014 直接会えないこの時代こそ、陶芸家の想いを世界中の食卓へ。

1412 東京都 はりきゅう Ｂｒｉｃｏ オリジナル薬草茶制作とECサイトを用いた販売業

1413 東京都 株式会社エヌキューブスタジオ 1011001071788 星空タイムラプス動画の制作事業

1414 東京都 ミュージックラバーズ チケットの事前予約システム構築による混雑回避計画

1415 東京都 株式会社龍吟 6012401031121 短時間で行える非接触型の運動療法（筋力トレーニング）の提供

1416 東京都 集っこ NPO法人FBO認定日本酒ナビゲーター資格取得オンライン受講

1417 東京都 ノリージュ 男性用セルフカット補助具製造販売

1418 東京都 Ｓ ｃｕｒｖｅ ｙｏｇａ シンギングボウルのネット販売事業と使い方オンライン講座

1419 東京都 たつみ税理士事務所 税理士集客及び商談を全て対面からオンライン化するための取組

1420 東京都 Ｘｅｆｏｒｗａｒｄ株式会社 1010001184105 動画による高い宣伝効果を生かした次世代型広告サービス事業

1421 東京都 株式会社ブリス 1010401105874 オンラインお肌コンサルへのオンライン集客

1422 東京都 タイキコーポレーション株式会社 6010501041057 非対面型茶室「Zer〇」のオンライン EC 販路開拓事業

1423 東京都 キッチンカーのキノポップ 大型キッチンカーで関東一円に美味しいカレーを届ける

1424 東京都 インターバンク・ジャパン株式会社 7010401086119 M＆Aをより自由で活発に！企業価値算定の販売システム開発

1425 東京都 ＵＮＤＥＲｇＲＯＷＤ株式会社 8011001122262 ＥＣサイト構築による物販販売

1426 東京都 株式会社ケイ・ビー・ケイ 3011401007803 コロナ社会に対応したビジネスモデルに転換し売上獲得

1427 東京都 ピリオドフォト＆デザイン ライブ配信のマルチカメラ・ワンオペ対応システムの構築

1428 東京都 株式会社仁和堂 1010801029228 店内商品をオンライン販売するためのECサイト構築・運営

1429 東京都 ハイフ専門店ライム 自宅でのお手入れをサポートするオンラインエステ事業

1430 東京都 リンカント 完全非対面でのオンライン講座開催に向けた集客と顧客管理

1431 東京都 Ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｕｐ株式会社 3011001115337 店内感染リスク軽減及び新規販路開拓事業

1432 東京都 有限会社模型工房 8012402023314 対面使用が前提となっている自社商品の非対面型モデルへの移行

1433 東京都 エンドレスフライト 撮影候補地をリスト化し映像制作者を仲介するウェブサイトの作成

1434 東京都 ＡＸＥＳ合同会社 8013303005483 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

1435 東京都 株式会社ｃｌｅａｒ 2010001183642 百聞は一見に如かず 対面不要の３Ｄプリンタ製ジュエリー模型

1436 東京都 海戦居酒屋舟ちゃん 出来上がり通知で密を回避。テイクアウト注文システムの導入

1437 東京都 ｅｎｄｙ オリジナルマスクのオンライン販売による感染拡大防止と経営改善

1438 東京都 株式会社整進会 4010901040544 ハワイアン酵素のオンライン販売開始に向けたWeb販路開拓

1439 東京都 ｓｕｐｕｎｉｔａｒｔ 非対面型マネジメント事業とオンラインで距離を縮め新規販路開拓

1440 東京都 イズミオリエンタルダンススタジオ オンラインレッスンとショーの動画配信の為のサイト再構築

1441 東京都 スタジオヒートボイス 企業の生産性アップのための動画制作で新規顧客の獲得

1442 東京都 株式会社バヤインターナショナル 2010901023633 イベントの「対人接触機会を最小限にする」web システム開発

1443 東京都 株式会社Ｒ．オプティマイズ 7011801035978 非対面型の営業体制の構築と営業代行の活用によるWEB商談数

1444 東京都 株式会社パテル 8010801023769 ECサイトの整備による拡販と感染症予防対策

1445 東京都 片渕千晴 コロナ禍でのアラフォー女性の復職・転職支援をオンラインで提供

1446 東京都 園田ゆり 感染リスクの低い電子書籍を主軸とした事業形態への移行

1447 東京都 株式会社加藤商店 2011701002125 環境配慮型サステナブル製品を販売するＨＰ・ＥＣサイトを構築

1448 東京都 ジパングマネジメント株式会社 6010401106587 新たに英語教材のEC事業に取り組む

1449 東京都 有限会社ＫＭＲ式官足法療法院 3012402014276 非対面自宅セルフケアサービスの推進とグッズのEC販売

1450 東京都 株式会社テイクオフＣＢＤ 3011001127134 ＥＣサイト構築による非対面・非接触型ビジネスの構築

29



＜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4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（2022年1月6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ＦｅｅＭａｉｌ 7010001170982 ユーザーの口コミを使った法人向けの新規サービスの開始

1452 東京都 住まいエンジニアリング 不動産の価格をAIで予想する自社サービスの新規開発と販売

1453 東京都 株式会社ＡＮＢＹ 4011001132950 ウィズコロナ型プロモーションCM制作とオンライン広告宣伝戦略

1454 東京都 アズライト オンライン窓口相談をはじめとするWebによる営業活動の強化

1455 東京都 株式会社Ｗｅ＆Ｅ 5010401152104 オンライン顧客獲得スキームの構築

1456 東京都 株式会社Ｐｏｉｎｔｅｒ 5010701039348 非対面・継続課金制の新サービス「経理会計支援サービス」の開発

1457 東京都 ＭＳＰ 非対面ビジネスの導入で、より安定した持続可能な事業作り

1458 東京都 ＣＯＬＯＲＩＡＭ株式会社 9011001063852 オンラインサロン起業支援事業の構築と販路開拓

1459 東京都 株式会社メローワード 5012801017786 コロナ禍を脱却するためのHPリニューアルによるネット販売強化

1460 東京都 株式会社ＡＳＴＲＡＸ ＩＭＡＧＩＮＥ 5010001201129 宇宙キャビンアテンダントサービスの宣伝広告用動画の制作

1461 東京都 ｓｔｕｄｉｏそら音楽教室 音楽教室の非対面オンラインレッスンとI Tサポートで売上回復

1462 東京都 鈴電運輸株式会社 7012801006837 ドライアイスの販路拡大とオンライン応対システムの導入計画

1463 東京都 株式会社Ｃｏｌｏｒｆｕｌ Ｓｐａｃｅ 2010401158525 老舗ホテルが提案するニューノーマルな働き方

1464 東京都 平和島整骨院 最新治療器の導入で患者様の痛みの軽減と施術の時短に繋げる

1465 東京都 株式会社トーイングウーマン 6010001174935 ポストコロナを意識した非対面オンライン営業フローへの転換

1466 東京都 ｅｍｕ合同会社 8020003017908 アーティストを応援するための出版物制作事業“

1467 東京都 株式会社クラニージャパン 8011001068282 公式ライン友だち追加で自社サイトに誘導・非対面売上を増やす

1468 東京都 合同会社ｓｕｉ 4010903004662 ECサイトのYouTube管理オンラインMTGでのコロナ対策

1469 東京都 株式会社グリーンエンジニアリングサービス 7010401149164 非対面営業に使用するカタログ、配布用サンプルと動画の導入

1470 東京都 株式会社ジェネラティビティ・ジャパン 4011301019526 非対面型サービスを紹介・宣伝するHPとwebチラシの作成事業

1471 東京都 株式会社ＰＲＥＳＥＮＴｓ 1011501018966 スモークピーナッツバター＆ジャムの製造とECサイトでの通販

1472 東京都 スマイル・アンティークス 古美術品・和洋食器の非対面型 EC サイト販路拡大事業

1473 東京都 タキザワ住販株式会社 6011701004860 対人接触機会の減少のための対面営業からオンライン営業への転換

1474 東京都 ＰｌａｃｅＴｅｃｈ株式会社 6010001182954 コロナ需要を捉えたオンラインビジネスマッチング事業PR

1475 東京都 有限会社寿司初 9011702006218 円

1476 東京都 株式会社佐野修建築設計事務所 8010001105260 建築家×宅建業による不動産探し・空家コンサルティングの新事業

1477 東京都 アトリエタンタン 切絵技術を用いた高級アクセサリーのECサイト非対面型販売事業

1478 東京都 株式会社ディライトワークス 7030001101779 ブラジル他外国人向け不動産購入サイトとWEB案内システム導入

1479 東京都 株式会社井桁屋Ｅ＆Ｒ 2012401034094 HP及びカスタマーページを改修してのオンライン提案強化事業

1480 東京都 株式会社レイヴ 5040002016003 新しい生活様式に対応したダンススクール運営

1481 東京都 ラ・ゴレーナ 半熟煮玉子専門のテイクアウト店を開業

1482 東京都 いっせい ステージでの対面イベントからライブ配信でのコンテンツ提供への

1483 東京都 ムーミオセラピー 新規事業「ローズオイル卸売」のためのWebを通じた販路開拓

1484 東京都 株式会社インターナショナルハツネン 2012401036652 CRMと電子契約でコロナ対策企業としての信頼アップ

1485 東京都 アイダッシュ株式会社 6010501022809 室内に滞留するエアロゾルの排気浄化装置「Qポット」の販売事業

1486 東京都 ル・リアン ホームページ、ECサイト確立による非接触型ビジネスの展開

1487 東京都 株式会社グリーンデイズ 2010901022627 ECサイトの構築による直販体制構築・感染対策強化

1488 東京都 株式会社ＧＡＲＡＧＥＮＴ 9012301007680 非対面の打ち合わせを開始し、感染リスク抑制と売上を向上させる

1489 東京都 Ｙоｓｈｉｎоプロダクション オンラインを活用した講師活動および非対面営業への転換事業

1490 東京都 マルチクローム ドローンやリモコン無人カメラを活用した映像業務の充実

1491 東京都 株式会社ｂｏｉｄ 3011101049303 商品告知カタログを作り通販サイトを強化させ売上回復と販路拡大

1492 東京都 月島⾧屋 リモート接客及びロボットによる無人清掃を導入し対人接触の減少

1493 東京都 アンブレラ人事コンサルティングストラテジー株式会社 2012401021670 中小企業向け適性検査のオンライン販売を切り口とした販促事業

1494 東京都 サンキャリア HP作成による非対面式キャリアコンサルティング事業の確立

1495 東京都 石川裕美 飛沫感染防止にむけた狭小レストラン店舗の改装

1496 東京都 有限会社トーシン 9011702017116 非接触型商談のwebサイト告知

1497 東京都 株式会社営島舎 5010001209634 島レモンリキュールのパッケージ開発と広告用LP開発事業

1498 東京都 ソンブリオン 国内外に販売するナレーション収録のための自宅録音スタジオ改装

1499 東京都 カームオンカーム ホームページを改修し非対面型ヨガオンラインレッスンを開始する

1500 東京都 株式会社パラディ・ラボ 8011201014607 調理済・冷凍フランス料理のインターネット販売
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1501 東京都 特定非営利活動法人ＪｉＳＣ 9040005003829 越境ECサイト構築による新規通販事業の推進

1502 東京都 ＮＵＴＳ ＯＦＦＩＣＥ株式会社 1011001129363 対人接触機会の削減と事業継続を両立するための前向きな投資事業

1503 東京都 東谷慶太 三位一体の音楽事業再構築 POP CORNE PROJECT

1504 東京都 レインボーローズ カウンセリングの非対面化と人を繋ぐ「おまとめサイト」新規構築

1505 東京都 てすん オリジナル小説のスライド動画化によるマーケティング強化

1506 東京都 ＬＩＦＥ ＤＥＳＩＧＮ株式会社 2012301011417 オンライン型学習塾事業の独自開発

1507 東京都 株式会社アーヴェント 3010001098071 株式会社アーヴェント

1508 東京都 株式会社チッパー 4010601058770 ノンプログラミング自社アプリツールの開発

1509 東京都 炭火焼き師 高岡 本格炭火焼き台搭載のキッチンカー事業

1510 東京都 ＯＦＦＩＣＥ８８． 外国人を応援する士業！非対面型HP・Web予約システムの構築

1511 東京都 ＳＡＳ合同会社 2013303002890 レンタルスタジオのための遠隔施錠システムの導入とネット広告

1512 東京都 ファーンインターナショナル合同会社 4010903004745 タイ商品の非対面販売事業の拡大による新たな販路開拓

1513 東京都 株式会社ＦＵＫＵＭＡＲＵ 6011001110938 非対面営業強化の為、オンライン窓口と新サービスプランの提供

1514 東京都 ファイブドッツラボ ホームページ作成、ライブ配信、配信事業の販路開拓

1515 東京都 Ｅ−ＦＵＮＣＴＩＯＮ コロナに負けない！完全非対面営業によるクライアント開拓！

1516 東京都 株式会社Ｍｉｃｈｅｌｅ 3011001110684 オンラインによる生産性の向上と非対面コンサルティングの強化

1517 東京都 ファーストインプレッション 顧客との信頼構築を目的としたHP作成

1518 東京都 山内健太郎 オンラインレッスンの導入と動画販売用ECサイト構築

1519 東京都 田中均整院 ポストコロナを見据えた顧客価値向上・創造のための事業

1520 東京都 海外生活株式会社 5010001112334 クラウド型アプリ制作システム「アプリワン」導入、企画販売

1521 東京都 株式会社婁熊東京 8011001062772 非対面ビジネスによる事業継続のための冷凍カレー通販事業

1522 東京都 株式会社ＬｉｆｅＬａｂ 6010401150841 キャリアコンサルティング事業のDX化

1523 東京都 ＤａＢＬ株式会社 2120901041797 「DaBL オリジナル皮革製品」のオンライン集客プロジェクト

1524 東京都 ＡｓｈＧｒｅｙ合同会社 7140003013937 オンラインメイクレッスン用のホームページの作成

1525 東京都 株式会社ＣＵＥ ＰＯＩＮＴ 1180001123467 自社ECサイト構築による販売代行事業のオンライン化

1526 東京都 株式会社アスタ 5010601055585 e-ラーニング事業への移行と対人接触機会減少のためのEC構築

1527 東京都 バグスデザイン 環境に優しいシンプルウェアのブランディング事業

1528 東京都 チカラ企画 webサイトの構築・運用と設備の整備

1529 東京都 株式会社アップライン 6010401079899 非対面・非接触によるホームページ作成のオンライン講座販売事業

1530 東京都 合同会社Ｓｏｌ−Ｎａｓｃｅｎｔｅ 1012703001561 遠隔監視装置と防草シートで人との接触を減らし事業を継続させる

1531 東京都 株式会社コーセー 8012701003462 感染リスク低減効果のあるスマホ発注ＥＣサイトの構築

1532 東京都 アルスクール株式会社 7011201020779 プログラミング教材開発事業

1533 東京都 中屋和貴 自社ECサイト開設による新規事業と売上の拡大

1534 東京都 株式会社マルケイ 7013101004052 自社専用ＥＣサイトの新規作成による商品販売・サービスの提供

1535 東京都 合同会社ペチカ 1011103010388 販路開拓（オンライン販売用オリジナルクッキー缶の開発）

1536 東京都 有限会社ワイ・ディー．トップ 5012802010856 オンライン修理相談フォーム構築の為のWeb販路開拓事業

1537 東京都 ＡｒｔＳａｌｏｎＣａｓｉｔａ 感染症対策の店舗改装及び新メニュー導入による売上向上計画

1538 東京都 合同会社タロアゲ 1010903006835 化粧品のEC販売をTik Tokの拡散力で人々に輝きを提供

1539 東京都 株式会社エースキャド 3010902002247 非対面接触で新事業をスタート、売上の主軸を2本化へ

1540 東京都 プリメーラ株式会社 3010701008809 テディベア教室のオンライン講座実施とEC販売の強化

1541 東京都 アマラクリーク株式会社 9011001113310 コーヒー豆カプセルのサブスク型ネット通販構築

1542 東京都 株式会社伸和建設 9011801008809 地域のインフラを守る、伸和建設モデル

1543 東京都 ララウエディング 非対面型のオンライン結婚相談サービスによる新規入会促進

1544 東京都 株式会社ブレインネッツ 6011001038907 健康生活を支えるオンラインSHOPのリニューアル、広告宣伝

1545 東京都 エコリカバリー株式会社 2050001048024 オンライン見積・発注可能なHPの作成によるBtoC市場の開拓

1546 東京都 コネクサォン 鍋屋横丁からブラジルの音楽と食材を届け、明るく元気な関係構築

1547 東京都 株式会社Ｌｅａｌｅ 4010001203522 PB商品を販売するECサイト構築事業

1548 東京都 株式会社ダリアスダイヤモンドジャパン 3011101066414 ECサイト、オンライン相談を利用した非接触販売の実施

1549 東京都 木内亜子美 非対面のパーソナルトレーニングジム

1550 東京都 株式会社自分楽 4010001082363 感染リスク回避型「産業ジェロントロジー」研修の開発・販売
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1551 東京都 株式会社ｗｉｓｅ ｐｌａｎ 5010901042770 ノンカフェインブレンドＴｅａ オンライン販売網構築事業

1552 東京都 株式会社Ｔｅｔｓｕｋｉ Ｎａｋａｋｕｒａ Ｄｅｓｉｇｎ ａｎｄ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ 4010001208728 フォトグラメトリを利用したリモート敷地調査サービス

1553 東京都 スクナビコナ舎 エシカル人工ジュエリーのオンライン通信販売事業

1554 東京都 パッケージアート株式会社 4011801011197 顧客管理システムを活用したオンライン営業体制の強化

1555 東京都 ライフ・コム株式会社 2013301032320 低感染リスク型の台湾烏龍茶のECサイト構築事業

1556 東京都 ＢＥＡＴ＆ＶＯＩＣＥ合同会社 3021003005758 コロナ禍におけるオーディオ体験販売計画

1557 東京都 株式会社グリーンクリエイトコバヤシ 3140001044772 空き家オーナー向け「オンラインコンサルティング」事業

1558 東京都 國武優子 セルフ脱毛メニューを取り入れた非対人接触サービスの提供開始

1559 東京都 株式会社ＣＴＡ 2060001032332 ウィズコロナ時代を捉えたオンライン営業モデルの構築

1560 東京都 株式会社ＫＡＬＯＳ ＢＥＡＵＴＹ ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 2011001119207 通販事業を強化するための商品プロモーションとEC集客強化

1561 東京都 株式会社サンクエトワール製薬 9010001194402 ポストコロナの働き方をサポート、サプリ販売とビジネス支援事業

1562 東京都 株式会社ロッソシステム 4040001078185 VR内見の開始とオンライン窓口の創設による非接触型経営へ転換

1563 東京都 ジェネロジテ株式会社 3020001139411 デジタル技術や AI を活用した非対面型古物買取サービス

1564 東京都 株式会社トップショット 8010001203659 不動産AI自動査定自社サイトと非対面物件案内システム導入

1565 東京都 バルサンティアゴ 感染リスク低減の為のテイクアウト事業販促強化

1566 東京都 野澤裕太 オンライン動画を活用した非対面型不動産事業

1567 東京都 有岡 秀郎 オンラインで利用できる自動コーチングシステムの開発

1568 東京都 株式会社ＭＯＧＩＴＡＴｅ 2011801039034 オンラインセミナーシステム構築及び非対面型販路拡大ツール導入

1569 東京都 フライングカラーズ株式会社 2011101072280 新たに開発した人材育成システムの認知度向上及び拡販

1570 東京都 ジェネシス有限会社 8040002038928 非対面型ビジネスモデル導入し中小ビル管理会社を受注する

1571 東京都 合同会社ＮＥＣＯＴ 7011703001095 テイクアウト事業および低感染換気システムの導入

1572 東京都 ビタミン株式会社 1010001172258 未来に残したい起業家をキュレーションするWEBサイトの開発

1573 東京都 東大門 デリバリー・テイクアウト部門強化のためシーリング機械購入

1574 東京都 ａｎ ｍｉｒｅｙ合同会社 2012403004599 オンラインによるサロン経営講座の新規事業開設

1575 東京都 ガレリア カフェ ユー ECサイト強化で芸術薫るハーブティと美腸メニューの販路拡大

1576 東京都 株式会社灯 1011001143406 オンライン販売で北欧絵画をより身近で手軽なものにする

1577 東京都 株式会社プレンティ 3010401129021 資産運用へのオンラインセミナーとコミュニティサイト構築

1578 東京都 ＹＰＰ株式会社 1011601025284 感染防止対策のため処方箋をネット予約しテイクアウトできる事業

1579 東京都 Ｌａｎａ ｈｅａｌｉｎｇ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ 簡単セルフケアで日々の運動不足解消！人生100年計画推進事業

1580 東京都 ビーン合同会社 9010603008397 サプリメント販売のためのＬＰ・動画作成と広告による販路開拓

1581 東京都 ＡＳＡＰ株式会社 8120003013987 オンラインサービス開発による新規顧客開拓と既存顧客維持

1582 東京都 株式会社アークブレイン 6010401045579 非接触型集客システム構築で次世代の人材育成をサポート

1583 東京都 渡部 美智子 オンラインアナウンスレッスンによる新たな販路開拓

1584 東京都 スイット 最先端韓国ファッションECショップの立ち上げによる事業拡大

1585 東京都 みなかぜ国際特許事務所 WEB を活用したオンライン相談窓口を設置し販路開拓を図る

1586 東京都 株式会社Ｏライフ 7013301046019 留学サポートシステムのプラットフォームサービス

1587 東京都 加藤周介ダンスアカデミー コロナ禍における社交ダンス教室の運営及び配信動画の制作

1588 東京都 株式会社ブルーミング・ライフ 1010401084235 リアル講師から転換、オンラインセミナー事業構築で新顧客を獲得

1589 東京都 株式会社バイタルシード 7012401017771 対面ビジネスのオンライン化トータル支援サービスによる非対面化

1590 東京都 ミナミカーズ キッチンカーで取り組む、地元を元気にする循環型経済の実現

1591 東京都 株式会社Ｋｅｒｒｙ Ｊａｐａｎ 3010401150893 ECサイトによる輸入ワインの販売事業の開始

1592 東京都 ピラルク 経営者向けの非対面での営業力研修

1593 東京都 株式会社ＡＭＥＮＯＨＡＢＡＫＩＲＩ 9010801031647 こだわり健康スパイスカリーの非対面EC販売で売上拡大

1594 東京都 株式会社ＪＯＣＯＬＬＡ 6011001142329 楽曲投稿SNSプラットフォームサービスのWEB製作とPR

1595 東京都 大波多 萌 対面接触を減らしたコーヒースタンドとテイク＆デリの開始

1596 東京都 スマイルスマイル HP作成による婚活事業のオンライン化

1597 東京都 向原愛海 コミュニティサイト、YouTubeの収益化と海外市場への参入

1598 東京都 株式会社ポラライズ 9011001052285 WEBサイト（オンラインショップ）構築および広報事業

1599 東京都 豊友住宅株式会社 5012701009124 オンライン不動産相談フォーム構築の為のWeb販路開拓事業

1600 東京都 ラリグラス 対人接触機会の減少のためのテイクアウトの開始
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1601 東京都 上三垣商店 対面に加えネット申込みから契約できる販路開拓と新規顧客開拓

1602 東京都 ファーイーストインテリジェンス株式会社 4010001120429 本物の味とサービスをご自宅で！溶岩プレートを使った和牛料理

1603 東京都 スタートアップパートナー知的財産事務所 インターネットを活用した海外顧客直接受注サービス

1604 東京都 株式会社フレーバー 9011101086836 自社ECサイト販売でのオリジナルコスプレ衣装事業展開

1605 東京都 株式会社イーマ・サウンド 6290001051958 会員サイトによるオンラインサロンの立ち上げと動画でのPR

1606 東京都 株式会社アオバ電機 7012801007356 ドライブレコーダー事業参入のための環境構築事業

1607 東京都 ＳＨＡＲＫ＆ＲＥＤ 非接触でのコンタクトレンズ販売を行うためのECサイト作成事業

1608 東京都 ゴールドアイディア株式会社 4013301038753 セルフオーダーシステム導入による非対面型注文システムの構築

1609 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

1610 東京都 Ｍｏｎｓｔｅｒａ 非対面でスキルアップ！お客様の悩みを解決する会員制事業

1611 東京都 ピュアライン株式会社 5010401147260 新サービスに伴うオンライン・コンサルティングサービスの展開

1612 東京都 リブライズ株式会社 1012801018565 ウィズコロナをチャンスに変える映像を活用した非対面型顧客開拓

1613 東京都 株式会社ケイセブン 3010801003560 Web を用いた、遠隔でもお客様に寄り添う事業スキームの確立

1614 東京都 株式会社ＵＲＦＥＥＴ 1010901048482 本人訴訟支援アプリ事業

1615 東京都 Ｉｎｏʼｓ ＮＹ ｈａｉｒ ｗｉｔｈコロナでも安心して利用できる美容室と訪問美容の開拓

1616 東京都 加藤奈美 定額制ボイストレーニングオンラインコミュニティサイトを開設

1617 東京都 株式会社ドーラ 8011601012292 受注のオンライン化と製品のブランディングにより販路開拓を強化

1618 東京都 ＮｅｘｔＳｔｅｐ 完全オンライン提供できる新サービス研修動画事業スタート

1619 東京都 株式会社バレエライフデザイン 9011001072572 オンライン講義＆バーチャルオフィス事業をＰＲするＨＰ制作

1620 東京都 レインボーバード合同会社 1010003015852 マンガのデジタル原画展示販売及びコミックスやグッズの非接触対

1621 東京都 株式会社ＳＥＬＥＳＴ 3011001141226 ECサイトシステム構築によるビジネスコミュニティCAFÉ事業

1622 東京都 松原商会 音素材（ウィスパー・ヴォイス素材）を提供するWebサイト構築

1623 東京都 株式会社ＳＮＺ 3010001176835 メルマガ配信システム及び非対面での営業システムの構築

1624 東京都 川井乃吏子 対人接触減少の為の1対1ヨガレッスンとネット集客システム構築

1625 東京都 坂元隆次 動画コンテンツのオンライン販売事業と新規顧客獲得の広告出稿

1626 東京都 株式会社バレン 6010001162956 非対面クレドコンサルタント養成講座実施による新事業構築

1627 東京都 吉本正一 番組・舞台・学校行事の動画配信システム

1628 東京都 株式会社ＡＸＸＥＵＭ 7010401147507 WEBでのグルテンフリーやヴィーガンのための健康食品

1629 東京都 株式会社イデス 3011001111996 高齢者向けお笑いコンテンツ配信サービスのプロトタイプ開発

1630 東京都 株式会社Ｆｒｉｅｈｅｉｔ 9110001032510 セールスコピーライティング研修の販売用Webページ制作

1631 東京都 有限会社アンメイデザイン事務所 9013202007539 インターネット通販サイト構築による非接触型事業の実現

1632 東京都 株式会社レイコミュニケーション 8010701039122 ドローンを用いた家屋調査の実施

1633 東京都 株式会社桃実商店 6010401161401 非接触型事業・感染防止対策フードサービス

1634 東京都 合同会社カズプランニング 6011503001874 オンライン・予約販売推進による売上増加と対人接触減少の取組

1635 東京都 アキュミット 感染対策と新規顧客開拓を両立させた事業拡大と広報活動

1636 東京都 株式会社ＮＥＫＯＰＡＮＤＡ 4010401155685 汗染み対策に特化したアパレルブランドのオンライン販売

1637 東京都 有限会社四季の串揚げかくれん坊 7010902021004 出来上がり通知で揚げたてを購入。テイクアウト注文アプリの導入

1638 東京都 ｍｉｍ． 地域製造品を使用した商品の製作・EC販売・ショールーム開業

1639 東京都 すずのき整骨院 ホームページ開設と電話での問診・予約診療システムの導入

1640 東京都 ｓｃｈａｆｆｅｎ 大量の“ロスフラワー”を再生、オンライン・フラワーサロン開設

1641 東京都 アベリア人事労務コンサルティング 新しい生活様式対応型、オンライン社労士事務所モデルの構築

1642 東京都 株式会社フィット＆リカバリー 3010401153087 新規ＥＣサイト制作による非対面型販売モデルの新規構築

1643 東京都 株式会社サクラ 4010601052492 レストランにおけるセルフレジ及びセルフオーダーシステムの導入

1644 東京都 株式会社麦酒企画 2011301016500 セルフワインサーバーの導入-対人接触機会減少と売上向上-

1645 東京都 ナチュラルケアサロンりょうぼう 最新美容機器導入による非対面事業の確立と新規顧客獲得計画

1646 東京都 飯島裕基 ポストコロナと向き合いフリーランスを支援するオンライン事業

1647 東京都 株式会社ヴィクトリーキング 2010001219677 起業家向け「オンラインカルチャースクール」事業

1648 東京都 株式会社シーユー 2010001183741 複数人宿泊施設から非接触型施設の再構築

1649 東京都 Ｋ＆Ｃ合同会社 5010003024734 Telework OK!テレワークに特化した人材募集サイト構

1650 東京都 ＰｒｅＳｅｅｄｓ株式会社 9011001136187 医療職及び弁護士、税理士など士業に特化した有料人材紹介業
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1651 東京都 フィットラボ 新しい生活様式を見据えたオンライン×トレーニングジム展開

1652 東京都 ＫＭＹシェルプロシード合同会社 8012403001632 オンライン動画コンテンツ制作販売•SNS自動集客システム構築

1653 東京都 株式会社プリママ 7030001134374 対面型事業モデルから、オンラインレッスン型への完全移行

1654 東京都 株式会社クオリティライフ 5012401019472 オンラインヒヤリングシート活用によるリフォーム事業

1655 東京都 株式会社青空計画 1011401013126 感染対策と超効率経営への革命でテイクアウトに注力していく事業

1656 東京都 ｓｅｗ ｃｏｌｏｒ ｆａｃｔｏｒｙ LPとオンライン動画システム活用による服飾修理の新規顧客開拓

1657 東京都 アンバー会計事務所 クラウド会計システムの導入と非対面サービスの周知

1658 東京都 有限会社ピー・エー・ジー 9011802022965 感染症と共に生きる保険代理業を目指して

1659 東京都 株式会社ＰＵＲＣＨＡＳＥ 3011001136548 安心・便利オンラインでコンタクトレンズのサブスクビジネス展開

1660 東京都 セラピールームアニュー ヒプノセラピーのカウンセリングオンライン化によるサービス提供

1661 東京都 大場レジデンス合同会社 9011703001845 VR体験に基づく新たな非対面集客と感染拡大防止措置

1662 東京都 株式会社風の庭Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ＆Ｃｏ．ＪＡＰＡＮ 2010401154920 オンラインでのフラワーデザインスクールとお料理教室

1663 東京都 鈴木治療院 関節内部に特化したセルフ治療

1664 東京都 ジャグー株式会社 6010001211795 LP制作とWeb広告を利用したEC支援事業の新規顧客開拓

1665 東京都 株式会社ポルテベント 3011201020881 潜在ニーズの高いホワイトニングの広告宣伝とオンライン予約

1666 東京都 大野元毅 ネットワークオーディオによる出張配信、レコーディング事業

1667 東京都 ＴＯＫＹＯマイムシティ シスターひろみオンラインワークショップ特別版

1668 東京都 合同会社インポイント・ジャパン 8010603006245 B2C から B2B への販路拡大事業に向けて販促体制の整備

1669 東京都 株式会社広瀬商会 8010001107637 決済機能付き自社サイトの制作とＥＣ・ＳＮＳを活用した顧客開拓

1670 東京都 株式会社クーロン 6010001143667 造園業界のDXを加速するビジネスプラットフォーム開発

1671 東京都 アトリエ ブルーベル ウッド 動画配信、ECサイト構築及び感染対策における販路開拓

1672 東京都 エタニティグラム 非対面を重視した新規事業に係る販路拡大事業

1673 東京都 シェルパワークス株式会社 6010001177450 デジタルテキスト・動画教材を提供するオンラインサイトの構築

1674 東京都 ＳＯＺＯ ＳＴＥＰＳ 対人接触機会の減少と併せて行う動画配信事業の改善・新事業展開

1675 東京都 ｂｉｏｎｉｘ ＪＡＰＡＮ株式会社 6010901049071 義肢装具専用の越境ECサイトシステム構築によるグローバル展開

1676 東京都 株式会社ＭＡＭＡＢＯＯ 4011001143337 子供がのびのびと成⾧し、ママがいきいきと子育てできる事業

1677 東京都 セカンド・プランニング株式会社 2010101013906 リノベーション向けの手書きの間取り提案をオンラインで提供

1678 東京都 テテノーテ 卸からの脱却！ECサイト立ち上げによる非対面型ビジネスの転換

1679 東京都 ロータス 感染リスクが低く利益率の高いセルフエステの導入

1680 東京都 吉春 対人接触機会の減少のために冷凍餃子のインターネット販売

1681 東京都 株式会社ＴＥＮＬＡＮＤ 7010401151153 BAR業態の新事業としてラーメン業態のデリバリー事業開始

1682 東京都 ねこの手整骨院・鍼灸マッサージ院 国家資格者が厳選したセルフケア商品のECサイト販売事業

1683 東京都 株式会社サウスキーハウス 3012301012554 ホームページ制作による非対面モデル構築及び非対面営業の強化

1684 東京都 ハイファイブエージェント株式会社 5010001187574 対人接触機会の減少の為のトイレ改修とオンライン予約システム

1685 東京都 Ｃ＆Ａ合同会社 1011703000813 デジタル情報技術の積極的な活用の既存顧客呼戻し＆新規顧客獲得

1686 東京都 久我洋人 どこでも簡単！オンラインで身体メンテナンス

1687 東京都 石塲紀史 携帯電話の「よく分からない」を解消するオンラインサービス

1688 東京都 ほぐしんＯＮ＆ＯＦＦ 非対面新サービスの展開で、売上・集客・経営の安定化を目指す

1689 東京都 株式会社健康パートナーズ 7010601051797 マージャンを始めてみたい方へ、自宅で学べるオンライン講座

1690 東京都 山戸美奈 ビジネス現場のオンライン化に特化したメニュー開発・展開

1691 東京都 株式会社ラクーン 2020001127838 プロモーションユニットの結成とライブ配信による売上向上

1692 東京都 タコバルト合同会社 9010003036073 オンライン足型判定システムによる非対面サポーター販売事業

1693 東京都 株式会社ダイヤモンド・トリニティ 5010001103754 集客WEBサイトの構築による営業、顧客対応の非対面化

1694 東京都 ハナメルワークス EC サイトの作成及び通訳翻訳業務のオンライン販売事業の拡大

1695 東京都 金田一和希 Webマーケティングの地方拡大を目指すためのメディア開設

1696 東京都 美Ｃｅｌｅ合同会社 3010403025549 非接触型を促進する自動販売動画 EC サイトの新規事業

1697 東京都 株式会社ｍｏｓｂｅｅ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 5010401149018 地方農水産物のオンラインショップ事業

1698 東京都 インフィニティ コロナ禍でもお客様に【元気】【笑顔】【綺麗】を届けるために

1699 東京都 Ｓ＆Ｔ Ｃｒｅａｔｅ 輸入販売のマーケティングリサーチツール導入及びECサイト構築

1700 東京都 村上美衣 顧問型コンサルティングサービス展開における新規顧客獲得施策
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1701 東京都 株式会社ダイアモンドプロサービス 1010501025270 合成ダイアモンドの識別作業内製化による接触の減少の取り組み

1702 東京都 オフィス ヒロナリ 自社サイトリニューアルとLP制作で非対面営業を強化

1703 東京都 根津日本酒多田 一般酒類小売業

1704 東京都 株式会社リオパートナーズ 8011001110003 店舗併設カフェのスペースを活用した新商品の販売と販

1705 東京都 株式会社ＫＴＹ 3011001132803 配信、交流機能を強化したオンラインによるイベント、番組等配信

1706 東京都 小川佳恵 OTOTABI with Ogaway

1707 東京都 楽陽堂鍼灸院 オンラインカウンセリング・セミナーで心身を元気にする新規事業

1708 東京都 アトリエ キラク HP活用による「女性向け気学講座」のオンライン化と認知度向上

1709 東京都 株式会社東明 6010901041706 ＥＣサイト構築による物販販売

1710 東京都 株式会社イート・デリ 6010001213668 ウェットフードに特化したランディングページ構築及び動画制作

1711 東京都 ｋｏｍｏｒｅｂｉ オンライン販売の拡充とオンライン体験教室の開始

1712 東京都 草心デジタル有限会社 4010502022314 WITHコロナ時代、ホテルインバウンド事業施策

1713 東京都 合同会社ＴｕＢｏＭｅｅ 4010003035690 美容コンサル（サブスク）WEBサイト構築（リニューアル）

1714 東京都 株式会社ＪＶ−ＩＴホールディングス 9011101084245 チャットを活用した非対面型営業手法の確立

1715 東京都 合同会社Ｂｌｏｏｍｉｎｇ 7011003008758 経営講座・SNS運用講座をPRし、新たな販路構築

1716 東京都 かっぱ橋接骨院 整体院事業の開始によるオンライン対応と客単価向上

1717 東京都 有限会社ダイサンハウジング 2011702006876 対面減少を可能にするWebシステムの導入

1718 東京都 Ｓｔｉｃｋｅｒ＇ｓ Barの巣ごもり需要向けテイクアウト＆ライブ配信事業

1719 東京都 うどよし書道教室 ペン字のオンライン指導、オンライン展示会(東京都美術館）

1720 東京都 株式会社ＮＥＸＵＳ 2010001217243 HP＆LINE公式アカウント構築による非対面EC事業の拡大

1721 東京都 株式会社ｎｏｗｌｄ 4011001125896 化粧品新商品開発とオンラインストアでの販売プロモーション事業

1722 東京都 ＥＬＤ合同会社 3010603006720 非対面型の営業と開発サービス構築

1723 東京都 ウィズアス社会保険労務士法人 7030005018540 アナログから脱却し、給与計算を新たにウェブ集客する体制の確立

1724 東京都 ｓｈｏｗ ｉｓｌａｎｄ株式会社 9011401022631 ダンスアパレルのネット通販でコロナ禍でも売上を創出！

1725 東京都 株式会社Ｂｉ 3010001159154 光触媒コーティングによる抗ウイルス・抗菌施工事業

1726 東京都 ＢＴＳオフィス オンラインサロンで非対面型の小規模不動産特定共同事業講座

1727 東京都 株式会社ホルダー 4011001133602 「MUGENBEAUTY」のヘアケア商品開発、EC事業化

1728 東京都 荒川夢宇子 オンラインサロンの開設と運営

1729 東京都 株式会社ヒカリラボ 6011101092275 チャットボットに代わる問合せシステム

1730 東京都 越阪部修一 動画配信とWEBで行う調剤薬局コンサル事業の開設と販路開拓

1731 東京都 テコ オンラインギャラリーの開設及びECサイトの構築

1732 東京都 株式会社ブルーアシスタント 2011401022662 「感染症予防に役立つシステム」の販売で安全と安心を提供

1733 東京都 オリンピックトラベル株式会社 8010001167680 「立ったまま片手でも履ける靴下装着補助具」の販路開拓

1734 東京都 株式会社シェアミ― 6013301042506 「おうちで転職」のためのオンライン面談サービス構築とPR事業

1735 東京都 コトノハ合同会社 4013303002815 サイトブランディング効果が解るホームページ改修とウェブ営業化

1736 東京都 釜谷孝義 コロナ感染症対策にむけた菓子製造とテイクアウト・ECの開始

1737 東京都 株式会社Ｒｕｎ ｆｏｏｄｓ ａｕｃｔｉｏｎ 7011701018216 テイクアウト範囲拡大チラシ配布とモバイルオーダーシステム導入

1738 東京都 Ｃｏｎｊｕｎｃｔ合同会社 1011003012039 学者と企画者のマッチングプラットフォーム構築

1739 東京都 株式会社ＡＬＯＨＡ２ＪＡＰＡＮ 9010701038866 ハワイ雑貨のショッピングサイト構築事業

1740 東京都 有限会社アールデザインワークス 2011002023333 社内テレワーク推進の為のCADソフト導入

1741 東京都 マジョリカプランニング プロモーションサポート事業のオンライン営業の強化

1742 東京都 グロース商事株式会社 3011801033036 芸術価値の高いアンティークコレクションのブランド化支援の取組

1743 東京都 青木良太 当社オリジナルマッチングサイトの構築によるオンライン対応

1744 東京都 株式会社コウアーク 2013301028756 オンラインギャラリーによる新規顧客獲得と事業拡大

1745 東京都 合同会社ｅｓｔｅｅＭｉｒａｉ 3011803004324 EC サイトでの鰻料理の販売

1746 東京都 ミックスバー パピヨン コロナ禍でOPENしたばかりでも新しい事業で認知度UP！

1747 東京都 株式会社Ｆｕｎ−Ｗｉｌｌ 8010901048484 オンライン体制構築事業

1748 東京都 株式会社メモア 5011001063121 フォトスタジオのオンラインビジネス化プロジェクト

1749 東京都 畠中和久写真事務所 日本の城郭紹介動画コンテンツ作成配信による新事業開始

1750 東京都 株式会社ＪＳテラス 9011101088849 オンラインツール導入による販促効果上昇と地方顧客の獲得
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1751 東京都 Ｌｅ Ｇｕｉｄｅ株式会社 9010401073503 E‐不動産評価

1752 東京都 ピーチプラム株式会社 3010401140424 オンラインによる専門的コンサルティングサービス

1753 東京都 株式会社ワン・プロテックス 2010601036076 営業支援ツール導入で商談～契約をオンライン化！

1754 東京都 菊藤株式会社 6010001041508 サイトリニューアルによる集客力の強化と訴求力強化

1755 東京都 ＪＮＲＲＥＣＯＲＤＳ デジタル原盤製作と小売チャネル導入取組による対人接触機会減少

1756 東京都 日本橋すし釣りきん デジタル化！食品ロス！敷居を下げ親しみやすいお寿司屋さんへ

1757 東京都 Ａｌｅ Ａｒｔ Ｏｆｆｉｃｅ株式会社 6012701016268 演奏家の演奏機会回復を目的としたアプリ及びサイト開発事業

1758 東京都 ノリーズコーポレーション WEBでの英語教材、健康食品販売による非対面販売事業

1759 東京都 おっとりクロージング起業コンサルティング 低迷するオンライン事業の売上げを5倍に伸ばすコンサルティング

1760 東京都 株式会社ＡＩＲ 4010801016280 プロが教える！動画クリエーター遠隔育成スクール事業

1761 東京都 楽爽健 未開拓の新サービス展開で顧客獲得と目標に向かって前進する！

1762 東京都 株式会社ｏｎｅｍａｉｓｏｎ 1011001137473 一吹きで気分を上げるポケットミストのオンライン販売と広告

1763 東京都 株式会社プラスファイブ 1012401036455 オンラインの職業紹介サービス専用のＨＰ制作事業

1764 東京都 株式会社Ｏｔｔｏｍｉｌａ 1012701015365 対人接触機会減少の取組と新たなビジネスモデルの確立

1765 東京都 株式会社アクセラレータ 2010001187420 COLABO認知度向上による広告枠利用

1766 東京都 フィデスロジスティックス合同会社 9010403026021 人生再構築プログラムの非対面化とECサイト構築で女性を支援

1767 東京都 Ｒａｉｓｅ合同会社 4011003008117 厳選された国内産地鶏を使ってキッチンカーで行くおもてなし事業

1768 東京都 株式会社広島興産 5011701006692 多様化する不動産取引における対面機会を減らした相談実施

1769 東京都 三代目茂 出来上がり通知で密を回避。テイクアウト予約アプリ開発

1770 東京都 Ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙ 10年間の経験を生かしたITスキルが学べるオンライン講座

1771 東京都 合同会社水木 9011003013467 音質や画質を強化した機器紹介HP及び交流ツールの作成

1772 東京都 河原音楽事務所 パソコンを用いた作曲学習映像コンテンツのオンライン販売

1773 東京都 トータルリペアエフ企画 HPのフル活用で対面接触機会を減らしつつ、売上の増幅計画事業

1774 東京都 ＥＮＪＯＹ 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

1775 東京都 株式会社Ｅｌｅｃｔｏｒｉａ 7012801020763 eスポーツイベント紹介サイト開発と広告宣伝による利用促進

1776 東京都 株式会社ＭｉｄＷｉｔｈ 7012701016399 子育てに悩みを抱える人と専門職のマッチングサイト「ままとッ」

1777 東京都 株式会社うまプロ 6010001189306 注目されている台湾茶の BtoC へネット通販事業開始で売上

1778 東京都 株式会社Ｊｕｄｉｔｈ Ｔｏｋｙｏ 8011101092942 ホームスパの普及とエシカルスキンケア商品のEC市場開拓

1779 東京都 株式会社ブギ 7013301032043 既存サイトの大幅リニューアルで事業所の感染リスクを低減

1780 東京都 株式会社コスモインシュアランスサービス 6011801020865 オンライン非対面型保険サービスのシステム導入による販路拡大

1781 東京都 神憲 パーソナルスタイリスト事業を行う為のWEB作成による販路開拓

1782 東京都 株式会社パック・エックスイノベーション 6010401099848 スグビズ

1783 東京都 株式会社マリンメモリー 2011001115890 海洋散骨におけるリモート散骨のご案内及びリモート含むお別れ会

1784 東京都 フィールドオブスマイル株式会社 3010001172660 業者管理・会議業務効率化のための会員登録・予約受付サイト

1785 東京都 みき鍼灸院 ゆるベジ料理教室のオンライン開催

1786 東京都 Ｔ企画 非対面型オンラインビジネススクール事業モデルの構築

1787 東京都 グリーンベネフィト 日本の農作物・食品の海外ＥＣサイト制作

1788 東京都 株式会社トータルサービス警備 9011701023569 WEBサイトを活用したオンラインでの取引先拡大

1789 東京都 株式会社ブラザーワークス 6011001066387 職人スタジアム周知のためにコーポレートサイト・看板強化

1790 東京都 マスケア株式会社 4011101090330 カスタマーセンターの代行サービスを展開

1791 東京都 有限会社ホンダファミリー東京 4012302004285 ホームページの作成で販路拡大や予約システムも構築

1792 東京都 株式会社青泉社 8010001123023 オンライン購入・電子書籍売上を推進するためECサイトの制作

1793 東京都 萬基商事株式会社 6011801011971 オンライン販売のためのEC機能付きホームページの構築

1794 東京都 株式会社スピンムーヴ 3011101026780 楽天市場へ出店による新たな顧客開拓及び販売チャネルの創設

1795 東京都 東京フォトス 対面、密接を回避した新しいフォトコミュニケーションの確立

1796 東京都 株式会社アサヒプランニング 7011701024148 マーケティング教育配信HP制作及びECサイトの構築

1797 東京都 パリッシュ フリーランスのためのコミュニティサイト

1798 東京都 アテナ玉川学園 低感染・オンラインでの宝石石鹸ワークショップ開催宣伝事業

1799 東京都 株式会社ブイズビジョン 8010401063216 Memories Scan-思い出の品をデータ化

1800 東京都 箱崎貴彦 自社ECサイトのリブランディングによる売上拡大
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1801 東京都 株式会社Ｍｉｓｓｉｓｓｉｐｐｉ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3011301024832 オンライン面談予約・顧客管理機能付き web サイトの制作

1802 東京都 花市場ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ 待合室有効活用による接触時間短縮の取組み

1803 東京都 レゾナント株式会社 9010401134040 睡眠／ストレスの測定後の解析結果に基づくカウンセリング事業

1804 東京都 株式会社あすか経理代行 2010001216336 バックオフィス業務・集客力拡大ビジネス販路拡大事業！

1805 東京都 花鳥風月 フィリピン産コーヒー販売に特化したECサイト開設

1806 東京都 ＬＥＥＳＡＹＡ 感染症対策アクリル設置及び店内レイアウト見直し事業

1807 東京都 合同会社Ｄ．Ａ．Ｒｏｏｍ 3010803003294 空家再生事業の認知拡大と販促強化

1808 東京都 メニーモア 共働き育児世帯を救う家事代行サービスのオンライン化で新規開拓

1809 東京都 セールス・イノベーション株式会社 4010401150637 オンラインを活用した販路開拓で新規事業を拡大する事業

1810 東京都 ハイテンション WEBサイトとオンライン接点の新設による集客と収益の強化

1811 東京都 多摩平バランス整骨院 CRMの導入と混雑状況がわかるWeb予約の実現

1812 東京都 ｃｏｓｍｏ ｐｒｏｊｅｃｔ 動画配信ライバー及び 音楽制作、動画制作プロデュース

1813 東京都 ｋｎｏｔ ECサイトの開設によるママ＆ベビーキッズ向けセレクト商品販売

1814 東京都 ＡＲＩＡ社会保険・経営労務事務所 研修・コンサルティングサービスのオンライン事業展開

1815 東京都 Ｌ．Ｎ．合同会社 5011103009476 エシカル消費を推進するCLACOMブランドのECの周知促進

1816 東京都 有限会社ＣＡＮＢＥスタープロダクション 9010402035460 女性起業家向けPR動画及びオンラインレッスン動画の構築

1817 東京都 ミライキレイ 新しい生活様式に対応した冷凍麺自販機サービス事業

1818 東京都 合同会社リルワールド 1010103000829 日本全国の食を海外に届けるサブスクサービス

1819 東京都 一級建築士事務所 ＲＥＩＫＡ／ＮＡＲＩＴＡ Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 新規顧客との初期面会のオンライン化に向けたウェブサイトの制作

1820 東京都 合同会社ｆＲｅｅｓＴｙｌｅ 7011103010564 Guest Ticket

1821 東京都 ノウェム国際株式会社 7010401134785 空気清浄機の通販開始による非対面事業の推進

1822 東京都 株式会社ミチシルベ 5010001212514 ECサイトの利用を促すリアル商品カタログの製作・配布事業

1823 東京都 大雄寺幹子 アートディレクター監修コロナ禍の女性の癒しグッズのネット通販

1824 東京都 天野光 売れるバイヤーになるオンラインサロン構築

1825 東京都 シミズデザイン アレルギー疾患の方向け非接触によるSDGsに関連した販売商品

1826 東京都 ＬＢ 健康食品需要を獲得するための EC サイトを開設し販路拡大へ

1827 東京都 ＭＩＮＡＤＥ Webコンサルティング・マーケティング業務による新規顧客開拓

1828 東京都 株式会社スリーデザイン 4010901043175 遊休地の有効活用コンサルティングの広報活動

1829 東京都 社会保険労務士・行政書士 千代田事務所 後継者の要望に応える、面談に代わるホームページＷＥＢ問診方式

1830 東京都 荒川孝一 オンラインでのアパレル事業新規開設、展開、販売

1831 東京都 合同会社正南商事 6011103006101 多数の販売サイトと連携した自社販売サイトの構築

1832 東京都 栗原 宏実 伝統工芸品に詳しくなるオンラインサロン構築

1833 東京都 株式会社ＰＥＧ 9011601016499 ①夜型テイクアウト・マルシェ＆②オンライン配信ライブ広報事業

1834 東京都 株式会社ＰＲＯＴＥＡＮ 9010501044206 人事変革到来！外部環境に対応する変幻自在な体制作り講座PR事

1835 東京都 木下 亮 地方のお悩み解決！遠隔で進める高品質のPR素材提供！

1836 東京都 株式会社朝日冷熱工業 1012801001876 非対面型での設備工事打合せとタスク管理システム導入計画

1837 東京都 株式会社タイムリー 6010501007917 WEB通販機能の新設のためのホームページリニューアル

1838 東京都 株式会社ｆｏｒｓｉｓｔｅｒｓ 5011001111160 非対面営業用見積システムの導入及び、LPおよび動画制作

1839 東京都 ともまる行政書士センター インターネット・DMからの非対面集客強化事業

1840 東京都 合同会社Ｓ・Ｔ・Ｇ 6010403022130 セルフオーダーシステムの導入

1841 東京都 株式会社リソア 5010001114768 「年商１０億円以上の建設業界Ｍ＆Ａプラットフォーム」 の構築

1842 東京都 合同会社Ｌｕｎａ 5020003016672 対人接触機会減少の為の半個室シャンプー空間に向けた店舗改装

1843 東京都 きりんのたまご 冷凍自動販売機の設置

1844 東京都 有限会社カムイ 9010002018700 感染防止対策の継続を図る新たな取り組み

1845 東京都 株式会社ライフケアサポート 8011601014743 中小建築会社向け非対面リモート営業システムの構築

1846 東京都 大勝商事合同会社 4012403003368 自社 EC サイトによる非対面型ビジネスへの転換

1847 東京都 株式会社ＣＲＥＳＣＥＮＴ 5010901034495 HP制作、取扱ブランドEC構築・運営、オンライン営業強化

1848 東京都 株式会社Ｌｉｂｅｒｔｙ ｃｏｌｏｒ 8011601025237 ネットを利用した消防設備の設計、新規顧客獲得

1849 東京都 ライトワーカー 自宅にいながら上質なアロマケアが楽しめるオンラインサイト

1850 東京都 株式会社オリアナ 2020001062184 ウィズコロナ時代の需要を捉えた除菌商材のオンライン販売事業
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1851 東京都 労務サポート佐賀 【じぶん労災】サポート事業の構築・立ち上げ

1852 東京都 特定非営利活動法人ハッスル 5380005011157 新商品開発と新EC利用による個人消費向けの販路開拓

1853 東京都 株式会社ＰＤＳ総合研究所 3011101040278 心理検査理解促進の為のe-learningシステム開発

1854 東京都 株式会社紅藍 4011301015145 中小企業向け宣伝広告用ショートアニメーションサービスの提案

1855 東京都 ＭｙＭｉｃｒｏｂｉｏｍｅ Ｊａｐａｎ株式会社 4011001127686 認知拡大のためのwebページ制作による販路開拓・売上拡大

1856 東京都 エステラボ 「ハイフ」のセルフ施術による感染症対策に特化した店舗展開

1857 東京都 ムービーナーズ Webで展開する、独自IPによるコンテンツ。並びに商品展開。

1858 東京都 ＡＲＩＡ株式会社 5010401149463 オンラインで電子契約できる機能をＨＰに追加＆新規顧客の獲得

1859 東京都 バー蕾 カレー粉のネット販売による売り上げ増大(PR活動)

1860 東京都 ミミ ホームページ作成・オンラインサービスの充実・非接触型機器導入

1861 東京都 もみーな駒沢大学店 肩こり腰痛に効果的な体操をオンラインで指導

1862 東京都 有限会社ビジュアル・コミュニケーション・ユニット 4011002019172 自社ホームページを制作して自社オリジナル制作物を非対人販売

1863 東京都 株式会社ＰＥＴＳＰＯＴ 1010401161810 愛犬の心と身体、そして地球に優しい犬用ドーナツ通信販売事業

1864 東京都 株式会社ＢＡＮＤＥ ＰＬＵＳ 6011001137130 ITを駆使した不動産の個人向け販売を行い、収益改善の実施

1865 東京都 株式会社Ｖｎ 3010401161098 自社販売ホームページ創設事業計画

1866 東京都 株式会社エンジン 4010701025563 コロナ禍における個人料理家の販路拡大サポート事業

1867 東京都 及川雄貴 コロナ禍でのレコーディングエンジニア業の新規着手

1868 東京都 株式会社ＮＥＷＧＡＴＥ 4011001106979 完全オンラインで提供できる財トレサービス事業

1869 東京都 ｐｕｒｅ ｈｏｍｅ 非接触サービスの開発及びネット広告の活用による集客の強化

1870 東京都 美エール 感染防止とオペレーション効率化の両立を目指すセルフ決済機導入

1871 東京都 プレミアクロス株式会社 5010001197813 モノ作りクリエイターのためのネットショップ開設事業

1872 東京都 株式会社クリティカルブレイン 1010001205604 ITツール導入による非対面の新規開拓＆既存顧客の売上UP

1873 東京都 株式会社Ａｎ ｐｒｏｊｅｃｔ 5011101072096 セルフ脱毛・エステによる低感染リスクの向上と単価アップ

1874 東京都 株式会社ａｉｔｈｅｒ 6010901047760 オリジナルブランドのEC構築と非対面サンプル開発事業

1875 東京都 Ｅｎ株式会社 5010001158682 オンラインによる広がるコンサルティングサービス

1876 東京都 セプティリヴェアー Vキャラクターを主軸とした複合娯楽ポータル設立

1877 東京都 デコラバスケット インターネット広告による受講生募集とホームページのSEO

1878 東京都 株式会社Ｄ−ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 9011001135073 バックヤードのシステム強化に伴う通販サイト販売促進事業

1879 東京都 株式会社オオタカ 4010601009006 企業Webサイト刷新によるWithコロナ対策推進プロジェクト

1880 東京都 サンセリテルポ 感染防止、接触時間短縮のためのエステ・マッサージ機器の導入

1881 東京都 株式会社バリュース 2010001220024 贅沢なおうち時間のための地ビールの通信（リモート）販売

1882 東京都 有限会社ウイングアシストサービス 2013302014061 ホームページリニューアルによる非対面での人材確保

1883 東京都 株式会社ＨＵＭＡＮ ＲＯＯＴＳ 5010001179613 心身の健康増進を目的とした心理教育動画配信サービス

1884 東京都 原優之介 非接触型でのシステムの構築と、そのプロモーション

1885 東京都 クリエイター シネマティック技法を用いた映像制作を押し出したオンライン集客

1886 東京都 株式会社プログレス 7011001055513 対面営業に依存しないWEBサイトを活用した集客経路の構築

1887 東京都 尊徳ファンディング合同会社 9010403012194 印章販売用ホームページ構築による通信販売の新規取組

1888 東京都 Ｔｏｙ＇ｓ ｋｉｔｃｈｅｎ ランチで日本を元気に！キッチンカーでの販路拡大と地域活性事業

1889 東京都 株式会社カレマ 3010001200677 キッチンカー営業の対人接触機会を減らすためのシステム導入

1890 東京都 スーパーブリー株式会社 7011001109244 美を提供するヘアメイク会社が手掛けるセルフエステ事業の展開

1891 東京都 株式会社ミルモア 8010901048781 アナログ型内装工事業者からデジタル型内装工事業者への転換

1892 東京都 株式会社ＮＯＤＡ ＲＯＡＳＴＥＲ 9011001108319 ECサイト構築による焼肉無煙ロースターの販路開拓

1893 東京都 ダンケトウ合同会社 7011103010812 脱炭素に有効的な「ラディクール」普及を目指すWeb集客事

1894 東京都 株式会社ＩＮＳＩＧＨＴ 7011101083851 INSIGHT図書館

1895 東京都 株式会社ＮＵＵ 2010901049372 オーガニックアロマオイル・アロマ関連商品のEC展開

1896 東京都 覚王山ジュース 美容と健康に応える覚王山ジュースの販売促進事業

1897 東京都 株式会社大慶商事 8011001013081 HPと動画をフル活用した新店舗新メニュー周知で売上UP作戦

1898 東京都 チームＭ＆Ｑ 日々の振返りをオンラインで実施・管理するためのシステム開発

1899 東京都 株式会社ＦＯＯＤ ＶＯＩＣＥ 7010601048430 オリジナル乳製品のオンライン及び宅配によるギフト販売の拡大

1900 東京都 ネイビーハウス オンラインネイルセミナー
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1901 東京都 ポーリクロム株式会社 8010401136137 自動車購入相談サービス内包型ウェブメディア「パルクフェルメ」

1902 東京都 株式会社ムラタ 7010102006821 動画サービスを活用した車内での運動提案及び非対面サービス案内

1903 東京都 株式会社セレナイト 4011201013141 美容化粧品会社による直販体制強化の取り組み

1904 東京都 アケナギ株式会社 9011501025559 マンガの好きなコマをグッズにできるセミオーダー式ECサイト

1905 東京都 合同会社ウサギマル 6011203001753 非対人型動画・映画の製作事業

1906 東京都 ＴＨＥ ＢＡＲ ＯＣＥＡＮ＇Ｓ 非接触メニュー導入とバーチャルバー

1907 東京都 株式会社計 6010901014323 シリーズ動画の配信とオンライン相談実施による省エネ提案事業

1908 東京都 ３６９１株式会社 5010001216390 非対面で実施する美容業界のセールスプロモーション促進事業

1909 東京都 株式会社ながいき村 8011601021657 自社ECサイトとECショッピングモール出店による売上増加計画

1910 東京都 株式会社ＭＡＣＨ２ 8011101055569 WEBカメラヘッドマウントバンドとオンライン学習管理アプリ

1911 東京都 株式会社５５ｆｅｅｔ 9010401153965 除菌・抗菌サービスのWebを活用した非対面の新規顧客開拓

1912 東京都 合同会社ハート光 3011303003149 テレワークスペース設置とHPによる非対面成約の実現

1913 東京都 スタイリスト松谷えり子 メンタルヘルスケアにつなげたい オンラインタロットセッション

1914 東京都 ライクライクキッチン オリジナルグッツ製作のための感染リスクのない工房作り

1915 東京都 株式会社シメイ 2011201014975 海外・国内向けECサイトの構築及び和服アレンジアパレルの開発

1916 東京都 株式会社モンドパラレッロ 2010001196520 非対面型販売に対応した統合Webサイトの構築

1917 東京都 アズールエンタープライズ合同会社 1011003011684 ポータルサイトを活用した新たなマッチング事業！

1918 東京都 ｌｕｍｔｅｒｅ．ａｉ SNSから購入を促進するECサイト「lumtere.ai」

1919 東京都 プロダクトアヅマ ブランド品販売ECサイト構築し非対面型の営業形態の確立

1920 東京都 パストラルシンフォニー ソーラー電源カー製作で野外で密を避けた音楽演奏鑑賞環境を提供

1921 東京都 株式会社Ｈａｐｐｙ Ｔｒａｄｉｎｇ Ａｒｉａｋｅ 5010601059603 コロナ禍でも売れる中高年の女性向けに特化した通販サイトの構築

1922 東京都 海龍 「流動性九星気術」のＡＩシステムで開運デパートのサイト開設

1923 東京都 フォトランプフィルムズ合同会社 6010103001756 アフターコロナを見据えた撮影環境作りとPR動画制作で販路拡大

1924 東京都 ｔｒｉｐ 感染症対策を視野に入れた、地域活性事業。

1925 東京都 株式会社Ｇｅｎｅｋʼｓ 6011101060661 非接触で集客が可能なリクルーティングサイトの構築

1926 東京都 シンマル商事有限会社 5010902017078 インターロック設置によるキーレスシステム化

1927 東京都 株式会社ＫＪ−ＲＩＮＧＳ 3010001175820 顧客囲い込みの為のオンラインセミナーと教材動画の販売

1928 東京都 Ｊｉｍｏｔｏ Ｄｅｌｉｖｅｒｙ ボクの配達デリバリー

1929 東京都 合同会社ＭＯＫＫ 3011403002983 安心できるサロンを構築し、販路を拡大する計画！

1930 東京都 株式会社Ｆｉｎｅ Ｂｌｏｃｋ 4013301039875 顧客管理システム導入による顧客ロイヤリティ改善とトータルケア

1931 東京都 株式会社ｇｌｏｗｓｈｉｐ 3290001084192 オンラインサロンによる非対面対話実現と採用ミスマッチの解消

1932 東京都 有限会社ワイ・ディー・シー 3010602016522 来店予約システム導入とデジタルサイネージ広告での集客力アップ

1933 東京都 株式会社ＧｅａＲａｉｓｅ 8010001216867 「企業へ成⾧ギアを届ける」オンラインマッチングサービス

1934 東京都 齊藤隆之 自宅スタジオにおける業務環境の向上及び機材整備

1935 東京都 アスタリスク合同会社 5013303005379 オンライン集客のためのLPとSNS素材制作と予約システム構築

1936 東京都 株式会社美志 3010001215361 サプリメントのオンライン販売による収益の拡大

1937 東京都 株式会社アースモス 3011201015865 卸売業の拡大を非対面で完結させるための宿泊業等へのＤＭ送付

1938 東京都 Ｇ−ｐｒｏｊｅｃｔ株式会社 2030001117160 WEBサイトリニューアル（ECサイト作成）

1939 東京都 荒川和子 受注～納品までオンラインで完結できる動画制作事業の開設運営

1940 東京都 岸さつき ECサイト構築と独自クリエイティブを活用した顧客課題解決

1941 東京都 株式会社ドレイク・ネットワークス 6010001121202 対人接触機会減と提案効率化を図るスキルマッチングシステム導入

1942 東京都 橋本菜摘 お家で楽しめる舞台演劇の配信

1943 東京都 合同会社Ｄ．Ａ．リフォーム 5010803003516 水回り工事をフック商材としたWEB集客の活用

1944 東京都 ｍｏｖｅ ｏｎ 地元のお客様に癒しを！低感染対応キッチンカー事業

1945 東京都 Ｒｏｕｔｅ４株式会社 3011001132027 WEBサイトリニューアルによるオンライン面談の活用と販路拡大

1946 東京都 株式会社ＯＰＰ 7013301043172 パーソナルトレーニングジムの開業

1947 東京都 Ｇ１株式会社 9040003011998 デジタル化による食品ロスの削減と売上アップの施策

1948 東京都 合同会社ヨノナカ 7011003013634 COTA

1949 東京都 ＤＩＧＩＴＡＬ ＳＡＫＥ ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 2010501046539 ワンオペ体制とキャッシュレス決済による対人接触機会の縮減

1950 東京都 合同会社中小企業ＤＸ研究所 7010703005503 非接触・非対面による業務改善 IT コンサルサービスの開発
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1951 東京都 株式会社ＪＢリアルエステート 4010901049354 非対面型不動産仲介サービスの提供＆システム導入による業務削減

1952 東京都 たかはしいヅム DX専門家によるマーケティングオートメーション支援

1953 東京都 とくじつ とくじつオンライン強化事業

1954 東京都 石堂裕美 コロナ時代に適応した販促の仕組みを導入

1955 東京都 ボードゲームカフェ有明亭 オンラインを用いたボードゲーム販売事業及び店内レイアウト変更

1956 東京都 株式会社八王子ひなた不動産 8010101014626 感染防止とリモートに特化した営業支援システムの活用で売上拡大

1957 東京都 陣馬そば山下屋 山下屋本店、非接触自販機事業

1958 東京都 株式会社エアープラン 8012301007186 【非対面化を強化しコロナ禍でも従業員の営業効率化を促進する事

1959 東京都 株式会社Ｓｅｎ Ｓｔａｇｅ 1010401153270 財務コンサルサービスのシステム化と非対面営業化

1960 東京都 ジャスト・コンサルティング株式会社 7011101040282 LP制作・広告運用による営業機会の創出

1961 東京都 株式会社リチャード・ホール 9010801015724 YouTubeを利用したスピード婚活事業

1962 東京都 株式会社薬ｚａｉｋｏ 6011801038783 アレルギー患者を自立させるオンライン薬局

1963 東京都 訪問マッサージ沼澤 非対面型、訪問せずマッサージ

1964 東京都 合同会社エイジス 3011103003563 コンテンツサービス

1965 東京都 ＣＨＵＣＫＬＥ ペットロスの心を癒やす、オンラインアミュレット製作養成講座

1966 東京都 株式会社ＧＡＢ 3013101007802 1通1通宛先選定するマーケティングオートメーションサービス

1967 東京都 株式会社コンサルティングパートナーズ 6010001118322 人材スキル評価クラウドサービス

1968 東京都 田中土木 好立地自販機設置における非接触365日販売

1969 東京都 有限会社大真 2011602022718 人材・案件確保のためのWEBサイト制作・発信の大幅強化事業

1970 東京都 ピクセルピクス オンラインセミナー事業

1971 東京都 山瀬絵理奈 新規音源制作によるオンライン音響効果事業

1972 東京都 株式会社トラストウィン 3010401137536 空気除菌器及び水発電機の販路及び販売拡大プロジェクト

1973 東京都 株式会社ＢｅａｕＦｅｍ 3011601017940 丼の具材のＥＣサイト構築

1974 東京都 株式会社杢屋ほさか 5012401035775 ネット販売を目的とした自社オリジナル商品の開発

1975 東京都 白の風 非接触時代におけるデジタル教育事業

1976 東京都 整体サロン にこラボ サプリメント販売に関わる販売促進活動

1977 東京都 株式会社ＭＡＸＢＥＴ 5011001119914 ３６０°カメラ撮影による、ホームページ上でリモート内見

1978 東京都 株式会社Ｋｉｎｄ Ｂｏｙ 3010001215618 Amazon 出品及び Amazon コンサルティング事業

1979 東京都 株式会社ＰｅＰｅ 1011001141599 コロナ禍における新興国進出支援を非対面で行う為のWEB構築

1980 東京都 株式会社ビギナ 7013301010346 公式HP改正、検温消毒方法変更、ケータリング追加対策

1981 東京都 株式会社アテム 8010601051532 顧客サービス紹介のためのマーケティングメディア運営事業

1982 東京都 松倉陽祐 撮影現場での非対面型映像確認と遠隔地での映像確認の実施

1983 東京都 スターライト 自分を癒し言葉で病気を解決するセルフカウンセリング セラピー

1984 東京都 ＩＮＡ株式会社 4010001221838 低刺激シャンプーの非対面販売

1985 東京都 コロリエ HSP（繊細さん向け）カラーファシリテータープログラム

1986 東京都 株式会社アイフォーアイ 2011001136763 オンライン完結型企業間マッチングプラットフォームの構築

1987 東京都 株式会社ＭＥＭＯＣＯ 2012801009679 PROCESS

1988 東京都 ＯＳＰ オンラインマスタリング事業

1989 東京都 株式会社フィールド・ワン 5011801032630 自社での人材確保のための人材採用専用ウェブサイト制作

1990 東京都 ａｓ ｍｅ ｓａｌｏｎ 心理カウンセリングの新規オンライン化で非対面化実現と売上回復

1991 東京都 株式会社ｐｏＣｏａ 2010701041629 持続可能な消費を推進する「エシカルハウス」ECの周知促進

1992 東京都 株式会社ゆきコーポレーション 8010001218054 オンラインでプロの技を見て学ぶ健康支援者育成事業

1993 東京都 ｓｂｃｃ リモートでのパソコン操作と動画制作のレッスンの広報

1994 東京都 ＦＲＯＧ ＳＴＯＮＥ合同会社 6013303004438 卸電力の自動入札ソフトを活用したWEB集客の構築事業

1995 東京都 株式会社會コーポレーション 7010401110621 ハイブリッドイベント開催のためのSNS運用で非対面ビジネスへ

1996 東京都 シルバーファーン 音楽制作者向け音響クラウドサービス

1997 東京都 小売・卸売 【小売・卸売】自社ＨＰ作成とインターネット設備強化による会員

1998 東京都 森﨑事務所 WEBで鍛える表情筋トレーニング！会員制HP・サブスク

1999 東京都 櫻井響 インターネットを利用した販売事業

2000 東京都 ＧＥＫＩＢＡ オンラインイベント・テイクアウト企画事業
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2001 東京都 株式会社ＵＰＲＯＮ 9011801037758 新規HP制作による集客と楽天市場での新規出店事業

2002 東京都 株式会社アンビション 8010801025765 財務の無料診断への集客とオンラインコンサルの実施

2003 東京都 肥夏健太 非対面でも楽しめる音楽を発信していくための活動

2004 東京都 カトレア 非対面型への事業拡大及びHPとLP制作による販路拡大

2005 東京都 Ｓｏｆａｉｒｌｏ合同会社 8010403022104 イベント総合サイト「イベントオーガ」

2006 東京都 株式会社アールピー 9010601054955 採用・非対面面接導入に向けHPリニューアルと求人広告掲載

2007 東京都 ネクストミーツ株式会社 6010001210038 D2C主体のEC事業の強化及びテレワーク環境の整備事業

2008 東京都 渡邊真璃絵 離職者・自殺者防止に繋がる非対面型メンタルヘルスケアの実施

2009 東京都 テイクユアタイム ジュエリーのオンライン販売の更なる強化

2010 東京都 株式会社アセットリンクマネジメンツ 8010001120152 永山シェフのオンラインレクチャー付溶岩プレートで焼く和牛体験

2011 東京都 美容整体サロンＣｈａｒｅ 予約システム導入および広告による感染リスクを低減した販路拡大

2012 東京都 岩田昇也 ３Ｄプリンターレンタル事業の販売促進ＨＰと動画ＣＭの制作

2013 東京都 神戸章子 BGM/SEの音楽販売とそれに伴うWebデザインサービス強化

2014 東京都 株式会社エコ・ブライト・ジャパン 1080001012102 通販事業

2015 東京都 籠谷和樹 アパレルネット販売

2016 東京都 Ｃｒｏｗｄ Ｐｏｗｅｒ Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 9010401105355 テレワーク・デジタル化支援のオンライン集客プラットフォーム

2017 東京都 ＤＩＭＥＸ合同会社 8012803002305 EC販路開拓開始を目的とした非対面型ビジネスモデルの構築

2018 東京都 株式会社西郎フーズ 9012701016678 テイクアウトの促進とコアタイムの回転率アップを両立させる

2019 東京都 株式会社ＦＥＤ 1010401152074 WITHコロナ時代に対応した半個室移動式セット面の設置

2020 東京都 株式会社ＳＯＯＮ 1011101067364 自社社員のマーケティング教育と実施においての外部依頼

2021 東京都 スイスイクラブ YOUTUBEでの動画配信サービス

2022 東京都 株式会社福寿 2010501038874 高齢者援助事業

2023 東京都 株式会社クリエイティブライン 7010601038605 設置型LEDビジョン拡販のためのECサイト構築・運用

2024 東京都 株式会社ダヴィンチ 9013201011392 ITツール導入で対人接触機会の減少対応の体制整備を目指す

2025 東京都 有限会社アクティブ 7011802024757 インターネット活用による人材採用&社内教育による事業拡大

2026 東京都 株式会社Ｄｏｕｂｌｅ． 7010401142557 新サービス開始により売上の回復と女性の社会貢献を目指す

2027 東京都 Ｗｉｌｃｏｎ−Ｍｅｄｉｃａｌ株式会社 7012301010521 販路を広ける為の日本国内及び海外の EC サイドに出店

2028 東京都 株式会社ＷＨＩＴＥ ＳＴＹＬＥ 8012801020440 感染防止対策を講じたブランド品買取販売事業の独自ホームページ

2029 東京都 株式会社空都 4010001184498 医者監修！感染症罹患予測が可能な健康管理アプリの開発

2030 東京都 株式会社Ｍｉｎｄ・Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 4010001219031 オンライン完結型のサービス展開に伴う集客力強化計画

2031 東京都 スリジエ オンラインによる「ママによるママのためのメイク塾」の開校

2032 東京都 エス・ワン・コンサルティング 非対面型コンサルティング・交流サロンの開設

2033 東京都 高梨直紘 外注費を抑えた持続可能な高クオリティオンライン活動計画

2034 東京都 クロスウェイ 角山豊

2035 東京都 ＮａｔｕｒａｌＦｏｒｅｓｔ 店舗販売からECサイト開設による販路拡大事業への取組

2036 東京都 Ｓｃｅｎａｒｉｏ株式会社 3012401037468 ライブラリー集客用紹介ページ制作とオンライン商談の開始

2037 東京都 金光貞明 写真動画撮影、制作、そして配信事業

2038 東京都 サンライズフーズ株式会社 9011001127013 「グラノーラ」ECサイトの開発

2039 東京都 テクサポート株式会社 5140001097067 派遣登録マッチングweb開発

2040 東京都 株式会社クレヨン 6011601022599 機能拡充とユーザー増による事業基盤強化に向けた施策

2041 東京都 西村大介 自宅での楽曲制作活動事業の拡大、クオリティーの向上

2042 東京都 有限会社カンゴロー事務所 9011102003014 ソーシャルディスタンスの取れるキッチンスペースの構築

2043 東京都 石井伸昂 非対面・オンラインでのDTM教室、全国への広告・宣伝展開

2044 東京都 株式会社ｔｅｉｃｈａｃｋ 5010001205170 人に優しい離職防止サービスの販路拡大

2045 神奈川県 ＩＮＡＣＡＳＡ 新商品の開発とHP内オンラインストアの開設

2046 神奈川県 株式会社田中造園 8020001092606 すべてのサービスでオンライン相談可能な会社ＰＲと販路開拓

2047 神奈川県 カナエ 福祉・介護施設及び老人ホームへお伺いする出張美容室を開始

2048 神奈川県 メゾンドスリール セルフメニューおよびドクターズコスメオンライン販売促進事業

2049 神奈川県 高津通信株式会社 1020001079535 オンライン工場見学システムの導入による新規顧客開拓力の強化

2050 神奈川県 株式会社フタミ 8021001023831 「移動販売車」による美味しい魚料理の提供
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2051 神奈川県 株式会社上田制作室 1020001107832 対人機会を減らすECオンラインサイトの多言語化販売促進事業

2052 神奈川県 横浜シティ法律事務所 弁護士 塚越 文也 離婚問題に特化したオンライン法律相談の提供

2053 神奈川県 有限会社四ッ葉工芸 7020002063689 プロレスラーによる「中小企業応援オンラインサービス」の実施

2054 神奈川県 株式会社ＷＡＫＡＴＳＵ 3021001066455 IT活用の異業種コラボで地域密着型八百屋の非対面販売体制強化

2055 神奈川県 株式会社ＬＥＡＰ ＰＨＡＲＭＡＣＹ 3012401037328 薬局における漢方相談の対面からオンライン化への構築

2056 神奈川県 美容室デジャヴ 座席を個室化！見えるコロナ対策による安心安全の美容室

2057 神奈川県 佐藤商店 小型のキッチンカーによる都市部での販売強化

2058 神奈川県 焼ジビエ罠 川崎 美俊 感染防止・対人接触機会減少のための持ち帰り専用新商品開発

2059 神奈川県 コスモカラー有限会社 2021002020065 オンラインによる予約・衣装レンタル・写真商品販売

2060 神奈川県 株式会社Ｓｋａｌ 2020001138620 オンライン料理教室を新たに実施する！

2061 神奈川県 スリープトラベリング 自社ブランドの非対面での製作システムと販売ルートの確立

2062 神奈川県 ＢｌｕｅＷｙｃｈ合同会社 4021003001855 非対面ビジネスモデル向け新インターフェースソフトウェア開発

2063 神奈川県 株式会社五十鈴 9020001004766 着付け教室オンライン化事業

2064 神奈川県 和酒ｂａｒ Ｔａｅ 非接触型オーダーシステムによる顧客獲得＆感染対策＆業務改善

2065 神奈川県 ネイティブキャラバン株式会社 3021001067189 おうちキャンプ需要に応える、体験型ECサイト構築と商品開発

2066 神奈川県 株式会社ワールドジャーニー 4020001050880 衛生管理とテイクアウト販売で外食需要・中食需要に応える

2067 神奈川県 神奈川物資輸送株式会社 6020001007251 高級ブランドのジュエリー・アクセサリーのレンタル事業

2068 神奈川県 株式会社ディースタイル 6020001042876 新築規格住宅の営業・設計システムの導入により新規顧客開拓

2069 神奈川県 株式会社リーガルエステート 9020003007874 オンライン面談を活用した非対面型コンサルティングの強化

2070 神奈川県 ソウルフラワーレコーズ 海外メーカーとの商談の為の非接触型オンライン化への取組み

2071 神奈川県 株式会社ＫＴ 7020001111052 代々木上原の名店の味をご家庭で。うなぎ通信販売事業への挑戦

2072 神奈川県 株式会社マイム横浜 4020001029883 ネット予約可能なHP構築と動画撮影スタジオレンタルの事業

2073 神奈川県 ナマガトーショコラ SDGsや社会問題に取り組む!オンライン専門スイーツ販売事業

2074 神奈川県 岩澤信吾税理士事務所 スキャナーによるAI仕訳入力財務システムの構築

2075 神奈川県 松田直 感染リスクを抑え、事業継続するための音響機器導入事業

2076 神奈川県 株式会社叶ダイニング 2020001106602 デリバリー営業の導入による営業の非対面化

2077 神奈川県 株式会社ユーエムテック 2011101049568 街に安心を届ける！セキュリティシステムのオンライン展開戦略

2078 神奈川県 仏光 自社EC構築によるオンライン接客とバーチャル骨董市

2079 神奈川県 ＬＡＭ株式会社 4011001053206 ネットを通じた新規顧客獲得のためのwebサイト構築

2080 神奈川県 株式会社ウェブロジック 3020001076737 独自の情報整理技術のオンライン通信教育化を併用した広報事業

2081 神奈川県 フラウ アイケア商材用のEC展開で持続可能なビジネスモデルを構築

2082 神奈川県 ＪʼＳ ＯＡＴ ＭＥＡＬＳ テイクアウト事前注文アプリの導入／お渡し時は最高の笑顔で！

2083 神奈川県 インターバル株式会社 7020001100583 インターバル株式会社 広告

2084 神奈川県 関内バル３３３ 弁当提供の経験を生かした現代型の高価格宅配弁当事業への参入

2085 神奈川県 株式会社グロース 4012301008923 南哲流！対人接触機会 ・機会損失 削減プロジェクト

2086 神奈川県 星野由紀子 3密回避の機械導入新製品製作ネット事業で販路開拓新規顧客獲得

2087 神奈川県 伝えびと 直接会えなくても伝わる！商品・事業紹介ショートムービー事業

2088 神奈川県 パワポ屋 オンライン授業で学ぶIQ135が作る資料の世界

2089 神奈川県 すし魚真 寿司職人による手作り弁当・お惣菜のキッチンカー展開事業

2090 神奈川県 株式会社慶和 7021001000641 ウイズコロナ、次世代シニア対象の健康食品の新しい形の通信販売

2091 神奈川県 株式会社ＦＡＰジャパン 7020001089132 自社PB商品（健康食品）及び輸入雑貨のネット販売事業

2092 神奈川県 有限会社ワールド・コーポレーシヨン 9020002005185 施設改修とシステム活用を通じた、教室運営の非対面化と事業拡大

2093 神奈川県 株式会社きざき 4021001004892 高齢化社会にむけ、オンライン姿勢管理により快適な老後を

2094 神奈川県 音楽生活コーディネートローズペンギン 「音質・画質が良い！オンラインレッスンサポートパック」の販売

2095 神奈川県 株式会社ブランドコンセプト 3021001018299 学会開催システム「アワード・ライト」の開発と販売促進事業

2096 神奈川県 フェイバリットクイーン Favorite Queenオンライン事業

2097 神奈川県 オンザピッグスバック 名物テイクアウト×SNS広告によりお店を元気にする販路開拓

2098 神奈川県 ジュエリー唐々創 YouTube動画活用で非接触型の新営業スタイルの確立

2099 神奈川県 假屋崎由香 水素吸入器を活用したセルフ施術コースの新設

2100 神奈川県 株式会社品田工業所 4020001071027 新規WEBサイトを通しての受注見積システムと社内LANの構築
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2101 神奈川県 湘南理系ラボ HP新設に伴うオンライン授業の最大活用と販路拡大

2102 神奈川県 サラムケバブ キッチンカーで、本場トルコ料理「ケバブ」をお届け

2103 神奈川県 有限会社高井プロジェクト 1021002053883 オンラインヨガと自社独自HPでPR強化と業務効率アップ

2104 神奈川県 佐々木事務所 オンラインを活用した新規事業の参入（仮）ペットのための写真館

2105 神奈川県 ＡＵＤＥＲ株式会社 9020001141114 食品在庫可視化・自動発注プラットフォーム事業

2106 神奈川県 有限会社アストリア茅ヶ崎 9021002013509 「セルフレジの導入」による対人接触機会減少とサービス効率化

2107 神奈川県 ＡｐｒｏｔｏｄｏʼＳ株式会社 5021001073680 非対面でテイクアウト可能な冷凍自動販売機導入による販路拡大

2108 神奈川県 エンプライム株式会社 2020001130271 個室及びバーチャル３Ｄ空間作成による対人接触機会の減少事業

2109 神奈川県 南林間肩こり・腰痛センター セルフトレーニング機器とオンラインサービスの販売促進事業

2110 神奈川県 デサフィア 女性用のオンラインフィットネス事業の新設による販路開拓

2111 神奈川県 ヘリオグラフィー合同会社 1020003011396 ECサイトの開設によるサービスとオンライン販売の強化

2112 神奈川県 ビーアイ 起業・副業希望者向けオンラインスクール構築と広告宣伝

2113 神奈川県 ｓｕｚｕｋｕｒｉ 深層ニーズを引きだし、完全オンラインの断捨離の新規取り組み

2114 神奈川県 株式会社ざいけん 5020001011394 デリバリー特化商品の開発及びデリバリー（新規）の対人接触減少

2115 神奈川県 牛族 配膳ロボット導入で非対面接客の推進と新規顧客獲得で売上拡大

2116 神奈川県 ＫＩＮＧの株式会社 9020001107998 キッチンカーでの移動販売による非接触型ビジネスモデルの拡大

2117 神奈川県 ローズリンク株式会社 3020001108424 オーガニックローズに特化した冷凍スムージーのWEB販売事業

2118 神奈川県 コーエイコーポレーション株式会社 5020001117134 オンライン上での賃貸物件の確認、内見申込、入居申込を可能

2119 神奈川県 ヒーリングエステティック ハート・ハウス 心を癒す「アート護符」のホームページ構築とオンライン販売

2120 神奈川県 一本堂向ヶ丘遊園駅前店 感染リスク低減を目指す為に店内販売から店頭販売への改装

2121 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

2122 神奈川県 株式会社ヴァンコネクト 9020001142913 仏産ワイン販売の事業計画変更による、非対面型事業の環境整備

2123 神奈川県 ヴェラダナスハヤマ 低感染リスク型ヴェラダナス葉山（様式1)経営計画書

2124 神奈川県 株式会社Ｔｏｔａｌ Ｌｉｆｅ Ｓｕｐｐｏｒｔ 2021001066464 電気のトレーニングで地域のみなさんを元気に健康に！

2125 神奈川県 気まぐれＤｉｎｉｎｇくろねこ できたてを我が家に！真空冷凍惣菜の試作とECサイトの開発

2126 神奈川県 合同会社ＫＩＹＯＫＯ Ｊａｐａｎ Ｃｏ． 1021003008341 Ｗｉｔｈコロナ時代における新規顧客獲得のための販路拡大

2127 神奈川県 株式会社鎌倉ハムホールディングス 8021001069833 精肉店のギフト・BBQセット商品を主軸にECサイトで販売する

2128 神奈川県 有限会社くぼた食堂 2020002071597 テイクアウト専用急速冷凍設備とデジタル広告による販路事業拡大

2129 神奈川県 カマナカイハウス 環境にやさしい電動三輪車「ＫＹＢＵＲＺ」の普及事業

2130 神奈川県 税理士青松利幸事務所 オンラインによる非対面の相続コンサルティングサービス体制構築

2131 神奈川県 株式会社冒険生活 8020001124771 オンラインスキルマッチングサービスのサービス提供システム開発

2132 神奈川県 整体オアシス 自宅でもプロの技術を！テーピング＋巻き方キットの販売

2133 神奈川県 ブルーベル テラス席とネット予約とテイクアウトで3密回避

2134 神奈川県 株式会社ティムエンタープライズ 6020001089827 営業用リスク診断ツール構築、動画を用いた商談による業務効率化

2135 神奈川県 嘉祥株式会社 9020001055198 デリバリー集客WEBサイトの構築による営業の非対面化

2136 神奈川県 ＣＨＩＩ−ＮＡＩＬ 感染リスクの低い新サービス「よもぎ蒸し器レンタル」のPR

2137 神奈川県 株式会社エピック＆リリック 4020001125716 自社ECサイトの構築と海外への販路拡大

2138 神奈川県 スキンケアサロンＫａｒｅｎ金沢八景店 お客様との接触時間削減による感染対策を重視した脱毛機の導入

2139 神奈川県 焼鳥番⾧ 受注から見込みへ：生産プロセス転換による感染拡大防止への挑戦

2140 神奈川県 シェアエックス株式会社 4021001065035 当社と顧客の連絡事項をDX化させるWebサイトの作成

2141 神奈川県 肉の溶岩グリルアンド横浜地野菜 エイチビーズネスト デジタル化による経営効率化での売上増加

2142 神奈川県 メロディランド 体験レッスン～発表会まで完全リモート可のピアノ教室

2143 神奈川県 さくカイロプラクティック ポストコロナに向けた施術室個室化と院内整備による集客拡大

2144 神奈川県 林 ちよ子 換気の良い屋外テラスと非接触オンライン授業で対人接触機会減少

2145 神奈川県 ニューおりーぶ テイクアウトを用いたオンラインダイニングバー事業

2146 神奈川県 前場石材店 墓石の非接触型メンテナンスサービスの販路開拓事業

2147 神奈川県 ワイズ・ジャパン株式会社 2020001076184 電話勧誘による新規販売顧客の獲得事業

2148 神奈川県 シュクル エステサロンのセルフサロンとオンライン化事業

2149 神奈川県 Ａｒｏｍａｍａｎ オンラインによるレッスンとアロマの商品販売で創る新たな出会い

2150 神奈川県 リードセルフ株式会社 5021001068318 IT技術職プロダクトオーナー向けオンラインコーチング事業
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2151 神奈川県 株式会社岡田包装資材 8021001050966 ECサイトによる非対面でのワンストップ営業・受注体制の構築

2152 神奈川県 スズキガーデニングサービス 植栽のプロによる非対面でのサービス提供の実現

2153 神奈川県 Ｖｅｉｎｓ合同会社 3010903005331 English Veins Movement

2154 神奈川県 たんぽぽミュージックスクール 音楽教室の対人接触機会減少とオンライン英会話新サービス開始

2155 神奈川県 Ｎａｉｌ Ｓａｌｏｎ ＮＡＮＯ 接触機会減少の為の空間作りと物販・カウンセリングオンライン化

2156 神奈川県 はだの住宅産業株式会社 8021001068521 高度な動画撮影技術を兼ね備えた独自の集客システム構築

2157 神奈川県 株式会社釟 4020001129980 ECサイトでの中古品販売、公式LINEでのオンライン査定

2158 神奈川県 有限会社光栄写真 6021002037857 対人接触機会を減らすクラウドサービスとブログサービスの活用

2159 神奈川県 合同会社Ｎʼｓ ＢＲＡＮＤＩＮＧ 4020003009710 1人1人に寄り添ったバーチャルダンススクールの開校

2160 神奈川県 ランチパッドテクノロジー＆パートナー株式会社 6021001070776 プログラミング教室の授業・決済・予約のオンライン化

2161 神奈川県 ｓｔｕｄｉｏ ｒｅ 自社ECサイト構築によるオンラインセミナーの展開

2162 神奈川県 ＩＧ ｌａｂｅｌ IG labelの再生プロジェクト

2163 神奈川県 板倉淳夫 リモート技術を用いたプロフォトグラファーによる写真撮影事業

2164 神奈川県 デザイン～縫製 夢乙女 着物リメイク事業をクチコミ集客からEC販売化

2165 神奈川県 合同会社結心 9020003017683 ITツール導入で対人接触機会の減少対応の体制整備を目指す

2166 神奈川県 ビーエヌエンターテイメント コロナ禍におけるエンタメビジネスの新たな多様化に向けて

2167 神奈川県 マリヨンヌ横浜 令和の婚活は白い歯から。ホワイトニング事業立上と販売促進

2168 神奈川県 東方秀樹事務所 3Dプリンタ活用教育のためのオンライン講座開発事業

2169 神奈川県 Ｙｅｌｌｏｗ Ｌｏｔｕｓ web デザインで起業家サポートプロジェクト

2170 神奈川県 ＴｗｉｎＷｈｉｔｅ ホームページと商品サンプル製作による販売促進と業務効率化

2171 神奈川県 千野エステ研究所 コロナ禍のエステサロン「千野エステ研究所」移転オープン事業

2172 神奈川県 ピアノワール音楽教室 リトミックの新規開始と自社音楽教室のオンライン導入で販路開拓

2173 神奈川県 布う 既存・新規顧客獲得のためのホームページ・販促ツール制作。

2174 神奈川県 ヒビヘアーデザイン 美容院が始める本格派コーヒーテイクアウト事業

2175 神奈川県 株式会社ＳＩＥＧ 1021001055006 通塾・オンライン選択型の学習塾の広告と飛沫防止対策の徹底

2176 神奈川県 有限会社三富屋 2021002067131 非接触型販売の強化で売上、利益、安全性の向上

2177 神奈川県 新井晃 ヘアケア商品のネット販売×オンラインサポート事業の新規展開

2178 神奈川県 漆谷幸生 英語講師および日本語講師養成オンラインセミナー開講

2179 神奈川県 有限会社未来堂 4021002055522 「子ども達の未来を守る」薬に関する健康相談のオンライン事業

2180 神奈川県 神奈川エコハウス株式会社 9021001000482 非接触営業を中心としたnichi-nichi-kaの普及事業

2181 神奈川県 北崎真希税理士事務所 ホームページ開設による新規顧客獲得他

2182 神奈川県 コッペラボ 稲田堤店 コッペパンの受注生産開始、在庫リスクをケアした低感染ビジネス

2183 神奈川県 柴田 翔 Webページ構築による非対面保険販売事業

2184 神奈川県 株式会社キャリー 5020001096592 HP・オンラインツールを駆使した完全非対面接触営業への移行

2185 神奈川県 合同会社Ｓｍｉｌｅｃｕｒｅ 9020003015638 対面からオンラインサービスへ事業転換し、広告や物販収益を得る

2186 神奈川県 みらいの整理サポート株式会社 8020001137501 整理業のIT化により対人接触率低減と業界内の競争力を高める。

2187 神奈川県 株式会社ＦＩＬＭＣＬＡＮ 4021001071801 ＤＭを活用した提案営業、自社認知度向上による新規顧客開拓

2188 神奈川県 クラヴマガグローバル・ジャパン 対人接触機会減少と現状打破を目指した経営多角化への取組

2189 神奈川県 株式会社トライプランニング 1020001041420 写真付き報告書作成クラウドサービス「Raccoon」の拡販

2190 神奈川県 株式会社ＢＥ 7020001136776 副業起業をサポートするプラットホームによるマッチングサービス

2191 神奈川県 ビューティーサロンアユ 非接触セルフ痩身機器サービス強化による新規顧客獲得事業

2192 神奈川県 有限会社タキサービス 8021002058926 オンライン相談機能搭載ECサイトで接触機会減少と販路拡大事業

2193 神奈川県 Ｇｕａｒｄｉａｎ Ａｎｇｅｌ株式会社 9020001133672 販売特化型ＥＣサイト構築によるＡＭＡＣＡＰＡ販売力ＵＰ事業

2194 神奈川県 株式会社ＧＩＦＴ 1020001109589 非対面型セミナー告知とIoT機器導入によるモデルハウス整備

2195 神奈川県 有限会社木村茂商店 9020002096506 既存商品の改良と新商品開発でデジタル化による接触機会の減少

2196 神奈川県 ビランクス鍼灸治療院 オンラインでの体質改善プログラムの実施に向けたサービス構築

2197 神奈川県 株式会社ターミナス 9020001087803 下請工事業者の元請化を支援する「外構個人客クルクル」サービス

2198 神奈川県 有限会社薔薇 2021002041103 地域顧客の高齢化対策のデリバリーサービスと下請けからの脱却

2199 神奈川県 合同会社ホープ 3020003012748 分散型ストレージビジネスへの参入

2200 神奈川県 トロン合同会社 6021003005235 オンラインによる受講対応の営業活動強化事業
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2201 神奈川県 シェン・ヒーロー株式会社 1021001006009 動画を主としたオムニチャネルECサイト構築

2202 神奈川県 デコワークス株式会社 4020001033002 一般家庭向け抗ウィルス・抗菌ユニットのレンタル・販売

2203 神奈川県 デリバリーワインショップ ３６５ Delivery wine shop 365

2204 神奈川県 ＲＥＳＴ＆ＲＵＮ ＴＯＴＴＹ 「イタリアンシェフが作る本気のカレー」を中心とした販促事業

2205 神奈川県 千恵庵 テイクアウト事業の推進とリピーター戦略の展開

2206 神奈川県 株式会社シンフォニー 5020001133924 ＨＰ活用による音楽教室アート教室のオンライン化と販路拡大

2207 神奈川県 株式会社ビジョン 9021001013708 IT活用顧客獲得とコンシューマ市場を開拓するVISION21

2208 神奈川県 株式会社コトラス 6021001073746 ベビー用品D2C立ち上げで子育て不安を解消

2209 神奈川県 くっきぃず開運倶楽部 世界に広げよう！遠隔ヒーリングの環プロジェクト

2210 神奈川県 楽園コリア株式会社 4011101041259 ネットお見合いの日韓婚活サービス提供のためのＨＰリニューアル

2211 神奈川県 タウンガーデン 非対面提案型ウェブサイト活用による若年戸建て層の新規獲得

2212 神奈川県 株式会社オンテンバー 3021001072164 企業・団体向けオンライン懇親会用地方のおつまみ宅配サービス

2213 神奈川県 株式会社ミナルキ 6021001068507 ＲＰＡプログラミング オンライン講座構築事業

2214 神奈川県 株式会社エイジレスマインド 7021001071930 フィットネスと健康情報のオンラインサービスの構築と運営

2215 神奈川県 城南産業株式会社 9020001073183 非対面営業に向け商談ツール構築（HP・チラシ）制作・動画配信

2216 神奈川県 株式会社建蔵 7021001073200 「雨漏り修理」のオンライン受注で湘南エリア顧客獲得

2217 神奈川県 ＷＩＰ 今こそ見直すべき！コミュニケーション強化のための取組

2218 神奈川県 みたあきこメロディオフィス 保育施設向けのオンラインファミリーコンサート

2219 神奈川県 株式会社Ｈｅｌｉｏｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｃ． 5020001093425 個室シェアサロン及びコワーキングスペース事業の運営

2220 神奈川県 厚木いいはちみつ 農作業の機械化、自社生産物を使った加工品の製造と販売所の設置

2221 神奈川県 株式会社ジャムコム 6020001042711 お墓参りアプリを利用した墓参代行ビジネス

2222 神奈川県 インパクトスタイル 非対面での集客強化、問合せ獲得につながるホームページの開設

2223 神奈川県 有限会社中山商店 7020002087127 感染拡大のため対人接触機会を減少させる焼き芋自販機導入

2224 神奈川県 株式会社久良岐 9020001111240 ドローンによる外壁・屋根の点検サービス導入と非対面営業強化

2225 神奈川県 黄土よもぎ蒸しサロンミナルナ 水素ガス吸引サービスの導入とその顧客開拓

2226 神奈川県 株式会社白本舗 1021001073313 動画とオンライン商談を活用して非対面でリフォーム需要獲得

2227 神奈川県 オリーブガーデン鍼灸整体院 オンライン診療およびオンラインプログラムによる新規事業展開

2228 神奈川県 菓子工房グラングラン 冷凍ケーキの通信販売に伴うECサイト制作で利益率向上の実現

2229 神奈川県 株式会社アロハ・ラボラトリー 3020001079715 YouTubeを活用した自社サブスクへのプロモーション事業

2230 神奈川県 株式会社ＦＩＮＡＬ ＡＮＳＷＥＲ 5021001073623 非対面で全国の動物を皮膚病から救うためのECサイト構築

2231 神奈川県 株式会社Ｆ 8021001068892 ＥＣサイトの自社店舗開業による販路拡大とリピーター獲得

2232 神奈川県 梁川尚義 対人接触を減少する為の高音質高品質オンラインレッスン事業

2233 神奈川県 株式会社ＴＭコンサルティング 9020001097067 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

2234 神奈川県 株式会社パートナー経営企画 3020001141615 個室リラクゼーション店開業によるコロナ感染・減収リスク改善

2235 神奈川県 株式会社フェイズナイン 3020001130618 業務の完全オンライン化によるポストコロナ型ビジネスへの転換

2236 神奈川県 和料理はし本 SDGsなデリバリーの導入による営業の非対面化

2237 神奈川県 株式会社Ｎｏｅｌ 2020001143348 人に会いたくなる髪へ～安心が詰まったコロナ対策サロンづくり

2238 神奈川県 株式会社しろいろ 7020001131521 ホームページリニューアルとランディングページによる集客増

2239 神奈川県 小顔・コルギ専門店 韓美 脱毛器導入で接触機会減少と客単価増加及び新規顧客（男性）獲得

2240 神奈川県 株式会社ＶＥＮＴ３５８ 8021001073579 アウトドア用下着の開発とＳＮＳ買物カゴを活用した販路開拓事業

2241 神奈川県 有限会社ＭＯＳＨ ＰＩＴ 3020002089878 デリバリー事業新規参入

2242 神奈川県 イルチッチォーネ 抱括支援センター等の高齢者向け宅配弁当事業による新分野展開

2243 神奈川県 有限会社フナリ 7010802018612 小規模事業者向け配達サービス開始による非対面接触の促進

2244 神奈川県 婚活サロンエデンの園 オンライン完結型の結婚支援ホームページ構築とネット広告展開

2245 神奈川県 お蕎麦結 「手打蕎麦をご自宅で」テイクアウトの拡充と待合場所の確保

2246 神奈川県 黒田ゆう子のアーユルヴェーダオンラインサロン オンライン講義・カウンセリングを提供するためのHP制作

2247 神奈川県 株式会社ウォックス 7020001105236 コロナ時代の新たなニーズに対応、酸素補給水の知名度アップ作戦

2248 神奈川県 璃杏 オンラインを活用した表現の追求と配信の発展的取り組み

2249 神奈川県 ユナイテッド行政書士事務所 完全非対面業務による新規顧客獲得

2250 神奈川県 株式会社オフィスショウ 5021001072807 自社HPと自社ショッピングECサイト構築による非対面販路拡大
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2251 神奈川県 株式会社ブラザー 4021001069003 治療と予防医療を備えたコロナに負けない顔が見える鍼灸接骨院

2252 神奈川県 海道美智恵 多彩なコースの自宅対面レッスンと充実のオンラインレッスン

2253 神奈川県 リユースカーズ 人脈を活用し、公正貿易に貢献するカレー販売をキッチンカー開始

2254 神奈川県 株式会社オオヤ 6030001023801 Beauty＆Health事業のオンライン化

2255 神奈川県 相模原ビジネス教室 オンライン研修の開発とコロナ時代のオンライン営業モデルの確立

2256 神奈川県 ホリスティックサロン ソラ ECサイトを用いた販路の拡大と脱毛事業への新規参入

2257 神奈川県 合同会社Ｙ．アセット 3020003013119 対面による犯罪・感染リスクを防ぐ安心・安全な宅配ボックス事業

2258 神奈川県 株式会社相原塗装店 3021001073055 カラーシュミレーションを導入したIT化とコロナ対策の両立

2259 神奈川県 パフォーマー Ｋａｙ 動画配信・制作事業とペン回し玩具の輸入販売及び製造小売り事業

2260 神奈川県 株式会社信和 6020001023389 webサイトを利用した低感染リスクの不動産販売事業

2261 神奈川県 瑞木 世情のニーズを捉えた持続可能な飲食店経営

2262 神奈川県 株式会社Ｎｅｘｔ Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 1020001125586 1人客へのターゲット変更を行いちょい飲みセット販売！

2263 神奈川県 株式会社清水企画 8021001016455 HP作成による新規顧客獲得の導線作りと収益改善強化への取組み

2264 神奈川県 後谷行則 メモリーバンク

2265 神奈川県 ＴｈｅＣＸＯ株式会社 1021001071993 情報発信体制の強化とAI開発・人材プラットフォーム開発着手

2266 神奈川県 アット・アドバ 「バックトゥ昭和」ビデオダビング・写真フィルムスキャン事業

2267 神奈川県 共同不動産鑑定 オンライン営業スタートによる新たな販路開拓の実現

2268 神奈川県 アウワ株式会社 1020001054991 熟練鳥職人が揚げるカラアゲ専門店のＷＥＢ戦略事業

2269 神奈川県 Ｔｉｋｏ Ｋａｄｏｔａ 個人事業主向けデジタル媒体デザイン業務（オンライン受注）構築

2270 神奈川県 株式会社ｋａｎａｄｅ 9021001073900 新規オンラインサービスKANADE coachingの立上げ

2271 神奈川県 株式会社Ｎ−ｇｒｏｕｐ 2020001134660 オンラインでの食事指導、パーソナル指導、個別カリキュラム作り

2272 神奈川県 黒木真由 【黒木真由】HP作成とSNS運用代行によるWEBマーケティン

2273 神奈川県 株式会社安藤スポーツ 8020001009576 SNSを活用した新たなマーケティング手法による顧客価値の創造

2274 神奈川県 ロタ スキンケア化粧品のWEB販売による新販路開拓事業

2275 神奈川県 鴨下香苗 ウィズコロナの状況下における事業転換

2276 神奈川県 Ｄｅｔｏｘ Ｓａｌｏｎ Ｋｕｎｉｃｏ オンラインを使った新サービス展開で業務効率化と売上向上を実現

2277 神奈川県 カナデノワ オンラインレッスン及び、３密回避レッスンへの取り組み

2278 神奈川県 合同会社ＫＣＣ 5021003007364 事前予約チャットボット・密回避システム導入キッチンカー製作

2279 神奈川県 Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｍｏｍ オンラインを活用した認知度の向上と新規顧客獲得への取り組み

2280 神奈川県 配色デザインスタジオ 顧客の様々な心身の状態に合わせた屋外よもぎ蒸しサービスの提供

2281 神奈川県 ル・ポワリエール 香りカウンセリングのオンライン化による新規事業展開

2282 神奈川県 花みずき湘南 おうちで勝手に浮腫ケア！浮腫用ストッキング販売

2283 神奈川県 スキンケアサロンカレン 森崎店 感染リスク軽減及び売上向上を目的とした新規脱毛機の導入

2284 神奈川県 浅田造形 SNSを活用し新たな販路開拓＆効率の良い在宅ワーク環境作り

2285 神奈川県 株式会社Ｈａｙａｋａｗａ 9020001042378 オンライン型Webライター養成講座の開発・運営

2286 神奈川県 余語 文 スキンケア商品販売のためのEC サイトの構築

2287 神奈川県 藤原 雅昭 プライベートサロンでのオーダーメニューマッサージ

2288 神奈川県 三栖秀貴 オンライン型トレーニング講習とインターネット集客

2289 神奈川県 得田サトシ ケンハモマスターサトシのオンライン事業

2290 神奈川県 ブルーユニバース コロナウイルスにも作用する抗菌ブランドの製造と販売

2291 神奈川県 株式会社ｉｍａｇｉｎｅ 4020001109108 感染対策と売上アップ！両立可能なツール導入で地域密着美容室へ

2292 神奈川県 有限会社深山 7020002000799 IHコンロ増設によるテイクアウト販売の強化

2293 神奈川県 ワンダフル 新型コロナに対応したテイクアウト販売周知のHP開設

2294 神奈川県 合同会社あんず 9021003010109 オンラインによる発達支援サービスの提供

2295 神奈川県 セラピールームサーガラ 心理カウンセラーによる非対面の英語コーチングサービス事業

2296 神奈川県 株式会社Ｓａｆａｍｉｉ 5020001139731 グリーン領域の専門家プラットフォーム開発による販路拡大計画

2297 神奈川県 株式会社ＢＩＢＬＥＯＮＣＬＵＢＨＯＬＤＩＮＧＳ 7020001121480 自作野菜とフルーツでドリンクスムージーの移動販売と宅配

2298 神奈川県 株式会社バニヤンツリーベーカリー 3020001123935 「街づくりするパン屋さん」の自動販売機によるパン販売事業

2299 神奈川県 株式会社Ａｒｕｋｕ 6020001116928 オンライン面談用途のサイト制作、紙媒体広告の製作、SEO対策

2300 神奈川県 株式会社ユウカ総合商社 9021001064081 ホームページとECサイト、動画を活用した非対面営業の促進
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2301 神奈川県 合同会社ビジネスデザインラボラトリーズ 3020003019545 新WEBサイトによるオンライン財務診断の提供と助言サービス

2302 神奈川県 合同会社ＮＯＬ．ｄｉｃｔ 7020003018997 新サービス提供とWEBサイト運用を並立し、販路拡大を実現する

2303 神奈川県 ゆうまのわがまま 日本初！競技用車素材のモバイルプライベートサウナの開発販売

2304 神奈川県 アトモス HPの機能拡張で「自分で考えるHPデザインと自動お見積もり」

2305 神奈川県 ヘアーサロンＴＡＫＡ コロナ渦でも安心して来店できるサロン作り

2306 神奈川県 あさがお鍼灸整骨院 非接触型治療器を用いた新サービスの提供

2307 神奈川県 グリーム EC販売商品の開発拡大に向けた設備の導入

2308 神奈川県 株式会社アーマーホース 1020001140412 高齢者向けのサービスプラットフォームで充実のおうち時間を提供

2309 神奈川県 ポコアポコ 顧客を分散させ、ソーシャルディスタンスを保つ。

2310 神奈川県 体型ラボ EC活用の受注生産レディースアパレル

2311 神奈川県 サンライズ 売上を上げ、かつ町工場を救うセミナーコンテンツ販売事業

2312 神奈川県 こつこつ整骨院 対人接触機会減少を目的に予約制度を行い混雑緩和に資する

2313 神奈川県 巴由紀子 発達障害支援のための栄養学！デジタル広告による販路拡大

2314 神奈川県 協栄建設株式会社 1020001022817 非対面で行う3Dプリンターによる建物模型を利用した設計・建築

2315 神奈川県 イタリアンバールＢＡＣＣＯ 自宅で味わう自家製本格イタリア総菜の自社通販サイトの立ち上げ

2316 神奈川県 株式会社アルト・カンポ 1020001025274 新たな感染対策と業務の効率化

2317 神奈川県 アンパサンドミュージックレコーズ 配信によるウクレレ教室のオンライン化

2318 神奈川県 株式会社Ｖｏｌｅｕｒ 1021001071903 Job is hobby就活マッチングサイトJobbyの制作

2319 神奈川県 シルバーレイク合同会社 5020003017489 日本初フォイルサーフィン専門ECショップの開設

2320 神奈川県 月のうさぎ オンライン受注・決済機能搭載のホームページ構築と広告展開

2321 神奈川県 成川マサノリ オンライン配信事業のPR強化によるCD売上アップ

2322 神奈川県 バンデヘアーデザイン 半個室の空間での贅沢ヘッドスパでお客様へ安心と癒しを提供

2323 神奈川県 カドクラ商店東神奈川 Amazonネット物販による対人接触機会減少の取組み

2324 神奈川県 民泊管理バンク ランディングページ制作

2325 神奈川県 峰光電子株式会社 6020001034171 非接触営業を目的としたCMSシステムサイトの構築

2326 神奈川県 ダイショー株式会社 2020001051484 高級志向の配達弁当開発、キッチンカーによるお弁当及び物販など

2327 神奈川県 高橋輪業 高橋輪業 EC付きホームページ制作事業

2328 神奈川県 Ａｎｇｅ ｄｅ Ｌ′ａｍｏｕｒ 非対面講座・カウンセリング事業のモデル構築と販路開拓

2329 神奈川県 有限会社ワールド・マーケット 2020002064790 元気に笑顔で街の人に挨拶！オープンテラスでテイクアウト！

2330 神奈川県 中村哲也 コロナ禍による売上ダウンをV字回復させる新規ECサイトの構築

2331 神奈川県 授かる前からの子育てサロン コロナ禍孤独解消!ホット一息つける産前産後カウンセリング事業

2332 神奈川県 水城環境デザイン事務所 コロナ禍での新しいワークスペースの創出、店舗設計の開発と広報

2333 神奈川県 株式会社ジュウセラ 2021001070689 小型中周波治療器の導入及びコロナウイルス対策の強化

2334 神奈川県 凪 スタジオ＆ギャラリー設備投資による新事業展開・販路開拓

2335 神奈川県 フットグッド オンライン型の健康相談窓口・eラーニング講座の開設

2336 神奈川県 ボディキュア小田急相模原 新規顧客獲得とオンライン対応Webサイト制作・予約管理の徹底

2337 神奈川県 合同会社アサヒ空撮 8020003011910 最新小型ドローン導入による低感染リスク型空撮システムの運用

2338 神奈川県 株式会社サンコーシステム 5020001012970 ホームページリニューアルによる新規取引先の開拓推進

2339 神奈川県 株式会社シエスカ 4021001054847 クラウド型ソフト導入で在宅勤務による雇用維持と業務効率化

2340 神奈川県 Ｂｒｉｇｈｔ CBD商品の認知度向上と非対面販売のための基盤づくり

2341 神奈川県 株式会社アロハー 9020001141618 人柄でつながるマッチングアプリ『ALOHAA』事業

2342 神奈川県 ｇｒａｔｉａｓ Webサイト作成及び独自アパレルブランド開発事業

2343 神奈川県 金子英臣 オンライン営業システムによるビジネスモデルと感染対策事業

2344 神奈川県 株式会社ビクティ 5020001142149 職業紹介事業のための求職者向け非対面型の広告

2345 神奈川県 ワイケーカンパニー 新しい生活様式に不用品回収による3R推進で社会に貢献

2346 神奈川県 株式会社Ｈａｓｈｉｋａｋｅ 3020001123968 ECサイト構築による非対面販路の拡充

2347 神奈川県 株式会社誠信物産 4020001111105 中古物件買取再販事業・売買仲介事業

2348 神奈川県 株式会社エシフル 8020001141338 自社ブランド「スープサプリメントベジココ」の販路開拓

2349 新潟県 ＮＭＣ ＳＴＵＤＩＯ コロナ感染拡大防止への非接触型オンラインライブ

2350 新潟県 あらかわ荘 非接触型のオーダーシステム導入と個室食事会場へのリニューアル
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2351 新潟県 有限会社和同住宅 3110002029610 オンラインルームツアーを活用した集客の仕組みづくり

2352 新潟県 ＢＡＲＢＥＲ＆ＳＨＯＰ ＮＯＢＬＥ オープンな床屋をプライベートサロン化

2353 新潟県 株式会社ＦＣカンパニー 5110001032638 自社工場で行う生産設備の分解メンテナンス事業

2354 新潟県 有限会社大山 4110002019024 真空包装機導入による「お取り寄せ」「引き出物」需要の開拓事業

2355 新潟県 株式会社ソレーデ 9110001034416 自社サイト構築による自動車登録に関する非対面事業

2356 新潟県 株式会社ＳＴ商事 1110001032435 対人接触機会減少と効率的商談を行うためのWebサイトの構築

2357 新潟県 株式会社にこっと 1110001028838 自動販売機を活用した新潟酒肴の新たな販売チャネル構築事業

2358 新潟県 株式会社Ｋｕｓｈｉｙａ 5110001018570 北海道料理をメインとしたキッチンカー販売

2359 新潟県 加茂ユナイテッド株式会社 3110001034462 作業員を多く要す作業の少数化と感染予防を図る為の設備投資事業

2360 新潟県 高橋屋観山荘 オリジナル自販機（非接触販売）導入による売上拡大・業務効率化

2361 新潟県 株式会社ハムス 5110001009231 カリガリカレーFCのキッチンカー事業による収益の多角化

2362 新潟県 株式会社Ｗｏｒｋｓ 7110001033964 WEB・オンライン活用による非対面営業の強化

2363 新潟県 株式会社ジュノン 2110001031808 新事業としてお弁当とお惣菜のテイクアウト専門店

2364 新潟県 北辰通商株式会社 9110001005086 大部屋を２分割し、お客様と従業員との対人接触機会の減少を図る

2365 新潟県 鮨 花いち 対人接触機会の減少を可能にする日本酒サーバーの導入

2366 新潟県 有限会社きりん堂 5110002012977 楽天市場出店による新規顧客獲得、既存顧客の利便性向上

2367 新潟県 Ｃａｔｓ 住宅地のスナックを改装した「テイクアウトカフェ」の開業

2368 新潟県 すしいわ 対人接触機会減少対策 2～4人用 完全個室席の増築

2369 新潟県 スナック心 スナックからカフェへ業務転換とテイクアウトメニューの拡充

2370 新潟県 株式会社ライフスタイル 3110001028019 動画を活用した新商品の販路拡大とネットショップへの挑戦

2371 新潟県 株式会社和田挽物 3110002020073 販路開拓のための作業の効率化への取組み

2372 新潟県 合資会社肴町主食 3110003001130 感染リスクを回避した売り上げ拡大のWeb環境整備

2373 新潟県 にいがた販路開拓支援センター 非対面型プロセスの構築に必須となる自社サイト製作

2374 新潟県 株式会社高橋木工所 5110001021104 動画とSNSを活用したオンライン住宅見学会の体制構築

2375 新潟県 ニコット オリジナルシャンプー・トリートメント＋ネット販売

2376 新潟県 アイブロウアンドアイラッシュ専門店アイズ セルフブロースペースを設置して、接客時間を短縮！

2377 新潟県 魚多 コロナ禍だから商品周知の攻めと商圏集客拡大で次世代へ繋ぐ事業

2378 新潟県 自家焙煎珈琲ミールクラフト 自家製菓子テイクアウト販売事業の展開

2379 新潟県 株式会社しん設備 7110001025697 ３Dスキャン導入による客先滞在時間削減と作業プロセスの刷新

2380 新潟県 ビーリフト合同会社 3110003004018 オンライン販売と酒販事業新規開始による新たな顧客の獲得

2381 新潟県 くにちゃん酒場 弁当事業で地域を元気にして女性の雇用を増やしたい！

2382 新潟県 合同会社涌井企画 4110003003885 高齢者の住宅の悩みを解決！水回りリフォームパックの非対面販売

2383 新潟県 株式会社小林精密 3110001015207 ECサイト構築による自社製品の販路拡大と新規顧客の開拓

2384 新潟県 シーピーシーラボ 自社における一貫生産に向けた設備導入

2385 新潟県 株式会社誠広堂看板店 7110001022694 コロナ禍対策用具の提供及びＷＥＢでの見積りサイトによる非対面

2386 新潟県 合同会社米ヴィレッジさんわ 3110003004240 非対面営業販売と商品の品質向上

2387 新潟県 竹内奈央 占いとアロマを合わせた新たな陰陽五行アロマのサービス提供

2388 新潟県 永井製作所 ＮＣスピニングマシン導入による新分野開拓

2389 新潟県 からころ屋 LINE@を活用した顧客管理システムとWEBサイト構築

2390 新潟県 株式会社ＳＵＮＲＩＺＥ 2110001027252 魚沼産コシヒカリ専門ホームページによる取引増加事業

2391 新潟県 ｆｒｅｅｌｙ 感染リスクの低い個人サロンで行う足もみと巻き爪矯正で売上向上

2392 新潟県 ＤＡＹＳＰＡ Ｋｏ ｏｌｉｎａ たるみ対策セルフコースを追加して、新規集客・満足度ＵＰ！

2393 新潟県 Ｔʼｓサポート 非接触新サービスの開発及びＷｅｂ広告の活用による販路開拓

2394 新潟県 岩室スロウホステル 宿泊客との接触機会減少のための宿泊説明映像化とポスター化事業

2395 新潟県 株式会社中越建装 9110001030258 Ｗeb広告を利活用した住宅リフォームの受注獲得事業

2396 新潟県 合同会社ＢＬＯＷＩＮＧ ＲＥＶＥ 9110003004334 ECサイト導入による対面販売以外の販路の拡大

2397 新潟県 ヴェルト 日本未入荷商品輸入通信販売

2398 新潟県 スキンフェイスラボ マスクトラブル対応の自社OEM化粧品開発とECサイト販売

2399 富山県 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社 5230001017734 WEB会議コミュニケーション高度化とサイト改修による販路拡大

2400 富山県 有限会社早田建設 9230002010115 感染症対策に配慮した建設現場における加工の効率化
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2401 富山県 蒼ファーム株式会社 4230001015697 感染リスク軽減及びウィズコロナを見据えた労働環境改善

2402 富山県 バケットハウス株式会社 1230001018521 看護学生向けWi-Fi設備導入および非接触型環境整備推進事業

2403 富山県 株式会社ケィ・ディック 6230001006760 「対面型セルフレジ」導入によるコロナ感染対策と顧客応対力向上

2404 富山県 有限会社黒川鞄 3230002006218 コロナ対策による来場時の顔認証システムの導入

2405 富山県 たちカイロプラクティック治療院 施術以外のシステム化による、業務効率化と顧客満足度の向上事業

2406 富山県 株式会社木香美・服部 7230001009432 オンライン商談によるオーダーメイド家具の販路拡大

2407 富山県 株式会社麦谷重兵衛 6230001016792 動画コンテンツと予約システムによる新規顧客獲得と売上向上

2408 富山県 株式会社スローライフファーム 1230001016764 ドローン導入で、従業員の接触機会削減化と作業効率化を目指す。

2409 富山県 アースブリッジ株式会社 2230001018058 非接触型オンライン集客による金属スクラップ買取拡大

2410 富山県 魂灯プロジェクト 音楽療法士による「心の解放」ピアノオンライン授業

2411 富山県 ニュートラル 肌荒れの方向け商品とオンライン・セルフサービスの販売促進事業

2412 富山県 ミヨシ塗装店 ECサイトや電子カタログによる非接触型の販路開拓にチャレンジ

2413 富山県 三野 直子 コロナ対策と作業効率化による販路開拓の実行

2414 富山県 ＣＣエンターテイメント 地域に少ないコンテンツの広告掲載でグループのブランディング化

2415 富山県 西松ファーム 耕作放棄地の開拓と対人接触機会低減及び作業の高効率化

2416 富山県 株式会社北日本炊飯 9230001009942 新型金属検出機導入による生産性向上及び捕食需要の獲得

2417 富山県 有限会社アドシステム 3230002005120 Webサイト構築による販路拡大及び採用強化

2418 富山県 株式会社オファー・ジェイ 6230001005449 売り場レイアウト見直しで3密回避と売上増加

2419 富山県 有限会社ＵＴＴｂｏｘ 9230002010511 デジタル技術を活用した業務改善と生産性向上による販路拡大事業

2420 富山県 Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｇｌｏｗ 当社ECサイトの改修による新規顧客への認知度の向上・販路拡大

2421 石川県 井上栄一 オンラインデジタル絵画教室のシステム構築及び非対面集客

2422 石川県 株式会社宮本酒造店 6220001012925 対人接触機会を減らすECサイト強化策としての専用製品を開発

2423 石川県 株式会社スパイスフィールド 7220001023962 コロナ後の社会にもキッチンカーで身近にテイクアウトを！

2424 石川県 有限会社ヤマゴ 5220002017156 ICT機器導入による工事効率化で現場の接触機会を減少

2425 石川県 有限会社ささ舟 9220002002856 金沢・隠れた名店の料理人の味を、昼に体験、家で堪能。

2426 石川県 合同会社みずみずランド 9220003002863 コロナ禍でも情操教育に貢献できる非接触型いきもの道場

2427 石川県 合同会社まなぶラボ 4220003002488 低温貯蔵庫導入によるお米の非接触販売サービス

2428 石川県 だるまや 片山津 「だるま屋」味のミールキットを冷凍自販機で販売する事業

2429 石川県 株式会社カプラス 7220001023153 オンライン型運用システム導入による非対面ビジネスの強化事業

2430 石川県 海の宝石蜂屋 希少な貝殻の手作りアクセサリーキットをＨＰにより全国へ販売

2431 石川県 西房 二言語オンラインギャラリーのＥＣサイト構築で作品を世界で販売

2432 石川県 有限会社デリケートトゥール 6220002008261 感染リスクを配慮したカフェスペースを設け来店客を増やす

2433 石川県 幸せの虹 オリジナル養成講座のオンライン化による新規事業展開

2434 石川県 株式会社森忠商店 8220001007114 老舗商店の厳重な検品工程による輸入ペット雑貨品EC販売事業

2435 石川県 小泉高広土地家屋調査士事務所 非接触と高効率を同時に達成する次世代測量業務の実現と販路拡大

2436 石川県 株式会社互感 5220001023808 新店舗オープンにかかる「全室」半個室化の実施

2437 石川県 株式会社松原食品工業 9220001009885 移動式販売事業の展開による一般顧客の販路開拓

2438 石川県 指江 勇一郎 テイクアウト、ECサイトで高級うなぎを手軽に提供

2439 石川県 株式会社エアルーム・ジャパン 2220001021995 金沢駅前店舗のキッチンカーによる移動販売

2440 石川県 ラーメン一鶴 非接触型ぎょうざ専門店の出店、設備設置事業

2441 石川県 グランシャリオ オンラインカウンセリングで心と体のケアを提供、販路拡大を図る

2442 石川県 小坂特殊合板株式会社 9220001002733 BtoC事業新規参入に伴うオンラインストアの開設

2443 石川県 昭和大衆酒場ハイカラ横丁 注文オーダーシステムの設備導入による飲食業の低感染経営

2444 石川県 株式会社清森達士映像デザイン事務所 7220001024168 WEBシステムによる動画制作費の明示と接触機会の減少

2445 石川県 株式会社西工建 7220001008988 自動測量機による低感染リスク型ビジネスモデル構築と生産性向上

2446 石川県 てらじ接骨院 ラジオ波治療器を活用した「サブスク方式で非接触型セルフ」ケア

2447 石川県 ｒｉｒｅ トータルビューティを追求した完全個室・低感染リスク型サービス

2448 石川県 カレーうどん獅子家 家族で楽しめる自宅で簡単本格和風カレーうどん

2449 石川県 株式会社斉藤輸送 6220001015779 従業員のスキルを生かした工場内運搬サービスの展開

2450 石川県 株式会社Ｂｉｋｋｅ 9220001021411 釣銭機増設によるレジ対応人数の削減と対人接触頻度の減少
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2451 石川県 一本杉川嶋 家庭むけの出汁パックの開発とオンライン販売で新規客獲得

2452 石川県 田中瓦店 自動かんな機導入による事業拡大、他事業者との接触機会減少

2453 石川県 株式会社ＭＡＡＡＴ 8220001024068 キッチンカー導入による屋外での安心な飲食と障がい者支援！

2454 石川県 伸栄工業株式会社 9220001009159 ECサイトを活用したスマホ関連商品のオンライン販売事業

2455 石川県 しほがま 注文オーダーシステム導入による感染リスクに配慮したカフェ開業

2456 石川県 Ｌｏｎｄｏｎ Ｃｕｐｃａｋｅｓ ホームページリニューアル補助事業

2457 石川県 株式会社サンテック 4220001016663 民間事業参入のためのリモート会議実施とホームページ作成

2458 石川県 額三 新・額装インテリアの開発とＥC販売等によるコロナ禍の新規開拓

2459 石川県 トータルビューティーサロン オンラインによるカラー診断・メイクレッスン講座の新設

2460 石川県 恋愛キャリアコンサルティング ホームページ作成による安心感・情報発信力拡大プロジェクト

2461 石川県 山田達也司法書士行政書士事務所・きびきの不動産 空き家マッチング「空家ゆずるくん（仮名）」サイト構築

2462 福井県 和乃肉 華楽 中食事業と食肉販売事業の両立によるコロナ禍での売上拡大事業

2463 福井県 ＫＵＲＯＨＩＧＥ 映えるギルトフリーなメニューを活かしたキッチンカー事業

2464 福井県 有限会社八重 7210002004021 非接触型テーブルによる新たなターゲット顧客の創出

2465 福井県 ケイ・プランニング株式会社 4210001014734 自社ECサイト新規作成による新規顧客の開拓

2466 福井県 有限会社船商 8210002013896 「承継と革新」をテーマに2代目社⾧が挑む、越境ECの新規構築

2467 福井県 株式会社松下 2210001018217 店内飲食需要だけに偏重した売上構成からの脱却事業

2468 福井県 ｎａｔｕｒａｌ ｋｉｔｃｈｅｎ ＳＡＬ お店のこだわり食材を自宅で食べていただくための事業展開

2469 福井県 魚又 中食事業の拡充に伴う厨房リニューアルと衛生管理体制構築事業

2470 福井県 いとや 越境ECサイトによる新たな販路開拓及び、体験工房の非対面ビジ

2471 福井県 御菓子処うさぎや 対人接触機会の減少を目的とした設備導入と配送サービスの拡大

2472 福井県 藤田工業 オンライン商談・見積体制による、非対面型対消費者向け販路開拓

2473 福井県 株式会社タウンズふくい 5210001015566 ＦＰ業務のリモート機能追加、ＳＮＳ連携によるサービス向上計画

2474 福井県 有限会社マツダ企画 4210002008982 非対面型式ビジネスを可能にし、販路拡大させる最新機器の導入

2475 福井県 万葉庵 中食事業の拡大とフードロス削減を両立させるための設備投資事業

2476 福井県 串政 本県の特殊な市場環境が生み出す“中食需給のズレ”の解消事業

2477 福井県 株式会社真洋水産 2210001014868 低感染型来店予約システム導入と北陸新幹線を見込んだ事業構築

2478 福井県 和フレンチＩＯＲＩ 健康・ヘルシー志向テイクアウトへの新たな取組み

2479 福井県 すなっくせせらぎ ウィズコロナ対応カラオケ店舗向け感染対策用品の開発と販売

2480 福井県 島田整骨院グループ株式会社 7210001009632 非接触のオンライン相談とセルフ脱毛の構築・販路開拓

2481 福井県 有限会社ナカノ 6210002002587 業界初！商品の装着イメージがシミュレーションできるサイト構築

2482 福井県 ステンドグラス宝珠工房てんぽぅ ECサイトの開設による販路開拓及び対人接触低減の什器制作

2483 福井県 株式会社モリチュウ 7210001004146 ガス集中監視システム導入による対人接触回避と個人客獲得事業

2484 福井県 株式会社ハセガワブラザーズ 4210001011426 ホームページの新規開設による非接触型車輌販売サービスの開始

2485 福井県 龍宮園 竜宮園の味を家庭に。対人接触減少でテイクアウトサービス提供

2486 福井県 ヴィエル 店舗移転に伴う施術ルームの個室化によるコロナ対策事業

2487 福井県 もいせ 韓国料理販売の自社ECサイト新規作成による新たな販路開拓

2488 福井県 大和屋鯖江店 地域初！芳醇コーヒーお届けサービス及びＥＣを通じた販路開拓

2489 福井県 ココラカラ 独自ブランド構築のために生産体制の整備と感染防止対策

2490 福井県 美容室サプリ 同じ空間にいる人数減らし個々にシャンプー台完備の個室型美容室

2491 福井県 釣部織ネーム株式会社 7210001007594 新しいコミュニケーションと業務の効率化

2492 福井県 株式会社アイ・カンパニー 5210001018107 移動販売を中心とした、たこ焼きとプチスイーツの販売事業の構築

2493 福井県 Ａｎｋ Ｃｅｌｌ ｍｏｎａｉｌ ネイリスト育成オンライン教室で自社ブランド力と収益力を強化

2494 福井県 えちぜん コロナ禍でも成⾧し続けられる時流に乗った設備投資事業

2495 福井県 株式会社Ｊ．Ｃ．通商 3210001015857 ECサイト構築と情報発信強化によるスマートグラス販売強化事業

2496 福井県 株式会社小林水道 7210001014715 一般客向けの設備設置・修理工事における新規顧客及び売上獲得

2497 福井県 有限会社新菱 4210002013074 一般消費者向け販売に挑戦！鋳物調理器具の開発とオンライン販売

2498 福井県 株式会社大黒屋 9210001013013 ポストコロナに対応した若年層を開拓する和スイーツ販路開拓事業

2499 福井県 東十郷接骨院 スポーツパフォーマンスアップ体幹トレーニングによる売上増加

2500 福井県 株式会社魚勢 6210001018122 「福井の郷土料理弁当」を開発し、出前とテイクアウトを開始
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2501 福井県 田賀建築 寺社の改修工事需要に対応する、新サービスのオンライン構築事業

2502 福井県 株式会社竹中商会 9210001017781 大型車用ホイールバランサー導入による接触機会減少と作業効率化

2503 福井県 レオフィット パーソナルトレーニングのリモート化による新

2504 福井県 ワールドイーザ株式会社 5210001016993 非対面販売のため卸販売専用サイト開設と作業効率システムの開発

2505 福井県 馳走 飯田 テイクアウト・デリバリー事業の展開・拡充に合せた設備投資事業

2506 福井県 ｍ＆ｉ企画 ホームページ用プロモーション映像作成及び、予約システム構築

2507 福井県 有限会社さんきち 2210002011658 精肉店直営の焼肉店だからこそできる中食需要獲得のための取組

2508 福井県 有限会社Ａｕｔｏｓ 3210002008991 コロナ禍のニーズに沿った医療用度付き安全眼鏡の EC サイト

2509 福井県 整体工房 お客様が安心して通える低感染リスク型サロンへの店舗と看板改装

2510 福井県 株式会社フェアリアル 1210001017434 不動産売買業務に係る営業および管理業務へのI T活用

2511 福井県 有限会社森川レース 3210002003662 自社ブランドとネット通販システムの構築

2512 福井県 いなり整骨院 施術室の効率化と老人機能訓練スペースの確保

2513 福井県 合同会社ＥＡＳＥ 7210003001026 オーダーメイドのオンライン鍼灸とLINE公式アカウント活用

2514 福井県 株式会社本島呉服店 2210001004118 老舗呉服店のオンライン化とWEB広告活用による販路開拓

2515 福井県 株式会社赤堀 5210001012621 HP上で動画配信を活用した非対面の新たな営業戦略の確立

2516 福井県 株式会社ムック 8210001014796 感染症・温暖化に効果的な省エネ空調のオンラインアドバイス事業

2517 福井県 株式会社日本まるこめホールディングス 9210001018235 飲食店の挑戦！食を100%楽しむための非接触型痩身エステ事業

2518 福井県 学習塾グロース 保護者との学習進捗状況共有の為の情報共有システムの導入

2519 福井県 株式会社鯖江営繕 9210001012873 ホームページとチラシによる非対面での営業活動と人材確保

2520 福井県 彩美良品 ECサイトと電子カタログ導入による新規販路・新規顧客開拓事業

2521 福井県 株式会社ＭＯＫ 2210001017887 「建さん材×伝統工芸」環境に資する企業に向けて新規創出事業

2522 福井県 リンカーンファーム 自社オリジナルネットショップの開設による市場環境への対応事業

2523 福井県 株式会社タロウワークス 3210001015469 新規ECサイト構築とSNS活用による非対面ビジネスの拡充事業

2524 福井県 アルク株式会社 8210001016173 ホームページ更新によるサービスの見える化で接触機会減少を実現

2525 福井県 ヒツヨウトサレル株式会社 6210001018378 ご当地スイーツのnett販売

2526 福井県 株式会社華星 1210001017533 坂井市の食や地酒を紹介して地域活性につなげるキャンプ場事業

2527 福井県 有限会社エス・オーフィルム 3210002004925 有限会社エス・オーフィルム

2528 福井県 ベースライン 福井県の高級特産品のEコマースによる販売代行事業

2529 福井県 クリーンサービス光明 省スペースコンテナによる個人向け廃棄物運搬サービスのＰＲ事業

2530 福井県 伊部眼鏡株式会社 2210001017474 眼鏡枠のカスタムサービスとプロモーションのホームページ作成

2531 福井県 トータルリペアオバタ BtoC向け事業拡大の為のECサイト立ち上げ

2532 福井県 平八 感染リスク低減の為の店舗改修及び新たな販路開拓

2533 山梨県 武川実業 無人式コイン販売機と野菜乾燥機の導入でコロナに勝利

2534 山梨県 わたなべファーム 付加価値商品のインターネット販売

2535 山梨県 株式会社ｈａｙａｋａｗａ Ｄ．Ｋ 7090001015536 スマホ操作により1人で3次元測量できる機器導入によるICT化

2536 山梨県 若鮨 甲府駅前店 時代とお客様の要望に添った飲食空間づくり

2537 山梨県 お山のリトリートうずまの オンラインサロン【うずまの ファスティング＆養生と瞑想】

2538 山梨県 グローバルオーディオ ハイエンドオーディオ販売の対人接触機会の減少へウエブ活用事業

2539 山梨県 自家製中華そば 麺の虜 自家製オリジナルテイクアウト麺の冷凍ラーメンで販路開拓

2540 山梨県 株式会社ビースリー 1090001015483 パーソナルジムのノウハウを活かした自宅トレーニングサービス

2541 山梨県 かえる商店 店舗改装と設備導入によるテイクアウト販売事業の強化

2542 山梨県 ｙｏｇａｓｃｈｏｏｌＴＳＵＮＡＧＵ 売上回復のための環境配慮型ヨガアイテム販売サイトの構築

2543 山梨県 有限会社ニューポート 8090002015006 地域食材を活用したオリジナル商品のふるさと納税とネット販売

2544 山梨県 マーシーズ 店内飲食型からテイクアウト・物販中心の店舗形態への転換

2545 山梨県 波多野敦子 非接触で弦楽を活かした音楽を制作できる録音スタジオの設営

2546 山梨県 いちえ不動産株式会社 1090001016358 空家率日本一の山梨で「OL空き家プロジェクト」による販路拡大

2547 山梨県 アイビー化粧品 舟久保美寿々 化粧品販売およびエステ事業のオンライン予約システム導入事業

2548 山梨県 燃実農園 食べるコスメドリンク「ピーチピューレ」の商品開発と販路開拓

2549 山梨県 株式会社ディーユー・スタッフ 5090001005225 バーチャル墓参りと空き家管理のシステムで非対面ビジネスに挑戦

2550 山梨県 有限会社ジェイジーフードサービス 9090002005534 冷凍自動販売機の導入による対人接触機会の減少と販路拡大
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2551 山梨県 有限会社浜っ子よこまち 3090002012412 看板メニューのふるさと納税返礼品とテイクアウト販売で販路開拓

2552 山梨県 つる電器株式会社 2090001015301 新規顧客獲得に向けた家電スタジオによる非接触型提案販売

2553 山梨県 株式会社サン・ワールド 2090001007934 ウエブ活用による対人接触機会の削減を行う外構工事の新規取組

2554 山梨県 株式会社シーエーディー 7090001010776 ネットショップ開設による中古スマートフォン等の販売

2555 山梨県 株式会社テックストーリー 3090001015399 全国の名物・名店の味を手軽に家庭に届ける自動販売機設置事業

2556 山梨県 株式会社こいけ 6090001017005 オンライン見積りシステムおよび省人化につながる作業機器の導入

2557 山梨県 太冠酒造株式会社 7090001001255 日本酒の「家飲み需要に応える」ためのショッピングサイトの構築

2558 山梨県 有限会社シューカンパニー 2090002001597 コロナ禍に適したサロンへのリニューアルによる販路開拓

2559 山梨県 株式会社アクアインターナショナル 5090001003402 ECサイト製作しオンライン販売に完全移行

2560 山梨県 ＲＥＮＴＡＬｉｎｋ株式会社 3090001017123 非接触型受注体制構築と営業強化の為のＨＰ改変・パンフ配布事業

2561 山梨県 ＪＷ制作 ビニールハウス栽培による野菜・サラダセットのネット販売事業

2562 山梨県 有限会社東京移動オフィス 9010502022111 感染予防用マスク立体化インナー開発・非対面販売プロジェクト

2563 山梨県 プライベートフィットネスアール パーソナルジムが取組むアフターコロナに向けた新しい非対面事業

2564 山梨県 株式会社樅楓舎 5090001014085 コロナ対策の演奏室新設・ECサイト刷新による弦楽器の販路拡大

2565 山梨県 株式会社奇祭 1090001016985 インターネット集客事業をユニークな自社ホームページでPR

2566 山梨県 Ｙａａｒｕ Ｂｅｌｌｙ Ｄａｎｃｅ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ベリーダンスレッスンのオンライン発信

2567 山梨県 飯田中小企業診断士事務所 個人飲食店のテイクアウト対応強化を図るＷＥＢシステムの開発

2568 山梨県 戸塚醸造店 ギフトの販路開拓の為のオンラインショップ充実セキュリティ強化

2569 山梨県 合同会社トレジャー 4011503002197 オーガニック野菜・果物のオンライン販売に関する新規事業展開

2570 山梨県 ＡＳＫ 感染防止・対人接触機会減少に対するドライヘッドスパ店舗の対応

2571 山梨県 塩梅 Web・SNSを活用した接触機会の低減とお客様満足度向上

2572 山梨県 クライム メンテナンス 中型除雪機導入による３蜜回避と効率改善で新規顧客開拓

2573 山梨県 アトリエ・ドゥ・プレジール 何処でも自分で簡単にデザインが作れるスマホ入力システムツール

2574 山梨県 株式会社Ｔｒｅｃｃｅ 9090001017241 感染させない！非対面率大幅アップの就職サイトの作成。

2575 山梨県 割烹⾧濱旅館 新商品開発による販路開拓及び既存製品の生産性を向上させる事業

2576 山梨県 ｔｏｒｃｈ ｐｒｅｓｓ 電子書籍やオンライン販売のシステムを活用した国内外の販路開拓

2577 山梨県 あおやぎ労務法務事務所 特殊機材によるWebで事務所サービスを届けるプロジェクト

2578 山梨県 土屋農場 ネット販売で非接触販売による売上増加と新規顧客を獲得。

2579 山梨県 白 強固なネット販売網の構築とブランド「siro」の商圏拡大

2580 山梨県 桐生学院 不登校学生対応授業を新サービスとして盛り込んだ広告事業

2581 山梨県 株式会社ＩＬＵＴＹ 7090001016641 感染症対策の徹底及びオンラインレッスンの導入による集客UP

2582 ⾧野県 株式会社カワカミＰｈａｒｍａｃｙ 7100001026894 ITツール導入で対人接触機会の減少対応の体制整備を目指す

2583 ⾧野県 チャイハネケバブ 自宅で調理「お家でケバブセット」の製造とネットショップ販売

2584 ⾧野県 有限会社華蕎 1100002006158 戸隠蕎麦のブランディングとインターネット販路拡大事業

2585 ⾧野県 有限会社つち茂物産店 4100002003202 非接触型ビジネス・ECサイト構築と顧客満足も叶える感染防止策

2586 ⾧野県 有限会社ボスコ 2100002004581 レストラン部門におけるテイクアウト強化計画

2587 ⾧野県 Ｂｅａｓｔ Ｃａｐｔｏｒ合同会社 2100003004639 ドローンを使用した荒らさない為の農地作り

2588 ⾧野県 株式会社ロングフェイス 8100001028130 ⾧野市初！３密を避け、健康増進を目的とした個室サウナの設立

2589 ⾧野県 パスタとワインの店 暖 良質なテイクアウトメニューで他店との差別化と販路拡大

2590 ⾧野県 麺屋えびす 自動販売機事業の展開により、麺屋えびすのファンを拡大

2591 ⾧野県 コンディトライ・アン・マリーレ 販売時の対人接触機会減少を目指したドライブスルー方式導入

2592 ⾧野県 株式会社九蔵 3100001026799 テイクアウト事業の商品開発、販売

2593 ⾧野県 味さい 暖かい和心でお客様の生活に光明を！最高の彩りを皆様のお手元へ

2594 ⾧野県 信越電気防災株式会社 8100001003892 強みをいかした非対面販売モデルの確立と新たな売上の確保

2595 ⾧野県 ミンカハウス 本格的な木工作品のオンライン教室、及び木製品の製作販売

2596 ⾧野県 株式会社白馬ＥＸアドベンチャー 9100001024871 セルフオーダーシステムと移動販売車による低感染営業で売上増

2597 ⾧野県 有限会社アソシエ 1100002025538 非接触型でも小さな幸せ届けるプリンの冷蔵小型汎用自販機導入

2598 ⾧野県 アイヘアー 個室と髪質改善サービスの導入による感染予防と顧客満足度の向上

2599 ⾧野県 須賀拓夢 アフターコロナを見据え、新たにオンラインレッスン等を導入

2600 ⾧野県 ミスティマウンテンホップ合同会社 7100003004485 循環温泉風呂への改修における集客力アップと低感染リスク対応
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2601 ⾧野県 ｈｉｍａｍａ ｃａｆｅ 近隣住民に気軽に立ち寄れるテイクアウト事業展開

2602 ⾧野県 西村建具店 STOP theコロナ！完全内製化による建具業界活性化！

2603 ⾧野県 Ｇｒｏｗｔｈ Ｓｅｅｄｉｎｇ Ｂｌｏｏｍ シャインマスカットなど高品質農作物のネット販売による販路開拓

2604 ⾧野県 バスクチーズケーキ専門店モン 自動販売機で「感染リスクを減らして売上ＵＰ」

2605 ⾧野県 有限会社岩田屋旅館 7100002013537 テイクアウト用HP開設、室内換気改善による顧客獲得

2606 ⾧野県 有限会社小林技研 1100002032798 ECサイト活用による認知度の向上とBtoCへの事業拡大

2607 ⾧野県 ⾧坂製菓杏花堂 Newusage！接触70％減！リスク 90 ％減！実現を！

2608 ⾧野県 安曇野翁 自慢の生そばを全国に！ＥＣサイトとテイクアウトによる販路拡大

2609 ⾧野県 有限会社村田商店 7100002005204 ECサイト開設による非対面販売構築及び販路開拓

2610 ⾧野県 株式会社エコサービス 4012401021727 3密対策をした店舗改装とコンテナハウス利用で売上増

2611 ⾧野県 フリージア 「マッチングサービスフリージア」オンラインシステム構築

2612 ⾧野県 コージーアンドロージー 日本で感じる英国ティータイムをオンライン展開

2613 ⾧野県 そればな ECサイト立ち上げによる販路拡大と生産体制の効率化

2614 ⾧野県 株式会社巴設計 5100001002187 オンラインを活用した空き家・古民家再生の促進を図る仕組み作り

2615 ⾧野県 有限会社稲荷山自動車修理工場 7100002009262 真心を大切に、もう一歩その先へ…セーフファクトリーへの変革！

2616 ⾧野県 サンプレイフィットネスセンター 地域No1ジムの安心、安全なトレーニング環境整備事業

2617 ⾧野県 ⾧野クリエート株式会社 6100001006336 タンク残量通知用IoT機器による業務の非対面化

2618 ⾧野県 ほかぽっかタイマッサージ 最新の美容機器を使った「ゴルファー専用出張サービス」事業

2619 ⾧野県 リュー美容室 アフターコロナに向けた感染症対策と安心して来店できる環境整備

2620 ⾧野県 手作り料理の宿 四季 コロナ禍にて多様なお客様に配慮し清潔で安全な個室風呂改装事業

2621 ⾧野県 いんかろーず 通販事業で感染予防と買いやすさの改善を実現します。

2622 ⾧野県 市川興業 ポストコロナへの布石！掘ーるin ONE！NEXTステージへ

2623 ⾧野県 Ｃａｆｅ ＆ Ｂａｒ Ｇｉｎａ カフェ屋内のウィルス対策と屋外テラス席新設及び宣伝広告

2624 ⾧野県 若林パン パンの移動販売車の導入による買物弱者等へのアプローチ強化

2625 ⾧野県 つくる株式会社 9100001032478 ECサイト開設に伴うセールスプロモーション

2626 ⾧野県 ショコラン 最新の膣トレ機器を導入した非接触型メニューの構築

2627 ⾧野県 有限会社カワグチ 1100002024250 熟成乾燥庫の導入により、安定した製品造りと新たな販路開拓

2628 ⾧野県 株式会社戦略デザインラボ 7100001033412 顧客課題をワンストップで解決するオンライン専用サービス

2629 ⾧野県 株式会社峰村電気商会 8100001006251 One stop！リアル追求！峰村SOULとの融合！

2630 ⾧野県 ニコリト 対人接触減少を目的とした個室型ヘアカラー専門店出店

2631 ⾧野県 ＣＡＦＥ ＴＨＥ ＧＲＯＶＥ 対人接触時間の減少と生産量増加の両立化事業

2632 ⾧野県 株式会社味のきばらし 1100001006159 レイアウト変更とテイクアウト・デリバリー強化によるコロナ対策

2633 ⾧野県 Мｒ．Ｇｏ西川の英語塾 オンライン入塾面談・映像授業を取り入れた新規サイトの立ち上げ

2634 ⾧野県 株式会社立田屋 3100001023937 自社HPリニューアルと自社ECサイト構築による販路拡大

2635 ⾧野県 佐藤油脂株式会社 2100001008419 IT活用で労働生産性の改善を図り、市場拡大で売上げ増を目指す

2636 ⾧野県 有限会社マルヤマシルク 6100002004652 感染リスク低減のための自社ECサイト構築事業

2637 ⾧野県 株式会社高翔プランニング 8100001016630 融雪機等自社製品の販路開拓のためECサイト活用し売上増を図る

2638 ⾧野県 来来亭 飯田店 売上分析＆対人接触機会を減少させるセルフオーダーシステム導入

2639 ⾧野県 クライミングジム ＨＡＮＤＪＡＭ コロナ禍に立ち向かう地方と世界を繋ぐクライミング事業

2640 ⾧野県 きたむら 密を避けた接客を可能にする安心・安全・快適な店舗づくり

2641 ⾧野県 信州頭痛整体院雨のち晴れ 美歯口ホワイトニングと頭痛の整体の相乗効果による収益の安定

2642 ⾧野県 ぽかぽか 助産師が伝える本当の生理がわかるオンライン「せいりの教室」

2643 ⾧野県 ｏＨａＮａ ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ ジェンダー＆エイジレス！セルフ脱毛器による非接触型事業の構築

2644 ⾧野県 サロンドララ株式会社 8100001031737 ネイル施術スペースの個室へ改装し感染対策を行う事業

2645 ⾧野県 株式会社Ａｒｃａｎａ製作所 6100001034493 3D-CADを活用した対面機会低減・リモート環境整備

2646 ⾧野県 株式会社北村商会 6100001034576 ユニットハウスを事務所にして、対人接触と密を減少させる

2647 ⾧野県 ペンション黒姫高原ふふはり亭 コロナに負けない！ ウッドデッキでオープンエアー食事席づくり

2648 ⾧野県 鹿野商店 事務所改修によって、蜜を避けた商談と接客を可能にする

2649 ⾧野県 蚕虹英語塾 英検に特化したリモート教育システム

2650 ⾧野県 そうたぼう ＨＰによる販路拡大と動画配信による低感染性システムの構築
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2651 ⾧野県 ４ｃｅＬａｂ 地域ブランディングを土台とした農産物のEC販売への取り組み

2652 ⾧野県 合同会社芙和 2100003006189 非接触型ビジネススタイルへの挑戦！

2653 ⾧野県 ヤマミ農園 ネット販売の売上げをさらに伸ばす作業場と保管場所の環境改善事

2654 ⾧野県 ＥＲｉＳＡ． ｂｅａｕｔｙ ｃｏｌｌｅｔｉｏｎ 機器導入による感染リスク軽減と接客業務の効率化

2655 ⾧野県 ヒトネコデザイン研究所 オンライン絵画教室教材の開発および実施体制作りと新規顧客獲得

2656 ⾧野県 ＭＡＵＮＡ オンラインとECサイトの導入で非対面型ヨガクラスの設立

2657 ⾧野県 アズーリ ビューティワークス 働き方再改革！若きたまごの挫折防止ならびに夢の実現のため！

2658 ⾧野県 ラップラップ ウィズコロナのニーズに合った提供方法の改善と非接触レジの導入

2659 ⾧野県 株式会社Ｓｈｉｎａｎｏｗａ 6100001034683 オンライン施術相談・育成研修を行うWEBサイト構築

2660 ⾧野県 コスメティックサロン サカイ 「コロナストレス女子」を癒すエステ新メニュー開発事業

2661 ⾧野県 Ｙｏｇａ ｓｔｕｄｉｏ ｉｔｏ オンライン講座開設とそのホームページ製作

2662 ⾧野県 美容室フジサワ 新型シャンプー台導入によるソーシャル・ディスタンスの確保

2663 ⾧野県 シンガク・ウェルビーイング MORIMORIチャンネル開設プロジェクト

2664 ⾧野県 ＪＡＭＭＩＮ シャンプー設備により空間分けを行い、安心安全顧客満足度アップ

2665 ⾧野県 立ち飲み所 麗 お客様との接触を減らした店舗内装改修及びトイレ設備の刷新

2666 ⾧野県 株式会社バニラ・アウローラ 6100001028693 コロナ禍中EコマースSNS構築でバニラと関連品の売上増を図る

2667 ⾧野県 メンタルボディケアサロンせせら ホームページ及びネットショップの活用による非対面ビジネス転換

2668 ⾧野県 ゑちごや旅館 宿泊客増加と予約システムの利便性向上のためのホームページ改修

2669 ⾧野県 株式会社ヴァレーレ 3100001028267 WEBサイト改善とネット広告活用による新規利用者の獲得

2670 ⾧野県 Ｋ合同会社 3100003004308 CUP

2671 ⾧野県 イイココ・インキュベーション合同会社 6100003005583 ＳＤＧｓ推進支援付商品販売ＥＣ＆メディア「コプロモ」構築事業

2672 ⾧野県 ＪＯＩＮ ママの第二ステージを応援するためのＨP作成で売上アップ

2673 ⾧野県 ｈａｋｕｂａ ＯＰ WEB ページ再構築による対面接触時間の削減と新規販路開拓

2674 岐阜県 ご縁どり キッチンカーによる移動販売での新しい営業スタイルの構築

2675 岐阜県 民宿すずらん 自家製「森のらーめん」の商品化に向けた設備導入と販路拡大活動

2676 岐阜県 株式会社上見屋 4200001023876 老舗料理旅館がWithコロナで取組むテイクアウト販売の強化

2677 岐阜県 株式会社Ｎｅｘｔ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 3200001036937 通販事業による新販路開拓「本場飛騨牛の味を全国のご家庭に」

2678 岐阜県 ウラニシワークスタジオ D2C戦略により、オーダー家具をWEBサイトで購入可能にする

2679 岐阜県 旬菜キッチンワイズ 対人接触機会減少の為のテイクアウト事業と個室席導入

2680 岐阜県 株式会社ＡＱプランニング 1200001030009 遠隔での顧客創造の仕組み構築と新ブランド構築のための環境整備

2681 岐阜県 有限会社花屋の加藤 5200002027933 葬儀ライブ配信で新たな葬儀参列のご提案

2682 岐阜県 若葉株式会社 7200001021976 密を避ける、低感染リスク対応米洗い工程の実現

2683 岐阜県 新日本料理 割烹 魚勘 高性能調理器の導入による中食市場への参入

2684 岐阜県 株式会社青山製材所 8200001009764 ＷＥＢ見学会等の情報発信可能なＳＮＳ連動型ホームページの作成

2685 岐阜県 浪花亭 コロナ禍に対応した新しい宴会場の形とサービス体制の構築事業

2686 岐阜県 隆月窯 半製品の内製化で対人接触機会低減とＥＣサイトの構築で販路開拓

2687 岐阜県 株式会社ＯＧ ＰＬＡＮＮＩＮＧ 5200001036332 リモート・VR体験を活用した非接触型営業による新規顧客の獲得

2688 岐阜県 ナチュラルビューティーセレブ館 ＥＣサイト・オンライン面談によるスキンケア商品の非対面販売

2689 岐阜県 有限会社福嶋陸送 7200002023550 車輛の出張修理サービス事業の導入

2690 岐阜県 有限会社マイ・コーポレーシヨン 5200002020665 ECサイト構築による非対面ビジネスへの取り組み

2691 岐阜県 ヒビホド… “食”で日々と人を結ぶ… 日々のお結び

2692 岐阜県 あいいろパン工房 パン自販機を設置して対面接触の減少と販売機会の増加に取り組む

2693 岐阜県 プリクション合同会社 7200003003782 特殊印刷物の周知・宣伝のためのＬＰサイト制作及び動画制作

2694 岐阜県 有限会社福田屋 2200002013102 印染屋の低感染リスク型ビジネス拡大事業

2695 岐阜県 有限会社ファッション物流ハヤシ 9200002003922 コロナ対策に資する新規事業の立ち上げによる売上確保

2696 岐阜県 ニボチャチャラーメン あらき軒 自動販売機によるテイクアウト商品の24時間365日販売

2697 岐阜県 合同会社スリーエス 4200003004239 正座の体負担を軽減する補助具を開発しオンライン販売に進出

2698 岐阜県 合同会社ファミリア 5200003003933 看護師対応可能で感染リスクに配慮された介護タクシー事業

2699 岐阜県 ガレリア サロン発、内側から元気になる発酵玄米のテイクアウト事業

2700 岐阜県 ＭＥＲＲＹ ＢＡＤＧＥ テイクアウト注文と来店予約ができる自社サイトの構築
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2701 岐阜県 かわしまｃａｆｅおあしす 移動販売による接触機会の低減とテイクアウト商品の開発・販売

2702 岐阜県 有限会社三進社印刷所 7200002001985 事例検索システムの開発と運用

2703 岐阜県 アイリス 喫茶店開業に伴うテイクアウト設備の導入及び換気システムの改善

2704 岐阜県 アイ・ドゥーｃｕｂｅ株式会社 1200001037581 テイクアウト専門ブースの設立による安心の食の提供

2705 岐阜県 アイリッシュパブ ルーザーズ 移動式ハンバーガーショップ展開のための設備投資

2706 岐阜県 丸中製麺所株式会社 9200001026214 接触機会を大幅に減少し、コロナ対策徹底のための自動券売機導入

2707 岐阜県 株式会社三和燃料 3200001037794 非対面でリフォームの集客から診断見積りまでを行う仕組みの構築

2708 岐阜県 たこう 業種転換を踏まえた会食利用に対する店舗体制の強化

2709 岐阜県 株式会社ひょうたん姉妹 6200001027702 岐阜の天然食材とジビエのEC販売のための商品開発と販売促進

2710 岐阜県 有限会社カントリーファーム花太郎 6200002011457 彩りある生活を、クオリティーの高いお花をご家庭に

2711 岐阜県 株式会社ルンゴ 9200001032047 現場を知るクリエイターが教えるオンラインデザインスクール

2712 岐阜県 有限会社ふじの湯 4200002004000 オリジナルグッズ販売や混雑状況速報等、オンライン事業の構築

2713 岐阜県 トータルセラピー美ＪＯＵ ニューノーマル（新常態）における新たなサービス提供の構築

2714 岐阜県 ワンズライフ インターネット販売で物販部門強化事業

2715 岐阜県 株式会社ＫＴＳ 4180001116583 先端技術を使った「環境」「健康」商品の販路開拓事業

2716 岐阜県 株式会社タイヤショップ早野 1200001010340 オンライン販売事業開始と高機能カーシャンプーの開発及び販売

2717 岐阜県 株式会社ＷＯＯＤＹＹＬＩＦＥ 3200005010863 不動産事業のオンラインシステム構築による集客と成約率向上

2718 岐阜県 ファッションミズノ カタログを利用した注文販売とネット販売を通じた販路拡大

2719 岐阜県 株式会社ボンヌモード 2200001014241 地場産アパレルが再注目される新ブランドとネット販売の場を創出

2720 岐阜県 高山墓石店 今までにない、お墓にまつわるすべての手間を引き受けるサービス

2721 岐阜県 株式会社ＭＣｆａｍ 5200001032133 非対面での販売を実現するアパレル商品のインターネット販売事業

2722 岐阜県 にしだ社会保険労務士事務所 非対面による「建設アスベスト給付金」申請サポートサービス構築

2723 岐阜県 伸光窯 金多田中製陶所 非対面商談スペースとWEBチラシ制作による新たな販路開拓事業

2724 岐阜県 ジーカンパニー わんちゃん連れのお客様をターゲットにしたセルフ型ドッグバス

2725 岐阜県 合同会社Ｗｅｌｌ Ｃｒｅａｔｅ 8200003004706 ダンスのオンライン生配信による集客活動で生徒数の増加を図る

2726 岐阜県 株式会社秀信 6200001035259 作業の分散化による感染リスク低下と売上増加につながる事業

2727 岐阜県 株式会社エーテル 1200001023144 非対面営業を有効活用したトレーラーハウス事業への挑戦

2728 岐阜県 株式会社うな千 1200001020496 三密回避のための受付機導入によるテイクアウト販売強化事業

2729 岐阜県 共栄電設 感染リスクの低減に向けた愛犬送迎サービスの構築

2730 岐阜県 飛騨ともえホテル 飛騨ともえホテル限定・山樵そばと飛騨牛のお取り寄せ商品の作成

2731 岐阜県 和創味作 家楽 グーグルマップ徹底活用！口コミと売上を増やすWebサイト

2732 岐阜県 鰻英 「高級鰻弁当」のテイクアウト事業

2733 岐阜県 有限会社ユニセラ 4200002020880 古き焼き物の伝統を次世代に承継するための非対面販売促進計画

2734 岐阜県 合同会社Ｔａｋａ−Ｌａ Ｐｒｏｊｅｃｔ 6200003004682 こだわり自然派ワインの通信販売事業

2735 岐阜県 ｐｉｘｉｅ 新しい生活様式に対応した半個室ヘッドスパ導入での新規顧客獲得

2736 岐阜県 エムアイズ株式会社 7200001029755 スタートアップに関するオリジナルノート・動画・HPの作成

2737 岐阜県 有限会社ＬＩＣプログレス 6200002004980 CTIシステムの導入を見据えた営業ツールの強化

2738 岐阜県 Ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ セルフハイフ導入による非対面エステでマスク下の笑顔を取り戻す

2739 岐阜県 合名会社大友商店 2200003001824 リアルタイムで顧客を守る！リモート監視システム導入事業

2740 岐阜県 プレミアムボディ一宮駅前店 完全個室化対応ジムにて顧客満足度向上事業

2741 岐阜県 北村 奈美 産後ケア講座と耳つぼ講座のオンライン化で非接触サービスを提供

2742 岐阜県 オフィス川口 学生たちの夢を全力サポートするオンラインエアラインスクール

2743 岐阜県 ベトコン亭まきた 「ベトコン亭まきた」テイクアウト推進事業

2744 岐阜県 株式会社ＪＡＰＡＮ ＴＥＡ ＨＯＵＳＥ 6200001038121 リモート講座と頒布会によるオリジナルブレンドティー販売事業

2745 岐阜県 Ｗｅｌｌ−ｂｅｉｎｇ Ｌａｂ． サービスの品質向上と感染リスクの低減を両立させる設備の導入

2746 岐阜県 わさび屋株式会社 7200001026785 コロナ後のEC成⾧を見据えた社内管理の非接触型業務フロー構築

2747 岐阜県 月山 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

2748 岐阜県 株式会社チェックハウス 1200001016123 「いつでもどこでも住宅内覧会」SNS広告による新規顧客獲得

2749 岐阜県 青島珈琲焙煎所 おうち時間を豊かに！設備導入によるテイクアウト販売拡大事業

2750 岐阜県 ハッピーベル株式会社 2200002018200 テレビで在宅高齢者の見守りができる緊急通報システムの開発
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2751 岐阜県 株式会社末広飯店 2200001017491 まちの中華屋さんのテイクアウト事業への挑戦

2752 岐阜県 有限会社東春慶漆器店 4200002025772 海外クラウドファンディングを活用した販路拡大

2753 岐阜県 コネクトオート 非対面の販売促進と業務効率化事業

2754 岐阜県 刀煉 刀剣レンタル機能付きECサイトによる非接触営業体制の構築

2755 岐阜県 ＬＡＵＬＥＡ 女性起業家・事業者限定オンラインによる経理代行サービス普及事

2756 岐阜県 株式会社三輪酒造 5200001014346 日本初の室温管理による麹室の対人接触機会の減少への取組

2757 岐阜県 ＣＯＶＥ１ 写真撮影を通じて地元美的センス底上げに貢献するＥＣサイト構築

2758 岐阜県 ＳＫサービス株式会社 8200001034993 オンライン現地調査サービスによる作業工程の一部非対面化

2759 岐阜県 株式会社ラチュール 7200001039168 安心・安全で快適な環境の整備による通所介護サービスの提供

2760 岐阜県 ｓｑｕａｒｅ インターネットＥＣによるパーツ及び中古車販売のためのＨＰ制作

2761 岐阜県 合同会社木立ミート 5200003003413 飛騨牛を全国へお届け！自社E Cサイト構築とチラシ作成・配布

2762 岐阜県 Ｌｕｍｉｅｒｅ デジタルの活用による非対面型オンラインエステサロンの構築

2763 岐阜県 アロハカフェオハナ 「OHANAキッチン」によるテイクアウト推進事業

2764 岐阜県 ＣＨＩＨＯ ＨＩＲＡＧＩ オンライン配信撮影に特化したハウススタジオの設立

2765 岐阜県 麺場花道 各務原店 テイクアウト需要の高まりを利用したホームページの作成

2766 岐阜県 約束の樹 全世代で楽しめる非接触型の書道教室事業

2767 岐阜県 株式会社ＦＴ・Ｆ 1200001036261 コロナ禍の植物育成需要増加に対し天然肥料を非接触Web販売

2768 岐阜県 けいあい整骨院 超高速光美容機の導入によるセルフ脱毛サービスの新展開

2769 岐阜県 シーケーエム 「HARDでも艶っぽい」女性向作業服のオンラインでの販売開始

2770 岐阜県 足立デザイン 美濃焼をECサイトで販売し世界に販路拡大

2771 岐阜県 株式会社叶不動産 3200001028439 ＥＣサイトで繋ぐ、住まいづくりの支援強化と収益向上

2772 岐阜県 ａｃｈａ ｃｒｅａｔｅ オリジナルネイルチップ・Ｔシャツ等を全国に販売するＥＣサイト

2773 岐阜県 有限会社エデン 5200002018627 アフターコロナにおける感染対策・顧客開拓・売り上げ強化事業

2774 岐阜県 株式会社ヴォロンティエｉ 3180001081721 自社オンライン販売力を強化し売上V字回復計画

2775 岐阜県 フリューゲル オンラインを活用したノベルティオリジナルデザイン販促事業

2776 岐阜県 シェルラン 個人客、少人数のお客様に対応した店内改装、新メニュー開発

2777 岐阜県 ａｒｃｈｉｅ株式会社 1200001037623 非接触型営業及び販売を実現させるサイト構築事業

2778 岐阜県 福室由希子 非接触営業策の導入とオンライン完結型の販路転換

2779 岐阜県 ＨＡＮＡＳＡＫＵ 感染対策改装へ新商品導入による経費削減と増益

2780 岐阜県 清水屋 自社HPサイトとSNSの活用を通じた、外販拡大による売上改善

2781 岐阜県 有限会社ウエルカム 1200002020512 高まる不動産売却需要に対し、非接触の事前査定で対応する事業

2782 岐阜県 株式会社ＣＡＮＶＡＳ 5200001033800 オリジナル家具持ち帰り販売販促とEC販売強化で売上アップ事業

2783 岐阜県 株式会社ＡＲＣＨ 2200001037531 ディードクター

2784 岐阜県 株式会社ビューティープラス 7200001038392 ホームページとチラシによる新規顧客を開拓して売上Ⅴ字回復計画

2785 岐阜県 株式会社エフ・ヴィレッジ 4200001038420 個室型セルフビューティマシンサロンの拡大

2786 岐阜県 株式会社ＡＲＡＴＡ 8200001036346 働く男のレトルトカレーのオンライン決済とネット販売

2787 岐阜県 サーキュレイション 知名度を上げるための広告戦略の展開および新商品の開発

2788 岐阜県 Ｂｅａｔｏ コロナ渦の高齢者向け安心見守りオンラインサービス事業

2789 静岡県 食道園 食道園「LOVE MEET」テイクアウト事業計画

2790 静岡県 平松建築株式会社 1080401019291 建築現場の管理を非接触でできるオンラインシステムの導入

2791 静岡県 ライフ・ワン株式会社 8080001019520 オンライン診断サービスの導入による新たなWEB販路を開拓！

2792 静岡県 株式会社豊田 6080401003613 客席個室化による収益アップと感染症対策強化

2793 静岡県 ＢＡＮＧ ＢＥＥ テイクアウトと雑貨の移動販売による非接触型ビジネスモデル確立

2794 静岡県 わたなべ工業 自宅倉庫内での鉄鋼製品加工等作業へのシフト化の為の機材購入

2795 静岡県 ことぶきベース 貸切ドッグラン&部屋食で三密を避ける！安心の愛犬旅

2796 静岡県 ジーサイド 当店ブランドやライブハウス関連グッズのためのECサイト構築

2797 静岡県 善兵衛 桜えびのかき揚げ弁当の開発によるテイクアウト事業の確立

2798 静岡県 さのさんち 無人自動販売機の導入による減失利益の確保とコロナ対策強化

2799 静岡県 大畑皓紀 オンラインによる野球動作改善スクールの開講

2800 静岡県 渡邉知幸 店舗のDX推進による、各種サービスの非接触・非対面化の実現

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4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（2022年1月6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 静岡県 ３９６Ｊａｐａｎ ｆｏｏｄ株式会社 1080401024432 冷凍自販機導入による「冷凍ラーメンセット」の販路拡大事業

2802 静岡県 株式会社ライフワーク 7080402015739 オンラインによるエクステリア設計・作図代行サービスの提供

2803 静岡県 ダンススタジオジャストラフ オンラインレッスンやパーソナルレッスンの導入による新事業展開

2804 静岡県 がしん亭 「待ち」から「攻め」へ！キッチンカーでおうちグランピング

2805 静岡県 身体ケア温ＭＯＲＩ～ぬくもり～ コロナを気にせず安心して利用できるセルフ脱毛サロン事業

2806 静岡県 Ｍʼｓ ｓｏｉｎ 店舗の完全個室化とヘッドスパの広報宣活動

2807 静岡県 有限会社舞阪婚礼家具センター 7080402009988 独自のミーティングシステムを構築し、対人接触ゼロでも商談

2808 静岡県 ＳｏＪｕｉｃｅ スムージー・コールドプレスジュースの EC 販売事業

2809 静岡県 たん観 非接触で上質な空間への改装と高価格コースの新規販売

2810 静岡県 株式会社芦工匠 2080101019129 内覧会をネットから参加！「おうちから見学会」の事業展開

2811 静岡県 合同会社達磨屋 4080103001223 新生活様式に対応した店舗改装と接触機会の低減による売上向上

2812 静岡県 株式会社じゅんちゃんファーム 7080401023552 次世代型無人販売所での音響栽培によって育てた農作物の販売

2813 静岡県 株式会社アーバンゲート 2080101019921 オンライン葬儀サービスの実施事業

2814 静岡県 株式会社甘信堂製菓 5080001016363 飴菓子ダイレクトマーケティング＆Eコマース新規取り組み事業

2815 静岡県 岡田総合企画 オンライン授業ブース設置及び感染防止対策の徹底

2816 静岡県 松尾薬品 脱毛器の導入と脱毛用個室施術室への改装による新規顧客獲得

2817 静岡県 株式会社川八 9080101020154 名物メニュー活用でオンライン体験＆隠れコンテンツ巡りの取組

2818 静岡県 シトライカンパニー 自社製熱海ダイダイ商品の直接販売

2819 静岡県 株式会社Ａ＆Ｂ 8080401013065 不用品はいくら？非接触で納得、安心のオンライン買取査定！

2820 静岡県 株式会社浅岡メンテナンス 9080402020340 見積窓口を備えたWEBサイト開設による対人機会減少と情報発信

2821 静岡県 ＫＯＤＯＮＡ 洋風居酒屋人気料理の低接触テイクアウトブース設置事業

2822 静岡県 株式会社大橋事務所 8080401023196 ポストコロナの事業計画サービスの販売促進事業

2823 静岡県 ３５ｄｅｓｉｇｎ オンラインをフルに活用したデザインの注文と広告宣伝の強化

2824 静岡県 松蘭 習い事・伝統文化の先生の為のお教室オンライン化サービスの展開

2825 静岡県 有限会社三協アルファ企画 6080402003216 動画編集・配信技術のレクチャーでお客様の非対面配信を支援する

2826 静岡県 有限会社中川商会 7080102014586 非対面型営業体制の構築による新サービス「R-Shot」の周知

2827 静岡県 ｃａｆｅうちっち テラス席設置で三密回避とテイクアウト用新商品開発で売上増加

2828 静岡県 有限会社三島技研 1080102011770 接触低減のための打合せ回数最小限化に向けた3DCADの導入

2829 静岡県 ブルーオーキッド 個室型サロンの構築による個別カウンセリング事業

2830 静岡県 レベッカ テイクアウト、デリバリーと店内感染対策による新規客獲得

2831 静岡県 ｃａｆｅ＆ｂａｒ Ｌｏｏｓｅｔｉｍｅ カフェ＆バーが展開する洋菓子のテイクアウト（非接触販売）事業

2832 静岡県 有限会社高橋製作所 8080102004371 機械化を推進し、ポストコロナ時代での事業規模拡大を実現

2833 静岡県 ミスノナワテ サンドラミユキ テイクアウト専門・ECサイトを構築して新規顧客開拓

2834 静岡県 株式会社寺岡醤油本舗 4080001022940 自社HP及びオンラインショップ開設による個人向けの売上拡大

2835 静岡県 有限会社山之上商事 1080102007587 冷凍総菜商品の開発とテイクアウト・お土産宣伝による売上高増加

2836 静岡県 有限会社東京クリーニング 6080002017806 ポスレジ＋クリポン導入によるニーズに応じたサービスの提供

2837 静岡県 ヨネヤマサービス有限会社 3080102015860 スマホで利用しやすいサイト構築及びオンライン購入相談事業

2838 静岡県 Ｒｏｓａ Ｄｅｃｏｒ 「花の都しずおか」サブスクリプション型等の生花ネット販売

2839 静岡県 クリエイティブヘアキムラ 感染防止対策をしたプライベート空間設備で新規女性客獲得

2840 静岡県 株式会社空とも 8180301026504 パラグライダーフライト分析共有ツール「ソラログ」の開発

2841 静岡県 合同会社Ａ．Ｋ．ＰＡＲＡＤＩＳＯ 6080103001106 当社イタリアンメニューの充実によるキッチンカー事業の差別化

2842 静岡県 イーラ株式会社 5080101017674 ECの集客課題を解決する自動キーワード取得ITツールの開発

2843 静岡県 有限会社修善寺印刷所 7080102008282 非対面式営業の確立・営業力強化により販路開拓・売上確保

2844 静岡県 ムラマツ工芸 リアルで培った看板ノウハウでEC店舗の売上をアップさせる事業

2845 静岡県 遥 のぶ ライティングシャドーボックスのPRサイトの制作

2846 静岡県 ｏｉｌ＆ｂｅｙｏｎｄ オイルと健康食に関する普及啓発の為のメディア開発・発信事業

2847 静岡県 パティスリーモン 菓子で特別感を提供するＥＣサイト開設による新規顧客獲得

2848 静岡県 ヴイデザインオフィス 実践的な広告デザインを学べるオンラインデザインスクールの開設

2849 静岡県 サクセスクリエイト株式会社 4080401014166 オンラインでの商品説明と EC サイトでの販売事業

2850 静岡県 アルティジャーノ キッチンカーでwithコロナ美味しいイタリア料理を召し上がれ
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2851 静岡県 發巳藤枝店 セルフレジの導入による感染リスク低減対策事業

2852 静岡県 エスティーム株式会社 9080101019808 新規ウェビナールーム開設＆WEB講座開講事業

2853 静岡県 呑喰 まんまる 非対面販売強化・作業内製化・スペース確保で非接触三方よし

2854 静岡県 トライベスト合同会社 2080403003870 オリジナルデザインの入稿システムの導入

2855 静岡県 株式会社ニュー・ヘルスフーズ 6080101006833 自社ECサイト活用による本格的ネット通販による販路拡大

2856 静岡県 ローシュヘアー HP、ECショップ開設による販路開拓事業と個室導入

2857 静岡県 株式会社ＢＦ２ 8080401023493 新作フルーツバーガーの発売に伴うオープンデッキスペースの開設

2858 静岡県 三福給食株式会社 7080401006326 ホームページ新設とチラシ作成で非対面営業手法の確立！

2859 静岡県 太平洋貿易株式会社 3080101017354 製鉄リサイクル業界に非接触型サービスの導入による販路拡大

2860 静岡県 株式会社カネヨシ水産 2080001014733 個人向けECサイト構築による販路開拓と感染リスク低減の両立

2861 静岡県 フォーヘアーＫ２ 非接触自動洗髪機の導入によるサービス向上と新規顧客の獲得

2862 静岡県 株式会社静岡太陽設備 9080401018187 オンラインのシステムやツールを活用した電気屋の業務効率化事業

2863 静岡県 株式会社六心 2080401022765 オンライン要望シートシステム導入による新規事業の販促強化

2864 静岡県 駿広産業株式会社 9080101008777 ECサイトによる自社生産はちみつ製造販売の販路拡大

2865 静岡県 株式会社ケーディーエム 8080001014802 非接触型ピックアップロッカーを利用した中食主体の新業態の展開

2866 静岡県 株式会社ＭＯＧＡＷＯＲＫＳ 9080001020601 チーズケーキとスコーンのテイクアウト・通販専門店の開業

2867 静岡県 アニュヘア セルフ式の非接触フェイシャルエステ導入による販路開拓

2868 静岡県 ｋｉｍａｍａ ｎｉ Ｐｅｔｉｔ Ｌａｐｉｎ ＥＣサイトの構築による購入チャネルの増加と対人接触機会の減少

2869 静岡県 松井建材株式会社 4080101020150 WEB問合せ並びに富士山砕石等商品のEC販売の強化事業

2870 静岡県 株式会社アイスタイル 7080001021683 感染リスク低減・売上回復を図る冷凍ラーメン自販機事業の構築

2871 静岡県 株式会社ビンズ・アイ 9080101015294 セルフヘアメイクスペース による非対面型ビジネスモデルの構築

2872 静岡県 にいおかピアノ教室 オンラインレッスンの効率化とSNSでのPR活動強化

2873 静岡県 株式会社Ｄʼｓ ｃｒｅａｔｉｏｎ 7080401023164 テイクアウト窓口の設置とカウンター工事による回転率と感染対策

2874 静岡県 株式会社Ａ・Ｑ・Ｍ．Ｃｏｍｐａｎｙ 4080101006819 コロナウイルス対策と販売促進活動を両立させるHPの改修

2875 静岡県 有限会社喜久屋 2080402007658 喜久屋の浜松ぎょうざネット販売ブランド構築

2876 静岡県 Ｆｕｋｕｌｉｅｒ SNSと自社ウェブサイトを活用したオンライン販売の強化

2877 静岡県 有限会社ＴＥＴＳＵ 7080102004926 ECサイトと動画による顧客拡大・売り上げアップ！

2878 静岡県 シズメイ商会 対人接触機会を減少させたカーアフターケア事業のオンライン化

2879 静岡県 株式会社ビープラン 5080001004310 対面型の異業種交流会からオンラインサロンに転換

2880 静岡県 合同会社アイタス 3080103001488 ドローンを使ったスマート農業

2881 静岡県 エーストラベル株式会社 4080101003980 ECサイトによる旅行関連商品販売と新規顧客獲得

2882 静岡県 有限会社住環境研究所 3080402003771 WEBサイトの体験型コンテンツの強化

2883 静岡県 身体リセット整体 店舗移転・改装によるファスティングオンラインレッスンの実施

2884 静岡県 石川農園 富士山の麓で育った美味しい作物が、１クリックで届く生活

2885 静岡県 株式会社Ｈａｐｐｙ Ｑｕａｌｉｔｙ 4080401020651 Happy式農業モデルオンライン相談のサイト、PR動画作成

2886 静岡県 ますはら トイレ改修による感染防止と感染症対策を周知する新規ＨＰ制作

2887 静岡県 株式会社住建工業 6080401017654 グラフィック機能付３Ｄ建築ソフト導入でコロナ禍でも業績アップ

2888 静岡県 だいあーど株式会社 8080101020122 コロナ禍のテレワーク勤務可能な顧客管理システムの導入

2889 静岡県 来来亭南瀬名店 タッチパネル導入によるリスク回避と業務効率向上計画

2890 静岡県 さつき鍼灸整骨院 オンラインカウンセリングで実現する安心・安全な鍼灸整骨院

2891 静岡県 株式会社Ｐｌｉｚｍｏ 6080401023999 接触機会を減らす！セルフエステの導入

2892 静岡県 Ｌｏｖｅ Ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ 障害や高齢を問わず向上心ある全ての人の為のオンライン美容指導

2893 静岡県 心咲己書道場 己書教室運営のオンライン化による非対面型の新規事業展開

2894 静岡県 アミュー 心身を豊かに保つセルフフットケアの非対面コンテンツの開発

2895 静岡県 株式会社ＣＯＺＹ ＲＯＯＭＳ 1080001017720 SNS・HPを利用した非接触型トレーニングで売上増加

2896 静岡県 レイマハナ 完全個室化とベッド数増加により対人接触機会を劇的に減少させる

2897 静岡県 合同会社ＳＡＺＡＲＥ 6080103001485 小規模モノづくりのトータルプロデュース事業

2898 静岡県 有限会社オーケープレス 2080402001594 次世代自動車市場の獲得に向けた非対面営業用WEBツールの構築

2899 静岡県 エミナル オンラインカウンセリング導入による新規顧客獲得

2900 静岡県 アンベリール 接触機会減少のためのプライベートサロン開設
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2901 静岡県 有限会社志戸 3080102021479 過疎地域で生産性向上と事業継続を図るリーズナブル弁当店の取組

2902 静岡県 株式会社きしん 9080401022899 非対面の新サービスを通し、新たな事業軸を確立する補助事業

2903 静岡県 有限会社山⾧自動車商会 4080102018689 創業半世紀の車屋が非接触にて新規顧客獲得を目指す宣伝計画

2904 静岡県 ＳＨＡＦＴ 非接触型指導と時短運動による安心して運動が出来る環境づくり

2905 静岡県 株式会社ＳＳクリエイト 7080401023602 ホームページの構築による販路拡大及び顧客管理システムの導入

2906 静岡県 パシフィックアライアンスマーケティングジャパン株式会社 1080001012630 非接触商談機能付きECサイトの開設で、コロナに負けない経営へ

2907 静岡県 ソーシャルＷａｖｅ合同会社 2080403004308 「自社ホームページにおける動物用消臭スプレー等のオンライン」

2908 静岡県 ペロはまなこ 保護ペットの譲渡マッチングサイトの広報活動

2909 静岡県 有限会社ファイバー浜松 9080402006835 ポストコロナに向けた寝具のネット販売事業での海外市場の獲得

2910 静岡県 有限会社エスエスシール 6080402001269 B to C向け販路開拓、受注のSNSマーケティングの実施

2911 静岡県 建築設計事務所真ｓｈｉｎ 古民家の移築、空き家古民家の再生事業におけるウェブサイト構築

2912 静岡県 住吉三島本店 自動発券機導入による対人接触機会の減少で事業継続計画

2913 静岡県 西島冷蔵倉庫株式会社 2080101002266 倉庫業による感染対策と業務効率化を加速させるシステム導入事業

2914 静岡県 株式会社ＢｅａｕｔｙＳｔｏｒｙ 3080401013929 ECサイト構築による対面販売からオンライン販売への転換

2915 静岡県 和蔵 人気メニューテイクアウト及び貸切等非対面型の促進

2916 静岡県 Ｉｒｉｓ 痩身エステのセルフサービス展開による販路開拓

2917 静岡県 お茶の実の雪うさぎ工房有限会社 8080002016946 おうちプチ贅沢市場に訴求するＥＣサイトへのリニューアル事業

2918 静岡県 マルエス ランディングページとネットショップ開設によるEC事業の推進

2919 静岡県 ＬＩＢＥＲＴＡ ＡＵＴＯ ＦＡＣＴＯＲＹ 既存顧客への非対面販売を可能にするECサイトの構築

2920 静岡県 オートキャンプ銀河 低感染プランＰＲのためのＨＰ作成と遠隔カメラ設置による非接触

2921 静岡県 トニーコンサル事務所 ＳＮＳと動画を組み合わせたオンラインでの非対面型事業展開

2922 静岡県 花鳥画に音楽をのせて実行委員会 アフターコロナ時代に、芸術活動を安定して行っていく新たな提案

2923 静岡県 北條 晴美 デリバリー事業導入による自社独自の生産プロセス確立

2924 静岡県 カデット ＥＣサイトリニューアルによる売上増加と新規顧客開拓

2925 静岡県 Ｌａ ｍａｎｏ 動画配信やオンライン鑑定の導入による非対面型の新規事業展開

2926 静岡県 まつお音楽教室 時代の中で心の悩みを持つ親子へのオンライン支援

2927 静岡県 株式会社プレジールベル 4080001024053 つけ爪事業の集客クチコミ体制からの完全オンライン化とその訴求

2928 静岡県 株式会社ＧＯＯＤ ＭＡＮ 9080001023199 地域密着型宅配サービスによるBtoCへの転換事業

2929 静岡県 ＴＥＲＵＹＡ 自社商品［cashfluffy］の開発とEC事業への挑戦

2930 静岡県 芝田屋 太陽光発電装置の発電状況を遠隔で確認できるシステムの購入

2931 静岡県 伊藤卓矢 Vtuber活動による広報活動と新技術と新サービスの展開

2932 静岡県 オペラ・ディ・ファミーユ たまちスタジオ 音楽教室、演奏におけるオンラインレッスンの強化

2933 静岡県 ＳＫグループ株式会社 9080001020915 コロナ禍における対面販売の新しい営業スタイルの確立

2934 静岡県 ＭＳｔｙｌｅ ｔｅｍａｒｉ ＭＳｔｙｌｅ

2935 静岡県 富屋建築 伊豆の中古住宅をテレワーク用にリフォームして販売する事業

2936 静岡県 ユコル 自社ホームページを利用した非対面化実現及び売上増加のための事

2937 愛知県 トリミングサロンＶｉｖｉｄ ペットの様子がオンラインで見れるコロナ対応トリミングサロン

2938 愛知県 株式会社丸惣 6180001086098 空中撮影・点検・測量サービスの新事業開発による販路拡大事業

2939 愛知県 江南一店 新たなるサービスと低感染リスク型店舗の構築

2940 愛知県 有限会社ノエル 1180302026385 感染対策万全・ペット同伴可のテラスで楽しむ新しい形のフレンチ

2941 愛知県 株式会社ＫＩＮＴＡ 3180301027003 焼肉店で新たにテイクアウト販売事業を開始

2942 愛知県 有限会社なご善 2180002006793 うなぎ弁当を中心とした各種弁当のテイクアウトによる販路開拓

2943 愛知県 株式会社リバティークリエイト 5180001060277 テイクアウト用屋根付き待合テラス席の増設

2944 愛知県 いどた治療院 オンライン鍼灸を活用した新患増加と健康寿命延⾧への貢献

2945 愛知県 石川忠比古公認会計士事務所 対面業務のオンライン化推進のためのホームページリニューアル

2946 愛知県 那月 お客様それぞれに寄り添う、安心・安全な飲食店経営の実現

2947 愛知県 リアンヘアライム 非対面式施術機の導入で新サービス構築と接触時間の削減

2948 愛知県 有限会社ダイチ 7180002066486 建設現場と地域の方々に季節の味を運ぶ移動販売車事業

2949 愛知県 ミッドナイトオイル ニュースタンダード！入店～退店まで対人接触機会0％への挑戦！

2950 愛知県 酒縁 青月 テイクアウトの充足と原価の抑制、そして高単価のステージの構築
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2951 愛知県 株式会社ＭＡＥＫＡＷＡ 2180001089393 塗装職人を救え！塗装特化型オンライン営業による販売促進

2952 愛知県 エリート キッチンカーの移動販売による感染防止と販路拡大の両立！

2953 愛知県 柊山ガーデン ワンフロア店舗から個室型へ！『お客様を守る壁』大改装計画

2954 愛知県 有限会社水谷農園 8180002081336 心に訴える商品画像品質向上と非接触型商談から世界ブランドへ

2955 愛知県 株式会社財プロテクト総研 8180001107918 セミナー・保険相談等の非対面化の為のオンライン専用ルーム創設

2956 愛知県 株式会社ウィンフィールド・ライフリサーチ 6180001056076 コロナ対応型の海外販路開拓モデル構築による積極的な海外進出

2957 愛知県 株式会社Ｙʼｓ ｂｏｎｄ 4180001146597 オンライン専用サイト構築による非対面営業で販路拡大を図る

2958 愛知県 株式会社ディスト 8140001096834 オンラインに特化した終活サポート事業

2959 愛知県 西村塾 対面指導による感染リスクを根本的になくす指導装置の導入

2960 愛知県 株式会社ＲＩＴ 1180001124358 テレワークルームの設置で、製造業の非対面営業を実現します。

2961 愛知県 株式会社後藤衣料 1180001021836 レンタルスペース事業と白衣・ドクターコート宅配お直し専門店

2962 愛知県 九州ざんまい七つ星 セルフオーダーシステムを導入し、非接触で安心な居酒屋へ転換

2963 愛知県 ハマジン 「焼き立てうなぎをお客様までお届け」うなぎキッチンカー事業

2964 愛知県 大衆酒場ｔａｍａｒｉｖａ 感染リスクを抑え売り上げアップ クラフトビールブランド化計画

2965 愛知県 八真人 老舗料亭で培ったこだわり天ぷら店のコロナ対策改装

2966 愛知県 苗代ライスマーケット お米の魅力発信の為のプロモーション強化とECサイト作成

2967 愛知県 古民家ダイナー月猿虎 キッチンカーでの 移動販売とプロモーション強化で販路開拓

2968 愛知県 櫻屋やはち 看板商品“馬肉”の冷凍販売とＳＮＳを活用した新たな販路開拓

2969 愛知県 ＳａｌｏｎＲｈｙｍｅ 非対面式の新美容サービス導入による新規顧客獲得

2970 愛知県 髪きり小屋 感染症対策バッチリ！オトコを磨くセルフ脱毛メニュー

2971 愛知県 株式会社サポートセンター 3180001114992 ホームページ＋動画による電子カルテ導入のオンラインサポート

2972 愛知県 株式会社こころ家 6180001123594 中華そばで市民とつながる！キッチンカーで美味しさと温もりを

2973 愛知県 株式会社ＷＲＡＩＴＨ 7180001134806 巣籠り需要でニーズ拡大！冷凍もつ鍋セットのオンライン販売

2974 愛知県 ジリーノ 対象を中学生まで拡大したオンラインレッスンと集客構造の構築

2975 愛知県 メゾンドシュシュ 個室拡大、美容機器導入によるwithコロナ時代の集客アップ！

2976 愛知県 有限会社小山矢 4180302001253 対人接触を防ぐ！ＷＥＢ上での矢のオーダーシステム作成！

2977 愛知県 ＫＡＩＺＥＮＢＯＤＹスタジオ名古屋 強固な感染予防対策で、より安全安心なエステサービスの提供

2978 愛知県 脱毛サロンひまわり お客様との接触機会減少のためのセルフサービス機器導入事業

2979 愛知県 株式会社スペースハウスラボ 7180001141637 オンライン終活セミナー&終活相談サービス事業

2980 愛知県 株式会社建人 3180001141888 非対面型営業ツール簡単見積りシミュレーション付きHPの作成

2981 愛知県 株式会社ＳＫベネフィット 8180001119038 予約システム導入による混雑状況と予約状況の見える化と密の解消

2982 愛知県 ＩＲＡＧＯブルーベリー 密を解消！屋外スペース活用で安心して楽しむスィーツ作り体験

2983 愛知県 福寿司 エッ？寿司の自動販売機！これって究極の対人接触機会の減少だ！

2984 愛知県 株式会社Ｈ＆Ｆカンパニー 8180001073160 老舗洋菓子と高級アイスクリームのEC強化で新たな柱をつくる。

2985 愛知県 一期屋 新たなるテイクアウト・デリバリーサービスの為の店舗改装

2986 愛知県 有限会社創功 5180002056919 消防点検のオンライン活用！コロナ禍売上回復計画事業

2987 愛知県 株式会社ソリッドスタジオ 6180001134773 機械導入による感染リスクの減少と利益の向上

2988 愛知県 トレジャー treasure

2989 愛知県 はる樹 非対面低接触感染対策店舗の創造

2990 愛知県 有限会社荒井寿し 3180302021302 「荒井寿し」テイクアウト・デリバリー推進事業

2991 愛知県 株式会社アートサンドＣ 1180001129010 対人接触機会減少並びにスタッフの作業軽減の為の自動釣銭機導入

2992 愛知県 株式会社黒宮建設 9180001010146 オンライン内見機能及び非接触商談で対人接触時間削減

2993 愛知県 有限会社アコール 7180002041415 作業効率向上の為非接触型営業システム及び顧客管理機能導入

2994 愛知県 株式会社藤井機械 8180301022882 3Dプリンタで製作する加工品のオンライン受注製造事業

2995 愛知県 株式会社小池建設 9180001021795 「ウェルワン・デンタルケア」のオンライン資格事業

2996 愛知県 右脳開花スクールＢｌｏｏｍ オンライン授業の為の動画配信レッスンサイトの立ち上げ

2997 愛知県 お食事のシキシマ 創業 70 年以上地域に愛される老舗ラーメン店の非対面集客

2998 愛知県 ＳＱＯＯＬ株式会社 8180001105921 非接触で完結できる。出荷・受注代行業への事業移行。

2999 愛知県 幸伸 承継を見据えた印鑑のオンライン販売開始と経営の非対面化計画

3000 愛知県 ＨＡＰＰＩＮＥＳＳＦＬＯＷＥＲ 商戦期における季節商品購入ページの制作、非対面販売促進施作
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3001 愛知県 たかのや 予約制個室風呂の導入で新規顧客獲得に向けたサービスの開設！

3002 愛知県 株式会社グッド・チーム 2180001146260 ハラスメント対策コンサルタント育成のためのオンライン講座開設

3003 愛知県 Ａｌｉｆｅ 新規ECサイト開店によるペットグッズ販売の非対面型販路開拓

3004 愛知県 ライフエンリッチングパートナー 花で地域に笑顔を！オンラインフラワー教室事業

3005 愛知県 ＦＬＯＲＡ ディスプレイ用フラワーのネット通販強化で売上改善を実現！

3006 愛知県 ４Ｕ ＨＰ作成とオンラインショップ開設・展示会等へ出店

3007 愛知県 株式会社ＢＯＮＤ 4180001105693 生食パン移動販売事業のためのキッチンカーBOX導入事業

3008 愛知県 株式会社大橋幾商店 6180001034899 接客不要低感染リスクでランドセルを販売するEC サイトの制作

3009 愛知県 有限会社ピュア 2180002050874 非対面・非接触撮影スタジオへの進出で新たな収益基盤の構築

3010 愛知県 有限会社ピズム 6180002057189 有限会社ピズム-ECサイトによる販売拡大事業

3011 愛知県 ハミングバード 美容室の対人接触機会減少の為の個室化計画と設備導入

3012 愛知県 セブシティ合同会社 8180003019293 不動産賃貸初心者向けのオンラインスクールとオンラインサロン

3013 愛知県 株式会社ヤマグチファーム 2180301029413 冷凍自動販売機によるソーセージの非対面販売

3014 愛知県 有限会社美門 1180002077695 オーダーメイド家具を気軽に！個人のニーズに応えるEC販売事業

3015 愛知県 有限会社魚よし 7180302003817 飲食店（宴会・仕出し・料理）がテイクアウトに特化した新店舗設

3016 愛知県 株式会社キティー 2180001096027 ＨＰ作成とトリミングのオンライン予約システム構築

3017 愛知県 株式会社ＮＰＦＣ 9180001138739 コロナ禍での新オリジナルプログラム「遊びットネス」の販売促進

3018 愛知県 リンダンススクール オンラインレッスン専用ダンススクール校の開校

3019 愛知県 弁護士 吉川 徹 交通事故のレスキュー！安心安全気軽にできるオンライン法律相談

3020 愛知県 株式会社スガテック 6180301011094 製造現場の環境整備とWeb工場見学開催による受注拡大

3021 愛知県 株式会社Ｃｕｂｅ Ｓｐａｃｅ Ｄｅｓｉｇｎ 6180001129443 建築事務所業務のオンライン化で非対面型の実現と新規受注獲得へ

3022 愛知県 Ｓｕｎｎｙ Ｋｉｔｃｈｅｎ 「人生変わる米粉食パン」の製造販売と教室のオンライン広報

3023 愛知県 Ｍｏｎａ合同会社 2180003019349 ネイルサロンにおけるセルフエステ美容器の導入

3024 愛知県 オカディーアート ＶＲ展示と接客でアウトドアファンのハートを掴む生産性向上計画

3025 愛知県 有限会社野田屋菓子舗 8180002077227 非対面型販売強化のための生産工程見直しによる生産性向上事業

3026 愛知県 Ｅｉｎｓ Ｆｉｇ テイクアウトやお取り寄せをSNSでPRする縦動画の制作と販売

3027 愛知県 コノズコーヒー栄５丁目店 真空包装設備の導入によるテイクアウトメニュー開発

3028 愛知県 有限会社アール・イー・アール 3180002078832 味に自信あり！牛たこ焼きのキッチンカー導入による新規顧客獲得

3029 愛知県 ｓｏｕｎｄ ｃａｆｅ ＧｒｅｅｎＧｒｅｅｎ 家庭で本格スパイス料理を！スコッチボネット新商品の開発！

3030 愛知県 千寿 安心安全な飲食物提供を目指す地域初アクリル板ショーケース導入

3031 愛知県 株式会社Ｙ・Ｋダイニング 3180001114258 広告動画の制作と予約・通販システムの構築・運用

3032 愛知県 株式会社ケイアンドエイ 6180001139483 次世代WEB会議活用！外壁塗装のオンライン見積もりサービス展

3033 愛知県 サロンドラフレーズ ポスト＆ウィズコロナ時代における新規セルフ脱毛サロンの展開

3034 愛知県 Ｂｉｓｔｒｏ Ｂａｒ ＡＵＢＥ 東三河拠点駅の立地を生かしたニューノーマルな飲食店の確立

3035 愛知県 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ ＫＩＳＡＫＵ 「五感喜ぶテイクアウト」レストランをご家庭へ

3036 愛知県 城南コベッツ国府宮教室 オンライン指導の取り組みによる商圏拡大

3037 愛知県 株式会社アルベロ 4180001144097 在宅支援事業による、障害者の働き方改革

3038 愛知県 政木写真館 顧客の安全と新しい撮影スタイルを求めてスタジオからガーデンへ

3039 愛知県 株式会社ＪＦＢプロジェクト 9180001146543 店頭の対面による集客から脱却し、PR動画による集客方法の構築

3040 愛知県 Ｗ３株式会社 3180001136987 接触回数低減による安心安全の児童支援施設の実現

3041 愛知県 合資会社柿田呉服店 7180003013058 『オンライン型商談による新たな販路開拓と今後のコロナ対策』

3042 愛知県 サロンドヴィズ 業務システム導入、最新設備導入による顧客の店舗滞在時間削減

3043 愛知県 有限会社エーヌステイジャパン 2180002044356 非対面営業とペーパーレス化による感染リスクゼロの顧客獲得

3044 愛知県 株式会社美来陸送 1180001111546 BtoCサービスの展開と既存事業を活かした運送業界の新規参入

3045 愛知県 株式会社セブンデイズプラス 9180001134309 オンラインを用いた現地調査と便利屋サービスで販路拡大

3046 愛知県 にっしんたろう接骨院 個室作成で安全な環境作りと痩身機器購入にて新メニュー構築

3047 愛知県 サクラ麹ラボ 「麹ぱうだぁ」拡販のための動画制作とオンラインショップ構築

3048 愛知県 株式会社ｂａｌａｎｃｅ． 6180001144384 リモートワークの疲れを癒す個室ヘッドスパ事業の立ち上げ

3049 愛知県 タブリエ オンライン料理レッスンで対人接触機会を減少

3050 愛知県 安形商店 ＷＥＢ販売体制の構築で新規顧客獲得による売上増加計画
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3051 愛知県 株式会社国商 3030001135847 ホームページ作成および自動集客システムにより新規顧客を獲得

3052 愛知県 次世代エコライト株式会社 4180001069914 コロナ禍を踏まえたオンライン営業体制の構築と販路拡大

3053 愛知県 有限会社千寿堂 9180002058060 千寿堂「除痛・訪問施術」

3054 愛知県 ｈａｉｒ ｌｉｖｉｎｇ ＹＵＲＡ 超快適ヘッドケア空間 VIP ルームの実現による販路開拓

3055 愛知県 ＯＮＥʼＳ株式会社 6180301033460 食品や医療業界の産業用ロボット受注のための非対面サイト構築

3056 愛知県 有限会社バランス 2180002069725 設備導入による対人接触時間減少及び顧客満足度向上の推進

3057 愛知県 有限会社ミナミ 9180002081335 3次元測量のシステム化による生産性向上とICT化の促進事業

3058 愛知県 Ｗａｒｍ 対人接触機会の大幅削減！セルフ脱毛、セルフ痩身マシン導入！！

3059 愛知県 てらこや 地域密着型オンライン指導

3060 愛知県 はり・灸 天和治療院 スーパーライザーPXを用いた低接触型施術の導入

3061 愛知県 株式会社フォトアンドスタイル 3180001038969 撮影のスキルを生かした挙式オンライン配信・撮影セミナーの開催

3062 愛知県 日本酒と寿司 燗太 テイクアウト需要拡大事業

3063 愛知県 株式会社笹やＧｒｏｕｐ 6180301035119 蒲郡の魅力「深海魚」を用いた商品開発・EC展開

3064 愛知県 岡本建築 WEB集客からのオンライン商談システムによる非対面事業

3065 愛知県 加圧スタジオ プレミア オンラインへの移行と強化 低感染リスク型店舗づくり

3066 愛知県 有限会社泉商会 8180002071510 コロナ禍における販売方法の転換のためのWEB・ECサイト作成

3067 愛知県 豊橋薬師活法整体院 非接触型メニューの開発とネット販売のためのホームページ作成

3068 愛知県 株式会社マリンラボ 2180003019159 弊社営業用PR動画の作成で非対面営業を可能にする

3069 愛知県 アロマーユ株式会社 5180001126664 生活密着型の和アロマオンライン講座につなげるWebサイト制作

3070 愛知県 株式会社アクセス・イノベーション 2180001070659 ウェブ制作会社の売上・利益アップを支援するIT経営実践塾

3071 愛知県 ＰＲＩＣＯＴ オンラインでのサービス提供とFC事業展開

3072 愛知県 美容室ブルーメ 無人機器による接触回数減少と時間短縮をする新たな美容サービス

3073 愛知県 有限会社スターネスジャパン 2180002058934 テレワークパッケージをオンライン商談で提案していく新サービス

3074 愛知県 株式会社ＤＩＶＥエンターテイメント 7180001108792 ポストコロナを踏まえた非対面への営業方法の変更

3075 愛知県 犬飼 理 完全オンライン仕入れ導入 環境配慮の革靴リペア販売

3076 愛知県 株式会社シマウイング 7180001042546 サステナブルな社会を創る「テイクアウトプリン専門店」事業

3077 愛知県 善進接骨院 オンライン施術・予約システムの導入による非対面型ビジネス構築

3078 愛知県 花蓮 台湾屋台料理 本格！美味しい！台湾屋台料理を安心安全なキッチンカーで提供

3079 愛知県 株式会社エムリット 4180001127226 オーダーメイドデザインマスク販売のための WEB サイト構築

3080 愛知県 ダブルアールクローゼット 完全予約制の店舗開店による機会損失の解消とオンライン販売強化

3081 愛知県 株式会社ｐｈｏｔｏ ｌｌａｔｔｅ 6120001220447 フリーカメラマンに特化 SNSマーケティングオンラインサロン

3082 愛知県 株式会社橋爪鈑金 4180001024150 オンライン商談ツール活用による新規獲得・事業拡大の実現

3083 愛知県 オッスジム オンラインレッスン及びEC販売実施による販路拡大を実現する

3084 愛知県 日本料理 すし哲 日本料理店の特徴あるおせちのネット販売による非対面化

3085 愛知県 オートサービスブレス オンライン商談で接触時間減少オンライン物品販売で販路拡大

3086 愛知県 はぶくしゅＳＨＯＰ 対人接触機会低減の為のリモート用販売スペースの設置とPR

3087 愛知県 豊田企画 千葉加奈子 ジア水・ジアペットをオンラインツールで販路拡大

3088 愛知県 テロワール・ヌフ株式会社 9180001144472 ホームページとECサイト、動画を活用した非対面営業の促進

3089 愛知県 武蔵重設株式会社 8180301016892 コロナ禍でのホームページ活用による新規営業受注スタイルの確立

3090 愛知県 レザーハウスアンティーク 世界で唯一無二の革製品の国内外への販売強化とブランド力向上

3091 愛知県 株式会社ＲＯＳＳＯ 9180001121595 改装によりセット面同士の距離をあけ全性をより確保

3092 愛知県 株式会社ＰＡＲＬＡＹ 5180001104091 海外を販路とした着物の販売事業

3093 愛知県 つけ麺道開花屋一貫 つけ麺・ラーメンのテイクアウトへの挑戦、オンラインオーダーで

3094 愛知県 株式会社大進建設 6180301006061 オンラインショールーム見学のための促進サイト制作

3095 愛知県 株式会社パワープラント 5180001112202 対面セミナーから脱却!!オンラインサロン「孔子経営」の運営

3096 愛知県 折出賢一 コロナ影響を受けないアナウンサーのオンライン話し方講座の普及

3097 愛知県 理容ワダ 地域の未来を支える訪問カットで売上増を目指す

3098 愛知県 株式会社リプラス 2180001135040 非対面面談の予約システムを導入したＨＰ製作による販路開拓！

3099 愛知県 うなぎ専門店仁や 「関東風うなぎ専門店仁や」のテイクアウト推進事業

3100 愛知県 株式会社ＴＯＫＩＷＡ 3180001147745 予約・決済システム活用による業務効率化と感染症対策の両立
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3101 愛知県 株式会社たからセルロイド 9180001031200 自社技術・開発製品のPR強化およびオンライン商談の仕組づくり

3102 愛知県 Ｒａｉｎｂｏｗｓｈｏｐ LGBT専門のオンラインコミュニケーションスクール

3103 愛知県 ブエナヴィスタ WEBでコミュニティを形成し、オンラインサロンにチャレンジ

3104 愛知県 株式会社ＳＡＲＴＥＣ 9180001101845 オンライン商談、オンライン受注強化のためＷＥＢサイト構築

3105 愛知県 コピントショップオスカー 子供だって欲しい！雅印・落款印オリジナル手書ハンコのEC販売

3106 愛知県 増田将信社会保険労務士事務所 オンライン人事労務相談サービス導入に伴うＨＰ制作

3107 愛知県 株式会社６８ｔｈ 6200001036777 大部屋の個室化で接触機会を減少！ネイルサロン再開で売上ＵＰ！

3108 愛知県 担々麺 四川 本格担々麺のテイクアウト事業拡大で収益増加を実現する

3109 愛知県 老津木工有限会社 3180302006724 動画を活用した組み立て木製屋台「Patto」のEC販売拡大

3110 愛知県 ＳＥＴＩＡ株式会社 6180001101014 ハラールのレトルト食品の開発とECサイト構築による販路拡大

3111 愛知県 エナジーサロン燿 自宅でエステ時間！非接触型セルフエステの導入で売上ＵＰ

3112 愛知県 中商不動産株式会社 4180001072298 不動産情報配信とネット集客のためのWEB サイト再構築

3113 愛知県 アイ・ウィッシュ Webマーケティング専門eラーニングサイト立ち上げ販路拡大事

3114 愛知県 株式会社ｍａｒｉｓｉｅ 6180001137132 フランス惣菜と串カツの映えを追求した商品展開

3115 愛知県 スタジオモアナ オンラインクラス新設とオリジナル商品のオンライン販売

3116 愛知県 ＳＨＯＰさとｒａｋ ｃｈａｎｇ ECサイトによる非接触販売と顧客との交流機能の構築

3117 愛知県 株式会社Ｇｓｍ Ｊａｐａｎ 2180001146814 カラーシミュレーションの同業者向けサブスクリプション

3118 愛知県 株式会社まっくコミュニケーションズ 9180001078002 コロナ禍を乗り越えるための非対面プラットフォーム構築事業

3119 愛知県 ひまわり治療院 感染防止対策のための改装及び治療効果持続でwithコロナ

3120 愛知県 セロリ 当知店 味噌カツ・パスタの人気店がテイクアウトとディナー利用をPR

3121 愛知県 合同会社ＳｕｎＳｈｉｎｅ１０１ 5180003017795 対人接触機会減少と販路拡大を主目的とした珈琲焙煎機新規導入

3122 愛知県 ｓａｌｏｎ ｄｅ ａ−ｌａｓｈ ウィズコロナ時代のフェイシャルエステ専門セルフエステ事業

3123 愛知県 麺や極 おうちで豚骨ラーメン！持ち帰り専用冷凍ラーメン販売事業

3124 愛知県 株式会社ティーネットインターナショナル 3180001056517 スマホ対応のHP作成による若年層の取り込みと生産性の向上

3125 愛知県 株式会社エベレストコンサルティング 6180001118900 外国人労働者の雇用環境改善に資する「職場のルールブック」事業

3126 愛知県 有限会社カトーシステムサービス 1180302000737 非対面・非接触の手厚い営業対応と現場管理による生産性向上

3127 愛知県 フォービジョン 対人機会減少のための外観検査専門マニュアル作成のオンライン化

3128 愛知県 合同会社ジャスティーン 3180003014464 非対面ツールと内製化により講座の充実と会員の満足度UP

3129 愛知県 リメイク 打ち合わせのオンライン化による顧客満足度向上への取組み

3130 愛知県 一楽鮨本店 中高年者向け健康サポートの為のプライベートジム開設

3131 愛知県 一よし コロナの時代にあった店舗作りをすることでコロナ対策を強化する

3132 愛知県 ｓａｌｏｎまき テイクアウトで広げる飲食事業の輪、おうちごはんのテイクアウト

3133 愛知県 有限会社伊藤印刷 2180302006411 ネットシステムを構築し顧客の呼び込みを図っていく。

3134 愛知県 素描 オートシャンプー導入による非接触サブスクリプション事業

3135 愛知県 株式会社リベレイト 4180001104794 SNSでアイキャッチ！ポストコロナを見越したECサイトの構築

3136 愛知県 ＤＩＡＭＯＮＤＬＩＦＥ株式会社 6180303004484 外国人向け不動産ポータルサイトを構築して新規顧客開拓を図る

3137 愛知県 エスネイル 非対面型のセルフ脱毛サービスで新規顧客獲得

3138 愛知県 有限会社増田木工所 9180002019343 HPから木製テレワークブースの直接受注で新規開拓強化

3139 愛知県 株式会社右腕 1180001146427 非対面セミナー・商談サービス強化で顧客接点機会の創出

3140 愛知県 弁護士 小出 和之 弁護士業務のオンライン化による顧客との非対面化の実現

3141 愛知県 カラデニズ有限会社 9180002053326 低感染実現！キッチンカー導入により店頭と移動販売で販路拡大！

3142 愛知県 株式会社ＡＫＩ 3180001107162 産業用ドローンを活用した点検手法の確立

3143 愛知県 株式会社カラオケエース 1180301033754 演歌・歌謡曲専門の自費音楽出版サポ―ト事業

3144 愛知県 ４ｔｗ株式会社 9180001118195 中古車オンライン商談サービスWEBページ作成による売上向上

3145 愛知県 竹内工業株式会社 1180301023045 時代の変化に適応するデジタルソリューションへの挑戦で顧客開拓

3146 愛知県 パーソナルジム インベスト 鍛えるだけじゃない！疲れも吹き飛ぶニュータイプGYM！

3147 愛知県 チアトルドーム 芸術家が安心して練習、撮影＆配信できるスタジオ作り

3148 愛知県 加市農園 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！

3149 愛知県 株式会社ネクサス８ 5180002054030 低感染リスク環境を整備して売上を向上させる為の販売力強化事業

3150 愛知県 グリーンズ合同会社 2180003018598 非接触型ネットワークサポート機器を活用した顧客サポートの実現
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3151 愛知県 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ Ｋ‐３ 9180301034489 飲食店向け非対面型配膳ロボットのWeb販路開拓事業

3152 愛知県 合同会社ＷＯＲＬＤ ＳＴＡＮＤＡＲＤ 3180003018325 福祉業界向け中古車販売HPの開設で売上強化を目指す

3153 愛知県 スタジオＲＣ 非対面型研修のシステム構築とオンラインで新規顧客の獲得

3154 愛知県 ナゴヤインポート 新たな販路開拓のための自社ECサイト構築

3155 愛知県 道三家 新たなサービスを取り入れたポストコロナを見据えた事業展開

3156 愛知県 さらら９ オンラインヨガレッスンの実施とWEB集客のためのシステム構築

3157 愛知県 有限会社プリンセス・モア 8180002093224 非接触型ネットショップ強化で若い年齢層の新規顧客をつかむ

3158 愛知県 株式会社ＨＯＰＥ． 3180001123770 テイクアウト専用鉄板メニュー開発による販売強化

3159 愛知県 ＳＲＹ． 新規オンラインピラティス事業でウイズコロナ時代の健康サポート

3160 愛知県 株式会社ＭＳセンター名古屋 9180001088777 中小企業向けレンタル人材マッチングサービスのオンライン提供

3161 愛知県 ゼーティスウォード株式会社 3180001137481 生涯のパートナーが100％見つかるオンライン結婚相談所事業

3162 愛知県 快適デジタル株式会社 2180301025932 品質に拘ったメイドインジャパンの腕時計組み立てキット

3163 愛知県 株式会社スリーフィールズ 6180001141919 「ITコンサル×システム開発×業務効率」 3エフェクトUP

3164 愛知県 有限会社ヘアドゥ・アズ 3180302023356 ペット用オリジナルタグのオンライン販売

3165 愛知県 メニーライス合資会社 2180303005073 「メニーライスが届ける!!満腹笑顔のキッチンカー事業」

3166 愛知県 ウエルズ有限会社 7180002051083 素行の良い外国人人材採用ツールの作成

3167 愛知県 株式会社慎政コーポレーション 8180001129796 対面式販売の見直しと移動販売車の構築による非接触型販売の強化

3168 愛知県 株式会社オオハラ 1180001099443 環境に配慮した適正量の特色調合塗料のオンライン自社販売

3169 愛知県 株式会社快創工房 7180001104825 設計業務のオンラインコンテンツ化と非対面接触型の販路開拓事業

3170 愛知県 アンリュクス コロナに対応するためのネット販売の拡充と商品管理体制の構築

3171 愛知県 トーホーエンジニアリング株式会社 7180001012887 点検キット導入によりコロナの影響を乗り越える保守体制の構築

3172 愛知県 ＦａｃｔｏｒｙーＴ 生配信音楽ミックスに特化したミキサー機材導入

3173 愛知県 スタイル 飛沫感染防止対策を徹底し、安全な演奏・歌唱の実現を図る

3174 愛知県 ドゥ・ポーム 接触機会を減らすための新メニュー開発と広報活動で売上アップ

3175 愛知県 株式会社ＯＩＳ 1180301026171 高度クリーニング技術とEC販売とのシナジーによる新市場開拓

3176 愛知県 株式会社アイビーホーム 4180001056615 ホームページ開設による集客と自社紹介の可視化

3177 愛知県 らいと 終活フェアを通じた対面営業から非対面営業への移行計画

3178 愛知県 株式会社ＦＰＣ 8180001095758 不動産提供から開店・集客・スタッフ募集までトータルサポート

3179 愛知県 株式会社アテリア 5180001089861 ネットショップ開設・運営講座動画配信事業

3180 愛知県 ＣＯＮＮＥＣＴ 店内の接触防止徹底及びテイクアウト商品の生産体制構築

3181 愛知県 有限会社ファーム 7180002067113 低感染リスクの効率的なネット活用力で新規顧客増！

3182 愛知県 細井正俊税理士事務所 WEBを活用した非対面型営業体制の構築と新サービスの展開

3183 愛知県 エス・クリエイションズ 商材の販売契約を非対面化の実施

3184 愛知県 有限会社大和 7120102015893 空気清掃強化＆最新医療機器によるセルフ治療で販路開拓!

3185 愛知県 カットパークサロンドリーム 手軽にホームケア！男の魅力を引きだすビューティーサポート

3186 愛知県 メンズカットショップフジミ 安心、安全な店内環境をお客様に提供して新規客を獲得

3187 愛知県 石田 龍也 生地に豆腐を混ぜた低カロリーエビ―チーズ焼きの移動販売事業

3188 愛知県 株式会社キープオンホールディングス 8180001122966 ヴィズコロナの時代に向けた非対面型営業システムの構築

3189 愛知県 株式会社サンノーヴェ 4180001122516 女性特有の体調不良を改善するグッズ販売のためのECサイト構築

3190 愛知県 有限会社小ざくらや一清 7180002057691 従業員も消費者も安心できる環境で美味しい和菓子を…

3191 愛知県 株式会社パターネグラ 1180301035057 ECサイト作成・ネット通販の展開

3192 愛知県 ＭＡＫＯメディカルサロン HP作成で感染拡大防止のスキーム構築！更に新たな営業手法へ

3193 愛知県 Ｃｌｏｕｄ９合同会社 9180003022809 メディア販売専門自社 EC サイトの新規構築による新たな顧客

3194 愛知県 キンドリッヒ音楽教室 子供から高齢生徒が安心して通えるオンラインピアノ教室の開校。

3195 愛知県 株式会社リプレ 3180001146177 こだわりの味を自宅で堪能できるモバイルオーダーテイクアウト！

3196 愛知県 株式会社ライブリー 7180001096014 オンラインで実現する、的確なニーズの把握と顧客満足度の向上

3197 愛知県 船曳 孝彰 新築物件写真撮影月額ダウンロードサービス

3198 愛知県 ＬＯＣＡＬ ＰＲＩＤＥ オンライン採用代行の周知とIT活用による経営の非接触化計画

3199 愛知県 そいそい コロナ太りでニーズ急増！植物性プロテインバーのオンライン販売

3200 愛知県 フェルマータ ブログアプローチ型ECサイト構築による販路開拓
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3201 愛知県 株式会社オリーブ 6180001135433 ネット販売及び独自のテイクアウト企画

3202 愛知県 イプシロンズ株式会社 7180001143179 コロナ禍のペット需要に対応！魅力的な商品が揃うECサイト

3203 愛知県 株式会社まあちゃん 6180001144863 配達エリア拡大による販路開拓

3204 愛知県 株式会社ＭＪＸ 5180001127877 取扱い商材の情報配信とオンライン販売を行うWEB サイト構築

3205 愛知県 株式会社ウイングフォー 8180001101441 非対面・非接触の自動販売機導入支援

3206 愛知県 株式会社セブンデイズ 4180001059948 チラシ&HPでアプリの広報をし感染リスクを無くし売上を作る

3207 愛知県 神谷美保フードスタイリング 非対面型オンライン・リアルタイム商品撮影事業

3208 愛知県 健寿 低感染リスク型ビジネス枠

3209 愛知県 Ｎｉｃｏ Ｗｈｉｔｅｎｉｎｇ ｆｕｓｏ 施術スペースの個室化とエステ機導入で顧客満足度と稼働率をＵＰ

3210 愛知県 株式会社ＲＥＡＬｉＺＥ 2180301035031 動画と説明資料を使った非対面でのアフターフォロー体制の構築

3211 愛知県 ＡｇｅｍＮａｉｌＳｔｕｄｉｏ 地爪の自宅ケアメニューを予約機能付きオンラインサイトで販売！

3212 愛知県 エイムズワークス株式会社 7180301034714 巣ごもり需要を見据えた独自スイーツで販路拡大を目指す

3213 愛知県 株式会社Ｉｒｉｓ 1180001134349 セルフセットコーナー造設と予約サイト制作で感染リスク低減

3214 愛知県 株式会社ジェーピーマネジメント 2180001065345 オーガニック関連商品の外国人向け海外EC販売サイトの構築

3215 愛知県 有限会社アイズ 6180002022713 SNS広告を利用してネット回線による小口発注の確保

3216 愛知県 Ｍａｒｕｕ 非接触・時短で高満足度の筋膜リリース導入による販路開拓

3217 愛知県 ジュエティ コロナ禍でも事業継続が可能なキッチンカー 事業の開始

3218 愛知県 株式会社ワールド 9180001133987 刺繍マーク業務の自社内製化と移動式 加工及び修理工房の新設

3219 愛知県 結 産地直送海産物のデリバリー提供と徹底した人数制限！

3220 愛知県 株式会社ユーピーティー 8180001051711 国内格安航空券及び航空会社優待券のオンライン販売サイトの構築

3221 愛知県 橋本綾子 業務管理マニュアルツールの開発による事業の効率化とリモート化

3222 愛知県 ホリスティックキャンドル VRを活用した女性向けの心と体の癒し・目標実現の学びの場

3223 愛知県 株式会社セコン 8180001139878 感染リスクを低減させた次世代型のホワイトニング事業

3224 愛知県 健康スポーツ整体院 煌 スポーツ障害専門!オンラインパフォーマンスアップ運動指導

3225 愛知県 リアンドゥファミーユ ＰＯＳレジ＋オーダー端末で非接触型カフェの運営の実現

3226 愛知県 したくや縁 オンラインによる納棺師の技術伝承と業務効率化システムの導入

3227 愛知県 株式会社アヴァンセ 3180001055304 感染防止・販路開拓の為の内装工事

3228 愛知県 村瀬 光美 自社ＨＰ制作と自動集客システムの導入による非対面ビジネス

3229 愛知県 株式会社ＡＩＧＯＹＡ 4180001125840 食券機を新規導入して感染リスクの低下と業務効率化で売上回復！

3230 愛知県 ＢＭＧＴＲＡＩＮＩＮＧＳＴＵＤＩＯ 対人接触機会の無い集客、宣伝スキームを構築し売上の回復計画

3231 愛知県 麺屋さくら テイクアウト販売実施による売上増加事業

3232 愛知県 有限会社エヴァーズ・フロー 1180302022137 -次世代VRで魅せる物件へ-新サービス展開で売上拡大

3233 愛知県 株式会社アットエアコン 7180001104734 ＬＰ誘導で新プランを広く浸透させるＤＭバラマキ大作戦

3234 愛知県 株式会社Ａ−Ｄｅｓｉｇｎ 7180001132405 予約フォームを入れたＨＰ構築で対人接触機会の減少と販路開拓！

3235 愛知県 株式会社とみたプロス 5180001143453 非対面非接触でのサービス販売と看板広告による非接触営業の実施

3236 愛知県 六識興業 コロナ禍での集客数増加させるカフェのビジネスモデル構築事業

3237 愛知県 株式会社東春 6080101018589 空気触媒の施工(抗菌コート)、エアコンフィルター販売事業

3238 愛知県 有限会社橋本石油店 8180002072946 予約専用サイト新規OPEN&店内リニューアル計画！！

3239 愛知県 ＳＡＹＵＲＩ Ｂ＿ｗｏｒｋｓ オンラインによる非対面ボリュームラッシュ講習の確立

3240 愛知県 合同会社ＡＧカンパニー 9180003022759 ＨＰ内に非対面型のオンライン面談システムを構築し販路拡大！

3241 愛知県 ヌーサ ライン オンラインコンテンツで日本全国サーフボード販売展開事業

3242 愛知県 松浦 律子 地域の主婦ネットワークで広げる遠隔ロースイーツ

3243 愛知県 ヘアーデザインシダー コロナ禍だからこそ顔をキレイに！セルフホワイトニング販路開拓

3244 愛知県 シクミタス株式会社 4180001137159 コンサルタント・士業向け顧客課題分析システムの新規開発

3245 愛知県 株式会社さくら総合オフィス 9180001109582 セミナーと決済のオンライン化による新規顧客開拓事業

3246 愛知県 株式会社Ｇ−ｇｒｏｗ 7180001136950 JIASUIで新型コロナ撃退！オンラインツールで販路拡大

3247 愛知県 アイアナ セルフエステ商品のECサイトとSNSのPRで非対面販路を構築

3248 愛知県 ブルハン トレーディング 市場拡大が進んでいるＥＣ市場にてトレーニング器具の販売計画！

3249 愛知県 株式会社アカリヲ 2180001145626 唯一無二のデザイン力で、商品が売れるECサイトを作る

3250 愛知県 株式会社アクト 6180301020814 オンラインでの業務対応と事業承継を見据えた自社ブランディング
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3251 愛知県 ＰＬＵＭＥＲＩＡ ＪＡＰＡＮ株式会社 8180001141207 WEBサイトとデジタルカタログによる非対面商談プロセスの整備

3252 愛知県 有限会社京屋旅館 4180002023135 非対面プランの開発とSNSによる国内旅行者の予約獲得

3253 愛知県 株式会社カラーズ 7180001072956 webのリニューアルと動画を導入し個人宅リフォームの顧客獲得

3254 愛知県 オカベン バーチャル店舗を活用したECサイトでコスパの高いワインを全国

3255 愛知県 ミサカ不動産株式会社 7180001137197 WEB商談による接触機会の減少と販路拡大

3256 愛知県 零壱 高度な技術を生かし低感染リスクの戸建住宅リフォーム事業を展開

3257 愛知県 株式会社ネイキッド・トラスト 8010401150286 広告宣伝・非対面営業強化をして集客効果と売上向上計画

3258 愛知県 ダイダンエン コロナ禍においての更なるテイクアウト強化と空調設備強化

3259 愛知県 Ａｎｅｌａ オンライン販売による売上の安定化、エステサロンの対面式事業リ

3260 愛知県 Ｋ＆Ｐ株式会社 3180001142085 北海道海産物・馬肉販売の自社ＥＣサイト開設で売上アップ

3261 愛知県 栗元社会保険労務士事務所 助成金活用による企業支援サービスに非対面サポート導入！

3262 愛知県 良縁会オフィス 動画付HPでオンライン婚活サービス認知度向上を目指す

3263 愛知県 株式会社柔和 7180001146074 柳原いきいき宅配弁当（柔）

3264 愛知県 株式会社Ａｒｕｂｏ 8180001148144 顧客ニーズにあわせた食肉加工品によるEC販売で売上を増加

3265 愛知県 肉乃小野寺 気軽にプロの味をテイクアウト！ネット注文のできるお肉屋さん

3266 愛知県 合同会社ケアファーム星ヶ丘 6180003016136 LINE公式アカウントを活用した非対面の介護サービス

3267 愛知県 ＥＧＡＯ 有料Webコンテンツによるヘルスコーチ事業での売上Up計画

3268 愛知県 株式会社モノプラン 6180002035046 世界初！人にも環境にも優しい化粧品Save ME通販事業

3269 愛知県 Ｌｕｃｅ 感染症対策に応じた個室サロン空間の工事とPR

3270 愛知県 ＰＬＵＭＳ 新規開拓とポストコロナのECサイトなどの運用サポート事業

3271 愛知県 エルムンド 新しい生活様式に対応する製品を開発してEC販売を加速する

3272 愛知県 株式会社統新建設 9180001145017 建設用足場の用途提案による、オンライン顧客開拓事業

3273 愛知県 ラサンタ・ライン株式会社 4180001142720 商品管理ツールの導入による接触機

3274 愛知県 梅村 俊雄 地域の伝統野菜の魅力を発信する薬膳料理のオンライン教室

3275 愛知県 小島食品製造株式会社 1180001094279 非対面型営業のためのオンラインシステムの強化と業務改革

3276 愛知県 Ｇｅｍｅｌｌｉ ブランドページ作成とSNS、ネットショップ連携による売上向上

3277 愛知県 鉄板ダイニングおぜさん HPからも安心、美味しさを伝えテイクアウトのお客様も獲得する

3278 愛知県 有限会社伊藤住建 7180002091939 リフォーム専門の通販事業へ新規進出。第2の主力事業を育成！

3279 愛知県 鈴木裕文税理士事務所 ホームページ導入によるリモート巡回や面談のサービス構築

3280 愛知県 パーソナルトレーナー コンディショニング機器を使ったボディーメンテナンス

3281 愛知県 リコラ コロナ禍の客数減の補填の為のECサイト構築化粧品の開発

3282 愛知県 株式会社ソシオエネルギーマネジメント 4180001141821 自社商品サイト 構築

3283 愛知県 ふたつの木 オフラインからオンラインへ、コロナ禍での事業持続のための取組

3284 愛知県 風空花 華道伝統流儀の継嗣によるオンライン華道教室の取り組み

3285 愛知県 ジャン株式会社 2180001124126 低料金でリラックスできるプライベートサロン

3286 愛知県 河合 祐二 オンライン対応と自動集客システムの導入による非対面ビジネス

3287 愛知県 カーラ アイリッシュパブ移動イベント営業

3288 愛知県 株式会社スマイルフォーユー 1180001089576 メーカーとしてのブランド確立と新規顧客開拓の為のネット活用

3289 愛知県 亀甲仙 WEBから簡単注文！唐揚げ専門店によるテイクアウト販売

3290 愛知県 トルヌソル テイクアウト販売の導入による新規顧客獲得

3291 愛知県 株式会社Ｐｒｏｄｕｃｔ Ｍａｒｋｅｔ Ｆｉｔ 7180001138047 医師向けアプリ新機能によるユーザー利便性向上で販売力強化

3292 愛知県 株式会社ｓｌａｗ 6180001144277 とり肉料理を家庭でも！テイクアウトで販路開拓

3293 愛知県 ｍｓ 個室空間による顧客満足度アップ事業

3294 愛知県 株式会社ＣＯ２ 5180001144286 ＨＰによる認知度向上及びオンライン販売での販路拡大計画！

3295 愛知県 いやしの青 インターネット広告による定期顧客獲得事業

3296 愛知県 松下宝石有限会社 6180302009798 サイトを活用し新たな顧客の発掘、大企業の福利厚生需要の獲得

3297 愛知県 株式会社柴田製畳所 9180001025714 ホームページのリニューアルとＷｅｂ販売導入による新販路構築

3298 愛知県 ＳＩＣＩＬＩＡＭＯＲＥ株式会社 5180001144047 シチリア名産の逸品を日本へ！友好と国際交流の輸入卸ECの構築

3299 愛知県 株式会社煌星 4200001039014 ホームページ開設による動画配信・オンライン相談会の実施

3300 愛知県 フォーカスオン オンライン事業特化 紹介動画制作のための設備強化と販路拡大
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3301 愛知県 株式会社アクアライフ 4180001120890 保険屋が運営する女性専用健康レシピ弁当キッチンカーの運営

3302 愛知県 ＫＡＯＲＵ ＣＯＮＣＩＥＲＧＥ ＳＥＲＶＩＣＥ 旅動画サービスへの期待を創出する動画スタディオ設置と活用

3303 愛知県 中部ブロードメディア株式会社 8180301035001 動画配信でお祭りの「密」を避け、地域の伝統文化を守る

3304 愛知県 株式会社ＡＩＴＣ 8180001142015 非対面型集客方法への転換及びDX化推進事業

3305 愛知県 とまと工房 ＥＣサイトを導入し販路開拓

3306 愛知県 ケシキギャラリー 巣ごもり需要に応えるインスタグラム広告とECサイト構築事業

3307 愛知県 喫茶ロザンナ 喫茶店の文化を守る！老朽店舗のテイクアウトサービスをスタート

3308 愛知県 テンポスタイル名古屋株式会社 8180001113296 新規HPを製作しオンライン内覧等の非対面での顧客・売上確保

3309 愛知県 有限会社シーリング石川 2180002051848 個人向け小ロット製品のウェブ販売による売上拡大

3310 愛知県 シュシュ 機器を利用したエステでもっと気軽にもっとお客様を美しく！

3311 愛知県 コロン 対人接触機会の減少を図るためセルフ脱毛機を導入し売上の確保！

3312 愛知県 産育整体クラブロイヤルキャリッジ リハビリ専門！日常生活のQRLの質を高めるオンライン運動指導

3313 愛知県 株式会社イーオト 9180001088091 新たなＨＰ構築による集客・信頼向上による売上向上計画

3314 愛知県 株式会社堀場創業 3180001063967 E(M)コマース事業強化による顧客確保維持と新たな売上獲得！

3315 愛知県 株式会社ＣＲＥＢＬＥ 5180001145243 オンラインツールで非接触販売網拡大！中古車販売の火付け役へ

3316 愛知県 齋藤 修 業務管理マニュアルITツールの開発による事業効率化とリモート

3317 愛知県 株式会社ナガタ工務店 4180002088632 リフォーム物件等の情報開示、及び提案接客のオンライン化

3318 愛知県 株式会社Ｃｏｇａｎｅ ｓｔｕｄｉｏ 3180001144115 ベビーオイル洗顔のための化粧品開発事業

3319 愛知県 ＡＯＫＩラボ 契約を非対面で交わし生産性向上と感染防止

3320 愛知県 株式会社スカイハイ 6180001142801 美容商社が最新設備を取り入れたセルフ痩身エステに挑戦

3321 愛知県 株式会社ＡＫＥＭＩ ＰＲＯＪＥＣＴ 1180001137681 ＥＣサイトを構築し新たな販路拡大による売上回復計画

3322 愛知県 いちぐうテラス ビジネスの土台を作る使命の見える化コンサルティング

3323 愛知県 オモロス ECモールで販売する自社オリジナル×日本製×健康商品の開発

3324 愛知県 セレネ 焼きそばテイクアウト専門店および、バーチャルレストラン

3325 愛知県 株式会社ＵｎＦｉｎｉＧｒｏｗ 6180001148187 革新的モール型ＥＣサイト製作しコロナに負けない売上の柱を！

3326 愛知県 ヤロープロダクション 非対面でのオンラインイベント開催スキームを構築し売上回復

3327 愛知県 株式会社エブネット 9180001144423 ウェビナーを活用した非対面営業チャネルの構築事業

3328 愛知県 株式会社ルナワールド 9180001147013 依存体質の脱却のための自社ＥＣサイトによる新たな販路開拓

3329 愛知県 株式会社ＫＡＲＵクリエイト 9180001145958 販路開拓の為に接触機会の無いＨＰでの予約、ＥＣサイトの導入

3330 愛知県 株式会社Ａｌｂｅｃ 4180001146928 ホームページで空室予約システム導入！世界にはばたく讃岐うどん

3331 愛知県 行政書士オフィス彩 ホームページ改修によるＷＥＢ集客強化と広告媒体の導入

3332 愛知県 株式会社ＤＯＮ 4180001140856 オンラインショップ新事業の展開とwebサイト構築運営

3333 愛知県 ＷＩＯＳＮＡ 音楽の研究と発表“新しいカタチと残したいカタチ”

3334 愛知県 株式会社青島キャピタル 7180001146917 最高の環境とひとときを低価格で提供するための非対面ＥＣの作成

3335 愛知県 コネクシー株式会社 3180001148215 オンラインシステム導入と自社HPで非対面型の利用者確保を実現

3336 愛知県 株式会社ＧＨ 8180001139630 関係者全てがWinWinを目指すアパート満室経営

3337 愛知県 株式会社トライズコンサルティング 5180001146621 非対面の営業モデルを構築し、web面談システムでの販路拡大

3338 愛知県 ｕｎｉ ｎａｉｌ 顧客との契約の非対面化を実施

3339 愛知県 Ｎ．Ｉクリーンサービス お客様との接触回数及び時間を減らすためのシステム導入

3340 三重県 古民家ｃａｆｅこのは テラス席と店外テイクアウト商品販売場所の設置によるコロナ対策

3341 三重県 美肌脱毛サロンあおいそら セルフエステなどを接触や密を回避して提供するための店舗改修

3342 三重県 株式会社Ｔａｉｃｈｉ 9190001026380 コロナ対策の新事業展開による部門連携と売上拡大・基盤強化事業

3343 三重県 腰山商店 生花の自動販売機設置で非対面型営業強化

3344 三重県 旬彩じざ withコロナでも安心して来店頂ける居酒屋の環境づくり

3345 三重県 有限会社魚友 9190002015085 厨房等改装等による効率化で飲食需要から委託・移動販売への転換

3346 三重県 有限会社一志精工 1190002004483 三次元CADシステム導入による対外接触低減と機械開発効率向上

3347 三重県 株式会社クロフネファーム 5190001023076 焼き芋のテイクアウト・キッチンカーで新たな売上創出

3348 三重県 サン北川商会有限会社 7190002020293 オンライン料理会と研修会による非対面型営業ツール構築

3349 三重県 ＫＩＴＣＨＥＮＳ ウィズコロナで活用できる非対面販売システムの確立と強化

3350 三重県 有限会社アルタ・オウトモビルズ 6190002010980 コロナ禍で非接触の商談スタイルへ！軽キャンの需要拡大に備えて
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3351 三重県 Ｔ．ｓｐａｃｅ ニューノーマルに対応できる店舗型からオンライン店舗型への転換

3352 三重県 焼肉奉行きりしま 良質な肉を自宅でも楽しめるテイクアウト事業

3353 三重県 ビューティ ガーデン ラトゥール 非接触販売できる自社ブランドアクセサリの開発と販売サイト構築

3354 三重県 株式会社心和総業 9190001022751 予約システム導入による三密回避・感染防止計画

3355 三重県 風楽 客室の個室化によるお客様同士の接触軽減並びに感染対策の強化

3356 三重県 ヤマコ醤油株式会社 8190001016630 スーパーマーケットオンライン商談用ページの構築

3357 三重県 ひなた家 ぶどう園における選果場新設による直売所の効率的活用と密回避

3358 三重県 モアニアラ 地元アンバサダー養成で地域の雇用創出、活性化支援

3359 三重県 Ｗｏｏｄ Ｂｅｌｌ株式会社 3190001024910 With／Afterコロナにおける強みを伝える営業方法の構築

3360 三重県 サクマ自動車工業 接触機会を軽減する調色カメラ導入と自社サイトによる情報発信

3361 三重県 株式会社山田ふとん店 4190001010678 コロナ禍に対応！新規販売ページ改善でネット売上100％事業

3362 三重県 ＬｏｃａＬｉｔｅ 感染リスクを低減するオンラインビジネス強化による販路拡大事業

3363 三重県 本家かまどや岩渕店 店内での接触機会を減らすレイアウトの変更と対策

3364 三重県 一之瀬農業株式会社 4190001007807 コロナ禍に負けない！一般消費者へ向けての無人販売所開設事業

3365 三重県 株式会社岩戸の塩工房 8190001026844 製塩業における塩焼き窯の増設による工場見学時・製造時の密回避

3366 三重県 株式会社東京堂 2190001017997 飼い主さんもペットも美味しいお菓子で健康に！

3367 三重県 株式会社石州 6190001015295 インターネット販売の強化による新規顧客開拓の拡充

3368 三重県 イナータス・フィオーレ 『ニュースキャンSWⅡ』を使ったセルフカウンセリング

3369 三重県 リンパデトックス整体ルーチェ 新たな健康機器導入による接触機会低減と施術メニューの多様化

3370 三重県 昭和フリーク 店舗内換気システムの導入及び広報用のWebサイト作成

3371 三重県 リラクゼーション月もみ 施術接触機会減少のためセルフ脱毛器を導入、サロン活性化を図る

3372 三重県 ローカル・スタンダード 通信販売を新たな事業の柱に成⾧させる、自社ECサイト開発事業

3373 三重県 民宿イワナの里 宿泊料金オンライン決済導入による非対面事業の推進

3374 三重県 有限会社ふらんす 8190002009600 伊勢の魅力を全国へ発信！新規顧客獲得のためHPをリニューアル

3375 三重県 Ｕｍｌａｕｔ アフターコロナを見据えた「男性専用セルフ脱毛サービス」の提供

3376 三重県 株式会社玄米のあきやん 4190001003780 コロナ禍対応 新ウェブサイト、無人直売所出品による通販の強化

3377 三重県 資金繰り会議 コロナ後の資金繰りが不安？それ、元金融マンの私が解決します！

3378 三重県 プライムサポート 新事業であるエコキュート販売の非対面でも顧客開拓

3379 三重県 増田園芸 SNSで増大したフォロワー向けに直販ECサイトの構築

3380 三重県 ＭＯＮＤＯ ＰＩＥＣＥ 真珠発祥地から発信！多様なシーンで使用できる真珠の非対面販売

3381 三重県 特定非営利活動法人ＴＥＡＭ創心 5190005011127 感染リスクを最小限にした訪問看護事業の強化による地域貢献

3382 三重県 有限会社Ｊ・カンキョー中部 5190002018414 事務所のスペースを拡大し、感染対策と受注率アップを目指す！

3383 三重県 有限会社エクトス幸工 9190002019458 高単価工事を受注するスマホファースト型ホームページの作成

3384 三重県 ｅｎｄｅａｒ 子育てママも喜ぶ！エステルーム個室化による3密回避

3385 三重県 積善の家株式会社 1190001028186 DXと職人の融合、革新的な木造建築業者への転身

3386 三重県 ネモ 非接触式の極み！！セルフ施術エステサロンへ進化！！

3387 三重県 アカトキ 新メニューとテイクアウト部門新設による非接触型の新ビジネス

3388 三重県 株式会社ファインブルーム 9190001022322 企業の電気料金低減と脱炭素化の取組を支援する非対面営業サイト

3389 三重県 伊勢志摩ファィンサービス協会 駄菓子屋キッチンカーで懐かしさと楽しさで売上げアップ！

3390 三重県 株式会社光和電機製作所 9190001014815 オンライン受注生産管理システムの構築

3391 三重県 株式会社ＮＣＲＡＦＴ 8190001024781 高難度板金工程の内製化による接触頻度の低減

3392 三重県 かれんヘアメーク Withコロナ時代のための店舗づくりにより新規顧客開拓

3393 三重県 エルモーサ 事業立上時、立上後のコロナに対する対策の宣伝・拡散による集客

3394 三重県 有限会社アイ・ジェイ・エフ 4190002011865 抗ウイルス・抗菌施工用のユニットのレンタル等

3395 三重県 ｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐ ｅｎｔｔｏ＆ｇｒｉｍ 三密回避・非接触販売を実現！屋外テイクアウトコーナーの設置

3396 三重県 有限会社三輪鉱油 4190002017821 通販で新チャネル開拓！まったく新しい切削油を日本に広める。

3397 三重県 ハレノヒ テイクアウト対応の生産性向上

3398 三重県 タイムアンドスタイル モダニカ 充実の二刀流で新規顧客を獲得

3399 三重県 ペット用品 ラフラフ ECサイトでペットフードの悩み解決と動物保護活動への貢献

3400 三重県 株式会社総本家辻 1190001009814 オンラインと小冊子を活用したMG教育事業の認知
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3401 三重県 あつ アフターコロナを見据え、動画クリエイター活動始動事業

3402 三重県 合同会社Ｋ＆Ｋ 2190003002460 障がいのある方でも利用できる個別パーソナルジム事業の拡販

3403 三重県 有限会社田中種苗農具 7190002020970 自社商品の販路開拓と接触機会の軽減を図るＥＣサイト構築と運用

3404 三重県 有限会社イング 7190002013578 密空間回避、時短非接触型能率アップ新たな映像制作への事業

3405 三重県 Ｋａʼｚ Ｌｉｎｅ株式会社 7180001141372 コロナ禍に適応した営業形態の確立による新たな販路拡大計画

3406 三重県 とくなが行政書士事務所 行政手続き支援のためのオンラインプラットフォームの構築

3407 三重県 北原組 非接触型設備の導入による内製化

3408 三重県 株式会社ブロックス 9190001014055 オンライン商談対応ホームページの作成・新規顧客の開拓

3409 三重県 おくり花 トライ 生花等インターネット販売事業

3410 三重県 ｓｈｕｃｒｅ四日市合同会社 9190003003361 予約サイトの拡充でスタッフもお客様も安心して利用できるサロン

3411 三重県 有限会社日の出カメラ 3190002009563 新型コロナウィルス感染防止のための施設改造プラン

3412 滋賀県 株式会社スタジオケイ 9160001012243 新規ECサイト導入による新たな販路開拓で対人接触機会減の実現

3413 滋賀県 株式会社浅尾 3160001007926 木製ブロックズレンガの一般家庭向けへの販売促進

3414 滋賀県 近江牛焼肉マワリ 感染防止対策を徹底し売上向上を図るための無人レジ導入計画

3415 滋賀県 滋賀測器工業有限会社 5160002011339 ABS縁材使用天板の受注、生産拡大事業

3416 滋賀県 有限会社見付屋 8160002007045 料亭の味をそのままに！オンライン販売で新規販路を拡大！

3417 滋賀県 和楽ＤＩＮＩＮＧ忍 対人接触機会を減少させる空間づくりとオリジナルサンドパン販売

3418 滋賀県 万石商事有限会社 4160002001695 米の宅配受注に繋げる、地元のこだわり米自動販売機の導入事業

3419 滋賀県 有限会社ヤマモト 4160002014169 キッチンカーで新鮮カットフルーツを買い物弱者へお届け

3420 滋賀県 愛美装株式会社 1160001017134 ウィズコロナ対策のＥＣ導入による遺品整理サービス業への参入

3421 滋賀県 赤木陶房 人を包み込むやすらぎの裏路地づくりとコーヒースタンドの開設

3422 滋賀県 有限会社ＭＲＶ 2160002002506 ビワイチ応援！移動式カプセルホテル・ネット予約システム

3423 滋賀県 すみあん ネットからの予約での顧客管理とテイクアウトサービスの強化

3424 滋賀県 ビストロなかの 感染リスク軽減と新規顧客獲得へ向けた個室化事業

3425 滋賀県 うたかた意匠室 対面型花屋閉店を決断！新たな低感染リスク型ビジネスへの転向

3426 滋賀県 堀田牧場 インターネット販売における顧客層の拡大事業

3427 滋賀県 ｃоｃоｃｈｉ 遊休店舗の個室化改装により新サービス導入及び休眠顧客掘り起し

3428 滋賀県 エムクアテクノロジー コロナ禍でも本格タイ料理を提供するキッチンカーでの販売事

3429 滋賀県 米安珈琲 店舗実売からECコミュニティー販売への転換

3430 滋賀県 ウェストコースト 自宅で出来るダイエット動画コンテンツのHP制作及び販売

3431 滋賀県 ｅｙｅｌａｓｈ ｓａｌｏｎ ｈａｎａｂａｃｏ 店舗改装による多店舗展開とWEB広告での販路拡大

3432 滋賀県 井口浩和 プロから学び、楽しみながらキレイ空間を創るオンラインスクール

3433 滋賀県 エリジオンサイエンス株式会社 2160001016267 最先端コア技術と特許技術を活かしたオリジナル商品をEC販売

3434 滋賀県 ふくろう珈琲店 対人接触機会低減・来店頻度引下げ・新規顧客獲得のための事業

3435 滋賀県 たけばたリハビリテーションセンター 体成分測定機導入で接触機会減少！新規顧客獲得事業

3436 滋賀県 株式会社やまもと 4160001019664 博多もつ鍋やまもとの「テイクアウトサービス」

3437 滋賀県 てらい整骨院・寺井しんきゅう院 オンラインで運動療法を処方し収益UPと患者満足度UP作戦

3438 滋賀県 ｋｉｒａｎａｈ オンラインでの司会者育成事業

3439 滋賀県 有限会社中江産業 5160002010737 小ロット「樹脂ボトル容器」のインターネット販売強化事業

3440 滋賀県 肉の千石屋 通販サイト構築による非対面販売部門の新設

3441 滋賀県 トランスブート株式会社 5160001004293 保管施設用散水装置の非対面保守（遠隔保守）による業務効率化

3442 滋賀県 淡海ライフサポート合同会社 7160003001881 Web予約システム導入／教室拡張工事実施による接触リスク軽減

3443 滋賀県 なかや 送りたくなるセット商品の開発とＨＰのリニュアル

3444 滋賀県 ＥＰＩ ＬＡＢＯ 非対面オンラインレッスンによる対人接触機会を低減させる事業

3445 滋賀県 株式会社Ｎｏ１９ 3160001022660 オンラインショップ構築によるサロン専売化粧品の販売と顧客獲得

3446 滋賀県 オモチトヒトイキ ECサイトの充実と知名度の向上

3447 滋賀県 株式会社ＳＴｆｕｎ 9160001021632 草津市初の無人脱毛サロンの認知度をSNSで高めて売上拡大

3448 滋賀県 Ｄｅｓｉｇｎ Ｋａｌｏｎ 新規顧客獲得のための営業活動オンライン化

3449 滋賀県 串カツジュラク キャッシュレスシステム導入による感染防止対策

3450 滋賀県 馨和整体院 ⾧浜院 ご自宅でできる「ハイブリッド整体」で「真の健康」を手に入れる
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3451 滋賀県 株式会社ｅせいゆう住宅 1160001016103 非対面（オンライン）接客サービス開始及びテレワークの環境整備

3452 滋賀県 永野隆幸税理士事務所 リロクラブ相続税申告集客事業、福利厚生倶楽部へＨＰ制作

3453 滋賀県 銀座整骨院 セルフエステ機器の導入による接触機会を減らした施術

3454 滋賀県 シンカブル LINE等によるオンライン販促コンテンツを使った販路開拓

3455 滋賀県 株式会社山中うさ吉商店 4010901032830 ポートフォリオブック開発でアートディレクション業務の新規拡販

3456 滋賀県 株式会社クリーンスタジオ 1160001023677 アフターコロナに備える為のホームページを活用した販路拡大事業

3457 滋賀県 ヤマトモ燃料 非接触型自動検針機の導入による感染対策事業

3458 滋賀県 シュシュ ネイルサロンを独立させることで集客数の増加を目指す

3459 滋賀県 本郷防災株式会社 3160001018799 有機野菜と魚介のオリジナルスープのサブスクリプションサービス

3460 滋賀県 株式会社建塗 2160001020335 外壁・屋根塗装に係る非対面サービス提供用webサイト構築

3461 滋賀県 Ｍａｙｎｉｓｈ ＫＩＣＫ ＢＯＸＩＮＧ 新規顧客獲得と非対面オンライントレーニングのための動画制作

3462 滋賀県 有限会社笹木木工 9160002006525 インターネット広報とオンライン受注による事業エリアの拡大

3463 滋賀県 Ｍステージ HPを開設し中古車在庫管理システムの構築による販路開拓事業

3464 滋賀県 ポンテ 地元新鮮食材を使ったお弁当やクレープ等のキッチンカー販売

3465 滋賀県 Ｂｅ Ｌｕｃｋ 女性が生き生きと働ける環境作りのための新規顧客獲得

3466 滋賀県 料理教室アグレアーブル 料理教室の対人接触機会を減らすオンラインレッスン化

3467 滋賀県 株式会社ティーズモデリング 8160001021311 アクリルパーテーションの製作とWEB販売

3468 滋賀県 クリボウ合同会社 2160003002389 中国に依存しない国産商品への取り組みとＥＣサイトでの販路開拓

3469 滋賀県 村上美耶 コロナ渦でも安心して受けられる完全非対面カウンセリング

3470 滋賀県 株式会社Ｔｒａｎｑｗｉｌｌ 2160001003785 対人接触機会を減少できるサバイバルテストを他塾へ導入・販売。

3471 滋賀県 寺倉鍼灸按 ホームページ新設と施術所リニューアルで新規患者の獲得事業

3472 滋賀県 ネコ アフィリエイト事業の開始による安全な収益軸の構築

3473 滋賀県 ＫＯＴＩ． ECサイト開設で生活がより豊かになるような商品の非対面販売を

3474 滋賀県 野口会計事務所 オンライン相談窓口、見積システムによる非対面型営業

3475 滋賀県 株式会社ＴＡＤＡＣＯ ＪＡＰＡＮ 9120901030265 ドローンを使う総合映像会社への脱皮のための非接触ビジネス手法

3476 滋賀県 アジアン雑貨クルクル ・非対人接触型へと事業展開に向けたネット販売スタジオの確立

3477 滋賀県 株式会社ジプラス 5160001023392 ECサイト構築によるワンストップサービス販売事業

3478 滋賀県 有限会社山川製作所 4160002009920 溶接ロボットの新規導入による対人接触機会の減少を目指す

3479 滋賀県 カタギリホームサービス 自社HP及び公式LINEの新規設置・運用

3480 滋賀県 伏見稲荷ｉ−ｓｔａｔｉｏｎ ポストコロナ時代へ ～新たなる改革・挑戦～

3481 滋賀県 株式会社前彦工務店 8160001012062 ＨＰによる販路開拓と雇用充実を見据えた環境

3482 滋賀県 有限会社マルヤタイヤ 5160002009861 整備装置の導入・内製化による独自対面接触機会の減少と販売拡大

3483 滋賀県 ディライト リペア業界の改革となる製品の浸透とECサイト構築

3484 京都府 フラミンゴフーズ株式会社 1130001060327 セルフレジ導入で安全・安心なお店づくり及び新サービス導入事業

3485 京都府 有限会社鮨米 2130002005528 テイクアウト専門店舗の併設による、非対面型ビジネスの促進

3486 京都府 大谷園茶舗 老舗宇治茶専門店のECサイト刷新と新商品の開発による売上挽回

3487 京都府 合同会社ひろきのこ 2130003004834 安心安全な京都産キノコのECサイトによる販路拡大事業

3488 京都府 有限会社三星園上林三入本店 4130002026456 『16代目上林三入（宇治茶御茶師）の世界に一つだけの自販機』

3489 京都府 株式会社ビー・エッチ 3130001028157 青汁製品（特許済）のweb専用品製作・オンライン販売

3490 京都府 株式会社ジャイロトレーディング 8130001054966 美術品の査定や買取がリモートで出来るサイトの構築

3491 京都府 有限会社右脳教育研究所 2130002003399 独習教材の開発・販売及びオンラインレッスン強化

3492 京都府 板五製材有限会社 9130002006651 レーザー加工機による一般消費者向けの新製品開発とＩＴの活用

3493 京都府 Ｌａｎａｆｅｅ 対人接触型の接客業務から非対面接客型ライブコマースへ転換計画

3494 京都府 株式会社四季 5130001067475 日本初！ヴィーガンスィーツを多種揃えたネットショップ新規開発

3495 京都府 京都ちりんちりん ECサイトを構築しオンラインショップ事業開始

3496 京都府 そばんち 店内飲食だけに頼らない新商品開発と量産対応の加工施設整備事業

3497 京都府 テッパン焼ぼすＧ 「24時間自販機で買えるお好み焼・テッパン料理」プロジェクト

3498 京都府 岡田央建築工房一級建築士事務所 デジタルカタログを活用したWEBマーケティング体制の整備

3499 京都府 時の宿 氷竜 チルドチョコレートスイーツの開発及び販路開拓

3500 京都府 合同会社ファームハウス 5130003006670 「宇治茶」の魅力を世界へ発信するオンライン販売システム
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3501 京都府 松屋 観光地における地場産物の安全な販売方法の確立と売上回復

3502 京都府 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ 京都 オンラインカウンセリング・予約システム導入による新規顧客獲得

3503 京都府 株式会社ベストエバー 4130001065208 非対面での商品説明とＥＣサイトでの販売への取組

3504 京都府 京都エヌワイフォーラム 外国人講師による感染防御ハイブリッド型英会話教室の運営

3505 京都府 有限会社大三紙工社 8130002011108 自社のホームページ作成

3506 京都府 話食の隠れ家 弥次喜多 自動販売機設置によるテイクアウト強化のための非対面販売事業

3507 京都府 てっぽう 若年層集客のためのテイクアウト開始と店舗改装の実施

3508 京都府 もちり 見ても楽しい食べても美味しい、ワクワクさせるECサイト構築

3509 京都府 株式会社かたおか 5130001026316 オンラインヒヤリングシート・顧客管理活用によるBtoBを強化

3510 京都府 株式会社エンストル 3130001063179 インターネット購入される海外顧客向けのECサイトでの販売展開

3511 京都府 ＫＭｏｔｉｏｎ オンラインサービスの開発・充実による収益性改善計画

3512 京都府 株式会社Ｆ・Ｆ 9130001059568 対人耐震調査機器導入による対人接触機会減少及び生産性向上

3513 京都府 フルーツ大福 凛々堂 観光客や地域の方々へ、テイクアウトシステムを利用した大福販売

3514 京都府 キッチンブルーレイク 近隣の人口増加に対応するための宅配やお持ち帰り商品の販売

3515 京都府 丸博株式会社 1130001005496 ネットでの着物リメイク・修復・各種刺繡のオンライン受注受付

3516 京都府 株式会社テルザジー 8160001004638 鯛サンドを祇園の名物に！テイクアウト店で顧客獲得を図る

3517 京都府 ほなっ 非接触でのオーダーシステム導入と馬肉レトルトカレーの開発

3518 京都府 はり灸治療一鍼院 非接触型の治療器を導入し患者に安心感を与える施術所を開設

3519 京都府 料理屋てら戸 OEM形式による冷凍カレースープの開発、ECサイトでの販売

3520 京都府 Ａｔｅｌｉｅｒ Ｇ．Ｒ．Ｊ． 京建築の設計・施工をリアルタイムで確認できるWebシステム

3521 京都府 株式会社魔法のたまご 9130001045188 当社初の EC サイト構築によるオリジナルスイーツの非対面型

3522 京都府 松永造建 キャンプ用品レンタルマッチングECサイト開発による新市場開拓

3523 京都府 ＨＫ株式会社 3130001068079 遠隔授業・研修の実施による非対面への事業転換に係る販路拡大

3524 京都府 株式会社ＬｉｆｅＣｏａｃｈ 7130001068174 ジムの利用まで最短1分、Life Fit Smart Gym

3525 京都府 クオーター スープカレーのテイクアウト販売で新規顧客獲得・売上改善を図る

3526 京都府 株式会社ＳＨＯＷʼＳ 2130001048148 非対面型WEB商談サイトによる新しいビジネススタイルの確立

3527 京都府 アトリエひふみ 新製品の開発とオンライン受注システムの構築による販路拡大

3528 京都府 有限会社服部和子きもの学院 8130002007675 着物文化を次世代に繋げる！動画配信とオンライン販売の実現

3529 京都府 株式会社ムシロジックホールディングス 8130001050817 非接触で遠隔操作によるアレルギー対応の料理教室

3530 京都府 リラクゼーションサロンラフ 施術不安解消に向けた新サービスの導入

3531 京都府 四寅 【四寅】WEBツールを活用した促成野菜等のBtoB販路開拓事

3532 京都府 ＳＡＬＯＮｄｅＭｉＫｉ 年間パスCUTチケットの販売促進を強化して新規顧客を呼び込む

3533 京都府 エンゼル工業株式会社 4130001014008 『マスクラックン』の量産化とSNS用動画を使用した販促活動

3534 京都府 株式会社ＭＯＡＩ 1130001062083 ＬＰサイト制作によるグラフィックロゴの単体受注強化事業

3535 京都府 マウンテンハイ 新型コロナ感染拡大防止と事業存続を両立させるＥＣ部門構築事業

3536 京都府 藪田達也 プロが監修！仲間とゲームで学び楽しみ遊べるオンラインスクール

3537 京都府 烏丸ダイナーＦｌａｔ 立ち呑み屋が新たに取り組む、フードロスを防ぐキッチンカー事業

3538 京都府 エイミック株式会社 1130001042226 HP刷新とWEB広告・SNS等活用による容量計等の販路拡大

3539 京都府 有限会社野村屋 6130002012628 こだわりのお米のサブスクリプション・サービス事業の創設

3540 京都府 株式会社シェ・イラノ 4130001044302 地元名産を活用したバウムクーヘン等、自動販売機による販売

3541 京都府 ジパング タコス フードトラック・ＯＷＬ(オウル)が福知山市に「福」をお届け！

3542 京都府 有限会社丸中精肉店 3120002008745 ⾧尾店リニューアル工事、テイクアウト、デリバリー事業の展開

3543 京都府 ビジュー 対面接客からオンライン接客にシフトするためのホームページ作成

3544 京都府 ＤＣー６０１．Ｉｎｃ オンラインショップ開設

3545 京都府 合同会社アジュール 3120003014296 非接触、非対人を目的とした有料職業紹介のシステムの作成

3546 京都府 株式会社ファイブリンクス 9130001067868 全国各地の生産者と消費者を繋ぐ農産物の販売・情報サイトの制作

3547 京都府 株式会社広瀬製作所 8130001022279 ITを活用した営業強化と働き方改革を推進し人材の定着を図る。

3548 京都府 ウィル・グラン化粧品株式会社 1130001032235 受注プロセスをオンライン化し、感染防止しながら新規顧客を獲得

3549 京都府 有限会社きものと宝飾社京都 6130002016075 ホームページ刷新による新商品と商品力強化及びEC販売事業

3550 京都府 株式会社びん工房 7130001018583 体験工房予約サイトとＥＣサイトを備えたＨＰの構築
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3551 京都府 ジョー・リテイリング株式会社 4130001060828 新しい生活様式に対応した商品説明と販売を可能にしたHP制作

3552 京都府 株式会社志賀郷杜栄 8130001061822 非接触型サービス導入による、ECを強化した自社サイトの構築

3553 京都府 べんがら 対人接触機会を減するWEBサービスを利用した感染予防対策

3554 京都府 株式会社オービット 6130001028088 オンラインテスト、商談を可能とするWebサイトの構築

3555 京都府 箸や楓 売場面積拡大とギフト販売室の新設と卓上彫刻機の導入

3556 京都府 岡本 亜由子 完全非対面！親子で速読を学べるオンライン環境を構築

3557 京都府 Ａｒｔ Ｚｅｎ合同会社 2130003006013 ヨガ・ピラティス教室におけるオンライン新規コースの開設事業

3558 京都府 株式会社ラジルマ 7130001008857 BtoB事業からBtoCも含めたECサイトを含むHPの改良

3559 京都府 一級建築設計事務所 烏野建築設計室 動画を活用し充実したウェブサイト改修でオンライン販路確立

3560 京都府 ｗｉｄ LINE公式アカウントLステップによる非対面型システムの構築

3561 京都府 株式会社ファンシー 9130001062621 オンライン接客・打ち合わせ受付+フォトウェディング需要取込

3562 京都府 株式会社ＭＡＳＯＯ． 9130001057472 ベビー用立体靴下を開発し、贈答用としてＥCサイトで販売する

3563 京都府 有限会社松屋電気 2130002018744 一般消費者向け新オンラインサービス事業

3564 京都府 浅草家株式会社 7130001050529 対人接触機会減少の取組とテイクアウトメニュー開発と販売促進

3565 京都府 西洋占星術・タロット 運命鑑定所 神野悠華 動画配信による認知向上とオンライン占いサービスの新規顧客獲得

3566 京都府 きむらフローリスト 自社ブランドを日本中へお届け！ネット販売事業

3567 京都府 ＺＥＡＸ ECサイトでカー用品のオンライン販売を開始

3568 京都府 株式会社ＣＯＴＯＨＡ 2130001054220 ホームページ更新によるネット販売促進

3569 京都府 株式会社ＯＴＯＷＡ 6130001056114 SNS及びECサイトの活用でアパレル事業の安定拡大！

3570 京都府 つぶつぶ料理教室みほさんのおうちごはん 免疫力を高める食べ方生き方！料理教室の新規動画開発で販路開拓

3571 京都府 いとう整体院 家にいながら重症症状の改善と再発予防を実現するオンライン整体

3572 京都府 株式会社野木纏家 4130001043031 ＥＣサイト開設による非接触機会向上と呉服専門店

3573 京都府 株式会社Ａｌｑｕｉｍｉｓｔａ 3130001059350 台湾向けオンライン日本語教室

3574 京都府 有限会社栗田工芸 1130002013696 移動型染み抜き機を使った出張染み抜き実演による新規顧客層開拓

3575 京都府 株式会社千里 2130001063691 配達サービスによる販路開拓事業及び適切な換気を行うための工事

3576 京都府 夢未来ファーム YUMEMIーCHANブランディング事業

3577 京都府 株式会社公仁建設 1130001061250 HPの一新によるネット時代に乗っかる経営戦略の為

3578 京都府 有限会社りんよ工房 3130002011013 新たな生産プロセスの導入による対人接触機会減少の徹底。

3579 京都府 藤産業有限会社 8130002004251 オンライン予約、決済システムの導入と独自の京料理の追及の組み

3580 京都府 有限会社マルセン 6130002029151 独自化粧品ＥＣサイト構築による対人接触機会低減

3581 京都府 欧風ダイニングクッチーニ 接触機会減少に向けた販売ハウス設置によるテイクアウト拡大事業

3582 京都府 サロンネット合資会社 1130003002698 美と健康・癒しの美容商材のＥＣ販売事業

3583 京都府 ｎｏｌａ株式会社 3130001055250 アニメーション動画を活用したオンライン教育ツール制作事業

3584 京都府 株式会社スリーグッド 3130001052405 コロナ禍における完全非接触型事業推進における効果的な広告宣伝

3585 京都府 京都御所動物病院 オンライン相談受付と往診による医療サービスの充実

3586 京都府 有限会社アイティーオー 4130002000980 ECショップによるオンライン販売事業をスタート

3587 京都府 有限会社ジャスティス 7130002016512 非対面化営業システムの構築と低感染リスク対策

3588 京都府 株式会社ヒロ・ブライダルインプレス 7130001061617 新郎新婦にツクツクに乗って鴨川沿いを走るプラン

3589 京都府 インテリア工房ＪＡＭ株式会社 1130001061903 レジンのオリジナル商品をネット販売で事業拡大&新規顧客開拓へ

3590 京都府 Ｈｒｔｇｒｏｕｐ 寺院・仏壇用造花の進物提案ECサイト

3591 京都府 中山珈琲焙煎所 テレワークの福利厚生に！在宅勤務者向け珈琲卸売事業

3592 京都府 株式会社Ｈａｍｏｎｕｓ 1130001069558 クラファンプラットフォーム『TOIKAKE』PR施策

3593 京都府 有限会社フィフティーナイン 4130002023767 キャッシュレス導入とホームページ作成によるネット販売開始

3594 京都府 糸六株式会社 4130001016540 対人接触機会の減少、コロナ対策を目的とした感染リスクの軽減

3595 京都府 ＴＡＲＯ株式会社 8130001063595 密を避け、都会の中に自然を感じるバー営業の展開

3596 京都府 有限会社ビリーヴ 4130002025268 スキャンツール及びカメラの設置による対人接触機の実施

3597 京都府 キシダ印刷 非対面、効率化を強化! 機械導入により内製化を充実する!

3598 京都府 キャトルヴァンキャトーズ 美ボディを実現できるオンライン型トータルスタイリングサロン

3599 京都府 株式会社ＳｔｕｄｉｏＣ３ 9160001020147 非対面型音楽セッションアプリ「with9」開発

3600 京都府 タコスクラッチ キッチンカーによる販路拡大と非接触を考慮したネット販売事業
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3601 京都府 近藤健一 新たな売上ソースの増加を目指したネット販売事業

3602 京都府 佐野英史 ウェブサイトの作成、市場等調査及びインターネット広告の出稿

3603 京都府 ベサンスン スタジオ アート作品のオンライン販売及び他アーティストの販売支援の取組

3604 京都府 特定非営利活動法人優人 5130005009333 配食サービスと相談・カウンセリング事業の導入とWEB環境整備

3605 京都府 有限会社サンルート 6130002023848 エグゼクティブ親・子向コーディネート×オンライン活用事業

3606 京都府 渡邉敬之税理士事務所 ＬＰ制作による画像診断医の確定申告丸投げサービスの周知

3607 京都府 株式会社ケーワイプラン 1130001029495 非対面営業システムとテレワーク機能を搭載のWEBシステム導入

3608 京都府 居酒屋のんべえ リスク軽減個室化・広報取り組み事業

3609 京都府 株式会社ランドホーム 2130001039064 バーチャルツアーを活用したＨＰによるオンライン商談の実施

3610 京都府 東洋鍼灸とぉとぅみ 移転に伴う WEB サイトリニューアル及び店内環境整備

3611 京都府 月のクローバー いつでもどこでも絵本屋さん

3612 京都府 株式会社良プランニング 1130001054048 オリジナルブレンドのハーブティーのオンライン販売

3613 京都府 Ｋ−オフィス ＥＣサイト開設による非対面型ビジネスモデルへの転換

3614 京都府 宙治癒院 オンラインコース強化による経営立て直し計画

3615 京都府 祇園 一櫻 ｉｓｓａ 京料理で女性の働き方改革

3616 京都府 有限会社嵯峨亀屋友永 9130002000704 コロナ禍のなかECサイトを活用しオンラインでお菓子を販売する

3617 京都府 ＴＩＭＥＬＥＳＳ コロナ禍に対応した音楽×そろばんの販路開拓事業

3618 京都府 ひかみ整骨院 リモートでも実践可能な運動療法の推進サービス

3619 京都府 株式会社ＩＡＳ 3140001030434 非接触型営業システムを導入したホームページ構築による販路拡大

3620 京都府 株式会社グランディール 9130001016767 非対面事業拡大および入居者向け情報発信プラットフォーム開発

3621 京都府 英国式リフレクソロジー・アロマセラピーサロンＧＥＲＲＡＤＳＣＲＯＳＳ 独自性を生かしたオンライン講座で顧客の心をがっちりキャッチ！

3622 京都府 ラトリエドゥミィ 京町家での飲食店営業と、デリバリーを含むプラントベース弁当販

3623 京都府 居酒屋壱ェもん 店舗内コロナ対策補完計画実施による売上回復と利益向上事業

3624 京都府 ネルサポート株式会社 4130003006267 SNSを活用した財路開拓インフルエンサーマーケティング事業

3625 京都府 有限会社ケイ企画 1130002012153 オンライン集客のための特設WEBサイト運用

3626 京都府 株式会社イデア・コンサルティング京都 5130001047254 バックオフィス業務を効率化する非対面型コンサルティングの構築

3627 京都府 ラセンス株式会社 8010901035796 刺繍業務の内製化による刺繍事業開始と外注先との接触回避

3628 京都府 株式会社ワンハート・コミュニケーション 2130001039122 安心と手軽さを。自動見積りシステムを搭載したECサイトの構築

3629 京都府 合同会社ＣＯＪＩＰＯＴＥ 6130003006075 WITHコロナ時代に対応したトレーラーハウス事業への参戦

3630 京都府 株式会社ＭＯＮＯＧＡＴＡＲＩ 4130001067047 モール型EC・楽天市場の開設による集客力強化と売上確保

3631 京都府 クラックスパーク コロナ時代を快適に楽しく過ごせる商品開発事業

3632 京都府 ＨＡＫＵＴＯ株式会社 7130001070378 HP制作及び営業のオンライン化による非対面新規顧客開拓

3633 京都府 株式会社Ｔʼｓ ＥＳＴＡＴＥ京都 1130001067223 非対面営業のためのホームページ作成および販路・反響拡大

3634 京都府 株式会社インテリアＡＣＴ 1130001063726 低感染リスクに配慮し、食品ロス削減に資するキッチンカー事業

3635 京都府 井上 慎介 SNS で宣伝し、より多くの人の笑顔を残す！

3636 京都府 株式会社エフイチヨン 2120901002700 スチール写真からポストコロナ時代に適した映像ビジネスへの転換

3637 京都府 株式会社ＮＥＸＴ ＣＯＮＶＩＣＴＩＯＮ 9130001067232 高齢者のデジタル化と食の課題を解決するためのキッチンカー事業

3638 京都府 京姫鉄道合同会社 4130003005987 電子書店への販路開拓及びラジオ放送でのコンテンツ発信

3639 京都府 株式会社ダッハランド 4130001049160 「j「次世代薬局EXPO2021」に出展し販路を拡大する

3640 京都府 株式会社カーシェアカルチャー 1130001069946 対人接触機会減少となるモビリティストアレンタルサービスの導入

3641 京都府 株式会社ｆａｍｉｔｅｃｔ 7130001067597 サプリメントを含めた健康教育を行うECサイトの構築

3642 大阪府 株式会社ジョイントプロダクツ 7122001025635 社内情報共有システムの導入による完全リモート営業の開始

3643 大阪府 玄武堂田中鍼灸整骨院 従来比５０％減の非対面型施術によるコロナ感染防止

3644 大阪府 トライアルゼミ 「ネット看護予備校で医療を支え、人生を変えませんか」

3645 大阪府 株式会社ディンプル 9120101034455 オンラインコンテンツを活用した新たな販路開拓の取組み

3646 大阪府 株式会社杉本建装工業 7120101022362 DIYでの外壁補修を可能にするキット販売事業

3647 大阪府 あげもんや コロナ需要を捉えた惣菜店のデリバリー対応をPRするHP制作

3648 大阪府 株式会社五條堂 5122001032559 コロナ禍対応型、スイーツの自動販売機事業

3649 大阪府 カイロプラクティック真愛 重度の腰痛の改善実績ある整体ノウハウを伝授のオンライン化事業

3650 大阪府 遊食ダイニング粋楽 コロナ過における新しいtakeoutスイーツの事業展開

73



＜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4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（2022年1月6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。

3651 大阪府 ラブパラオ株式会社 3120001185305 e-ラーニング導入で障がい児通所事業のオンライン化

3652 大阪府 小城化成品株式会社 8120001055230 オンラインを活用した海外との非接触型輸出入支援事業

3653 大阪府 相光電子株式会社 4120001155141 オーダーメイド機械製造に特化したホームページ営業活動強化事業

3654 大阪府 あいらいふ 顧客ニーズに対応するオンライン決済導入による非対面化事業

3655 大阪府 あやねいる オンラインによるネイルセルフレッスン＆ネイルチップの販売

3656 大阪府 四季菓子工房エレオノール 新開発焼き菓子のネット通販開始で非対面による売上拡大を実現

3657 大阪府 株式会社三陽金属 7120001179781 ＷＥＢ通販によるハンドメイド作家向け販路構築

3658 大阪府 旬味 やま川 テイクアウト事業拡大のためのお惣菜専門店の展開

3659 大阪府 特定非営利活動法人モモの木 4120105009367 食品自動販売機による24時間販売可能な非接触販売

3660 大阪府 西山真南美 オンラインライブ・レッスンによる新たなファンの拡大事業

3661 大阪府 株式会社Ｍ＆Ｕ 6010401137525 アニメーション動画制作サービス【アニビス】

3662 大阪府 中村笑店 店舗移転による事業環境整備と、従業員雇用による販路拡大施策

3663 大阪府 Ｂｉｓｔｒｏ ｓｏｕｒｉｒｅ HP制作でネット販売・予約システム・テイクアウト強化の実現

3664 大阪府 株式会社コンディ 6120001102620 梅田で挑む宅配「おうちでタリーズ」の顧客獲得とコンサル強化

3665 大阪府 株式会社ＲＥＦＬＥＸＩＯＮ 1120901041682 非対面と換気強化等による感染症予防対応型音楽スタジオ事業

3666 大阪府 有限会社オオサカユニフオーム 2120002017318 ホームページ開設による非接触でのリモート営業/採寸

3667 大阪府 株式会社まるそう 6122001007485 高級弁当のオンライン販売強化による非接触デリバリー事業の推進

3668 大阪府 司法書士・社会保険労務士恒星法務労務事務所 非接触型の遠隔スペースを利用した高齢者に対する総合相談業務

3669 大阪府 有限会社マルヨシプラス 4120002066692 コスメ、ヘアケア用品のネットショップ事業

3670 大阪府 ダブリュートレーディング株式会社 4120001193653 YOGATUBEを活用したコルコピブランドのプロモーション

3671 大阪府 株式会社ＪＢＬ 3120001231348 ポストコロナへ衛生用品と美容商品を企画しECサイトで販売する

3672 大阪府 アナカレ 個室化と屋外待合室で感染防止対策を徹底した安心安全な理髪店

3673 大阪府 小田真平建築設計事務所 建築設計に関わる業務などを、オンライン（非対面型）対応へ

3674 大阪府 Ｍａｇｉｃ Ｂａｒ ＣＡＲＤ ＳＨＡＲＫ 予約システム導入とマジック教室オンライン化

3675 大阪府 ｇｒｅｉｇｅ 強みを活かしたリタッチカラーとオンライン相談で顧客要望を解決

3676 大阪府 中華料理 北京 餃子巻きの自動化による冷凍餃子インターネット販売

3677 大阪府 株式会社ノースサウンド 9120901034497 オンラインの立ち合いを可能にするレコーディング環境整備

3678 大阪府 らーめんコーさん 自動券売機の導入により接触機会減少と効率化を図る

3679 大阪府 ロビンソン コロナから子供を守る！ECサイト構築によるサービスの提供

3680 大阪府 株式会社ヤマヒデ 2122001024022 Webを活用した非接触営業活動及びサービスIT化

3681 大阪府 焼肉 宝 熟成庫の導入による対人接触機会の減少と食品ロスゼロの実現

3682 大阪府 株式会社泉 2120101051127 オンライン商談とLINE概算システムの認知拡大

3683 大阪府 株式会社Ｈ＆Ｃ 5120001163110 新規自社ホームページ開発による顧客開拓

3684 大阪府 千商ハウス株式会社 2120901016007 オンライン診断！リノベーションで空き家問題を解決して事業

3685 大阪府 楽庵 缶詰製品の開発・販路開拓

3686 大阪府 マオリキッチン お洒落キッチンカーで創る本場ロコのマオリ・ハワイアンからあげ

3687 大阪府 ティーエービー チキンケバブサンドのテイクアウト強化による売上増加を実現

3688 大阪府 彩華ラーメン大東店 低感染・中食・高コスパ ラーメン店の弁当店頭販売

3689 大阪府 ＰＬＡＹ ＧＲＯＵＮＤ ＤＡＮＣＥＳＣＨＯＯＬ スタジオを新設しオンラインレッスンを本格的に開始する。

3690 大阪府 ミタイ呉服店 リサイクル着物を扱った着物初心者向け通販サイトによる販路拡大

3691 大阪府 株式会社グランディーユ 9120101051145 障害者の雇用・能力活用を促進するオンラインセミナーの新規開発

3692 大阪府 株式会社ＳＰＬＥＮＤＩＤ２１ 1120001108226 財務分析eラーニングシステムの構築による非対面ビジネスの実現

3693 大阪府 株式会社トリプルバリュー 7120901039829 エンゲージメントカード（価値観カード）をオンライン化

3694 大阪府 株式会社ＫＩＨＡＲＡ 5120001124351 LED看板設置によりテイクアウト・デリバリーの認知度アップ

3695 大阪府 有限会社医源 3120902022234 自宅に入らず行える移動型往診施術室

3696 大阪府 ムーンカフェ 商品力アップにおけるテイクアウト・デリバリーの強化

3697 大阪府 みらいや コロナ禍で伸びているテイクアウト、デリバリーの強化

3698 大阪府 株式会社新海商店 6120001155973 ECサイト構築による営業ツール及び受注環境整備による販路拡大

3699 大阪府 ＳＯＵ オンライン予約とSNSを使ったPRで、ミナミに再び活気を！

3700 大阪府 本多電機 環境を考えたキッチンカーで喜びを提供するコーヒースタンド
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3701 大阪府 Ｌ＆Ｐ行政書士法人 7120005018135 終活・相続手続きの非対面案内の仕組化

3702 大阪府 エンジェル•カラー 新サービス「オンライン化粧講座」の開講

3703 大阪府 有限会社障がい幼保・支援サービス 6120102012140 予約システム導入で接触機会減少とデジタル化で生産性向上

3704 大阪府 株式会社ウイン 4120001049228 自社EC・SNS活用によるブランド及び非対面型ビジネスの強化

3705 大阪府 ＳＡＳＡＧＵプロジェクト オンライン配信ライブの一体型システムの構築

3706 大阪府 ヤキソバベイベー・オコノミヤキベイベー 非接触型への営業転換及び、店舗レンタルスペース営業への転換

3707 大阪府 株式会社ウィズファーマ 4120101047791 セルフレジのPOSレジ導入と予約アプリの周知事業

3708 大阪府 ＳＨＯＰカシオペア 健康をサポートするオーガニック食品のネット通販事業

3709 大阪府 有限会社座庄八グループ 8120102002123 自慢の焼肉のタレを全国へ！ＥＣ販売開始事業

3710 大阪府 リッチローカル オフィシャルサイトのメディア化よる新規顧客開拓

3711 大阪府 タカコ ECサイトでの商材販売とオンラインを生かした柔軟な事業展開

3712 大阪府 株式会社ファン・ムジカ 3120001228658 非対面で売上向上させるデリバリー・予約システムの構築

3713 大阪府 堀江薬局 処方箋受付のオンライン化及び㏋とEC連動による新規顧客獲得

3714 大阪府 有限会社三晃 2120902010306 新設備導入による、コロナ対策の強化と新商品開発の実施

3715 大阪府 美容室マドンナ おひとりさま空間を楽しめる安心・安全なリラクゼーションサロン

3716 大阪府 株式会社マイクレド 5120901033809 飲食店向け開業コンサルティング事業のオンライン販路拡大

3717 大阪府 株式会社ニッタ人形店 7120001086565 ＥＣサイト作成と店舗のキャッシュレス対応で店舗の密回避

3718 大阪府 株式会社Ｃｅｒｉｓｉｅｒ 4120001188348 プレゼント用名入れ彫刻ギフト・デコ商品のオンライン販売事業

3719 大阪府 株式会社ＣＧａｔｅ 6120001237929 テレワーク・おうち時間を光回線で快適に！オンライン新事業開始

3720 大阪府 株式会社島津屋 6120001029070 オンライン販売による売上の向上

3721 大阪府 シーライヴ株式会社 3120001097070 医療向けシフト管理システムのクラウド展開による非対面性の強化

3722 大阪府 有限会社フロムサーティー 7120002074973 非対面型営業による「家電量販店向け足場事業」の大規模受注

3723 大阪府 株式会社さとり 9120101059741 鮮度保持・熟成庫の導入による接触機会の減少と新メニュー開発

3724 大阪府 ＹＡＰＯＮ デリバリーで「ヤンニョムチキンとキンパ」をおうちで愉しむ！

3725 大阪府 みどり鍼灸整骨院 コロナ禍での新規サービスと、待合室での対人接触の減少実現

3726 大阪府 李 雪 スマートロックの導入で非接触化。顧客満足度向上で売上アップへ

3727 大阪府 大阪西区カイロプラクティック オンラインを駆使したAfterコロナの新しい整体院への変革

3728 大阪府 ｏｇａｗａａ ｄｅｓｉｇｎ ｓｔｕｄｉｏ 一級建築士事務所 建設業界の省力化・非接触に３Dプリンティング設計技術で貢献！

3729 大阪府 本田酒店 対人接触機会減少のための外国人客向け各種機能を搭載したHP制

3730 大阪府 株式会社ＲＥＩ 9120001170623 不動産見学から契約まで非対面化！来店不要による販路拡大事業

3731 大阪府 北建工業株式会社 6120101041371 新システムの導入により自社宣伝、運用効率の上昇を狙う

3732 大阪府 ヴィーナスブレイン 音声動画講座による働く女性の意識向上支援と新規開拓

3733 大阪府 ヘアカラートリートメント専門店 美色館 感染予防徹底とネット予約販売導入による売上回復チャレンジ事業

3734 大阪府 赤坂ネップス鍼灸整骨院 新メニュー｢痛みにくい体づくり」導入による顧客生涯価値の向

3735 大阪府 ｈｉｇｈ５ 子供向けオンライン英会話事業で新規生徒を獲得

3736 大阪府 株式会社どこでもスタディ 4120901029270 自社ホームページ改修により『教室のリモート化』を推進

3737 大阪府 チャレンジ・ジャパン合同会社 8120003012452 ホームページの改修とオンライン教室で販路拡大

3738 大阪府 シルバーバック株式会社 2120001154863 ZOOMトレーニングの導入、SNS広告活用と感染症防止の強化

3739 大阪府 有限会社巽産業 9120002070764 ホームページリニューアルと感染対策強化で収益アップ事業

3740 大阪府 トラベルエステート株式会社 1120001199785 賃貸仲介事業における反響自動応答システムを用いた販路拡大

3741 大阪府 ネイル＆セラピーサロンａｍａーｎｙａ オンラインセッションとネット物販スタートによる非対面新規事業

3742 大阪府 ディーエムＢ 自社商品のショッピングモール出店効果による１社依存からの脱却

3743 大阪府 株式会社Ａｎ−Ｔｅｃ 5120901031283 電気自動車の充電スポット工事におけるインターネットの営業活用

3744 大阪府 株式会社Ｔｅａｍ Ｈ２ Ｌｏｇｉ 1122001031259 倉庫業者厳選！オリジナル水産加工品EC販売で新規顧客獲得

3745 大阪府 まつもと整骨院 感染症対策およびプライバシー保護のための個室化工事事業

3746 大阪府 株式会社丸市菓子舗 7120101006919 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

3747 大阪府 株式会社ディーマーク 3120101062916 一般顧客向け商品の販売への業務転換と安心のショールーム作り

3748 大阪府 橋田酒店（酒のはしだ） 来店者向けECサイトで実店舗からオンライン販売増＆高付加価値

3749 大阪府 株式会社リリーＷＥＳＴ 1120001188094 受発注システムの再構築で感染症対策や持続可能な業務にシフト

3750 大阪府 株式会社アジアンオーキッド 3120001241041 待機時間と予約方法を改善し三密を防止するリラクゼーション事業
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3751 大阪府 株式会社ｔｅｎｆｏｌｄ 2120001216721 対人接触機会の減少を行うシステムの構築

3752 大阪府 関電サポート株式会社 8122001034908 顧客管理アプリの導入とリモート営業による非対面営業の効率化

3753 大阪府 ポ−ラ帝塚山西店 安心安全なエステの個室化と予約及び商品販売のオンライン化

3754 大阪府 辻ウッドテクニカル 檜まな板販売に特化したECサイト導入で地域を活性し雇用を創出

3755 大阪府 株式会社ブラック 7120001201520 非接触営業活動強化のための在庫共有システムの開発と活用

3756 大阪府 きむら鍼灸整骨院 セルフ施術機器導入による対面接触機会の減少

3757 大阪府 ｖｏｉｃｅ＋ｈｅａｒｔ ｄｅｓｉｇｎ ｏｆｆｉｃｅ リモートによるナレーション事業、声と話し方オンライン教室

3758 大阪府 株式会社Ｄｙａｄｉｃ Ｓｔａｒ 5120001114996 冷凍自動販売機による非接触型での冷凍餃子販売事業

3759 大阪府 ビー看板 感染防止用アクリルパーテーション自社内製事業

3760 大阪府 下町ホルモン十三まるたけ ECサイトでのホルモン販売とSNS広告による集客アップ

3761 大阪府 喜楽窯 需要開拓の為のギャラリーオーナー向け英語対応WEBサイト構築

3762 大阪府 株式会社ＩＴＣ 8120001161656 非対面事業である、ECサイトによる小売販売の実施

3763 大阪府 ｃｉｇａｎｅ合同会社 9120003013301 パーソナルトレーニング動画オンライン公開とECサイト構築

3764 大阪府 小西裕也税理士事務所 ＨＰリニューアルによる新規顧客獲得と完全オンライン業務のＰＲ

3765 大阪府 たこ焼きバー カラカラ 自社オリジナルの卵を使わないたこ焼き粉のＥＣ販売事業の実施

3766 大阪府 ＣｏＣｏ−Ｈｉｃｏ ECサイトを活用した自社商品の販路拡大

3767 大阪府 株式会社雅蜂園 6120101030135 ECサイト刷新、蜂蜜をもっと身近な存在に

3768 大阪府 ケンちゃん食堂 自動海苔巻き作成機を導入しテイクアウトの売上げを伸ばす計画

3769 大阪府 株式会社アーバーガーデン 9120101047911 ハワイアンキッチンカーMeria夜カフェ号で若年層の顧客拡大

3770 大阪府 スタジオ ラディアンス 自宅でできるヨガと食と心を整えるオンラインレッスンサービス

3771 大阪府 ｐｍ ｄｅｓｉｇｎ ｏｆｆｉｃｅ 既存事業に相乗効果をもたらすコンサル生の制作物ネット販売事業

3772 大阪府 ｆｌｏｗ つるスベ美肌ホームケアエステ事業

3773 大阪府 ビクター産業株式会社 4120001069333 非対面型・販路拡大のためのECサイトリニューアル

3774 大阪府 株式会社フローレンス 2120001033588 感染リスク低減のためのオンライン決済通販システム構築事業

3775 大阪府 彩里旅遊株式会社 7120901033955 インバウンド復活をにらんだ国内VIP旅行の情報発信力強化

3776 大阪府 株式会社五十川農園 7120001139447 接触機会を減少させる産直ECサイト構築で販路拡大

3777 大阪府 きたはら整体院 ＨＰ改新で【オンライン問診】と【出張整体】の認知度向上を図る

3778 大阪府 有限会社大和自動車整備 6120902018907 自社オリジナルカーパーツのEC強化による販路開拓を実現

3779 大阪府 株式会社シャレールヤハタ 2120001168327 コロナ禍における自動販売機でのポーチ販売

3780 大阪府 株式会社ＤｅＳＩＧＮ ＰＬＵＳ 6120001173273 ブロックチェーン技術で著作権管理されたコンテンツの販売事業

3781 大阪府 株式会社美修精密製作所 9120001156548 接触機会抑制と工場の無人稼働化の為の遠隔監視システムの導入

3782 大阪府 ＮＵＤＧＥ オンライン販売強化に向けた新パーソナライズサービス・業務改善

3783 大阪府 原田貴美絵 国内で韓国ファッションアイテムが手に入る「GCLASS」開業

3784 大阪府 エコマート 遺品整理のオンライン相談および接触を減らした相談窓口の設置

3785 大阪府 横関整骨院 免疫向上完全個室型非対面＆非接触AIフィットネスジム構築事業

3786 大阪府 アズプシュケ オンライン販売・実店舗販売に対応したハイブリッド型店舗の実現

3787 大阪府 マリーゴールドアカデミー ポストコロナにおける日本語教室のオンライン化構築

3788 大阪府 藤下盤 異業種交流サロンをネット上で新設し、新分野に展開する

3789 大阪府 Ｂａｒ７ｔｈ 店舗改装で 対人接触機会減少営業モデル を構築し売上向上を狙

3790 大阪府 株式会社Ｎｅｘｔクリエイト 8120901041544 ライブリアル商談と生コン受注システムの構築

3791 大阪府 株式会社バリーダ 9120001164939 ECサイト販売で対人接触なく売上と認知度UPを目指す！

3792 大阪府 だるころ治療院 深刻化している運動不足改善を動画にてフォローと訪問施術拡大

3793 大阪府 株式会社ＨＥＬＩＯＳ 4120001213031 強力なテレアポ能力を活かしたコロナ対策品販売への業態転換

3794 大阪府 ＢｙｓｅｎＪＡＰＡＮ株式会社 5120001146354 各農家が育てた農産物を販売するECサイトと動画のPR強化計画

3795 大阪府 株式会社アッシュワークス 5120001223500 オンライン商談用ショールームによる非対面型営業体制の確立

3796 大阪府 有限会社おづ薬局 3120102026259 ITツール導入で対人接触機会の減少対応の体制整備を目指す

3797 大阪府 美容室ｖｉｏｌａ 感染リスクの低減と生産性向上のための新型設備導入

3798 大阪府 大日自動車株式会社 5120001196234 個人向け乗用車整備の売上増に向けたHP刷新と快適な店舗作り

3799 大阪府 ヴィオラ HPとECサイトの構築で販路拡大と収益の向上計画

3800 大阪府 株式会社八正道 2120001172997 オンライン内覧の実施による利用者拡大事業
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3801 大阪府 大野デンタルアート 非対面製作を目指したデジタル技工の推進事業

3802 大阪府 株式会社Ａｚ 9120001191140 ポストコロナにおける非接触型セルフエステティックサービス導入

3803 大阪府 黎明館津久野教室 キッチンカーによる共働き児童への食事提供と学習塾の両立

3804 大阪府 整体院 晴 オンライン美容・健康プログラムでミドル女性のストレス軽減

3805 大阪府 株式会社Ｋʼｓ 2120101056159 営業支援ツールを活用した業務の効率・低感染リスク化

3806 大阪府 株式会社ＣＬフード 2120001235556 デリバリー事業のための新メニュー開発とフードロス削減計画

3807 大阪府 株式会社ラフォール 2122001030706 フィットネス・ジム・ダンススクールの無人化運営システム開発

3808 大阪府 株式会社ＫＳＴｉビルド 8120101053118 売上減少に歯止めをかける感染症対策と業務効率の大幅改善事業

3809 大阪府 スタジオブンブン 「出張スタジオ」で、新規顧客の確保と販路拡大に期待

3810 大阪府 株式会社夢志堂 1120101035972 新事業計画

3811 大阪府 行政書士前川事務所 外国人就労ビザのリモート相談サービス

3812 大阪府 株式会社Ｎｅｎｅ Ｌａｃｏ． 1120001179548 オウンドメディア開発による非対面型オンラインイベントのPR

3813 大阪府 公文式 大東緑ヶ丘教室 感染防止対策設備導入により利用者の安心感と満足度の向上

3814 大阪府 株式会社パール 7120101060288 講師業におけるオンライン対応力の向上による業務拡大の取り組み

3815 大阪府 株式会社Ｍａｈａｌｏ 1120001237198 飲食店向け通販メニュー開発・製造委託請負サービス

3816 大阪府 澤田鍼灸院 ウィズコロナ時代を乗り切る、オンライン健康相談事業の開始

3817 大阪府 エンジェルママ 子育てママに寄り添うコミュニティ型オンラインサロンの構築

3818 大阪府 株式会社ＮＡＴＵＲＡＬ ＶＡＬＵＥ 9120001236424 カンボジアのハンドメイド製品のECサイト販売による貢献活動

3819 大阪府 おくむら整骨院 整骨院独自の強みのＷＥＢ発信と、非対面化への取組み

3820 大阪府 株式会社２４ＭＥＤＩＣＡＬ 8120001233694 薬局における在宅医療のサービス紹介等の営業のオンライン化

3821 大阪府 ノマディック 自然・食・文化を発信するテイクアウト及びオンライン販売事業

3822 大阪府 株式会社ＢＯＢ 7120001210752 食育活動を実践した自社製品のECサイト構築

3823 大阪府 株式会社ＫＹＴ 7122001018507 店舗テント・看板施工会社のWEB活用構築とSNS発信

3824 大阪府 リフォメーションボディ合同会社 6120903001894 ECサイトの作成、運営

3825 大阪府 創佳菓匠招喜 SNSやECサイトの拡充で、若年層に和菓子をPR

3826 大阪府 セント 酵素風呂導入による対人接触機会減少

3827 大阪府 合同会社ｍｏｍｏｆｕｌ 7120003018624 小規模事業者セルフWEBサイト制作・集客のオンラインスクール

3828 大阪府 株式会社Ｖｅｌｉｅｆ 4120001188868 アスリートをPRに起用した海洋深層水と入浴剤のECサイト販売

3829 大阪府 株式会社明治美世界 4120001194172 ECサイト作成により日本国内の食品・健康食品市場の販路を開拓

3830 大阪府 株式会社高谷 3120901011262 高槻清水地域産ブランド米粉「清水っ粉」拡販プロジェクト

3831 大阪府 株式会社Ｐｌｕｓ Ｏｒｉｇｉｎａｌ 3120001224310 事業のオンライン化による販路開拓

3832 大阪府 あんだんて株式会社 3120001231769 通販サイトの構築等による非接触、非対面の商品販売事業

3833 大阪府 株式会社Ｎ・Ｆａｃｔｏｒｙ 5120001205878 来店・対人接触不要で業務完結するしくみづくりとしてのHP制作

3834 大阪府 株式会社インワークス 3120901037258 自動釣銭機対応POSレジシステムの開発

3835 大阪府 株式会社サブリナ 6120901006482 非対面型卸販売を実現するためのECサイトの構築

3836 大阪府 食堂 あらまつ 食堂あらまつのこだわりスイーツインターネット通信販売

3837 大阪府 ドゥドゥドうコンセプトインク 快適な暮らしを提供！整理収納用品のオンライン販売事業

3838 大阪府 細川商店 オンライン受注システムによる町の酒屋さんの新たな挑戦！

3839 大阪府 ＨａｎｄｓＯｎみずぐち鍼灸マッサージ院 オンラインピラティス事業で健康⾧寿社会に貢献！

3840 大阪府 ＳＩＢＩＣ ＪＡＰＡＮ株式会社 5290001080058 スリランカ直輸入の紅茶・ドライフルーツのネット販売事業強化

3841 大阪府 トラベルドリーム オンラインサービス開始と非対面接客による新規事業サービス展開

3842 大阪府 ライズ 【ライズ】ポスティング事業におけるオンライン営業のPR

3843 大阪府 ３６ＫＲ 冷蔵設備の環境を整え幅広いメニュー選びでテイクアウト売上強化

3844 大阪府 新滉建設株式会社 4120901002533 オンライン施工相談の提供にて更なる認知獲得・売上機会を創出

3845 大阪府 株式会社カラダック 1120001133414 ヘアケア商材のネット販売事業による売上増強

3846 大阪府 株式会社カナツ加工 4122001018121 ECサイトとオンライン相談による販路拡大と新規顧客獲得

3847 大阪府 ボンマリアージュ 新規ＥＣサイトでの販売開始と近隣へ告知で新規顧客開拓

3848 大阪府 行政書士法人第一綜合事務所 2120005016556 特定技能ビザの申請書類作成に係る自社独自システムの開発事業

3849 大阪府 株式会社蓮華屋 3120001206770 心身ともに健康に導く最新音楽療法及び出張訪問型サービスの導入

3850 大阪府 株式会社はちまん 7120101056501 テイクアウト事業の推進による感染予防及び販売促進
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3851 大阪府 株式会社オークマ工塗 9122001001196 塗装工場が取り組む非対面型ビジネスモデルへの転換事業

3852 大阪府 フォルクス 非対面型、ＥＣサイト専門のＭ＆Ａ支援サービスへの転換

3853 大阪府 夢鳥 ネットを活用して手軽なテイクアウトの焼き鳥を提供！

3854 大阪府 株式会社アールワイ 1120001165911 ECショップの非対面受注を促進する販売画像無料提供

3855 大阪府 合同会社ＬＩＡＳＯＭ ｗｏｒｋｓ 1120003020412 面接のプロが徹底指導。オンライン転職サポート事業

3856 大阪府 解体心所 整体院による食育と運動のダイエットオンラインスクール構築

3857 大阪府 静京呉服京染店 オンラインで着物リメイクオーダー。眠っている着物を生かす

3858 大阪府 アルモニ サンテ リモート面談システム搭載車による非接触型巡回保健指導サービス

3859 大阪府 株式会社益マスゴルフ 4120001236726 アプリ「enGolfer」で密をさけたゴルフレッスン

3860 大阪府 株式会社三青社 1120001012460 非対面型印刷コンサル事業実現の為のWEB環境整備

3861 大阪府 株式会社千住 1120001210361 ドローン活用による現地調査の効率化と見積のオンライン化

3862 大阪府 有限会社グランドスタイル 7120902012859 ウィズ・コロナに向けた冷凍生餃子テイクアウト専門店開業

3863 大阪府 有限会社クレアヴィレ 9120902016940 新規事業「イタリア・インポートアクセサリー」販売プロジェクト

3864 大阪府 合同会社アバイン 7120003013162 ビデオファースト、ホームページ作成し美容室への講習を動画配信

3865 大阪府 森令子 オンラインサービスの新規開設

3866 大阪府 合同会社トライオール 5122003001776 ウィズコロナのペイントアートスタジオで創る家族のイベント写真

3867 大阪府 ゴリラ ３密回避キッチンカーとインパクト商品

3868 大阪府 株式会社カリア 7120001136592 ＥＣサイト新規導入による非対面化粧品販売事業への挑戦

3869 大阪府 ｃｏｌｕｓｓｉｏ ＫＡＮＤＡ ECサイトで簡単オーダー見積もり、スピーディーな対応を図る

3870 大阪府 合同会社ＭＳＫ 4120003012217 居宅介護事業所の新規開所で介護利用者の顧客満足度を拡大

3871 大阪府 フレッシュ株式会社 7120101043400 オンライン化によるそろばん教室学習の実施

3872 大阪府 西日本ウォール株式会社 8120101052549 オンライン導入による業務の効率化

3873 大阪府 魚料理一丁目 コロナ環境下でも感染リスクを抑えて飲食可能な店内個室の設置

3874 大阪府 石井メディカルサービス Webサイト新規開設による既存事業の強化とECサイト構築

3875 大阪府 ＴＨｒｅｅ−Ｃｒｏｓｓ株式会社 6120001214713 キッチンカー（移動式販売）

3876 大阪府 有限会社関西ホームドリーム 7120002072044 不動産のプロにオンライン相談!非対面取引でコロナ禍も売上向上

3877 大阪府 株式会社ハイネクスト 6120101061139 ホームページ制作による情報発信力強化で新規顧客獲得事業

3878 大阪府 社会保険労務士法人ＡｄｊｕｓｔＨＲ 9120005022531 WEBサイトとクラウドによる非対面型労務サービスの販路開拓

3879 大阪府 株式会社東風 4120001226223 海鮮食品販売のデジタル化

3880 大阪府 東心斎橋整骨院 オンラインでの非接触型遠隔治療、販促ツールの構築

3881 大阪府 むらせ陶器 商品全国展開へのオリジナルECサイト開設

3882 大阪府 株式会社ＬＩＢＥＯ 7120001213128 新たなWeb商談アプリの開発による効率的な非接触型営業

3883 大阪府 ＤＡＨＬＩＡＳ 女性向け下着ECサイト構築でオンラインフィッティングサービス

3884 大阪府 株式会社ＨＩＲＯＭＩＥ 8120101061871 クリニックと連携した化粧品ＥC販売による非対面収益化事業

3885 大阪府 中華バルＪＡＭ Web注文可能テイクアウト事業の実現

3886 大阪府 オフィスチェンジ コーチングが身近になる！コーチのマッチングサイト開発

3887 大阪府 西安麺荘 LED看板で西安料理のテイクアウト・デリバリー需要を増やす

3888 大阪府 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ Ｓｗｅｌｌ 感染症などの恐怖を感じる必要が無く楽しんで頂ける空間づくり

3889 大阪府 株式会社アンドスマイル 4120001217775 歯科医院向けオンライン研修開催のためのテキスト・動画制作等

3890 大阪府 合同会社ＨＴコーポレーション 7120003012429 生き残りをかけた、セルフカフェによる収益力アップ戦略

3891 大阪府 くずは優足屋 シューズ×インソールのオンラインショッピングサイト構築

3892 大阪府 株式会社シーテック 9120001212086 受注率向上に向けた非対面での顧客獲得事業

3893 大阪府 富屋製菓有限会社 3120002004570 85年老舗お菓子屋が新ギフト商品を開発しEC販売

3894 大阪府 株式会社ＲＯＵＴＥ８８ 7120101061682 自社ＥＣサイトの構築により物販事業の拡大と収益率向上を図る

3895 大阪府 株式会社ＰＲＩＭＡ 9120001229007 オンライン肌質改善コースによる非対面ビジネス事業

3896 大阪府 和田通信株式会社 1120101053966 ネット販売の強い味方！ECサイトによるスマホ全国配送計画

3897 大阪府 ミラクル 専門エステから複合エステへ、ハイフによる新たなサービス事業

3898 大阪府 グラムアラート しゃぶしゃぶ店への移行に伴う店舗改装とモバイルオーダーの導入

3899 大阪府 オフィスミカリン 無観客ライブの為のオンライン配信環境の構築

3900 大阪府 株式会社ＢＵＤＤＩＥＳ 9122001032729 見積オンライン化による新たな防水工事サービスの提供
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3901 大阪府 スマイルショップジュン 究極の癒しエンジェルシュリンプを全国へ！ECサイト販売事業開

3902 大阪府 有限会社メイククール 9120002075251 ネット通販参入、既存売上にプラスで安定成⾧

3903 大阪府 合同会社えにしす 5120003011309 元請として新規顧客の獲得に向けたオンライン商談ツールの導入

3904 大阪府 よつば合同会社 6120003019994 オンライン上で福祉介護用品の購入・レンタル

3905 大阪府 株式会社Ｆｒｏｍ Ｅａｒｔｈ Ｋｉｄｓ 1122001033750 知育玩具レンタル事業の認知向上

3906 大阪府 Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｂｅｌｌ サブスク型・スポット対応型セルフエステにより継続的な収益増加

3907 大阪府 株式会社こう 8120901044142 クラフトリースに特化した営業用Webサイトとチラシの作成

3908 大阪府 有限会社樂八 2120902019727 安全・安心に人間力アップするプレ婚活セミナーによる集客力向上

3909 大阪府 山田祐子税理士事務所 非接触型オンライン相談及びAIを活用した相続対策の導入

3910 大阪府 ｃｏｎｉ セルフヘアカット専用ハサミ等のオリジナル商品のＥＣ販売

3911 大阪府 有限会社松屋 8120102023961 捌きたてのかに出汁を使用したピクルスの非対面販売強化

3912 大阪府 廣島酒販株式会社 4120001134946 ECサイト立ち上げと抗菌事業

3913 大阪府 ＮＩＬＳ インターネット販売による新たな販路開拓事業

3914 大阪府 新川智子 ポストコロナ時代の企業を元気に!オンラインビジネス支援事業

3915 大阪府 小野林砿油株式会社 7120101041313 灯油とミネラルウォーター配送管理システム導入による販路開拓

3916 大阪府 株式会社ヴィベール 7120101000913 動画撮影レンタルスタジオで販路開拓とオンラインレッスン取組み

3917 大阪府 ＣＵＳＴＯＭ パーソナル加圧トレーニング事業でコロナ太り解消に貢献する

3918 大阪府 株式会社Ｂｏｌｄｅｒ 6011101084710 ジムと同じトレーニングができる家庭用ジムマシンのネット販売

3919 大阪府 ＣＡＬＥＣ オンライン葬儀サービス導入で感染リスク低減と新規顧客獲得事業

3920 大阪府 株式会社ゆみるめ 8120001233117 BtoC小売事業者と連携した、一般消費者向け鮮魚販路開拓

3921 大阪府 たてやま鍼灸整骨院 身体ケアのプロが主催するオンラインサロン事業

3922 大阪府 株式会社スマイルプロジェクト 7120101053894 自粛による姿勢の悪化・筋力ダウンを解決するつま先あげサンダル

3923 大阪府 株式会社ＴＫコンタクトセンター 4120001136546 CHATBOT搭載システムの導入により新規顧客・従業員獲得

3924 大阪府 ＥＲＩＯ合同会社 1120903003788 弁護士向けキャリアコンサルティングの導入

3925 大阪府 三協テック株式会社 6122001002718 Webを活用したセミオーダーの梁受け金具の販売

3926 大阪府 有限会社誠商会 5122002010092 パチンコ店敷地内でキッチンカーによるテイクアウト事業

3927 大阪府 古屋敷税理士事務所 非対面型コミュニケーションの利点を有効活用したシステム構築

3928 大阪府 イブキ オンライン転換で全国のお客様向けに傾聴カウンセリングの実施

3929 大阪府 インテリア 西原 オンライン機能による対人接触機会の減少と採用活動の効率化の為

3930 大阪府 株式会社ＮｅｗＳＰＯ． 5120001225463 SNS広告とオンラインストアでアスリートオリジナルグッズ販売

3931 大阪府 楽呑ラボ ホームページとECサイトの連携で非接触型事業の拡大

3932 大阪府 ヘブンリーブルー セルフエステ・男性美容などのオプション強化における収益力アッ

3933 大阪府 豆田行政書士事務所 補助金等ポータルサイトの構築および、オンライン面談導入

3934 大阪府 株式会社トラベルボックス 6120101005095 豆菓子専門ECサイト構築

3935 大阪府 サロンリタ 「非接触でエステができる！セルフ型エステ機器の導入」

3936 大阪府 株式会社未来通建 4120101060803 非対面化への移行で業務効率化、および顧客信頼度の向上に努める

3937 大阪府 合同会社Ｎｉｉｒｏ 1122003001490 電動バイク「Aioon」のインターネット販路拡大事業

3938 大阪府 株式会社エヌケー工房 9122001014917 ＥＣ通販事業立ち上げによる新規販路開拓

3939 大阪府 ヘアブティック２４ コロナ対策の為、簡易壁設置、HP強化非対面型ECサイト制作

3940 大阪府 小林正見 貴方の夢をオンラインで実現―オリジナル動画作成、音楽レッスン

3941 大阪府 Ａｄ．ｃ 低身⾧女子を対象にしたファッションECサイトの構築

3942 大阪府 株式会社ＣＰＣ 9120001172909 株式会社ＣＰＣ 非接触接客化プラン

3943 大阪府 株式会社アルティマイス 2120001189538 急速冷凍で高品質な日本産鮮魚を世界各国へお届けするECサイト

3944 大阪府 株式会社ＡＬＣＡ 5120001191251 補助金等を活用した新事業立上げのオンラインサポート事業

3945 大阪府 ＴＥＲＲＡＣＥＣＡＦＥアンド キッチンカー購入

3946 大阪府 合同会社関西安食経営相談室 4120003015343 ポストコロナ時代に対応した非対面・非接触の不動産仲介サービス

3947 大阪府 秋山法律事務所 非対人接触による新たな法律相談サービスを提供で販路拡大！

3948 大阪府 ファーストケータリング株式会社 4120001227312 唐揚げ弁当＆バーガーの「非対面型販売」で作業効率と売上 UP

3949 大阪府 株式会社大栄金属製作所 5122001003857 ホームページ制作による非接触営業の強化と販路等開拓

3950 大阪府 株式会社ＮＩＴＳ 6120001217823 チャット機能付きホームページの新設・動画作成で販路拡大の実現
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3951 大阪府 株式会社ＶＩＶＩＡＮＡ ＮＯＶＡＮＴＡ 2120001240564 オンラインインストラクターの育成取組による事業拡大を図る

3952 大阪府 新東洋服店 ECサイトの構築とオンラインでコーディネート提案

3953 大阪府 康永化学工業所 コロナ禍でも継続可能な事業軸への移行計画

3954 大阪府 ひかり整骨院 オンライン上での予約、診療サービスの提供！

3955 大阪府 阪田接骨院 オンラインカウンセリングと体成分測定器で対面時間50%カット

3956 大阪府 もみの木整骨院 非対面サービス｢産後の体型ケア」導入による顧客生涯価値の向上

3957 大阪府 南友キッチン 新型コロナウイルス感染症対策万全のキッチンカー用設備導入

3958 大阪府 合同会社ＳＴＥＬＬＡ 5120003018428 完全予約制「対面」及び「オンライン」個別療育サービス

3959 大阪府 株式会社ＩＤＥＡ ｓｔｙｌｅ Ｈｏｍｅ 6120001231691 オンラインで建築デザイナーが選べる新しい家づくり

3960 大阪府 株式会社官民連携事業研究所 8122001032143 企業と自治体を繋げるオンラインセミナーによる街づくり

3961 大阪府 ここから１００ リモート見積もりのPRとECサイトによる非対面での収益化

3962 大阪府 株式会社ＲＯＵＧＨ 2120001211937 非対面型WEBゴルフレッスンとゴルフ用品の販売事業

3963 大阪府 居酒屋 つる吉 デリバリーサービスの開始と携帯アプリ活用による新たな顧客獲得

3964 大阪府 大野夏希 オンラインサービスの導入による顧客獲得と動画による魅力発信

3965 大阪府 武ちゃん 非対面型カウンセリングの導入及びネット広告での販路開拓

3966 大阪府 情熱白先生韓国語教室 知名度を活かした韓国語のオンラインレッスンで全国展開へ

3967 大阪府 宮本建装 インターネットによる畳の通信販売による新規顧客の獲得事業

3968 大阪府 ハニーズ 美容商材のＥＣ販売とカット予約のオンライン化事業

3969 大阪府 韓国食堂 新羅 ＨＰ、ユーチューブで韓国料理のテイクアウトをプロモーション

3970 大阪府 株式会社近畿事務機サービス 8120101062416 テレワークの活用による新規顧客の獲得

3971 大阪府 ビューティサロンシバタ 置き型ドライヤー設置による顧客との接触時間減少

3972 大阪府 オフィス・バランスライフ ECサイトでのセミナーコンテンツ販売とYouTube集客強化

3973 大阪府 堂島精肉店 こだわり国産牛や高級部位販売に特化したＷＥＢ通販構築

3974 大阪府 一心堂鍼灸整骨院 オンラインシステム導入で接触機会減少による顧客増加事業

3975 大阪府 株式会社ポラリス 4120001227782 非対面での集客・商談を実現するためのホームページ導入計画

3976 大阪府 モレック ストレッチ オンライントレーニングによる対人接触機会減少の取組み

3977 大阪府 株式会社雅楽 5120001005031 新機能瞬間冷凍機を使い、通販で全国展開！

3978 大阪府 株式会社ＢｅＣＲＩＮＰ 2120001238377 美容用品のEC開始とDXによる対人非接触型サービス実現

3979 大阪府 特定非営利活動法人太子たすけあいコスモス 8120105004950 リモート見学を組み込んだ HP で非接触で発信し利用者を増加

3980 大阪府 合同会社綿や 7120003019713 内覧・商談・問い合わせオンライン化で新規顧客開拓の効率UP！

3981 大阪府 株式会社アユィ・コット 7120001141642 自宅で楽しむお店の味！EC販売で新たな提供方法の構築

3982 大阪府 株式会社３Ｂｅａｎｓ 1120001227851 少人数化とリモート化による低感染リスク型レッスンの実施事業

3983 大阪府 サトルオステオパシー施術院 院内の感染対策と新規顧客獲得に向けた動画制作事業

3984 大阪府 株式会社うごく 5120001223772 コロナ時代の新しい営業スタイル「自己紹介動画サービス」の開発

3985 大阪府 株式会社ジャングルクリエイト 7120001233084 必ず「欲しい」があるオーダーメイドのお花のECサイト

3986 大阪府 ＲｅｌｉｂｅｒｔＡ 身体的・精神的健康の為にReli薬局が今できること。

3987 大阪府 ここ整骨院 非対面型での「整体」に関する情報発信とEC物販の導入

3988 大阪府 株式会社日進堂 8120901024846 Iotを活用したシニア向けライフサポート事業の開始・推進

3989 大阪府 合同会社Ｗｉｌｄ Ｗｅｅｄｓ 2120903003085 多ジャンルにわたる商材取り扱い！WEB販売コンサル事業

3990 大阪府 株式会社ＴＨＥ ＦＩＫＡ ＣＯＭＰＡＮＹ 2120001221829 知育玩具のオンライン販売事業

3991 大阪府 株式会社フリマール 6120001233374 ポストコロナのニーズに対応した「フリマール」のプロモーション

3992 大阪府 曽我 郁枝 安心安全な非対面式環境構築と新サービスでの個室ブースの提供

3993 大阪府 近藤めぐみ HappyShining式メソッドオンラインスクール構築事業

3994 大阪府 椿住販 アマゾンネット販売を新規事業とした『経営の多角化計画』

3995 大阪府 株式会社ＳＰＩＫｅ 7120001142541 オンライン販促で広告宣伝強化

3996 大阪府 二宮 恵理子 アフターコロナにおけるスクール運営

3997 大阪府 Ｐｌｏｗ株式会社 4122003001348 話す、動くアニメキャラ開発により自社製品をオンラインで宣伝

3998 大阪府 株式会社土亀 4120101004223 ＨＰでのお客様との非接触・非対面対応現場における遠隔現場支援

3999 大阪府 合同会社村瀬建設 7120003015373 オンライン化で感染リスクに左右されない事業モデルの確立

4000 大阪府 ディービルド オンライン集客・見積のための設備投資
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4001 大阪府 株式会社三壱商事 2120901042069 自社ECサイトの制作と新たな商品展開でコロナ禍を乗り切る

4002 大阪府 小酒歌ＢＡＲ ミキティ コロナ禍で流行のゴルフサービスを提供するための仕組み作り

4003 大阪府 株式会社宇瀬工業 3120101009512 コロナに負けない！リモート導入による販路拡大！

4004 大阪府 株式会社ライトコア 1120001212556 ポストコロナ・アフターコロナを見据えた新たなWEBサービス

4005 大阪府 オーエムカラーコピー株式会社 2120001076091 ネットショップを活用したサスティナブルな印刷物の販路開拓事業

4006 大阪府 株式会社タカハシ商事 5120901039070 低感染リスク対策を講じた内装工事！販路拡大事業！

4007 大阪府 株式会社ライズウイン 7120001209365 介護・福祉・医療事業者に向けた動画サービスの販路拡大

4008 大阪府 株式会社足立鉄工所 3122001000377 金型技術転用におけるインターネットによる営業力と顧客開拓強化

4009 大阪府 有限会社アガサクリエイティブ 1120102026302 家庭での忘年会に向けたふぐ専門料理店の持ち帰りサービス事業

4010 大阪府 株式会社ジェイピー 4120101051042 新規取組商品のECサイトによる販売とキャシュレスシステム導入

4011 大阪府 株式会社松本製作所 2120101030246 ポストコロナ対応 非対面営業システムを含むECサイト構築

4012 大阪府 株式会社Ｒｉｎｇ 2120001185561 テイクアウト販売拡充による事業継続および接触機会減少の取組

4013 大阪府 株式会社オフィスリンク 6120001127519 360度ＶＲ画像を使ったオンライン内見システムの構築

4014 大阪府 株式会社ＥＧＳ 1120001123200 大阪のグルメを発信するECサイト開発事業

4015 大阪府 かねこ 密になる風景撮影から出張写真、動画撮影に転換し売上アップ

4016 大阪府 株式会社万福家 1120001173253 キャッシュレスとテイクアウトに特化したパン製造販売業

4017 大阪府 占いスクール ガビィー オンライン占い鑑定・教室サービス提供のためのWEBサイト構築

4018 大阪府 コンフォート建築設計工房株式会社 7120001205570 個別オンラインセミナーでコロナ禍でも安心して満足できる家に！

4019 大阪府 合同会社エスプレッソ 2120103002490 オンライン講座への移行に伴うホームページ等のリニューアル

4020 大阪府 株式会社エムレガロ 3120001228930 最初から最後まで完全非接触型 セルフエステサービスの開始

4021 大阪府 スリーエスハラグチ オーダーインソール作成、店頭販売・ネット販売での新規顧客増

4022 大阪府 阪神花園株式会社 9120001087578 ネットによる集客の強化、ネット通販の開始

4023 大阪府 株式会社サンエイ冷暖 6122001002370 現状からの脱却！ホームページを使用しての新規営業活動！

4024 大阪府 株式会社花松 2120001168104 サイトを活用したオンライン見積・受注および予約サービスの開始

4025 大阪府 隠れ家サロンルート 非接触型セルフエステへの挑戦！

4026 大阪府 水なすのたなか ECサイトを作成し、「水なす」の販路を全国に拡大する。

4027 大阪府 株式会社バイロンジャパン 9120001194894 顧客に対しての機会損失を防ぐホームページ内EC販売

4028 大阪府 Ｅ−ＴＡＢＬＥ株式会社 8120001207855 Web面談ツール導入と宣伝用LP作成及びWeb広告の出稿

4029 大阪府 株式会社千里 8120901018261 ECサイトを活用した宅配事業、安心で安全なお米をお届けします

4030 大阪府 ブルー デッドスペースを活用した感染対策＆顧客満足度の向上

4031 大阪府 加藤 栄 健康住宅の建築販売を可能にするWEB環境作り

4032 大阪府 五光精機株式会社 5120101039664 Withコロナ対応のHP活用した非対面ビジネスへの転換

4033 大阪府 株式会社ＤＡＩ 6120001229736 「日本各地のブランド鶏を使用したお鍋セット」の販売プロジェク

4034 大阪府 株式会社ライズ 6120101063936 世界的流行感染症に負けない通関業務の活性化

4035 大阪府 株式会社トリニティ 1120001162388 接触回数を減らしながら患者様に寄り添った安心できる環境作り

4036 大阪府 オノタク堂 クラウドファンディングによるテストマーケティングの取り組み

4037 大阪府 有限会社リウム 5120002058441 Web広告冊子送付による非対面型営業スタイルへの変革

4038 大阪府 株式会社リライト 5120901029393 おうちで快適オフィス生活！特製「テレワークボックス」

4039 大阪府 道古 ちづる テイクアウト窓口の新設による新規顧客の獲得

4040 大阪府 司法書士・行政書士いとう事務所 オンライン面談システムを導入した個人ブランディング強化ＨＰ

4041 大阪府 株式会社リタ 9120001234188 インポートワインに特化したECサイトとPR動画の作成

4042 大阪府 大月望愛 日本画制作と保護猫活動を一体化した完全オンライン型施設の運営

4043 大阪府 株式会社Ｔｏｍｏ Ａｒｋ 3120901039956 クラウドファンディングを活用した新商品の販路開拓

4044 大阪府 極真空手野崎道場関西本部 オンラインレッスンで女性・シニア層の道場生拡充に取り組む！

4045 大阪府 さくらボクシングジム CRMの導入でオンラインレッスン事業の開始

4046 大阪府 稲田屋 オリジナル商品のネット販売導入・安心安全な飲食環境の創出事業

4047 大阪府 ＣａＬ＇ｓ ECサイトを利用した健康食品の海外向け販売網の構築

4048 大阪府 株式会社スポゲル 9122001017408 プロテニス選手によるオンラインレッスンとテニス用品のEC販売

4049 大阪府 ＹＫＴ Ｔａｉｌｏｒ SNS宣伝で多くの人にスーツ良さを！SNS広告事業

4050 大阪府 斎光産業株式会社 8120001034993 ＷＥＢオンライン営業による非対面事業の構築と新規取引先の開拓
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4051 大阪府 Ｈｅｒｂｓ 対人接触機会を減らせるセルフ型カラー専門美容室の認知拡大

4052 大阪府 株式会社Ｅｒｉｋｏ Ｌｙｍｐｈ Ａｃａｄｅｍｙ 6120001179808 医療従事者向けのリンパセラピーのオンライン集客

4053 大阪府 株式会社ウィズダムワークス 7122001035072 HP改修による集客力向上を通じたサービスのオンライン完結化

4054 大阪府 株式会社セントラルブルー 6120001239256 ＳＮＳ動画を用いた、住むイメージを鮮明に持てるＨＰの作成

4055 大阪府 株式会社はる不動産 9122001035178 非対面集客によるHP作成と管理システム導入による売上向上計画

4056 大阪府 エステサロン クオーツ 「時間をかけず楽して痩せる！試着用の補正下着サイズ別の用意」

4057 大阪府 心太 オンライン上で簡単に頼める、オーダーメイドアイテム制作サイト

4058 大阪府 バー メイズ オンライン会議及びテイクアウト導入によるコロナ渦社会への対応

4059 大阪府 リンキング オンラインで通えるWeb制作講座

4060 大阪府 ＹＫトランスポート合同会社 3120103004049 自社販売用ECサイトの構築によるEC事業部門の売上増加事業

4061 大阪府 Ｍ 動画配信を活用したエステスクール事業の展開

4062 大阪府 芦谷社会保険労務士事務所 非対面型サービス展開に向けた販促活動の推進

4063 大阪府 エネイブル 完全オンライン対応の為のサイト作成とＷＥＢ広告

4064 大阪府 ｆｌｏｒｉｓｔ ｋーｈｏｕｓｅ 全国から大阪府枚方市へお花を届けたい方向けのECサイト構築

4065 大阪府 株式会社Ｓ ａｎｄ Ｓ 1120001239780 ホームページ広告によるご利用者様直掌営業の強化

4066 大阪府 株式会社関西マルタカ 9120001062639 HPリニューアル、Ｗeb媒体広告の利用

4067 大阪府 株式会社アサヒケミカ 8120001001432 非接触型の受注システムの開発による新規一般顧客獲得

4068 大阪府 株式会社広告社 8120001229577 オウンドメディアによる広告媒体の販売、非対面の営業活動の強化

4069 大阪府 Ｃｏｎｎｅｃｔ Ｐｌｕｓ 新製品の「オンラインショップ機能付きホームぺージ」の構築

4070 大阪府 株式会社西野商会 3120101056307 ドローンによる調査とＷＥＢページ活用による住宅等改修工事拡販

4071 大阪府 ナカミチホーム株式会社 2120101046432 モデルハウスの予約、接客、鍵の管理をオンラインシステム化

4072 大阪府 株式会社地球Ｌａｂｏ 5120001221396 コンポスト開発とマイスター制度による販路開発事業

4073 大阪府 有限会社石づか不動産 3120002049814 オンライン相談の導入によるWEBサイトでの新規販路開拓

4074 大阪府 Ｐｒｏｇｒｅｓ オンラインレッスン集客の為のサイネージ広告とＷＥｂ予約の導入

4075 大阪府 株式会社化粧品工房ソフィア 4120001232543 自宅で出来るホームエステ商材のオンライン販売システムの構築

4076 大阪府 吉岡鍼灸整骨院 患者同士の接触を避けるため「完全予約制」への移行に挑戦する。

4077 大阪府 株式会社ｂｒｏｉｎｄ 7120001235618 美容院仕様の専門美容商材のオンライン販売事業

4078 大阪府 新世綜合法律事務所 ＨＰ上のウェブ法律相談の予約サイトの作成とPR広告の実施

4079 大阪府 匡社会保険労務士事務所 問い合わせから決済までWeb上で行えるオンライン労務相談

4080 大阪府 株式会社ルチル 9120101045072 たこ焼きとカフェ風を兼ねたテイクアウト型店舗『たこやき姫』

4081 大阪府 合同会社ＣＨＩＫＡＲＡ−ＣｏＢ 7120903002958 オンライントレーニングを通じたECサイトによる小売事業

4082 大阪府 モノプラス株式会社 4120001134566 デザイン検討用大型試作品における生産効率の向上

4083 大阪府 宮本 窓奈 コロナ孤独ママを守れ！育児コーチング新サービス開始と販路開拓

4084 大阪府 株式会社イチコン 3120001210830 新たな販路開拓を目的としたウェブサイトのリニューアル

4085 大阪府 株式会社昌平 4120101003332 「非接触型オンライン展示会」を活用した営業スタイルの構築

4086 大阪府 大衆道楽割烹 三代目あかつ Web注文でのテイクアウトシステム導入で感染症に強い体制構築

4087 大阪府 株式会社８ｗａｙ 6120001219951 セルフエステ事業「セルフ脱毛」

4088 大阪府 ココミデザイン 被災地・コロナ復興支援のECサイトを立ち上げ非接触事業へ転換

4089 大阪府 ひなた整骨鍼灸院 完全予約制のエステとマッサージで新規利用者様の増加

4090 大阪府 株式会社ｂ．ｆｒｅｅ 2122001032545 抗菌手すり工事のホームページによる販売促進

4091 大阪府 中国料理 ⾧城 ＬＥＤ看板でテイクアウト事業のＰＲ活動

4092 大阪府 Ｂｉｚ Ｂｌｏｏｍ（ビズブルーム）経営会計事務所 財務コンサルティングサービスのシステム化とオンライン提供

4093 大阪府 花房合同会社 8120003015868 自宅でも楽しめる強みを生かした配信事業！

4094 大阪府 株式会社セイラスティア 4120001175420 対人接触機会を減らし人材採用と事業拡大の為の IT 基盤構築

4095 大阪府 田村工業 コロナに負けない！人数制限+セルフエステ新サービス開始

4096 大阪府 麺匠 輪 非接触型運営の構築と新規顧客開拓に向けた商品企画の実施

4097 大阪府 村野恵 これからの時代の飲食業界に良い波が来ますように私達動きます。

4098 大阪府 有限会社Ｎｅｘｔ Ｄｏｏｒ 6120002009195 テイクアウト商品の販売と店舗レイアウトの変更で感染対策強化

4099 大阪府 アムル アムル小野美菜子新しい営業形態での新規顧客の開拓収益向上事業

4100 大阪府 シンコーエコテック株式会社 7120901014674 太陽光パネルのオンライン受注で非対面による事業展開を実現
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4101 大阪府 株式会社ＢＳＣ 2122001033931 ファーストコンタクトで申し込みができる非対面ホームページ開発

4102 大阪府 株式会社テラ 5120001144424 オンライン販売とチラシ広告作成で販路拡大

4103 大阪府 イブキグループ ホームページ作成による、大和牛の認知度向上とECへの誘導計画

4104 大阪府 株式会社マルショーコーポレーション 6122001026163 不動産オンライン相談および内覧ができるサービス

4105 大阪府 ブリッヂバディ合同会社 8120903003311 オンラインショップ活用による対面営業機会の削減

4106 大阪府 株式会社ＡＬＩＶＥ 4120001240562 BtoCからBtoBの非対面営業を行うサイト制作事業

4107 大阪府 タキオカ整骨院 オンラインシステム導入による革新的な運営体制の確立

4108 大阪府 ボックスファクトリーナツナツ 食品自動販売機設置による店舗PR及び販売販路の拡大

4109 大阪府 株式会社ｍｉｒｕ． 7120101059693 人と自然をつなぐSDGs関連商品の非接触型販売システムの構築

4110 大阪府 株式会社新宅工務店 4120001007763 非対面式オンライン集客システムの導入

4111 大阪府 クレープマン コロナ渦でも安心、安全なキッチンカー事業の開始

4112 大阪府 津崎高明 予約システムの構築と、店舗レンタルサービスの開始

4113 大阪府 美Ｚｅｎ 安全なセルフ脱毛サービスを提供する新しい脱毛エステ店の開設

4114 大阪府 帝塚山 ＫＩＴＣＨＥＮ ＳＴＵＤＩＯ ＣＯＣＯ 売り上げ向上のためのオンライン授業開講

4115 大阪府 田村拓巳 医療従事者への情報発信！オンラインサロンへの完全移行！

4116 大阪府 株式会社キャピタルナレッジ 8120901033905 動画を活用したウェブ集客

4117 大阪府 イフ企画 「コロナと戦うスポーツインストラクター向け SNS集客講座」

4118 大阪府 株式会社ＪＰＣスタッフ 7120101055429 外国人材派遣の経験を活かしたインターネット販売事業

4119 大阪府 ハングルース株式会社 5120901043320 ハワイスイーツを国内で販売拡大する店舗プロデュースと通販事業

4120 大阪府 株式会社Ｗｉｎｄ 1120101062612 敏感肌向けの消毒液の開発で事業の安定化

4121 大阪府 ＤａＶｉｎｃｉ 大規模案件から小規模案件まで対応できる自社システムの構築

4122 大阪府 株式会社Ｌｅａｄ Ｃｏｒｒｅｃｔ 1120001211608 人数制限による感染対策実施で安心安全なBtoBセミナー提供！

4123 大阪府 焼く鳥 入義 こだわり地鶏を活用したお弁当の販売のための販路開拓

4124 大阪府 コンフィデンスサービス合同会社 4120003016135 広島のお好み焼きを大阪でテイクアウト&デリバリー

4125 大阪府 ｂｉｙｏ ｃｏｌｌｅｃｔ合同会社 5120003019475 コロナ禍の美容健康をトータルサポートするＥＣサイトの運営

4126 大阪府 小西明建築設計事務所 非対面営業の為のWEB販売とHPの併設、オンライン業務の導入

4127 大阪府 ＶＩＧＯＲ株式会社 2120001236546 こだわりの独自アパレルブランドTシャツのEC販売事業

4128 大阪府 株式会社サザンクロス 6120001239322 セルフエステ機器導入による売上向上計画

4129 大阪府 株式会社ＴＮＢ 7120001221295 コンプレッサー修理の非対面オンライン見積もり・受注・診断

4130 大阪府 永楽株式会社 7120001206197 ＬＩＮＥ公式アカウント×Ｌステップによる新規顧客獲得

4131 大阪府 Ｕｎｄｏ 非対面型機器導入による客単価アップと新規顧客獲得事業

4132 大阪府 ＦｏｏｔＢｒｉｄｇｅ ネットコンサルティング環境の構築事業

4133 大阪府 株式会社ｐｌｕｓ１ 1120001211087 オーガニック商品で働く女性を体の内側から支えるEC事業

4134 大阪府 稲田光浩税理士事務所 「非対面化」と自動集客化による生産性向上と新規顧客開拓事業

4135 大阪府 株式会社ｄｅｓａｆｉｏ 5120001230538 フィッシングウエアを非対面で販売するためのECサイト構築

4136 大阪府 ルナ 上質なアロマセラピーで心身ケアの癒しを届けるオンラインサロン

4137 大阪府 行政書士クリアス法務事務所 ISO取得をリモートコンサルで全国支援するための販路開拓

4138 大阪府 ＣＯＵＮＴＦＥＥ株式会社 8120901043103 舗装工事人材採用や協力業者契約・見積依頼のオンライン化

4139 大阪府 ＨＲ株式会社 6120001189286 HPを利用したリフォーム事業の宣伝広告

4140 大阪府 秋山友彦 コロナ時代に対応した新たなサービス「完全リモートSES相談」

4141 大阪府 安満エスシーアカデミー サッカースクールのオンラインサロンを非対面で広めていく

4142 大阪府 有限会社みな美 9120002062092 地域商品をWEBサイトで全国展開する取り組み

4143 大阪府 株式会社ＭＩＳ 8120901030514 スマホアプリによる診療所・中小企業向け経営コンサルティング

4144 大阪府 株式会社ヤエコフ 2120001233403 インターネットを使ったメンタルトレーニング新規顧客獲得戦略

4145 大阪府 株式会社仁鍼・ひとはり 6120001239537 非対面販売の為のWEBサイトによる新規顧客開拓事業

4146 大阪府 株式会社ｓｈｙｆＴ 4120001188975 PR動画を活用したオンライン集客

4147 大阪府 ｒｉｄｇｅ株式会社 3120001232899 キッチンカーを用いた多角化と効率的な広告宣伝

4148 大阪府 野田塗装 野田貢正

4149 大阪府 がちゃんこ EC物品販売事業参入により新たな販路の獲得と店舗の再開の両立

4150 大阪府 Ｓｑｕｉｒｒｅｌ ｇｒｏｕｐ合同会社 7120103004185 テイクアウト販売もしているアーモンドバター専門店の周知事業
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4151 大阪府 税理士事務所Ｂｅｓｏ 効果的なHP制作により税務業務の新たなプロセスを導入する事業

4152 大阪府 ジョンホルター合同会社 6120003017585 ECサイト作成で新規顧客獲得とオンライン相談で非接触

4153 大阪府 テイア ＥＣサイト構築で店舗商品のネット販売強化と動画で売上向上事業

4154 大阪府 株式会社コルネット 3120001113281 デザイン性の高いサイトを作成し、効果的な宣伝広告で集客を促す

4155 大阪府 竹寅産業有限会社 2120902006832 竹材販売の為のECサイトとオンライン商談による非対面の取組

4156 大阪府 トータルバランスオーバー ストレス社会を生き抜くための呼吸専門サロン開店事業！

4157 大阪府 ｍｉ ｄｅｓｉｇｎ mi design専用ECサイト導入計画

4158 大阪府 宮崎 大輔 オンライン事業による新規顧客の獲得

4159 大阪府 大衆串カツ酒場 惠 冷めてもジューシーでサクサクな揚げ物料理のテイクアウト販売

4160 大阪府 ＣＭＣ株式会社 7120001160881 保険のオンライン化推進事業

4161 大阪府 株式会社ＣＨＡＮＧＥ 5120001183083 顧客・従業員も安心、オンライン会議の設備等が整った個室の設置

4162 大阪府 有限会社ティモーレ 8120002039991 予約管理システムとデジタルサイネージ広告で集客力アップを図る

4163 大阪府 株式会社バディ 2120001207183 ホームページと販売管理システムで効率的な顧客獲得と囲い込み!

4164 大阪府 えいようくらぶポー 食べながらダイエット！オンラインサポート・栄養食販売事業

4165 大阪府 かとう整骨院 コロナによる地域的風評被害の脱出、主要幹線道路でのサロン出店

4166 大阪府 ラミラージュ 生き残りをかけた、セルフエステ導入による収益力アップ戦略

4167 大阪府 幸進学院 感染症対策を前提としたそろばん教室・小・中学部授業の導入

4168 大阪府 ＳＯＩＬ中小企業診断士事務所 リモートテレワークを促進する相談・セミナー付きシェアオフィス

4169 大阪府 トキツカゼ出版 非接触！電子書籍出版のノウハウ動画教材販売事業

4170 大阪府 株式会社腸能力開発機構 5120101064167 腸ケアのオンライン相談や健康経営提案の宣伝事業

4171 大阪府 ＡｄＣｏＬａｂ合同会社 6120003015969 拡大するゴルフ市場でゴルフの練習器具をECにて販売

4172 大阪府 株式会社ナカジマ 5122001005515 オンライン商談搭載ECサイトによる非対面型通販事業

4173 大阪府 レグソル 安全規格試験器の導入による試験業務の非対面化

4174 大阪府 株式会社ＳＥＶＥＮ ＴＷＯ ＧＯＬＤ 2120001227256 セルフ内覧サービスと社内の業務効率化により事業の非対面化

4175 大阪府 株式会社正商グループ 6120101056535 エリア別オンライン相談型リサイクルサービス

4176 大阪府 株式会社Ｕ−Ｌｅａｄｉｎｇ 1120001222984 Lステップを利用した新規顧客獲得と会員制予約サイト化

4177 大阪府 株式会社ＪＪプランニング 9120001238404 女性の起業支援「オンライン女性塾SAKIGAKEおんな塾」

4178 大阪府 ママンのおやつＨｉＴＯ 感染リスクの減少のために冷凍自動販売機の導入

4179 大阪府 エスジーメディカル株式会社 5120001181657 HP作成とリモート問診システムで新規顧客を獲得し売上向上

4180 大阪府 グググリル 持帰り強化による低感染、対人機会減少のための整備と広報促進

4181 大阪府 ショウエイ商事 オンライン商談可能なHP制作による対人接触機会の減少事業

4182 大阪府 平誠機械株式会社 3120101045367 オンラインでの音楽教育

4183 大阪府 Ｎ ｃｏｎｎｅｃｔ合同会社 7122003002186 オンラインで家計の見直しができるサイトの作成

4184 大阪府 ＹＺ 店舗のwithコロナのための改革とオンライン販売

4185 大阪府 株式会社ｄａｉｌｙ ｄｏｓｅ 8122001033505 ホームページ制作によるテイクアウト販売の広告宣伝強化

4186 大阪府 ワタナベプランニング オンライン完結型ワンストップ終活情報サービス&WEBショップ

4187 大阪府 株式会社リーディング 9120001219916 SNSでPR！ブランディング動画制作

4188 大阪府 Ｂｏｏ 新規サービス「WEB恋愛相談」等の広報活動

4189 大阪府 クィーン株式会社 8120001117022 新しい美容事業のネット活用ファン作りから売上創出

4190 大阪府 株式会社カラーズホールディングス 4120001202653 コロナ禍に影響されない介護施設の運営仲介事業

4191 大阪府 株式会社アルフィー 7120001220421 ランディングページと動画広告を活用した非対面での販路拡大事業

4192 大阪府 株式会社堀江リフォーム 3120001240142 商談・見積もりのオンライン対応開始による新規顧客獲得

4193 大阪府 株式会社サンティエラ 8120001112163 オンライン販売ぺージ構築による非対面販促拡大事業

4194 大阪府 アードバーク 小さな美容院のE Cサイトは理容美容商材のショッピングモール

4195 大阪府 木工工房 工楽 ＷＥＢサイト構築と動画配信でファン造り、販路拡大売上向上事業

4196 大阪府 株式会社汎森 6120101061428 プロによる広告運用を用いた、零細企業の新しいコロナ禍の営業！

4197 大阪府 株式会社ｗａｊｉ 6120101054217 メーカーと小売店をオンラインでつなぐマルチシステム

4198 大阪府 ティーズ進学館・英語教室 業務の一部のオンライン化、教室のローリスクのための設備、広告

4199 大阪府 株式会社丸天酒店 7120001150692 ターゲットは女性客

4200 大阪府 株式会社エナジー 4120001211480 効率的に毒素を排出できるヘルスケア商品のオンライン販売事業
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4201 大阪府 株式会社ＪＯＢ ＣＬＵＢ 6120101050653 健康経営推進に向けたＷＥＢ活用によるコンサルティング業務

4202 大阪府 株式会社Ｈｙｂｌａｄｅ 3120001240621 初心者向けオンライン通信教育の販売促進とサブスクシステム構築

4203 大阪府 婚活ステーションＮａｂｅ 新規会員獲得に向けたオンラインヒヤリングシートの導入・活用

4204 大阪府 ウルトレイア 焼き菓子とワインのインターネット販売

4205 大阪府 有限会社トライアード 6120902016266 記憶媒体「SSD、メモリーカード」の販売＆装着サービス事業

4206 大阪府 高橋 義政 ホームページによる販路開拓およびオンライン相談

4207 大阪府 トット ECサイトによる無添加ペットフードのWEB販売構築の実現

4208 大阪府 ＮｉーＲｏｋ 非対面のデリバリー・テイクアウト専用飲食店の開店と販路開拓

4209 大阪府 ノーチェ ノーチェ テイクアウト促進事業

4210 大阪府 株式会社Ｚ−ａｉ 7140001032476 害獣駆除した鹿肉ペットフードの開発とECサイト構築事業

4211 大阪府 パーソナルトレーニングジム アローズ 予約からセッションまで一連の非接触型トレーニング指導

4212 大阪府 株式会社アトラス 2120001060211 折り畳み温熱シート新商品開発に伴うEC事業販路拡大

4213 大阪府 北口涼治 美味しい近江牛をお家やキャンプで楽しめる！焼肉のEC販売

4214 大阪府 じゃむず オンラインセミナーを活用した美容系サロンオーナーの販路開拓

4215 大阪府 日本内装株式会社 9120001224940 新規顧客獲得・成約率向上・利便性向上のためのWEB活用事業

4216 大阪府 ゆい WITHコロナに最適なオンライン型スマホコンシェルジュ

4217 大阪府 有限会社創電社 2120002081413 感染対策の観点から見るエアコン本体脱着分解洗浄の周知と行動

4218 大阪府 ＰＡＲＫｉｉｉＮＧ 健康クイックフードのオンライン販売

4219 大阪府 株式会社シーズテック 1120001240499 Webサイトを活用した営業活動のオンライン化

4220 大阪府 アーチ オンラインレッスンによるセルフ小顔矯正ケア事業

4221 大阪府 嶋自動車 美味な冷凍食品車屋車エビの非対面24時間無人販売展開

4222 大阪府 株式会社一誠通商 9150001008630 工事関連事業者登録サイト構築＆育成事業

4223 大阪府 株式会社Ｔｒｉｔｏｎ 7120901044358 富裕層向けの顧客網を活かした洋菓子販売による新規事業展開

4224 大阪府 ｔｈｕｓ 配信ライブ案内サービスの更新及び周知事業

4225 大阪府 日本ハウスコンシェルジュ株式会社 3120001223601 社内リソースを活用した片づけオンラインセミナー配信事業

4226 大阪府 株式会社大地 1120101034875 ネット宣伝HPでの販売強化対人接触機会を減少させる事業の展開

4227 大阪府 さんかくデザインラボ 自社設計事務所のショールーム化

4228 大阪府 Ｇｒａｎｄ Ｍａｒｃｈｅ株式会社 5120001238275 ウィズコロナ時代のＱＲコード付チラシ等による新たな販路開拓

4229 大阪府 新都法律事務所 法律事務所による風俗営業に特化したオンライン法律相談事業

4230 大阪府 腸活サロンシャイン ガラケーからの移行も安心、健康•生活に使えるスマホスクール

4231 大阪府 アリオン リモートワーク用バーチャルオフィスシステム

4232 大阪府 株式会社クオーレエステート 2120001192731 オンライン予約システム及びパーティション設置による感染対策

4233 大阪府 有限会社サンライス 5120102023122 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

4234 大阪府 ｍｅ ブランド品、日本未入荷商品オンライン輸入販売業

4235 大阪府 ＨｕｍｍｉｎｇＢｉｒｄ DV加害者のためのオンラインプログラムシステムの構築

4236 大阪府 株式会社アストマネックス 7120001172381 会員制ページを持つHP作成とリモート商談システムで売上向上

4237 大阪府 合同会社中村家 9120003019389 大阪と繋がる、地元に寄与するコラボレーション商品販売

4238 大阪府 ＦＥＬＩＣＥ オンライン型スマホアウトレットECモール

4239 大阪府 ナレッジステア 看板業者のオンライン活用による販路開拓と非対面化の構築

4240 大阪府 株式会社人生五十年 1120001233494 日本の伝統をＥＣサイトで継承！

4241 大阪府 日亜国際コンサルティング株式会社 5120001236139 目指せIT化！情報提供＋非訪問型営業による新規顧客の獲得

4242 大阪府 株式会社Ｋ．Ｗｏｒｌｄ 6120001234100 WEBを活用したオンライン講座と新規顧客の開拓

4243 兵庫県 神戸牛 ＰＥＡＲＬ 卓上真空包装機を用いてテイクアウト用商品の開発販売事業

4244 兵庫県 有限会社ビッグシーエフ 6140002039307 看板メニューの「但馬鶏の唐揚げ」に特化したテイクアウト販売事

4245 兵庫県 おらのはけ 無農薬野菜を使用した食品ギフトの製造販売開始・拡大計画

4246 兵庫県 ヘアーズオリジン 接触機会減少のためのオンラインカウンセリングとＥＣサイト導入

4247 兵庫県 株式会社やすむら 7140001043713 建築会社が本気で作る軽トラハウス『ぼっちくん』の販路開拓事業

4248 兵庫県 アイアン・ダーツ株式会社 4140001037833 『お一人様 セルフ物理療法ルーム』の新設事業

4249 兵庫県 リブランカ リモートでの「ハイブリッド型」結婚式＆保育園参観の提案事業

4250 兵庫県 井上茶寮 多様化する消費動向に対応するための商品開発・設備投資
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4251 兵庫県 株式会社メイク 5140001075948 設備導入によるネット受注への対応と従業員同士の接触機会の低減

4252 兵庫県 株式会社神共 9140001121005 淡路島野菜のおいしさを伝えるための移動販売を開始

4253 兵庫県 合同会社大和体験交流協会 2140003016713 HPでの情報発信や非対面予約システム構築による売上増加

4254 兵庫県 炭焼 鍋料理 時季 本格割烹を手軽にデリバリーできる店

4255 兵庫県 エンアーキテクツ 気軽に相談できる「オンライン伴走型キャリア形成支援」事業

4256 兵庫県 明石中央鶏卵株式会社 5140001034433 たまご自動販売機導入による対人接触機会の減少と小売部門の強化

4257 兵庫県 Ｂｏｒａｇｅ ＤＩＮＩＮＧ＆ＣＡＦＥ 新事業「洋菓子製造販売」に向けたインターネット販売体制の充実

4258 兵庫県 株式会社すみや 5140001040084 セルフエステの導入による対人接触時間の9割カット

4259 兵庫県 株式会社仲偉 5140001099419 業務効率の向上と対人接触機会を減少させるシステムの構築

4260 兵庫県 有限会社ＮＡＫＡＧＡＷＡ 6140002032658 ネット・委託販売での特産品・土産品販売による収益確保事業

4261 兵庫県 株式会社斉藤工務店 4140001085873 施工管理システム導入による接触機会の低減及び業務プロセス改善

4262 兵庫県 合同会社スポット 8140003013390 テイクアウト予約可能なHPを製作。テイクアウト主体の経営へ！

4263 兵庫県 株式会社高山堂 9140001069392 店頭での焼きたて和菓子を開発し、アプリ活用で安全に販売する

4264 兵庫県 高井製菓 新型コロナウイルス感染対策として「硬貨選別計算機」導入する

4265 兵庫県 有限会社辨天堂 7140002069336 無添加・自然派シュークリームのネット販売

4266 兵庫県 有限会社フロマージュ 1140002051943 自社ECサイトを開発しオンラインで製造即直販体制を確立する

4267 兵庫県 ＩＬＴＡ合同会社 2140003014543 対人接触機会を最小限にしたオンライン研修プログラムの提供

4268 兵庫県 ただの珈琲 大型焙煎機導入による高品質で安価な焙煎珈琲豆の販売

4269 兵庫県 Ｒｉｐｐｌｅ ｃｏ−ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 7140001107963 Webを活用した新しい美容ライフスタイルの提案

4270 兵庫県 合同会社ＧＲＩＴ 9140003013737 ネット販売及び感染防止対策を講じたストリンギング教室の開設

4271 兵庫県 ＡＮＯＴＨＥＲ ＣＵＰ 珈琲豆自家焙煎によるテイクアウト販売拡充

4272 兵庫県 株式会社フクロウ 4140001112859 テイクアウト専門店出店による非対面型での集客と販売の確立

4273 兵庫県 カフェ サン オリジナルグッズ 等のオンライン販売による売上の獲得

4274 兵庫県 匠叡技研株式会社 7120001211577 オンライン商談に向けたＬＰ制作＆予約システム導入事業

4275 兵庫県 サクラテーブル 予約機能付きＨＰを製作し密を解消。売上向上の相乗効果を図る

4276 兵庫県 お食事処・居酒屋 わらじ家 対人接触機会を回避したECサイト構築による販路拡大事業

4277 兵庫県 和楽 飲食店によるお弁当と農産物の非対面式個別宅配サービス事業

4278 兵庫県 株式会社ＳＭＩＬＥ ＰＬＡＣＥ 7140001108292 正しく学ぶ「認知症予防セミナー」のオンラインキャラバンの実施

4279 兵庫県 株式会社ワッション 1140001097293 LINE公式アカウントを活用したBtoC向けEC販売強化事業

4280 兵庫県 フォトテラコ デジタルツールを使って、コロナに負けない新しいアートを体験

4281 兵庫県 英語教室リトルギャングス 大人及び学生向け英会話教室のオンライン化によるサービス提供

4282 兵庫県 Ｌ＆Ｐ 本格ベトナム料理用タレを保存可能なボトルでテイクアウト販売

4283 兵庫県 有限会社栄光社 1140002062230 ECサイトでの撮影業務のパッケージ販売と非接触業務推進

4284 兵庫県 溶接プロセッシング株式会社 2140001105914 確かな板金加工技術によるオンリーワン鉄板のECサイトの構築

4285 兵庫県 株式会社姫路宝蔵 5140001116900 ECサイト構築による姫路地域の菓子と地酒の販路開拓事業

4286 兵庫県 株式会社コンシャス 3140001027315 非接触型営業スタイル確立のためのホームページのリニューアル

4287 兵庫県 株式会社ナッツベリー 1140001079531 当社の強み!スフレケーキを生かしたテイクアウト事業

4288 兵庫県 ラウレア 新事業「オンラインレッスン」周知と販路拡大のホームページ制作

4289 兵庫県 Ｄａｎｓ ｌａ ｎａｔｕｒｅ オンラインによるスキンケア商品の通信販売

4290 兵庫県 株式会社クズナズン 1140001100817 ご当地グルメおもてなしケータリングシステムの開発・導入

4291 兵庫県 岩橋翼建築設計事務所 設備導入による非対面業務の環境整備

4292 兵庫県 稲右衛門窯 個室化で実現！顧客分散を目的としたwithコロナ対応型事業

4293 兵庫県 Ｓｔｏｒｙｏｆｌｉｆｅ ペット関連市場への転向に伴う総合的な提供体制の構築

4294 兵庫県 Ｈａｉｒ＆Ｎａｉｌ Ｊｅｄｉ 美容師ノウハウを活かした画期的な美容液の企画販売への挑戦

4295 兵庫県 ウトミュージック 宇都直樹 非接触オンライン配信ライブシステムの構築

4296 兵庫県 炭火焼鳥よりみち 播州百日どりを食卓へ!キッチントレーラーでの焼鳥等販売事業

4297 兵庫県 合同会社とあっせ 9140003009685 丹波路プリン通販サイト構築事業

4298 兵庫県 株式会社Ｃｒｅａ 9140001074442 360度見渡せる理美容室実店舗ブースでオンライン打合わせ

4299 兵庫県 アマランス 宿泊並びに飲食店利用客と従業員の接触機会の削減と感染症対策

4300 兵庫県 株式会社ＣＵＳＩ−ＮＡ 7010401104722 ECサイト新規制作・販売による全国地域への販路開拓事業
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4301 兵庫県 ただす鍼灸整骨院 新サービス巻き爪治療の導入による販路開拓事業

4302 兵庫県 幸甚縁 キッチンカー（移動式販売）で実演販売での顧客確保

4303 兵庫県 株式会社関西工事 6140001053399 SNSを活用した温熱商品ブランド構築によるオンライン販売強化

4304 兵庫県 ヌアージ 空き部屋の有効活用で安全安心空間の創造による本格広東料理提供

4305 兵庫県 有限会社アフローディア 9140002039808 オンライン癒しのコミュニティーの開催と仏花御供代行の実施

4306 兵庫県 真正ボクシングジム株式会社 8140001027946 ジム関連グッズ応援販促の通信販売サイト制作

4307 兵庫県 株式会社トリオグラント 2140001104362 ネット販売による非対面での販売開拓

4308 兵庫県 株式会社井上建築 1140001103555 ＨＰ新設による新規顧客の獲得及び従業員の募集

4309 兵庫県 株式会社アップウェルズ 8140001105017 ＩＴツール導入で対人接触機会の減少対応の体制整備を目指す

4310 兵庫県 ままぅずきっちん 新しく「キッチンカー」で出没！ままぁずきっちんのお弁当販売

4311 兵庫県 Ｓａｍａ Ｓａｍａ ｓａｌｏｎ スタッフと接触しないセルフエステ＆セルフヨガスタジオの開設

4312 兵庫県 株式会社クルードデリ 6140001109572 ＩＴツール導入で対人接触機会の減少対応の体制整備を目指す

4313 兵庫県 株式会社ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ 7140001122137 ビジュアルデザインを重視する事業者に向けた消毒スタンドの開発

4314 兵庫県 まなびぃ 水中ドローンを活用した非接触型アクティビティサービスの開発

4315 兵庫県 株式会社ｓｉｎｓｉｓ 5140001121025 簡単予約＆受付でいつでも気軽に本格洗車

4316 兵庫県 マルタ産業株式会社 2140001063220 「車検オンライン申し込み」の販促強化により新規顧客を獲得！

4317 兵庫県 株式会社フィースト 2140002026985 魅力ある地域の施設や空間を活かした世界水準のオリジナル婚

4318 兵庫県 クリニカルサロン Ｔａｌｅｎｔ コロナ禍でも安心の非対面不妊治療とオンライン相談のＰＲ事業

4319 兵庫県 オハヨーあさひ宅配サービス 宅配顧客専用ホームページ

4320 兵庫県 吉本公認会計士事務所 システム化による高付加価値コンサルティング領域への特化

4321 兵庫県 サバイバルゲームフィールドＷＥＥＤ VR導入による非対面化促進計画

4322 兵庫県 Ｍｉｃｈｅｌｏｏｆ 非対面で売上をUPさせるためのHP、ネットショップ開設

4323 兵庫県 合資会社Ｄｅｎｔｏ 4140003006175 ファミリー層向けテイクアウトサービスの展開による新規顧客獲得

4324 兵庫県 とり基地 兵庫のご当地からあげを非接触の自動販売機で全国へ

4325 兵庫県 株式会社兵庫塗装工業所 6140001037922 非接触営業・新規開拓のためのオンライン見積機能付きＨＰ構築

4326 兵庫県 キャットリグ 安心安全なカフェレストラン「テラス席開設」計画

4327 兵庫県 堂込勝之 キッチンカーを導入した「わらび餅販売等」による販路開拓

4328 兵庫県 カットサロンイマジン プライベートサロンへの事業転換・新規ファミリー層の強化

4329 兵庫県 株式会社フェリピープス 9140001122894 EC市場への参入のためのWebサイト構築とECサイト売上拡大

4330 兵庫県 株式会社七福神 6140001096919 急速冷凍機を活用したテイクアウトの開始とフードロスの低減

4331 兵庫県 洋食むーしゃむーしゃ お弁当販売用屋外デッキ設置による感染リスクの軽減

4332 兵庫県 有限会社ひこみ宝飾 9140002015552 ECサイト・オンラインスタジオ活用によるインターネット販売

4333 兵庫県 にしぐち三貴 火傷しらず！美容院帰りの”ゆるふわヘア”自分でサッと完成

4334 兵庫県 ひかり住建株式会社 4140001074819 時世に合わせた非対面化でお客様へ安心と信頼のサービスを提供。

4335 兵庫県 有限会社吉田建装 5140002043086 機能性塗料と接触機会を減らす新たな塗装作業の販路開拓

4336 兵庫県 Ｐｉｚｚａ Ｇｒｏｏｖｅ 店舗拡大によるコロナ対策に適した店づくり事業

4337 兵庫県 アニバーサリービューティーサポート 美容師向けオンライン学習動画ECサイト（CtoC・B）

4338 兵庫県 株式会社ヤマネフード 8140001101899 オンラインでのデリバリーサービスと人材採用体制の構築

4339 兵庫県 ＴＢモータース 時短整備及びタイヤ交換内製化による顧客満足度向上

4340 兵庫県 彩菜 心水 料理屋が出す新しい形のテイクアウト専門店

4341 兵庫県 コウ オンライン面談とECサイトによる販路の拡大と接触機会の減少

4342 兵庫県 株式会社ＮＯＶＥ 5140001107321 移動動物園・子どもファミリーイベント

4343 兵庫県 Ｇ−ＦＬＡＴ株式会社 1140001027102 古民家リノベーション勉強会のオンライン開催

4344 兵庫県 株式会社大濵海苔店 1140001116061 お中元チラシを配布して非接触での売上と認知度UPを目指す！

4345 兵庫県 玉井有限会社 7140002025891 スマホで簡単！レザーデコレーションのカスタム受注システム事業

4346 兵庫県 ファミリーサロン ジャンボ HP予約システムで対人接触減少へ！消毒作業で安全なお店を作る

4347 兵庫県 イタリアン酒場 まるべろ ピザ窯購入と店舗改装による非接触のテイクアウト事業

4348 兵庫県 株式会社５Ｍｉｎｕｔｅｓ 4140001120548 クリニックの情報格差を無くす、ネット掲載情報一元管理サービス

4349 兵庫県 ソルマーレ合同会社 4140003016595 非接触型エステティックマシンの導入による接客数の拡大

4350 兵庫県 メクエ 顧客とコンテンツを育みＶ字回復にするＥＣ・ＷＥＢサイト構築
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4351 兵庫県 有限会社かなざわ 3140002054416 スマホで時短・簡単ネットショッピング

4352 兵庫県 フィットワークコミュニティ 消費しながら備蓄するローリングストックを活用した新規宅配事業

4353 兵庫県 株式会社中来田建設工業 8140001104646 アナログ業務のデジタル化による採用力・営業力の強化

4354 兵庫県 カジタモダンアート・キラキラクリーン ペイント看板の受注を目的としたホームページの作成

4355 兵庫県 株式会社えん 6140001119506 免疫力向上！オンライン指導による非対面姿勢改善事業！

4356 兵庫県 Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｂｉｏ テイクアウトメニューの販路開拓と認知度アップ。

4357 兵庫県 学伸スクール 解説動画付き塾使用テキストで，対面しない指導，在宅学習を支援

4358 兵庫県 株式会社菓一條 8140001097444 コロナ時代、消費者と販売者の不安を和らげる販売方法の販路開拓

4359 兵庫県 ＶＡＳＡＲＡ ハンドメイドEC市場への出品・アプローチの強化

4360 兵庫県 合同会社こども支援プロジェクト 1140003011797 小学校低学年向けオンラインICT スキル習得システムの開発

4361 兵庫県 合同会社ＲＡＩＴＯ 9140003013118 非対面式焼肉キッチンカー移動販売

4362 兵庫県 佐々木敦子 自社ＨＰや動画、オンライン見学を取り入れたブリーダー事業拡大

4363 兵庫県 株式会社クレア 7140001109497 新サービス開始と販路開拓

4364 兵庫県 株式会社コーメイ 4140001122552 元請化のためのリフォーム工事見積サイトの開設

4365 兵庫県 令和家。 心と映像に残るメモリアル中継で会えない人と人の絆を結ぶ

4366 兵庫県 住宅宝庫居−ＳＨＯＰ株式会社 8140001084517 住生活基本計画事業

4367 兵庫県 ペンギンクレープ 1.5ｔトラック導入による感染対策と販路開拓

4368 兵庫県 ライフコーティングサービス 非対面型の自動車業務用ポリッシャーレンタル提供による売上拡大

4369 兵庫県 株式会社平岡不動産 3140001061198 3D画像を活用したオンライン内覧ホームページで集客力アップ

4370 兵庫県 株式会社ノウカ 9140001116913 感染症予防のための飲食店への産直野菜の配送事業

4371 兵庫県 美活道 コロナをバネに全国化！EC拡販で売上安定化と潜在顧客獲得策

4372 兵庫県 ハッピーライフ貿易株式会社 7140001116948 兵庫県素材を使用したベトナム惣菜の開発、通販を行う事業

4373 兵庫県 平井通信有限会社 6140002052128 HP開設によるオンライン相談で非対面販路拡大！

4374 兵庫県 Ａｓａｄａ Ａｕｔｏ Ｓｕｐｐｏｒｔ カー用品・カーパーツのオンライン販売事業

4375 兵庫県 株式会社メディカルシップ 1140001098705 薬局におけるICT活用による感染リスク低減事業

4376 兵庫県 株式会社桜花 2140001104627 オンラインで完結するヴィンテージカメラ買取専門サイトオープン

4377 兵庫県 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ ＤＵＭＢＯ オリジナル商品作成、店頭及びネット販売を通じた新規売上獲得

4378 兵庫県 株式会社ＲＹＳ 6140001094872 Withコロナを生き抜く新たな非対面型インターネット販売事業

4379 兵庫県 新生実業株式会社 9140001008301 御用聞き・お風呂再生サービスの事業化と非対面の集客方法確立

4380 兵庫県 インコントナリー 岡山産デニムペット服とインスタレディース服のコラボ販売！

4381 兵庫県 えばらの森 遠方の顧客と昆虫マニアに通年でのネット販売を開始

4382 兵庫県 ソタヘアー セルフホワイトニング事業の展開による収益改善

4383 兵庫県 株式会社フリーテック 6140001106784 脱コロナ「新型コロナウイルス不活性化機器」の販売促進

4384 兵庫県 西村建装 非対面式提案・コロナ禍の業務向上プロジェクト

4385 兵庫県 株式会社ハーベスト 8140001031576 薬剤師同士の接触機会の減少に資する薬の自動分包機の導入

4386 兵庫県 マナの森 乳酸菌味噌の開発・製造およびECサイトを活用した販路開拓

4387 兵庫県 合同会社ＶｉｉＶ 3140003015664 特許技術を駆使した「オゾン発生器ViiV.03」

4388 兵庫県 株式会社萬豊 6140001099087 ＬＥＤ看板でテイクアウト事業のＰＲ活動

4389 兵庫県 ままぷろラボ合同会社 3140003013552 環境・健康に配慮した自社ブランド洗剤の開発・販売事業

4390 兵庫県 社会保険労務士法人ＨＲ ｏｖａｔｉｏｎ 2140005024557 対人接触低減と営業効率・効果の増進を両立するホームページ製作

4391 兵庫県 麺処 さくら庵 馬肉ラーメン屋が提供する馬肉カレーのテイクアウト販売

4392 兵庫県 藤原功子税理士事務所 法人顧客獲得に向けた非対面税務相談窓口PR用HP制作

4393 兵庫県 スミスクラブ 非対面の翻訳サービスのオンライン販売用システム構築

4394 兵庫県 セウラ 非接触オンラインメイクレッスン・クレジット決済導入事業

4395 兵庫県 Ｓｅｅｄｓ７ 出張トレーニング・スポーツ整体とパーソナルジムの販路開拓事業

4396 兵庫県 ＨｉＲｏｓｅ ECサイトによる農産物・加工品を販売する事業の開始

4397 兵庫県 株式会社Ｔａｉｋｙｏ 5140001090617 非接触注文機器導入による安心安全な店舗作り事業

4398 兵庫県 オンライン合同会社 2140003015038 ホームページのオンライン化とEC作成で販路拡大

4399 兵庫県 ＰＲＩＭＡ ＳＰＡ リラクゼーション業界の活性化へ！オンラインスクールを開設

4400 兵庫県 合同会社銀麺 4140003014351 キャッシュレス決済等導入券売機導入で対人接触機会減少事業
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4401 兵庫県 リオッサ オブ ラグーン セルフエステ導入で安定した経営と雇用拡充！

4402 兵庫県 有限会社エスアイ 1140002059879 ガラスの非対面販売システムの構築

4403 兵庫県 株式会社Ｙʼ３ＲＫ 1140001077519 焼き鳥店が手掛ける 唐揚げFC「鶏笑（とりしょう）」展開

4404 兵庫県 株式会社リーガルファーム 2140001116960 ドローンを使って１人で測量業務、いつでもどこでも。

4405 兵庫県 ありま塗装 非接触！お客様も安心打ち合わせ

4406 兵庫県 ちょこっと水族館 ホームページ制作と認知度向上のためのDMの発送

4407 兵庫県 カムカムジャパン株式会社 4140001080395 対人接触機会減少のためのECサイト構築

4408 兵庫県 藤本泰匡 コロナに勝つ！自社ECサイト構築による美容商品通販事業に挑む

4409 兵庫県 株式会社ファイブワン 1140001091890 EC構築による非対面非接触型通販事業

4410 兵庫県 株式会社テトラ 2140001101558 オンラインで図る衣装レンタル事業のサービスの充実と拡大

4411 兵庫県 Ｙｕʼｓ株式会社 8140001038134 着物アップサイクル服のAR試着「エアきせかえ」システム構築

4412 兵庫県 プーロ 焼菓子ギフトの通信販売事業の強化

4413 兵庫県 Ｐｅａｃｅｆｕｌ ｌｉｌｙ 訪問販売からECサイト販売への転換による顧客開拓と売上向上

4414 兵庫県 シューターズ 教育機関行事等でコロナ感染を防ぐための映像配信事業

4415 兵庫県 ビークル不動産企画株式会社 3140001123337 不動産業務支援システムの導入で対人接触減少と業務効率化の両立

4416 兵庫県 株式会社創伸 8140001093724 日仏間の越境ECサイト通信販売事業

4417 兵庫県 広田司法書士事務所 相続登記事業の開始とＨＰ制作による販路開拓

4418 兵庫県 行政書士尾崎昌弘事務所 オンライン経営事項審査シュミレーション事業

4419 兵庫県 アジナフォトワークス 撮影機材導入による非対面化とネット販売システム導入と構築

4420 兵庫県 ＰＯＰ未来図 POP講座のオンライン型事業モデルへの転換

4421 兵庫県 ＮＡＴＳＵＫＩ ＨＯＳＯＫＡＷＡ ＤＥＳＩＧＮ 子供の絵画をターゲットとした差し替え簡単なオーダー額の販売

4422 兵庫県 株式会社ＭＳＴ 1140001087105 中古品買取・委託販売における非接触型サービスシステム開発事業

4423 兵庫県 星の杜人 醗酵液「スサナル」オンライン培養講座の開講

4424 兵庫県 有限会社鼓が滝介護センター 8140002065409 リハビリ専門手足の運動障害改善を図るストレッチ指導で販路開拓

4425 兵庫県 古国府薫 オンラインワークショップモデルへの事業形態の移行

4426 兵庫県 ブリック 「心地よく過ごせるアイテム」を販売するECサイト構築

4427 兵庫県 ファストリバーズ インターネットを活用した非対面型ITコンサルティング事業

4428 兵庫県 メゾンアップル 完全オンライン化と新規顧客獲得のためのLステップ導入

4429 兵庫県 株式会社イトウ六 7140001047680 MAXHUB導入による顧客との対話と販路拡大

4430 兵庫県 整体院 縁 整体院で受けられるセルフホワイトニングをお店のアプリで予約

4431 兵庫県 フラスタジオゆうこ リモートレッスンによる販路開拓と顧客獲得

4432 兵庫県 合同会社Ｇ．Ｒ 5140003015274 テイクアウト専門からあげ店を開業することによる売上アップ計画

4433 兵庫県 あかり整骨院 オンラインによる施術及びセミナーサービスの開発、販売促進事業

4434 兵庫県 株式会社ＦＬｉＧＡＲ． 6140001120406 ホームページを活用した非対面型の新規入会者獲得事業

4435 兵庫県 美ゅうてぃさろん撫子 オンライン占い師養成とオンラインセミナーパッケージ商品の販売

4436 兵庫県 株式会社Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ 8140001096231 『キャッシュフロー経営サロン』会員獲得事業

4437 兵庫県 アスティナ 完全予約制の貸別荘計画

4438 兵庫県 ｍｅｒａｃｌｅ 新規顧客獲得のためECサイト導入と構築及び商品PR動画作成

4439 兵庫県 ｎａｏｓｔｙｌｅ 着物リメイク商品を海外販売するための越境 EC サイトの構築

4440 兵庫県 合同会社華菓 8140003011907 冷凍オリジナルケーキのネット販売で新たなビジネスを創出

4441 兵庫県 ＳＩＫＩＶ 来日希望海外ユーザー向け越境EC販売促進（非接触事業促進）

4442 兵庫県 株式会社Ｖｉｂｌｅｓｓ 6140001110241 EC機能構築

4443 兵庫県 株式会社ＣｏＣｏ 2140001120987 髪の美しさを大切にする美容室が行うオンラインメニューの新事業

4444 兵庫県 株式会社ＳＥＥＫ ＷＥＬＬ ＢＥＩＮＧ 6140001122906 動物用オゾン発生装置を活用した低感染時短療法事業。

4445 兵庫県 レウーナ 自社オリジナルシャンプートリートメントのＥＣサイト販売展開

4446 兵庫県 ＫＵＫＵＲＵ 自社独自のシステム導入による生産性の向上と新規顧客の獲得

4447 兵庫県 ＨＥＲＭＩＴＡＧＥ 接触感染対策を行った飲食店の開業

4448 兵庫県 エルガー 開業に伴うECサイト構築、試作品作成、広告宣伝強化

4449 兵庫県 クラウドキッチンズ西宮 桑原 剛 オリジナル混ぜそば店のテイクアウト

4450 兵庫県 育毛専門美容室ヘアリズム セルフサービス美容メニューの導入による増客計画
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4451 兵庫県 ぱんだの庭 オンラインでのカウンセリングとレッスンの専門webサイト作成

4452 兵庫県 株式会社Ｙｏｕｍｉｘ 6140001120430 非接触営業を実現するための予約システム導入とイメージ動画制作

4453 兵庫県 株式会社ハヤト創美 1140001094596 落ちた売り上げWEBサイトで挽回して新たな販路を拡大

4454 兵庫県 株式会社ＳＵＧＩＴＡ 3140001119566 建設業界向けアプリ「Con-Pass」利用促進事業

4455 兵庫県 有限会社ビューティーニーズ 5010402033906 国内外向け通販サイトの構築

4456 兵庫県 Ｔオンラインショップ 物販のプロが教える！オンライン物販コンサルティング事業

4457 兵庫県 株式会社スヴァルナ・アーユルヴェーダ 9010901030846 LINYを利用した集客から販売まで完全デジタル自動化事業

4458 兵庫県 シャマル オンライン化によるSNS集客の構築化とセラピスト養成講座開始

4459 兵庫県 株式会社惣津クラフト 9140001086685 百貨店対面催事に代わる販売経路と新製品の開発

4460 兵庫県 大真商事 自社サイトの構築とECサイトの制作

4461 兵庫県 ソウダファクトリー ECサイト制作によるお客様への直販体制の構築と新規顧客開拓

4462 兵庫県 Ｙｚ商事株式会社 9140001116401 密をさけたおしゃれな個室でエステ・メイクレッスン♪♪

4463 兵庫県 有限会社愛工房 9140002054402 3密を避け風通しの良いペット同伴可能なテラス強化事業

4464 兵庫県 真工業株式会社 2140001110105 非対面型セールスを行うためインターネット販売用HPの作成

4465 兵庫県 クラフト株式会社 7140001046360 「人と人とのつながり」をテーマにした地元商店街の活性化事業

4466 兵庫県 ＶＯＹＡＧＥ プライベートサロン化・新ヘッドスパ提案に向けシャンプー台改修

4467 兵庫県 岩永和樹 写真・映像素材の販売で市場を全国へ

4468 兵庫県 ケイ・マーケティング・パートナーズ合同会社 4140003014062 無人のセルフ写真サービス

4469 兵庫県 株式会社ＴＮＧ ｐｌｕｓ 6140001119398 環境配慮型エコバッグのECサイト制作とオンライン展開

4470 兵庫県 ＰＲＩＶＡＴＥ ＧＹＭ ＬＡＢ 安心安全＋充実したマシンの高満足度レンタルジム開業

4471 兵庫県 おのでら経営支援研究所 高精細映像のセミナー配信で新規クライアントへ訴求・顧客開拓

4472 兵庫県 ひまわり本舗近畿支店 商品管理システム導入と管理体制のオンライン化

4473 兵庫県 株式会社ＡＴＳ 6140001115117 Webチャットシステムを活用した通信販売のオンライン化事業

4474 兵庫県 パシフィック・リアルティ株式会社 8140001120552 オンライン面談や個人顧客に対応したWebサイトへの改修

4475 兵庫県 フォト・プランニング オンラインによる非接触型営業形態の確立

4476 兵庫県 小林 卓矢 非対面型「セルフケア」導入により、売上向上・販路拡大計画

4477 兵庫県 ひなた接骨院 ニューノーマルの社会環境に対応していく事業計画

4478 兵庫県 株式会社⾧野グループ 1140001100354 ホームページの改修によるオンライン営業システムの構築

4479 兵庫県 株式会社サカモトコーポレーション 2140001078367 あんしんオフィスによる販売拡大事業

4480 兵庫県 株式会社Ａｐｐｓ 5140001122452 非対面型の販路開拓及び新事業を開始するため自社HPを開設する

4481 兵庫県 スマイルライフエフピー アフターコロナの人生100年時代働き方お金オンライン講座

4482 兵庫県 ３２ｗｏｒｋｅｒｓ株式会社 9140001123629 販路拡大に向けた車両関連部品特化型のECサイト導入

4483 兵庫県 ひなた AIを駆使した専門職の方に向けたオンラインマッチングサービス

4484 兵庫県 株式会社六甲冷熱 8140001115767 ECサイトによる空調機器販売事業

4485 兵庫県 合同会社無人島 9140003015205 トレーニンググッズ専用ECサイト構築による事業展開を目指す

4486 兵庫県 上田知佳 完全個室のセルフ脱毛、セルフ痩身のお店をつくる

4487 兵庫県 林法律事務所 感染防止に向けた個室化等改装・ＶPN導入等在宅勤務推進事業

4488 兵庫県 東山 オンライン講座と動画販売による新規事業展開

4489 兵庫県 ハモン コロナに負けない！オーガニック食品で働く女性をサポート！

4490 兵庫県 株式会社ゴスペルミニストリーＳ．Ｃ．Ａ 6140001120496 【法人】第4回受付締切分_公募申請

4491 兵庫県 株式会社Ｆフーズ 3140001107604 キッチンカー出店事業

4492 兵庫県 ｒ．ｍｏｃｈ 自社HP新規開設で海外現地企業からの新規仕入ルートを獲得

4493 兵庫県 阪神ケミカル株式会社 7140001070022 Webチャットシステムの導入とHP制作による非対面営業の開始

4494 兵庫県 株式会社ＲＯＫＵ 2140001121176 非対面での探偵スクール事業！

4495 兵庫県 株式会社Ｓｑｏｏｗ 3140001121679 デザイン業界のリベニューシェアモデルの認知と集客アップ計画

4496 兵庫県 合同会社ＳＭＹＨ 8140003015726 ポストコロナを踏まえた新しい生活様式への業態転換

4497 兵庫県 ＭＯ貿易 広告宣伝用映像撮影機器と英語広告宣伝材料作成

4498 兵庫県 東山明建築設計事務所 ＨＰでのオンライン対応の構築とコンテンツの刷新とＤＭ告知

4499 兵庫県 足立農醸 ファンと共に作り上げる、クラフトサケ酒造所。

4500 兵庫県 Ｌｉｖｅ Ｍａｒｋ株式会社 9140001120163 モール型ネットショップ出店による非対面型販売計画
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4501 兵庫県 Ｌｅｉｓｕｒｅｌｙ 30～40代女性経営者向け革製品ECサイトによる新規顧客開拓

4502 兵庫県 Ｎʼｓ Ｄｅｓｉｇｎ 誰でも簡単制作！プランに合わせたパッケージHPの販売

4503 兵庫県 レッドリボン株式会社 3140001107488 コロナ感染対策商品の売上拡大へ向けたＳＮＳ広告の新規展開

4504 兵庫県 ＡＳグローバルマネジメント株式会社 6010401108105 新商品リモート開発及び商談とウェブ宣伝の仕組み作り

4505 兵庫県 ＪＵＧＥＭ ＣＯＭＰＡＮＹ オリジナル研修プログラムの販路開拓事業

4506 兵庫県 株式会社ＥＲＩＫＡ組 5140001113303 物販に注力した、オンラインで受注可能な自社ホームぺージの作成

4507 兵庫県 有限会社ピクト・ワークス 4140002025135 神戸発のオリジナル「ミート加工品」の通信販売による売上拡大

4508 兵庫県 株式会社竹下 9140001121640 対人接触機会の減少と顧客ニーズ収集の両立事業

4509 兵庫県 株式会社山正 6120001200085 防災グッズ販売ECサイト&マルチライト販売LP の構築

4510 兵庫県 ファンスタイル オンラインカタログ等の作成による民族衣装の非接触型広告事業

4511 兵庫県 神野商店 今治産タオル生地を用いた敷タオルケットのネット販売事業

4512 兵庫県 中田早苗 母親が子育てを楽しめるための「オンライン」事業と「対面」事業

4513 兵庫県 株式会社トウケン 5140001092992 感染予防対策事業の開始に伴いLPを制作しアップセルを狙う

4514 兵庫県 前田米穀店 オンラインお米教室と厳選したお米のWEB販売で売上アップ事業

4515 兵庫県 特定非営利活動法人いちごいちえ 6140005004183 茶道事業継続と拡充事業

4516 兵庫県 芦屋さくら司法書士事務所 対人接触時間減と集客増、顧客満足度向上を両立した事務所経営

4517 奈良県 花魁体験スタジオやまと桜 接触時間94%減のセルフ写真撮影サービス

4518 奈良県 オリジン 冷凍設備強化で取組む冷凍食パン・ブランデーケーキ宅配サービス

4519 奈良県 株式会社天啓 2150001006599 オンライン商談システムとプロモーションサイトによる販路拡大

4520 奈良県 うどん職人和製麺所 緊急事態にも強い宅配事業の構築によりいつでも安定経営

4521 奈良県 株式会社堀内商會 2150001013406 ECサイト構築による自社商品の販売促進と販路開拓事業

4522 奈良県 居酒屋びんび 本格握り寿司テイクアウト事業による新規販路拡大事業

4523 奈良県 川西建築 オンラインで見積もり問い合わせ可能なHP作成による販促計画

4524 奈良県 山栄商事合同会社 1150003000907 感染症教育に強い施設としてのブランディング確立事業

4525 奈良県 株式会社藤家 8150001016717 ETサイト充実とSNSマーケティングを活用し新規顧客を獲得

4526 奈良県 株式会社笹川文林堂 7150001000928 ECサイト・ホームページ開設による新規顧客の確保

4527 奈良県 ファットダンススタジオ天理 オンラインレッスンの導入と受付・決済までできるホームページ

4528 奈良県 エステサロンライラック 新メニュー！セルフエステの導入＆感染対策徹底で新規顧客獲得！

4529 奈良県 有限会社すまいるはうす 1150002008133 一語一笑の味をご自宅で！手造り一品物の新販売ルート開拓事業

4530 奈良県 嘉兵衛本舗 新製品の開発とその販売を非接触オフィシャルサイトで実践

4531 奈良県 天然酵母パン工房 くりぱんクラブ オンライン販売による市場拡大と新しい販売方法の導入と構築

4532 奈良県 オムライスのお店Ｆｕ～Ｆｕ～ パッケージ商品の開発、および販路開拓

4533 奈良県 シンワ産業株式会社 6150001012841 自社製建築建材のEC販売事業

4534 奈良県 株式会社ＳＴＵＤＩＯはーと 7150001017641 個別ルームで、いきいき療育

4535 奈良県 串カツダイニング七福神 テイクアウトに特化する串カツ店の対人接触機会減少事業

4536 奈良県 日本ライフアシスト株式会社 3150001007885 非対面営業を行うためのホームページ作成

4537 奈良県 ハミングベーカリー お客様の安心、安全となるセミセルフレジ導入による低感染型事業

4538 奈良県 天迦久珈琲 コロナに立ち向かう珈琲と高級食パンのオンライン

4539 奈良県 まほろばコンサルティング株式会社 1150001022829 チャット機能搭載の新ホームページの構築で相続・空き家対策支援

4540 奈良県 有限会社ひかりドライ 4150002007669 換気フード導入による事業所内感染防止強化体制構築及び顧客拡大

4541 奈良県 ｃｉｒｃｕｌａｒ Withコロナ時代のエンタメコンテンツ配信システムを構築

4542 奈良県 株式会社ＭＩＹＡＢＩ 5150001024722 介護者向けリモート相談及び福祉用具貸与・

4543 奈良県 株式会社高田総合事務所 9150001009389 会計整理業務のオンライン化による完全独立非対面業務形態の確立

4544 奈良県 ゆり鍼灸マッサージ治療院 コロナ対策を徹底した、安心・安全の鍼灸治療院の運営体制を構築

4545 奈良県 ＳＨＩＳＨＡ専門店Ｃｏ．Ｈｏｏｋａｈ 自宅で本格シーシャが楽しめる器具とフレーバーのWEB販売

4546 奈良県 光スポーツクラブ 感染リスク軽減を目的とした個室でのサービス開始＆HPでのPR

4547 奈良県 ザ ヘアー ツジモト 新たな時代の感染症対策、それに向けた取り組みと意識改革

4548 奈良県 株式会社サロンワールド 8150001024595 整体サロン・整骨院オーナーのお悩み解決型 EC サイトの構築

4549 奈良県 南都自転車 オンラインショップの開店によるwebマーケティング施策

4550 奈良県 フロアジェラートイタリアーノオオサカ 自社通販サイト及び業者向け発注サイトの開発による販路拡大
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4551 奈良県 リングリング 女性職人相談窓口の結婚指輪・婚約指輪のネットショップ開設

4552 奈良県 ＋ｃｈｏｃｏｔｔｏ オンラインカウンセリングの開始と安心・安全な施術空間の整備

4553 奈良県 駕史谷 奈良の地酒にこだわった居酒屋の予約サイト制作とコロナ対策事業

4554 奈良県 かえる庵 withコロナに対応したテイクアウト販売事業

4555 奈良県 古美術岡本 古美術岡本会員制入札システムの導入

4556 奈良県 ＩＴｃｐ 【ITcp】「IT支援サービス」オンライン受注窓口の展開

4557 奈良県 株式会社景洋 9150001022986 「安全非接触脱毛サロン」の実現によるコロナ禍の顧客獲得事業

4558 奈良県 コーチングカフェいとや カウンセリング追加新メニュー開発とオンラインセッション開始

4559 奈良県 吉川酒店 マイクロツーリズムの新ニーズに応える非対面型販売への取り組み

4560 奈良県 株式会社マックス 3150001020244 非対面で商談ができるリモート営業の仕組みの構築

4561 奈良県 ＦＭホーム株式会社 3150001018767 物件の内覧から相談まで非対面で行える賃貸の仲介リモート化事業

4562 奈良県 柏井椎茸農園 高品質しいたけと栽培キットのＥＣ販売による展開

4563 奈良県 ルナステーション 予防医療情報のオンライン講座開発とオウンドメディアの立ち上げ

4564 奈良県 株式会社トータルマネジメントジャパン 2150001019808 中古足場資材を使った商品をECサイトで販売

4565 奈良県 ビューティーサロンエヌケイ２１ 予約システム付きホームページ導入による三密回避・販路拡大計画

4566 奈良県 Ｍｉｌｉｈ カスタマイズバッグのオンラインショップ開設と店舗改修

4567 奈良県 笑満鍼灸 オンラインを活用した身体づくりのフォローアップと販路拡大

4568 奈良県 いかるが車輌 タイヤ交換の内製化！愛車タイヤのインチアップで気分チェンジ！

4569 奈良県 株式会社中谷商事 8120001162547 ピーチパインジュース・青果サイト構築とWEB広告の配信

4570 奈良県 買取専門店大吉リーベル王寺店 感染対策を施した「店舗買取」と、密を避けた「出張買取」の強化

4571 奈良県 合同会社ＩＦ＆ＨＩＲＯ 4150003002339 「オンライン日本語学校」 全世界世代対象による新規顧客の獲得

4572 奈良県 クラウドナイン オンライン診断×脱毛で接触削減！毛髪のプロによる全身ケア事業

4573 奈良県 大和シティーホーム 面談予約システム導入による機会損失の抑制と感染症対策の実施

4574 奈良県 ウィズワームス オンライン婚活サービスで顧客の拡大を図る

4575 奈良県 有限会社プラウド 9150002002401 コロナ感染症の状況であっても安心して検眼ができる環境の整備

4576 奈良県 シャトコナ ECサイト運営とライヴ配信による非対面販路拡大と会員獲得

4577 奈良県 ＭＮＫ株式会社 7150001024927 ECサイトによる予約決済システム導入で顧客満足度＆売上アップ

4578 奈良県 玉井美容室 マシン導入による施術時間短縮と非接触化計画

4579 奈良県 くらしの軽ロジ 宅配代行サービスの開始

4580 和歌山県 有限会社和歌山ブラスト塗装 3170002007560 新規機械導入による感染防止の強化と生産性向上、新規販路拡大

4581 和歌山県 ＳＴＡＲ ＦＯＲＥＳＴ 店内2階部分改装によるオンライン配信イベントの強化

4582 和歌山県 地魚さとう 感染リスク低減の宅配事業による販路開拓施策

4583 和歌山県 糀ダイニングサンキューシトラス 地元で喜ばれている黒潮の幸を内食ミールキットにして全国へ！

4584 和歌山県 雪花石膏株式会社 9170001015468 非対人接触型リモート教育体験「バーチャルで会おう！＠太地」

4585 和歌山県 有限会社山久 2170002003932 地域から全国へ！ネットで注文できる宅配クリーニングサービス

4586 和歌山県 合同会社フリークパートナーズ 1170003001309 セミナー動画アーカイブ付きHP 構築で非接触営業による業績Ｖ

4587 和歌山県 グラタンカフェ EC サイト構築によるこだわりのホワイトソース製品の販売事業

4588 和歌山県 株式会社エースペイント 7170001016286 ドローン導入で感染予防に配慮した事業の効率化

4589 和歌山県 有限会社樹樹コーポレーション 4170002011850 お客様との対面販売を控えながら新たなお客様への販路拡大

4590 和歌山県 ボートカフェ 衣奈マリーナ テラス席改修からネット通販への誘導による非対面型商圏拡大事業

4591 和歌山県 熊野くるり 熊野の茶摘み体験企業のインターネット販売事業とその商品開発

4592 和歌山県 株式会社たかがきサービスステーション 8170001007623 Withコロナ！商品の自社製造で売上アップ！

4593 和歌山県 株式会社みかんの会 5170001007477 コロナ禍で受注拡大する為のECサイトと広告ツールの作成事業

4594 和歌山県 株式会社井関商店 4170001005944 LPWA自動検針端末導入による検針業務の効率化

4595 和歌山県 たまご牧場まきば 非対面でも出来るビジネスモデル構築によるオンライン販売事業

4596 和歌山県 鈴木建設株式会社 8190001019014 コロナ禍でのオンライン非対面型の新事業・人材採用への挑戦の為

4597 和歌山県 合同会社つかまろ 6170003001270 感染リスクを抑えたキッチンカーによる新事業展開

4598 和歌山県 ダイブゼスト 水中写真リモート講習、最新器材販売による販路開拓

4599 和歌山県 株式会社山本勝之助商店 9170001016268 スパイス需要を汲み取った非対面販売の実施

4600 和歌山県 勘定木材株式会社 7170001010611 対面販売を減少させるオンラインショールーム商談・EC販売
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4601 和歌山県 有限会社フューチャー 5170002010694 チラシとITでオンライン授業コースの案内をPR！

4602 和歌山県 中国酒家 くうくう コロナ禍に生きる飲食店！家ごもりの新規顧客開拓と販路拡大

4603 和歌山県 陶芸教室金木犀 ＨＰによるネット販売の開始と感染対策の徹底！

4604 和歌山県 旅館さかい 新集客サイト・予約システムの構築でワーケーション旅館事業

4605 和歌山県 まごころ弁当橋本店 感染拡大防止型配達サービス

4606 和歌山県 有限会社貝岐プロパン 8170002011847 ＩＯＴ−Ｒ導入によるＬＰガス集中監視の運用での営業エリア拡大

4607 和歌山県 合資会社データポット 4170003000217 地域ポータルサイトの運用による非対面での顧客獲得事業

4608 和歌山県 有限会社西木 8170002010758 Café de Donguri高野山店ＷＥＢページ作成＆ＰＲ

4609 和歌山県 株式会社神通温泉 1170001007803 非接触型会計による安全な施設利用に向けての券売機導入

4610 和歌山県 ＨＯＭＥ CRMの導入によるECチャネル強化と新規事業に備えた顧客整備

4611 和歌山県 有限会社誠心理化 5170002006346 ＥＣサイト新設よる対人接触機会の減少・商談プロセスの非対面化

4612 和歌山県 株式会社たまゆらの里 2170001005970 非対面型チェックイン・システム及びWeb版アプリの開発事業

4613 和歌山県 津田シーリング ＦＡＸ見積受注（対人接触機会減少）を組み入れたサイトの新設

4614 和歌山県 株式会社ＪＡＮ 2170001012447 ホームページ開設によるオンライン販売開始

4615 和歌山県 株式会社松野商会 7170001011345 地域発展のためのITを活用したHACCPに関する情報発信

4616 和歌山県 美容室タイム 店舗改装によるセルフエステスペース新設と新規顧客獲得事業

4617 和歌山県 フィールプラス ポストコロナに向けたオンライン活用によるサロン経営。

4618 和歌山県 株式会社モデルノコーポレーション 6170001006429 モデルノコーポレーション

4619 和歌山県 株式会社クボキ保険サービス 4170001015506 適切な情報を提供することで売上につなげていくマーケティング

4620 和歌山県 コムパールマジー美容室 コロナ対策 間仕切り壁設置・移動不要なセット椅子導入等修繕

4621 和歌山県 Ｋ＆Ｍ株式会社 7170001014694 オンラインシステムツール導入による非接触顧客対応

4622 和歌山県 Ｌａ Ｖｉｔａ 完全非接触の小売販売事業を実現のためのECサイトの立ち上げ

4623 和歌山県 モナムール 完全非接触施術器の導入とHPで予約システム導入による販路開拓

4624 和歌山県 株式会社ファーストトラックス 2120001196336 コロナ対策新規商品開発とYouTubeを使ったブランディング

4625 鳥取県 パン工房 大地の恵み 自動販売機を活用した非対面での24時間無人販売

4626 鳥取県 ＰＲＯＰＲＯ株式会社 7270001007259 当社の求人サイト改修による業務の自動化とリモートワーク化

4627 鳥取県 株式会社きたむら自動車整備工場 8270001003067 カスタムキャンピングカー販売促進のためのネット広告事業

4628 鳥取県 ヨコヤマバランス整体 マシンを活用した「パーソナルトレーニング」による顧客開拓

4629 鳥取県 木原ペットクリニック ペットの手作り食を学ぶ講座のオンライン実施とその普及

4630 鳥取県 湯村不動産 感染症対策のとられたテラス席で商談可能にする事業

4631 鳥取県 雄太郎邸 ワーケーション需要に対応した⾧期滞在型宿泊サービスの提供

4632 鳥取県 有限会社寿屋 5270002005874 対人接触機会の減少と売上増を実現するネット販売システムの構築

4633 鳥取県 ＴＲＥＡＳＵＲＥ株式会社 4270001007162 Webサイト作成＋TUKUTUKU導入による新規販路拡大

4634 島根県 有限会社ＳＡＮＢＥ ＢＵＲＧＥＲ 9280002008055 非接触レジとモバイル・オーダー／アンケートの導入による集客増

4635 島根県 アルチジャーノ 移動販売車導入で、デリバリースタートプロジェクト

4636 島根県 我龍 完全個室化し、ウィズコロナ下に安心して非日常を味わう店づくり

4637 島根県 株式会社フィッシャーマンズキャビン 4280001006080 当店看板メニュー「鯖しゃぶ」等 の ネット通販 事業

4638 島根県 Ｈａｉｒ ｄｅｓｉｇｎ Ｄｏｏｒ 市内初自動シャンプー機設置によるコロナ感染リスク軽減事業

4639 島根県 有限会社丸ヨ商店 8280002006027 ガス集中監視システム導入による効率化、安心安全な供給体制

4640 島根県 カルテ ピラティスマシン導入によるセルフレッスン導入事業

4641 島根県 季節料理 湖粋 弊店自慢の和食料理の冷凍真空パックによるテイクアウト販売

4642 島根県 株式会社ドリスタ 7280001007431 オンライン型超音波エコー装置による非対面サービスの新規提案

4643 島根県 有限会社めぐみ薬局 1280002010381 現金受け渡しによる感染リスク低減を図り受診抑制させない取組

4644 島根県 ＥＶＯＬ インドネシアサンドイッチとオランダポテトのテイクアウト専門店

4645 島根県 みろく 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

4646 島根県 株式会社ビッグストーンケーケー 5280001007169 テイクアウト事業推進による販路拡大および売上拡大事業

4647 島根県 株式会社日本海建設 1280001003510 レストランやバーのための抗ウイルス・抗菌コーティング

4648 島根県 セルフ脱毛ラボ合同会社 4280003001427 感染症リスク低減対策済みセルフエステ店の広報による集客事業

4649 島根県 有限会社マルコウ 1280002002676 自動精算機導入による接触リスク減少及びキャッシュレス対応事業

4650 島根県 有限会社アルペンクラブ 8280002009475 非対面型でのレンタル予約HP制作と3DVR店舗連携
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4651 岡山県 テッパン・クウヤ テイクアウトスペース改築と客席の個室化及びECサイト構築

4652 岡山県 クロキ動物病院 往診時の血液検査実施による物理的対人接触の減少

4653 岡山県 坂手修三デザイン事務所 3Dイメージと立体看板サンプルによる非対面型営業と顧客獲得

4654 岡山県 有限会社三宅玩具 1260002009839 厨房機能拡充とテイクアウト事業開始による感染防止と業容拡大

4655 岡山県 有限会社永峰 8260002027826 対人接触機会減少と新規顧客獲得を両立したランチサービスの開始

4656 岡山県 株式会社ハヤシ 9260001028353 作業の省力化と接触機会減少、非対面営業強化による生産性向上

4657 岡山県 Ｎ＆Ｔ合同会社 7260003002382 ３６０度映像でレンタルスペースの下見ができる施設サイトの構築

4658 岡山県 笑卓農園 自動販売機導入で非接触とトマトの24時間販売の実現

4659 岡山県 株式会社ラボレ 3260001030785 太陽光発電所のオンライン会員制マッチングサイトの運営

4660 岡山県 シェール 時短可能なセルフエステで、気軽にトータルエステを実現

4661 岡山県 株式会社Ｙʼｓ 9260001031605 オンラインによる非対面空き家解体サービス事業の開始と売上拡大

4662 岡山県 割烹 味膳 人気メニューのネット通販で売上増加・経営基盤の安定化を実現

4663 岡山県 ｍｏｍｏｔｏｓｅ テラス席でコロナ禍でも安心してくつろげるカフェへ

4664 岡山県 株式会社森本組 9260001022835 測量作業の低感染型業務プロセスによる生産性向上と新規顧客獲得

4665 岡山県 有限会社まほら 6260002030245 新たな販売方法ドライブスルー方式の導入

4666 岡山県 Ｐａｄｅｌｌａ ECサイト構築でスイーツの売上UP

4667 岡山県 岸部クリーン 感染リスク低下につながる振動式洗浄機導入で定期清掃を受託する

4668 岡山県 こうようガーデン オンライン販売で対人接触機会減少、店舗移転で感染防止対策強化

4669 岡山県 赤木建設株式会社 5260001018993 ワンマン測量による感染機会減少と法面工事の強化で売上拡大

4670 岡山県 株式会社アスティコ 9260001000254 デジタル化を推進してＥＣサイトを活用し一般顧客へ販売

4671 岡山県 カフェ 五番館 オープンテラスでのセルフサービスカフェへの転換

4672 岡山県 ｉｓｌｅ 非対面での販売促進と営業体制確立による新規販路開拓

4673 岡山県 カシカシバー テイクアウト営業のための厨房設備の整備

4674 岡山県 焼鳥ＢＡＲ ＦｕｊｉＭＡＫＩ テイクアウトメニューを開発し、ポスティングによる販路拡大

4675 岡山県 皆徳 券売機導入による接触機会抑制と生産性向上事業

4676 岡山県 株式会社輝楽里 2260001033723 コロナ禍でのECサイトを活用したきのこ販売とHPとロゴの作成

4677 岡山県 ファイブセンス 顧客ニーズに対応した新サービスの開発と非接触設備導入事業

4678 岡山県 岡いちご園 イチゴの自動販売機の設置による非接触での販売及び直売率の向上

4679 岡山県 有限会社光タクシー 9260002027445 感染リスク低減を図った生活サービス複合施設事業の展開

4680 岡山県 株式会社愛樹 6260001028389 最新造園CADの導入による非接触型造園提案事業

4681 岡山県 ジョイントリー オンライン営業体制構築による営業エリア拡大、大型案件受注促進

4682 岡山県 ＣＯＣＯ合同会社 3260003002997 Web見学会の実施と動画疑似体験の提供により利用者増加を図る

4683 岡山県 カントリー・イン百姓屋敷わら Web講演会システムを導入し低感染に努め販路を開拓する

4684 岡山県 株式会社創建 6260001021591 事業継続と対人接触機会の減少を両立するためのHP作成

4685 岡山県 ＡＣＣＡ 本場ナポリの冷凍ピッツァテイクアウト事業

4686 岡山県 株式会社ジオ企画設計 3260001015910 弁当テイクアウト事業の強化に伴う店舗移転と販売促進について

4687 岡山県 もりもり亭 自家製冷凍餃子のテイクアウトによる販路開拓

4688 岡山県 有村産業株式会社 1260001019533 ＬＰガス無線通信装置の設置による非対面型の自動検針体制の構築

4689 岡山県 有限会社縫夢ｉｎｇ 3260002030850 OEM脱却に向けたSPAモデルの確立と非対面型販売の構築

4690 岡山県 アンジュ ヴィーガンキッチンカーによる対人接触機会を軽減した販売事業

4691 岡山県 Ｂｏｌｌａｒｄ株式会社 4260001030132 スパイス香る焼菓子のブランド開発とEC販売による販路拡大

4692 岡山県 モティーク 十分な感染対策で、お客様が安心して来店し、利益をアップ

4693 岡山県 株式会社ソーマ 4260001024992 オンラインレッスンへの対応で整体スクール事業の販路拡大

4694 岡山県 株式会社カイシン工業 8260001016111 調査・営業・打合せのオンライン化による販路開拓と対人接触減少

4695 岡山県 佐久間農園 当園自慢干しぶどうの製造とインターネット販売

4696 岡山県 コーヒーロースト３７１０みなと珈琲焙煎所 ウィズコロナ対応店舗への改修とオンラインの強化による売上拡大

4697 岡山県 ぬるま湯 ぬるま湯のいいたべもの減農薬無添加ジャムの販売

4698 岡山県 有限会社佐野実商店 6260002014017 専用ブースで行う車内抗菌コーティングサービス事業の展開

4699 岡山県 有限会社エフビクスパートナーズ 2260002030100 作成中のホームページをネット閲覧可能とし、非対面商談を実現

4700 岡山県 サザンツリー シェアアトリエ運営を核としたテイクアウト専門店による販売拡大
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4701 岡山県 株式会社美袋交通 8260001016838 ポストコロナを見据えたパンフレット作成・配布による売上拡大

4702 岡山県 オフィスステップワン HP刷新とLPを活用した新サービス紹介と非対面による販路開拓

4703 岡山県 株式会社ヒューマンリンク 6240001041889 〝薪釜ピッツァ〟のキッチンカーで商店街の賑わい創出

4704 岡山県 株式会社高田農園 2260001033806 契約栽培農家のＥＣサイト構築によるＢｔｏＣ事業への進出

4705 岡山県 ＭＵＳＩＣＰＬＡＣＥＫＩＳＨＩＭＯＴＯ 対人接触軽減の為の教室拡充とオンラインレッスンの効率化

4706 岡山県 ファッションサロン ヤマタカ 女性が自信と喜びを得るジャストフィット勝負服のネット販売

4707 岡山県 ルレーヴ ドゥ パリ 『ミレニアル世代』を狙い撃ち！店販とEC販売一挙獲得大作戦！

4708 岡山県 グランド グランマ 接触機会減少と業務効率化のための内製化と新商品・サービス開発

4709 岡山県 バウライン 移動型マルチスペースの製造販売

4710 岡山県 株式会社ライフプラス 3260001029662 見積もり・収益向上の提案等を非対面にて行うホームページの構築

4711 岡山県 いしはらくんちの台所 飲食イベント屋の感染症対策と生産性向上の為のキッチンカー導入

4712 岡山県 株式会社すぎい住設 2260001028723 非対面型営業体制による「水まわり工事」受注拡大

4713 岡山県 株式会社オカサポ中小企業診断士事務所 3260001035784 非対面経営コンサルタントサブスクサービスの開始による売上拡大

4714 岡山県 株式会社電総 5260001021972 感染対策を徹底した商談室兼ショールームを活用した元請工事向上

4715 岡山県 有限会社頌システムズ 5260002014629 ポストコロナ社会に向けた、換気効率に優れた個室化計画

4716 岡山県 家具工房ｆａｍ−ｇｒｅｅｄ株式会社 7260001029411 ネットスタジオ製作とオリジナルインテリアの開発ネット販売

4717 岡山県 さいか村 手作り総菜のEC向け商品開発と販売による感染防止と販路拡大

4718 岡山県 有限会社フルフル 7260002008950 インテリア雑貨販売促進のためのECサイト・PR動画の制作

4719 岡山県 情熱人ʻｓ晴れの国企画 オンラインシステム導入によるイベント企画販路拡大事業

4720 岡山県 備前屋会館 真空包装によるテイクアウト料理の強化

4721 岡山県 有限会社アム 6260002000495 対面での打ち合わせや納品が不要なオンライン受注サイトの制作

4722 岡山県 株式会社ｍｏｔｏｙｕ 2260001034861 対人接触機会減少と温冷交代浴のための露天掛け流し水風呂の設置

4723 岡山県 ＳｐｉｃｙＳｐｉｃｅ（パイシーパイス） レトルトカレーと紅茶の新規商材開発とwebshop新規構築

4724 岡山県 腸美活しおん 生活改善法の新しい提供方法による、新規顧客の開拓

4725 岡山県 有限会社ネットワーク作州 5260002029123 非対面を実現するバーチャル見学会の提案・契約Webサイト構築

4726 岡山県 フォーネイル 店舗個室改装とECサイトでの新規事業

4727 岡山県 ブラスバウンド オーダーメイド注文機能の搭載を中心とした自社ＨＰの改修

4728 岡山県 ＭＯＭＯＮＡ Ｐｅａｃｈ Ｆａｒｍ 「ＥＣサイト販売の強化と、接触機会を減らす省力化機械の導入」

4729 岡山県 セントラルリバー株式会社 2260002023896 うなぎ焼きテイクアウト用設備とネット販売導入による販路開拓

4730 岡山県 いちまる鍼灸マッサージ院 アスレティックトレーナーのいる整骨院でのオンライン診療

4731 岡山県 日交安全施設株式会社 6260001020107 オンライン打合せのしやすい自社ホームページの制作

4732 岡山県 株式会社上山住建 6260001019289 快適な「おうち時間」を小規模リフォームでサポート大作戦!!

4733 岡山県 ｒｉｐｐｌｅ 40代からのわがまま女性のワタシ時間！オンラインマルシェ

4734 岡山県 ＳＡＬＴ−石川食堂 オンライン専用テイクアウトシステムの開発導入

4735 岡山県 株式会社アソシエテニスプランニング 2260001027816 全国への宅配メンテナンスサービスの展開による販路拡大事業

4736 岡山県 マサショウ株式会社 5260001025528 オンライン打合せのしやすい自社ホームページの制作

4737 岡山県 Ｙｕｉｔ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 工事のオンライン見積り開始による販路開拓事業

4738 岡山県 ミルカ 個別ピラティスマシーンサービス開始による対人接触機会の減少

4739 岡山県 ＩＰＲＥＸ クラウド型ウイルスソフトの非対面販売、遠隔ベースの新たな事業

4740 岡山県 たより 離職防止のためのストレスチェック＆保健指導プログラムの提供

4741 岡山県 有限会社濱農産 6260002027076 差別化した高級ギフト商品の開発・販売により高収益体制を確立

4742 岡山県 尾崎食品 冬用新商品の開発とネット販売の開始

4743 岡山県 株式会社林ぶどう研究所 3260001035347 マスカットジパング共販プラットフォームを見据えたサイト

4744 岡山県 ティーサロンメレンゲ 個室に改修して、接触機会を減らし安心安全なお店づくり

4745 岡山県 真理の建築風水 女性と子供を元気にする建築風水鑑定のオンライン化で販路開拓

4746 岡山県 有限会社ソフィア住宅工房 8260002012126 ネットからの情報発信を充実させ非接触での営業力を強化する

4747 岡山県 株式会社笠原損害保険 8260001001798 コロナ対策の為のオンライン相談対応重視型web制作

4748 岡山県 ＴＨＥーＡーＴＥＡＭ キャンピングカー用品に特化したEC販売とシャワールームの増設

4749 岡山県 ブルーメンシュタインピアノ協会 ネット通販による子供向けのドレス販売への新規参入

4750 岡山県 株式会社ペイ・イット・フォワード 7260001032497 オンラインでのコンテンツ・サービス販売による事業拡大
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4751 岡山県 株式会社ｍａｎｍａ ｎａｔｕｒａｌｓ 9260001030854 レシピ動画配信と在住外国人への対応によるネットショップ強化

4752 岡山県 ヨコヤマ治療室 肩凝り腰痛に効果的な筋膜リリースストレッチでオンライン指導

4753 岡山県 蒔田石材店 新たなニーズに対応する霊園開発販売事業への展開

4754 岡山県 Ｃｏｆｆｅｅ Ｒｏａｓｔｅｒｙ．Ｓｌｏｗ インターネットを使った販路拡大及び通販限定商品の開発

4755 岡山県 タカトリ精密工業 より精度の高い精密金属加工の内製化事業

4756 岡山県 東敬 ECサイトを構築しネット販売することによる新規顧客の獲得

4757 岡山県 プレッシオーサ 新規EC販売の取り組み及び広報PR強化による売上高の向上

4758 岡山県 株式会社リコ 8260001035929 ビデオコール打合せとオンライン受注による販路拡大

4759 岡山県 有限会社綱吉商店 5260002026005 営業プロセスのオンライン化による非対面型営業体制での販路拡大

4760 岡山県 アトリーチェ セルフ脱毛機を導入して、対人接触機会の少ない新サロン事業展開

4761 岡山県 株式会社アイリス 1260001024748 新規事業の商品PR動画をECサイトに組込み販路開拓を目指す

4762 岡山県 吉野本店 対人接触機会を減らす為のベーグルのテイクアウト事業への参入

4763 岡山県 岸本総合保険事務所 お悩み相談セミナーのオンライン化による新規顧客開拓

4764 岡山県 坪井技研 デザイン事務所からEC販売事業者への転換

4765 岡山県 甲南石油株式会社 7260001018216 LPガス集中監視システム導入による非対面型ビジネス

4766 岡山県 三八 秀 ポストコロナを見据えたデリバリーサービスの展開による売上拡大

4767 岡山県 有限会社末宗塗装 8260002018940 リスク回避・効率化・売上の安定化のための新受注先の確保

4768 岡山県 株式会社山方永寿堂 4260001008310 きびだんご販売促進映像制作

4769 岡山県 リサイクルショップたまの ホームページ改設によるオンラインビジネスの強化

4770 岡山県 モルゲンロート 農産物をECサイトで販売するオンライン販売事業

4771 岡山県 ミュージックフォエバー 音楽イベントの業務フローオンライン化による感染リスク軽減

4772 岡山県 株式会社ＳＥＭＳ 8260001032760 しゅうちゃんぽん酢のECサイト作成による販路拡大事業

4773 岡山県 株式会社永遠輪 7260001021070 オンライン来店予約システム構築で安心して来店できる店舗化

4774 岡山県 Ｃｏｖｅｎｔｉｎａ 脱毛器の導入によって、非接触型としてセルフ脱毛を推奨する

4775 岡山県 株式会社ａｖａｎｃｅ 9260001033295 お客様との接触機会を減らすリモートで美容ケア

4776 岡山県 株式会社ｂｃ ＬＡＢ ＪＡＰＡＮ 6260001029676 オンライン活用とパーソナルトレーニングでキレイを目指す！

4777 岡山県 武内しば楽堂 非対面型新規事業開始による販路・売上拡大事業

4778 岡山県 Ｃоｃо Ａｎｇｅ ホームページ・ECサイトの作成と感染予防対策の充実

4779 岡山県 Ｂｏｄｙｃａｒｅ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ ＰＩＡ エステのオンライン予約・施術の開始へ向けた販路拡大事業

4780 岡山県 ＳＣモバイル アナログ世代向け、スマホ難民を救済するオンライン型サポート

4781 岡山県 Ｍｕｓｅ Ｌｉｆｅ 整理収納アドバイスのオンラインコンサルティングスキームの構築

4782 岡山県 株式会社造形工房トファー 7260001003795 オンライン商談による顧客新規開拓で非対面型接客の体制構築

4783 岡山県 スピリチュアルカウンセリング陽月 遠隔占いが円滑に行え感染対策もできるプライベートサロン計画

4784 岡山県 ピーチプロパティマネジメント株式会社 5260001034396 LINEを活用したチャット型のオンライン不動産仲介

4785 岡山県 有限会社ヤマカワ加工 7260002029625 職人の技術が詰まった商品のオンライン販売！

4786 岡山県 文藝イシュタル VR空間でのショップ設営及び新規商品の製作

4787 岡山県 あおぞら保育園 安心できる環境で子育て世代の応援をアピール

4788 岡山県 株式会社ＲＥＬ本社 3260001000160 オンライン中古車査定システムで業務効率化を図る

4789 岡山県 株式会社ＴＫＳ 9260001025012 不動産事業部立ち上げによる、非対面型ビジネス確立

4790 岡山県 ミユキアカデミー オンラインを活用するハイブリッドな新しい英語塾の形態への転換

4791 岡山県 松中剛 新時代のフランチャイズビジネスを支援するオンラインスクール

4792 岡山県 有限会社オートハウスパブリック 9260002002002 タイヤチェンジャー導入による対面時間削減と販路開拓

4793 岡山県 もなど喫茶店 テイクアウトを主としたサンドイッチ店開業とECサイトの構築

4794 岡山県 リサイクルショップモンキー アパレル販売「試着アプリ」の開始に伴うネット販売事業

4795 岡山県 ア・ステラ株式会社 7260001034667 非対面化を進めるためのリモート化とWEB広報による職業紹介

4796 岡山県 大島急便有限会社 6260002016970 運輸事業の拡大でオンライン商談とオンライン見積もりの開始

4797 広島県 株式会社彩りガーデン 4240001029127 オンライン商談の基盤を作り、売上と業務効率のアップを目指す

4798 広島県 ウェーブ‐ネクスト 非対面型サービス及び接触軽減の為の新ワークスタイルの構築

4799 広島県 株式会社天咲 8010401122954 店舗テイクアウト促進とキッチンカー販売のツートラック

4800 広島県 株式会社プラス・ココ 9240001055829 新商品販売強化のためのホームページ改修とPR動画の制作
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4801 広島県 株式会社岩滝モータース 9240001044609 地域初、自動車相談のオンライン対応化及び電子整備の内製化事業

4802 広島県 有限会社ｆｒｅｅ ｓｔｙｌｅ 5240002052358 非対面販売の強化を推し進めるための新規ブランド設立事業

4803 広島県 有限会社Ｋ＆Ｃ 7240002025106 スマートロッカー導入による接触機会ゼロのクリーニング事業

4804 広島県 株式会社スターチス 3240001041925 店舗改装で客室の個室化とロールスクリーン設置で感染対策強化

4805 広島県 株式会社三四五屋 7240001047324 非接触ハンドヘルド3Dスキャナー導入によるDX生産強化

4806 広島県 株式会社ヒラメキカンパニー 2240001035969 セルフ撮影動画の編集～納品まで非対面で行う新サービスPR事業

4807 広島県 株式会社Ｗｏｒｋｖａｔｉｏｎ 7240001058635 無人・個室店舗に切り替え安心安全なスポーツ施設の運営事業

4808 広島県 宮奥エンジニアリング コルナックス歯車設計ソフトウエア開発と販売システムの構築

4809 広島県 手打ちそば笑空 真空包装機導入による惣菜事業強化で対人接触機会削減事業

4810 広島県 新華園 広島つけ麺発祥の店によるテイクアウト、デリバリー市場への参入

4811 広島県 Ｃ＆Ｅ 海外講師と家庭を自在に繋ぐオンライン英語学習システム事業

4812 広島県 株式会社ＫＡＮ 2240001053764 ECサイトの作成によるスイーツのネット販売と売上強化

4813 広島県 株式会社縁心 7240001054320 自動釣銭機とPOSレジ導入で感染リスク低減と業務効率化の実現

4814 広島県 ジンジャーダイヤモンド 高年齢層・買い物弱者に向けた非対面販売促進事業

4815 広島県 株式会社平山友美フードトータルプランニング 8240001042365 WEB集客とライブ配信までのトータルサポートで売上拡大事業

4816 広島県 ナイトイン綾 スナックから喫茶店への業態転換およびテイクアウト事業開始

4817 広島県 重谷豆腐店 豆腐屋のコロナ禍での生産体制強化と大手スーパーへの販路開拓

4818 広島県 株式会社いちりん 7240001045055 タッチパネル式ＰＯＳシステムの導入による対人接触機会の削減

4819 広島県 株式会社平和モーターサイクル 8240001053676 360度カメラを利用したオンラインショップ構築による販路開拓

4820 広島県 株式会社ｍｉｍｉｃ 3240001017165 オンラインシステムの導入と新システムのPR

4821 広島県 株式会社Ｃｒｅａｒｅ 1240001051975 接触機会減少と事業継続の両立を目指すネットシステムの導入

4822 広島県 結道 コロナ回避の非対面販売の開始 通信販売向けの商品化へ

4823 広島県 天意の里ハーブガーデン 真空包装機導入により食品製造部門を強化し収益を改善する

4824 広島県 未来夢株式会社 3240001050521 テイクアウト向け受注システムの導入による販路開拓

4825 広島県 コアの木整骨院 コロナ禍で増える腰痛の悩みを解消する非接触型新サービス

4826 広島県 株式会社島村材木店 1240001023264 ネットを活用したアピトン材の通販展開で顧客獲得と業績回復

4827 広島県 コションドール 飲食店営業３類の許可取得に伴い、百貨店等への催事出店事業

4828 広島県 ＣＯＣＯ．ｓｔｙｌｅ 接触機会ゼロのための店内環境改善、販売システムの導入

4829 広島県 音楽喫茶ヲルガン座 レンタルスペースの利用拡充の為の非接触型システム導入

4830 広島県 わか葉 真空包装機導入によるテイクアウト販売強化事業

4831 広島県 株式会社アート・デンタル 3240001018114 CAD設計業務のネット通信を活用した在宅ワークへの転換

4832 広島県 ⾧町明子 対人接触機会減少のための環境整備・オンライン事業の導入

4833 広島県 田中デザイン 360度カメラによるバーチャルギャラリーの開設

4834 広島県 フルーツ夢工房 果樹園の工房から全国へ！「農家が作る八朔大判焼き」の販路拡大

4835 広島県 株式会社大喜 2240001005872 家電家具ECサイト導入での顧客サービス強化による収益の向上

4836 広島県 株式会社オフィシャル 5240001019498 情報提供・サービス提供を対人非接触とするプラットフォーム構築

4837 広島県 合同会社こうふくｐｌｕｓ 8240003002499 完全個室で安心コロナで緩んだ体幹をコアレ（ＥＭＳ）で鍛えよう

4838 広島県 スヤマミヅホ 非対人接触機会低減のためデザインから商品撮影まで一貫して行う

4839 広島県 大成ハウジング中国株式会社 2240001006813 ＨＰ・ＬＰとＷＥＢセミナーによる集客とブランディングの強化

4840 広島県 はつはな果蜂園 非対面による打ち合わせを実現する当園の説明動画の制作

4841 広島県 Ｃａｆｅ夢ぅ 地産の食材を使った商品の製造と通信販売による販路拡大

4842 広島県 株式会社カエルカンパニー 1240001041051 快適な仕事スペースを備えたワーケーション施設の運営

4843 広島県 エステサロンＣＨＵＲＡ 高速連射機能付き脱毛機導入による対人機会削減と顧客層の拡大

4844 広島県 ケーティーエクシア レ サラス 店舗移転に伴うHP刷新、ECサイト構築による販売力向上計画

4845 広島県 株式会社ＢＬＵＥＪＡＹＳ英会話 6240001055030 対人接触減少を実現する学習WEB「EIGOオンライン」の開発

4846 広島県 クッキー屋サリー お取り寄せスイーツの強化＆認知度アップ！

4847 広島県 ＬＩＮＯＵＳ（リノアス） LINOUSオンラインカウンセリングシステムの構築

4848 広島県 かしもと農園 ２０世紀梨の移動販売車両導入で、新規顧客開拓と買物弱者の応援

4849 広島県 特定非営利活動法人ひろしまインターネット美術館 2240005002825 ３DVRを活用したインターネット美術館通販サイトの開設

4850 広島県 袋町カレー食堂 オリジナルカレーのネット販売で新規販路開拓と売上の増加を図る
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4851 広島県 前田設備 下請事業者からの脱却と新分野事業の進出を目指した設備投資

4852 広島県 株式会社フレンドアンドシップ 1240001058244 非対面:ものづくり企業向け工場見学配信のeラーニング事業

4853 広島県 株式会社大輝 6240001048810 配達とインフラ見守り活動により地域密着型企業として売上アップ

4854 広島県 有限会社美健堂 4240002024135 スキンケア商品の販売促進 対面販売からインターネット販売へ

4855 広島県 有限会社松田不動産 8240002015626 オンライン完結型不動産会社「松田不動産オンライン」の実現

4856 広島県 いしかわ電工株式会社 6240001046351 経験を活かしたリモートによる盗聴・盗撮調査事業への新規参入

4857 広島県 合同会社ｏｎ ｔｈｅ ｗａｙ 6240003004679 オンライン営業へシフト、営業件数向上および会員のサポート充実

4858 広島県 シーディーシー 対人接触機会ゼロのビジネス英語支援サービス

4859 広島県 株式会社みらいくる 2240001051958 店頭受取り予約システム付HPの制作による非対面化販売の強化

4860 広島県 株式会社内海機械 7240001034140 “バーチャル工場見学”で新規取引先を開拓

4861 広島県 ユニレク 予約システムとコミュニティプラットフォーム構築で事業を活性化

4862 広島県 Ｃｒｙｓｔａｌ ｒａｙ 美容グッズを商品開発して、ネット通販・オンラインレッスン開始

4863 広島県 株式会社賑わい廿日市 5240001058629 新型コロナウイルス感染症再拡大に備えた非対面販売用ＨＰの開設

4864 広島県 輝工業 ECサイトを活用した元請依存からの脱却及び工事受託増加計画

4865 広島県 株式会社データプロ 3240001031372 ネット販売事業の強化及び事務所内強制換気設備の設置事業

4866 広島県 こぶし行政書士事務所 超高齢化、ウィズコロナを見据えた非対面型遺言書作成

4867 広島県 株式会社タナカホームズ 9240002024865 家電のECサイト販売を行い住宅販売の付加価値向上を図る

4868 広島県 有限会社ヤマコー 4240002034357 接触機会低減の為の飲食・エステ事業の転換

4869 広島県 株式会社ＳＡＶＥ 7240001054345 太陽光発電施設メンテンナンス業務受託ECサイト構築計画

4870 広島県 株式会社ビジネスサポート・クリエイト 7240001046623 YouTubeを用いたマネジメントの基礎講座を展開

4871 広島県 マウントウッド ペットサロン向け大人気ペットシャンプー販売事業

4872 広島県 小西そろばん・あんざん教室 自社ホームページの開設・オンライン授業のスタート

4873 広島県 堂面 オンライン上でのセミナー視聴と予約管理システムの構築

4874 広島県 ライフアップ オンラインカウンセリング体制整備事業

4875 広島県 整体ほぐし処やわらぎ オンライン施術の導入とインターネット集客へのシフト

4876 広島県 株式会社マモルサービス 3240001056246 安心・安全をお届けする次亜塩素酸水噴霧器のECサイト販売

4877 広島県 株式会社ライトサービス 3240001046627 保険・相続に関するオンラインコンサルティングで新規顧客獲得

4878 広島県 お好み焼き ナベちゃん 冷凍お好み焼きの開発・販路開拓

4879 広島県 株式会社ＭＡＳ 5240001025166 高周波加熱接着機の導入による働き方改革の実現

4880 広島県 ｍｅｌｉｎａ合同会社 2240003005144 SNSマーケティングと連動したアパレルEC事業の発足

4881 広島県 有限会社那智実起麻呂 1240002023759 ECサイトの作成による水のネット販売と売上強化

4882 広島県 株式会社Ｇｒａｎｇｅ 2240001050992 オンラインを活用した営業スタイルの確立事業

4883 広島県 株式会社ＹＳＫｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7240001041509 非対面型での宅配買取り強化と Google マイビジネス連携

4884 広島県 株式会社Ｈｏｍｅ Ａｓｓｉｓｔ 6240001056482 ドローン導入事業実施と事業宣伝用ホームページ制作

4885 広島県 大阪たこ焼きこなもん御調店 たこ焼きも、ラーメンも、テイクアウトで安心・安全！！

4886 広島県 山本優子 女性の自立を支援するオンライン講座の構築と新規販路開拓事業

4887 広島県 株式会社Ｔｈｅ ｃｅｎｔｒａｌ 2340001023352 HPの開設による非対面型の営業・新規顧客リストの獲得

4888 広島県 ひととば テイクアウト自家焙煎珈琲販売と屋外イベント用屋台レンタル事業

4889 広島県 カラダ・リセットＳＡＫＵＲＡ 整体事業の開始とオンラインシステムの導入による顧客獲得

4890 広島県 ディーワークス 自社工場で制作した商品を販売する為のECサイト制作

4891 広島県 アンジュ 感染症対策を徹底した店舗改装を通じた顧客獲得

4892 広島県 有限会社元廣建築設計事務所 1240002051644 HP改良による非対面接触機会増加の為の取り組み

4893 広島県 観里 web予約とリモートカウンセリングでリスク回避&販路拡大

4894 広島県 川崎建設 非接触型営業による営業活動の効率化及びWebシステム構築

4895 広島県 株式会社ｓａｎ ｓｅｂａｓｔｉａｎ 5240001057127 飲食店向け新型コロナに対する安全・安心アピール動画の制作事業

4896 広島県 瀬戸内クラフトレモネード 事業のEC販売への完全移行に伴う製造設備、生産効率の強化

4897 広島県 株式会社輝土 3240001049555 収益モデルタウン誌型ECショップ開発・運営で安芸地域を活性化

4898 広島県 なゆた工務店株式会社 4240001057499 WEB面談開始でお客様のこだわりを実現！

4899 広島県 株式会社ＴｅｎＳ 5240001050370 SNS及びECサイト活用による不動産売買システムの構築

4900 山口県 株式会社 ＯＣＴＯＰＵＳＴＯＮＥ 8250001004455 外販用の商品開発と新たな販売方法の確立
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4901 山口県 銀座社会保険労務士法人 5250005008348 リモート相談サービスと専門情報の動画配信による販路開拓

4902 山口県 漣月習字教室 若い書道家の新たな挑戦！成人対象のオンライン習字教室の開講

4903 山口県 株式会社高村農園 9250001017324 接触機会低減のためのB to B取引拡大と製造設備の導入

4904 山口県 お膳家 喜あき 和食職人による自宅でも楽しめるテイクアウトメニュー！

4905 山口県 ａｍｏｕｒ ｈａｉｒ 思い切った店舗拡張で、癒しの提供とワンランク上のサービス

4906 山口県 うみ 移動販売事業からジェラート製造による新事業開発

4907 山口県 レストラン 涼風亭 ランチデリ涼風亭

4908 山口県 株式会社クラテック 9250001016524 オンラインエアコン販売＆設置工事で感染リスク低減と売上拡大

4909 山口県 アサ新山口株式会社 8250001001642 オンライン予約で、より多くのお客様の生活と人生をピカピカに

4910 山口県 株式会社西中国建設 6250001014522 ラーメン屋のテイクアウトシステムと来店予約システムの導入

4911 山口県 整体やわらぎ 非対面方式のサービスで疲労回復効果の向上と新規顧客開拓

4912 山口県 株式会社ＴＥＫＫＥＮ 7250001013556 「冷凍自動販売機で本格中華」販路開拓事業

4913 山口県 ＨＯＰＩ 非接触新サービスの開発及びネット活用による非接触集客

4914 山口県 Ｔグループ まごころキッチン お弁当の卸販売を実施することで対人接触機会が減少する。

4915 山口県 さかもと印刷 LIVE配信と動画配信の構築で防災グッズ販売と顧客開拓を実現

4916 山口県 有限会社にこにこサービス 1250002012851 ドゥケア・ユニット導入による対人接触機会の減少と業務効率化

4917 山口県 澄川元頼 ピラティスリフォーマー導入による、接触機会減少と客単価増大

4918 山口県 Ｒｉｃｈｅｓｓｅ． 女性専用フェミニンケアオイルのオンライン販売の推進

4919 山口県 ＰａｒａｎｉｙｏｎＤｅｓｉｇｎ 営業方法のオンライン化とLPデザイン向上による販路開拓

4920 徳島県 活魚 松永 主力「巻き寿司」作業の省人化による販売拡大・感染予防

4921 徳島県 大久保農機 接触回避型の草刈り受託作業開始に向けての草刈り機導入事業

4922 徳島県 株式会社そらにわ 4140001093018 新商品開発によるネットショップ販売強化事業

4923 徳島県 株式会社吉田敏治商店 1480001005214 ECサイト構築によるB to B・B to C販路開拓事業

4924 徳島県 ｕｄｔ株式会社 9480001010925 インドネシアの高級コーヒーをキッチンカーで移動販売

4925 徳島県 株式会社ピージーエム・プラス 7480001004243 宅配サービスの周知とホームページの改修で非対面型営業の拡大

4926 徳島県 株式会社Ｍʼｚ 5480001003759 「WEB商談」で感染対策と販路拡大

4927 徳島県 ＫＵＮＩＭＯＲＩ ＳＵＮ ＭＡＲＫＥＴ 新たな設備導入でテイクアウト強化によるビジネスへの転換事業

4928 徳島県 Ｃａｒ ｃｌｕｂ Ｘｅｎｏ Ｗｅｂサイト構築で非接触営業を実現し販路拡大

4929 徳島県 有限会社宇山内装 4480002015390 商品イメージの向上によるオンラインでの商談推進システムの構築

4930 徳島県 たむら整骨院 感染対策のため短時間での施術と予約制導入の実現プラン

4931 徳島県 Ａｎｏｔｈｅｒ Ｌｉｖｉｎｇ オールインワンでキャンピングカーやキャンプ道具、食事を提供

4932 徳島県 酒と串焼ｈｏｍｅ 居酒屋の厨房を有効活用し、宅配弁当を新展開！

4933 徳島県 ｎａｎａｒａ 会員カードをスマホに登録。タッチレス化のためのアプリ導入。

4934 徳島県 株式会社じゅわっち 9480001006519 増えた家飲み需要に対する居酒屋の新たなチャレンジ

4935 徳島県 アイスデザインワークス ライブ配信で地域活性化と地域創生を目指す事業

4936 徳島県 Ｂ＆Ｂ ｍ４ 顧客間の接触ゼロ作戦！風呂・トイレも個室化へ

4937 徳島県 有限会社ミッドナイトガレージ 1480002013744 女性が来店しやすい店舗運営と事前見積システム開発で業績の向上

4938 徳島県 株式会社ひわさ 6480001011042 リフォームができる不動産会社のPRと３６０度WEB内覧の実現

4939 徳島県 山宿花瀬庵 コロナ後を見据え、外国人旅行者集客の為の多言語

4940 徳島県 合同会社ゼロキョリ 6480003001685 ECサイトを付帯した配信型非接触型ビジネスの構築

4941 徳島県 城南整骨院 院内での３密回避！圧力波治療器による出張治療サービス

4942 徳島県 エステサロンベルアミー 非対面型のECサイト構築とイーキュアレーション施術の訴求

4943 徳島県 スローアンドステディー 新規ブランドのWEB構築で、顧客取込みと利益率改善を目指す

4944 徳島県 株式会社ビーエス工機 9480001001924 DM発送と動画により当社の新サービスの認知と顧客を獲得

4945 徳島県 タンタンヨーグルト工房 ヨーグルトの宅配とECでお客様は健康お店は健全経営補助事業

4946 徳島県 有限会社城南タクシー 4480002002265 オンラインフォームによる業務受託

4947 徳島県 株式会社原田組 5480001007371 オンライン商談・見積もり導入による民間工事受注ＵＰ

4948 香川県 石川ペルニック 接触機会を減らすためのオンライン問診・指導制作事業

4949 香川県 ワカマツヤ（若松家本館） コロナ禍に対応した大広間の利用方法に関する再構築事業

4950 香川県 有限会社村井重友石材店 3470002000205 VR技術を活用し、対人機会を減少させつつ、新規顧客獲得を行う
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4951 香川県 四国メインテナンス株式会社 5470001001978 遠隔から工事をサポート！接触機会を最小化した電気工事

4952 香川県 有限会社油屋本店 9470002016666 感染症対策を兼ね備えた移動販売車を活用した新規顧客獲得計画

4953 香川県 溝口食糧株式会社 8470001003922 実店舗の環境整備による低感染型店舗形態の構築

4954 香川県 オルト イメージ 農業用高性能ドローンの導入による対人接触頻度の減少

4955 香川県 スーズカフェ 自宅で簡単海外気分！テイクアウトでじっくりカレーを味わおう

4956 香川県 蘭ʼｓ Ｇａｒｄｅｎ 自社ECの構築と食用蘭を使ったコンフィチュールの商品開発

4957 香川県 株式会社クイール 2470001014198 予約システム導入による対面接触機会減少と利便性アップ事業

4958 香川県 プラクティス オンライン就活塾窓口となる WEB 制作と広報用映像制作

4959 香川県 東原造園 オンライン見積もりWEBプラットフォーム制作と広報映像制作

4960 香川県 株式会社牡蠣屋りょうせん 1470001014026 ドライブスルー販売所の設置による6次産業化への進出

4961 香川県 有限会社飯山ひらた 2470002014247 フィッシュバーガー専門店の移動販売による売上向上事業

4962 香川県 ウッドファニチャープラスワン 完全内製化の構築と非対面商談によるコロナ対策強化と生産性向上

4963 香川県 漁師料理みき 国分寺店 店内の感染防止対策によるポストコロナにおける新事業展開

4964 香川県 株式会社ＫＭＣ 8470001018128 「フルジルコニア」製造の内製化による他社差別化

4965 香川県 有限会社植松商店 9470002009892 感染拡大防止対策と事業継続を両立させるための２階部屋の改装

4966 香川県 ワントゥーセブンティー バーチャル空間を多用化したイベント運営とスクール運営

4967 香川県 株式会社シェナガオ 2470001018521 コロナに負けない！自社ECサイト構築による売上向上施策

4968 香川県 建築板金ＴＡＮＩＭＯＴＯ スマホで下見から決済まで、非対面でできるキャンプ場HPの作成

4969 香川県 株式会社常磐 3470001009123 感染リスク０！三世代で利用できるテイクアウトカフェ

4970 香川県 有限会社川田畳製作所 6470002002132 オンラインを活用した個人客の販売エリア拡大計画

4971 香川県 コレット 非接触型機械導入による洗髪業務の効率化と新規顧客開拓

4972 香川県 ｍｉｃｏ ｋａｐｏｔａ 心と体を健康に、オンラインで行う小顔とヨガレッスン事業。

4973 香川県 ハナリノ 美眉スタイリングメニュー導入とコロナ感染対策のための店内改修

4974 香川県 株式会社旭宝園 5470001018130 インターネットと造園業を組み合わせ新規顧客獲得・売上アップ

4975 香川県 創作焼肉牛の匠 地元オリーブ牛焼肉弁当のテイクアウト開始と感染対策

4976 香川県 居酒屋 赤⿁ 「赤⿁」自慢の料理を生かしたテイクアウトによる新たな販路拡大

4977 香川県 スタジオエッグ オンラインシステム構築による新しいフォトスタジオ営業形態確立

4978 香川県 有限会社建築工房おおやま 1470002007763 スマートロックの導入による非対面チェックインシステムの構築

4979 香川県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ１８ 当店のピッツァを自宅で美味しく！新規顧客とリピーターの獲得！

4980 香川県 寺西共育塾 オンライン学習サービスで感染リスク低減と授業の高付加価値化

4981 香川県 有限会社ノーマ 8470002009241 ドライブスルー導入による売上向上と新規顧客の獲得

4982 香川県 ＠Ｈｏｍｅ 一級建築士ママが作った親子向けオリジナル知育キット販売

4983 香川県 ベリーズダイニング株式会社 2480001009750 スープ専門店のTAKEOUTビュッフェモーニング

4984 香川県 株式会社Ｃｈｒｏｎｏ Ｇｒａｖｉｔｚ 6470001016141 うどん販売のECサイト立ち上げとYouTubeチャンネル設立

4985 香川県 有限会社ダッズ 対感染症特化型アトリエ兼スタジオで国内外に目を向けた集客事業

4986 香川県 ｓｏｌｏ 感染リスクを考慮した個室サービス提供と自店技術アピール事業

4987 香川県 ＨＡＮＡＣＩＥＬ オンライン予約導入と非対面型相談窓口の整備

4988 香川県 有限会社片山設備エンジニア 3470002001987 セミプロをターゲットとした資材の EC サイト販売事業へ挑戦

4989 香川県 有限会社さぬきこだわり市 9470002013952 通販サイト構築に伴うセット野菜の販売拡大による直販強化

4990 香川県 有限会社尾崎鮮魚 8470002001702 感染防止対策を徹底した移動販売車両を増設し事業拡大を図る

4991 香川県 株式会社ｎｆｒｏｓｔ 5470001017677 フードトラック導入によるコロナ禍でも持続可能な新事業への取組

4992 香川県 有限会社川原クリーニング 9470002002179 ホームページ開設およびSNS活用による新規顧客獲得

4993 香川県 Ｇｏｇｏ−ｋｉｔｃｈｅｎ キッチンカーによるクラフトバーガーの販売

4994 香川県 株式会社大創 3470001013455 家具家電ecサイト導入での顧客サービス強化による商圏の拡大

4995 香川県 さぬきスポーツジム 感染拡大防止とダイエット効果が高いパーソナルトレーニング事業

4996 香川県 グッドエクササイズ 一生続く運動習慣獲得のためのオンラインサービス

4997 香川県 株式会社フクケン工業 5470001015004 ペットグッズのオンラインNET販売および広報事業

4998 香川県 有限会社香月 4470002014427 制作会社が運営する食の生産者が集まるマルシェサイト

4999 香川県 宮脇施術院 HP開設による非対面型面談、ケアサービス提供

5000 香川県 有限会社スポーツショップビッグワン 6470002003865 刺繍マーク業務の自社内製化と「移動式加工修理工房」の新設
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5001 香川県 ビヨウライフ ブランド米及び英会話のオンライン広告による販路拡大

5002 香川県 有限会社小見山水産 3470002014469 地産地消がテーマの鮮魚専門の飲食営業とテイクアウト事業

5003 香川県 アザレ フランス料理店のテイクアウトサービスへの新規参入

5004 香川県 株式会社ｌｉｇ 6470001017635 不動産賃貸業の非対面型ビジネス展開及び販路拡大

5005 香川県 株式会社ソンブレイユ 8470001018037 オリジナル飲料提供サービスによる新規顧客獲得

5006 香川県 株式会社Ｎ・Ａ・Ｔ 1470001006997 徹底した感染対策と業務の一部IT化

5007 香川県 天祥堂 レーザー加工機導入による受注増加とWEBによる新規顧客開拓

5008 香川県 株式会社ル・パン・ドゥ・アベス 7470001017824 硬貨自動釣銭機導入によるコロナ感染リスクの低減ならびに事業生

5009 香川県 近藤測量登記事務所 対面から非対面へ対面時間を約30％削減するWEBシステム導入

5010 香川県 ワールド・ハッピネス ホームページ作成による新規顧客獲得と代理店募集の非対面型営業

5011 愛媛県 株式会社大一産業 3500001022320 タブレット注文システム導入による感染症予防対策強化の実現

5012 愛媛県 有限会社エムエム商事 5500002022210 地域密着型「解体コンシェルジュ」となるための取組み

5013 愛媛県 株式会社アブル 8500001000404 対面型販売からＥＣとリアルの非接触型ハイブリット販売へシフト

5014 愛媛県 株式会社メルファーふたがみ 9500001021143 ＥＣサイト構築による、感染リスク低減と販路拡大事業

5015 愛媛県 あか吉 キッチンカーで“食”の楽しみを提供

5016 愛媛県 ショッピングストアーおち 外部テントの設置による訴求力アップと新規客獲得

5017 愛媛県 モイスティーヌ蔵敷サロン スムージー移動販売・テイクアウトメニューの開発・販路開拓

5018 愛媛県 株式会社エム・シュトルツ 7500001018851 感染低減のため完全個室化と食事メニューの開発により売上ＵＰ

5019 愛媛県 株式会社マックスエージェント 7500001016707 テラス席の快適性向上・看板設置によるテイクアウト売上拡大

5020 愛媛県 柳屋酒店 オンライン受注限定の特別感を演出する地酒・季節限定酒の販売

5021 愛媛県 株式会社タイム 6500001014174 非対面によるタレントと利用者とのボイスチャットサービス

5022 愛媛県 株式会社カライス 1500001021299 美容サロン経営支援！低感染型オンラインによる事業構築

5023 愛媛県 株式会社ＫＩＲＩ 4010401130085 テレワークに対応するためのシステム開発

5024 愛媛県 合同会社ミジョン 8500003001045 韓国料理テイクアウトの新ビジネスに向けた設備導入とPR強化

5025 愛媛県 株式会社Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｌｉｎｋｓ 5500001021205 キッチンカーによる『食べるスープ』テイクアウト・移動販売事業

5026 愛媛県 からや コロナ渦の現状とその後を見据えたデリバリー特化型店舗を開始

5027 愛媛県 Ｈプロジェクト株式会社 9500001016275 地域応援型ECサイト”愛媛の達人”の構築

5028 愛媛県 カンシン工業 非接触型受注・生産性向上

5029 愛媛県 株式会社福栄 4500001021718 ウェブ受注でフードトラック・テイクアウト事業のプロデュース

5030 愛媛県 エステートプランニング株式会社 3500001023046 非接触型営業フロー構築・オンライン重説の実施および販路拡大

5031 愛媛県 オイシイオト オンラインショップでの販路拡大に繋げる急速冷凍機材の導入

5032 愛媛県 ステップ・アップ 事業再構築のためのテイクアウト飲食業への進出

5033 愛媛県 ヴィークス 購入画像の編集依頼が可能な画像販売ECサイトの構築

5034 愛媛県 株式会社日本エジソン 2500001016587 スマホを使用し商品検索並びに商品情報システム構築

5035 愛媛県 株式会社もみじ建築 9500001006615 リモートによるテイクアウト商品の注文受付の強化

5036 愛媛県 アイコー開発株式会社 1500001000195 内見・来店予約サイトの開設とコロナに負けない事務所作り

5037 愛媛県 米谷建設株式会社 6500001010165 スマート測量機器導入による感染リスク低減と生産性向上事業

5038 愛媛県 スマイルハート 集客から商談・成約まで完遂できるHP制作による顧客拡大事業

5039 愛媛県 有限会社セイケ電設 9500002024228 見積り打合せのオンライン化で、摂食機械減少及び省力化事業

5040 愛媛県 株式会社ヨゴホームズ 4500002009209 非接触型ウェブショップによる生活雑貨の販売・暮らしの提案

5041 愛媛県 株式会社井出板金工業所 3500001011125 機械導入で非接触確立・生産性向上、ＷＥＢ更新・広報で販路拡大

5042 愛媛県 有限会社笑顔 4500002009464 「自宅でちょっと贅沢」を楽しむテイクアウト周知・ニーズ開拓

5043 愛媛県 株式会社さくら本舗 2500001016802 100種類を超える商品を非対面で販売するネットショップの制作

5044 愛媛県 十川章一 土地家屋調査士事務所 「ワンマンでの測量作業の実現」による業務の効率化

5045 愛媛県 株式会社トラセン 2500001019193 オンラインによる住宅展示会の開催と受注商談システムの構築

5046 愛媛県 株式会社花と実り 2500001022890 非接触で脂肪減少と筋肉強化ができる機器導入で感染リスクを軽減

5047 愛媛県 夢乃家 プログラミング学習プラットホーム開設プロジェクト

5048 愛媛県 大三島堂 新商品開発とＥＣサイト開設による販路開拓

5049 愛媛県 ベルプロモーション オンラインのみで集客から販売まで完結できる仕組みの構築

5050 愛媛県 有限会社エンゼル調剤薬局 5500002007962 かかりつけ薬局となるための設備投資で生産性アップと３密の解消
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5051 愛媛県 アーホルン株式会社 4500001022955 オンラインショップで密を避け、心を込めた焼き菓子の販売

5052 愛媛県 Ｂｉｔｔｅｒ ＳｗｅｅｔＺ 商品紹介動画配信事業開始による収益力の向上と地域社会への貢献

5053 愛媛県 Ｎｅｍｏ． ペット撮影向けHP製作とブランディングの強化

5054 愛媛県 合同会社Ｍ１−ｃａｎ 4500003002690 走る広告塔キッチンカー導入による売上向上とブランド化計画

5055 愛媛県 Ｓｏｗａｎ 非対面型サービスの開始

5056 愛媛県 麻とき 道後を訪れる観光客向け 珍しいワインの店頭販売

5057 愛媛県 Ｄａｉｓｙ 接触機会減少の為の光脱毛機の導入

5058 愛媛県 Ｌｕａｎａｈａｉｒｍａｋｅ ＥＣ事業参入による店販部門強化

5059 愛媛県 Ｓｔｒｏｋｅ ｐｌｕｓ キッチンカーで運ぶ旬の果物ジュースと、循環型社会への取り組み

5060 愛媛県 ＭＩＧＡＣＴ オンライン接点の強化による新規入会者の獲得とＤＸ事業の開始

5061 愛媛県 株式会社松山クリエイティブプロダクツ 9500001003736 HPのリニューアルとオンラインお問い合わせフォームの構築

5062 愛媛県 合同会社ＩＩＩ ＰＯＩＮＴ ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ 4500003002567 集客・教育・雇用促進ができるオンラインコミュニティの設立

5063 愛媛県 レトワール アンチエイジングケア専門ECサイト構築で非対面ビジネスに挑戦

5064 愛媛県 アオ アクア 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

5065 愛媛県 彼とコーヒー ウィズコロナを乗り切る。販路拡大、デリバリー売上アップ

5066 愛媛県 夢ステージ歌丸 カラオケ喫茶からスイーツ製造とオンライン販売への事業再編計画

5067 愛媛県 アイウインド ドローンを使った農薬散布による経営力強化事業

5068 愛媛県 有限会社一貴産業 7500002010188 解体ガラの精密ふるい機導入による感染防止と生産性向上

5069 高知県 高知屋 創業100年の味を全国に！ECサイト開設による販路拡大事業

5070 高知県 有限会社ゆず庵 9490002012457 加工食品販売事業拡大の為の設備導入

5071 高知県 ＭＯＭＯ ＣＯ−ＣＲＥＡＴＩＯＮ withコロナ、オンライン化で年間保育コンサルの受注拡大

5072 高知県 株式会社種田農園 7490001008474 自動梱包機導入による密な作業状況の解消と大量購入ニーズの充足

5073 高知県 株式会社生態系エンジニア 5490001005688 事務所拡大、感染症対策実施による「安心安全」な空間づくり

5074 高知県 ドクターベルツ高須店 プレミアムキュア セルフエステおよびネット販売事業の立ち上げによる新たな事業体

5075 高知県 カラオケバー ｃｉｃｃｏ 更なる新型コロナウイルス感染症対策の実施

5076 高知県 坂本農園 新規就農者のオンラインショップサイト

5077 高知県 ＨＡＩＲ ＨＯＵＳＥ ＬｉｃｏＣｏ 中高年齢者の髪の悩みの解決および緩和に注力した取り組みの実施

5078 高知県 Ｌｕｃｅ ｈａｉｒ 対人接触機会の減少を目的とした完全プライベートサロン化計画

5079 高知県 株式会社植田ファーム 5490001008897 当社自慢の苦みが少ないピーマンのPR強化による販路開拓

5080 高知県 株式会社Ｎʼｓファクトリー 4490001008907 新事業転換、地元産品を活用した商品のHP販売と作業場感染対策

5081 高知県 門田しげみ 健康寿命に取り組むためのオンラインサポートサービス

5082 高知県 ボディショップ服部 対人接触機会の減少と生産性向上を目指した塗装システム導入計画

5083 高知県 株式会社ボーノシキグループ 9490001009933 テイクアウト実施による売上確保。店舗周知による新規顧客獲得。

5084 高知県 シルバースター コロナ禍での巣籠り需要を見込んだ焼芋の移動販売への参入事業

5085 高知県 株式会社ブランド高知 2490001009122 企画・製造ラインの安定化と非対面型ビジネスモデルの強化

5086 高知県 ｃ−パステル株式会社 7490001009951 オンライン活用で新規事業拡大・認知向上・業務の効率化を図る！

5087 高知県 華牡丹 話好きな居酒屋店主のキッチンカー挑戦。手軽で美味しいおつまみ

5088 高知県 アンパサンド 若者へ着物の魅力伝承！オンラインレッスンと小物のネット販売

5089 高知県 自家焙煎珈琲 ハルノ珈琲 テイクアウトの珈琲と珈琲豆等販売メニューの充実化に向けて

5090 高知県 マルエイフーズ株式会社 2490001009733 チラシ・ＳＮＳ活用でデリバリー事業の販路開拓を図る。

5091 福岡県 株式会社Ｆ＆Ｓ 5290001062403 セルフオーダー、セルフレジの導入と冷凍ピザ販売のための機器導

5092 福岡県 ＴＯＭＯＺＯ 通販・テイクアウト用TOMOZOハンバーグの開発と販路開拓

5093 福岡県 Ｗｉｔｈ ｃｏｆｆｅｅ 感染防止と売上向上のためのモバイルシステム導入事業の為

5094 福岡県 居酒屋 つながり 「地域の食卓のお手伝い」テイクアウトの周知と提供体制強化

5095 福岡県 くしつう（本格焼鳥 くし通） 肉料理店特製「肉の酢たれ」の販路開拓と売上拡大

5096 福岡県 株式会社ヒムロ 1290801020068 天然ガスによる鉄筋継手新工法にて対人接触機会減少とCO2削減

5097 福岡県 高田海苔株式会社 1290001053612 美味しい海苔を届けたい！ＥＣサイト構築でエンドユーザー獲得！

5098 福岡県 ピエノ ローサ 非接触型セルフエステメニュー導入による新規顧客開拓事業

5099 福岡県 合同会社ＺＯＯ ＣＡＲＡＶＡＮ 7290803001416 SDGs推進を目標とした間伐材エコ商品の製造とEC事業

5100 福岡県 有限会社やきとり二番 5290002056379 テイクアウト専用ブース開設とビアガーデン営業による売上の回復
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5101 福岡県 株式会社ＫＯＮＯＩＴＯ 1290001061937 コロナの影響受けない工程内製化とホームページリニューアル

5102 福岡県 有限会社フーデスト 2290002056935 野菜党ラーメン（冷凍）のネット通販での本格的な展開

5103 福岡県 椿株式会社 4290001093309 オートシャンプーの導入による生涯現役美容師と『避密化』の実現

5104 福岡県 有限会社新日本薬局 4290002011178 セミセルフレジ導入で患者様・社員の安全安心な薬局事業

5105 福岡県 貫 テイクアウトメニューの品質向上、安全確保の為のスペース設置

5106 福岡県 仁田原花園 四季折々のユリの花を産地から定期的にお届けするサービスの構築

5107 福岡県 株式会社ｓｕｄ 8290001066310 当店自慢の味と見た目のまま自宅へお届けする宅配サービス

5108 福岡県 有限会社Ｃａｎｄｙ Ｓｔｏｎｅ 7290002034696 非対面型自動洗髪機導入による売上回復

5109 福岡県 株式会社タカラケンセツ 6290001073795 照明の仕入れ力と目利きを活かした照明のEC販売

5110 福岡県 サムライコーチング コーチ×ゲームで、自宅で楽しく運動習慣を身に付けるサービス

5111 福岡県 ブーゲンビリア 接触機会の軽減した機器導入しコロナ禍でもリラックス空間造り

5112 福岡県 栗木農園ｊｒ お客様と販売員をウイルス感染から守る自動販売化事業

5113 福岡県 エフシーうえすたんトリアス久山店 非対面型セルフレジ導入による集客率向上及び売上アップ計画

5114 福岡県 株式会社ＤＥＣＯＲＡＴＥ ＣＯＭＰＡＮＹ 7290801026290 【株式会社DECORATE COMPANY】対面の営業日数削

5115 福岡県 ケンガレージ 新規事業は非接触！ドライブスルーでタイヤ交換＆パーツ取付！

5116 福岡県 麺酒場 朱拉 券売機の導入で対人接触機会を減少させ、効率化を図る為

5117 福岡県 ＴＴＵ株式会社 1290001075813 おウチ時間ニーズを取り込む！美容家電用品の国内外ＥＣ販売

5118 福岡県 笑う魚 店舗専用アプリを開発。スマホで注文できるモバイルオーダー導入

5119 福岡県 モンクール 美容業界歴30年のプロによる、大人女子のための商品開発、販売

5120 福岡県 ＢＥＲＩＬＵ オンラインショップを構築し、新規顧客の拡大を図る

5121 福岡県 島屋 菓子製造許可取得による冷凍製品製造販売に向けた施設の改修工事

5122 福岡県 ＡＬＣＯ／ＨＯＬＩＣ 海外規格の洋服・小物のネット通販展開による販路拡大！

5123 福岡県 めんたいや若 テイクアウト販売店舗の設置と新商品による新規顧客の拡大

5124 福岡県 ラピスラズリ ネットで全国からの集客を獲得することで売上を拡大する事業

5125 福岡県 株式会社ＡＳＰ 1290001089821 イーランニングの開発でリモートスクール開校にて業績アップ！

5126 福岡県 株式会社クリエイト開発 6290801012886 自動販売機による焼き芋の非対面形式販売計画

5127 福岡県 株式会社大河 5010901026798 テイクアウト事業を開始し、コロナ禍でもニーズのある店舗へ！

5128 福岡県 株式会社ウエスト工房 9290001085706 ホームページ作成による非対面営業の強化で新規顧客の開拓

5129 福岡県 江口美容所株式会社 2290001026798 新型コロナから人財美容師とお客様を守るオートシャンプーの導入

5130 福岡県 ヒップスター・ヘアイメージ 店内改装に伴うイメージ刷新と感染防止への取り組み及び告知事業

5131 福岡県 サントク有限会社 4290002051694 柔道整復師による非接触運動療法指導による提供と利用者拡充

5132 福岡県 沢津橋紀洋 非対面型集客モデルへの転換

5133 福岡県 服のよろず屋よこしま屋 ミシン付き車両でその場でお直し、ポストコロナ時代を生き抜く

5134 福岡県 ボトルフラワーアトリエＲｙｏｋｏ コロナ禍での受講者数増加の為のオンライン教室の導入とＨＰ作成

5135 福岡県 阿部商店 解体工事のオンライン相談＆決済サービス事業で売上拡大！

5136 福岡県 株式会社ＥＱＳＰＬＡＮ一級建築士事務所 1290001077388 住宅診断を普及し世の中の中古住宅を幸せにするスクール事業

5137 福岡県 プルーラント 非対面販売（ローズアロマのネット通販）で売上拡大！

5138 福岡県 土地家屋調査士・行政書士あおい合同事務所 1人測量機器の導入による感染リスクの低下と業務効率化

5139 福岡県 真澄結びのＫＴＰ ＥCサイト強化による伝統工芸「組紐」の認知度アップと販路拡大

5140 福岡県 株式会社吉岡製菓所 7290801013801 ツールを駆使した体制の改善で、販路拡大と業務効率化の追求事業

5141 福岡県 邸宅ギャラリー 井村家別邸 月の離なれ 非接触型ワーケーション宿泊施設への転換事業

5142 福岡県 Ｉ・ＷＡ・ＭＩ株式会社 4290001025757 非接触型ネット受付とドライブスルー受取りによるイベントの実現

5143 福岡県 有限会社リッチェマガジーノ 3290002001923 顧客の欲しいが見つかる！ デジタルお取り寄せシステム導入

5144 福岡県 弓削田健介事務所 届け!!生の音質と臨場感合唱作曲家が全国へ贈るオンライン配信

5145 福岡県 株式会社那加川 1290001089400 既存事業と新事業を融合した、新しい形の低感染ビジネス事業

5146 福岡県 シーエーアモール サッカースクールのオンライン事業展開

5147 福岡県 木原建設株式会社 3290001052785 ワンマン機器導入による生産性向上と感染防止対策

5148 福岡県 Ｂｅａｕｔｙ Ｓａｌｏｎ Ｉｒｉｅ 新しい機械で接触するエステから、非接触エステ店へ

5149 福岡県 株式会社八木山高原 3290001065977 自動販売機設置によるオリジナルチョコレートの非対面販売

5150 福岡県 Ａｉｒａｌｌ セルフホワイトニングへの転換＆自社アプリ開発でEC販売実施
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5151 福岡県 ＰＲＯＰ 会員様向け無観客LIVE配信・各分析データ配信事業

5152 福岡県 トライアングル 契約継続のための保険相談のオンライン化と誘客商品の販売促進

5153 福岡県 株式会社ファインデール 3290001068419 オンライン商談導入による非対面でのミニバン・SUV車の販売

5154 福岡県 安藤工務店株式会社 2290001082148 インテリアグッズの通販とオンライン住宅相談で売上拡大！

5155 福岡県 庭喜屋有限会社 3290002045730 お庭のプロによるオンライン造園相談＆決済サービス事業

5156 福岡県 天喜 冷凍自動販売機導入による非対面ビジネスモデルの実現

5157 福岡県 宮原不動産株式会社 4290001060192 非対面型ビジネスモデル【空室管理サービス】で売上回復

5158 福岡県 星の砂浜合同会社 8290003006735 障害児保護者向けのオンライン交流サービス

5159 福岡県 株式会社ＲＩＣＨ 1290001088014 アフターコロナでも安心！セルフハイフエステサービスの導入

5160 福岡県 株式会社ヤカベ 9290801005805 低感染型の営業手法刷新等による卸売事業から小売事業の強化

5161 福岡県 焼鳥居酒屋 たていし 当店自慢の焼鳥ともつ鍋をアプリで注文！デジタルツール導入

5162 福岡県 備健 完全オリジナルのぼり旗をECサイトにて販売し収益を確保する

5163 福岡県 株式会社ルゥート毬ン 5290801010395 非対面型頭皮、肌チェック機器導入による美容×健康メニュー開発

5164 福岡県 エスエスネットワークス 販路・流通の分散を伴う自社ECサイト構築および就労支援事業

5165 福岡県 フラワーショップ 花ごよみ オンラインレッスンの配信とWEBを使った新規顧客の獲得

5166 福岡県 株式会社ポプリ企画 3290001041846 ECサイトの強化によるオリジナルリネンウエアの販売

5167 福岡県 嘉信果樹園 柿＆ブドウのインターネット通販（生産農家直送）事業

5168 福岡県 とりけん 鶏めし弁当を中心とした鶏料理専門店

5169 福岡県 スキレットダイニング しょう家 創業者の６０年変わらぬ味を提供。キムチテイクアウト専門店事業

5170 福岡県 株式会社ｔｓｕｋｕｒｉ 3290001082782 コンテナント事業で営業エリアの拡大を図る

5171 福岡県 ハラダ ＨＰ刷新によるステイホーム顧客向け市場ニーズの充足WEB販売

5172 福岡県 そらいろ食堂 お弁当を簡単にテイクアウト注文できる自社アプリの開発

5173 福岡県 株式会社わた惣 1290001012122 加工食品ギフトのECサイト展開によるネット通販強化事業

5174 福岡県 ケイフィルム 新たに窓ガラスフィルム施行サービスをオンラインで販売！

5175 福岡県 マクルール 店舗自らが動きお客様の元へ 実演移動店舗で起死回生リスタート

5176 福岡県 東洋スポーツパレス鍼灸整骨院 鍼灸整骨院がプロデュースする非対面型セルフエステサロン事業

5177 福岡県 ＡＳ開発構造株式会社 2290001089993 アフターコロナに即したＷＥＢ管理するカーリース事業の展開

5178 福岡県 松尾薬品産業株式会社 5290801011591 非接触販売に対応、今後のICT化のため、薬局ECサイトを制作

5179 福岡県 株式会社エコプラスワン 9290801019103 省エネ効果の高い「エコワンウォッシュ」のBtoC販路開拓事業

5180 福岡県 Ｍｉｎｔｙ オンラインシステム導入‼ポストコロナに対応したエステサービス

5181 福岡県 ＭＯＮＯトレーダーズ株式会社 1290001063603 【MONOトレーダーズ株式会社】感染対策強化と販売・買取強化

5182 福岡県 株式会社Ａｒｍａｄａ 8290001066426 オンラインバーによる常連客の回復と新規顧客開拓の実現

5183 福岡県 英彦山０合目食堂 添田町産食材を使用した弁当・惣菜のサテライトショップの展開

5184 福岡県 林 美奈 HP・LP開設と広告展開によるオンライン動画講座ネット販売

5185 福岡県 アイディール ボディー あおぞらトレーニングスタジオ開設及び目的別メニュー開発と告知

5186 福岡県 エヌフロウ（本当はアルファベットですが、入力できません） 営業活動の非対面化のための自動概算見積もりホームページ制作

5187 福岡県 有限会社Ｋ＆Ｋ建築地所 7290002028599 チェックインからチェックアウトまで非対面！？システム構築

5188 福岡県 バーバリンチ ガイドラインに従ったテーブル席を仕切るパーテーションの設置

5189 福岡県 有限会社カバシマ 4290002010246 派遣事業の効率化とスマホデータ移行サービスの新規顧客獲得

5190 福岡県 ＡｎｙＦｉｅｌｄ 新システム導入による非対面化・販路拡大計画

5191 福岡県 ミッション・コマンド・ジャパン 非接触型・オンライン留学サービスの提供

5192 福岡県 未来テラス株式会社 8290001065007 IOT活用の無人貸し会議室におけるデータ活用した新規出店PR

5193 福岡県 Ｄｉａｍｏｎｄ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ合同会社 2290003007037 インターネットで韓国の万能調味料販売とオンライン料理教室事業

5194 福岡県 司法書士ダイアローグパートナーズ事務所 相続・遺言のオンラインコンサルティングサービスの提供

5195 福岡県 株式会社ハウスパートナーズ 6290001052080 顧客管理システム導入とドローン調査による太陽光発電設備販売

5196 福岡県 株式会社ノヴェル 8290001023154 自社ECサイトの機能強化による販売促進

5197 福岡県 ｗｉｔｈ 個別ブースでのネイルケアの実施と店販品販売による売上向上

5198 福岡県 株式会社ＴＨ 3290001088747 焼きそば専門店のテイクアウト事業及びLED看板の設置

5199 福岡県 スマイル サポート オンライン育児教室及び子育てコーチング事業

5200 福岡県 株式会社加里部 5290001068722 モバイルオーダーシステム導入によるレストラン経営の再建計画
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5201 福岡県 白江産業株式会社 8290801005376 「杭ナビ」の導入による測量の効率化と感染リスクの低減

5202 福岡県 株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ ＳＱＵＡＲＥ 4290001082798 HP作成による非接触型観光の推進、広告看板による新名所の創造

5203 福岡県 ＥＣＬＡＧＥ セルフハイフメニュー導入による新規顧客開拓

5204 福岡県 壱角屋 テイクアウトの受け取り場所の集約と新メニューによる利用促進

5205 福岡県 株式会社グリットストーン 1010801028741 非対面営業＆コンサルと認知度向上施策による販路拡大

5206 福岡県 リラクゼーションサロンビビ 「セルフスタイルのフェイシャルエステ」で非対人事業展開

5207 福岡県 株式会社ＮＯＷＨＥＲＥ 6290001091574 会員制レコードクラブのサービスローンチキャンペーン

5208 福岡県 株式会社佐藤木材 2290001044379 非対面の営業で新規取引先開拓、林業をアピールする時代へ

5209 福岡県 ソフィール博多 非対面型販売への転換。ECサイト構築による新規顧客獲得事業

5210 福岡県 株式会社親和園 3290001047983 ネット事業強化による未来を見据えた事業変革

5211 福岡県 株式会社Ｒｕｎ ｉｔ Ｌｉｆｅ 6290001079009 自社ブランドの確立とEC販売による非接触販売と販路拡大

5212 福岡県 大川家具Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ テレワーク用の新商品販売の自社ＥＣサイト構築と新規顧客獲得

5213 福岡県 ＡＭＩ ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ オンラインとリアルを融合したダンスレッスン講座の開設

5214 福岡県 株式会社令和装建 1290001085085 SNSの活用とオンライン見積で新規販路開拓と感染リスク低減

5215 福岡県 株式会社桜喜商事 5290001086708 新事業「不動産投資のオンラインセミナー」による売上拡大

5216 福岡県 キレイメンテナンスサービス株式会社 2290001084813 お掃除のプロによるハウスクリーニングオンライン相談＆決済事業

5217 福岡県 株式会社サインアート 2290001019810 新たな顧客層の開拓を目指した新規ECサイトの開発

5218 福岡県 株式会社ｃｅｒｎｅ 6290002053103 気軽にネットで相談！高年齢者だからこそできる終活事業！

5219 福岡県 有限会社トムズ 8290002042368 空間除菌（除菌・抗菌・抗ウイルス）清掃の需要獲得で利益アップ

5220 福岡県 株式会社モーションヒアーズ 3290001088243 オンライン映像配信サービス事業 CGを用いた映像制作事業

5221 福岡県 焼きとりと羽釜ごはんの店ココハレテ テイクアウト併用化による業務シナジー強化及びポストコロナ対応

5222 福岡県 博多屋台居酒屋 中村屋 対人接触機会の減少を目的とした自社サイトでの主力商品販売事業

5223 福岡県 玉翠園 新メニューの開発と販売強化で販路拡大・機械導入で安心な店作り

5224 福岡県 株式会社ズッペン 9290001063959 乾燥野菜を使った冷凍スープの開発

5225 福岡県 ＡＮＴＥ−ＲＯＯＭ 非対面の販路拡大にむけた食料品EC・通販構築事業

5226 福岡県 協栄塗装 ECサイトの構築、ホームページの作成とデリバリーの取り組み

5227 福岡県 株式会社Ｂｅｓｔ Ｃｒｅａｔｉｏｎ 1290001093765 同業他社に先駆けた「非対面型のリモート販促活動」で販路拡大

5228 福岡県 株式会社カーサービス高橋 3290001045252 接触機会減少を目指した出張整備サービス導入による受注拡大事業

5229 福岡県 ４ｓ株式会社 8290001082324 手動作業を減らし、生産性を高めるデジタル化計画

5230 福岡県 株式会社ＫＥＣｇｌｏｂａｌ 7290001033402 英会話教室が行うオンラインによるプログラミング教室で販路拡大

5231 福岡県 株式会社モッズアート 7290001088256 バーチャルキャラクター事業

5232 福岡県 株式会社つなぐ 4290001073979 オウンドメディアの構築とやる気が出る在宅コールの環境整備

5233 福岡県 エフ スタイル Webサイト及び新技術習得による接触機会減少と販路開拓事業

5234 福岡県 こころ在宅ケア オンライン相談、公式LINEを利用し感染リスクを低減する

5235 福岡県 ココダプライムストア 自社ブランドの確立、非接触自社サイトの立ち上げ

5236 福岡県 株式会社Ｆｉｘ−ａｎｄ−Ｇｏ 2290801020406 カーエアコン修理機器導入による販路開拓及び、低感染リスク対策

5237 福岡県 廣瀬友紀 オンラインサービス導入による新規顧客獲得と動画での魅力発信

5238 福岡県 株式会社光組 6290001078927 オンラインを活用した受注システムとオンライン講座の開設

5239 福岡県 株式会社穴井工務店 1290001004400 小規模事業者持続化補助金 低感染リスク型ビジネス枠

5240 福岡県 ａｘｏｎｏｍｅｔｒｉｃ株式会社 3290001094605 知人対面営業からの脱却！ウェブサイトを活かした営業への転換

5241 福岡県 株式会社裕和 2290001059583 RPAのオンラインスクールの実施によるRPAの販促活動

5242 福岡県 平野設計株式会社 9290001038894 HPネットサービスを通じた自治体及び一般顧客の新規獲得

5243 福岡県 Ｇｌｉｃｏ株式会社 9290801025852 パン工房「ViAnco」の新設

5244 福岡県 荒田光栄 受注生産型のオンラインヨガでリフレッシュとコミュニティを提供

5245 福岡県 Ｌｉｔ＇ｚ クリエイター特化型クラウドソーシングサービスの開発

5246 福岡県 株式会社福実 9290001024614 スマート施工管理ソフトと測量機器によるワンマン施工

5247 福岡県 Ｓａｒａ～沙羅～ ＜女性専用リンパケア講座＞すっきリンパオンラインスクール

5248 福岡県 株式会社アネストリールス 1290001085440 新たな挑戦・非対面での成⾧戦略

5249 福岡県 網野 栞 第一印象が良くなる!完全非対面型身だしなみ講座事業

5250 福岡県 レガーロパピロ オリジナルデザイン包装紙の通販強化でポストコロナを生き抜く
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5251 福岡県 Ｍａｒｕｒｕ オンラインによる新規事業形態で取り組む環境整備

5252 福岡県 ダイヤモンドムーン セルフエステサービスの導入

5253 福岡県 有限会社アートイン写観 4290802013159 日本一派手な振袖のEコマース事業

5254 福岡県 ブルーワークス株式会社 1290001088724 感染予防のためジム環境の整備とオンライン強化

5255 福岡県 和処ふくおか 現代風【和】のリラクゼーション提案用ホームページ制作

5256 福岡県 合同会社ＡＲＣＨ 9290003007427 プロブラミングツールを活用した非対面仕入強化事業

5257 福岡県 株式会社ピュアヘルス 7290001015994 WEBを活用した医療機関等へのコエンザイムQ10の拡販施策展

5258 福岡県 有限会社大山自動車整備工場 7290002036115 オンラインで簡単決済！車検・メンテナンスの事前決済サイト

5259 福岡県 ＬａＬａ Web予約・オンライン・キャッシュレスで新規既存客へ安心提供

5260 福岡県 いのうえ整骨院 STAT・LIPUS導入による若年顧客への新規顧客開拓事業

5261 福岡県 タコヤキナッピー 機会ロスを補うための機械導入とテイクアウトの更なる利用促進

5262 福岡県 花かがみ ECサイト機能付きホームページ作成による販路拡大

5263 福岡県 株式会社アムール 3290801027706 人気ハイブランドバッグ販売でインターネットの新販路を開拓！

5264 福岡県 ＣＯＬＯＲＦＵＬ ＥＳＴ 輸入商品販売の自社ECサイト販売化仕組み構築事業

5265 福岡県 アプロディーテ＆Ｃｏ．株式会社 8290001024193 オンラインセミナー及び動画配信コンテンツの環境整備

5266 福岡県 ケアフォーケアラーズ 完全非接触型オンラインカウンセリング、セミナーで新規顧客獲得

5267 福岡県 株式会社フラワーサポートＨＭ 1290001073206 「当社専用オンラインショップ」の構築による顧客拡大

5268 福岡県 株式会社Ｃａｐｏ 5290801026284 カフェの経営及びDIDI、フードパンダを利用した宅配

5269 福岡県 ＡＬＯ株式会社 7290801026209 民間配管工事受注のための新規Web戦略

5270 福岡県 株式会社ジェネヒスト 3290001091701 設計業務をテレワーク化で低感染リスクのための環境整備

5271 福岡県 株式会社ＡＥｄｅｓｉｇｎ建築設計事務所 4290001092392 WEBサイト構築で「人に寄り添う設計事務所」のブランディング

5272 福岡県 松本崇人 在留期限及びカードの更新日を管理できるアプリケーション開発

5273 福岡県 アイズ 美容室でできる簡単セルフ脱毛器の導入による新規集客活動

5274 福岡県 スマイリーダンシングスタジオ 大人向けオンラインレッスンの開講による新規顧客獲得と販路開拓

5275 福岡県 株式会社フキヤファミリー 8290001081383 昔懐かし駄菓子の卸売からオンライン小売への進出及びPR事業

5276 福岡県 株式会社マルコネクト 4290001086816 オンライン海外展示会による販路開拓および販売

5277 福岡県 Ｄｅｃｏｎｔｒａｃｔｅ LPの作成を行い、新たな非対面ビジネスモデルを形成する

5278 福岡県 ＭＴＪ株式会社 8250001017911 和牛D2C事業

5279 福岡県 Ｓｏｕｌ ｗｉｔｈ Ｂｏｄｙ 新規事業開始による商圏拡大と売上向上で経営基盤の安定化

5280 福岡県 たかみや文具店 外国人実習生・外国人留学生に向けた印鑑のネット販売事業

5281 福岡県 遊食くらぶ 糸島産野菜・果物の加工品の製造・開発とネット販売

5282 福岡県 株式会社アハヴィー化粧品 9290001011397 中国市場で安心安全な化粧品「クラスパトゥーア」の認知拡大

5283 福岡県 株式会社Ｈｏｌｉｓｔｉａ＆Ｃｏ． 2290001084276 感染を防ぎウェルビーイング商品のオンライン販売強化と売上拡大

5284 福岡県 シャン・ド・フルール株式会社 7290801023321 自社オリジナル商品の開発および新商材のＰＲ

5285 福岡県 ほぐし屋 希 待合所の増設と出張サービス強化による感染対策と売上の両立

5286 福岡県 福岡市南区つじたピアノ教室【ドルチェ】 感染のリスクを抑えた音楽特化型放課後デイサービス

5287 福岡県 アンドルーセン 工芸品、アート作品、など展示会やオンラインショップ開設

5288 福岡県 株式会社Ｃ＆Ｍ 2290001079292 オンラインSNS広告集客コンサルティング事業で売上回復！

5289 福岡県 ＦａｔａＩＧ ペット向けフード&雑貨の通販サイト構築

5290 福岡県 株式会社ＣＯＬＯＲ ＰＯＣＫＥＴ 9290001092561 おうち時間の充実化のためのボードゲーム開発事業

5291 福岡県 久留米大洋 オンラインレッスンで上達する室内シュミレーションゴルフ事業

5292 福岡県 ＰＩＣＫＹ キッチンカーでのテイクアウト販売

5293 福岡県 ＪＫＳ株式会社 6290001092795 モバイルオーダー導入！接触機会削減＆提供プロセス向上の実現！

5294 福岡県 おそうじ本舗福重店 光触媒抗菌コーティング導入計画

5295 福岡県 天神北整骨院 非対面モデルの周知、在宅ケアの促進で感染リスクを減らす

5296 福岡県 株式会社ティーイーエム 3290001059145 越境ＥＣ専用サイトの構築

5297 福岡県 ドマーニ コロナ禍のママをサポート！子育ての悩みに応えるサロン事業

5298 福岡県 有限会社吉永工務店 6290802025383 杭ナビ導入による土木工事のテレワーク化とICT化

5299 福岡県 株式会社ＦＡＣＴｅｒ 9290001071202 留学生向け動画配信コンテンツの環境整備

5300 福岡県 ティーアンドアイジャパン キッチンカーでの移動販売
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5301 福岡県 ＡｍｉＲｅ： オンラインサロン・ECサイトの展開で感染拡大を抑制する

5302 福岡県 有限会社大諒 5290002050398 アフターコロナも社会福祉士の健康セミナーができる事業

5303 福岡県 Ｌｅｙ株式会社 2290001093269 withコロナに適した半個室マンツーマンサロンのWEB集客

5304 福岡県 株式会社ＬＩＴＡ ＧＲＯＵＰ 7290001085278 セルフメディケーション製品の EC販売による健康サポート事業

5305 福岡県 プロトーク合同会社 3290803003647 新規立ち上げ起業・副業希望者向けオンラインスクール構築

5306 福岡県 スフィダンテ WEBとSNSで顧客の掘り起こしと新規顧客獲得で売上増加

5307 福岡県 ヘアー プロ ジール 自動シャンプー・個室化での少対面・少接触による接客

5308 福岡県 かつた接骨院 ミラーフィットを活用した非接触でのフィットネス導入

5309 福岡県 アートスタジオファン 高デザインスキルによるバックにつきHPとECサイトで販路拡大

5310 福岡県 エテルナヘアーホーム ご来店前からご帰宅後まで！ご安心いただける美容室作り！！

5311 福岡県 Ｃａｍｐｏ Ｌｉｎｄｏ，Ｊａｐａｎ 非接触式営業ツールの作成 (広告・ホームページ)

5312 福岡県 ｏｆｆｉｃｅ Ｌｅｅｎｅ 感染リスクを減らす為、商談・打ち合わせをオンラインで

5313 福岡県 開地恭子 動画を活用した自分ビジネスの自動化オンライン化サービスの展開

5314 福岡県 株式会社くじら 2290001086710 商談や打ち合わせのオンライン化で感染リスクを減らす

5315 福岡県 エーライフウェブ 高機能・低価格・スピード運営！【サブスク型】HPサービス

5316 福岡県 ｃａｆｅコットン 天神の真ん中でくつろぎの空間提供と感染防止の共存

5317 福岡県 クレサスインターナショナル web販売専用新ブランドによる非接触販売新事業立ち上げ事業

5318 福岡県 合同会社ＵМＡ 4290003011375 オンラインで気軽にできる補助金無料相談サイト構築

5319 福岡県 Ｌｉｎｏ合同会社 6290003009913 withコロナ時代の美容室オンライン衛生診断事業

5320 福岡県 はじめ司法書士事務所 非対面サービスへのビジネスモデル転換に伴う顧客開拓

5321 福岡県 株式会社ブルービージャパン 4290001092764 高齢者の歩行転倒リスクAI解析ソフト提案による新規顧客の開拓

5322 福岡県 株式会社クリアコーポレーション 3290001056480 抜群の立地で名物餃子を売りとした居酒屋で新事業進出

5323 福岡県 平嶋 多恵子 相談業務のオンライン化による顧客全国拡大と感染防止対策事業

5324 福岡県 株式会社伊藤通商 4290001030765 コンパクトなコンテナハウスでたこ焼き・茶スイーツの販売

5325 福岡県 株式会社九葉 2290001092774 事業（粉骨作業）の顧客獲得のためのＨＰ作成および広告

5326 福岡県 株式会社ＡｉｍＣｒｅｗ 1290801025117 サービスサイトの新規開設

5327 福岡県 株式会社ホットライト 7290001024616 抗菌生活空間・抗菌事業空間の非接触による営業を実現

5328 福岡県 税理士法人トライフォース 6290005018383 オンライン相談を主に誰もが税理士に相談しやすい環境の構築事業

5329 佐賀県 株式会社エム．アイ．ディ 4290001050359 WEB予約システム導入と自社ECサイト構築で非接触販路開拓

5330 佐賀県 渋田いちご園 自社ホームページとECサイトを構築し”白イチゴ”の販路開拓

5331 佐賀県 大宅自動車 オンラインカーコーティング相談＆決済サービス事業で売上拡大

5332 佐賀県 有限会社イーグルゴルフガーデン 8300002004424 非対面受付システム導入による来場促進事業の展開

5333 佐賀県 楽珍 対人接触機会減少と事業継続の両立のための店舗移転及び改装事業

5334 佐賀県 恵味香 新商品、本醸造「味香みかんワイン」で新規顧客の開拓獲得計画

5335 佐賀県 おみやげ村 ECサイト開設による、地元海産物の全国展開

5336 佐賀県 株式会社ワイズカンパニー 2290001085670 定額制サービスとHP・予約システム導入で新たな販路開拓。

5337 佐賀県 ふじやま進学ゼミ 高校生向けお勉強カフェ

5338 佐賀県 レストランこんでよか 地元の厳選した食材で作る「当店オリジナルのソース」の商品化

5339 佐賀県 冬山 焼き物の産地から発信 透かし彫りと”キラキラ”魅せ方で差別化

5340 佐賀県 株式会社ひだまり不動産 6300001008642 佐賀県ブランド”呼子イカ”お取寄新商品開発販売と感染防止徹底

5341 佐賀県 株式会社大坪装建 4300001009411 情報発信WEBサイトで販路拡大、非対面型営業の構築

5342 佐賀県 お食事処ひぜん 非接触型レジスター導入で接触機会の低減を目指す

5343 佐賀県 スナックくみ スナック営業から対人接触機会減少・事業継続に繋げる店舗転換策

5344 佐賀県 株式会社クロップス武雄レモングラス 3300001011319 レモングラスティーで地域振興 人目に付くサイトリニューアル

5345 佐賀県 みどりや茶舗 茶師お薦めの美味しいお茶の淹れ方で「佐賀ふるさと茶」を全国へ

5346 佐賀県 Ｅｓｔｈｅｔｉｃ ｂｒｉｇｈｔ 美容サロンの利用意向が高い佐賀県民の皆様へ動画でアプローチ！

5347 佐賀県 特定非営利活動法人ソシオの杜 5290005015373 オンラインによるソシオセラピスト養成講座の事業展開

5348 佐賀県 天下鳥ます唐津店 お客様と従業員の感染リスク軽減と作業効率性を図る精算機器導入

5349 佐賀県 有限会社東西古今 9300002008671 経営環境の変化に対応する新製品の開発と販売サイトの構築

5350 佐賀県 有限会社黒川運輸 9300002007772 ビデオ会議予約システムを実装したウェブサイトの活用
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5351 佐賀県 株式会社ＨＩＤＥＹＯＳＨＩ 4300001010146 佐賀牛を使ったハンバーガーショップのテイクアウト事業化

5352 佐賀県 東京竹八株式会社 1300001010669 ネット販売強化及び生産性向上のためのＥＣサイト再構築事業

5353 佐賀県 行政書士古川豊法務事務所 WEBのフル活用による業務の専門特化と潜在需要の掘り起こし

5354 佐賀県 株式会社伊総企 9300001010100 HP立ち上げにより接触を避けたWEBでの環境整備・事業拡大

5355 佐賀県 庄野土地家屋調査士事務所 ワンマン測量化による対人接触機会減少と事業継続の安定化

5356 佐賀県 株式会社エコアルファ 6300001008980 機材追加による作業員の密の回避・ＨＰによる事業紹介

5357 佐賀県 株式会社エデュブライト 3300001012440 非接触型のオンライン塾開設における塾ホームページでの集客

5358 ⾧崎県 寿司割烹 磯しん ウィズコロナに合わせた個食等メニュー開発と生産性向上設備導入

5359 ⾧崎県 民宿えび屋 売上回復に向けた新商品開発に伴う非接触型サービス事業の強化

5360 ⾧崎県 九州製核株式会社 2310001005262 廃棄貝殻を活用した、キャビア専用シェスプーン開発とネット販売

5361 ⾧崎県 天風 今までになかった冷凍ラーメンの自動販売機による非接触型販売

5362 ⾧崎県 株式会社ルヴァン 5310001011547 RPAツールにより営業生産性の向上、並びに情報伝達力強化

5363 ⾧崎県 むらお商店 キャッシュレス機能付自動精算機導入による対人接触機会減少策

5364 ⾧崎県 株式会社川上組 8310001010125 土木工事もＩＣＴ化の時代！弊社も他社に先駆けて導入します。

5365 ⾧崎県 古賀和彦 コロナ対策の徹底により、新規の販路（公共業務）開拓計画

5366 ⾧崎県 株式会社進成 3310001000758 ICT活用による対人接触機会削減と管理能力・売上向上計画

5367 ⾧崎県 有限会社神之浦組 3310002008916 建設業の対人接触機会を削減し、売上の向上計画

5368 ⾧崎県 みのるカフェ コーヒーの自家焙煎を行い自社のスイーツと共に新たな販路を作る

5369 ⾧崎県 ＵＭＩＮＥＣＯ 黒田5寸人参珈琲の製品化とテイクアウトで健康増進と地域おこし

5370 ⾧崎県 中山製茶園 生産体制見直しによる外注の内製化とECサイトでの販売強化

5371 ⾧崎県 ピュアーフードピュアーボディー 健康カウンセリング・予約等のオンライン化による販路拡大

5372 ⾧崎県 株式会社昇建 9310001004076 オンラインリフォーム相談＆施工で感染リスク抑止と売上回復！

5373 ⾧崎県 おにぎり工房ばってん テイクアウトサービスの拡充と対人接触機会減少の両立

5374 ⾧崎県 中原土木株式会社 9310001008250 先端技術の導入による対人接触を回避し、利益率を向上させる

5375 ⾧崎県 からだ整体 ココにしかない美容メニュー提供とオンライン自宅ケアの無料配信

5376 ⾧崎県 スタジオ エミィ 婦人服のネット通販で全国展開・認知度UPで売上回復を目指す

5377 ⾧崎県 株式会社東昇興産 6310001003642 デジタル化による対人接触削減により、経営の安定化を目指す

5378 ⾧崎県 筋膜整体だんだん 新規店舗出店によるコロナ対策と顧客収容数の増加計画

5379 ⾧崎県 株式会社山下南風 3310001016762 山下南風グッズのネット通販による新規顧客開拓と売上回復を実現

5380 ⾧崎県 最善屋 ⾧崎薬草オリジナルブレンドのネット通販による販路拡大

5381 ⾧崎県 合同会社アベリア西海 1310003003505 スーパーフード食用コオロギを食材としたテイクアウト事業の開始

5382 ⾧崎県 自然と暮らす ぐりーん 対人接触機会減少と販路拡大の為のEC機能付きホームページ構築

5383 ⾧崎県 千成総業株式会社 9310001005603 テイクアウト専門店への業態転換に伴う販路拡大事業

5384 ⾧崎県 きれいなおへや 販路開拓に繋がるオンラインサービス開始および収益率向上の実現

5385 ⾧崎県 有限会社セキュリティヨシダ 8310002010487 セキュリティをより身近に 不安と犯罪の減少化を図る広報事業

5386 ⾧崎県 ビバボーイ ⾧崎県初の「メンズセルフ脱毛専門店」の出店！

5387 ⾧崎県 からだラボＭＡＴＳＵＳＨＩＭＡＤＯ リベンジ脱毛による売上アップ及び対人接触機会ダウン

5388 ⾧崎県 フラワーショップ風花 ポストコロナを踏まえた花の宅配と移動販売

5389 ⾧崎県 ランプ 密を回避する席間隔を確保して居心地の良さを提供

5390 ⾧崎県 ＭＣ Ａｃｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ⾧崎初！フリーアナウンサーによるオンライン面接対策事業

5391 ⾧崎県 株式会社ＫＳＫ 7310001016081 ヴィーガン食品の普及を目的とした開発、製造、販売の展開

5392 ⾧崎県 柴原寫眞 フォトウェディングのためのスタジオ改装・宣伝

5393 ⾧崎県 有限会社塚ちゃん雲仙たまご村 3310002018015 至高の朝食を実現！雲仙たまごT K G（卵かけご飯）販路開拓

5394 ⾧崎県 ｐｒｉｖａｔｅ ｎａｉｌ ｓａｌｏｎ ＪＵＮ 動画やSNS等を活用した非対面型総合オンラインネイルスクール

5395 ⾧崎県 株式会社亜細亜商店 6310001009557 【IoT-R活用による新しいビジネス様式】  非対面型ビジネ

5396 ⾧崎県 ＬＯＶＥＲＡＴＯＲＹ ⾧崎初の予約制マーダーミステリーとボードゲーム専門店の開業

5397 ⾧崎県 ダブルティーピーコープ ECサイトを使うホームページの開設

5398 ⾧崎県 宮下清次郎 ⾧崎県認定特別栽培米及び特別栽培「宮トマト」のEC販売

5399 熊本県 祐菓子 非接触販売を実現する自動販売機によるスイーツ販売で売上拡大

5400 熊本県 熊本食堂スタンドおやま 名物ジャンボ焼売を冷凍自動販売機にて販売し新たに収益確保する
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5401 熊本県 合同会社松永商店 1330003008097 コロナ禍に攻める！キッチンカー＆カーゴバイクの移動販売事業

5402 熊本県 きまぐれ家 キッチンカーによる営業販売の開始及び広告宣伝活動

5403 熊本県 株式会社テラス 1330001026019 美容室の生き残りをかけた新たな顧客ニーズ開拓事業

5404 熊本県 味の里 セルフオーダー導入と客室の個室化及び換気強化で感染症対策

5405 熊本県 懐水集 低感染型テイクアウト専門店展開・地場産惣菜饅頭による販路拡大

5406 熊本県 ＲａｉｎｂｏｗＬａｂｅｌ オンラインダンス教室事業で低感染リスク型ビジネスを実現する

5407 熊本県 ＢＩＧＭＡＭＡ ＧＯＮ 薪式窯搭載のキッチンカーで本格ピザを販売、売上向上を図る

5408 熊本県 株式会社アイプラントファーム 1330001011251 電動ハンドリフト導入による低感染リスク型加工プロセス導入事業

5409 熊本県 合同会社北印度会社 7330003004693 ひご野菜コロッケをネット通販で全国へ届けます！大作戦

5410 熊本県 有限会社ふくずみ 5330002028984 非対面型スマホオーダーシステム導入によるコロナ感染対策事業

5411 熊本県 ケイタ 日常が非日常に  Keitaの「おうちdeレストラン」

5412 熊本県 有限会社のだ・香季園 7330002016731 感染リスクの低減と省労力化による販売経営力基盤強化

5413 熊本県 五右衛門フーズ熊本店 熊本産「馬レバ刺し・馬刺し」のネット通販＆PR動画で売上拡大

5414 熊本県 森都自動車株式会社 6330001002287 オンラインシステム導入による販路拡大と換気設備の強化

5415 熊本県 フラッグス株式会社 3330001019482 「乾燥スライスガリ」の開発及びECサイト活用した事業展開

5416 熊本県 ワイスタジオ レンタルポジと額装写真の非接触型販売を行う為のECサイト制作

5417 熊本県 有限会社五郎八 4330002004152 卓上注文機器の導入によるサービス向上と通販事業での販路拡大

5418 熊本県 荒木写真館 ドローンでの非対面型撮影サービス実施による新たな販路開拓事業

5419 熊本県 株式会社ＩＤＥＡコーポレーション 7330001021162 焼き芋スイーツの商品パッケージ制作と宣伝広告による売上増加

5420 熊本県 エムズコーポレーション SNSを活用した広告と非対面営業事業

5421 熊本県 湖東ティーハウス 食事提供がある高評価民泊の対人非接触化による顧客獲得事業

5422 熊本県 有限会社九州エネルギーシステム 6330002015172 太陽光発電・蓄電池設置の非対面相談で感染リスク抑止＆売上拡大

5423 熊本県 とり國 SNS活用通販・自販機事業を開始して低感染リスク型事業の実現

5424 熊本県 瀬戸屋 【瀬戸口恭平】オンラインショップ開設による売上増加事業

5425 熊本県 ストレンジフルーツ ECサイト、テイクアウト店舗事業開始による販路拡大

5426 熊本県 株式会社京成不動産 7330001018571 契約の電子化と店舗の個室化で安心した住まい探しを提供

5427 熊本県 株式会社ナカモト建工 2330001015573 地域にライフスタイルを提案する規格住宅システムの導入

5428 熊本県 キッチンＪＩーＴＯ・ＢＡーＴＯ 居酒屋からお弁当の店への移行と移転事業

5429 熊本県 宮村山業株式会社 5330001024968 ポストコロナを生き抜く為、新サービスEC販売を開始する！

5430 熊本県 グリーンファーム矢部 組合せ計量器導入による小分け作業の接触改善

5431 熊本県 有限会社まつやま 1330002030548 廃棄される食品を商品に素敵に消費！新商品開発事業

5432 熊本県 とみ一 ECサイトを通じたインターネット販売で新規顧客獲得

5433 熊本県 楽心会心学塾 「無敵の経営」オンデマンドでいつでもどこでも、いつまでも配信

5434 熊本県 株式会社アグリヘッド 8330001025154 乾燥野菜を使用した商品のブランディングとEC事業の開始

5435 熊本県 有限会社フジタタミ 6330002026780 畳利用促進へのリモート販路拡大と日本伝統文化再発見の相乗展開

5436 熊本県 株式会社Ｈ＆Ｒ Ｎｕｍｂｅｒ８ 2330001021712 セルフオーダーシステム導入による安心、安全のサービス提供

5437 熊本県 杉野淡水 鮎のキッチンカーでの販売計画

5438 熊本県 和心料理やまぐち SNS活用と新機材導入により低感染リスク型ビジネスを実現する

5439 熊本県 合資会社壽福酒造場 3330003004177 「情報発信」と「買いやすい仕組み」で売上と収益アップ

5440 熊本県 山海丸 豚足のテークアウト販売による対人接触機会減少と家飲みの推進

5441 熊本県 焼場二丁目 焼き鳥の真空パック販売による非対面型ビジネスモデルへの転換

5442 熊本県 ニュー天花 真空包装でお店の味を食卓に！設備導入で販路拡大・利便性向上

5443 熊本県 カームバーン ECサイトと移動販売車を活用したウィズコロナ経営戦略

5444 熊本県 合同会社くまもとフードプロジェクト 7330003006822 大人気焼き鳥店のキッチンカー型移動販売参入事業

5445 熊本県 井上英一税理士事務所 非対面での補助金申請サポート事業とSNSを使った事業の告知

5446 熊本県 有限会社新辰巳 7330002030963 テイクアウト・外販・通販事業の販売強化による新たな顧客獲得

5447 熊本県 リスペクト アフターコロナも見据えたオンライン配信サービスへの取り組み

5448 熊本県 藤家 美味しいテイクアウトピザで皆を笑顔に！V字回復事業

5449 熊本県 白のハコ 宣伝キッチンカーによる広告及び販売拡大事業

5450 熊本県 シーカーズ ランド アンド シー テイクアウト型への移行に伴う調理スペースの拡張
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5451 熊本県 熊本賃貸ネット株式会社 6330001010694 賃貸仲介を非対面で行うための自社WEBサイト構築事業

5452 熊本県 訪問診療まどかペットクリニック コロナで生まれたニーズに合わせた往診専門ペットクリニック事業

5453 熊本県 株式会社ホープ建設コンサルタント 6330001004218 オンラインツールを活用した不動産売買・賃貸システムの導入

5454 熊本県 ＬＩＺ ＧＲＡＰＨＩＣ スムーズな商談のための自社HPへの自動見積機能追加

5455 熊本県 株式会社Ｆａｉｒｆａｘ 5330001028713 オンラインでのトレーニング指導による非対面型サービスの提供

5456 熊本県 有限会社林酒店 7330002008423 ECサイトと非接触デリバリーサービスの新規構築による販路開拓

5457 熊本県 株式会社ＳＫｎｅｔ 3330001024474 ECサイトを活用したオンラインでの「テレクラウド」販売事業

5458 熊本県 タタミの愛甲 作業効率化設備の導入による対人触機会の低減と商品開発への取組

5459 熊本県 有限会社ルーフクリエイト 6330002011485 感染リスクを低減するオンラインシステムを活用した新規顧客開拓

5460 熊本県 マルナカベジタス株式会社 6330001021345 ECサイト構築による熊本県産青果物の販売＆新規販路拡大

5461 熊本県 よしだクリーニング クリーニング受付ボックスを活用した非対面での販路拡大事業

5462 熊本県 光の森ミコト工房 皮革製品メンテナンスのオンライン受付による新たな販路開拓

5463 熊本県 穀物屋総本店シリアルヤ 今カフェ！スローフードをテイクアウトで提供！！

5464 熊本県 株式会社ウェルビー 2330001028328 高齢者向け住宅の非対面型内覧・入居依頼システムの構築

5465 熊本県 有限会社鶴田農園 1330002021860 コロナ対策の非接触販売推進と健康志向を意識した新商品開発

5466 熊本県 株式会社ＡＲＯ 8330001006922 ショート動画とHPを活用した非接触営業スタイルの構築

5467 熊本県 洋食処ブロスカネコ カウンター機能強化で感染防止対策と来店客増加を両立！

5468 熊本県 田口和代 窯元によるオンライン個展開催と英語サイトによる販路開拓！

5469 熊本県 若宮不動産 自社 HP 新設によるオンライン内見・商談等、非対面販路開拓

5470 熊本県 株式会社ヴィレッジＭｔ 8330001010148 感染症対策万全のカフェバー開店で売上拡大と地域の拠り所づくり

5471 熊本県 トラス 自社ECサイト作成によるブランディング及び販路開拓

5472 熊本県 エスアシスト合同会社 7330003007903 多言語対応ホームページ作成による非対面型ビジネスモデルの構築

5473 熊本県 あさぎりせいりゅう 接触機会のないネット販売を拡充する為の冷凍保存庫の設置

5474 熊本県 合資会社おく村 5330003001783 水前寺のり配合梅酒の開発、PR 及びテイクアウト販売事業!

5475 熊本県 合資会社お茶の三翠園 3330003004152 お茶の三翆園ホームページリニューアル

5476 熊本県 トータルサロンエムアンドエル セルフ脱毛器導入により対人接触の減少と事業継続を両立させる。

5477 熊本県 海人丸 キッチンカーによる廃棄魚を活用したSDGsの取組

5478 熊本県 ＯＮＥ ＰＬＵＳ ＯＮＥ オンライン販売を円滑化するためのスタジオ型店舗への改装

5479 熊本県 あしたの城 四国の郷土料理 骨付鳥の卸売り販売による販路開拓プロジェクト

5480 熊本県 有限会社オートケア小島 4330002021503 Wifi機能診断機導入で非接触の車両販売及び修理で顧客満足

5481 熊本県 サウンドナビプロ パッケージ商品のリモート商談で低感染リスク型ビジネスを実現

5482 熊本県 熊本芸能社 対人接触機会の減少を目的としたホームページでの弁当販売事業

5483 熊本県 株式会社やすらぎ住建 7330002000280 ＩCT建機事業の幅広い展開のための広告強化事業

5484 熊本県 球磨焼酎ト球磨ノ食 開 地元産の果物を使った新商品で観光客に笑顔と思い出を！事業

5485 熊本県 赤塚智哉税理士事務所 大家さん向けオンライン相続相談サービスの展開

5486 熊本県 株式会社父娘庵 9330001025731 テイクアウトデリバリー&通販に特化した定食屋販売業

5487 熊本県 株式会社北熊 3330001016538 券売機を使った販売促進で顧客数増を図って売上獲得

5488 熊本県 ｏｒｉｇａｍｉ株式会社 6330001025684 ポストコロナのオンラインセミナー配信プラットフォーム構築

5489 熊本県 ドッツサウンド レコーディングスタジオのブース増設の為、既存の車庫改修

5490 熊本県 ヤングサロンコバベヤ 対人接触機会減少を目的とした自社サイトでの芸人グッズ販売事業

5491 熊本県 株式会社塩﨑丸孝園 6330001013375 ＥＣサイトの構築による売上増加で「いっしっし」計画

5492 熊本県 合同会社リユース 3330003005555 ダイエットを必ず成功させたい方へ！オンラインフィットネスジム

5493 熊本県 ＳＹＬＰＨ 「買ったけど着ない」をなくすオリジナルインナーとリメイク事業

5494 熊本県 五橋苑 高齢者等が気軽に食事するための部屋食対応

5495 熊本県 有限会社インテリア吉永 7330002024263 インテリア・カーテンの商品をオンラインで購入できるEC事業の

5496 熊本県 永山建築 建築作業現場の対人接触機会減少による感染症対策と作業効率化

5497 熊本県 Ｙｅｓコーポレーション有限会社 1330002013800 売上改善のため、ECサイトを含む商品販売を主とするHPの作成

5498 熊本県 歌屋山本けい音楽事務所 幅広い顧客層に対応したライブ配信サービスの構築による販路拡

5499 熊本県 イーアイシー 新オンラインレッスンの導入と動画配信サービスの提供の集客構築

5500 熊本県 Ｗａｋｋａ キャンプ施設追加事業
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5501 熊本県 ロケリバ 他にない機能性のあるアパレル衣料の移動販売による事業拡大。

5502 熊本県 株式会社ゆめ花工房 6330001009869 非対面型注文機能HP構築と来店スペース改修による販路拡大

5503 熊本県 マツモトショクドウ 新規開店！テイクアウト型店舗への改修事業

5504 熊本県 ＣＨＩＹＯＣＯＴＴＯ コロナに適応したサービス内容の拡充及び情報発信

5505 熊本県 ホームレメディ熊本 自宅から受講！オンライン講座新設および特集ページ制作

5506 熊本県 アトリエＧｒｅｅｎ Ｓｅａ 来店不要！！気軽におうちでショッピング

5507 熊本県 有限会社敬商 3330002006414 高糖度果物、高品質野菜に特化したECサイトの構築

5508 熊本県 美来株式会社 7330001027531 オンラインにて見積決済までの住宅設備工事販路拡大事業

5509 熊本県 ブレイクスル株式会社 4180001109752 リモート婚活サービスの実施による地域活性化事業

5510 熊本県 まごころサービス球磨営業所 キッチンカー導入による感染防止対策と販路拡大

5511 熊本県 文月 伝統色と家紋のグッズ作成と海外を見据えたECショップの構築

5512 熊本県 白水づくし 感染防止対策とテイクアウト事業参入による事業拡大

5513 熊本県 有限会社さんふらわあ 7330002004645 更年期女性の悩みを解決する温活型セルフエステ事業で売上アップ

5514 熊本県 公務員専門ＦＰ事務所 eラーニング導入による非接触型オンライン講座の開発

5515 熊本県 ヘアーデザインリラクゼーション ルプラス コロナ禍でもお客様に必要とされる店作りとセルフ脱毛で売上拡大

5516 熊本県 株式会社東宝 3330001016505 非対面による営業を確立する為のホームページのリニューアル

5517 熊本県 プレタポルテ＆リアージュ 低感染リスクの為の座席の個室化と美容健康商材の通信販売化事業

5518 熊本県 クロッカス 商品１点から登録できるオンラインショッピングモールの構築

5519 熊本県 ベース 地元産の果実のみを使用したジュース等のテイクアウト販売

5520 熊本県 株式会社Ｔｈｒｅｅ Ｅｉｇｈｔ 8330001028099 非対面型WEB会議システム導入サイト構築による新事業化

5521 熊本県 Ｆスタサロン セルフメニュー開発とリモートカウンセリングによる新規顧客獲得

5522 熊本県 やきとり五右衛門／五右衛門フーズ 熊本産「馬レバ刺し」の PR 動画＆オンライン通販事業

5523 熊本県 雑貨カフェバンブービレッジ 高齢者向け配食サービスの拡充と感染症対策のための施設改修

5524 熊本県 ライフサポートＫＩＺＵＫＩ 店舗改装及びオンラインレッスン・予約システムの構築

5525 熊本県 株式会社プレシード 2330001025837 新規顧客獲得のため新規ホームページ作成

5526 熊本県 株式会社ソゥ・グッド・シーヅ 5330001022501 新くまもとのお土産品開発及びEC事業！

5527 熊本県 Ｄｉｎｉｎｇ ＳＯＬ 新商品のテイクアウト販売の為の新たなキッチンカー導入事業

5528 熊本県 ことみ塾 生徒も保護者も安心して通える塾環境改善事業

5529 熊本県 スパイスマーケット SNSを活用したオンラインマーケティングとECサイト構築

5530 熊本県 有限会社ＳＴＡＲ 1330002015516 ポストコロナに向けたライブ配信事業への本格参入

5531 熊本県 イズランドヘアー 時短メニューの導入と密を避けた環境作り及びその告知HP作成

5532 熊本県 株式会社出野 5330001009085 自社開発「熊本有明海産海苔製品」のECによる全国への販路開拓

5533 熊本県 ジョアマンヘアー 感染症対策のための店舗改装とオンラインカウンセリングの提供

5534 熊本県 グレートコーヒーアツ コーヒー豆の自家焙煎とネット販売

5535 熊本県 阿蘇オーガニック・トスカーナ株式会社 6330001017896 非対面型「健康的な食生活に関する講座とEC」新規事業

5536 熊本県 Ｓａｌｏｎ ｄｅ Ｒｕｐｏ 感染対策を施した店舗で美容と脱毛、コロナ禍に負けない創業！

5537 熊本県 株式会社Ｎｅｗ Ｇａｔｅ 4330001029010 免疫力アップ！「玄米おむすび」で日本を元気に

5538 熊本県 メイカーズ株式会社 8330001023967 訪問型モデルハウス作成

5539 熊本県 ＡＬＯＨＡ＋ 熊本の馬肉専門店がつくる馬肉餃子と馬肉饅頭の販路拡大戦略

5540 熊本県 株式会社木村写真館 2330001019723 キャンピングカーでめぐるドローン空撮を含めた感染防止屋外撮影

5541 熊本県 株式会社Ｄｒｅｓｓｉｎｇ 4330001023467 新ヘッドスパサービスによる顧客ニーズ獲得と新規顧客の獲得

5542 熊本県 株式会社バランスネットワーク 3330001017882 ポストコロナに向けた事務代行サービス普及のための広報活動

5543 熊本県 合同会社Ｍ．トルテュ 9330003008247 非対面ビジネスモデル構築で新規マーケット新規顧客販路拡大事業

5544 熊本県 株式会社ＲＡＤＩＡＮＴ 6330001019265 Instagram集客とZoomオンライン問い合わせサービス

5545 大分県 カンパーニャ 田舎の人気パン屋のこだわり冷凍パンの開発による新規顧客獲得

5546 大分県 有限会社五衛門 2320002010310 ECサイトによる通販事業を立ち上げＶ字回復

5547 大分県 有限会社ヒラモト 2320002012199 団体客向けから家族連れ向けの個室店舗に改装する販路拡大事業

5548 大分県 あいすファクトリー 自然素材の実用Ｔシャツをネットショップ開設により非対面販売

5549 大分県 シーテラスめるへん 喫茶店が取り組む客席個室化と相乗効果による販路開拓

5550 大分県 株式会社緑加オンワード 7320001017483 土木・造園技術を活かしたキャンプギア開発・販売
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5551 大分県 有限会社肉のぶんご 4320002012032 地元もネットもお肉はぶんご！新商品とＥＣサイトによる販路拡大

5552 大分県 株式会社Ｊ．ＹＯＭＡＲＩＫＡ 3320001004592 アフターコロナでの非接触型／サブスク型エステの開発

5553 大分県 有限会社カードクター・フカミ 6320002019109 待たせない・会わせない 車両サービスを提供するネット予約シス

5554 大分県 王華 中華弁当のデリバリー販売事業への参入

5555 大分県 有限会社肉のかなおか 5320002014556 セルフレジの導入により感染予防対策と作業の効率化を図る！

5556 大分県 株式会社ふるさと館 1320001013678 作業の省力化を図り新たな作物で地域をよみがえらせる

5557 大分県 ＪＯＩＮ合同会社 9320003003356 地域の魅力を再発掘！SNSを活用したご当地ECサイトの開設

5558 大分県 ｎｉｊｉｉｒｏ 親子コーデを活用したオンライン相談およびECサイト販売事業

5559 大分県 有限会社川合工務店 7320002016550 withコロナ時代の新生活様式モデルハウスの展示

5560 大分県 かねちょう 和装婚礼衣装のネットレンタル・リース業及び撮影事業の展開

5561 大分県 食楽酒房 遊 ゆとり 非接触販売への挑戦！大分県特産品を用いた新商品販売！

5562 大分県 飯田高原観光株式会社 1320001010287 大自然で食事を楽しんでもらうためのテイクアウト新メニュー開発

5563 大分県 有限会社タケダ 3320002004294 テレワークブース設置で感染リスク低減と多様な働き方への対応

5564 大分県 ふくばこ蕎麦店 地獄蒸焼売の開発・地獄蒸デザートアイスの開発・販路開拓

5565 大分県 合同会社ビートエージェンシー 3320003001737 無観客イベントのオンライン配信と大型ビジョンによる広報強化

5566 大分県 有限会社⾧野看板店 6320202000363 新型印刷機導入による生産性向上、看板事業以外への展開

5567 大分県 木津製パン Ｅ−Ｂｒｅａｄ 冷凍装置導入による製造量強化とネット販売強化、新商品開発

5568 大分県 有限会社ヴイ・エフカンパニー 4320002007998 ダイエット商品のオンライン販売とオンラインダイエットサポート

5569 大分県 有限会社はし萬商店 4320002019688 オンライン相談体制の構築による非接触型ビジネスモデルへの転換

5570 大分県 ケーズモーター オンライン決済可能なカーコーティング施工パックで売上拡大！

5571 大分県 花えん WEB販売による販路拡大のためのECサイト構築

5572 大分県 のり平 テイクアウト事業拡大による新規顧客獲得とその為店舗改修

5573 大分県 ｈａｉｒ Ｅｖｅｒｉｅｓ 対人接触機会を減らす美容室設計と認知拡大のための施策

5574 大分県 Ｌｏｖｅ ｃｌａｉｒｅ 非対面販売対応のHP制作と新事業オンライン教室で売上アップ

5575 大分県 サロンエムアンドエイチ 美容機器を用いたセルフエステ及びオンラインカウンセリング事業

5576 大分県 株式会社ＭＯＶＡＬＩＮ 2320001018676 バングラデシュ製高品質ビジネスバッグの国内&越境EC販売

5577 大分県 カボスカンパニー ECサイト構築でかぼすの全国展開による販路拡大、業務DX化

5578 大分県 食通 七福 コロナ禍における安心の非接触型自動販売機の新規売上拡大事業

5579 大分県 とことわ 移動販売車を活用した新たな販売方法の確立

5580 大分県 三笘鉄工 コロナ渦のペット需要に向けたオンラインペットショップ開設事業

5581 大分県 ｄｅｓｉｇｎ ＨＩＮＯＫＩＭＯＴＯ オリジナルのら着の販売事業

5582 大分県 松家うどん 生産性を向上して売り上げ向上のため、釣り銭レジの導入事業

5583 大分県 株式会社ガーディアン商事 7320001016642 “Look Up PLAZA”ブランディングとEC販売事業

5584 大分県 みろく ホームページの新規製作と事業のオンライン化

5585 大分県 エスモデザイン ドッグラン増設による感染防止対策と新規顧客獲得

5586 大分県 優輪株式会社 9320001015320 オリジナルアロマ開発とオンラインカウンセリングで売上アップ

5587 大分県 フェテイル オンライン動画配信と新サービス提供ツール構築による新事業展開

5588 大分県 人形工房かじか ツーリング客などに対応した駐車場整備と1箇所集中の受付の解消

5589 宮崎県 ベンガ ベンガ 完全個室で安心！さらに新たな販売機会の創出

5590 宮崎県 喫茶この花 高千穂牛ローストビーフの冷凍商品化による販路開拓事業

5591 宮崎県 株式会社智恵丸 9350001015482 店舗増築による「刺身」テイクアウト開始事業

5592 宮崎県 五峰窯 調理場改修及び手洗い場設置によるテイクアウト販売強化事業

5593 宮崎県 丸一株式会社 5350001007005 オープンエア―テラスカウンターで豊かな日向時間を

5594 宮崎県 株式会社保険のタッグ 5350001013721 女性向けのマネーセミナー塾運営と工務店と提携で新販路開拓

5595 宮崎県 株式会社ｍｉｙｏｓｈｉ 4350001014200 お家で簡単、もつ鍋テイクアウト事業

5596 宮崎県 ＲＩＫ株式会社 8350001015896 有形文化財テラス席で低リスク薪ストーブクッキング体験

5597 宮崎県 ＤＡＮＣＥ ＳＴＵＤＩＯ ＥＬＥＭＥＮＴ 感染リスク低減のためのオンラインダンスレッスンの取り組み

5598 宮崎県 ルフナリゼ コロナに負けない！テイクアウト通販対応の夢のお菓子工房

5599 宮崎県 有限会社洋康青果 2350002005142 ホームページで注文できる女性が喜ぶミニフルーツタルト事業

5600 宮崎県 Ｎʼｆｏｒ株式会社 3350001015728 サスティナブルなフィットネスウェアのオンライン販売
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5601 宮崎県 中島 みのり バルーン販売HP作成とイベント出展用感染防止対策

5602 宮崎県 ラ・フューユ 自力整体オンラインレッスンの本格導入及び業務効率化

5603 宮崎県 Ｍａｙｕｇａｒｄｅｎ ECサイト楽天市場への出店による新たな販路開拓と顧客獲得事業

5604 宮崎県 株式会社Ｓａｍ＆Ａｎｎ．ＣＯ 6350001013654 少人数来店の受入れ強化による対人接触の軽減、客席稼働率の改善

5605 宮崎県 水菓子屋 三密回避を兼ねたブランド強化の為の野外飲食スペース整備事業

5606 宮崎県 旬食工房きよし 宮崎県産鶏肉メニューによる新規テイクアウト売上回復事業

5607 宮崎県 ＡＹＡ‐ＨＩＭＵＣＡ 健康食品主力3商品のＰＢ販売とネットショップ構築

5608 宮崎県 本格辛麺二七家本店 キッチンカーによる新規顧客獲得事業

5609 宮崎県 ベーカリーことり 非接触型販売体制導入とECサイトへの販路拡張

5610 宮崎県 ＡｏｓｈｉｍａＣｒｅｐｅ昭和町店 キッチンカー(移動販売)で新メニューの提供と新規顧客開拓

5611 宮崎県 牛商丑力株式会社 5350001014422 ウィズコロナを意識した牛肉のネット通販事業の展開

5612 宮崎県 ヘアーファイス カラーバー 顧客同士の対人接触機会を減少させ安心感を高める為の環境整備

5613 宮崎県 ザッカアンドハンドメイド リリーナ オリジナルデータプリントサービスの提供による販路拡大

5614 宮崎県 有限会社やません 8350002018477 テイクアウト需要に対応するための貯蔵設備と揚げ物設備の導入

5615 宮崎県 脱毛サロンうさぎ 施術時間短縮による感染リスク軽減と広報による新規顧客開拓

5616 宮崎県 行政書士 中島事務所 建設業許認可獲得に向けた業務特化型ホームページによる広告宣伝

5617 宮崎県 株式会社こしかけ企画 6350001017143 少人数・プライベート空間で腰から体をメンテナンス＠鎌倉

5618 宮崎県 ワンワンコーヒー 売上確保とランチサービス提供のためのキッチンカー導入

5619 宮崎県 合同会社Ｋａｚｕｅ Ｄｅｓｉｇｎ 4350003003481 海外向けデジタルコンテンツ販売事業及び物販の販路拡大について

5620 宮崎県 整体院あやめ オンライン診療およびセルフホワイトニングサービスPR事業

5621 宮崎県 シルクエイド ジャパンヨガプロジェクトによる屋外レッスンの推進

5622 宮崎県 リュサイトストア 業務用高性能美容機器の一般消費者向けオンライン販売

5623 宮崎県 外山昇店株式会社 2350001016966 ECサイトを活用した販路拡大

5624 宮崎県 株式会社平太酒類販売 5350001007806 ネットショップ開設とチラシ配布等による非対面売上増加事業

5625 宮崎県 南崎茶業株式会社常緑園 5350001008317 自社ホームページ・販売サイトの作成

5626 宮崎県 グリーンコーヒーショップウェルネス キッチンカーを用いたグリーンコーヒー販路の拡大計画

5627 宮崎県 Ｂｅｅ Ｈａｐｐｙ HPサイト・PR動画作成とアトリエ内コロナウイルス感染予防対

5628 宮崎県 大山食品株式会社 2350001004129 一気通貫を目指す。自社ECサイトを利用しやすい販促物の作成。

5629 宮崎県 Ｌｉｍｙ webサイト制作による広告宣伝とオンラインサービスの開始

5630 宮崎県 有限会社木場商事 7350002014155 コロナウイルスによる影響での事業形態の変化

5631 宮崎県 有限会社アイネット 1350002006281 クラウドの情報共有ボックスを利用した顧客との接点強化

5632 宮崎県 ユーアンドミークリエイト株式会社 2350001011125 ＷＥＬＢＯＸ活用によるインターネット営業比率の向上

5633 宮崎県 株式会社中央住建 7350001007663 ECサイトを活用した販路拡大

5634 鹿児島県 スピードキングスタジオ キッチンカーによる移動販売と鹿児島の若手芸術家を応援する事業

5635 鹿児島県 有限会社カーササローネ伊太利亜 9340002023444 イタリアントレーラーで地域を盛り上げ活気と健康を届ける事業

5636 鹿児島県 薩摩本陣株式会社 8340001001906 パンフレット作成、HPリニューアルで弁当、仕出し、通販の強化

5637 鹿児島県 合同会社ＴＫ 2340003001810 人気逸品料理とスウィーツのキッチンカーによる移動販売への挑戦

5638 鹿児島県 株式会社モダン薩摩 8340001006979 ECサイト開設と体験動画の公開による新規ビジネス

5639 鹿児島県 株式会社カンダイ 5340001015487 自宅でカンタン！水道屋さんが厳選した「お手軽修理キット」販売

5640 鹿児島県 株式会社梅北 4340001021115 弊社洋菓子の冷蔵宅配事業の開始による販路開拓

5641 鹿児島県 小料理ひろ 当店の“うんまかもん”を自宅で！～本格黒豚料理を味わおう～

5642 鹿児島県 有限会社瀬里奈 4340002020958 対人接触機会減少新ビジネス「おうちで瀬里奈」

5643 鹿児島県 株式会社ＴＳグループ 4340001005786 コロナ禍に対応した非対面・非接触型による取組みの周知

5644 鹿児島県 有限会社はしぐち 3340002026221 ＥＣサイト構築による寝具・ベッド・マットレスの非対面販売強化

5645 鹿児島県 株式会社Ｆ・ｃａｒｎｅ 6340001023299 ＥＣサイト開設により通販事業 全国の新規顧客の獲得

5646 鹿児島県 屋久島ヴィータキッチン 屋久島産ジビエ鹿肉、おからで犬のごはん開発とネット販売構築

5647 鹿児島県 株式会社大野商会 4340001010547 黒糖焼酎セットのECサイト販売による新販路開拓事業

5648 鹿児島県 イズムリカフェ ECショップ構築による非接触型ビジネスの導入事業

5649 鹿児島県 ｈａｒｕ キッチンカーの導入による販路開拓事業

5650 鹿児島県 キッチン虎太郎 店内改装でお客様同士・従業員の接触機会と感染リスクの低減対策
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5651 鹿児島県 ヘアアンドメイク エクスクルシブ グリーン 接触人数を減らす個室化とトータルビューティサービスの提供

5652 鹿児島県 有限会社伊集院物産 2340002000458 ホームページ・ショッピングサイトサイト、ＳＮＳページ作成

5653 鹿児島県 かこの小包 カゴシマクラフトティー - かごしま旅するティースタンド –

5654 鹿児島県 株式会社ＣＡＳＴＡＮＯ 5340001023127 ジェラート、コーヒーのテイクアウト店で地元顧客の増加計画

5655 鹿児島県 株式会社クベル 2340001023963 ECサイトの開設による商品・地域の認知度向上計画

5656 鹿児島県 ほほえみネット不動産株式会社 3340001006331 不動産売買業務の進出と不動産オンライン接客の実施

5657 鹿児島県 有限会社グレイスコレクションズ 1340002003486 ネット販売の開始による新規顧客の獲得

5658 鹿児島県 株式会社Ｓ．Ｉ．コンサルティング 1340001023089 コロナ感染症対策構築事業

5659 鹿児島県 漢方のサカモト EC機能付きHPの大幅リニューアルによる全国の顧客獲得

5660 鹿児島県 内倉 非対面受付システム導入で安心度も売上もアップ

5661 鹿児島県 有限会社山下酒店 8340002014262 インターネットを活用した酒が繋げる人との御縁

5662 鹿児島県 まさだ商事株式会社 2340001022206 無人販売店舗でチャコばあの想いと健康を餃子で届ける事業

5663 鹿児島県 株式会社ＧＫアド・ハウス 1340001005847 Ｊログ工法で建つミニログハウスのＷＥＢサイトを使った販促活動

5664 鹿児島県 大正水産有限会社 5340002027688 オンライン販売事業への新規参入のための金属探知機導入

5665 鹿児島県 カフェポツリ 移動販売車導入による屋外テイクアウトと販路拡大事業

5666 鹿児島県 合同会社ＴＲＳ 6340003001732 テイクアウトと屋外スペースを活用したカフェと居酒屋営業

5667 鹿児島県 株式会社ブレスト 8340001007110 鹿児島自然・有機食品の缶詰の開発と販売による売上向上計画

5668 鹿児島県 ナウ 感染予防対策を講じたテラス席でのイートイン事業

5669 鹿児島県 株式会社枕崎フューテック 2340001022032 券売機とテイクアウト導入によるラーメン店の対面接触機会の低減

5670 鹿児島県 リブ 飲食店が生き残る為公式LINEを非対面で提案

5671 鹿児島県 焼肉のなかさき 焼肉のなかさきホームページ作成

5672 鹿児島県 手づくりの店 Ｍａｈａｌｏ 奄美大島の特産品を生かした加工食品や漬物のネット販売

5673 鹿児島県 株式会社タカシ巧芸社 9340001013693 公式LINEを活用し商談のオンライン化で感染リスクを減らす

5674 鹿児島県 アーク株式会社 6340001023869 レッスン予約・決済システム及びホームページ導入

5675 鹿児島県 株式会社百姓道八百屋 6340001022243 人と人との接触を防ぐ、非接触型POSレジ導入事業

5676 沖縄県 株式会社ＯＣＥＡＮ ＴＲＩＢＥ 9010902022388 新規企画ツアーによる集客と顧客定着の為のWebプロモーション

5677 沖縄県 ハレレア 新規顧客開拓のためのドライブスルー設置

5678 沖縄県 株式会社ＭＡＲＵＫＩＮ 7360001021052 感染対策に特化した撮影・収音スタジオ整備による接触機会の減少

5679 沖縄県 ｊｅｎｇａ 美容室業務の自動化で接触/飛沫感染リスクの軽減

5680 沖縄県 農業生産法人有限会社大嶺ファーム 7360002022520 自社ECサイトの活用による販路拡大～商品開発及び設備導入～

5681 沖縄県 川島陽子 REAL PLANTS 新商品開発とオンラインショップの開設

5682 沖縄県 志道館 顧客サービスのオンライン化と見学スペース拡張•換気扇導入

5683 沖縄県 お好み焼き＆カフェ笑味 冷凍商品販売＆テイクアウト強化による新規顧客開拓事業

5684 沖縄県 株式会社メイリーブライド 1360001008204 衣装レンタル事業の開始と業務プロセスの改善による売上向上

5685 沖縄県 ＡＣＣＲＥＡＳＰＯＲＴＳＣＬＵＢ沖縄 オンラインでリトスポ対応

5686 沖縄県 ＡＬＩＣＥ ＣＡＦＥ 半個室化と予約システムによる接触減少型接客の提案

5687 沖縄県 沖縄ゲストハウスＰ＇Ｓ ＨＯＵＳＥ キッチントレーラーで地産地消。地元食材を名物に！

5688 沖縄県 隆太窯 オープンスペースの体験場設置による感染リスク低減及び顧客獲得

5689 沖縄県 株式会社丸輝電気 1360001010622 IT活用および自動昇降機導入で施工現場に伴う接触機会の減少

5690 沖縄県 株式会社ひよこ企画 4360001026211 子供たちの「考え方」講座のオンライン実施

5691 沖縄県 太陽ぬ家 「おうち居酒屋（手作りお惣菜）」のテイクアウト販売事業

5692 沖縄県 ワンオーワンオキナワ 建物の構造変更による新規顧客の獲得と感染症拡大防止対策

5693 沖縄県 やきとり 大吉 やんばる地鶏とプロの技に舌鼓！居酒屋が取組むテイクアウト事業

5694 沖縄県 シエンテック株式会社 4360001020536 感染症対策強化と新ブランド確立・販路拡大における売上促進

5695 沖縄県 株式会社中城工業 6360001018966 うちなー(沖縄)がんこ親父のこだわりマンゴーWEB販売事業

5696 沖縄県 ワイプロセス 1枚単位でオリジナルTシャツを作れる製造環境の構築と販路拡大

5697 沖縄県 あおば鍼灸整骨院 HPとFacebookを利用した骨盤矯正運動指導で売上増加

5698 沖縄県 ＬＩＦＥＳＭＩＬＥ合同会社 1360003010959 法人向けオンライン配信サービスの提供への取り組み

5699 沖縄県 ガジュマルロック 対人接触機会の減少（コロナ禍で安心して働ける店舗づくり）

5700 沖縄県 株式会社新機軸 7360001027074 認定研修と講習を完全ウェビナー化
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5701 沖縄県 あずま鍼灸整骨院 セルフで行う歯のホワイトニング

5702 沖縄県 Ｒａｋｓａ 予約ヒアリングシステム導入で対面時間を軽減した安心施術を実現

5703 沖縄県 咲レストラン 業務効率化からの非対面ビジネス展開による収益UP計画

5704 沖縄県 割烹ちばな テイクアウト販売の拡充で接触機会の減少と売上確保

5705 沖縄県 リンパエステシエスタ セルフエステ機器による新サービスの提供と新規顧客獲得計画

5706 沖縄県 おでん処ななふく アツアツおでんのテイクアウト事業

5707 沖縄県 焼肉 ホルモン 一直線 焼肉・ホルモンのＥＣサイト制作と販売強化

5708 沖縄県 ミニョン オキナワ レンタルサロンとセルフ美容で時間と場所をフル活用

5709 沖縄県 ボディ−ショップフェイス 新素材対応に必要なスポット溶接設備の導入

5710 沖縄県 羊羊火鍋 テイクアウト販売に向けて新商品開発およびインフラ整備

5711 沖縄県 にこるなーか 美容室の新しいソーシャルディスタンスへの取り組み

5712 沖縄県 フランス食堂１６６３ ウィズコロナに向け新たな感染症対策を行う空間作り対策

5713 沖縄県 株式会社町田ツル作 7360001006978 全天候型テラス席で密にならずに過ごせるホテルレストラン

5714 沖縄県 株式会社ＮＫｃｒｅａｔｉｖｅ 3360001017715 オンライン集客を活用したコンサルティング事業の継続的収益化

5715 沖縄県 おそうじ本舗 北谷店 オンラインでの問合せ見積り対応！光触媒抗菌コーティングの導入

5716 沖縄県 オフィスソルナ 地域特化型の子ども向け習い事検索サイトの設立・運営

5717 沖縄県 Ｓａｌｏｎ ｄｅ ゆうか オンラインカウンセリング強化と EC 販売の新チャレンジ

5718 沖縄県 株式会社フィールド・ワン 2360001017435 オンラインによる非対面営業接客

5719 沖縄県 チャイナカフェパオ EC販売事業の開始とホームページ開設による売上の安定化

5720 沖縄県 アコークロー西表 コロナ禍におけるリスクマネジメントと広告宣伝強化事業

5721 沖縄県 花はな商店 ECサイトによる県外発送の販路拡大と商品の品質向上の改革

5722 沖縄県 たまご家おかん セルフホワイトニング事業で新規顧客の獲得と売上げ向上

5723 沖縄県 パステル 花の鮮度保持装置の導入と、インターネット販売開始事業

5724 沖縄県 エコツーラボ合同会社 6360003005376 SDGsオンライン体験学習およびオンラインショップの販売促進

5725 沖縄県 ふたばデザイン デザイン力と動画制作力を活かしたデジタルコンテンツ事業

5726 沖縄県 株式会社さんご 8360001028666 ゲーム機器のリースを、対面営業から非対面へと変える仕組み作り

5727 沖縄県 外食家くじら ＥＣサイトを活用し、何が起こっても揺るがない新たな売上作り。

5728 沖縄県 ヘアールームラシュシュ コロナ禍でも安心して通えるセルフ脱毛サロン

5729 沖縄県 Ｎｅｘｔ Ｌｉｆｅ沖縄合同会社 5360003009634 沖縄県産マンゴー＆キルギスハニーのかき氷移動販売事業

5730 沖縄県 太郎丸 ソデイカ漁を行い新たな魚種を確保し販売する事業

5731 沖縄県 石垣リゾートＫＡＮＳ 南国石垣島の綺麗な海を見ながら味わうスムージー販路開拓事業

5732 沖縄県 株式会社丸義産業 9360001018955 非対面セルフレジ導入により業務効率化を図る

5733 沖縄県 バーアンドカフェ セブンシー 沖縄初の葉巻テイクアウト＆デリバリー

5734 沖縄県 脱毛サロン ｉｉｎｅ LINE公式アカウント活用、および広告発信で新規顧客獲得

5735 沖縄県 合同会社ｐａｎａｎｕｍａ 3360003010395 ママが働きやすい社会を作るための地域と企業のハブ拠点創出事業

5736 沖縄県 アイリ クリエイティブ WEBの基礎と売れるデザインが学べるオンラインスクールの開講

5737 沖縄県 尾﨑瑞季 オンラインヨガレッスンを実現させるWeb環境の構築

5738 沖縄県 うるくそば ＷＥＢサイト・テイクアウトを活用し全国へ発信

5739 沖縄県 ランチカフェ てぃ～らぐわぁ ポストコロナに向けたテイクアウトメニューの開発

5740 沖縄県 株式会社Ｋ．Ｔｕｒｔｌｅｓ 5360001021640 キッチンカーで沖縄サーターアンダギー×県外特産品コラボ！

5741 沖縄県 親川不動産 ＩＴを活用した非接触型システム構築による顧客獲得と成約率向上

5742 沖縄県 ベイクドスイーツハナズナ ECを活用した非接触型ビジネスモデルへの転換

5743 沖縄県 アイウエオレコード 藤澤由一 OHAYOU Smoothies

5744 沖縄県 有限会社グットサポート 7360002014237 保険販売を全国のお客様へオンラインを利用した販路拡大事業

5745 沖縄県 ミヤ・ジェネラル・プランニング株式会社 3360001021997 感染防止の為の環境整備・制作機材導入とECサイトリニューアル

5746 沖縄県 奄美琉球株式会社 3360001026476 焼肉店の「町のお肉屋さん」事業

5747 沖縄県 ラピスサキノ 非接触型セルフ痩身機械による感染防止対策と集客力強化

5748 沖縄県 りゅうさんち テイクアウト・ネット販売の開始とテラス席の新設

5749 沖縄県 おやつの実 Ｌａｆｒａ 新商品開発による通販事業の強化

5750 沖縄県 有限会社那覇造園土木 4360002003184 非接触型砂場清掃サービスの開始及びPR
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5751 沖縄県 にらいかない 小規模事業者のデジタル化推進！！誰でも気軽にIT化。

5752 沖縄県 有限会社あらがき 4360002000272 貸衣裳のオンライン接客＆相談

5753 沖縄県 ｔ／ｗｏ ECサイト販売のスタート及び経営基盤の強化

5754 沖縄県 株式会社ＬｉＦＥ Ｂｒｉｄｇｅ 6360001027439 新しい予防のカタチ！訪問型健康支援サービスのPR事業

5755 沖縄県 有限会社珍品堂 2360002009217 ホームページリニューアルで販路拡大

5756 沖縄県 有限会社現代企画 7360002011671 キッチンカーを用いて、高級モンブランのテイクアウト販売

5757 沖縄県 株式会社フコイダン沖縄 3360001004754 ライブコマースで潜在顧客の獲得事業

5758 沖縄県 株式会社エフワン 1360003009679 ECサイトでステーキレストランの味をご家庭に

5759 沖縄県 株式会社イド・プランニング 8360001018444 ゴルファー向けトレーニング特化型簡易宿泊施設リフォーム事業

5760 沖縄県 エヌスタイルオキナワ 自販機＆ロッカーで日用品販売 無人ショップ事業

5761 沖縄県 株式会社ゴールドバリュークリエーション 7360001019006 高品質空撮動画制作・リスティング広告による非対面営業体制構築

5762 沖縄県 海鮮と地鶏酒場 富乃家 テイクアウト販売を始め、外注でデリバリー販売を開始する。

5763 沖縄県 株式会社ダルマ 4360001021492 査定サイトを活用した非対面型不動産仲介事業の展開

5764 沖縄県 フレックス ふるさと納税を活用した非対面販路の拡大

5765 沖縄県 株式会社ＩＳＭ 4360001015296 観光客減少に影響されない新商品開発とECサイトでの商品販売

5766 沖縄県 ハッピーブレス 自主学習型ライフコーチング・オンラインスクールの開設

5767 沖縄県 アジア物産株式会社 7360003009062 店舗販売からネット注文に対応した配達事業への事業転換

5768 沖縄県 白鴉再生硝子器製作所 電気窯の導入による生産性向上と感染リスクの軽減

5769 沖縄県 株式会社ネクストホープ 7360001025573 オンラインで完結できる新しいコンサルティングサービス

5770 沖縄県 株式会社アサヒ商事 9360001014351 エコテナント機器設置による対人接触の減少並びにビル運営効率化

5771 沖縄県 株式会社エムズ 9360001028731 ヒト幹細胞培養液を配合した化粧品のネット販売

5772 沖縄県 株式会社ツクセル 2360001027327 インターネット広告によるコンサルティングサービスの集客

5773 沖縄県 ハートプランニング AI自動検温器「レンタルビジネスモデル」の構築

5774 沖縄県 ＣＨＡＮＧＥ ＹＯＵＲ ＬＩＦＥ 施術時間を短縮し効果を最大限にするために温熱ラジオ波機器導入

5775 沖縄県 ヘアーサロンエヴァル キッチンカーを導入して事業拡大と新規顧客の開拓と知名度アップ

5776 沖縄県 シルビア ホームページ作成等によるオンラインウェア等注文販売

5777 沖縄県 ＣＯＣＯＮＡ 家事代行・ハウスクリーニング事業の周知・受注のためのHP作成

5778 沖縄県 マハナステイ合同会社 7360003010499 当宿泊所及び地域事業者の魅力を疑似体験頂ける紹介サイトの構築

5779 沖縄県 ＨＳＴＩ骨格調整所 よみたん店 低感染の高性能機、健康製品販売とライン予約導入で新規顧客開拓

5780 沖縄県 リモートアイティサポート 自社サイトでの電子書籍販売サイト構築
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