
＜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 鳥とん キッチンカーで本格炭火焼鳥を手軽にお届け、食卓の一品に！

2 北海道 ウエモンズハート 新たな券売機導入により感染リスク低減と業務効率化を図る。

3 北海道 株式会社南大門 7460101005226 テイクアウトの大口販路拡大とオリジナル焼肉真空パック商品開発

4 北海道 スパイスキッチン倍音 キッチンカー導入によるスパイスカレーのテイクアウト販売

5 北海道 硝子工房ナカモリ 「VR体験型オーダーメードグラス制作」

6 北海道 ヘアークラブ　ループ 美容室で空きスペースを利用したセルフサービス事業

7 北海道 ベジタブルワークス株式会社 3430001063280 ゆり根のレトルトパックかきゆりによる製造分担化・販売事業

8 北海道 チョコレート工房リトルリーフ オリジナル商品自販機で販売拡大

9 北海道 いただき繕 健康的な食生活を発信するオンラインプラットフォームの構築

10 北海道 いくら屋吉田商店 函館朝市いくら屋のネットショプチャレンジ

11 北海道 有限会社マークス 6460302001405 ウィズコロナ時代の自動車整備～対人非接触型の車検整備内製化

12 北海道 一灯庵 種類豊富なスープカレーを全国にお届けするECサイト構築

13 北海道 株式会社ＬＵＩＤＡ 9430001067417 セルフオーダーシステム等の導入による安心安全な食事環境の提供

14 北海道 株式会社ＮＥＢＥＣ 5460001005336 ポストコロナ対応のオンライン完結商談の実現

15 北海道 株式会社クレド 9430001038153 LINEを活用した、より身近なフォークリフト買取サービス

16 北海道 手技治療院ＶＡＬＥＮＴＩＡ アスリート専門チャンネルT-Methodプロジェクト

17 北海道 株式会社ビバ研究所 5450001013182 テラス席新設による対人接触機会の減少と自然の満喫を新たに提供

18 北海道 手打ち蕎麦きたわせ 17年研究を重ねた「そばスイーツ」テイクアウトとカフェ事業

19 北海道 株式会社Ｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ 3460101006608 十勝産食材・加工品「24時間365日非接触無人販売」への挑戦

20 北海道 株式会社ササキ 2430001050016 コロナ禍での観光客減少に伴う小樽老舗のWEB販売への挑戦

21 北海道 明善株式会社 4430003012549 オンライン完結DXコンサルティング事業の立ち上げ

22 北海道 株式会社健美創 7430001052429 隣接新店舗開設と非対面サブスク会員予約システムの構築

23 北海道 有限会社食彩倶楽部 3462502000362 ECサイト構築でポストコロナを踏まえた新事業と新規顧客の開拓

24 北海道 徳永浩光 オンライン完結型の個人向けコンサルティング講座の販売、動画コ

25 北海道 杉山プロデュース 外国人技能試験対策オンライン研修開発による新規顧客開拓

26 北海道 合同会社ＫＡＮＰＲＯ 4430003009470 農家と人材をマッチング！新旧顧客へ向けたHP・チラシ構築

27 北海道 Ｗｉｎｇ　Ｌａｂ株式会社 2430001080491 世界遺産知床の海産物を全国各地に素早く届けるECサイト構築

28 北海道 株式会社サンズワークス 3430001077487 おうち時間を楽しむDIY用品販売。HP制作PR事業

29 北海道 有限会社まいど屋 4462502000790 感染リスク軽減のための店づくりと新サービス導入で販路拡大

30 北海道 株式会社虹希 4430001051193 既存店の個室化と感染リスク低減の為の工事

31 北海道 株式会社ホクラミ 6430001022639 オリジナル商材拡充による販路拡大と非対面受注による感染防止

32 北海道 株式会社七代 3430001084566 黒毛和牛自動販売機での「生産者と消費者の架け橋」大作戦

33 北海道 ふらわーらいふアロハ お花とカフェのコラボによるキッチンカー事業

34 北海道 株式会社ＳＷＡＮ 2430001081234 ポストコロナを見据え美容室オンライン化事業

35 北海道 ＬＩＮＫ 気軽に訪問できるオンラインオフィスと受発注システムの導入

36 北海道 ペンション　ふらいぱぁん 感染リスクを低減した新たな宿泊プランで新規客を獲得

37 北海道 サン・ボディバランス 美顔器導入による非対面型セルフエステサービスの提供開始

38 北海道 おうちごはんｋｏｍａｍｅ 非接触型テイクアウト事業の展開による売り上げの確保

39 北海道 株式会社Ａｓｒｉｓｅｓ 8430001077862 冷凍販売機設置による非対面販売強化

40 北海道 有限会社上ノ国楽園 1440002009597 対面販売回避および24時間販売を実現する精肉自動販売機の新設

41 北海道 らーめん麺ｇｏ家 非対面でいつでもお店の味が自宅で楽しめる冷凍自動販売事業

42 北海道 株式会社ふくろう亭 2430001035867 安心安全の店舗運営による高クオリティサービス実現事業

43 北海道 有限会社からまつ園 3430002052019 接触機会削減のための個室仕様へ宴会場改装と衛生環境整備事業

44 北海道 ｐａｎｎｏｍａ ポストコロナに対応したキッチンカー導入による販路拡大事業

45 北海道 すし処りょう ECサイトを活用した寿司創作コースの仕出し事業

46 北海道 株式会社ＦＯＲＨ　ＢＯＤＹ　ＰＥＲＦＯＲＭＡＮＣＥ 4430001072272 健康を身近に。プロテイン開発とECサイトによる非対面販売事業

47 北海道 株式会社名文堂 4450001007350 デジタルツール導入による非対面型営業の強化

48 北海道 麵．カリー飯來 対人接触機会を減らす本格惣菜の自動販売事業

49 北海道 有限会社工藤公園 7460102006669 セルフレジ導入による感染対策強化と生産販売一貫体制の構築

50 北海道 株式会社小樽グリーンテニスクラブ 1430001049760 予約システム導入による非対面型予約受付WEBサイトの構築

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5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3月2日(水)以降）。

修正・再提出していただいた後、補助金事務局で内容を審査し、交付決定を行います。
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51 北海道 株式会社カネチカ 9430001081095 中古購入からリノベーションまでオンラインでトータルサポート

52 北海道 北海道風景画館 屋外ギャラリー新設による来館者分散受入れ、感染リスク軽減

53 北海道 箱館　元町珈琲店 非接触需要に応え、全国に市場も広げるWEB活用

54 北海道 加藤久美子 個室化とサービスのオンライン化による新規事業展開

55 北海道 株式会社ＮＯＲＩＫＯ　ｄｅ　Ａｒｔ 4430001082833 非接触型ギャラリーでアートの新しいサービスを展開

56 北海道 有限会社谷杉写真館 4440002002723 新選組土方歳三を撮影した谷杉写真館のオンライン化事業

57 北海道 コレモッタ株式会社 7430001064886 リモート業務中いつでもどこでも学べるオンライン研修

58 北海道 菅原電気管理事務所 デジタル計測機導入による作業効率化とホームページ集客

59 北海道 有限会社こだま工房 5450002002259 ホームページの刷新とクラウド型販売管理システムの導入

60 北海道 合同会社小野農園 3430003002550 生産者直売 畑から食卓へお届けする移動販売で買物難民対策事業

61 北海道 ヘアメイクアンドスタイリングファン オンラインカウンセリングと新分野進出による売上向上事業

62 北海道 株式会社ＮＯＲＴＨ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ 4460301004682 リノベーション×カスタマイズPCを全国へ！EC販売事業

63 北海道 アトリエフィット 子ども服、古着、洋服のお直しの非対面決済による販売

64 北海道 クリーングリーン株式会社 8430001085535 ネットによる見積りシステムの構築と広告による新規顧客の獲得

65 北海道 スズカ行政書士法人 6430005012784 非対面型行政書士業務及び士業プラットフォーム構築への整備事業

66 北海道 サンウエル株式会社 1430001084394 賃貸業での宅配ボックス設置と遠隔操作錠によるセルフ内見の実現

67 北海道 層雲峡ホステル 共有部分散を目的としたセカンドリビング作成事業

68 北海道 株式会社ＫＡＲＩＫＩ．ｍｅｄ 1430001076342 オンラインを活用しポストコロナを見据えた整骨院の実現

69 北海道 株式会社矢部きのこ園 1450001011124 新たに「幻味舞茸」のネット通販を強化し売上増加を実現！

70 北海道 １０ キッチンカーで移動販売による感染防止対策強化と販路拡大

71 北海道 Ｓｔｕｄｉｏ　ＭａＲｉＢｕＲｕ株式会社 5430001064392 Zoomを利用した遠隔ナレーションレコーディング業務

72 北海道 お直しのアイエーエム 仕立屋イメージの刷新と地域に根付くインストアショップ化

73 北海道 有限会社ナカムラオート 1430002014549 自社サイト構築による感染リスクの低減と自販機ビジネスへの取組

74 北海道 株式会社温根湯国際温泉ゴルフ倶楽部 9460301004538 予約・決済・来場受付システムの構築による３密回避

75 北海道 株式会社ＦＩＴ　ＷＡＶＥ 3430001028746 完全予約制ピラティスマシントレーニング・オンライン相談

76 北海道 ジュエリーピュア 貴金属装身具製作１級技能によるジュエリーのＥＣ販路拡大事業

77 北海道 ＣＨＡＷＡ 顧客管理からオンライン販売の実現による安心安全な美容室化事業

78 北海道 株式会社ホリケンラボ 3430001072752 オンライン商談導入と非接触型広報による売上強化事業

79 北海道 ビジネスコミュニケーションビズコム ビズコムのオンライン人材教育

80 北海道 サカキカイロオフィス オンラインカイロの提供にて患者さんの再発予防をサポート

81 北海道 有限会社チャーム・スポット 5430002012788 高齢の母のラクラク服探し！シニア服ギフトに特化したECサイト

82 北海道 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ 1430001069412 自社HP作成および顧客情報管理システム導入による事業拡大

83 北海道 株式会社Ｏｎｅ’ｓＬｉｆｅ 1430001071351 オンラインシステムを活用した就労継続支援事業の顧客獲得推進

84 北海道 スマート・スポーツ有限会社 4430002042191 ジムにおける安心な店内環境をお客様に提供し顧客満足度を高める

85 北海道 株式会社スカイフォレスト 9460302002004 ホームページ・映像・パンフ活用による非接触型の販売力強化事業

86 北海道 グランパスドリーム 屋外席の新設による三密回避事業

87 北海道 株式会社挑戦舎 4430001077890 小売販売に特化したECサイトの構築

88 北海道 有限会社加藤商店 4430002004828 食と教育をテーマとしたウェブサイトの開発による売上確保

89 北海道 株式会社メディアプラネット 7430001039731 広告デザイン商品のＥＣ化事業～サービスもＥＣでサブスク販売～

90 北海道 北海道アグリ＆リゾート株式会社 2430001075913 農村オープンカフェとセルフベンダーによる地元産品の販売事業

91 北海道 札幌硬石株式会社 8430001074141 札幌硬石で作る石材加工品のネット販売事業

92 北海道 旅館やまべ 低感染リスク回避の強化と「快適で安心・安全に滞在」

93 北海道 ビューティサロン洋子 事業承継を見据えたウィズコロナ対応型個室美容サロン展開事業

94 北海道 株式会社アンサー建築企画 1460301003010 ＳＮＳと動画配信を主軸にした非接触＆ＤＸ活用型の販路拡大事業

95 北海道 株式会社ノースフレンズ 9430001078281 北海道食材を活用した新商品の開発と非対面販売型モデルの構築!

96 北海道 月と太鼓 デリバリー事業による新規顧客の獲得と安心・安全な店づくり

97 北海道 合同会社Ｆｉｎｄ　ｃｌｕｅｓ 5430003009148 肉の無人店舗と民泊連携事業

98 北海道 株式会社スタジオ・コムサ 8430001029681 UVプリンターの活用したプリント事業部の新設とECサイト新設

99 北海道 オムスノーリムーバルサービス オンラインシステムを活用した飲食事業の顧客獲得推進

100 北海道 旭川便利屋エコプラン 対人接触を減らすコロナ対策
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101 北海道 麺屋イロトヤ 感染リスク低減と人材不足時のクオリティ維持の券売機導入事業

102 北海道 スズカ社会保険労務士法人 4430005013215 非対面型労務支援のためのHP製作＆オンラインシステム導入事業

103 北海道 川合将太 北海道産肉（豚・エゾ鹿）の餃子専門のテイクアウト・デリバリー

104 北海道 株式会社ノースワン 2460101005107 車の外観、内装を360°試聴。VRショールーム！

105 北海道 株式会社ＤＯＵＢＬＥＤＡＹ　ＷＯＲＫＳ 1430001067928 「北海道から日本へ、北海道から世界へ」多言語化ECで世界へ！

106 北海道 岡本広告制作所 ウェブサイト「札幌髪型図鑑」の制作

107 北海道 株式会社Ｌｕｔｅｎａ 8430001076212 売上減少をカバーする商材を利用した独自の新サービスについて

108 北海道 ナカタ商会株式会社 4430001043835 オンラインで新規顧客開拓、非接触型サービスで地域に周知徹底！

109 北海道 ビューティー　リラクゼーション　サロン　マーレ TMキューブによる非接触型、筋力トレーニングサービス

110 北海道 ナオバンズ ウィズコロナ社会に向けたECお菓子販売事業と製造効率向上

111 北海道 合同会社スペック 5430003012894 ネットショップ用デザインコンテンツ販売サイトの構築

112 北海道 スキルアップオフィスＳＹ 外出困難者・高齢者向け健康増進に係る訪問痩身施術事業

113 北海道 行政書士ユリイカ法務事務所 感染リスクに配慮するオンライン申請特化型ウェブサイトの構築

114 北海道 合同会社コハビホーム 1430003008649 非対面化・効率化のための、物件内覧オンライン化事業

115 北海道 株式会社ＴＯＵ 2430001083429 WEBメディア型ECサイトの作成・運営

116 北海道 株式会社幸コーポレーション 7430001080124 感染リスク低減と効率性を両立する「味噌汁バー」出店事業

117 北海道 株式会社Ｋ２ 7430001061859 キッチンカー導入による販路拡大

118 北海道 株式会社ＲＥＭＩＵＭ 3430003009083 WEBマーケティング事業

119 北海道 クリエイトナイン オンラインで完結！初期費用無料・サブスク型HP制作事業の開設

120 北海道 株式会社スリーハーツ 8430001083547 新型コロナ感染症に対応した新規出店事業

121 北海道 株式会社ビルトサポート 5450001006137 どんな時も顧客の声に応える！AI接客工事受注サイトで事業拡大

122 北海道 工藤泉 リモートで実現する、はじめての本格的なママ起業の「輪」

123 北海道 株式会社ＢＥＳＴＳＴＹＬＥ 4430001075184 【㈱BESTSTYLE】自社独自で販売しているサプリメント

124 北海道 株式会社総経実務ラボ 9430001037634 マーケティングコンサルティング体制の構築及び業務開拓

125 北海道 合同会社ＡＢあらもーど 4430003011831 北海道産の美容液『クリオネージュ』の自社ＥＣ開発と販路拡大

126 北海道 有限会社Ｒ＆Ｍ 1430002042434 【有限会社R&M】店舗の個室化に伴う感染防止対策

127 北海道 有限会社コクボ塗装 5430002036705 塗装工場設置による、現場での接触時間減少と生産性の向上

128 北海道 猪田　淳 オンラインでの家庭用脱毛器のレンタル・販売サービスへの転換

129 北海道 ハナミズキ 中古織物を活用した自社ブランドエコバックの製造

130 北海道 株式会社ＡＲＡＴＯＫＵ 3460101006863 ペット用の鹿肉ジャーキー販売でECサイトへの新規参入

131 北海道 株式会社ノースエレメンツ 2430001061426 非対面型のコンサルティング、セミナーシステムの構築

132 北海道 菊地正人税理士事務所 クラウドシステムを徹底活用した新たな働き方の確立

133 北海道 株式会社ＧＬＯＷ　ＦＬＡＧ 1430001084717 LINE公式でお得な飲食店の情報配信！テイクアウトを広げます

134 北海道 ＬＯＣＫＦＩＥＬＤ 合鍵郵送サービスの新設による販路開拓

135 北海道 株式会社極真武學館 7430001082525 空手の非対面オンライン指導ならびに映像配信システムの導入

136 北海道 えもーしょん オンライン腸活アドバイザー事業

137 北海道 ＬＩＢＲＡ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｗｏｒｋｓ合同会社 6430003012448 飲食店を助けたい！キッチンカー・コンテナ飲食店施工業HP制作

138 北海道 バー石塚 【BAR石塚】Webで繋がる！オンラインBAR

139 北海道 株式会社コサインラボ 1430001082332 折込チラシ配布による非対人接触型の営業スキームの確立

140 北海道 株式会社インモビリアール 6430001070373 AIを活用したオンライン商談で顧客開拓と非対面型接客へ移行！

141 青森県 株式会社松緑酒造 1420001009063 最新の冷却設備導入による感染症対策と清酒製造の新商品開発

142 青森県 浜焼漁港 地元食材をお家で楽しむ。接触リスク軽減で家飲みを贅沢に事業

143 青森県 有限会社華 5420002012698 ９品目を手軽に摂れる惣菜～美しレシピ～をご提供します

144 青森県 くい道楽 EC販売導入における新規顧客開拓による売上拡大事業

145 青森県 株式会社タナカ工業 6420001015742 システム導入とポストコロナに向けた営業で利益率UPを実現

146 青森県 学び舎　ｗｉｔｈＹ デジタルツールにより新たな顧客層を掘り起こす学習塾の取り組み

147 青森県 菊池農園 【菊池農園】自社ＥＣサイトＳＮＳ広告運用での販売ルートの転

148 青森県 有限会社カークリニック八戸 5420002010479 非接触での経理業務システム構築のためのクラウド型ソフト導入

149 青森県 光美装 【光美装】HP、広告動画作成のWEBマーケティング拡大

150 青森県 有限会社カネマサ吉田商事 2420002019275 金属検出機導入により差別化を図ったECサイト構築事業
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151 青森県 キュウデン車輛 CMSを活用した非対面で商談ができる自社Webサイトの開発

152 青森県 ショココネイル オンライン相談、ネット販売による低感染リスクモデルへの転換

153 青森県 ブレッシング　カット・バイ・スタイル 未来技術を活用し、「対人接触の無い」セルフ施術ルームを新設！

154 青森県 ボーダーコリーハウス 「自宅で犬舎見学・ドッグランで子犬、親犬展示」事業

155 青森県 株式会社大伸管工業所 9420001009188 加工管販売のためのECサイトの構築

156 青森県 株式会社ＭＮＡＴＵＲＡ 2420001017619 【株式会社MNATURA】青森県八戸市初のメンズヒゲ脱毛専門

157 岩手県 株式会社紫波フルーツパーク 9400001003952 試飲用ワインサーバーの導入による直売所での感染リスクの低減化

158 岩手県 有限会社やまなか 8400002007813 集中監視自動検針システム導入による非接触化と業務効率化の向上

159 岩手県 野橋　太郎 プロレス大会の生配信事業及びアーカイブ配信事業への新規取組み

160 岩手県 菊ヤ商事株式会社 4400601000404 LPWA活用による安心安全な非接触LPガスサービスの構築

161 岩手県 株式会社佐々木米穀店 6400001009416 ＥＣサイト構築による新規販路の開拓でコロナ禍を乗り越える

162 岩手県 原口典之ＷＯＲＫアーカイブ合同会社 7400003002649 ECサイト機能を持つオウンドメディアの作成事業

163 岩手県 ＰＩＬＡＴＥＳ　ＳＰＡＣＥ　ＦＵＫＵＳＨＩ おうちで簡単おいしい成形米粉パンのオンラインレッスン＆動画

164 岩手県 とばりゴルフ 地域発！クラフトカーによるカスタムクラブの移動販売

165 岩手県 有限会社藤原商店 7400002008878 感染症予防対策のための非接触遠隔検針・保安監視システムの導入

166 岩手県 有限会社銀河 1400002006350 低感染リスク型コンサルティングサービスとワークスタジオの確立

167 岩手県 Ｌａｆｕ　Ｄｅｓｉｇｎ 非接触型カフェ・レストランの新規展開による売上げの維持・向上

168 岩手県 有限会社美建工業 4400002006711 家電家具ECサイト導入での顧客サービス強化による売上向上

169 岩手県 株式会社地熱染色研究所 5400001004145 動画配信によるＥＣ販売とブランディング強化事業

170 岩手県 Ｈａｉｒ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｓａｌｏｎ　ＰＥＡＣＥ オンラインツールの導入による、非対面での積極的な顧客獲得

171 岩手県 ルラキ 自社ブランディングサイトの制作とハンドメイド教室の実施

172 岩手県 イドバダ・アップル オンライン販売と農作業の省力化における米崎りんごの増産計画

173 岩手県 行政書士しずくいし法務事務所 小規模事業者持続化補助金・低感染リスク型ビジネス枠

174 岩手県 テラセイブ ドローンを活用した新サービスによる省力化事業

175 岩手県 レザーショップ塩釜 レザーショップ塩釜ECサイト構築

176 岩手県 有限会社水江通信 3400602001732 非対面におけるオンライン下見で監視カメラ拡販事業

177 岩手県 オフィスライトコンパス ポストコロナに向けた事業のオンライン化と自宅で働く女性を育成

178 宮城県 株式会社ＬＵＮＮＹ’Ｓ　ＶＥＧＧＩＥ 2370001047753 エブリワン缶プロジェクト

179 宮城県 株式会社アリ設計 1370001001447 オンライン活用で住宅の相談窓口を！一般住宅の設計管理へ

180 宮城県 有限会社安全三和タクシー 6370202000012 福祉タクシーとオンライン予約の開始による他社との差別化

181 宮城県 合同会社山仙 2370003004835 ホームページや宅配ボックスで非対面化をして満室経営！

182 宮城県 有限会社喜良久亭 9370002010605 オンライン販売の開始～料理屋の丁寧な手作りの一品をご家庭に～

183 宮城県 株式会社ＰＲＣ 3370203000427 オンラインで繋がる、SDGsを意識した環境保全の道

184 宮城県 パティスリー　ソワン オリジナルケーキのオンライン注文とECを活用した販路拡大事業

185 宮城県 有限会社オートサロン 2370002010289 ホームページ変更に伴う非対面オンライン商談の活用と販売拡大

186 宮城県 ルメード・ドゥース合同会社 3370003004421 新規顧客開拓に向けた既存サイトの改修と自社ECサイトの構築

187 宮城県 ＮОＢＡＴＴＥ 週末の食卓～おうちでNOBATTE～真空パック商品開発販売

188 宮城県 宅配キッチンゆうＹＯＵ キッチンカー導入による青空食堂の提供と商圏拡大

189 宮城県 錦ヶ丘天文台前治療院 店舗の空きスペースを活用した高齢者向けセルフホワイトニング

190 宮城県 株式会社エルスタイル 3370001018852 予約システム付きホームページ導入による非対面化の強化計画

191 宮城県 特定非営利活動法人ＭＡＫＥ　ＨＡＰＰＹ 4430005010971 購入を通じ自然の素晴らしさを感じられる進化した通販事業

192 宮城県 有限会社ウエーブ・ウエーブ 2370102000792 ポストコロナ時代のビジネスモデル構築のための設備・機器導入に

193 宮城県 ロカ 「ネイルで心に癒しを」非対面ツール付ホームページ立ち上げ事業

194 宮城県 ニット工房　編む～る 設備導入による、職人間の接触機会の減少と生産効率化

195 宮城県 株式会社ＬＩＢＩＤＯ 8370001044002 ミックスバーとオンライン接客、２つの軸でLGBTQ交流の場継

196 宮城県 サロンソレイユ 時短と個室化による接触機会減少を目指した新たなネイルサービス

197 宮城県 竹田建設 オンラインを活用した施主と直接取引体制の確立

198 宮城県 株式会社巧 4370001043115 非対面・自動受付クリーニング個人宅配、シミ抜き広告事業

199 宮城県 株式会社みらい総合福祉 5370001047321 多様なニーズの就労支援と音楽療法による寄り添える事業

200 宮城県 ウィンスト合同会社 4370003003661 老人ホーム向けのレトルトパウチ商品の開発とプロモーション事業
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201 宮城県 株式会社ＯＺＺＹ 2370001043439 ECサイトの構築による販路開拓事業

202 宮城県 有限会社熊谷プロパン店 6370402001636 ２４時間自動検針装置導入による業務の非対面化及び業務効率向上

203 宮城県 カット∞エイト 高齢者・身障者向け新規顧客開拓と店舗環境整備の為の設備強化事

204 宮城県 有限会社カーショップ．オン 9370002002577 ＥＣやオンライン商談を活用した中古車販売・買取のオンライン化

205 宮城県 松本タクシー有限会社 8370202001074 オンライン予約と介護タクシー展開による他社との差別化

206 宮城県 カフェ　グレイス 店舗整備・コーヒー設備等の充実を図り、コロナ後に備える

207 宮城県 サンキュー・オートサービス株式会社 9370001003064 オンライン見積りで車修理や買取による来店回数の減少

208 宮城県 浜伸　渡邊商店 鮮魚セットのEC販売強化を通じて日本全国に販路を構築

209 宮城県 藤原裕巳 難しい通信機器問題の解決を一手に引受けるオンラインサービス

210 宮城県 ＤＳ株式会社 1370001039677 販路拡大に向けたショッピングモールへの出店と新商品開

211 宮城県 神島工務店 オンライン化に伴う非対面商談の開始とシステムのクラウド化

212 宮城県 株式会社ｚｅｒｏａｄ 7370001041784 オンライン商談で接触リスク減少。気軽に中古車購入推進事業

213 宮城県 イースト・ワン・エンタープライズ 空手道指導のためのオンラインスクール設立

214 宮城県 社会保険労務士法人アンビシャス 6370005009325 ＷＥＢ専門労務相談サイト「ＷＥＢサポ社労士」の製作と販促

215 宮城県 カーショップ　モンキーハウス オンライン活用による中古車販路の拡大

216 宮城県 仙南ベニーガス株式会社 5370801000553 検針自動化による接触機会低減及び配送の効率化

217 宮城県 ＣＡＮＤＩＤ オンライン活性化のためのWebサイト制作で集客アップ事業

218 宮城県 カイカ 中小企業向け案件・顧客・会計トータル業務管理システムの開発

219 宮城県 株式会社飛信 4370001045094 EC販売用ルームフレグランス商品の開発で未開拓個人顧客の獲得

220 宮城県 東日本サポートセンター株式会社 7370801000824 テレマーケティング導入による新規顧客開拓事業

221 宮城県 合同会社３ＳＯＬ 7370003005432 アポイント管理システムとテレワーク日報システムの導入

222 宮城県 株式会社菊電社 8370001007685 オンライン及びデジタル化による事業基盤強化

223 宮城県 株式会社Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｓｅｅｄ 7370001047385 フィットネスジムと連動した県内産健康商品のオンライン販売事業

224 宮城県 有限会社エー・オー・ビー 2370002010009 非接触無人運用コワーキングスペース運営事業

225 宮城県 株式会社デアウ 9370001047037 就労支援事業のオンラインセミナー導入とHPによる非対面集客

226 秋田県 ブッチャーノ 「最高級のミートソースを自宅にお届け」レトルト食品開発事業

227 秋田県 秋田ジョイフル株式会社 8410001007656 コロナ禍・アフターコロナに対応した新事業用店舗の開店事業

228 秋田県 株式会社泥湯温泉 1410001005534 地元秋田の商品やお土産が注文できるショッピングサイト開設

229 秋田県 ゼロ企画 個室化とテイクアウト商品の開発によるコロナ感染症対応

230 秋田県 ヨガサロンマハロ 県内初！骨格ベクトレのオンライン配信講座開設およびPR事業

231 秋田県 ＰＯＲＴＡＬＡＣＴ 保守管理業務の受託による新たな収入源の確保

232 秋田県 株式会社カモヤ 6410001007699 モニターと電動検眼機によるソーシャルディス式検眼の実現

233 山形県 鷹乃巣 冷凍自動販売機の導入による、新たな販売チャネルの確立

234 山形県 稲場自動車整備工場 安心安全な体験型観光を提供するキャンピングカーシェアサービス

235 山形県 アガーレ ジェラートのテイクアウトの充実とチョコレート製造販売の強化

236 山形県 炭火串焼工房きゅうべぇ 券売機を導入し「ランチ営業」の開始で売上アップ

237 山形県 株式会社ネクストイノベーション 9390001016510 オンライン営業・集客・商談のための設計デザインシステム導入

238 山形県 ジェリービーンズ セルフエステサロン「B-room鶴岡店」の開業で新規顧客開拓

239 山形県 Ｒｏｕｔｉｎｅ 自家焙煎豆販売、テイクアウト商品強化、店内安全対策の強化

240 山形県 ミュー HP、SNS を活用したオンラインカウンセリングの導入と情報

241 山形県 斉加商店 餃子成形機導入による非交錯ライン構築と販売チャンネルシフト

242 山形県 アラワシ キッチンカーによる移動販売事業の開始

243 山形県 ＣＵＴ　ＳＰＡＣＥ　ＨＯＮＭＡ オープンスペースを半個室化！お客様へ癒し・美・安心を提供する

244 山形県 株式会社オフィス深町 8390001012898 オンラインシステムの導入により新たな販路開拓

245 山形県 有限会社幸成工業 6390002006851 EC販売体制構築による販路拡大

246 山形県 串カツつつむ 「365日24時間営業　無人冷凍自販機」による売上の確保

247 山形県 あはは 「オンラインでサポート可能なプログラムの開発・販売」事業

248 山形県 ジェイライフスタイルマート 非対面型ビジネスモデルへの転換と自社ＥＣサイトによる販路拡大

249 山形県 Ｈｉｇｈ　Ｔｉｍｅ 非対面型の販路拡大をさせるウェブサイト構築事業

250 山形県 合同会社エイト 7390003001776 真鍮を使った新商品ブランド立ち上げ、SNSを活用した販路拡大
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251 山形県 株式会社工房やまだ 6390001009797 「みんさく」活用による非対面営業の活性化

252 福島県 株式会社会津二丸屋 7380001017156 郷土料理のマルチ自動販売機による非対面・無人化販売事業

253 福島県 木地処さとう 「こけし絵付けオンラインワークショップ」で非対面事業の強化

254 福島県 株式会社渡辺養蜂場 1380001019926 健康需要拡大のチャンスを捉えたECサイト強化事業

255 福島県 わかば接骨院 新機器導入で施術時間短縮！！対人接触機会の削減！！

256 福島県 株式会社エムケー技研 5380001029161 ドローンによる水田の肥料ピンポイント散布受託事業の開始

257 福島県 麺屋　五蔵田 ご自宅にお店の味を届ける手作り特製餃子のテイクアウト事業

258 福島県 有限会社ラドウイック 6380002021265 OEM依存から脱却し自社ブランド商品によるECでの販路開拓

259 福島県 合同会社ＬＩＢエンタープライズ 9380003003722 冷凍食品の自動販売機設置による24時間無人販売事業

260 福島県 明陽食品工業有限会社 7380002018789 ＥＣサイトとオンライン相談を活用した新たなサービスへの挑戦

261 福島県 有限会社鈴勝建設 1380002024322 ローコスト住宅の販売に向けた集客・設計デザインシステムの導入

262 福島県 株式会社Ｋ２マテリアル 6380001028988 食券機導入による対人接触機会の減少および生産性向上事業

263 福島県 無限株式会社 5380001030549 セルフホワイトニング事業の新規展開と美容室での機会損失の低減

264 福島県 ＫＵＲＡ． コロナ禍を乗り切る！食品製造業への展開による低感染リスク事業

265 福島県 ＷＥＢサントーシャ 「結婚式前撮りサービス」のオンライン決済の導入事業

266 福島県 株式会社ハタフル 6380001028451 WEBデザイナー養成オンラインスクール「ハタフルアカデミー」

267 福島県 有限会社オフィス・テン 5380002016753 感染リスク軽減しつつ安達太良山を眺望しながらのバーベキュー

268 福島県 合同会社プアメリア 7380003004219 オリジナル商品で対人接触機会を減少できる通信販売事業への参入

269 福島県 株式会社やま陶 6380001017933 陶芸教室のネット予約で混雑回避と施設内の接触機会減少

270 福島県 北都工業 非接触型のＰＲ事業と密を避けるための商談スペースの確保

271 福島県 株式会社ＯＮＥ　ＰＡＴＨ 5380001029467 サスペンション開発・販路拡大

272 福島県 Ｓｗｅｅｔｒａｐ キッチンカー導入によるカフェメニュー移動販売事業

273 福島県 佐原商事有限会社 8380002032005 自社特製ブレンド茶の広告宣伝によるECサイト販売の強化

274 福島県 株式会社三協通信 6380001020268 対面営業からの脱却。顧客管理＆新規事業開始で営業力強化

275 福島県 菅原有記 プロクリエイターのフォトウェディング・記念日撮影サービス

276 福島県 サルーフィジカルヘルスケアスタジオ ポストコロナの運動のカタチ！パーソナルトレーニングで健康追求

277 福島県 有限会社Ｍ＆Ａふぁーむ・わたなべ 8380002014861 IoTを活用した販路開拓及びブランディング事業

278 福島県 合同会社千照 4380003004790 規格住宅の営業・販売事業を促進し、雇用の安定を

279 福島県 不動産クリニック株式会社 3380001014801 オンライン対応による不動産売買の販路拡大

280 福島県 クラインガルテン ホームページ作成によるネット販売の強化

281 福島県 株式会社ケイエスエム 9380001008632 ホームページ製作・ECサイト構築による販路拡大

282 茨城県 ＱｕａｌｉｔｙＲ株式会社 5050001045448 オンライン工程管理ツール等の導入による対人接触機会の減少

283 茨城県 鮨・和食処　海将 需要が高まる少人数個室会食に合わせた食事注文タッチパネル開発

284 茨城県 華エンタープライズ有限会社 2050002028297 コインランドリー店へ非接触のケーキ販売機導入で生産性向上

285 茨城県 株式会社ボディー＆カンパニー 4050001037388 コロナ禍でも安心‼「出張整体」サービスで新規顧客開拓事業

286 茨城県 四季料理あきよし 店内個室化とテイクアウト拡充による売上のＶ字回復

287 茨城県 株式会社Ｋ．Ｎ．Ｓ 7050001012529 SNSを活用したオンライン無人トータルサービス事業

288 茨城県 有限会社オーム 9050002011172 ドローンを活用した業務パーソナル化・作業効率化・新規受注開拓

289 茨城県 株式会社すずき 4050001013595 つくば山麓サイダーと当店限定のインターネット販売事業

290 茨城県 殿塚商店 スマートメーター導入によるプロパンガス販売業者の非対面接触化

291 茨城県 ＪＡＲＤＩＮＶＥＲＴ アウトドアブームに沿った庭園でのＢＢＱ提供事業

292 茨城県 株式会社小沼工務店 7050001020119 リモート商談とIT化により個人宅の新築受注増加による収益拡大

293 茨城県 株式会社オシケン 1050001031377 工事非対面受注体制の構築と、もったいない余り材のネット販売

294 茨城県 三和精工株式会社 3011701003122 高精度製品製造の為のWithコロナ生産環境整備と自社HP強化

295 茨城県 山田ランチ 人気商品ホルモン焼のテイクアウトPRによる売上V字回復

296 茨城県 株式会社大興製作所 3050001013596 特殊リードスクリューのオンライン注文開始による取引増加

297 茨城県 有限会社総合建築ヤマクラ 9050002006107 HPリニューアルによる集客強化とドローンによる屋根・外壁点検

298 茨城県 らーめん大黒屋 無人販売所開設による冷凍餃子の２４時間対人非接触販売

299 茨城県 有限会社下妻葬祭 2050002019593 オンライン会葬・式場のオンライン視察システムの導入

300 茨城県 餃子酒場だるま 半個室席への改装と効果的な広告戦略による売上のＶ字回復
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301 茨城県 ラピス オンラインメニューと教育動画配信による販路拡大

302 茨城県 ＯＲＩ株式会社 9050001044834 対人接触を減らすキッチンカー事業とＥＣ販売事業の新たな展開

303 茨城県 亀田　直之 低感染リスク型プライベートスタジオの開業

304 茨城県 ＤＡＣ株式会社 8050001046063 通販サイト制作、ポータルサイト・ＳＮＳ等活用、非接触販路拡大

305 茨城県 青空キッチン空太 つくば市の地産地消！青空キッチン“空太”のキッチンカー戦略

306 茨城県 海老原工務店 ドローンを活用した新たな事業展開及び付加価値向上事業

307 茨城県 株式会社Ｒｉｓｍ 6050001047138 冷凍自販機導入によるチーズケーキの認知度向上と新規顧客の獲得

308 茨城県 ｓａｋｅ和酒楽 レーザー彫刻によるＭｙ酒器製作で充実したおうち吞みをサポート

309 茨城県 ヘアリゾート夢有民（むうみん） ECサイトの物販オンライン化によるサイトレスポンシブ化

310 茨城県 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｅｌｌｇｅ 顧客接触リスク調整可能な「アロマスチームベッド」セラピー提供

311 茨城県 株式会社手伝い隊 5050001044805 専門店によるハワイアンスイーツのテイクアウト・デリバリー展開

312 茨城県 民宿旅館千葉屋 キッチンカーを活用し地元の廃棄食材の有効利用と地元PR

313 茨城県 エヌエス創建株式会社 7050001040752 オンライン見積りシステム等の導入による新規建築案件の獲得

314 茨城県 株式会社いろはフーズ 1050001013053 冷凍自動販売機導入による非接触サービスでの販路拡大事業

315 茨城県 有限会社廣瀬石材店 5050002015813 墓じまい作業の少人数化とネットによる新たな集客モデルの構築

316 茨城県 くまもと整骨院 接触機会の減少と綺麗に痩せる痩身エステのFA事業の展開

317 茨城県 有限会社片岡工業 5050002008222 完全非対面の屋根・外壁補修サービス展開によるＢｔｏＣ販路開拓

318 茨城県 合同会社双伸教育 7050003003633 衛生対策の徹底と面談のオンライン化による経営安定

319 茨城県 株式会社ＳＨＩＮＥ 2050001018051 キャッシュレス決済対応POS導入とWeb集客事業

320 茨城県 有限会社タヤマ 7050002015506 ＥＣサイトを構築、非対面型ビジネスへの転換

321 茨城県 ＢａｎＤｅ合同会社 8050003005760 管理機能追加による対面型業務のオンライン化・業務効率化

322 茨城県 Ａｌｏｈｉ 働く女性へ最高のヘアスタイルをホームケアで美しく・未来へ輝く

323 茨城県 株式会社ゼロ・グラフィックス 2050001039056 ＥＣサイト構築ノウハウの蓄積と新たな通販事業で売上拡大

324 茨城県 株式会社家和楽 5050001046181 対人接触機会減少と新事業となるオンライン化への取組み事業計画

325 茨城県 気楽家トンボ 動画やSNS等を活用したオンラインカーコーティング講座開設

326 茨城県 ＢＡＳＥ　ＯＦ　ＬＩＦＥ ホームページ改修によるwithコロナの事業安定と認知度向上

327 茨城県 株式会社笠島造園 6050001044795 高温スチーム機による作業少人数化と除草サービスによる販路開拓

328 茨城県 レ．フィールコスメティックス有限会社 4050002044219 ロゴマークのオンラインデザインサービスの構築と販路開拓事業

329 茨城県 株式会社マコトサービス 4050001025517 新たに自社ECサイトを制作し殺菌消毒剤のネット販売を強化

330 茨城県 Ｌｕｍｉｎａ　Ｓｈｉｐ 【Lumina Ship】オンラインで逃がさない集客

331 茨城県 株式会社コーアンドビー 6050001037849 セルフ型サロンとECサイト構築による健康器具の販売事業への参

332 茨城県 株式会社ＭＫ技術研究所 6050001037238 特殊有機肥料で作る飲食の移動販売車による新規事業

333 茨城県 アイノアコルトアクセサリー アクセサリーブランドの販路拡大及びオンライン講座の販売

334 茨城県 株式会社タドコロメディカルサービス 8050001019936 ボディケアマシーン「モナリザ」を導入し、地域顧客に宣伝！

335 茨城県 行政書士　會澤英雄事務所 相談予約システムとオンライン相談サービスによる新規顧客の獲得

336 茨城県 株式会社ケーアイ 9050001038456 ECサイトと動画活用による健康食品と運動器具の非対面販売事業

337 茨城県 ＬｉｆｅＳｔｙｌｅＥｌｉｏｔｏ オンライン説明会の開催と資産運用シミュレーターの開発・提供

338 茨城県 おそうじ本舗筑西店 洗浄機器の導入による1名作業体制の確立とチラシによる集客事業

339 茨城県 ヴォイスオブメシア 密にならない新たなアニマルフォレストpark開業に向けた事業

340 茨城県 株式会社シャイン 9050001045832 研修ルームの感染症対策と日本語教室の開催による顧客価値UP

341 茨城県 坂場　健 オンラインでの新規顧客獲得と既存顧客のフォロー体制の構築

342 栃木県 株式会社ＡｒｏｕｎＤエンターテイメント 8060001021734 変化したスイーツ需要を捉え、新商品を非対面で販売

343 栃木県 有限会社美川 3060002037701 非対面テイクアウト商品開発のための真空機導入

344 栃木県 黎明座 和太鼓団体によるライヴ配信機材を活用した取組

345 栃木県 株式会社ＭＯＶＥ　ＯＮ 7060001031949 コロナウイルス感染防止非接触店舗スペース改修計画

346 栃木県 クロスリアリティー株式会社 4060001030433 テレワークに使える個室レンタルスペースを新規開設

347 栃木県 有限会社坂本商店 3060002030417 「飾り樽」専門オンラインストア開設による新規ニーズ獲得大作戦

348 栃木県 甚八 キッチンカーで売上拡大。弁当購入が困難な高校に毎日お届け

349 栃木県 ＢＡＲフルールドゥリス 栃木県産フリーズドライフルーツ商品の新開発とECサイト構築

350 栃木県 株式会社ＭＡＮＡ 8060001017773 非対面型運動療法導入に伴うHPリニューアルによる顧客獲得強化
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351 栃木県 ネイルサロン宮 接触時間が短い新事業を開始し感染症等に対する脆弱性を克服する

352 栃木県 伊藤苑 自動券売機の導入による対人接触機会の減少＆労働効率の改善

353 栃木県 有限会社ル・フェステ 3060002009824 商談用ショールーム新設による安心・安全の感染症対策!

354 栃木県 ア・ターブル 非対面オンライン料理教室の実施オンライン決済導入・新メニュー

355 栃木県 有限会社黒田養蜂園 9060002020040 はちみつと相性のよいピザのテイクアウトと体験型イベントの開始

356 栃木県 株式会社轟 2060001034171 モバイルオーダー周辺機器のオンライン販売および見積りの自動化

357 栃木県 快生堂薬局 作業効率化で無駄な接触削減と待ち時間短縮による感染リスク軽減

358 栃木県 株式会社みらいデンタル企画 3060001033635 CAD設備投資による歯科技工士の働き方改革とインプラント事業

359 栃木県 とちぎ中国語スクール オンラインレッスン導入による生徒のケア拡大とオンライン自習室

360 栃木県 田港大輔税理士事務所 非対面でのオンライン面談システムの構築

361 栃木県 ジーンジニーアンドハングリーフリークス、ダディ 卸主体からDtoCビジネスモデルへの移行に際しECサイト構築

362 栃木県 ナッティトレーディング 卸売業が川下へ個別予約対応とマーケティング新事業へ進出

363 栃木県 日本ドローン塾株式会社 7060001033879 新産業革命は空から！温泉地deドローン資格取得しませんか！

364 栃木県 洋めし家番館坂 テイクアウト対応の為、食材の保存と対応力を強める設備の充実

365 栃木県 ＭＹｉｍｕ 韓国ファッションをもっと手軽に・MYimu通販サイトの構築

366 栃木県 株式会社ジャパン・ヘンプ・クリエーション 8060001034158 麻農家が行う伝統工芸品のオンライン販売とオンライン体験教室

367 群馬県 忠治食堂 非接触販売と新規販路拡大のための弁当惣菜製造設備導入

368 群馬県 株式会社フォークアートジャパン 8070001033514 パンチデータ作成の内製化による刺繍加工の非対面化・短納期化

369 群馬県 須田鋼材株式会社 5070001022726 シェアオフィスにおける個室会議室（Web会議ブース）の設置

370 群馬県 まとい 真空包装販売開始による新規顧客獲得事業

371 群馬県 アイルックメガネ 対人接触機会を低減する補聴器相談室の設置で地域一番店に！

372 群馬県 レストハウスべえす オンライン販売用ECサイト構築とそれに対応するための店内整備

373 群馬県 有限会社ココアカンパニー 7070002021709 高齢者のための対人機会を減少させる訪問美容による売上向上計画

374 群馬県 株式会社赤城鶏卵 3070001000072 冷蔵・冷凍食品のファブレス商品開発及び非接触型販路開拓事業

375 群馬県 株式会社ファイナリスト 9070001005644 自動券売機導入による接触機会の減少と事業継続性の改善

376 群馬県 塚田建設株式会社 2070001023875 オンライン予約導入による商談機会数を増加し売上につなげる

377 群馬県 酒井商事 クライミング技術を導入し少人数で安全な特殊伐採事業の展開

378 群馬県 竹沢佳紀 撮影のオンライン化と新たな撮影方法の提案

379 群馬県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｐｉａｚｚａ 音楽・声楽愛好家のためのオンライン音楽塾の立上げ

380 群馬県 ラ・ジェム 非対面による講座開設実現のための完全オンラインシステムの構築

381 群馬県 きらっとプラス マイ寸法にお仕立て! 逸品振袖レンタル事業による販路開拓

382 群馬県 株式会社なごみフードシステムズ 2070001031267 24時間対応、餃子の自動販売機導入事業

383 群馬県 株式会社春麗 7070001033465 プログラミング教室の開校並びに新規販路の開拓

384 群馬県 宏誠堂印刷 接触ゼロの打合せ環境整備によるシネマティック動画受注拡大事業

385 群馬県 モギ・コーヒー イベント需要からの脱却、ギフト商品開発による販路開拓事業

386 群馬県 株式会社強戸柳文 1070001019222 IoT-R導入によるLPガス業務の対人業務減少化事業

387 群馬県 株式会社シーラスト 2070001026580 ECやSNS用の非接触オンライン商品撮影サービスの構築

388 群馬県 クリーニングオリジナル新都心店 非接触型クリーニングサービス

389 群馬県 株式会社ＣＯＮＹＥＬＬＯ 3070001038567 選手グッズのオンライン販売事業

390 群馬県 株式会社スタジオ桂 9070001016179 高画質・高性能カメラ・レンズを使ったマンツーマン写真教室

391 群馬県 田月堂 低感染型ＥＣサイト・カタログ作成で新たな顧客と販路を拡大

392 群馬県 福祥株式会社 6070001036568 ビデオマーケティングを用いた海外販売促進活動

393 群馬県 ル　コアンバール 巣ごもりのお供に自慢の味をECサイトとテイクアウトで密回避

394 群馬県 有限会社マイピア 9070002030947 新たな生活様式に対応した移動販売車の導入による販路拡大

395 群馬県 涌井商店 自動販売機を活用した非対面型２４時間新鮮野菜販売事業

396 群馬県 陶豆屋 オンライン配信による自宅でも美味しい紅茶セミナー

397 群馬県 着物　にきたえ 和装文化をより身近に！着物・小物のオンライン販売

398 群馬県 アソビバースノー 待ちから攻めへ、ウイズコロナ経営に向けたキッチンカー導入事業

399 群馬県 ｃｕｃｏ 個室での非対面型セルフケアメニュー展開による癒し事業展開

400 群馬県 有限会社コンサルティング・エース 7020002047568 企業経営者のための個別アドバイスサービスの導入

8



＜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5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3月2日(水)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。

401 群馬県 バルレスタウランテヒサ テイクアウト用LP作成と感染リスク低減対策

402 群馬県 高橋リフォームサービス HP制作・オンライン個別相談導入による非接触率の高い販路開拓

403 群馬県 Ｒ＆Ｈ合同会社 1070003002861 FAVOオリジナルホームページ開設

404 群馬県 中の屋 コロナ禍の社会問題解消に向けたサロン事業のリスク軽減策の強化

405 群馬県 オールラウンド 【有料自習室】オンライン型集客・交流の仕組み構築

406 群馬県 株式会社ユーエスケイ 9070001015065 ＩＴ・ＡＩ技術を活用した企業活動のリモート・オンライン化

407 群馬県 株式会社ＫＥＩＫＡ 3070001038526 コロナ禍でも心身健康を目指す出張サービス

408 群馬県 ＭＫプランニング これからの環境保全の為の水質改善を浄化槽からプロジェクト

409 群馬県 三善香里 自宅からの無観客ライブ配信や非接触下コンテンツ制作の環境整備

410 群馬県 株式会社Ｒｕｓｈ　ｓｔｙｌｅ 1070001034675 非対面式オンラインペットショップの販路拡大

411 群馬県 有限会社福田商店 5070002021231 洗える抗菌マスクの製造・ネット通販開始で顧客ニーズに対応

412 群馬県 洋服のお直しｍｉｋｅ ECサイト立ち上げによる洋服のお直しサービスの販路開拓

413 群馬県 有限会社デザイン印刷アオキ 8070002024173 次世代EC「ライブコマース」教材とコンサルティングの販売促進

414 群馬県 特定非営利活動法人日本健康文化協会 5070005009612 セミナーのオンライン化による新規顧客獲得

415 群馬県 ゆめみ労務管理事務所 就業規則AIツール導入による業務効率

416 群馬県 有限会社ｂｌｉｓｓ 9070002015155 人材の獲得を促進する新たな面談の開始とWebサイト作成事業

417 群馬県 有限会社ホーム・リメイクナカムラ 9070002008019 新ビジネスモデル、セルフメンズ脱毛サロン「joli」開始

418 群馬県 つぼ押し職人 非接触型ツール導入及び感染対策

419 群馬県 コーヒーハウスシープ Webサイト強化による低感染リスクビジネスの構築

420 群馬県 ギャラリーフェローシップ 非対面式オンラインギャラリーでの新規顧客・販路拡大事業

421 群馬県 ｍｌｔ　ｓｔｙｌｅ合同会社 1070003004032 新規ECサイト及びライブチャット新規事業立ち上げ

422 埼玉県 ｍａｌａｍｕｔｅ ニットのサステナブル事業のオンラインシステム

423 埼玉県 合同会社ｂｉｇ　ｔｒｅｅ　ｈａｎｄ 6030003011184 「お家でホルモン」の製造体制構築による対人接触の低減

424 埼玉県 シャカ テイクアウト弁当事業への参入による販路拡大と集客相乗効果

425 埼玉県 株式会社プロテックス 9010401105850 『職域対応型新型コロナウイルス抗体定量検査』申込システム構築

426 埼玉県 株式会社ＨＲ 8030001106604 エアコンEC販売・取付一括サポート事業

427 埼玉県 有限会社三基錬工 1030002047036 液体水素燃料用バルブ継手の開発に伴うホームページ刷新事業

428 埼玉県 有限会社昇栄興業 7030002091284 子供向けキャンプスクールで新商品販売と若手人材の採用・育成

429 埼玉県 ＣＧコミュニケーションズ株式会社 9030001108046 携帯型カードホルダーケース“テガルッシュ”の国内外への拡販

430 埼玉県 米ぬかＫＯＳＯ風呂シンデレラ セルフエステ導入による新サービスで新規顧客及び客単価の増加

431 埼玉県 学びの森ブロッサム 在宅型英会話スピーキング力に特化したオンライン指導の構築

432 埼玉県 鍼灸院十門 美容に特化した非接触機器とオンライン販売の導入で新規売上UP

433 埼玉県 株式会社クリメン 4030001121904 オープン型遊具製作、食品生産工程の機械化による接触機会の削減

434 埼玉県 あさや テイクアウト事業の開始による地域住民への特製揚げ餃子販売

435 埼玉県 株式会社アイエスカンパニー 4030001014802 居酒屋専業からテイクアウト事業・ランチ事業への事業拡大

436 埼玉県 ワークショップ アルバム機能及びネット決済を追加した非接触型自社サイトの構築

437 埼玉県 昭和酒場麦わら屋 3密な居酒屋経営だけでなくキッチンカー販売の展開で売上UP

438 埼玉県 株式会社クリハラ 9030001071847 宴会場の分割プライベートルーム化による対人接触機会の削減

439 埼玉県 そのつもり 感染対策を取り入れた新たなカフェの開発とバリアフリー対応

440 埼玉県 有限会社コアプランニング 5030002085949 お客様申込から納品に至る印刷プロセスの非対面化とECサイト構

441 埼玉県 有限会社桜庭商店 5030002047040 非対面化を目的とした自社ECサイトの構築事業

442 埼玉県 蕎麦きり　つちのこ 新メニューと感染対策・バリアフリー化による女性客の来店促進

443 埼玉県 エクプロ株式会社 6030001098397 オンライン化による、感染リスクに囚われない営業スタイルを実施

444 埼玉県 株式会社コンバート・ワン 7030001050670 非対面でも楽しく家事を疑似実習するカードゲーム開発とPR事業

445 埼玉県 有限会社渋谷 3030002063147 感染防止の為テラス席の設置とテイクアウト商品の販売取組

446 埼玉県 株式会社Ｄｏｕｂｌｅｔ 6030001134771 低感染リスクの新たなオーダースーツブランド・提供方法の開発

447 埼玉県 スリーエスフィルム インターネットを活用しての非対面、非接触型中古オートバイ販売

448 埼玉県 酒巻亜矢子 オンラインレッスン導入WEB構築と広告運用による新規顧客獲得

449 埼玉県 合同会社ソイル 6030003016976 オンライン新入社員研修と非接触型事務管理ソフトで売上UP

450 埼玉県 ロレオハナ 埼玉県内初となる馬刺し・焼売・小籠包の無人販売所の運営
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451 埼玉県 Ｃａｆｅ　ＴｏｍｉＱ 人との接触機会を減らす導線・完全個室の確保と、テラス席の拡大

452 埼玉県 株式会社ナチュラルセブン 9030001022412 接触機会を減らす設備投資による新規売上創出

453 埼玉県 パティスリープロヴァンスの森 キッチンカー導入による販路開拓・雇用につなげるPR強化

454 埼玉県 ライトスマイル 親子関係を改善するオンラインサービスの販売促進事業

455 埼玉県 柏町接骨院 身体の事なら何でも相談！後期高齢者への訪問診療の強化

456 埼玉県 株式会社小澤介護サービス 8030001110366 ソーシャルコマースを活用したECで福祉用具販売

457 埼玉県 工藤美菜 漫画・漫画背景美術教室

458 埼玉県 株式会社九弐六 7030001080081 液体歯磨きのネット通販展開による非対面での新規顧客を獲得

459 埼玉県 ポコアポコ 地産地消のマフィンを取り扱い、地元に美味しいを届ける

460 埼玉県 株式会社Ｂ・Ｉ・Ｃ 7030001070140 営業支援システム導入による当社課題解決

461 埼玉県 有限会社長春堂 1030002068825 事業再生化計画BtoBからBtoCへの脱却！

462 埼玉県 ＬＩＳＴＡ　Ｄｅｓｉｇｎ PBの販売促進とブランド工房利用の低リスク化に向け改善

463 埼玉県 とんかつぼたん 自社通信サイトでの冷凍揚げたてとんかつ等の販売促進

464 埼玉県 中華・台湾料理　正香園 個室設置と店舗のデジタル化による感染拡大防止と顧客ニーズ対応

465 埼玉県 ＭＩＲＡＩＺ ECを活用した受注システム構築及び認知度向上による売上アップ

466 埼玉県 合同会社オハナ 1030003011841 ビデオ通話アプリを活用したオンラインで行う婚活診断事業

467 埼玉県 株式会社雄栄 2030001108820 瞬間冷凍・真空パックおうちでもつ鍋セット商品の開発販売

468 埼玉県 雅紀屋 スピーディな提供で感染リスク低減＆お客様もゲット！

469 埼玉県 株式会社リッツ 3030001092650 越境ＥＣサイトの制作による海外販路の構築

470 埼玉県 合同会社平山 7011103007734 非接触と贅沢を同時に実現する非対面式プライベートエステ

471 埼玉県 さとうクリーンサービス 専用洗剤のEC販売と併せて付加価値の高い難しい清掃を受注する

472 埼玉県 有限会社中川商店 9030002040149 POSシステムと予約システムを有効活用した低感染型集客の実施

473 埼玉県 株式会社ライフクリエイト 4030001010297 カウンセリングのオンライン講座の提供開始で経営の安定化を実現

474 埼玉県 ネリネ 新たな施術場所の構築とセルフエステのメニューを取り入れる

475 埼玉県 株式会社金子商店 6030001054598 対人機会減少のためのEC販売強化と効果的な広告利用

476 埼玉県 メンズサロン　ポパイ 理髪店における女性新規顧客獲得をオンラインで手掛ける事業

477 埼玉県 バーバーユニコン 接触を減らしたエステサービスの展開

478 埼玉県 武田るな 自宅で学ぶオンラインマナー講座の販路開拓施策

479 埼玉県 株式会社Ｓｕｐｅｒｂｙ 5030001136257 非対面型事業！EC事業へ参入し感染リスク・収益低減リスク回避

480 埼玉県 篠崎バイオリン工房 楽弓毛替えを受注するECサイト設立と梱包キット開発の事業

481 埼玉県 有限会社定森商事 9013302003801 感染対策強化と集客拡大を図る事業計画

482 埼玉県 Ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　ｃｏｃｏｎ 自社ECサイト展開によるまつ毛美容液のネット販売売上拡大事業

483 埼玉県 株式会社住心 9030001098436 PR・広告とデータベースの連携による非接触型新規顧客獲得施策

484 埼玉県 ＯＦＦＩＣＥ　ＹＵＭＩＫＡ YouTubeを用いた学習動画製作と集客導線の仕組み化

485 埼玉県 Ｈａｐｐｙ　Ｋｉｎｇｄｏｍ　ｆｏｒ　ｍｏｍ＆ｋｉｄｓ お家で学ぼう！～１対多型オンライン教室の確立

486 埼玉県 キッチン　オニオン テイクアウトの事前予約ができる店舗アプリ

487 埼玉県 株式会社Ｒ．Ｔ．Ｉ 2030001029570 非接触型治療機器の導入及び治療内容の充実化による顧客拡大事業

488 埼玉県 谷　明実 オンラインもOK谷明実音楽教室

489 埼玉県 ソプラペット株式会社 5030001134244 非接触でペットとの出会いを実現!非対面型サービスの販路開拓

490 埼玉県 合同会社シマーシステム 5030003013875 24時間無人レンタルジム化

491 埼玉県 カルボナリ党 イタリアンレストランのテイクアウト・デリバリー商品開発事業

492 埼玉県 有限会社豊田彫刻工房 6030002115911 神社仏閣の彫刻技術を活用したインテリアブランドの確立

493 埼玉県 株式会社Ｓｕｔｔｏ 7030001125316 非対面マンションサポートアプリ事業

494 埼玉県 本沢住設株式会社 1030001018500 IoT活用ガス検針自動化で生産性向上～非対面で安全の見守り~

495 埼玉県 株式会社森工務店 4030001098333 非対面型営業での受注拡大、及び人々のより良い暮らしの実現

496 埼玉県 株式会社柳生塗装 5030001107150 非対面サービス導入で、個人向け外壁塗装の顧客層拡大を図る

497 埼玉県 株式会社ＥＬＦ 8030001136477 株式会社ELF住宅会社とお客様を繋ぐオンラインコミュニティ業

498 埼玉県 有限会社和田紙工 6030002099601 穿孔機導入による生産工程見直しで省力化と精度向上を実現

499 埼玉県 ｄａｔａ　ｉｎｓｉｇｈｔ 難病患者のコミュニティサイト構築による販路開拓

500 埼玉県 結 非対面でのオンラインビデオ新講座
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501 埼玉県 川嶋　美和 テレアポ事業のオンライン新規顧客獲得＆テレワーク勤務環境整備

502 埼玉県 黄土よもぎ蒸し　むん 新サービス「自宅でできるよもぎ蒸し」による販路拡大

503 埼玉県 猪原秀陽 キャラクターの木彫や木工製品の制作とECサイトでの販売

504 埼玉県 Ｒｅａｃｈ　ｔｏ　ｕｍｂｒｅｌｌａ 対面型のセミナー事業からオンラインサロンに転換

505 埼玉県 株式会社人生１００年応援企業 8030001131420 オンライン面談の導入による非接触型求人サービスの確立

506 埼玉県 荒川茂俊税理士事務所 コロナ禍でも非接触で安心して依頼できる税理士事務所化

507 埼玉県 プレップルーム株式会社 2030001141821 チャットボット導入によるヒアリングプロセス刷新事業

508 埼玉県 福田印刷 ECサイトによる販促物の定期販売の仕組みで新規顧客を増やす

509 埼玉県 合同会社ジーヘルプ 8030003017493 オンライン営業により法人の新規客獲得を増やす事業

510 埼玉県 株式会社ＷｉｓｈＣａｒｅ 6030001023173 療養専門家によるセルフ脱毛・フェイシャルエステ事業への展開

511 埼玉県 株式会社ヤマショウ 1030001103830 Webメディア・ECサイトによる非対面ビジネス強化とWEB戦

512 埼玉県 合同会社おもかげ 2030003012987 ペット火葬のオンライン配信サービスで感染症対策と売上アップ

513 埼玉県 ひかる鍼灸整骨院 EMS器具の導入によるセルフ施術形式ダイエットコースの実施

514 埼玉県 株式会社アイル 6030001139341 オンラインプログラミング教室で次世代の子ども達を育てる

515 埼玉県 石井酒造株式会社 7030001031357 新サイト構築によるオンラインを活用した非対面の販売強化

516 埼玉県 親子教室　びーくる 対面型幼児教室と非対面型での講師養成講座で新規販路開拓

517 埼玉県 有限会社江中畜産 8030002097149 自動精算機付きPOSレジによる感染対策、採算管理、生産性向上

518 埼玉県 キレイエ 自社HPの開設と予約システムの導入、サブスククリーニングの開

519 埼玉県 埼玉巻爪整体院 オンラインカウンセリングで巻き爪ケアの新規利用者を獲得する

520 埼玉県 株式会社ワイズコーポレーション 3030001114768 新規事業を含めた困りごとの総合窓口となるポータルサイトの開設

521 埼玉県 株式会社アルファドリームプロジェクト 6030001123015 純水素ガスセルフ提供装置導入による低感染リスク疼痛施術開始

522 埼玉県 株式会社タイネツ 2030001004929 壊れた送風機修理製作を全国どこでもオンライン完結

523 埼玉県 オーダースーツ　Ｇｏｏｄ　Ｌｕｃｋ オーダースーツをネット販売する為のECサイト構築

524 埼玉県 インクロス 新規イベント実施と新システム導入によるコミュニティの魅力向上

525 埼玉県 株式会社ケイコビューティージャパン 3030001133207 ネイルサロン開業支援オンライン講座開講により売上向上を図る

526 埼玉県 有限会社玉屋 1030002058933 オンリーワンのオリジナル商品開発とPR

527 埼玉県 白栄舎 クリーニング店の既存休眠客の呼戻しとオンライン集客の取組

528 埼玉県 ホリスティックケア林 対人接触の受診不安ゼロのオンラインでメンタル　問題未然予防

529 埼玉県 居酒家　和じま 〆をお家で！非対面による冷凍ラーメン販売事業

530 埼玉県 もみＴａｎ コロナ禍で注目のフレイル予防に貢献するセルフ水素吸入サービス

531 埼玉県 Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｚｅｓｔ exocadを使ってのポストコロナ時代を生き抜く方法

532 埼玉県 ハルカレコーズ ココロを豊かにするための屋外ゲリラ生演奏の広報活動強化施策

533 埼玉県 株式会社セヨン 3030001070111 タッチパネル式オーダーシステム導入による接触機会削減計画

534 埼玉県 Ｓ－ＢＯＤＹ セルフ・オンラインで提供できる美顔機器導入による新規事業展開

535 埼玉県 合同会社ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ 5011003009502 HPと動画の活用で非接触でもコロナ禍以前の売上を上回る！

536 埼玉県 株式会社Ｗｅｂジャパン 5030001044229 「対人接触機会減少のためのECサイトの制作」

537 埼玉県 ピーナッツポート クラウドファンディングから一般販売へ

538 埼玉県 合同会社ファンタスマ 2030003013127 スピリチュアル鑑定士によるオンライン電話占いサイトの構築

539 埼玉県 朱利 伝統文化の100年を伝えるECサイト構築とSNS販売戦略

540 埼玉県 手打ちそば・うどん　志かわ 非対面型ビジネスのためのWebサイト構築

541 埼玉県 株式会社ＷＩＮ 5030001095643 鉄・非鉄金属相場情報と連動した売買契約WEBシステムの作成

542 埼玉県 有限会社千寿商事 6030002073952 接触機会の減少とランチタイムの売り上げアップ！

543 埼玉県 合同会社ＢＰＲサービス 2030003014645 「近くで、並ばず、密にならず、人気スイーツを体験」事業

544 埼玉県 エリート国際株式会社 4030001142990 革縫製技術習得の教材開発販売及び対面研修時の感染対策強化

545 埼玉県 ほっとコンサルティング 集客型ホームページへのリニューアルと集客システムの構築事業

546 埼玉県 有限会社高橋不動産 5030002104683 非対面型ビジネスの対応強化と認知度向上のためのHP制作と拡販

547 埼玉県 株式会社Ｍ＆Ｑ 1030001138686 自社販売サイトの構築

548 埼玉県 夢を追えるプラットフォーム 会員限定のオンラインサポートプラットフォーム事業

549 埼玉県 ｆｏｏｔ６４ 体内循環アップ！お風呂時間を有効活用できるハーブソルトの販売

550 埼玉県 株式会社Ｂ－ｓｔｙｌｅ 8030001135850 弊社商品を実感できるフェイシャルとボディのセルフエステの開設
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551 埼玉県 アクアインストラクター 高齢者への機能性とデザイン性を兼ね備えた水着の開発販売

552 埼玉県 エースコンサルティング株式会社 3030001141589 「eLearningサービス事業」

553 埼玉県 岡本どうぶつ病院 レントゲン装置CR導入によるスムーズな診療を目指して

554 埼玉県 日野屋酒店 自動販売機設置による売り上げ向上と地産地消商品の販売拡充

555 埼玉県 フルーム アクセサリー特化型オンラインマーケットの創出

556 千葉県 株式会社フラミンゴ・リゾート 6040001087449 コテージのオンライン決済とPR動画で事業の回復を実現する

557 千葉県 株式会社オレドン 9040001116072 自宅で握れる寿司ネタ販売

558 千葉県 株式会社アドブレーン 2040001008615 対人接触機会を減少させるセルフエステサービスの導入

559 千葉県 クラスター プレミアム日本酒、サーバー提供サービス事業

560 千葉県 味処きまっし テイクアウト商品とオンライン予約システム導入による収益アップ

561 千葉県 合同会社有果 5040003010921 居酒屋さざんかメニュー＆健康メニューと地元野菜の移動販売事業

562 千葉県 ニューチャーハン 待つのではなく会いに行く「移動販売」で集客アップと販路拡大

563 千葉県 イッシーファーム 農業用ドローンによる作業効率化と肥料・農薬散布サービス開発

564 千葉県 アンデルセンいちご農園 ネット通販を活用して全国のお客様に自慢のいちごをお届けしたい

565 千葉県 株式会社Ｎｏｂｌｅ　Ａｃｔｉｏｎ 3040003014024 世界中の日本好きに「日本刀の伝統文化」を伝えるPR事業

566 千葉県 Ｋ２ＲＯＯＦ合同会社 5120103003395 新規販路の構築を目的とした非対面型営業への転換

567 千葉県 株式会社房総オリーヴ 5040001097944 「オイル」用オリーヴ栽培・製造に係る対人接触減少と生産性向上

568 千葉県 ＳＰＡＣＥ　ｘ　ＨＡＩＲ　ｘ　ＤＥＳＩＧＨ　Ｘｙｙ コロナ感染のリスクを低減する非対面型ヘッドスパサービスの導入

569 千葉県 とと庵 大原のおいしい鮮魚を衛生的に朝市で小売する事業に進出

570 千葉県 成田オート株式会社 9040001087355 オンラインツール導入による非対面型商談体制構築・業務の効率化

571 千葉県 アールアンドケー　カンパニー 123年前に海を渡った“パピーのパン”をキッチンカーて

572 千葉県 梨の飯田園 新品種ブランド化および販売のためのホームページ作成

573 千葉県 ＣＯＤＡＭＡ オンラインで販売できる「アイシングクッキー」の開発、商品化

574 千葉県 ヘアクラブヤノ HP設置によってコロナによる時代の変化にも対応できる地域密着

575 千葉県 えがお整骨院 完全非接触なトレーニング室の設置でコロナ太り・筋力低下解消

576 千葉県 花嶋未来 SDGsを未来に繋げるアクセサリー！ブランドサイトの構築

577 千葉県 合同会社海波 6040003015192 「オンライン打ち合わせ・予約・決済で非対面型ビジネス」事業

578 千葉県 千葉エデュケーショナル株式会社 8040001050198 交通安全動画コンテンツのダウンロード販売

579 千葉県 有限会社ｃｌｅａｒ　ｗｏｒｋｓ 8040002016405 現集客への甘えから脱却する集客と施術効果を高めるシステム開発

580 千葉県 株式会社アクタス 6040001060769 新たな販路開拓を行うためのオンラインセミナー施策の実施

581 千葉県 合同会社Ｄｅｆｒａｇ 8040003013806 非対面でも脱毛機器取扱いが学べるコンテンツ動画提供計画

582 千葉県 おきよ おきよ名物「味噌焼きおにぎり・唐揚げ」のテイクアウト強化事業

583 千葉県 ＡＳＴＯＲＥ 対人接触機会減少を踏まえたASTOREの販路開拓への取り組み

584 千葉県 ＳＴＵＤＩＯ　ＦＨＩＬＴＥＲ 動画配信対応型ダンススタジオへの改修による新規顧客開拓事業

585 千葉県 株式会社アナンダ 9040001091638 オンラインでヨガ講師を目指せる、ヨガ指導者養成講座の実

586 千葉県 便利屋シェビー株式会社 3040001119601 顧客接点のデジタル化による新規販路開拓と感染リスク低減

587 千葉県 デザイン工房タラリア 手袋シアター増産とECモール出店・動画マーケティング事業

588 千葉県 もみ処ゆう ヘルシー唐揚げ通販専用商品の開発とテレビプロモーションの実施

589 千葉県 てごねパン教室アンジュ オンラインによる手ごねで作るパン教室の開講

590 千葉県 合同会社ＩＯ 7010903001640 相談やカウンセリングを非対面型に転換

591 千葉県 株式会社エムトラスト 5040001078952 web集客でデザイン力を活かした家・内装とデザイン外溝を訴求

592 千葉県 フジハン醤油株式会社 5040001063814 発酵の里神崎町ならではの「手造りもろみ」非対面販売拡大事業

593 千葉県 株式会社ｋｉｃｃａｋｅ 2013301040983 地域特産品等を販売する地域密着型ECサイト構築事業

594 千葉県 北郷レンコンファーム 醗酵の町ならではの発酵食品「れんこんキムチ」の非対面販路拡大

595 千葉県 合同会社Ｌａ　ａｎｔｉｇｕａ 5040003005426 対人接触機会減少のためのケータリング事業実施と店舗内整備事業

596 千葉県 ネイルサロンルヴィア 店舗のアフターコロナ対策及びIT化による新規顧客獲得の拡大

597 千葉県 株式会社ファンダフルテーブル 7040001117923 モバイルオーダー導入による非接触型サービス推進・売上拡大事業

598 千葉県 株式会社柏﨑写真 7040001028047 証明写真の顧客拡大とその波及効果による記念写真の新規顧客獲得

599 千葉県 サンライズ サーフボードの「オンラインオーダーメイドシステム」導入事業

600 千葉県 カラオケ喫茶わ テイクアウト・宅配に対応した「野菜の水分」カレー専門店を開店
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601 千葉県 株式会社創ダイニング 2040001040543 店舗とキッチンカーによる販路拡大と感染防止の低接触の取り組み

602 千葉県 貴瑞株式会社 3011001127992 オンライン結婚相談所の広告宣伝事業

603 千葉県 美容室ミケネオ オートシャンプー機導入で非接触、対面での接客の時間を減らす

604 千葉県 ふふ工房 ウィズコロナ、アフターコロナを見据えたＥＣ販路拡大の取組

605 千葉県 柏担々麺 対人接触による感染拡大を抑制するワンストップデリバリー事業

606 千葉県 株式会社ＫＳＳ 4040001103835 EC顧客獲得への注力と商品クオリティ強化に向けた機材の購入

607 千葉県 魚骨らーめん鈴木さん コロナウィルス対策としての店舗移転・新装

608 千葉県 ドッグアップ２３６ 犬の健康づくりに寄与するおやつの開発とEC導入による販路拡大

609 千葉県 株式会社グラヴィティ 2040001084961 非対面での新規PRスクール開講と新たな雇用創出で事業拡大

610 千葉県 株式会社宗吾郎 9040001020885 新しい自社ＨＰを活用した新規顧客の創出及び売上拡大

611 千葉県 有限会社アシダ 5040002099147 自動検眼システム導入で接触時間の短縮化と感染リスクの軽減化

612 千葉県 株式会社ｏｒｉｂｕｒｕ 9010401128348 非接触型の営業・販売を実現し個人向け、法人向けの拡大をはかる

613 千葉県 伊東奈津子 カウンセリングや身体を整える治療のオンライン対応

614 千葉県 株式会社一陽 2040001075878 非接触にて塗装後の完成図を提示・提案し新規顧客獲得を目指す。

615 千葉県 Ｃ．Ａ．プランニング株式会社 5040001111143 自動車のキズへこみ修理　簡単依頼システムの構築

616 千葉県 料理教室Ｌｏｔｕｓ 料理教室を仕事にしたい人向けオンライン講座の実施

617 千葉県 ブーランジェリー萩 宅配・道の駅等を活用した「非対面」によるパンの製造販売事業

618 千葉県 合同会社ＴＫＮ 5040003007876 HPの設置で予約も症状も時代のニーズに合わせた整骨院へ

619 千葉県 ＮＰＰＳ　ＪＡＰＡＮ合同会社 6040003012751 中東の魅力を伝えるシーシャバーのテイクアウト・ネット事業転換

620 千葉県 和雅ワミヤビコー リサイクル着物でサステナブルな日本の美を世界に届ける！

621 千葉県 株式会社ＣＨＬＥＯ 2040001120725 自社商品のAmazon販売拡大戦略

622 千葉県 アイエヌコンサルティング株式会社 9040001115099 非接触型【営業システム】と【建物点検システム】の開発と運用

623 千葉県 もちマレット 《楽器製作、販売のオンライン化事業》

624 千葉県 有限会社アーチライフ 2040002027878 ECサイト導入で、安心して故人を送れる葬儀をご提案します！

625 千葉県 きら星整骨院 非接触・短時間治療導入による、患者来院頻度の向上

626 千葉県 然 接触機会の減少こそ生産性向上のチャンス

627 千葉県 Ａｍｉｃｏｍｉｍｕｒａ ＩＴ人材育成のための集客が出来るブログ付きホームページ制作

628 千葉県 かまくら農園 出荷業務簡易化を目的としたオンラインショップのリニューアル！

629 千葉県 株式会社ＭＪＯ 2040001087436 非対面の物件管理で安心・安全の住居の提供し入居促進！

630 千葉県 香取自動車整備工場 新設備導入による対人接触削減と生産性向上を図る内製化事業

631 千葉県 カフェはらどけい 多肉植物の販売開始とテイクアウト拡充

632 千葉県 株式会社ＭＩＸ　ＭＡＲＫＥＴ 1040001104869 非対面型チャット相談とオンライン見積りの「チェア　ワークス」

633 千葉県 佐藤工芸 ECサイトを活用したスパイスカレーキットのネット販売事業

634 千葉県 エイアンドエム　スピリット ネット販売・ダウンロード販売のための商品開発販路拡大計画事業

635 千葉県 合同会社アトリエロバ次郎 6040003018690 人形劇愛好家のためのオンラインパペットスクールの立上げ

636 千葉県 ｕｋａ 「family大豆ミート」グローバルオンライン販売事業

637 千葉県 出張トリミングサロンＲｅｓｈ ペットの手作り食を学ぶオンライン講座

638 千葉県 世珍堂合同会社 6040003012628 自宅で簡単購入！オンラインショップ新設による新規販路開拓！

639 千葉県 Ｇｒｏｗ＆Ｂｌｏｏｍ株式会社 1040001110099 動画配信・タウンプラス等を用いた非接触型の広告宣伝

640 千葉県 株式会社志践塾 4180002003707 アフターコロナを見据えた人材育成の強化とWEB戦略構築

641 千葉県 岸良栞 自己効力感は高いのに自己肯定感が低い人向けのカウンセリング

642 千葉県 Ｋｉｍｉｔｏ合同会社 1040003017986 健康食品のEC新規事業用Webサイトの制作とECサイト構築

643 千葉県 株式会社サロンドレーヴ 7040001012216 自宅でもサロン効果を感じる商品のEC販売及びLINEビジネス

644 千葉県 ＫＥＩＬＲＹ 「CHILL」ペットに特化したハイジュエリーのネット販売

645 千葉県 おそうじ本舗　八街店 コロナ対策のための光触媒コーティングサービスの開始

646 千葉県 アニメファンド株式会社 4040001112992 アニメコンテンツのオンライン展示とサービスPR

647 千葉県 株式会社山﨑組 5040001059507 GPS機能を活用した非接触測量及び情報共有体制構築

648 千葉県 プリムローズ 脱毛機「VICTORIA」導入による非接触型サービス事業

649 千葉県 白金座株式会社 5013401006444 収録受注用マッチングサイトの構築および運営事業

650 千葉県 株式会社マーサインターナショナル 9040001090375 非対面型営業による情報提供の拡充とその結果ＯＥＭ事業の拡充
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651 千葉県 衛正 茶室導入による関係者以外との接触回避と、日本文化の体験事業

652 千葉県 関根隆則 マンション・住宅修繕リフォームの非接触型集客受注サービス事業

653 千葉県 花草和 ネット販売事業の新規取組みと感染リスク抑制対策

654 千葉県 株式会社Ｖａｒｉｏｕｓ 3040001116763 美容サロン

655 千葉県 プログレッソ 「パーソナルトレーニング」オンラインレッスンによる販路開拓

656 千葉県 有限会社椎名土木 7040002083462 ＨＰで受注獲得、耕作放棄地削減のＳＤＧｓ経営

657 千葉県 ポジティブライフ研究所 オンライン講座運営のための、WEB広告を利用した新規顧客獲得

658 千葉県 便利屋ジェッツ オンライン受注のためのホームページ作成

659 千葉県 株式会社ベルシック 9040001115735 更年期障害に対するオンライン問診と更年期障害専門の整体院化

660 千葉県 いちわ株式会社 2040001116624 ショールーム移転、新しい看取り葬儀事業

661 千葉県 株式会社ＳＨＩＭＡＤＡ建設 4040001095296 コロナ禍における一般顧客獲得のための自社ホームページ改修

662 千葉県 齋藤　佳宏 オンラインでの非対面事業の拡大のためのホームページ作成

663 千葉県 株式会社バーデンハイム 6040001120903 インターネット広告で売上アップ

664 千葉県 株式会社Ｇｅｔ　Ｗｅｌｌ 5040001100534 ES5000導入による施術効果増と対人接触減少と新ビジネス

665 千葉県 株式会社アイアンドアイ 6040002000030 非対面セルフエステコーナー設置に伴う販促ツールの導入

666 千葉県 古屋仁美 自社ホームページ開設による漫画＆イラスト販売事業の集客強化

667 千葉県 株式会社ロムコーポレーション 7040002058679 トラックの移動店舗による新規顧客の開拓

668 千葉県 有限会社Ｎ＆Ｂホールディングス 7040002010383 申請書に記載しています

669 千葉県 株式会社ＣＩＲＣＬＥ 3040001095925 ユーモレスク製菓通販等のための店内改装と販売ツールの構築

670 千葉県 まき鍼灸整骨院 コロナ禍感染防止対策に対応した治療院のリフォーム事業

671 千葉県 ＣＢＩスタジオ YouTubeを使ったスカイトラックの販売とチャンネル収益化

672 千葉県 行政書士三浦国際事務所 行政手続きオンライン化促進事業

673 千葉県 有限会社じゅん平 8040002041031 テイクアウトとデリバリー事業のための改装工事。

674 千葉県 合同会社Ｗｈｉｔｅ　Ｎｅｏ 6040003017841 エステサロン用スマホアプリで予約・口コミ投稿をクラウド管理

675 千葉県 カミササヌキ 物販ビジネスの立ち上げによる非対面型事業モデルへの転換

676 千葉県 株式会社ＭｏＷＧ 8040001120892 従業員募集および有機野菜のオンライン販売のためのHP作成

677 千葉県 Ｌｉｍｅｉｓｍ 日中間での音楽を通じた文化交流をあきらめないイベント開催

678 千葉県 ＰｒｅｓｅｎｔＤｅｓｉｇｎ株式会社 9040001106049 オンラインマッチングサポート事業

679 千葉県 東葛清掃株式会社 5040001036258 ホームページ作成等により廃棄物等運搬依頼を非対面で獲得する

680 千葉県 温活＆デトックスサロンＡｌｏｈａｒｏｏｍ セルフ機器を用いた非接触で完結できるサービス提供と半個室空間

681 千葉県 有限会社栄一タイヤ商会 3040002096740 非対面での顧客支援の提供とウェブ顧客に関するリニューアル事業

682 千葉県 株式会社八坂工業 5040001110319 建設業マッチングサイト制作

683 千葉県 アナルカリ ネット ネットショップ起ち上げ　販売先を景気の良い海外へ

684 千葉県 Ｆｕｔｕｒｅ　ｅｎｔｒｅｐｒｅｎｅｕｒ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 3040001082766 自立支援型経営者育成オンラインコミュニティの立上げ

685 千葉県 ヘアーサロンミヤザキ 理容サービスの対人接触機会減少、飛沫対策による新規顧客の開拓

686 千葉県 株式会社誠 4040003011094 既存事業（輸入代行）とのシナジー効果ある外貨両替事業への進出

687 千葉県 セルフラブ 観る、触れる、試す、学ぶによる顧客関係性の向上と販路開拓

688 千葉県 ＭＩＬＱＵＥＳＴ 投資可能なアンティークメダルの非対面型ビジネスモデルの構築

689 千葉県 株式会社山清 9040001063100 HPの設置で地域の悩みに対応、SDGs経営で社会貢献

690 千葉県 有限会社千葉エンビ 8040002074205 非対面での受注・販促活動を実現するためのWebサイト作成

691 千葉県 株式会社ギャラクシーコーポレーション 5040001120680 HarehareをつかったDIY向け建材販売事業

692 千葉県 植乃 抗菌メニュー表を作成、感染予防情宣ページ用QRコード表示

693 東京都 レストラン　ミモザ 家庭で本格レストランの味！お手軽レトルトサービス事業

694 東京都 ＯＵＲＭＵＳＩＣ－２０１６合同会社 3010103001049 100%非対面式音楽制作の実現とICTを使った広報活動

695 東京都 シネマ＆ミュージックエンタテインメント合同会社 4011203003495 タレント発掘！「歌ってみた甲子園」オンライン事業！

696 東京都 株式会社ヒューズ 6030001054193 テレワーク需要に対応する入店チケットの非対面自動券売機の導入

697 東京都 株式会社コンフェスタ 3011001122093 サロン向け非対面オンラインサービス提供による双方向の売上改善

698 東京都 株式会社エスエスフーズ 5010001154780 キャッシュレス対応セルフレジ導入で対人接触減、感染リスク減

699 東京都 株式会社トーキョーボウズ 2010901031140 大人数法人向けオンライン謎解きプログラム

700 東京都 株式会社日和 2013301046849 通販事業拡大に向けた巣鴨餃子の製造自動化
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701 東京都 うさぎ屋 テイクアウト体制の構築＆店内での対人接触機会減少の両立事業

702 東京都 ツーリズムラボ株式会社 8011601023694 マイクロツーリズム・地域観光ツアー造成と予約サイト制作

703 東京都 株式会社タケヤフーズ 9012701008163 ラーメン自販機設置と専用新商品投入による非接触販売体制構築

704 東京都 株式会社ノアジェ 6010001026244 自社サイト全面リニュ－アルとオンラインを活用した新規顧客開拓

705 東京都 Ｅｋｕｉｐｐ株式会社 3012301011325 中古工作機械等のオークション事業立ち上げによる新規販路開拓

706 東京都 森デザインオフィス 「『SUHARA』ブランドのECサイト構築による拡販」事業

707 東京都 株式会社ＵＮＯ　ＤＥＳＩＧＮ 7010401117435 コロナ禍のニーズに対応した小人数ウェディングプロデュース事業

708 東京都 元田技研株式会社 5010902018497 非対面販促ツール拡充で、新業種/全国からの新規顧客獲得

709 東京都 株式会社ＳＰＯＲＴＳＢＯＯＫ 5030001100535 インフルエンサー協業ウィンタースポーツ商品ECサイト販売事業

710 東京都 株式会社リネン 2011101084177 音楽ライブ及び動画配信事業の開始計画

711 東京都 株式会社ｓａｃｒｉ 9011501025443 パン屋さんの取り置きサービス「sacri」の通販事業化

712 東京都 株式会社ＤＭＣ 5011801023497 テラス席の設置と新規のテイクアウト・デリバリー事業

713 東京都 有限会社高徳 4010002024653 豊洲市場水産仲卸の一般向けＷＥＢ販売進出

714 東京都 株式会社東京ケンブリッジインターナショナル 1012401022892 オンラインクラスルーム開発とPR事業

715 東京都 株式会社ｃｒａｎｅ 1011001131708 対人接触機会を減少させるメニューブックデジタル事業

716 東京都 株式会社エールズ 5010401126000 非対面チャネル開拓を実現する冷凍食品自販機ビジネスの導入

717 東京都 ＫＵＬＡ　ＳＴＵＤＩＯ　クラスタジオ オンラインスタジオ集客と新サービス導入、感染症対策の実施

718 東京都 有限会社外苑前増田屋 7010402003329 テイクアウト宣伝を強化し、新規顧客獲得・売上げアップ

719 東京都 株式会社アイピーエー 3012701014662 社史や記念誌のサブスクリプションサービスによる中小の需要獲得

720 東京都 株式会社パシフィックリアライズ 3011101067296 オンラインレッスン、コンサルティング事業

721 東京都 Ｔ－Ａｒｔｓ不動産鑑定株式会社 5010901045443 不動産鑑定や関連契約に関わる総合相談のオンライン化事業

722 東京都 株式会社ＭＯＶＥＤ 7010801029206 プレゼン研修向けeラーニングコンテンツのオンライン販売を開始

723 東京都 朝田ケミカル株式会社 9010001159586 ポータルサイトとオンライン商談による肥料販売の商圏拡大

724 東京都 椿坂行政書士事務所 ITを活用した顧客、スタッフとの情報共有ツールの導入

725 東京都 宮田知彦 アウトドア需要に即したイベント業のオンラインサービス転換

726 東京都 株式会社テンカウンター 7010701038752 スマホだけで完結する完全丸投げオンライン動画制作

727 東京都 エステティックサロンハッピー シワたるみの方向け商品開発・オンラインサービスの販売促進事業

728 東京都 キッチンことや 【キッチンことや】上池上商店会における新たなパン事業

729 東京都 株式会社Ｙ．Ｋ．ホールディングス 9010901031118 接触機会を減らして感染予防

730 東京都 マルヤス商事株式会社 4010801027336 オンライン機能活用による事業拡大と人材採用の実現

731 東京都 Ｖｉｎｏｎ　Ｗｉｎｅｓｔａｎｄ＆Ｄｅｌｉ 酒類販売免許取得によるアルコール及び料理のテイクアウト販売

732 東京都 成田香奈依 ボイストレーニングをオンラインで行い売上げ向上を図る

733 東京都 ＯＵＴＰＵＴ オンライン配信による音楽イベント開催のための機材導入

734 東京都 ぽるこ ファーストフードメニュー開発及びテイクアウト販売強化

735 東京都 株式会社明幸 6011401014177 デジタル集客による小規模建築工事の受注事業

736 東京都 株式会社スラップショット 6010401015326 江戸野菜使用の品川カレー開発と通信販売による販路開拓

737 東京都 有限会社スタジオライフ 1011202003243 劇団スタジオライフ公式サイトの開発

738 東京都 株式会社山創 7010601056391 「あなたとおうちの安心安全」のための三密回避

739 東京都 株式会社スティーラジャパン 4012401036337 ＥＣによる直接取引の開拓とオンラインコンサルティングの新展開

740 東京都 株式会社ＦＲＥＳＳＹ 5011101093885 ライブ配信事業開始計画

741 東京都 株式会社ｃｌｏｖｅｒ２６ 3010101008632 非対面型スタジオレンタルサービス事業

742 東京都 株式会社Ｐｅｒｉｏｄｉｃａｌ　ｌｉｆｅ 4013301035692 自社ＥＣサイトによる自社ブランドホームケア商品の販売

743 東京都 株式会社東海管理舎 3011101013928 感染症リスク低減営業実施のECサイトと抗菌パンフレットの作成

744 東京都 有限会社桜ファーイースト 8010102011192 顧客管理強化のシステム導入、非多面型自社BtoC強化EC構築

745 東京都 ナッツクラッカー 非対面型店舗でのインテリア家具・家電貸し出しサービスの提供

746 東京都 株式会社ラピュール 8020001094949 新商品「据置型浄水器」を活用した非対面販売型への営業手法転換

747 東京都 ＦＩＲＳＴ　ＣＯＤＥ 対面ワークからの転換、集客のためのメディアサイト構築

748 東京都 株式会社ＧＲＥＥＮ 5010401097968 異文化理解及び多様性教育の会場集合型研修のオンライン化

749 東京都 株式会社ＣＯＨＯＲＴ 4011001052612 手作りジュエリーのネット通販を開始する事で販路を拡大する

750 東京都 アーガイル株式会社 5011101054978 SNSキャンペーン開催代行サブスク事業『シェアtoウィン』
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751 東京都 ヘッドスパＮＯＮＲＥＭ オンライン予約体制の構築と顧客説明の動画化で接触機会を減少

752 東京都 ＮＥＸＴＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ デコレーションのデリバリーサービスの提供

753 東京都 株式会社ヴィ・クロス・ヴィジョン 1011001072431 ARアプリ「プチフル」の利用拡大のための普及促進活動

754 東京都 ライフカルテ オンライン研修会開設と売上回復へのPR用ホームページ導入計画

755 東京都 関亜紗子 起業家・会社員・学生向けマインドマップのオンライン講座構築

756 東京都 鍛え処　うらまつ パーソナルスポーツクラブ＆オンラインサロン事業の展開

757 東京都 てんかびとコーチング 広告宣伝用Webサイト制作とオンライン集客の実施

758 東京都 株式会社Ｍ．Ｍ．Ｇ． 7010401130248 低感染リスクの配信ライブ運営とホームレコーディングの強化

759 東京都 株式会社プライムネット 3012701008111 密集・密接を回避し、隔離・換気された作業用コンテナの設置

760 東京都 株式会社テンキューベリーマッチ 8012401035104 対人接触機会を減らすためのキッツチンカー販売

761 東京都 株式会社晶瑩 8012401038131 ネットでお茶を楽しむ動画とワークショップキットの開発

762 東京都 株式会社ＤｏｇＨｕｇｇｙ 8011101072473 愛犬向けのサブスク/ECサイト構築による売上増加戦略

763 東京都 ミリオンデザイン合同会社 4010703005217 非接触で実施できるオンラインLP診断サービス事業の立ち上げ

764 東京都 ＨＩＮＡＴＡ　ＢＯＫＫＯ 売上増加計画！サラダデリバリーの開始による販路拡大

765 東京都 コミックバスターＨｏｎｅｙ清瀬店 非対面型セルフレジでコロナリスク回避、安心安全向上の店づくり

766 東京都 株式会社サイマム 7011801038477 「生きる」と「暮らす」を支える、オンラインカウンセリング事業

767 東京都 佐藤商会 ポストコロナ対応ハイブリッド型イベントの開発による販路開拓

768 東京都 ＬａｂｏＷｏｒｋ株式会社 5010401137022 ECサイトの構築とオンライン動画による非接触型事業の実現

769 東京都 有限会社西東京ユースウェア 4013102006538 ＥＣサイトを立ち上げ、売上シェア40％を確保する

770 東京都 株式会社セアール 8011701004339 オンラインによるものづくり総合プロデュースサービスの非対面化

771 東京都 ダイワ工業株式会社 9010401016874 対人接触機会を減少させるＷｅｂショールーム構築で販路開拓

772 東京都 銀座しんのう 店舗売上以外の売上を確保するためのEC販売サイトの構築

773 東京都 Ｗｏｎｄｅｒｗａｌｌ 自社商品の販売に向けたECサイトとSNSマーケティングの構築

774 東京都 株式会社Ｆｉｎｅ 2010001126700 薬膳カレーテイクアウト事業の開始によるコロナ対応

775 東京都 下畑オフィス 九州食材使用商品のデリバリー・テイクアウトとネット通販事業

776 東京都 株式会社リアライズ 4010001112657 ECサイト・オンライン非接触営業構築で新規顧客獲得

777 東京都 株式会社ラテプランニング 1010001167225 全国の美容室へオンラインと動画を使った研修をお届け

778 東京都 株式会社サンロック 2010401011849 デジタルカタログ事業の集客と完全非対面役務提供のシステム開発

779 東京都 サークリット 1人で3人分、「舞台撮影のワンオペレーション」の導入とPR

780 東京都 株式会社Ｂｒａｎｄ　Ｎｅｗ　Ｔｒａｄｉｎｇ 2010001209141 コロナ対策、EC機能強化及び動画制作による集客施策

781 東京都 へアーリラックステラジマ 脱毛サービスPRと密を避ける予約機能付Webページの制作

782 東京都 株式会社ホームシード 2011001101651 VRでお部屋へGO！非対面で物件内見できる公式サイト

783 東京都 アントレーヌウェブ オンライン講座の開講に伴う新規事業展開

784 東京都 株式会社ティアンドキュウ 5010001023267 TQ（ティアンドキュウ）ECサイトと新しい試みのデザイン募集

785 東京都 株式会社ＳｕｎＳｈｉｎｙ 9013301036876 新たな注文システムの導入で、店内外での業務効率化を実現する

786 東京都 有限会社シルバー 2011802025743 3方良しの24時間クリーニング受付BOXの設置

787 東京都 フィンチャーアカデミー株式会社 8011101093759 オンラインサロン開始による対人接触機会をゼロへ

788 東京都 キューピーズ株式会社 4010501034293 外国人向け越境オンラインセカンドオピニオンシステムの導入

789 東京都 株式会社サムライソード 3011001111633 新規顧客獲得のためのECサイト導入による販路開拓と非接触型販

790 東京都 株式会社トラペジスト 4011001056316 お家ダンスで体力 UP!キッズ向けオンライン・ダンス教室

791 東京都 ムノーズ ロス野菜を使った新商品の開発＆テイクアウト、ネット販売の開始

792 東京都 株式会社アサヒトラベルサービス 9010401075086 オンライン決済機能付き海外向けのコープレートサイトの作成

793 東京都 株式会社町田工務店一級建築士事務所 2012701011306 ホームページの活用とリモート環境の整備により新規顧客数を確保

794 東京都 アトリエ絵楽 何処でも絵を学べる通信教育とネットギャラリー＆通販

795 東京都 カレブランコスチューム オンライン手芸教室の開講と作品のインターネット販売の開始

796 東京都 恭世 古き良き日本の音楽で人と人を繋ぐオンラインで楽曲制作・PV制

797 東京都 スズキエイミ ジュエリーブランド・エイミーエス事業

798 東京都 株式会社バイキングエッグ 9011301020487 「長期防臭・消臭剤」のオンライン販路拡大とPR事業

799 東京都 有限会社ビッグ・パワー 8010502022203 前払いセルフレジ導入による対人接触削減と業務効率化の実現

800 東京都 青稲舎 うつわと生活用品の無人販売店舗の開設
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801 東京都 ジャパンメディアクリエイト株式会社 3011401020748 コロナを乗り越え映像編集のプロが行うライブ配信事業

802 東京都 Ｐｌｕｓ株式会社 3011001130303 オンライン業務の開始でお客様と愛犬の感染対策を整える！

803 東京都 株式会社クラッティーニ 4010001164970 コロナ時代の寛ぎ空間創りとテイクアウト・ネット商品の開発事業

804 東京都 株式会社Ｏｒａｃｌｅ５８ 3010401093457 マンツーマン・トークトレーニングスクールの広告事業

805 東京都 株式会社イージーネット 3011301016160 コンサルタント業務の為のコロナ対策をした会議室、面談の場を設

806 東京都 有限会社Ｃ－ＷＩＬＬ 2010402029007 テーブルセルフ会計 モバイルオーダーシステムレジの導入

807 東京都 ＭＴ　ＥＵＯＳＡ合同会社 2011103005899 施設のＰＲ動画を制作し対人接触機会の減少＆見込客の獲得を図る

808 東京都 ＩＴ－パートナー株式会社 4011601017915 家事代行サービスの料理を宅配お届けサービスへの転換事業

809 東京都 有限会社サン・まつみや 5013302003937 提案型DMの活用による売上向上と感染リスクの低減

810 東京都 株式会社ＧＥＮＥＬ 2011001119537 作業用ラグジュアリーブランドアイテムのオンライン販売

811 東京都 ウシオデザインアンドアソシエイツ 物販強化のためのサイト制作とオンラインサービス促進事業

812 東京都 株式会社Ｖｉｓｉｏｌｉｏｎ 3011001120378 遠隔から顧客対応を可能とする「Mixve CVI」の販促

813 東京都 合同会社アスタービュ 4010803003954 機器の導入とデジタル集客による対人接触機会の低減化

814 東京都 株式会社プライム・ロード 4011501004146 サイズ調整可能なインソール付スニーカーの非対面販売

815 東京都 ＪＩＮ株式会社 3010101009234 保有名刺データ、SNSデータと営業ウェブサイトで非対面営業

816 東京都 株式会社サンポウ 2010001169914 猪鍋・すっぽん鍋の通販事業の立ち上げとテイクアウト事業強化

817 東京都 株式会社Ｌｅａｐ 9011801028583 黒毛和牛ギフトを全国発送するECサイト構築による売上事業拡大

818 東京都 ニューミースタイリング 自宅で簡単、オンライン診断による新規客集客プロジェクト

819 東京都 株式会社ｔｅａｍ　ＣＫ 2010701018585 【オンライン英会話レッスン】企業の福利厚生を活かして顧客開拓

820 東京都 エスティジェイ労務管理事務所 オンライン労務管理コンサルティングサービスの販促用HPの作成

821 東京都 やきとりふうちゃん インターネット申込とチラシ配布による非接触型置配宅配事業

822 東京都 マリノ 完全個室型セルフエステサロンとオンライン商品販売事業

823 東京都 株式会社２ＰＳ 1011001110546 動画配信サービスの開始による新たなビジネスモデルの実現

824 東京都 ソレイユ・ド・プロバンス株式会社 3200001008366 手作り無添加石鹸販売のための自社ECサイト構築

825 東京都 株式会社鈴木チャンピオン 7011001123856 コロナの感染予防のためのテイクアウト専用窓口の設置事業

826 東京都 株式会社矢内組 8011501009067 コロナ時代を意識した非対面面談実現と社内改革

827 東京都 デリカド合同会社 3011103008653 レンタルスペース事業の品質向上に向けた改修および販路開拓

828 東京都 ハヤシピアノ教室 オンラインと対面併用によるピアノ・ゴスペル・音楽教室構築

829 東京都 株式会社ｂｅｒｔｅｘ 5030001118742 非対面型販売で情報収集と事業領域拡大

830 東京都 八王子旬香そめい デリバリー・テイクアウト及びバーチャルレストランの強化

831 東京都 株式会社ＴＨＥ　ＡＲＴ 7011001135397 ECサイト開設による、アート作品の販売と広告

832 東京都 株式会社マンデラ 2010001097735 新しい英会話スクール事業のＷＥＢオンライン集客の強化

833 東京都 株式会社瀧澤 3010501022183 入札情報システム導入による官公庁向け製靴受注の獲得

834 東京都 合同会社軸美人 6010703005132 ウイズコロナ時代のオンラインアカデミー開発と販売方法の構築

835 東京都 鈴木　勝己 法人需要を取り込むための既存宿泊施設ワーケーション対応

836 東京都 株式会社ｌｅａ 7011201014401 東洋医学の鍼と西洋医学の機器の融合により 対人接触機会を減少

837 東京都 日本医通佳日株式会社 6011801030550 自社ホームページECサイトにおける美容関連商品の販路拡大事業

838 東京都 酒処きずな テイクアウトとネットショップを活用した新メニュー販売

839 東京都 株式会社イイダ企画 2011101001644 ネット印刷事業へ進出する為の決済機能搭載のホームページ作成

840 東京都 心美 楽しめる心と体の健康づくり、ストレス解消プラットホーム設立

841 東京都 八達精工 低感染リスクを踏まえたウェブストアでのハンドメイド革小物販売

842 東京都 古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所 非対面による相続支援サービスのための商品開発とPR事業

843 東京都 株式会社プレゼンス 6011001046158 住宅機器販売　給湯器に特化したECサイトによる販路拡大

844 東京都 ｓｐｒｅａｄｉｔ 店舗改装で対人接触機会の減少と自社製品開発体制の構築を実現

845 東京都 有限会社南雲屋 8010002035416 高級海老料理レトルト商品を開発し通信販売を実施する!

846 東京都 Ｓｃｒｕｍ　Ｇｒｏｕｐ合同会社 4011103008842 一人でも楽しく、非対面型パーソナルトレーニング事業

847 東京都 ｋａｍｉｎｏｊｉｎ 動画を活用した販促活動とオンラインライブの実現

848 東京都 株式会社ＮＥＸＵＳ　ＥＤＧＥ 5011001120005 本格フレンチとジビエのテイクアウト販売でランチタイムを優雅に

849 東京都 株式会社ＳｔｕｄｙＭａｔｅ 6010401150115 コロナ禍でも安全な学習機会を提供する為の自社メディア開発

850 東京都 株式会社シエスタ 2010001182999 体験型、自己実現、コロナ後に行く価値のある安全なサロン
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851 東京都 ミニチュアドールハウスＲＵＮＡ ミニチュア制作レクチャー動画とホームページ制作による販路開拓

852 東京都 株式会社与力 2011301024032 オンライン商談導入による買取再販促進と新規取引先を獲得

853 東京都 株式会社スパーブ 1011001112336 動画オンラインコンテンツとリモートワーク

854 東京都 株式会社オートループ 9010401115809 自動車販売dx化！地域競合差別化おもてなし接客実現促進事業！

855 東京都 株式会社クリーン・ワークマン 8012801009343 害虫駆除薬剤噴霧の自動化による人的作業の非対面化

856 東京都 古張輝恵 オンラインでのサービス提供環境の構築と顧客管理システムの導入

857 東京都 株式会社ｓｅｌｅｃｔｏｒ 7011001117362 卸売り販売システムの構築とチャットツールの導入で販売促進

858 東京都 有限会社ＶＩＶＩＤ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ 5012402014274 スマートフォン向け高音質アプリの販促（インターネット広告）

859 東京都 株式会社ラプソドス 3010901037269 コーヒー豆焙煎と焙煎豆のECサイト販売事業

860 東京都 株式会社彩 1010101013543 密を回避し、安全密を回避し、に受取！テイクアウトシステム導入

861 東京都 株式会社シンカ 1011301020552 新規「レンタル業」の立ち上げと増収に向けたPR活動

862 東京都 株式会社Ｅｌｌｅ　Ｗｏｏｄ 1011001133687 オンラインによる認定講師育成と講師専用フォローサイトの構築

863 東京都 バーカササギ オンライン予約システムの導入と非接触型販促機能の充実

864 東京都 Ｐｒｏｃａｔｉｏｎ 資産形成コンサルタントのオンライン化とウェブシステム導入

865 東京都 有限会社シックス 1011102012757 半個室化による感染リスク低減・顧客満足度向上計画

866 東京都 株式会社ビジネスアーツ 3011601016884 研修事業のデモ動画作成による営業活動の非対面化

867 東京都 コムスペース株式会社 2011001048851 「カフェデザイン＆カレッジ」及び「おうちの相談」

868 東京都 株式会社森製綿所 9010601006824 グローバル販売促進・DX業務効率化　事業

869 東京都 株式会社朱楽 5010801026618 オンラインでのテイクアウト販売

870 東京都 株式会社ケアビジネスパートナーズ 5120001171006 介護経営のセミナーコンテンツ動画作成・販売による販路開拓

871 東京都 ビジョニング・パートナーズ株式会社 3010401085594 ホームページを活用した非接触型コンサルティング事業

872 東京都 株式会社シーティーシーアジア 1011002032748 国際人育成セミナー及び外国人向けツアーのオンライン化

873 東京都 新平 非接触型サービス導入事業

874 東京都 有限会社とらや 6010602013566 三密と対面回避で提供するレンタル事業の集客力増加事業

875 東京都 有限会社船見整骨鍼灸院 1012702008434 区切る&触れないことで対人接触機会を減少させた店舗を作る事業

876 東京都 フォーチュンネイジュ コロナ禍での経営者特化オンライン占いと鑑定師育成事業の構築

877 東京都 こまち 痩身・小顔効果を得るための動画を用いたオンラインレッスン

878 東京都 株式会社グローバル・プランニング 1120001166876 絶品オムライスのオンライン販売でポストコロナに挑む事業

879 東京都 株式会社町田硝子店 9011601006574 ホームページリニューアルによる非接触型宣伝強化と集客増

880 東京都 合同会社ＳＴＵＤＹ　ＳＨＩＦＴ 2011303003760 完全オンライン型看護専門学校受験予備校の新規設立と販路構築

881 東京都 株式会社ハウスバック 9010401144799 不動産売却診断システム及びオンライン営業など新サービスの強化

882 東京都 ＥＧＡＷＯホリスティックヒーリング オンラインカウンセリング導入による対面・接触時間の短縮化

883 東京都 合名会社ＰＲＯＳＡＸ 9013303001432 昼営業の新店舗展開と既存店舗スペースを利用しての人数分散

884 東京都 ハミルトン株式会社 1010001115935 Web上で完結できる銀座の物件案内・契約の仕組み作り

885 東京都 株式会社コネクションズ 5020003006921 WEB商談ページの導入と販路開拓

886 東京都 株式会社アイズ 2011201021773 花嫁学校のオンライン化

887 東京都 ＳＣＯＯ合同会社 2010003031799 オーダーメイドオンラインシステム構築による販路拡大事業

888 東京都 株式会社グリーンデビジョン 6011001068912 体に優しい食材を使った地球にも優しいテイクアウト強化事業

889 東京都 イジャクノ絨毯 EC サイトの構築による販路拡大事業

890 東京都 株式会社リバーエッジ 8010601040857 持ち帰りの惣菜・特製ソースのテイクアウト販売での新規客獲得

891 東京都 あたぼう鮨 EC販売の拡大に伴う販売促進戦略

892 東京都 株式会社チナリ 4011001092534 予約システム導入による非対面サービスへの移行と販路拡大

893 東京都 株式会社フォスター 3012801009307 ペットスキンケア商品普及のため自社ＨＰ検索追尾導入で通販促進

894 東京都 株式会社カチアゲ 7010401157571 個室導入による接触機会の減少と安心できるお店づくり

895 東京都 合同会社ガハハビール 9010603008133 EC サイト構築、商品のパッケージ化により低感染を試みる

896 東京都 井上塗装 感染リスクを伴わない非対面型営業の確立と利益率の向上

897 東京都 株式会社カスタマーセンター 2010701024765 WEB制作とオンライン広告の活用による非対面での新規顧客獲得

898 東京都 株式会社Ｊ 4010701029003 セラピスト養成スクールのオンライン化による感染リスク低減へ

899 東京都 カウンセリングサロンミヤビ 夫婦問題カウンセリングのオンライン化によるサービス提供

900 東京都 有限会社菅田屋 2010902008055 復活！「手作り餃子」で、おうちごはん
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901 東京都 株式会社ｋｏｎｏｋｏ 1010401142265 オリジナル商品を販売するネットショップの構築

902 東京都 ｋａｋｕｏ　ｇａｄｇｅｔｓ ウィズコロナのペットライフに即した新商品開発とネット販売強化

903 東京都 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 3011201015048 老後生活に備えたお金の殖やし方を学ぶオンラインマネー講座構築

904 東京都 安岡美貴子 「オンライン指導者養成講座」「運営セミナー」の開発とPR事業

905 東京都 ｐａｐｅｒｅｌｉｓｈ 伝統紙細工を活用したアクセサリーのオンライン販売事業

906 東京都 オールステイ株式会社 9011001108698 当社顧客のリピート率向上を実現する自動接客システムの導入

907 東京都 鈴木真 営業活動及びサービスのオンライン化による新規顧客獲得

908 東京都 株式会社マツダ自転車工場 4011501008782 オーダー自転車を対人接触機会の減少をしつつ販売する仕組み構築

909 東京都 株式会社メディカルスイッチ 3010801026917 対人非接触で高齢者を支える見守りロボットのオンラインＰＲ強化

910 東京都 オフィス松原 ロボット制作におけるオンラインスクールのための事業計画

911 東京都 株式会社ＰＴＡ 2011201017912 日本初！全てのジャンルが学べる脚本家オンラインスクール

912 東京都 ＤｉｇｉＴｒａｄｅ株式会社 3011601023658 非接触型AIカメラ開発によるスポーツ映像制作

913 東京都 ナチュラルリラックス リモートカウンセリングによるオンライン販売サイト構築事業

914 東京都 株式会社広京 3030003011798 ECサイトシステム構築による革新的オンライン賃貸サービス事業

915 東京都 株式会社ＴＲＩＰＬＥ　ＢＯＮＤＳ 1011701018221 町興しのこだわり野菜販売ノウハウを低感染リスクECで全国展開

916 東京都 有限会社真生産業 7012402006212 焼肉関連食品でのEC販売を利用した販路開拓

917 東京都 美療整体サロンアールプラス 高周波治療器導入による非接触型オールフィットケア事業

918 東京都 株式会社スタジオフーズ 7010701024397 クラウドによるメタバース空間の提供

919 東京都 株式会社凛花 8011001100598 SNSコンサルおよび運用代行のオンライン化と宣伝強化

920 東京都 ヘアーサロンシカダ 脱毛サービス事業部門の立ち上げ

921 東京都 有限会社サンロウ 8010102011300 オンラインゴルフレッスンの提供とトレーニング器具の開発販売

922 東京都 マックフォトサービス　本郷２丁目店 街の写真店ならではのオンライン写真印刷サービスの提供

923 東京都 有限会社リングベル・コーポレーション 5011102021663 宿泊施設に伴うコロナ対策を全面にした自社集客による宣伝強化

924 東京都 スタジオアンジェリノ 安心安全な食材で創る美味しいワンちゃんフードのネット販売

925 東京都 センデン株式会社 1010601055473 ヨブタメサービスのブランド力の向上

926 東京都 株式会社ＨＯＮＥＳＴ 9013101004967 オンラインシステムによる新しい営業スタイルへの転換

927 東京都 有限会社サンコーヘルス研究所 2011802022063 ＥＣサイト及び新聞・チラシによる通信販売（小売）事業の強化

928 東京都 リナンテ合同会社 5010903006971 学びの機会を多くの方へ、カルチャー教室のオンラインレッスン

929 東京都 株式会社Ｋｅｙｍ 3012401038391 オンライン動画講座の販売事業

930 東京都 陽だまり製パン オンラインサイト構築による非接触での販路拡大と食品ロスの低減

931 東京都 株式会社ｎｕｂｅｓ 1010001221378 コロナ時代に対応したオンライン販売に向けたHPリニューアル

932 東京都 株式会社アクティーズ 8011701014288 法人向け非対面式宅配クリーニング等サービスの充実・強化

933 東京都 着物スタイル研究所 「快適着付け＋着物レンタル」提供のためのＥＣサイト構築

934 東京都 株式会社東峰 6011601004754 ウェブシステムによる消防設備点検研修の受託事業

935 東京都 カオネイル 触らない、付かないでウイルス接触機会のない店舗を作る事業

936 東京都 アミール オンライン料理教室と厳選食材のEC販売で日常の食卓を彩る

937 東京都 株式会社ＨＹ 4011801038777 働く人の味方！レンタルスペースではかどる仕事！

938 東京都 伊藤雅樹 オンライン見積・発注可能なホームページの構築

939 東京都 メガネのすどう 遠隔操作型最新視力測定器導入で短時間に安心安全正確な視力検査

940 東京都 株式会社ＷＮＣ 3020001124074 紹介先の拡大と非対面での転職を可能にする仕組みづくり

941 東京都 株式会社廣瀬防水 2013101005658 パック料金化した防水工事のオンライン販売強化による新規開拓

942 東京都 株式会社エイトアローズ 3010801026017 対人営業プロセスから非対面営業プロセスへの転換

943 東京都 株式会社Ｍａｇｒａｎｔ 5010801030958 デジタル技術で密を回避！新時代のマネキネオプロジェクト

944 東京都 伊藤三成 M music

945 東京都 ソフトウェーブ株式会社 2011001042219 ホームページの強化とオンライン商談で新規クライアント獲得

946 東京都 株式会社マニューヴァ 9011001037237 若い女性の心をつかむECサイトの構造によるBtoC事業強化

947 東京都 株式会社東京美食Ｌａｂｏ 3010401146784 接触機会を減らしたPR活動のためのプロモーション動画制作事業

948 東京都 株式会社Ｓ‐Ｃｒｅａｔｅ． 4011301018602 コロナでも関係ない！ウェブでの売上拡大施策

949 東京都 株式会社ウーム 6011001063310 非接触型のメディアプランニングとデジタルを活用した企画提案

950 東京都 エスフィード株式会社 6010001105106 プロのサポート付きホームページのテンプレートＥＣ販売事業
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951 東京都 株式会社Ｂｌａｃｋ　Ｂｒｉｃｋ 5200001009726 新規顧客開拓につながる移動販売アパレル事業へのチャレンジ

952 東京都 株式会社Ｆｒｏｍ　Ｆａｒ　Ｅａｓｔ 3011801028390 HP・SNS運用で「美」のサポート！顧客満足度向上の取組

953 東京都 株式会社創美社 3012801002245 オンラインを活用したWEB工事会議システムの導入計画

954 東京都 サンエスセキュリティー株式会社 2011101035196 企業の内部統制強化に向けたシステム開発及び非対面での集客施策

955 東京都 株式会社ｏｎ　ｔｈｅ　ｓｈｏｒｅ 4010701025935 ビジネスセミナー等のオンライン配信化コンサルティング事業

956 東京都 株式会社フィナンシャル総合研究所 8040001079989 「カルテ受け渡しトレイ（実用新案登録済）」の製品化と販売準備

957 東京都 株式会社プリンク 1011101080160 非対面でも安心・信頼して相談できる環境整備の実現

958 東京都 合同会社ＢｅＵ 7010403022170 個室トレーニングルームの拡充による売上増加計画

959 東京都 株式会社バディ 3011201020106 メンズ専用セルフ脱毛事業プロジェクトによるコロナ禍打開

960 東京都 トリプルエム オンラインで「場」作りとWEBサイト制作を提供し新規販路開拓

961 東京都 株式会社エクリュー 7010801027184 SNSを活用した非対面接触によるBtoC向け販路開拓の実施

962 東京都 キャラクターマーケティングオフィス合同会社 3011303002547 非接触型簡易VR動画制作サービス

963 東京都 合同会社ＰＲＯＵＤ 9011803003675 非対面サービスを実現する自社サイトの改修

964 東京都 カーバイドダイソリューションＷＡＱ 世界の銘木による「お箸、表札、ジュエリー」の製作販売

965 東京都 ａｎｔｎｉｏ株式会社 3011601019350 パーソナルトレーナーによるサプリメント開発と販路開拓

966 東京都 Ｒｅｖｉｖｅ オンライン決済管理ツール提供SaaS事業

967 東京都 株式会社メモリアル青梅 9013101007169 斎場が行う新たな葬儀のご提案・PRによる顧客獲得推進事業

968 東京都 株式会社乃庭 5013101008014 庭師の知見と資源を活かすアクアテラリウム商品の生産とEC通販

969 東京都 有限会社元禄 1013402002157 生産性向上の設備導入および販売促進によるテイクアウト強化

970 東京都 テックロンド株式会社 7010801031046 AI問診・オンライン服薬指導WEBサイト構築・プロモーション

971 東京都 株式会社４４４ 4010401142048 飲食店コンサルタントが監修する飲食業のオンライン総合サポート

972 東京都 合資会社田中商店 7011803000600 時代に求められる接触機会減少を目指す非接触販売ツールの充実化

973 東京都 有限会社セブンエー 3012402001514 映像制作のオンラインコンサル事業と映像オンラインスクール開設

974 東京都 美容整体サロンシエル オンライン活用による新サービス導入とその新規顧客獲得施作

975 東京都 株式会社Ｇｒａｎｄｅ　Ｓｏｒｔｅ 1011701010442 仏壇位牌の自社製造およびＥＣサイト構築による販路開拓

976 東京都 株式会社Ａｐｅｘ 4010401075446 転職サポートサービスの完全オンライン化で新規人材獲得

977 東京都 有限会社こんぴら茶屋 1010702014304 麺も配達も自家製、自社デリバリーの開始

978 東京都 株式会社アシェル 3010001125107 語学スクールのオンライン授業生徒の新規獲得への取組み

979 東京都 コワーキング合同会社 5140003008848 オンラインショールームと海外対応型ウェブサイトの開設

980 東京都 アイケー株式会社 6010001199445 「空気を包み込むマットレス」のEC販売推進計画！

981 東京都 株式会社キャリア・ブレーン 9011001070139 ホームページリニューアルによるオンライン商談体制の構築

982 東京都 香山株式会社 3011101084309 オリジナルブランド立ち上げ、ECサイト販売で売上獲得

983 東京都 スミレはりきゅう整骨院 オリジナルアプリの導入と非接触型カウンセリング実施

984 東京都 株式会社プラス・イット 8013301023157 低感染リスク型サロンへの改装による増客と経営改善の実行

985 東京都 株式会社エンジョイスタート 4011001142685 コロナ禍でも海外を楽しむ!オンラインフィットネスの新規集客

986 東京都 ｂｏｄｙｃａｒｅ＆ｄｅｓｉｇｎ　Ｋａｏ 販促ECサイト構築とオンライン配信環境向上及びサイト運営

987 東京都 株式会社ナワタインターナショナル 6010401157531 マンガ動画で学ぶ月額制オンラインビジネススクールの開設

988 東京都 有限会社アトリエラメゾン 4013202014176 フォトブック作成及びWeb展開による非接触営業の徹底

989 東京都 株式会社ケミカルライン 1010001184096 コロナ禍における美容の悩みを韓国化粧品のネット販売で解消！

990 東京都 合同会社ワンツーフィニッシュ 3012403003856 デジタル集客のための工務店マッチングプラットフォーム宣伝事業

991 東京都 ＥＬＥＸ合同会社 9010003033698 接触機会削減につながるテイクアウトアプリ開発

992 東京都 合同会社芳原指圧 1011103005611 忍者マッサージ®で早く快適生活に戻す施術告知を行うWEB制作

993 東京都 ＷＡＶＥ株式会社 8011001129415 蓄電池設置の一括見積りが可能となるWEBサービス

994 東京都 セラピスト養成スクール＆サロン　Ｎｉ－ａ　ｈｅａｌ オンライン講座・商品販売を兼ね備えたWeb制作で売上アップ

995 東京都 株式会社ＩＣＨＩＲＵ 8011501023084 ECサイトによる非対面販売で製品とお客様をお繋ぎします

996 東京都 久野貴裕（コンサル） VRを活用したバーチャル施設見学機会提供による売上拡大

997 東京都 山本星凜 感染拡大防止の非対面型レコーディング事業で販路開拓

998 東京都 キッコラボ オンラインボイストレーニング教室のオンライン化の周知営業活動

999 東京都 池袋総合会計事務所 非対面を主軸に、顧問先の満足度向上を実現

1000 東京都 ビストロバーユーラシアン 感染症拡大リスクを軽減するためのテイクアウト販売
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1001 東京都 クレアアンドミータイム オンラインキャリアコンサルティングの非対面事業への転換

1002 東京都 Ｋａｌｏｎａｄｅ株式会社 8010401160830 美容業界向けSaaSサービス立ち上げに伴うWEBサイト構築

1003 東京都 ＬＥＸＴ税理士事務所 社員顧客に優しいコロナ禍を乗り越えるオンラインサービス事業

1004 東京都 ＷＯＲＬＤ　ＢＲＩＤＧＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社 3010901040462 テレワークのニーズに対応したレンタルルームの運営受託事業

1005 東京都 株式会社スポンド 7010401144900 オンラインでの「ミルクあまざけ」販売マーケティング事業

1006 東京都 立ち吞み粋 自動化で人手不足解消、売り上げアップ

1007 東京都 フロンティアマーケティング株式会社 7010501041337 非接触でも成果の出るオンライン公共工事新規参入コンサル

1008 東京都 菅原寅太郎 コロナ時代の中小企業支援により日本の明るい未来を提案

1009 東京都 株式会社Ｔｒｉｍｏｎ 7013301042075 一日三組の女性限定のプライベートサロンの運営

1010 東京都 押上ベース 本格南イタリア料理と極旨ナポリピッツァをご自宅で！

1011 東京都 小暮絹誉 心身調和を促進！非対面型HP構築によるオンラインサービス提供

1012 東京都 ときわ株式会社 7011801028049 オンライン営業PRホームページによるステージング事業の拡大

1013 東京都 株式会社ＭＩＯＪＩＯ 4010001211293 SDGsに資する海外商品のデジタル活用による国内販路開拓

1014 東京都 ゴエン いつでもどこでも「ツボ押しクリップ（仮）」

1015 東京都 株式会社Ｓａｉｎｔｅｔｅ 7013101006750 準セルフジェンダーレス脱毛サロンへの変革

1016 東京都 川口ケイ 自宅スタジオ開設による音楽活動のオンライン化およびデジタル化

1017 東京都 シュリライン アロマオイルのオンライン講座を新たに提供し売上を増加させる

1018 東京都 西池袋やまて通り治療院 治療院の完全個室化による対人接触機会の減少

1019 東京都 ジーエムシー 歴史文化観光地で好まれるお店をECサイトで発展させる事業

1020 東京都 いさや株式会社 5011001127223 きもの販売のためのECサイト準備事業

1021 東京都 株式会社グラフソニック 8010401124728 自社オリジナルキャラクターグッズのオンライン販売

1022 東京都 エヌケイエーキャピタル合同会社 4011103006631 非対面型ビジネスへの新転換とＰＲ事業

1023 東京都 谷口健公認会計士事務所 ウェブ簡易財務診断による非対面型会計・財務サービスの提供

1024 東京都 合同会社ｉｌｌｍａｔｉｃ 7011103007230 Webメディアの制作による非対面の集客チャネルの構築

1025 東京都 沼田工務店 HP制作による判りやすいオンライン受注システムの構築

1026 東京都 株式会社柏文 1011801036841 ECサイトにて非対面販売の新規顧客獲得の売上増加事業

1027 東京都 ブレスネイル ホームページでのネット販売とSNSとの連動と会員カード制作

1028 東京都 モバイルマガジン株式会社 6011101054614 アクティブデジタルシニア向けＥＣサイト構築

1029 東京都 株式会社ミセル 8010001219903 ＰＲ効果の高いマンガ動画を拡販するためオンライン施策

1030 東京都 株式会社健康長寿医療維新 9010101000229 先端医療研究素材のオンライン展示場の開設とＰＲ事業

1031 東京都 エスプリジャパン株式会社 8011001105390 自社ECサイト構築による新規BtoC事業の取り組み

1032 東京都 株式会社ＬＳ商事 5030001114832 本場韓国の味を食卓に届けるECサイト開発

1033 東京都 ビズリバー 英語で提供するオンライン日本酒講座＆オンラインサロン

1034 東京都 株式会社寿五郎 7013301038164 行政書士向けの外国人顧客の送客サイトの作成

1035 東京都 株式会社ウィルウェイ 2010502022340 アフターコロナを見据えた非対面ビジネス強化とWEB戦略構築

1036 東京都 こども防災協会 定員制の予約システムの開発と少人数制の防災教室の実施

1037 東京都 三浦防災工業合同会社 9011803002735 点検サービスの提供効率化、対人接触機会減少を達成出来る事業

1038 東京都 居酒屋巽屋 テーブルオーダーによる従業員とお客様の接触低減及び飛沫制御

1039 東京都 Ｃａｆｅ　Ｃｒｉｓｐｙ　カフェクリスピー ２４時間稼働可能な冷凍自動販売機導入による新たな販路開拓事業

1040 東京都 株式会社アンドピープル 1120001211095 ECサイトを通して、アートの魅力を広げる事業

1041 東京都 株式会社スカイ商事 1180001062327 自社サイトの構築によるオンライン小売販売を開始

1042 東京都 二宮裕司 案件獲得に向けたＰＲ動画作成と非対面に対応した制作環境の構築

1043 東京都 株式会社ナナハチ 9011601025095 EC サイトを活用した新たな販路開拓と事業規模の拡大

1044 東京都 フィボナッチ紳士洋品店 手縫いによるフルオーダースーツの事業化・新規顧客層の開拓

1045 東京都 山田企画 日本各地の逸品を紹介するオンライン販売可能なウェブサイト構築

1046 東京都 有限会社浅野産業 9010002006795 飲食店向けキッチンカー貸し出しのオンライン販売強化事業

1047 東京都 Ｔａｃｈｉ　Ｍｉｙａｂｉ合同会社 9010703005658 台湾クラウドファンディング実施と越境EC事業

1048 東京都 秋谷弘大 ECサイト構築で全国に販路拡大する事業

1049 東京都 合同会社ホースアイランド 8010403014927 対人接触機会を軽減したシェアショールームによる販売促進

1050 東京都 株式会社ＪＡＭＡＡ 2011001052639 YouTubeを利用した商品紹介でオンライン販売を強化
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1051 東京都 大武礼旺 ECサイトによる非対面販路構築とSNSによる認知アップ事業

1052 東京都 株式会社セブンコンチネンツグループ 7011101061824 非対面での不動産仲介事業の宣伝広告

1053 東京都 株式会社ナイトブリッジ 3010401154564 コロナ禍を生きる飲食業界、拡大の余地が残る無人餃子直売所事業

1054 東京都 ＳＥＬＳ 非接触型サロンの為のセルフエステ事業

1055 東京都 株式会社ｃｏｃｏｒｏ 4012801010239 日本の健康寿命を延ばす！オンライン健康サポート販路開拓

1056 東京都 株式会社ｐｒｏｔａｇｏｎｉｓｔ 6013301047307 企業内製化が容易となる動画ポータルサイト構築システムの立上げ

1057 東京都 中澤ひろみ ヨガ講座の非対面化とWEB集客拡大

1058 東京都 株式会社スーパースタジオ 9011001051048 芸術・知的文化の為の無観客イベント同時中継オンライン配信事業

1059 東京都 株式会社ＣＳＣ 7011001126974 人工透析の特別代理店化推進事業

1060 東京都 株式会社エルティービー 1011701017801 外国人労働者向けオンライン自動マッチングサイトの展開

1061 東京都 株式会社リバー 6011601007344 自社ＥＣサイト立ち上げによる非接触型で安心な売場作り

1062 東京都 株式会社劇団め組 2012401011110 子供たちへ演劇鑑賞機会を提供する配信公演のためのPR事業

1063 東京都 株式会社Ｗｏｒｌｄ　Ｊ　Ｃｏｎｑｕｅｓｔ 7011501021774 現役ウェブデザイナーが教えるオンラインスクールを開設

1064 東京都 チームフェイスアソシエイツ 非対面ビジネスの強化とデジタルマーケティング戦略構築

1065 東京都 株式会社ＶｉｂｅｓＵｐ 5010401151964 財務コンサルのオンラインセミナー開催による非対面型集客とPR

1066 東京都 ナチュラルカイロプラクティック院 安心安全の店舗と訪問サービスによる低感染を実現して事業を拡大

1067 東京都 有限会社猫の手帖社 9010002013296 Web版で復活「猫の手帖」

1068 東京都 ＨＭＳ 「自分で自分を整える」セルフコーチング無料動画講座の制作

1069 東京都 エルデザイナーズ株式会社 5011001067097 結婚相談所における商圏拡大のための販路開拓事業

1070 東京都 田中黎山 オンラインによる非対面事業　および　新規EC事業の展開

1071 東京都 東京さくら監査法人 2010005017870 専門サービス「リモート会計監査」のオンライン商談の実現

1072 東京都 中田歩美 オンライン講座への取組と新規顧客開拓、リモートの強化

1073 東京都 ピオーネ合同会社 9011003012337 広告術を活かしたアプリ運営事業とペット商品通販事業の展開

1074 東京都 株式会社全商 9011001049810 リピート率改善＆新規顧客開拓するオリジナルアプリの導入

1075 東京都 Ｂｅｔｔｅｒ　Ｆｕｔｕｒｅ 「健康と資産の積立投資」オンライン講座

1076 東京都 株式会社魚富士 5010701029159 キャッシュレス化導入による新型コロナウィルス感染拡大防止

1077 東京都 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂｏ　ＭｉｌｋｙＷａｙ 自社HPと広告を活用した完全非接触型カウンセリングの構築

1078 東京都 株式会社大重工業所 3010501001955 コロナ後も見越した非接触型（オンライン）の販路構築と促進

1079 東京都 合同会社ａｎｏｈｉ 6011003008965 オンラインおとなの図工クラブ

1080 東京都 シュヴェルドー株式会社 8011001123343 集客手法や客同士での対人接触ゼロの個人専用男性脱毛サロン販促

1081 東京都 株式会社いらか 7011301023962 『特段の事情』により入国する外国人向けの厳格な隔離サービス

1082 東京都 アタリー株式会社 2010401001791 店舗のギャラリー仕様化と「ほぼお店でお買い物VR」の展開

1083 東京都 中村佳子 飛沫感染を防ぐオンラインでのヨガレッスン・振付指導環境の構築

1084 東京都 株式会社ニンコム社 2120902008052 非接触パソコン保守サービス事業

1085 東京都 株式会社ＧＯＥＮ 4011001112366 冷凍食品用自動販売機の設置

1086 東京都 株式会社東京プラニング 7010001061604 広告出稿希望業者へ非接触型営業を可能とする新たなHP構築

1087 東京都 株式会社ＲＩＮＫ 7010701026591 キッチンカー導入による販路拡大及び販売促進事業

1088 東京都 株式会社グリーンウィーク 8010001174272 ECストアページ充実と魅力的な広告運用による事業の回復拡大

1089 東京都 株式会社ＣＡＲＯＹＳ 2011001054791 デジタル化による「Nerf358」の開発・販路開拓

1090 東京都 株式会社ＫＡｆＫＡ 9010401161398 インフルエンサーと共同で自社ブランド製品を企画/販売する

1091 東京都 ベイワークス 三密を避けた貸切専門の釣船サービスのホームページリニューアル

1092 東京都 株式会社開運堂 1011001100910 心の健康サポート・ECサイト構築とコンテンツ販売の実施

1093 東京都 有限会社ＴＯＫＹＯ　ＤＩＲＥＣＴ 1011002028705 お客様との接触機会を極力減らしたクラフトビール提供事業の開始

1094 東京都 キキズ 自宅でキレイを実現!物販強化のための EC サイト構築

1095 東京都 ふじと接骨院 Web相談機能付きランディングページの導入とその広報

1096 東京都 株式会社ワーケーション 1011101095514 自社で行うクリエイターとライブナビゲーター養成プログラム

1097 東京都 ＆Ｃｏ． 非対面対応イベントのための技術開発・導入・提供とPR事業

1098 東京都 メディチューン株式会社 6010001211572 ホームページを活用した新しい非接触型医業コンサル事業の実現

1099 東京都 リラクゼーションエステ　アンジュール ウィズコロナ時代の非接触によるセルフエステの導入

1100 東京都 日本エフ・ディー・シー株式会社 4013301017583 自社製品を販売する新たなECサイト制作による販路拡大

22



＜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5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3月2日(水)以降）。
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1101 東京都 常道　啓史 エンタメキッチンカーの基盤作り

1102 東京都 合同会社ＧＲＥＥＮトランスポートＰｌｕｓ 2010003036526 感染症対策を講じたセミナー・イベントの企画運営

1103 東京都 ヘアメイク 自社開発、美容液のECサイト販売のための販売促進事業

1104 東京都 トゥルーロマンスクリエイティブ ECサイト開設による、作品集やオリジナルブランドグッズの販売

1105 東京都 株式会社ＲＩＰＰＬＥ 7012301012360 オンラインパーソナルトレーニングの品質向上と販路開拓

1106 東京都 三輪接骨院 施術のセルフ化による感染症対策および稼働率改善事業

1107 東京都 佐々木美保 自宅でも簡単・安心な女性向けオンライン鍼灸体験レッスン

1108 東京都 ピアチェーレ株式会社 7010801029882 Ｗｉｔｈコロナビジネス。非感染を徹底した会員制のサブスク整体

1109 東京都 かおりんぐマシン ウェアラブル楽器開発による新規事業展開とオンライン販売

1110 東京都 合同会社Ｇｉｖｅ＆Ｇｉｖｅ　Ｊａｐａｎ 7010903005897 自社システムの販売サイト構築＆顧客管理システム導入

1111 東京都 越川直樹 家庭を守る！コロナに負けないライフプランニングサポート

1112 東京都 株式会社一条分譲住宅 7180001001626 「オフライン集客」から「オンライン集客」へシステム導入事業

1113 東京都 株式会社ＴＥＡＭ　ＳＵＰＥＲ　ＢＥＳＴ 6010401155980 オンライン専用スタジオによる店舗特化型飲食コンサルティング

1114 東京都 ＢＲＩＬＬＥＲ ECサイトを立ち上げホステス向けに上質なドレスを低価格で販売

1115 東京都 株式会社Ｂｏｄｙ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＡＳＫ 9010401116484 オンラインフィットネス事業による感染防止と在宅ワーク支援

1116 東京都 株式会社ＲＩＳＥ 7011801040061 新商品販売に伴うECサイト制作運用で売上と利益率向上を目指す

1117 東京都 株式会社フェイスワン 1011501020971 レーザー計測器導入による対面接触機会減少他

1118 東京都 カケルラボ合同会社 7010903005377 オンラインを活用したメディアコンサルティング事業の実施

1119 東京都 有限会社エー・ダブリュ・アーツ 3010402001906 洋服直しオーダーのオンライン化による非対面型モデルの確立

1120 東京都 株式会社ジェンティーレ 5011101092103 従来業務の非対面化によるメリットをPRし販路を全国に広げる

1121 東京都 有限会社ＳＩホールディングス 1012702014151 サポート切れとなった中古のノートパソコンの再生販売事業

1122 東京都 ワイエムコンサルティング コロナ渦でも安全に事業を継続していくための取り組み

1123 東京都 株式会社リビングファーム 7011201015416 ZOOMによるリモート水耕栽培講座の設置と広報活動

1124 東京都 株式会社惣助 3010701040290 「非対面」採算管理コンサルティング業務の提供

1125 東京都 合同会社ティエーラ 2010403016383 オンラインを活用した非対面型物件ナビシステムの構築

1126 東京都 株式会社ＬＥＭＯＮＢＡＬＬ 7010001217032 対面脱毛事業のノウハウを生かしたオンライン健康セミナー事業

1127 東京都 後藤遼太 経営者限定！非対面での経営力アップコミュニティ

1128 東京都 サロンドメガミ 美容サロン商品販売するECサイトとホームページ作成による販促

1129 東京都 株式会社ｃｒｉｍｏ 5010501047815 人材募集用 WEB サイトとコーポレートサイトの制作

1130 東京都 株式会社ヤコスインターナショナル 9010001180328 お買い物代行及び見守りサービス事業の展開

1131 東京都 花 対人接触機会減少のためのオンラインスクール事業化計画

1132 東京都 合同会社スクタ 9011603003066 ウェブサイトによるオンライン物件紹介とお問合せフォーム構築

1133 東京都 真栄株式会社 2010001113005 寝具等の商品をECサイトで40代から50代の女性向けに販売す

1134 東京都 リズカーレ株式会社 9013101005775 ホームページを活用したサイバー保険等の非対面による販売

1135 東京都 Ａ＆Ｇ合同会社 6011703002648 本格カレーパンとチャイ専門店開業のマーケティング、ブランデ

1136 東京都 株式会社ｗａｖｅｆｌｏｗｅｒ 8011001116140 ポストコロナの婚活サービス「オンラインサロン事業」

1137 東京都 嶋田景太公認会計士事務所 YouTube活動を通じたスタートアップ事業者の支援業務

1138 東京都 さわの株式会社 6010401150206 オンラインを活用した販路拡大、及び新規事業の検討

1139 東京都 株式会社ｔｒｅｅ　ｇｕａｒｄｉａｎ 2011401023660 空師の営業活動を対面からオンライン化するための取組

1140 東京都 株式会社武州鳶 1010101007693 外壁工事を主力とした非接触で見積が可能なリフォーム事業の開始

1141 東京都 株式会社ＩＴコネクションズ 3011001138370 販路開拓活動を強化し、中小企業のIT導入を促進する事業

1142 東京都 株式会社Ｕｃａ 3011001054618 新サービス開発と映像配信によるプロポーズ用ギフトのシェア拡大

1143 東京都 株式会社ウェブグロース 9012301010107 オンラインを活用した地域貢献ができる便利屋フランチャイズ事業

1144 東京都 株式会社Ｆｒｅｅ　Ｓｔｙｌｅ 5011601025058 顧客対応のオンライン化が可能となるWEBシステムの構築

1145 東京都 株式会社ＨＥＡＲＴ・ＬＡＮＤ 5010601051782 キャンプ場と通販サイト連携アウトドア用品のＯＭＯストア開設

1146 東京都 Ｐａｄｉｎａ　Ｊａｐａｎ合同会社 1010003018129 オリジナル美顔商品の開発とECサイト販売の開始で売上の構築

1147 東京都 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ－ｋａｌｅａｎｄｃａｒｎａ－ オンラインダイエットコーチング Reborn new me

1148 東京都 株式会社フォーエバーウィン 9012401024353 高単価の新サービス及び便利な予約システムの構築とＰＲ事業

1149 東京都 フェスタ 小顔＋美肌のためのハイフ　セルフエステ及び出張エステ事業

1150 東京都 株式会社アワーテレビ 8010001209722 インターネット放送を利用した非対面でのジャーナリズムの実現
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1151 東京都 株式会社Ｐａｓｓ 5010501047666 ホームページで知名度の上昇と受注の獲得・非対面営業の推進

1152 東京都 株式会社Ｍｙ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 3011001138841 オンラインを活用した販路拡大と、美容を楽しむお手伝い

1153 東京都 弓田会計事務所 完全オンラインによるリモート税理士サービス

1154 東京都 リンクアップマーケティング 「WEBコンサルティングサービスの独自拡販で売上アップ」事業

1155 東京都 ２．５ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ オンラインを通じた環境学習の提供事業に伴う基盤整備

1156 東京都 株式会社ＪＯＹボイス 3010501048047 個室ブース導入でオンライン営業体制の構築し、売上拡大を図る！

1157 東京都 株式会社オシザワ 1010001039481 ECサイト立ち上げで新規開拓

1158 東京都 株式会社エムテンサポート 8010001187646 引っ越しのワンストップサービスを実施！

1159 東京都 Ｅｓｔｈｅｔｉｃｓａｌｏｎ一花 自社サプリメントのOEM

1160 東京都 株式会社はやと企画 5010401063103 通販会社特化の新サービス認知と高品質納品に向けたシステム開発

1161 東京都 株式会社呉服大丸 6011701003053 オンラインを活用した着物販売へのきっかけづくり

1162 東京都 株式会社ＴＯＭ 3010901036873 HPリニューアル多言語化と越境ECサイトの構築で新規顧客獲得

1163 東京都 ＧＬＩＴＴＥＲＩＮＧ　ＳＴＡＲＳ 非接触・非対面型の会員向けビューティーサポート事業

1164 東京都 株式会社ＬＡＭＩＬＡ 8010001201233 動画マニュアル共有クラウド「VideoStep」

1165 東京都 アーク・パートナー株式会社 6010401114549 JOINPPY

1166 東京都 水橋研二 冷凍自動販売機の設置による新しい冷凍食品の販売展開

1167 東京都 株式会社ハナウタ 9013301041810 WEB集客からサービス提供まで完全非接触ビジネスモデル構築

1168 東京都 株式会社アスモ・テクノサービス 6010001198257 非対面型営業及びサポート対応向けオンラインWebサービス導入

1169 東京都 有限会社旭鮨 7011302000077 WEBシステムを活用した「テイクアウト」強化で売上増加図る

1170 東京都 株式会社コノバス 9010501039949 スキンケア化粧品販売における独自ECサイト構築事業

1171 東京都 株式会社ＫＩＴＡＮＯＮ 2011101089093 自宅でも楽しめる強みを生かしたライブ配信事業

1172 東京都 合同会社ＷｅＭｏｖｅ 1012303001607 対面から非対面のサービスに移行可能なデジタルコンテンツの開発

1173 東京都 Ｋｅｒｙ栄養パーク 完全オンライン管理栄養士教育講座新設のためのＷＥＢサイト構築

1174 東京都 株式会社ＦＬＬＷ 3011001125699 非対面で販路拡大！一戸建住宅オンライン損害保険診断サービス！

1175 東京都 ＺＣＭ　Ｌａｂｏ 囲碁オンライン動画サイトの立ち上げに伴う事業開発

1176 東京都 合同会社ＫＩＹＯＨＡＲＵ 6010003033692 アパレル販売のECサイト立ち上げと仕入れのオンライン化

1177 東京都 株式会社ＴＡＬＭＯＯＤ 4011001142330 面談や打合せのオンライン化による集客強化と顧客満足度の向上

1178 東京都 株式会社シエロ 2011401020328 ECシステム構築による新たな顧客開拓

1179 東京都 株式会社ピューリティ 3010901044067 生ハムスライサー導入で、近隣飲食店へのデリバリーで売上回復

1180 東京都 中丸町接骨院 チャットボットでの自動顧客対応と接触機会減少の新メニュー導入

1181 東京都 レコーディングエンジニア オンラインによる高品位な音楽制作の提供

1182 東京都 アレイ自習室合同会社 7011103007263 顧客タスク管理、自習室利用状況管理システムの開発

1183 東京都 株式会社不動産ビジネス研究所 5010401079735 修理受付ＱＲコード付設備リース事業Ｗｅｂ開発および広報活動

1184 東京都 イロドリ株式会社 2013101008000 成約率UP！新たなWEB媒体を活用したPR事業！

1185 東京都 日本多柚化粧品株式会社 1010401137364 自社サイトを活用した事業活動の展開

1186 東京都 株式会社ジーティープロ 3010401130516 広告宣伝・タレントレッスンDX化！芸能事務所の販路拡大事業！

1187 東京都 クロスサポート株式会社 4010601052848 ホームページ多言語化による非対面式の販路開拓

1188 東京都 ｅｓｓｅｎｃｅ株式会社 1011001130189 オリジナルスカジャン国内・海外向けEC事業

1189 東京都 株式会社カレンシア 5012701014223 対人接触機会を減少させるオンライン営業への取り組み

1190 東京都 株式会社ｏｎ　ｔｈｅ　ｂａｋｅｒｙ 8011701024477 企業がクリエイターを支援できる新たなプラットフォームの構築

1191 東京都 株式会社ＭＡＺＥＮＤＡ 2011001135377 コンサル・設計の非対面型ビジネスへの転換

1192 東京都 株式会社Ｄｅｉｌａ 9010801029575 オンラインプロモーションを活用した香港向け食品の新規輸出

1193 東京都 サロンドストーリー株式会社 4010401153251 プロ作家による企業のPRツール制作とWEBによる情報発信支援

1194 東京都 クオリアガーデン株式会社 4010401087747 アフターコロナに備え、オンラインで完結するスクールを新設

1195 東京都 合同会社スフィリオ 7012703001325 ランディングページを利用したインターネットからの新規顧客獲得

1196 東京都 早稲田Ｍ＆Ａパートナーズ株式会社 1010001186332 動画を活用した非対面型サービス提供と業務効率化推進

1197 東京都 株式会社ＮＥＸＴ 1010101014153 抗ウイルス抗菌防臭コーティング剤の通信販売WEBサイトの制作

1198 東京都 株式会社Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｒｏｓｓｉｎｇ 4010601046214 「ふるさとレストラン事業」の非対面営業の体制整備事業

1199 東京都 ひるめし 「おうちで鍋」の商品開発及び製造効率化

1200 東京都 エヌ　エス　クリエーションズ オンラインで活動するためのウェブサイト作成・撮影機材導入事業
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1201 東京都 株式会社ＷＩＴＨＩＮ　ＲＥＡＣＨ 2010001216526 オンライン面談周知のための WEB 活用戦略

1202 東京都 ゆにから 非対面での起業家の強み発掘「マジョアカデミー」開講で新規開拓

1203 東京都 株式会社つくる 9011001143308 コロナ禍でも楽しく体に良い食を！心豊かにする惣菜パン事業

1204 東京都 合同会社Ｔｏｐｒｉｄｅ 2011003013853 事業のオンライン化による販路開拓

1205 東京都 ライフインジャパン行政書士事務所 ITを活用した非対面営業による顧客獲得とリモートワーク体制整

1206 東京都 株式会社セイ 2011001106857 電子錠の導入により感染拡大防止とコスト削減を両立

1207 東京都 合同会社ＳｌｏｗＦａｓｔ 8010603008919 靴クリーニングサービスのECサイト構築

1208 東京都 株式会社福虎 5010401160750 冷凍餃子の通信販売事業の開始

1209 東京都 合同会社ＢＬＵＥ　ＪＡＭ 3010703004789 対人非接触で実現するD2C方法によるアクセサリーの販売

1210 東京都 ベル・アセット株式会社 7021001019079 接触機会を減らした販売促進の為のECサイト作成事業

1211 東京都 株式会社ブレインサポート 4010401103297 コンサルタントのホームページ・WEBサイトを活用した事業展開

1212 東京都 株式会社健富 1011401012301 非接触の女性向けセルフメニューを導入し、健康不安を解消！

1213 東京都 キヨヒデガラス工房 江戸切子ガラスの通販開始でファンの獲得・売上改善計画を展開

1214 東京都 有限会社トータルフェイス 6010402033244 非対面ビジネスモデルへの転換

1215 東京都 ＲＩＧ渋谷株式会社 4011001106236 対面販売から非対面販売へ、プラスチック製品から紙製品へ

1216 東京都 ラハケア プロが運営するヘアケア商品のECサイト導入で非対面事業の展開

1217 東京都 バストアップ専門サロンＨｉｙｏｋｏ LINEバスト診断で動画提供販促。オンラインカウンセリング

1218 東京都 合同会社エイティプラス 1010803001969 ポストコロナを見据えたEC事業新規参入に関する取組

1219 東京都 株式会社ママプロジェクトＪａｐａｎ 7010401139454 ＥＣサイト構築で非接触講座拡大！ガミガミ言わない笑顔の子育て

1220 東京都 株式会社丸清 3012701001867 IOT機器導入による非対面接客促進・不動産事業のオンライン化

1221 東京都 株式会社ＴＫＣｒｅａｔｉｖｅ 3010401159596 「在宅オンライン研修」のための動画制作事業とPR

1222 東京都 株式会社Ｇｙｒｕｓ 3010901046889 商品の写真撮影サービスを非対面で完結するためのシステム

1223 東京都 あーときもの有限会社 9011002012016 オンラインレッスンとコンサルタント、WEB作成、空調整備

1224 東京都 マハリシ総合教育研究所　新宿南口センター オンライン説明会＆瞑想の魅力を伝える動画コンテンツ作成

1225 東京都 株式会社プレミアムジャパン 7013401005980 営業活動を対面からオンライン化するための取組

1226 東京都 スパンキーアンドココ株式会社 7010701040709 高感度な女性対象の「高品質クリスタル」ＥＣサイトで売上増強！

1227 東京都 那波佑香 無形商材特化型テンプレート開発と活用動画講座のネット販売

1228 東京都 ビジュアルウェア株式会社 6012801006961 遠隔地の調査点検業務をリモート指示可能なモバイルアプリ開発

1229 東京都 フューチャーテクノ株式会社 2010401126135 Webコンテンツでの顧客訴求とリモートコンサルティングの提供

1230 東京都 株式会社春の泉 6011001114360 新規顧客獲得のためのホームページ制作と名刺リスト集客

1231 東京都 株式会社七海インターナショナル 8011101058695 日本文化に特化した自動受験ポータルサイトの運営

1232 東京都 有限会社ＴＡＲＢＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ 3013302018193 新たなマシン導入による対人接触頻度減少と客単価アップ施策

1233 東京都 Ｍｔｉｐ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ株式会社 7010401132517 OTOプロジェクトとして動画プラットフォームの制作・発信

1234 東京都 株式会社Ｚｈｉｅｎｉｕｓ 4010901047548 自社webサイト構築でwebマーケティングを行う新規事業

1235 東京都 株式会社言視舎 6010001106269 電話で新コミュニケーションと地域特定広告作戦

1236 東京都 田中 アンチエイジング分野のサービス展開により収益を改善する

1237 東京都 株式会社クラブハウス 8013201001774 ＥＣサイトのリニューアルとブランディングを強化した食品の販促

1238 東京都 株式会社ストレート 7010401141237 PBを構築、B to CへEC事業への新規参入

1239 東京都 エス・アイ・ティー有限会社 1011802021099 国際的なECサイトの構築

1240 東京都 ＴＩＤＡ．ＤＩＶＡ 完全オンライン！「イメージコンサルティング」事業の展開

1241 東京都 株式会社ＡＳＴＲＡＸ　ＣＲＵＩＳＥ 9010001190830 コロナ対策のためのHP・EC・チラシ制作とバナー広告の実施

1242 東京都 株式会社ユーレックス 3010401040368 瀬戸内の夕日を望む「サンセットバーベキューテラス」

1243 東京都 株式会社３ＧＥＭ 4010001221895 カラーコンタクトのオンライン販売事業

1244 東京都 ジェイハーツ・スクール Zoomを活用したヒーリングジュエリーのオンライン販売

1245 東京都 株式会社Ｊ＆Ｙ 9010401153338 非接触で安心安全に購入できるお肉の販売システム

1246 東京都 有限会社ワイケイフーズ 3011802026501 HPを活用した非接触型営業への転換と新規顧客獲得事業

1247 東京都 有限会社リアルティ・カネダ 4011302010046 自社集客サイトの制作、運用と、感染症対策済スペースの作成

1248 東京都 株式会社ＡＯＩ 9011801036958 業務の非対面化を目的とした、外壁屋によるWEBサイト制作事業

1249 東京都 株式会社ボーテデュサエ 4010001182956 通販事業を強化し、小売ルートの不振を補完し売上の安定を図る

1250 東京都 友部貴幸 オンラインで完全非対面型営業コンサルティング事業に向けた取組
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1251 東京都 株式会社リクーム 9011601025500 新スイーツ『なまくり』のコロナ禍における販路確立

1252 東京都 インフォシェア オンラインによる非対面でもできる交流会

1253 東京都 株式会社Ｍｏｎｋｅｙ　Ｐｏｄ 8010401159286 非対面型ネット広告とネット打ち合わせの導入による顧客獲得事業

1254 東京都 株式会社ごきっちょー 4011401023634 ウズラの卵を使ったプリンをネット販売するための製造拠点の確立

1255 東京都 株式会社オーパスワン 4010401133419 集客強化と来客相談を代替えするオンライン対応システムの構築

1256 東京都 株式会社ファニーホーム 4010901044660 不動産業務支援システムの導入で対人接触機会減少と業務効率化

1257 東京都 株式会社ファミイケ 3011001134213 オンライン環境における新規顧客獲得カウンセリングシステム導入

1258 東京都 伊藤デザイン事務所 非公開ライブ配信システムの構築による販路拡大

1259 東京都 玉田理沙 自社ECサイト開設による新規事業の創出と売上の拡大

1260 東京都 居酒屋いちなか EC販売に向けた商品開発とサイト整備（ECの機能付帯）

1261 東京都 ランプ オンラインマッチングプラットフォーム事業

1262 東京都 有限会社ＭＩＮＦＡＰＬＡＮ 6011302015282 MINFAPLANホームページのリニューアル

1263 東京都 スミ美容室 美容室予約出来るHP・ECサイト制作とSNS集客の強化

1264 東京都 合同会社ＴＩＡＤ 7140003013433 映像製作によるサーバー販売コンサルの非対面営業体制の構築

1265 東京都 ポップコーン株式会社 2010401136514 web情報をわかりやすく！自社webメディアによる販路開拓

1266 東京都 ＩＣＰＡ国際プロトコール株式会社 4010001189266 国際教養プロトコール学院-ICPA

1267 東京都 Ｐｌｕｓｌａｂ 社員同士の役割をオンラインで調整するツールの開発、販売

1268 東京都 株式会社蓮見ガーデン 5012701013027 オンライン 植木屋 スクール ビジネス

1269 東京都 株式会社ボンド企画 4010601035092 PR動画とホームページを使った自社ブランディング

1270 東京都 ＴＯＫＹＯ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＳＥＲＶＩＣＥ合同会社 7011103010960 自社宣伝・販促ツールとしてのウェブサイト構築計画

1271 東京都 登坂淳 ホームページを活用した、建設業における業務委託事業の拡大

1272 東京都 株式会社ＪＯＭＯ 8011001119647 HPの開設及びオンライン予約システム導入と時短プランの提供開

1273 東京都 ｎｏｍａｄ合同会社 3010403024633 伝統工芸品の非対面型プロモーション・販売による販路開拓計画

1274 東京都 株式会社伊藤商会 2011601019698 金属工事を直接獲得し、人材採用もできる新ウェブサイト構築

1275 東京都 Ｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ ママ世代におしゃれをもう一度　ショップBrilliance

1276 東京都 柿沼昌吾 独自人財育成制度構築コンサルティング事業

1277 東京都 株式会社ハイパフォーマンス 4010701039638 パフォーマンス向上に貢献するコスメ開発・ECサイト活用事業

1278 東京都 Ｋ＇ｓ　ＤＲＥＡＭ オンラインWEB制作フリーランス独立支援教育事業

1279 東京都 ラーテル オフラインから完全オンライン化へ、新たな人材マッチング

1280 東京都 株式会社ライトクラフト 7010001083672 利用者への認知を上げるためのデジタル化提案ツールの開発

1281 東京都 ＨｅａｒｔＣｏｎｎｅｃｔ オンラインの相談やお見合いで接触機会を減らす安心の結婚相談所

1282 東京都 ｓｕｎｎｙｃｏｃｏ ソウルフル数秘術オンライン化とHPリニューアルによる販路開拓

1283 東京都 ハートルームちと オンラインカウンセリングによる新規販路開拓

1284 東京都 株式会社シールズ 2010801029524 Webでの予約及びテイクアウト受付

1285 東京都 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｅａｄ 4011601024382 経営者・個人事業主向けコーチングコンテンツ配信

1286 東京都 山根春輝 インテリアに馴染む筋トレグッズブランドの立ち上げ

1287 東京都 ｓａｉｎｏｍｅ株式会社 3011801030289 高機能アルコール除菌剤の非対面での販売促進

1288 東京都 株式会社メトル 5011801039650 オンライン商談システムを取り入れたホームページの開設

1289 東京都 株式会社エムエムケイ・エボリューション 6010001190817 ECサイトやインスタグラムなどを利用した否対面販売経営計画

1290 東京都 株式会社コクアプロジェクト 4010001216771 非対面営業の為の自社ホームページ制作による新規顧客獲得

1291 東京都 マチタス株式会社 4010001222299 完全オンライン型による省エネルギー診断業務への新たな取り組み

1292 東京都 とくとく 健康弁当の宅配とデザートの宅配販売

1293 東京都 株式会社まちかどメディカル 6011401023426 ECサイト開設及び非接触サービスHP・看板告知事業

1294 東京都 合同会社不動産投資研究所 9011803001852 非対面型コミュニケーションに対応させたホームページに改修

1295 東京都 株式会社ＭＯＧＢＩ 7010001166766 コネクション作りをサポートするメディアマッチングサイト事業

1296 東京都 株式会社吉村 9011001072036 テイクアウト・フードデリバリー客との接点を強化するアプリ導入

1297 東京都 有限会社佛法堂 1010502014066 仏壇・仏具のオンライン販売に向けた EC サイト制作事業

1298 東京都 Ｆａｃｔｉｖ 非対面でのコンテンツ・コンサルティングを販売するWEB制作

1299 東京都 関口企画合同会社 1011003012567 オンライン・ワンストップサービス提供による販路開拓

1300 東京都 アイムアス リモート型システム開発運用サービス事業
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1301 東京都 Ｌ＆Ｖ　ＷＯＲＫＳ 自宅オフィスでの映像作成カスタム編集サービスの提供

1302 東京都 リコ ホームページ新設で集客からサービスまで完全オンライン対応化

1303 東京都 ゼアー少短設立準備株式会社 9010401161191 非接触販売強化に向けた保険商品PR動画作成

1304 東京都 ＴＯＫＹＯ　ＤＩＧＩＴＡＬ株式会社 9010401161415 非接触完結型システム開発事業

1305 東京都 ミクリエイト 顧客の集客を自動化する動画制作と菓子のネット販売で販路拡大

1306 東京都 くるみねこ ペルソナに向けたニーズに合う世界観のあるネットショップ

1307 東京都 想いの季 非対面販売『『想いの季ショップの構築』

1308 東京都 株式会社アール・ド・ヴィーヴル 4010401144416 心身養う食育を全国に！非対面型HP構築による新サービスの提供

1309 東京都 Ｎｅｘｔ　Ｓｔａｒ　ＬＡＢ PR動画作成配信と新上級コースのチラシ配布で生徒数増の確保

1310 東京都 ｄｉｇ合同会社 4010803003855 チョップドサラダのデリバリ専門店で利益アップ

1311 東京都 ＬＭＳ中目黒店 新サービス【サプリメントのオンライン物販】スタート

1312 東京都 イシ 暮らしの中にアートを。ECサイトによる絵画レンタルサービス

1313 東京都 株式会社ｎｅｃｏｎｏｔｅ 7011301027294 保護猫支援プラットフォーム「neco-note 」のリリース

1314 東京都 合同会社ＳＥＤＡＩ 7010703005965 TikTok発のSNSアイドルを結成し日本初のモデルを輩出

1315 東京都 Ｋａｎｏｎ 【kanon】コロナに負けないクリエイティブ創出事業

1316 東京都 株式会社Ｌｉｌｙ 9012701016240 EC 物品販売事業の新規参入による生産性向上と販売経路の獲得

1317 東京都 株式会社マイラインターナショナル 1010101014681 ネパールの人気ブランド靴の日本販売に伴うHPとECサイト構築

1318 東京都 株式会社Ｃｏｕｎｔｅｌ 2011301026771 オンラインカウンセリングサービス事業の展開・拡大計画

1319 東京都 株式会社ルナ 6011501025850 楽しい！体験に寄り添うオンライン絵画教室

1320 東京都 株式会社縁ｃｏｄｅ 7011101058845 ECサイト立上げによる自社製品の販売促進

1321 東京都 アトリエリーベ ヘアバンド式お洒落ケアキャップの生産とオンライン販売

1322 東京都 高瀬茜 自社オンラインサロンの構築・展開

1323 東京都 株式会社Ｒ＆Ｄ 7011201022478 広告宣伝とWeb商談システムの構築による顧客の大幅拡大

1324 東京都 イーシーシーの個別指導塾ベストワン小平校 感染リスクが低い学習机を導入し、安心安全な学習環境をつくる。

1325 東京都 リルトンデザイン Liltondesign

1326 東京都 田中武 自社製調味料販売のECサイト構築とSNS活用で販路開拓

1327 東京都 株式会社和はは 7010901035707 『店頭はテイクアウト・店内は居酒屋　店舗の1本化へ』

1328 東京都 セルフ脱毛サロン　アトラ 接触機会を低減するセルフ脱毛サロン事業の展開

1329 東京都 喬木株式会社 6290001088760 非対面向け自社販売サイトの構築

1330 東京都 不死プログラム EC サイトと動画配信によるセルフエステサービスの展開

1331 東京都 株式会社ＧＬ　Ｔｅｃｈ 2011001143520 tabcentのマーケティング強化と非対面対応ツールの構築

1332 東京都 杉本積則 オンラインでのサブスクデザインサービス

1333 東京都 株式会社まんぼー 8230001017946 転職エージェントに向けたオンラインサロンの導入

1334 東京都 大野成弥 コロナ特需後を見据えたチャネル拡大と導線確保に向けたＨＰ制作

1335 東京都 有限会社アングルオブクリエイション 6013302021137 お客様と従業員の接点を減らすアプリケーションの開発事業

1336 東京都 株式会社ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　ｐｏｏｌ 6011001053724 「子供と通えるパン教室」のオンラインメディア化とPR事業

1337 東京都 パーソナルトレーナー 体の機能性を高めるオンラインパーソナルジムの新規顧客開拓

1338 東京都 株式会社アイエスディー 4011401000014 一般不動産オーナー駐車場工事を直接受注するウェブ販路拡大事業

1339 東京都 ＬＳＢ　ｃｏｎｓｕｌｔ 自社ホームページ開設によるコンサルティング事業の集客強化

1340 東京都 株式会社オールアップ 9011801037725 AIを活用したSNS管理自動化システムの自社開発事業

1341 東京都 シュエット オンラインピアノレッスン並びに教室内における感染症対策事業

1342 東京都 株式会社レッドフロッグズ 3010901031081 フェムテック事業のSNSを活用したオンラインでの新規開拓

1343 東京都 株式会社コラボレイト 7011001070917 高級商材を取り扱うECサイトでの販売事業

1344 東京都 有限会社アームズ 7012802002629 ダウンロード販売可能なECサイトを持つWebフォトギャラリー

1345 東京都 パインヴィレッジ オンラインカウンセリング講座及び電子書籍販売のためのシステム

1346 東京都 金成　千尋 泥染・藍染Tシャツ販売の為の自社ECサイトの構築

1347 東京都 ペピィ 新規顧客獲得に向けたオンライン予約を活用した新事業展開

1348 東京都 Ｓｙｍｐｈｏｎｙ合同会社 1010403025658 ホームページ構築、オンラインセミナー（人材教育）実施

1349 東京都 株式会社レミナ 6010401148142 店舗周辺住民向けの非接触型ポスティング、看板作成、WEB戦略

1350 東京都 株式会社グラスワークス 9011001138200 非対面によるリモートレコーディング・音楽配信事業の販路拡大
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1351 東京都 株式会社イタルワン 9013201015039 ECサイト導入による日本全国からの新規顧客獲得

1352 東京都 Ｌａ・Ｑｏｏ オンライン上で集客から商談・成約まで完遂できる仕組みの構築

1353 東京都 タカラインターネット合同会社 2013303003121 キッズ洋服をアマゾンや新たに構築する自社ECサイトにて販売

1354 東京都 合同会社Ｔ　ＯＦＦＩＣＥ 1012403004724 マターポートを利用した情報提供事業

1355 東京都 クロスツーイー株式会社 1010401154459 非接触型システムを含む社会人スポーツサークル総合アプリの開発

1356 東京都 株式会社ＦｕｎＢｏｘ 6011101072459 若者向け資産形成支援と双子に特化した子育て情報発信サイト制作

1357 東京都 吉原　麻里子 HP作成、SNS運用における集客強化

1358 東京都 株式会社千展商行 8010701039898 「千展商行オリジナル皮革製品」のオンライン集客プロジェクト

1359 東京都 株式会社アクト・ツー 1011001065476 ラグジュアリー感のあるカウンターのための工事

1360 東京都 ティーアンドディーミュージックファクトリー Virtual SingerのECサイト展開とPR企画

1361 東京都 トワヒーリング デジタルコンテンツによる非対面型のオンラインサロンへの転換

1362 東京都 株式会社馬込食品 5010801030330 未来型ビジネス・無人店舗型冷凍餃子販売店

1363 東京都 Ｆｕｊｉｋａｚｕ商事 ECサイト開設による育成コンサルティング事業収益強化

1364 東京都 株式会社パイナップル 3010701027049 IT化に向けたオンライン華道教室及び自社サイトの販売強化事業

1365 東京都 シチリ株式会社 9010401158254 HP導入によるITエンジニア開拓事業！

1366 東京都 株式会社ｄｕｏｃ 2010001217441 起業家と大企業をつなぐ活動のDX化によるプラットフォーム構築

1367 東京都 スーパービューティー株式会社 6010401144661 スーパービューティーECサイト設立

1368 東京都 株式会社クレセール 3011001066159 非対面チャネル拡充のためのホームページリニューアル

1369 東京都 永彗舎 Webサイトを通じた非対面コンサルティング手法構築と顧客開拓

1370 東京都 笛木　千彰 プロが教えるドライヘッドスパでテレワークに挫けない身体づくり

1371 東京都 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ 6011001127676 HP改善によるWEB集客導線の確保

1372 東京都 合同会社ＫＡＫＵＭＥＩ 3010903003062 セルフレジ導入キャッシュレス八百屋事業

1373 東京都 行政書士事務所メテオドライブ インターネットを利用した宣伝、集客、販路拡大

1374 東京都 株式会社Ｖｅｒｔｅｓ 2030001127696 携帯電話店舗への非接触リモート・オンライン型コンサルティング

1375 東京都 徳多秀香オフィス インフルエンサー事業の展開

1376 東京都 株式会社イーアライアンス 2010001185440 越境ECによる新規事業開発と商品管理システムの導入事業

1377 東京都 ジェイラボドット コミュニケーション能力を上げるためのトレーニング事業

1378 東京都 株式会社ランデブー 7011001118757 映像制作の知見を活かしたオンライン教育事業とメディア立ち上げ

1379 東京都 株式会社カルトレンジ 7010901033009 新規プロダクト開発とPR事業

1380 東京都 株式会社健美社 6011701023308 ホームページによる集客の強化

1381 東京都 ｃｅｌｌ ECサイト導入による新規顧客獲得で販路開拓

1382 東京都 深大寺やわらぐ整体院 お客様との接触回数及び時間を減らすためのwebサイトの作成

1383 東京都 ＣＴＤ株式会社 1010001214407 WEB上で発注できる制作事業と非対面型撮影会予約システム導入

1384 東京都 合同会社ＬＶＣ． 2010503006342 SNSからお客様がスムーズに商品を購入できるECサイト

1385 東京都 エール HP・LP作成しSNSを活用することでWEB集客増加・売上増

1386 東京都 ＮＩＣ株式会社 1011801038986 ポストコロナを踏まえた賃貸物件仲介事業のオンライン営業強化

1387 東京都 株式会社セカンド・ドゥ 8012701015078 アフターコロナを見据えた非接触併用型脱毛サロン事業

1388 東京都 株式会社蛙企画 6010401094717 ウェブサイト更新プロジェクト

1389 東京都 チャトラ 美容ポータルサイトへの掲載で非接触型営業機会の創出と販促

1390 東京都 株式会社ＭｉＫｕＴＡＹ 5010401099403 飲食店向け排熱回収装置の直接販売

1391 東京都 株式会社ＣＡＲＥＥＲ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 6010001180074 弊社リソースを活用したセルフメンズ脱毛サロンのオープン

1392 東京都 株式会社Ｌ’ｅｔｏｉｌｅ 6011801039410 ケトジェニックダイエットプログラム

1393 東京都 湯川洋 オンラインによる交流システムの構築

1394 東京都 メディプロ ECサイトでの物品販売事業

1395 東京都 行政書士ニコラ事務所 テレワークで販路拡大～集客から顧客フォローまで非対面で！

1396 東京都 株式会社カイロス 5011001062453 見込客応対や短期利用客対応を非接触型にするＷＥＢサイトの構築

1397 東京都 武蔵新田こみや接骨院 オンライン予約ツール活用による新規・リピート顧客獲得事業

1398 東京都 株式会社ＢＩＧＥＤＧＥ 2010401163525 LINE＠とSNSを活用した広告宣伝

1399 東京都 シェアハウス株式会社 5011101075322 オンライン化による国内職業紹介事業

1400 東京都 Ｒａｉｎｂｏｗ－ｓｉｘ プラットフォーム型のHPおよびZoｏｍ会議等の連携
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1401 東京都 天寿堂整復院 行ってみたい・また行きたくなるマジックのような整体院

1402 東京都 株式会社Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ５ 5011001143749 ラボグロウンダイヤモンドジュエリーのECサイトによる事業展開

1403 東京都 江戸川商会 フィギュア王に俺はなる

1404 東京都 ヴェルマン 小規模事業者持続化補助金　低感染型ビジネス枠

1405 東京都 川原　三有里 SNS、動画を活用したオンラインサロン開設による売上げ向上

1406 東京都 株式会社中日経文コンサルタンツ 4010401089446 中国富裕層向けの越境EC通販構築

1407 東京都 Ｃｏｎｎｅｃｔ オンライン対応可能なWebサイト制作による集客・収益向上

1408 東京都 Ｓａｌｏｎ　Ｇａｔｏ　Ｌｅｏ HPとECサイト立ち上げで新規顧客と非対面での販路を構築

1409 東京都 株式会社ＴＳＵＹＯＭＩＨＯ 5011801036409 シニア層向け人生が楽しくなるiphone活用サロンの運営

1410 東京都 スカイレイク株式会社 5011501018228 ホワイトボードモニターシステムによる非対面営業

1411 東京都 株式会社ミラソラ 8010001219622 クラウドファンディングを活用したＷＥＢ通販事業の開始

1412 東京都 株式会社ラストパートナー 1010401157899 Webチャットシステム導入による非対面での販路拡大事業

1413 東京都 株式会社東瀛華族 8012801017627 EC サイトリニューアル及び SEO 対策による新規顧客開拓

1414 東京都 千葉史朗 生産性向上と感染対策のための画像編集の確認の効率化。

1415 東京都 池田美津子 客室乗務員の未来シフト支援/オンライン独立起業プロデュース

1416 東京都 合同会社Ｏｎｅ　ｌｅａｐ 8011603003100 非対面でのビジネス紹介プラットフォーム事業

1417 東京都 株式会社Ａ．ＬＥＡＳ 4010401156238 マーケティングオートメーション活用による売上アップ戦略

1418 東京都 和み接骨院 新機器導入による競合他店との差別化自由診療強化

1419 東京都 Ｋｉｃｋ　Ｓｔｕｄｉｏ 蜜を避け安心して運動出来るスペースの新設で感染防止対策

1420 東京都 みよし工房 うどん販売のオンライン化計画とうどん好きコミュニティの創出

1421 東京都 オート・クリティーク・ジャパン株式会社 3010001155599 「トップギア・ジャパン」認知向上と販売部数アップ

1422 東京都 合同会社ＤｉｒＣａｒｅ 7011803004873 ダイバーシティの実現！重度障碍者の方に特化した福祉メディア

1423 東京都 ↑ＬＩＧＨＴ　ＵＰ↑ ホームページ新設＆新事業展開による非対人接触型積極的販路拡大

1424 東京都 ＢＡＲ　ＭＩＹＡ ECサイト制作で事業の非対面化と販路拡大

1425 東京都 株式会社Ｔｈｒｅｅ　Ｔｒｅｅｚ 1010401162255 SDGsの推進及び、子ども向けオンライン事業の販路拡大

1426 東京都 株式会社ＱＵＥＳＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 5011001106771 野外向けのビールサーバーのレンタル開始

1427 東京都 Ｎｅｖｅｒ　Ｒｅｄ合同会社 9010503005222 オンライン販売チャネルの拡大

1428 東京都 勝山陽子 経営者向けのオンライン営業力研修

1429 東京都 株式会社プレリオ 2010001218019 新型コロナで鈍った心身を活性化しよう!

1430 東京都 株式会社ＳＨＩＫＩ　ＪＡＰＡＮ 4011001143527 アパレル EC によるブランド出店支援サービス

1431 東京都 株式会社ガッツ 1010901045653 料理教室「燗酒研究所Gats Lab」

1432 東京都 ＬＥＮＩＳ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 5011001140580 中高生向けのデザインTシャツブランドの確立

1433 東京都 株式会社Ｗｏｏ 8011101096035 メディア運営事業におけるオリジナル情報配信サイトの作成

1434 神奈川県 株式会社青伸 3020001114364 携帯電話による3次元点群測量及びクラウドでの自動点群処理事業

1435 神奈川県 合同会社ＳＡＫＵＲＡ 3080103001538 オンラインによるオリジナルデザイン着物制作と着物リメイク受注

1436 神奈川県 ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｄｅｓｉｇｎ　＆　ｐｌｕｓ HP構築による個別トレーニングのオンライン化とサロン立ち上げ

1437 神奈川県 Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｏｎｄｓ WEB、SNSマーケティングによる新規顧客獲得

1438 神奈川県 加藤拓馬 安心・安全なオーガニック野菜の加工品製造・販売

1439 神奈川県 フレンドビューティー オンライン講座とサロン導入でのコロナ対応及び新規顧客開拓

1440 神奈川県 株式会社や印 2021001043521 三崎マグロのお取り寄せにSNS広告を活用した販路拡大事業

1441 神奈川県 株式会社岩崎造園 8021001008849 業務管理システムの導入による対人接触機会の減少と業務効率化

1442 神奈川県 ＢＥＡＵＴＹ　ＬＩＦＥ　ＤＥＳＩＧＮＥＲ ヴィーガンスイーツの商品化及びデリバリー・ECサイト展開

1443 神奈川県 株式会社鎌倉まめや 9021001045809 非対面のＥＣショップの利便性を高め、コロナ渦の利益回復を。

1444 神奈川県 樹木医事務所桔梗 物理的数値を計測できる樹木診断機器で対人接触機会を減らそう！

1445 神奈川県 合同会社Ｏ．Ｔ．Ｄ 4021003007720 屋外レジャー需要を取り込む！フードとアパレルの移動販売事業

1446 神奈川県 株式会社ＡＣＴ　ＡＳ　ＳＥＣＯＮＤ 4021001067452 地域の古着を原料にした新商品のECサイトでの販売事業

1447 神奈川県 有限会社スタイル 3020002070771 観賞魚・リフォーム販促動画内製化オンライン基盤事業

1448 神奈川県 株式会社ネクストリーム 1020001099005 リアル感が得られる”革新的なバーチャル展示会ツールの導入

1449 神奈川県 有限会社知久 4021002015229 有限会社知久オンラインジュエリーで、店頭での満足感をお客様に

1450 神奈川県 湘南コーヒー酵素サロンあすか 新たなチャレンジ！【オンラインカウンセリング×EC】事業
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1451 神奈川県 株式会社にじゅうかのう 6020001142552 障がい者の就労支援製品を含めた自社製品用のECサイト強化施策

1452 神奈川県 フォース 自宅でオンラインによるＷｉｔｈコロナのパーソナルトレーニング

1453 神奈川県 株式会社湧泉会 6021001035597 自動会計精算機の導入による感染リスク軽減計画

1454 神奈川県 有限会社童人夢農場 6021002029053 コロナ対策したテラス席設置と薪窯焼きピザ専門店訴求事業

1455 神奈川県 合同会社カッティー 3021003003605 体験レッスンのオンライン化と教材のサブスクリプション開始

1456 神奈川県 リンパボディ＆小顔ｓａｌｏｎＭＩＹＵＫＩ ダイエットの方向けセルフ・オンラインメニューの販売促進事業

1457 神奈川県 鈴川しの スタイリスト養成講座開講に向けたシステムとコンテンツ開発

1458 神奈川県 株式会社パシフィックアジアパートナーズ 9020001115811 新しい非接触鑑賞体験プラットフォームの構築

1459 神奈川県 エージェントエムエム オリジナルメンズブランドの非接触販売促進用のＥＣサイト構築

1460 神奈川県 工房　いのちの水 内製した独自装飾革による革製品の非対面オンライン販売

1461 神奈川県 足立ひろみビューティースクール＆エステティックサロン 敏感肌の方向け商品・オンラインサービスの販売促進事業

1462 神奈川県 らーめんよし坊 キャッシュレス決済導入による売上アップ策と店舗の業務効率化

1463 神奈川県 株式会社グッドフェローズ 3021001051424 WEB でショールーム！WEB で商談・簡単見積！の HP

1464 神奈川県 株式会社ＭＴＳｐｏｔ 8021001062053 「お母さん食堂黄柚子」テイクアウト事前決済による新規顧客獲得

1465 神奈川県 合同会社ネクサリード 4020003018091 テイクアウト事業のためのフード、ドリンク新商品開発、販売事業

1466 神奈川県 クリエイトエム 新システム構築によるオンラインヨガスクール事業の展開

1467 神奈川県 細井染布工房 非接触で一点物の服を提案する為のWeb構築

1468 神奈川県 ＮＡＮＡＴＡＮＮＯ 感染予防型・訪問タイ古式

1469 神奈川県 Ｎａｔｕｒａｌｔｈｉｎｇｓ 薬膳カフェをオンライン上でリニューアルオープン

1470 神奈川県 株式会社日進段ボール 4021001016707 基幹システムのリモート対応化による顧客対応力強化とコロナ対策

1471 神奈川県 海真丸 インターネットによる新鮮魚介類販売で売上をカバーリング！

1472 神奈川県 ピッツェリア＆ワインバール　スリング キッチンカーで、感染予防と事業継続に挑む。

1473 神奈川県 合資会社温石 7020003002712 宅配用新メニュー開発とその広告、および宅配用店内設備の増強

1474 神奈川県 フローリスト花細工 来店できない高齢者向け生花配達サービス

1475 神奈川県 海月興業株式会社 2020002054957 オンライン機能による対人接触機会の減少且つ採用活動の効率化

1476 神奈川県 健康サポートカンパニーＳｔｕｄｉｏＡ 非接触型のお手軽ケアの導入を活かした収益増大計画

1477 神奈川県 株式会社Ｌプランニング 2020001057143 合理的な生産システム構築と効果的な人材確保に伴う販路拡大事業

1478 神奈川県 株式会社ｉ‐ｌｉｎｋ‐ｕ 6021001060612 ゲストハウスの食堂を解放、飲食店事業の開始による新たな収益窓

1479 神奈川県 有限会社サクセスオート湘南 5021002014675 新規ウェブページにオンラインショールームを開設し販路拡大

1480 神奈川県 篠田沙希 社会課題を解決するボイストレーニング講座のオンラインスクール

1481 神奈川県 スタジオヤミー 非接触で実施する高級プライベートサロンの開発・販促

1482 神奈川県 株式会社ＮＧＫ 3010401062965 対面営業からリモート営業への営業革新

1483 神奈川県 株式会社オン・ザ・コーナー 2020001059643 テラス席増設と券売機導入による、換気対策と接触機会削減

1484 神奈川県 バッチリデザイン合同会社 3020003013028 対面型カタログ閲覧商品販売から非接触型HPネットショップへ

1485 神奈川県 ＦＵＪＩＹＡＭＡ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 1020001087777 新規WEBサイト制作 、 事務所内コロナ感染防止対策

1486 神奈川県 合同会社フットマーク 8020003011745 家飲みが楽しくなる居酒屋さんの本格煮込（主力商品非対面販売）

1487 神奈川県 橋口亜希子個人事務所 発達障害のある子を育てる親向けオンラインコーチングの構築事業

1488 神奈川県 合同会社Ｆｕｋｕｏｋａ 4020003016649 非対面化の取組で業者様と顧客にコロナリスク低減！

1489 神奈川県 秋窪　博一 非接触型リモートレコーディングへ移行するための機材導入

1490 神奈川県 神田剛 オンラインブランド立ち上げ・非対面での制作販売、提案販売事業

1491 神奈川県 株式会社Ｈａｍａｎｉｓｈｉ　ＤＥＳＩＧＮ 2020001143604 オリジナルブランド立ち上げ、ECサイト販売で継続的売上獲得

1492 神奈川県 結婚相談所Ｅｎｉｓｈｅｌｌ セルフエステ事業への進出と結婚相談所の集客ハイブリッド化事業

1493 神奈川県 有限会社谷藤木型製作所 2021002046614 訪問型営業からの転換、オンライン型商談による販路拡大事業

1494 神奈川県 ユニテック 非対面にて電気給湯器導入・交換プランを提供して売上回復を実現

1495 神奈川県 ブルーム２４８合同会社 9020003010993 オンラインによるアナウンス研修、メディア対応スキルアップ研修

1496 神奈川県 佐藤彩 ウィズコロナに即した自宅ケアサービス導入による販路拡大

1497 神奈川県 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｈｏｕｒｓ 1020001083280 刺繍部門事業の販路開拓とシステム構築

1498 神奈川県 株式会社カネダフーズ 5020001140689 出前＆テイクアウトおよび非接触型決済機能付き券売機の導入

1499 神奈川県 株式会社ａｑｕａ 8020001058342 非対面型覆面調査事業

1500 神奈川県 坪田宗久 自家焙煎珈琲豆の商品・ブランド開発とPR、EC販売事業
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1501 神奈川県 ｇｒｅｅｎ 親子の絆をマッサージで強める！オンラインベビーマッサージ講座

1502 神奈川県 美容室コーラルリーフ お客様が安心して通える感染リスクの低い美容室への店舗改装

1503 神奈川県 株式会社エクリュプラス 7020001092879 心を癒し、想いを伝えるお花を、ネットを通して多くの方に届ける

1504 神奈川県 響和ミュージック 故人を偲ぶメモリアルDVDのオンラインショップ開設

1505 神奈川県 株式会社ＢＥＡＲ’Ｓ　ＰＡＮＴＲＹ 4020001139369 オンラインプラットフォーム構築と新規（ギフト）顧客開拓

1506 神奈川県 ソフィアの森斉藤ゆき子 朗読教室全国展開のための音読指導士養成オンライン動画講座販売

1507 神奈川県 ぬくもりの．はこ オンラインを活用した屋久杉チップ販売と顧客価値向上と集客

1508 神奈川県 株式会社マツエイ 7020001040193 WEBを活用したオンライン見積・商談で新たな販路開拓

1509 神奈川県 Ｌｉｂｅｒｔａｓ合同会社 9020003020241 全国民に一人一事業を！LPとLINEで開業コンサルの集客

1510 神奈川県 がんそ ワンストップ型リモートレッスン対応ホームページの再構築

1511 神奈川県 株式会社ノマド・グローバル 4010701026306 旅行の動画化による、自宅で誰でも気軽に楽しめる旅行の提供

1512 神奈川県 ＰＩＮＯ 高級イタリアンが行うEC販売とブランド力向上による売上拡大策

1513 神奈川県 Ｓｈｉｒｏｍａｒｕ 「対面ショーケース販売」と「注文加熱販売」の導入

1514 神奈川県 メイクスクール メイクレッスンオンライン化による低感染リスク型ビジネスの実現

1515 神奈川県 アパテアフラタヒチダンススタジオ 非対面型設備の導入によるレッスン実施と販路拡大

1516 神奈川県 ビア・ドリンキング・インターナショナル株式会社 4020001046887 受注・決済業務の自動化による対人接触機会削減と販売増加

1517 神奈川県 有限会社松埜 7021002015647 ホームページのオンラインショップ改修による販路開拓事業

1518 神奈川県 らーめん達 中華料理レストランのテイクアウト専用窓口の整備事業

1519 神奈川県 株式会社Ｍ＆Ｋ 2020001139973 接触機会減少及びＳＤＧｓ貢献のための美味しいパン冷凍事業

1520 神奈川県 源八 本格居酒屋「源八」の味をオフィスやご自宅で

1521 神奈川県 芳川香 ディスプレイデザインと小物のレンタル・販売のオンライン化

1522 神奈川県 直ｄｉｒｉｔｔｏ株式会社 2020001124513 対人接触機会減少のためのテイクアウト商品用ショーケースの導入

1523 神奈川県 株式会社アルバ 4021001059111 ネット予約・宅配・通販ページ立ち上げ事業

1524 神奈川県 プロレスリング・ヒートアップ株式会社 4020003012284 健康管理のためのオリジナル食品開発とＥＣ販売によるファン拡大

1525 神奈川県 株式会社Ｄ－Ｒｅｌｉｆｅ 9020001137921 不動産オーナー向けオンラインコンサルティングサービスの展開

1526 神奈川県 はだの整体院 健康バーガーを販売するキッチンカー事業

1527 神奈川県 ラデーア Web 集客とオンデマンド講座による販路拡大とリピート率向上

1528 神奈川県 アレンジヘアー オンライン予約導入によるウイズコロナ対応強化・売上増加事業

1529 神奈川県 有限会社高尚 4020002052513 非対面・非接触で効率の良いトレーニング

1530 神奈川県 牧みね トレーナー養成動画視聴用サイト構築等と広告による顧客獲得事業

1531 神奈川県 ｏｖｅｒｗｈｅｅｌ オンラインでオリジナル手組ホイールを販売

1532 神奈川県 有限会社ｇｅｎ 5020002043222 接触機会減少に向けたECサイトの構築と予約システムの導入

1533 神奈川県 Ａ・Ａカンパニー 対人接触機会を回避した、オンラインサービスへの転換

1534 神奈川県 モアコーヒー　ロースターズ 新鮮なコーヒー焙煎豆を非接触スタイルで販路開拓プロジェクト

1535 神奈川県 株式会社Ｈｏｕｓｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 4021001073194 オンライン受注による中古戸建リフォーム顧客獲得計画

1536 神奈川県 株式会社ＴＵＭＵＧＩ 5020001136547 非接触結婚相談所の広報活動費

1537 神奈川県 ダイスケオート ダイスケオートファクトリーリモート立ち合い整備

1538 神奈川県 弁護士山際康太郎 リモートワーク体制を実現し、生産性向上による販路開拓の強化

1539 神奈川県 有限会社大成苑 5020002097912 オンライン注文・決済により感染リスク軽減と売上向上させる事業

1540 神奈川県 ワンダー マナーの身につく子ども用食器の商品開発とEC販売で陶器の普及

1541 神奈川県 株式会社Ｇｒｏｔｉａ 6020001126596 市場が拡大している「セルフ脱毛」の導入による売上回復事業

1542 神奈川県 新日本石材株式会社 4021001041812 非対面化を推進する、石屋によるオンラインシステム導入事業

1543 神奈川県 株式会社トムプランニング 2021001024752 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

1544 神奈川県 合同会社Ｙ－Ｉ 1020003010638 非接触自動つり銭レジ導入とレジ閉め業務の簡略化事業

1545 神奈川県 山下太郎 ハイブリッド式レッスンの導入による低感染リスク型音楽教室開業

1546 神奈川県 横山永之介 最先端の電子音楽＋アニメーションによるネット広告用PVの制作

1547 神奈川県 Ｔｕｌｓｉ オンライン運用効率化と新規顧客へのアプローチ強化

1548 神奈川県 株式会社スタンコミュニケーションズ 3020001121897 オンラインによる話し方、ロジカルプレゼン力アップ講座開講

1549 神奈川県 聴和 非対面型Web社員研修の運営代行サービス事業

1550 神奈川県 重久徳 非対面型 DX 化サポート＆WEB マーケティング支援事業
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1551 神奈川県 水谷珈琲 自家焙煎導入によるコーヒー豆のネット販売事業への事業拡大

1552 神奈川県 癒鍼 非対面の新サービスに対応するWEBサイトの再構築事業

1553 神奈川県 竹之下倫志 研修・広報活動の動画化支援による非対面式伴走支援モデルの構築

1554 神奈川県 株式会社真和園 8020001135307 オンラインシステム導入による安心の提供と機会の拡大のため

1555 神奈川県 株式会社Ｆｒｅｅｌｙ 3021001069012 コト体験が出来るBBQ場と連動したBBQ総合WEBサイト構築

1556 神奈川県 株式会社ニフコーヒー 5020001140210 家庭でおいしいコーヒーを楽しもうNifCoffeePR事業

1557 神奈川県 谷口陽子 WEBサイトとSNSによる非対面型の音楽制作と販売

1558 神奈川県 栄光ハウス・湘南中古車サービス 新事業「光触媒コーティング」による蔓延防止対策

1559 神奈川県 かけはし ポータルサイトを通じての人材マッチングと業務効率化

1560 神奈川県 ＮＭＡ　Ｊａｐａｎ株式会社 1020001131576 韓国コスメのオンラインカウンセリングシステムの構築

1561 神奈川県 伊東博和 オンラインでのコライトの実施とミキシングサービスの提供

1562 神奈川県 株式会社ＴＲＵＥ　ＷＥＡＬＴＨ　ＨＯＭＥ 2021001070747 オンラインを活用した不動産トータルコンサルティングサービス

1563 神奈川県 有限会社龍興 9020002085475 オンライン配信及び通信販売による非対面型事業

1564 神奈川県 ＭＩＣＡＬＡ 思いを形にするオリジナルグッズ制作の新規WEBサービス

1565 神奈川県 株式会社ブループリント・システムズ 1020001133564 Vortex-MAシステムの販売促進のためのPR事業

1566 神奈川県 プロゴルファー宅島美香 プロアスリートが教える子供の目標達成トレーニングスクール開設

1567 神奈川県 自宅サロン４Ｃｌｏｖｅｒ 対面・非対面ハイブリッド型フェイシャルエステ

1568 神奈川県 ＴＩＭＥ　ＣＯＯＲＤＩＮＡＴＥ株式会社 9021001074460 タイムコーディネートコンサルティングのオンライン化と販路拡大

1569 神奈川県 株式会社ＬＩＮＫ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 3020001137778 親から心身健やかに！非対面型HP構築でオンラインコーチング

1570 神奈川県 たるまち接骨院 【たるまち接骨院】低出力レーザー治療器の使用による非接触治療

1571 神奈川県 ｓｈｕｋｒａｎ企画 ECサイトによるウチワサボテンオイルの販売

1572 神奈川県 かながわ司法書士法人 9020005015256 士業のDX導入による業務の効率化と感染リスクの低減への取組

1573 神奈川県 ネオジャンプ株式会社 2021001063511 HPから新規顧客獲得を目的とした非対面型ビジネスモデルの転換

1574 神奈川県 Ｋ－Ｐｒｏｄｕｃｅ株式会社 7021001072862 清掃スタッフ養成のための動画コンテンツ提供事業

1575 神奈川県 ユニ行政書士法務事務所 サービス商品サイト新設による非対面販路の開拓

1576 神奈川県 ミュージックサロンカンタービレ 音楽教室指導者向き非対面型 HP と教育コンテンツ新規構築

1577 神奈川県 アウル・ミュージック オンライン教室の開校及び感染対策を徹底したレッスンの再開

1578 神奈川県 株式会社茶来未 4020002071307 お茶の生産販売会社の事業転換とその販売促進活動

1579 神奈川県 尾形弓子 オンラインを活用した新事業の実施とその集客

1580 神奈川県 有限会社ＦＳＧ 4020002074301 オンラインでお金の事業

1581 神奈川県 ＣｒｅｃＨ株式会社 3020001143768 世界に一つの商品をネット販売で気軽に購入頂き、売上アップ

1582 神奈川県 森のカフェ 自社ブランドグリーンコーヒーのネット販売事業

1583 神奈川県 ＮＥＸＰＥＲＴ社会保険労務士事務所 社労士事務所の非対面型ビジネス構築で業務効率化と販路拡大

1584 神奈川県 株式会社アメータ 3020001009589 販売チャネル拡充のためのオンラインサイト構築で売上向上

1585 神奈川県 天命堂しらとり台はりきゅう・整骨院 デジタル化ツール導入でコロナに負けない事業へ

1586 神奈川県 株式会社ＫＡＭＡＴＡＲＩ 1011401021896 キャッシュレス決済導入専用サイトと非接触型業務システム構築

1587 神奈川県 拓陵建設株式会社 2020001031370 ホームページリニューアルと非対面化サービスの提供及び構築

1588 神奈川県 株式会社栗本建築 1021001039710 価値ある家づくりを諦めないために

1589 神奈川県 合同会社スピカ 4020003017886 最良の日をアフターブーケでお届けするECサイト構築と新規集客

1590 神奈川県 Ｃｌｅｖｅｒ　ｆｉｔ 密にならないパーソナルジムでコロナ禍の運動不足解消を応援

1591 神奈川県 株式会社シロはこ 7020001141264 中古ウェディングドレス専門ECサイト「Dresscos」

1592 神奈川県 株式会社サケカル 2010601057717 お酒専門のECプラットフォーム「サケカル」の新規開発

1593 神奈川県 株式会社いいの製薬 3020001118919 非接触型ビジネスモデルの構築による新商品開発とPR事業

1594 神奈川県 わさだ治療院 オンライン健康相談ができる個室の完全予約制治療院

1595 神奈川県 Ｂ－ＭＡＣＳ QRコードを用いた対人非接触型の営業活動コンサルティング

1596 神奈川県 株式会社アット折込 9020001053937 新聞発行部数マップを活用しチラシ納品工程の時短・シームレス化

1597 神奈川県 合同会社Ｋ－２ 2020003020990 オンラインでスキルを販売するための自社メディアサイトの構築

1598 神奈川県 株式会社フィアレス 8020001141809 企業研修サービスのオンライン化とＷｅｂ広告による販路開拓

1599 神奈川県 株式会社ジオスポーツ 2021001008755 スポーツの指導を受ける/発信する双方向のオンライン環境の整備

1600 神奈川県 アルバトロススポーツ整体 整体師養成講座の開設による対人接触人数の減少と売上高アップ
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1601 神奈川県 エコシスガーデン ＨＰ作成と広告および庭園管理や庭師講座オンライン配信

1602 神奈川県 カノン　カラーズ オンライン構築支援事業、およびコンサルティング事業

1603 神奈川県 田ノ岡高志 ライブペイントのイベント開催及びYOUTUBEの動画配信。

1604 神奈川県 株式会社エコ包材ドットコム 2020001141566 エコ包材の開発とオンライン販売による感染リスク低減

1605 神奈川県 株式会社トリクスタ 9020001050240 オンラインでの集客に備えたホームページの拡充及び機能追加

1606 神奈川県 スマイルマルシェ 働く女性を孤立させないカウンセラーのオンラインサロンの構築

1607 神奈川県 木村淳 オンライン営業環境構築による顧客獲得＆在宅ワークシステム導入

1608 神奈川県 株式会社アイケン 8020001060661 美容室向けの抗ウィルス・抗菌施工パッケージの販売

1609 神奈川県 株式会社マーケット・イノベーション 9011101054198 仕事の進捗と取引状況を見える化するオンライン受発注システム

1610 神奈川県 鈴木総建 LINE等を活用したオンライン相談によるポストコロナサービス

1611 神奈川県 株式会社タイシン工業 7020001119814 オンラインキックボクシングジムを開講し健康増進に貢献する事業

1612 神奈川県 行政クレール法務事務所 非接触による集客・営業活動及び事務所内感染対策事業

1613 神奈川県 加山拓人 一元管理ツールの導入による効率アップと完全リモート作業の実現

1614 神奈川県 紅茶専門店ディンブラ 通信販売用冷凍冷蔵庫設置及びテラス席改良

1615 神奈川県 株式会社ＮＤＳＤ 3120001224194 冷凍餃子のEC・自動販売機による非接触、非対面販売

1616 神奈川県 桑原佑弥 非接触型完結の副収入のための在宅オンラインビジネススクールの

1617 神奈川県 株式会社Ｕｎｉ　Ｃｒｕｉｓｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 9020001142426 対人接触機会の減少・オンライン温浴施設清掃相談窓口構築

1618 神奈川県 峯川製作所 受注から納品までの工程を非対面オンライン化し新規顧客開拓！

1619 神奈川県 ハッピーカーズ藤沢店 自社ホームページ新設とそれを核とした車査定の非接触化事業

1620 神奈川県 有限会社ドゥ陶芸館 3021002054327 SNSと連携したホームページの作成による認知度向上と販路拡大

1621 神奈川県 岩崎純子 パーソナルトレーナーのリピート率を上げるオンライン指導

1622 神奈川県 Ｆｕｓｓ　Ｋｒｏｎｅ オンラインケアでリピート集客と市場拡大

1623 神奈川県 株式会社Ｗｏｎｄｅｒ　Ｔｒｅｅ 7140001108813 対人接触を減少しながら売上拡大できる物流システムの構築！

1624 神奈川県 しん整体ラボ コロナ渦でも安心して受けられる施術所を提供する

1625 神奈川県 サニーアンドサンズ クッキー缶詰の増産の為の内製化設備投資で売り上げ増加！

1626 神奈川県 株式会社ユナイテッドビア 8021001065964 新型コロナ感染防止のための販売業務のＥＣサイトへの転換

1627 神奈川県 ｉｎａｈｏ株式会社 1021001061185 海外市場認知度獲得事業

1628 神奈川県 オファーオンライン オンライン営業を行うためのWebサービスの導入による売上向上

1629 神奈川県 Ｔｏｒｕｓ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 無観客音楽イベントでの最高峰リアル映像配信で元気をお届け

1630 神奈川県 佐藤笑店 非接触留学サポート・留学希望者と学校のマッチング

1631 神奈川県 株式会社丸舗建設 8020001024518 若い人材の獲得を目的とした、求人面談・面接の非対面化事業

1632 神奈川県 株式会社シーコープクリエイション 8020001137336 自宅から気軽に相談できるオンラインカウンセリングサービス

1633 神奈川県 夜明瑠璃 「遊びも開発も、ぜーんぶ在宅で！」新規ゲーム商品開発

1634 神奈川県 リラクゼーションサロン　ピュア Zoomカウンセリングを開始するためのwebサイト制作

1635 神奈川県 スタジオナノ 自宅で楽しめるライブ from studionano

1636 神奈川県 ユーマックス メディア開発による新たなコンサルティング事業

1637 神奈川県 桑原大河 非接触型オンライン法律相談の導入及び販路拡大の取組み

1638 神奈川県 合同会社エリアラボ 4020003014462 対面接触機会を最大限減少させた癒しの提供

1639 神奈川県 株式会社ブループラネット・エクスプローラー 6021001019047 新規オンラインショップ

1640 神奈川県 ＳａｔｏｍｉＳｔｙｌｅ ウェブを活用した婚活カウンセリングの開始

1641 神奈川県 ｒｅーｒｅａｄ クラウドファンディングの有効活用によるECでの販売環境の整備

1642 神奈川県 合同会社エスクリップ 3020003018489 インフォグラフィック動画制作事業

1643 神奈川県 伊藤憲彦 感染防止対策を目的とした営業車両を導入し事業拡大を図る

1644 神奈川県 株式会社Ｍ．Ｒ．Ｏ．トレーディング 9011001136658 ドイツ製マグネットドリルのオンライン営業サービスの構築

1645 神奈川県 プロジェクトカラーズ ITを活用したこキャン満足度の拡充と新規開拓

1646 神奈川県 有限会社味楽菜館 4021002004909 店内除菌設備と宅配の開始　食材保存大幅増による冷蔵設備の増設

1647 神奈川県 エール・アイ 自主企画イベントを支えるバックオフィス業務のデジタル化事業

1648 神奈川県 ミラテック株式会社 3011701020051 HPを活用したオンライン商談プロセスの告知

1649 神奈川県 アウェーク株式会社 7010901026417 非対面型サービスの提供による新規事業の立ち上げ

1650 神奈川県 ＯｆｆｉｃｅＫ チラシ拡散による販促事業
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1651 神奈川県 タルト　ドット　コーヒー タルトの取り置き予約システムで需要予測を！廃棄０を目指す計画

1652 神奈川県 有限会社ビューティーファイブ 5021002030152 コロナ禍好調の新規アウトドアブランドとの取引を推進する事業

1653 神奈川県 コロネオ オンラインWebサイト診断サービス新設のWebサイト構築

1654 神奈川県 株式会社ｅｎｋｏ 3020001137076 ホームページによる営業強化

1655 新潟県 農家民宿どぶろく莊 通販強化で対人接触機会軽減・パッケージの改良と充填機の導入

1656 新潟県 株式会社ＶＩＢＬｉＳＳ 9110001034507 ウィズコロナ時代に対応した非接触セルフエステサービスの導入

1657 新潟県 スリランカアーユルヴェーダ家庭料理あ～ゆぼ～わん ECサイトの構築とホームページ開設による売上向上

1658 新潟県 ブラッスリーロランジュ テイクアウトで楽しむ本格フレンチ

1659 新潟県 ＣＨＥＮＤＡ　ＲＥＮＴＡＬ スキーを気軽に！スマホ簡単レンタル予約&予約管理システム

1660 新潟県 株式会社キュウ 1010101011885 個人専門の誹謗中傷対策サービスのネット集客

1661 新潟県 株式会社ファーストイノベーション 4110001029585 コロナ禍、安心のマラソン大会運営、最新機材ネットタイム計測

1662 新潟県 Ｆｌａｇｒａｎ 感染対策を強化した店舗改装とECサイト新規導入による販路開拓

1663 新潟県 有限会社サルサ 9110002002917 ウィズコロナを見据えた菓子製造・テイクアウト事業の開始

1664 新潟県 株式会社栄軒 4110001011634 冷凍自動販売機で冷凍パンの販路拡大に挑戦！

1665 新潟県 トータルフットケア　さわ 走るサロン、あなたのところに伺います。

1666 新潟県 有限会社カークラフト・オガワ 2110002011214 対人接触を減じる自動車整備事業

1667 新潟県 株式会社わたなべ農園 1110001035520 【わたなべ農園のお米】ネット販売による全国展開への挑戦

1668 新潟県 株式会社光陽シートメタル 9110001022437 建設現場における感染防止対策事業

1669 新潟県 オルコア　ヘアーアンドスパ 自社の価値強化によるコロナウィルス禍後も安定した基盤創り

1670 新潟県 株式会社アムズ 9110001001143 コロナ禍に対応した惣菜用「茶豆ペースト」の加工ラインの構築

1671 新潟県 レジリエンカレッジリンクス オンラインによる新サービスの提供及びネットを活用した集客

1672 新潟県 有限会社暖家 6110002008396 冷凍自動販売機の導入による低感染リスク型ビジネスの開始

1673 新潟県 えんたけなわ株式会社 4110001035658 動画配信システム構築による顧客獲得の自動化

1674 新潟県 本鮪丼なかばやし ウィズコロナ時代に対応したテイクアウト販売による販路開拓

1675 新潟県 ひだか農園 無人販売サービスの構築・導入事業

1676 新潟県 有限会社テクノプロタカイ 2110002019307 自動車リフト導入による低感染リスク型整備環境導入事業

1677 新潟県 ノキノキびようしつ 施術空間の個室化・隔離による接触機会減少と安心＆魅力の向上

1678 新潟県 フェティッシュ 「オリジナル革製品」のインターネット通販事業立ち上げ

1679 新潟県 自然療法サロンスマイル 非対面での収益軸確保のための自動販売機事業

1680 新潟県 小池裕子 HP新設に伴う動画販売と客層分岐システム構築による販路拡大

1681 新潟県 株式会社ワクティブラボ 3110001035254 プロモーション特化型広告Webページの営業用ホームページ作成

1682 新潟県 キャラバン２１株式会社 1110001013402 オンラインプラットホーム構築による販路開拓

1683 新潟県 株式会社魚富 6110001018470 SNSを活用しECサイトの新規顧客獲得と非接触販売強化

1684 新潟県 株式会社０２５ 3110001010100 個別包装によるお土産販売の増加と感染防止対策の両立

1685 新潟県 サロンドボーテコワフール ネイルサロンが行うオンラインネイルキット販売事業

1686 新潟県 新しん不動産合同会社 9110003004458 潜在顧客へのアプローチのためのIT設備・環境整備とPR事業

1687 新潟県 ミスターリスボン 夜のお店から一転！時代に合わせた新コンセプト店舗オープン事業

1688 新潟県 オルウィンジャパン株式会社 3110001017962 越境ビジネスオンライン海外展示会「世界」に売り込め事業

1689 新潟県 癒しの杜 コロナ禍でも安心・安全なセルフ脱毛を提供

1690 新潟県 有限会社エム・フリークス 8110002030539 アウトドア車専門販売店としての収益モデルの構築

1691 新潟県 Ｒｕｒａｌ　Ｒｅａｄｉｎｇ テイクアウトサービスと「外読書」の発信

1692 新潟県 株式会社佐渡ルーフ 3110001027796 移住希望者向けWEBサービス拡大事業

1693 新潟県 麺食房わたなべ オンライン決済システムによる接触機会の減少と売り上げ回復！

1694 新潟県 ＢＥＲＯＮ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ コーヒー豆の自家焙煎所整備とインターネット通販の立上げ

1695 新潟県 新栄商工株式会社 7110001017975 自動車整備における非対面型環境整備事業

1696 新潟県 株式会社ジャストスピリッツ 8110001016646 セルフオーダーPosレジ導入と新会員制度策定事業

1697 新潟県 ｔａｇ． 再感染拡大時に最低人数で即対応できる音楽録音、配信スタジオの

1698 新潟県 グロウスタイル　ボディメイクアンドフィットネス 感染対策を徹底した「完全予約型・パーソナルジム」開設

1699 新潟県 中華そば　石黒 EC サイト導入により選ばれるラーメン店へ

1700 新潟県 いいだ接骨院 もっとキレイに！おてがる脱毛
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1701 新潟県 小池機工株式会社 1110001001877 低感染リスク型ビジネス「企業向けキャンプ研修事業」の開始

1702 新潟県 有限会社飯利商店 3110002000678 ＩＴ活用による得意先・外注先の多角化・広範囲化の実現と感染拡

1703 新潟県 有限会社パートナーズ 9110002007643 ネットで頼める体喜ぶ弁当と季節イベント弁当の開発とPR事業

1704 富山県 株式会社楢原ブロンズ彫刻 5230001012149 オンラインを利用した胸像・銅像の注文制作

1705 富山県 ｇｒａｃｅｆａｉｒｙ 店舗内での３密を回避するための拡張事業

1706 富山県 Ａａｔｙ　ｈａｉｒ お客様が不安にならないソーシャルディスタンスの美容院

1707 富山県 置田建築 非接触型営業活動による販路開拓

1708 富山県 亀川　悟 コンビニであることの強みを活かした中食需要の獲得事業

1709 富山県 株式会社アグリライズ南保 2230001015716 ウィズコロナを見据えた持続性の高い農業基盤の構築

1710 富山県 カナモリ建築 不動産仲介・建築一貫提供の強みを強化する測量作業の高効率化

1711 富山県 株式会社富山とイート 6230001018698 レストランにおける専用端末の導入

1712 富山県 株式会社五箇山企画 9230001009488 個室で安心！親戚と少人数宿泊宴会プランの造成事業

1713 富山県 有限会社秀光 1230002009395 WEBサイトの構築による購買体験の向上と情報発信

1714 富山県 有限会社共栄産業 2230002006400 小型建設重機導入による作業効率向上計画及びコロナ感染対策事業

1715 富山県 ふじなが接骨院 院内セルフケアメニューの開発を中心とした非対面サービスの充実

1716 富山県 猫の休息 ストレス緩和リラックス効果を生むヘンプシードオイルの魅力発信

1717 富山県 金周鴻 冷凍ケーキ販売用のECサイトの開設

1718 富山県 田又　雅之 対人接触機会減少の為の密苗導入事業

1719 富山県 中華料理　鮮美味 テイクアウトで鮮美味人気メニューを楽しもうプロジェクト

1720 富山県 シンシア 低価格と運用サポートに特化した新規サービス提供による販路

1721 富山県 ジェイクリーニング コードレス式の清掃機械導入により作業効率の向上を図る。

1722 富山県 新生開発株式会社 4230001010161 IT化による対人接触機会の減少及び業務効率化

1723 富山県 城北接骨院 クラウドツールでお客様との信頼関係構築。新整体サービス構築事

1724 富山県 有限会社ちばや 4230002002083 コロナによる空き店舗の有効利用と起業の応援、街中の賑わい創出

1725 富山県 株式会社すまいるほーむ 5230001004617 家電ECサイトを導入し顧客満足度を高め売上向上につなげる

1726 富山県 脳と心と身体と環境を整える生き方 アフターコロナを見据えた脳と心と身体と環境を整える生き方

1727 富山県 ササラファーム株式会社 4230001015292 薬剤散布用ドローン導入

1728 富山県 ＴＵＭＵＧＵ不動産株式会社 7230001018920 不動産業界のIT化・DX化を見据えた自社サイトの構築

1729 富山県 株式会社リノプロモート 8230001018333 地域の高齢者に安心生活を届けたい。気軽にお問い合わせIT窓口

1730 富山県 ＬＯＯＰ　ＭＥＴＡＬ　ＷＯＲＫＳ LOOP METAL WORKS　商品開発及びEC販路開拓

1731 富山県 合同会社Ｇｕｔｓ 8230003001015 自社ホームページ作成による新規取引先の開拓

1732 石川県 有限会社いち松 2220002015484 ＥＣサイト構築と非対面営業に必要なＨＰ改修とパンフレット作成

1733 石川県 金沢キッチン 非対面販売に対応した猪肉カレー、惣菜の冷凍食品化事業

1734 石川県 布花のアトリエ　Ｎａｎａ　ｆｌｏｗｅｒ YouTube動画の活用で手作りキット、髪飾りの販売強化

1735 石川県 株式会社歩 2220001018942 対面教室と連携したe-learning・オンライン授業事業

1736 石川県 株式会社マルゼン不動産 4220001016853 ３６０度ＶＲを活用した「おうちで物件探し」システム構築

1737 石川県 小林屋茶舗合同会社 8220003002947 移動式開放茶室～こんなところでお茶を飲んでみたかった～

1738 石川県 株式会社ゆめまき 9220001021502 非対面式アウトドア用品のレンタル事業

1739 石川県 有限会社あらいえ動物病院 9220002016501 アプリと連動した自動受付機により対面受付の減少と業務効率化

1740 石川県 厨ｏｒｙｚａｅ おうち時間と体を豊かにする発酵×健康商品の通信販売事業

1741 石川県 二兎 能美市特産品を使用したカラフルおはぎの新ブランド開発

1742 石川県 有限会社酒のたけばやし 9220002007533 オンライン受注の導入によるテイクアウト事業の強化

1743 石川県 ＤＩＣＨＡ　ＢＡＬＬＯＯＮ 非接触で販売！カスタムメイドバルーンのオンライン接客販売事業

1744 石川県 辻みちるピアノ音楽教室 ピアノ教室のオンライン化で対人接触機会減少とSNSで販路開拓

1745 石川県 山本燃料設備株式会社 4220001007299 新型コロナ対策の業務遂行と効率化について

1746 石川県 株式会社四季彩 9220001011503 ECサイトの構築と非接触型ビジネスモデルの構築

1747 石川県 豆の樹 非対面型販路でコロナ感染リスク減と自家焙煎珈琲を世界へ展開！

1748 石川県 世戸国際産業支援株式会社 4220001021317 感染対策済プライベートシアタールーム活用による収益性向上化

1749 石川県 株式会社ＣＬＡＮＳ 8220001021412 オンライン化でテイクアウト事業を拡大

1750 石川県 金沢くつろぎ宿　泊まり木 自社サイト制作による予約システム構築及び地場連携の強化
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1751 石川県 ショップつるぎぢ 地域の高齢者や買物難民へ手作り惣菜を届ける新サービスの展開

1752 石川県 ＣＰＳ 地元食材を使用したバナナジュースのキッチンカー販売

1753 石川県 柿谷　医（金沢焼肉楽処　万場） 徹底した感染予防対策とカウンター個室の新設で新規顧客の開拓

1754 石川県 株式会社アプサライ 8220001021305 セルフホワイトニングサービスによる売上アップの取組

1755 石川県 有限会社清正商店 8220002002270 おうちから気軽に花をオーダーメイドできるブランドの販路拡大

1756 石川県 株式会社リナシェンテマジック 9013201018405 健康商品の卸売業からオンラインD2C販売業への転換とPR

1757 石川県 おりこし接骨院 非接触型検査器（スタット）導入での安心施術事業

1758 石川県 シィ・エス株式会社 5220001012884 コロナ禍で人手不足に悩む介護事業所向け「こえ手紙」事業

1759 石川県 くつろ木生活 オンラインによるお片づけサポート事業・片づけ Web 講演会

1760 石川県 高咲堂 ３０種類の究極の贅沢フルーツサンドをキッチンカーでお届け！

1761 石川県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ’　Ｒｏｏｔ　ａｂｏｖｅ 非接触・感染症対策を徹底したプライベート美容整体サロンの構築

1762 石川県 株式会社工房ＢＩＧＡ 3220001023603 コロナ禍で心と体の癒しを提供する森の癒しカフェの販路拡大事業

1763 石川県 吉川農園 ブランド加賀野菜を密を回避した店舗で販売し美味しさを伝えよう

1764 石川県 合同会社フォレストリバース 1220003002400 新サービス【賃貸物件オンライン案内紹介サービス】導入

1765 石川県 有限会社直海屋 8220002000191 セルフレジの導入で、今よりも安心してお買物ができる環境整備

1766 石川県 仁和エステート合同会社 9220003002822 非接触型賃貸物件リノベーション

1767 石川県 パリキング デリバリー強化計画

1768 石川県 株式会社中島商事 2220001023703 非対面でも満足度アップ！遠隔でも相談できるリフォーム相談事業

1769 福井県 七宝工房　宙 運気上昇する七宝焼きをオンラインギャラリーで表現しＥＣ販売

1770 福井県 ＴｈｉｎｋＳａｌｏｎ 新サービスの利用促進とそれに伴う客単価向上のための個室造作

1771 福井県 くわばらミート有限会社 5210002011614 精肉店であることを活かしたシナジーを生みだす中食事業の展開

1772 福井県 株式会社ＨＡＦ．Ｂ 8210001018649 敦賀真鯛らーめんの自社 EC サイト新規作成による新たな販路

1773 福井県 株式会社高橋製粉所 8210001008963 越境EC活用による新規販路開拓

1774 福井県 株式会社ＳＴＯＲＭＹ 3210001018240 密を回避し安心安全な個室・非接触型薬石風呂への改装

1775 福井県 株式会社ｌａ・ｋｕｒａ 1210001018250 オンライン教材開発、ｅラーニング教室で新規顧客開拓

1776 福井県 株式会社ハッピー・コール 2210002002839 チーム力を強めるおそろいマスクプリントを非対面で提案

1777 福井県 有限会社表 7210002011447 店舗改装（テイクアウト専用ブースの構築）による感染対策事業

1778 福井県 株式会社ワカサ商事 8210001010936 ＥＣサイトを新しく立ち上げＢtoＣに対応した販路拡大事業

1779 福井県 株式会社うなぎや 9210001017195 自社ECサイト構築と最新冷凍設備の導入による新たな販路開拓

1780 福井県 株式会社ケア・システム 8210001008609 訪問型から楽天モール出店による非対面型への転換による販路拡大

1781 福井県 雅城苑 あらゆる事態を想定した中食事業の展開による経営安定化事業

1782 福井県 三宅　貞弘 米販売の自社 EC サイト新規作成による新たな販路開拓

1783 福井県 京風庵　芳家 新たなテイクアウト事業とインターネット販売用加工事業の展開

1784 福井県 Ｏｒｂｉｔ　Ｇｌｏｂａｌ株式会社 2210001008960 業務効率化のための英会話クラス・留学先のオンラインアドバイス

1785 福井県 株式会社ＨｉｍｍｅＬ 4210001018479 ホームページを活用した非対面での営業活動

1786 福井県 美味しい学研究所。 コロナの時代の本格的テイクアウト物販用実店舗開業事業

1787 福井県 株式会社フルコレ 4210001017241 当社商材の効果的な撮影及び宣伝広告による販売促進事業

1788 福井県 西和家 テイクアウト新メニュー導入による対人接触対策と宣伝広告事業

1789 福井県 有限会社うな信 2210002000438 店内飲食での完全コロナ対策としての個室化、セルフオーダー化

1790 福井県 株式会社出口商会 4210001002128 ラインを活用した顧客対応サービスの開始とその周知事業

1791 福井県 だいだい珈琲 自家焙煎機導入でオリジナルブレンド珈琲豆テイクアウト販売事業

1792 福井県 わたなべ整骨院 コロナ対策と新サービスの提供による新たな顧客層の開拓事業

1793 福井県 有限会社谷口眼鏡 6210002013155 OEMからの脱却および、販売時における接触時間縮小体制の構築

1794 福井県 愛錠ロックサービス 【愛錠ロックサービス】精緻な鍵製造機械導入による接触機会減少

1795 福井県 サロンドラキ 施術ルームの完全個室化とオンラインサロン開設で満足度UP事業

1796 福井県 株式会社スタディルーム 7210001018724 コロナウィルスから学習機会確保に向けた映像授業サービスの展開

1797 福井県 ソラとウミの小さな農園 野菜販売の自社 EC サイト新規作成による新たな販路開拓

1798 福井県 株式会社ＣＯＡ　ＬＡＳＨ 3210001017928 非対面型の美容インテリア家具提案サービス開発事業

1799 福井県 株式会社Ｌｉｎｏ　Ｃｈｅ’ｒｉ 4210001018207 光線治療器（光線療法）の導入による新たな顧客層の開拓事業

1800 福井県 ｃａｆｅｃｉｅｌｏ 接触機会を増やさず新規顧客獲得を目指すターゲット戦略
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1801 福井県 エステサロン沙温 フェイシャルケア用品販売 EC サイト新規作成による販路開拓

1802 福井県 有限会社稲木ケア・サービス 2210002001667 介護職就業希望者向けキャリアコンサルティングサービスの提供

1803 福井県 有限会社坪川自動車 3210002002342 キッチントレーラー商品パンフレット作成事業

1804 福井県 株式会社Ｙｕｕｋｉ－Ｆｉｌｍｓ 6210001018114 映像制作会社が行う産業用ドローンを使ったインフラ維持管理事業

1805 福井県 合同会社ジョイホーム 1210003000917 toC向け事業拡大、非接接触型直接受注

1806 福井県 株式会社Ｃｏｕｒａｇｅ 8210001017907 遺品整理等による買取・回収品をEC販売するための環境整備事業

1807 福井県 旬彩割烹吟楽 事前予約拡大に向けたWebサイトおよび顧客管理システムの導入

1808 福井県 シーアール 非接触型営業の確立のためのウェブシステム構築と環境整備事業

1809 福井県 Ｅｍｍｉ 現有の資産や強みを活かしたセルフホワイトニング事業の展開

1810 福井県 株式会社エムアイテックフクイ 1210001014563 HP改修及び宣伝広告掲載等による販売促進事業

1811 福井県 秘密基地 自社宿泊施設専用の予約システム構築および移動販

1812 福井県 コメコロ ホームページ開設による商品販売力強化と対人接触機会の減少

1813 福井県 ベースランニング 革新的音楽教材の開発による販路拡大

1814 福井県 カイロクリニカルセンター越前院 非対人接触モデルの歯のホワイトニングの新規店舗事業

1815 福井県 有限会社アルファソウイング 6210002011480 自社の強みを活かしたキッチントレーラーの導入による新分野展開

1816 福井県 堀川製茶有限会社 3210002007390 商品パッケージの刷新及びウェブサイトでの販売促進事業

1817 福井県 福井アカデミー 生徒同士の物理的接触を減少させるための半個室型座席の造作事業

1818 山梨県 株式会社クラッグボーイズ 5090001014928 クライミンググッズのネット通販による売上獲得・販路拡大計画

1819 山梨県 チュイール テイクアウト事業【真空パックによる商品の開発及び販売】

1820 山梨県 丹頂紙業株式会社 3090001012041 EC サイト構築による西嶋和紙インターネット販売事業

1821 山梨県 Ｂａｒ　ＳＰＹ 対人接触機会を減少するキッチンカーによるテイクアウト販売

1822 山梨県 喫茶キヴィス 気兼ねない個室空間の整備とテイクアウト強化による販路拡大

1823 山梨県 株式会社誠実堂 3090001008205 非接触販売の為のYouTube連動ECサイト構築による販拡

1824 山梨県 株式会社丸越 7090001005041 オンライン予約制試着室設置とコンシェルジュ接客による販売強化

1825 山梨県 協立コミュニケーションズ プリントオンデマンド事業拡大のためのオウンドメディア構築

1826 山梨県 ポーラザビューティー甲府昭和店 エステルーム個室化で対人接触機会を減らした安全な店舗の実現

1827 山梨県 有限会社小林建築所 4090002007312 南アルプス若手大工が挑戦するＤＩＹキット開発とネット販売事業

1828 山梨県 メイト 個室化による安全な店舗の実現とその周知による売上増加

1829 山梨県 カフエ　キアナ 非接触型テイクアウト用窓口設置

1830 山梨県 株式会社飯島犬猫病院 1090001010864 高齢動物の身体に優しい検査体制の構築とワークフローの改善

1831 山梨県 サロン　リアン 対人接触機会を削減した痩身用機器整備による瘦身サービスの提供

1832 山梨県 有限会社吉沢製パン 8090002012829 富士山ブランドのパンを自宅でも食べられるEC販売事業

1833 山梨県 株式会社岳杜不動産 4090001011637 ホームページ一新による非対面型の営業活動の推進と広告事業

1834 山梨県 株式会社ソフィ 3090001001234 美容ディーラーが取組む自社オリジナル商品のネット販路拡大事業

1835 山梨県 長田米穀店 お米の発注・配達クラウドシステム導入による対人接触機会の削減

1836 山梨県 山梨アウトドアプロジェクト おおつき自然とサウナととのいプロジェクトの開始

1837 山梨県 合同会社ヒラシマ 3090003001307 建材卸業特化型ECサイトの構築

1838 山梨県 フードレメディ オンラインを活用した教室及び販売のシステム構築による販路開拓

1839 山梨県 株式会社アグスト 9090001006814 非対面・低感染「オンラインバーチャル住宅展示場」の取組

1840 山梨県 株式会社プラジュニー 8090001005024 自社製品「絵画ストール」の開発とネット活用による販売の展開

1841 山梨県 株式会社ｗＫ 6090001016923 フランス料理店のコロナに打ち勝つ「映える」移動販売事業

1842 山梨県 有限会社エーデルシュタイン 4090002005241 新たな BBQ 商品のテイクアウトとゴーストキッチンの実施

1843 山梨県 ミュージックスタジオ・アル 音楽活動者向けオンラインライブ配信・編集サービスの販路開拓

1844 山梨県 松林軒豊嶋家株式会社 7090001004670 ネット販売力、集客力強化のためのLステップ導入事業

1845 山梨県 鈴木雅典 レンタルスタジオ事業

1846 山梨県 株式会社オーダーメイドジュエリーメイ 9090001015402 メンズジュエリーブランド立ち上げと広報用カタログ・動画制作

1847 山梨県 合同会社エバーグリーン北杜 3090003001513 自社HPとECサイト構築によるBtoC向け販売強化事業

1848 山梨県 株式会社ビーム 2090001007059 新たに接触時間の軽減メニューでお客様の要望に応えた販路開拓

1849 山梨県 サンライズ株式会社 4090001006851 5Gを活かした商品説明の動画化による自社ECサイトの強化

1850 山梨県 相川葉子 オンラインダイエットをPRするHPとSNS広告で販路拡大
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1851 山梨県 有限会社Ｈａｊｉｍｅ 2090002013295 山梨全域にこだわりの食パンを届ける移動販売プロジェクト

1852 山梨県 不動産売却アシスト株式会社 3090001015606 IT重説の推進と万全なる感染対

1853 山梨県 株式会社ＣＡＭＰＷＩＬＬ 6090001015917 キッチンウェア販売における商品開発及びECサイト広報事業

1854 長野県 こじろう コロナ禍に勝つ！居酒屋がキッチントレーラーでテイクアウト事業

1855 長野県 有限会社大幸商永高瀬館 5100002026565 空き部屋改装による個室化で感染リスク回避作戦

1856 長野県 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ＳＡＷＡ天神店 コロナウイルス対策しながらまつ毛サービスの拡大

1857 長野県 レイラインズ 世界で一つだけの製品をＥＣサイトで全国に販売網を構築

1858 長野県 ＪＥＷＥＬ　ＦＲＵＩＴ 信州フルーツを用いた手作りスイーツを全国へ！EC販売事業展開

1859 長野県 有限会社丸山工機 2100002026832 ステンレス製真空断熱容器開発とECサイト・CFによる販路拡大

1860 長野県 有限会社入口蔦屋 2100002032467 非対面営業販売システム構築による感染リスク低下と新規顧客開拓

1861 長野県 株式会社メディウェル経営パートナーズ 1100001034399 医療経営のオンライン相談開始による新規顧客の獲得

1862 長野県 菊本屋農園 紫外線照射で苺が育つ！～作業効率化と対人機会減少への取組み～

1863 長野県 株式会社森の灯 9100002026818 スマートゲートサービス導入による業務効率化と顧客サービス向上

1864 長野県 株式会社イレブン 9100001031827 動画とネットショップを活用した販路・売り上げの拡大

1865 長野県 かごカフェコノハナサクヤ 「お店の味をそのままに！」新しいテイクアウト商品の提供

1866 長野県 株式会社ＫＯＳＩＮ建設 2100001030158 事前WEB相談シート活用で目指す非対面での新規獲得・売上回復

1867 長野県 ブラウンバニーオーケストラ 「原点回避」による完全予約制サロンへの転換

1868 長野県 湖畔の温泉宿蓼科 地域の魅力も盛り込んだ事前決済予約サイトで認知度アップ

1869 長野県 古民家居酒屋たく家 勇猛果敢！見せよコロナに居酒屋の底力！絶対的感染防止大作戦！

1870 長野県 有限会社ハイランドフラワー 6100002032281 オンライン配信導入で顧客満足度と店舗イメージの向上

1871 長野県 株式会社カラダＬＩＮＫ 9100001031926 キレイを作る非接触型セルフエステサロンによる新規顧客開拓

1872 長野県 リンクス オンライン講座開催の為のホームページとDM作成

1873 長野県 有限会社神津建築 2100002009382 建築屋特製！火起こしキットとクリップボードのECサイト販売

1874 長野県 ＡＹＡ行政書士事務所 オンライン動画による非接触型の新規事業の立ち上げと広報活動

1875 長野県 有限会社英設計 3100002021171 動画制作による「こだわりの家づくり」セミナーと集客ツール構築

1876 長野県 まる屋 冷凍パン導入・パン製造の効率化によりオンライン販売数を伸ばす

1877 長野県 株式会社イオジャパン 2100001026197 フリーペーパーの電子化による接触機会の減少とウェブ広告の獲得

1878 長野県 株式会社Ａ．Ｙ．Ｊｕｄｉｅ 3100001024670 D2Cブランドへの転換を行い、自社ECサイトを通じて新規顧客

1879 長野県 有限会社小林三郎製作所 9100002013948 非対面型営業システム構築による感染リスク低下と新規顧客開拓

1880 長野県 酒処　和家 完全個室の貸切営業で安心安全なスナック店

1881 長野県 株式会社ＧａｌａｘｙＣｒｅａｔｉｖｅ 7100001029591 アパレルOEMオンラインミーティング化推進

1882 長野県 おむすびＣＡＦＥ 移動販売による地域への宅配サービス

1883 長野県 アースアンドユー株式会社 1100001034184 国産スキンケア商品のオンラインコミュニケーション促進事業

1884 長野県 イチカビューティーガーデン 非接触型サービスであるよもぎ蒸しの導入と在宅エステの促進

1885 長野県 Ｍｅｇｕｒｉ 美容機器導入で時間短縮！腸活で美しく輝く女性応援サロン

1886 長野県 スムヘアーライフ HP上での事前カウンセリング・ECサイト等導入による感染対策

1887 長野県 税理士小林和博事務所 経営をトータルサポート！助成金オンライン診断システムの導入

1888 長野県 にっこり農園 畑からお届けする「野菜が美味しい」キッチンカー事業

1889 長野県 ばんぶーびれっぢ すべてはお客様のために！対人接触機会の減少と売上高増加策

1890 長野県 飛翔コンサルティング スムーズな創業。準備支援！

1891 長野県 吾妻製麺株式会社 4100001034776 【吾妻製麵株式会社】冷凍ラーメン自販機「ヌードルツアーズ」

1892 長野県 はな美 宅配・デリバリー事業のホームページとECサイト構築とPR事業

1893 長野県 美容温活サロン　ＣＯＰＡＳＴＩＣＫ デリケートゾーンへアプローチ！女性特有の悩み解消プログラム

1894 長野県 焼き屋桃井 テイクアウトメニュー開発と予約システムによる売上UP事業

1895 長野県 ベルマリエ長野 Webメディア活用による集客強化と結婚相談オンライン化事業

1896 長野県 梨こ農園 通販向け商品開発とECサイトでの販売促進事業

1897 長野県 株式会社ウェブウェア 7100001024130 自社ソフトウェアのサブスク型プラットフォームの作成

1898 長野県 Ｌａｉｖｅｓｓｅｒｅ 先行きが不安な今を転機に！自分を許し高める女性開放塾の運営

1899 長野県 株式会社昇竜建設 6100001006749 対人接触機会を低減するアパートオーナー向けサービスの開発

1900 長野県 株式会社ハッセン 8100001027891 専用サイトの構築による非対面サービス展開と集客力アップの実現
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1901 長野県 合同会社愛善 9100003004632 WEB技術を活用した自社情報を発信できる環境の構築

1902 長野県 ファクトリーショップ　リンクス 自社ECサイト開設による製品(技術)提案と自社製品の販売

1903 長野県 松栄屋 新型コロナウイルス感染対策強化による顧客満足度アップ

1904 長野県 株式会社ＧＲＡＣＥ 5100001031839 ホームページ開設によるBtoC販路開拓と非接触型事業確立

1905 長野県 有限会社明治牛乳吉田販売所 5100002005222 牛乳屋さんの生活フルサポート商材のネット販売＋宅配事業

1906 長野県 株式会社ハタケホットケ 7100001034757 オンライン商談ができる業務体制の構築

1907 長野県 笹井酒造株式会社 7100001013158 ファンの満足度アップを目指す清酒WEB販売事業への挑戦

1908 長野県 有限会社ブレイクスルー 5100002009149 高効率機械化草刈り業務とPR事業

1909 長野県 ソーラープラス長野合同会社 9100003005382 ネットプロモーションによる非接触型の生産プロセス確立

1910 長野県 株式会社日南 7100003003413 素材も全て長野発！本格ホットケチャップを直送します。

1911 長野県 ハイランドリゾート　アゲイン ２０７号室と１０１号室　トイレ増設工事とPR 事業

1912 長野県 株式会社Ｈａｉｎｄｏｒｆ 5100001018084 オンライン乗馬講座と予約システムによる売上向上事業

1913 長野県 西村産業 地域初！スタイリッシュな風であなたの心をワインレッドに！

1914 長野県 株式会社栄部品商会 8100001009766 ウィズコロナにおける空きスペースの有効活用計画

1915 長野県 ＫＩＲＡＫＩＲＡミュージック ZOOMで開催する「認知症予防コミュニケーション音楽講座」

1916 長野県 なかの農園 農産物の情報提供と販売ができる非接触型インフラ構築

1917 長野県 有限会社新村産業 6100002028701 個人消費者(B2C)への販路拡大と接触機会減少事業

1918 長野県 七草農場 コロナ禍による人手不足解消と生産量増加のために田植え機導入

1919 長野県 かんのう整骨院 オンラインカウンセリング実施におけるオンライン集客強化事業

1920 長野県 株式会社住工房Ｋ 8100001020475 宿泊体験施設を活用したプライベート宿泊体験による販路拡大事業

1921 長野県 株式会社明日華 7100001032281 知名度向上のための動画制作で人と社会の橋渡し

1922 長野県 ｎａｎａｃｃｏ　ｋｉｔｃｈｅｎ 非対面型営業システム導入による売上の増加対策と新規顧客獲得

1923 長野県 Ｃａｆｅ　＆　Ｂａｒ　Ｇｉｎａ 屋外テラス席の新設とテイクアウト販売を可能にする為に係る費用

1924 長野県 合同会社トーキングネイチャーラボ 1013303004599 「オンラインで知って買える健康サプリ」のPR・環境整備事業

1925 長野県 合資会社武田商会 1100003000993 軽井沢ローストチキンを通販でも楽しめます！

1926 長野県 森土地家屋調査士事務所 WEB自動見積を導入しオンライン面談でも全国のお客様を開拓

1927 長野県 ｎａｔｕｒａ　Ａｓａｍａｋｏｊｉ オーブン導入による機会損失の解消と麹おやつの販路拡大

1928 長野県 有限会社テンホウ辰野 1100002035272 テイクアウト商品の拡充と非接触レジの構築

1929 長野県 びりーぶ オンラインによる発達障害、グレーゾーンの子供のカウンセリング

1930 長野県 Ｌａｎａ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ 美容脱毛だけでなく老後脱毛にも対応した脱毛サービスの開始！

1931 長野県 株式会社和楽座 6100001011699 着物の価値向上に向けたウェブリニューアルとコンテンツの拡充

1932 長野県 有限会社喜久屋商店 4100002035162 ECサイトの新規構築によるDragonシードルの販路拡大

1933 長野県 ヴィータヘアデザイン 接触を減らしてサービス向上。求人ページ＆ECサイトの開設

1934 長野県 合資会社臼田養魚場 6100003001070 「信州あゆ」による高利益率の「生産者直売」事業

1935 長野県 株式会社フィールズ 8100001024864 インターネット販売事業構築

1936 岐阜県 ＯＶ森の自然学校株式会社 6200003002793 菓子製造業許可とそうざい製造業許可を取得し食の通信販売を行う

1937 岐阜県 セブンカラーズ 美容のエキスパートが提供するサブスクセルフエステで素肌美人！

1938 岐阜県 三喜屋靴店 完全非接触、その人に合ったオーダールームシューズの販売

1939 岐阜県 株式会社おか多 9200001036436 ネットショップを立ち上げて、接触なく商品を販売する事業

1940 岐阜県 有限会社賞味堂 5200002002341 ヴァーチャル工場見学のための自社紹介動画の作成とWEB掲載

1941 岐阜県 ラヴィエベル 施術スペースの個室化と非接触・顧客満足度向上設備導入

1942 岐阜県 株式会社ＨＵＧ－ＦＬＯＷＥＲ 7200001038343 非接触型の安全で効率的なチーズテリーヌ生産体制の構築化

1943 岐阜県 株式会社ＬＯＨＡＳ－ＯＮＥ 1200001008450 キッチンカー事業による接触機会削減で新規顧客獲得

1944 岐阜県 キッチンアンドバーウィード 少人数、持ち帰り需要に特化した、新生活様式への参画事業

1945 岐阜県 ＨｉｌｌＢｉｌｌｙ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ 自家焙煎を行い新商品の開発とオンラインショップによる販路開拓

1946 岐阜県 白百合工房 木工房が作るこだわりのアウトドアブランドの立ち上げと販路開拓

1947 岐阜県 喫茶つみき ぽん菓子製造機と移動販売車両を使用した販路拡大事業

1948 岐阜県 羽根町ジーロ オンラインショップ付きホームページで売上UP

1949 岐阜県 ソワンドボーテラフィネ セルフ脱毛事業の追加で新規顧客獲得＆売上拡大と非対面化の推進

1950 岐阜県 株式会社マルニシ 7200001014732 こどもの絵が刺しゅうになる！オンラインギフトによる需要開拓
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1951 岐阜県 璃音 ラウンジ店の密集型営業から散在型かつ個室化営業への転換

1952 岐阜県 ＭＩＲＡＩ創始 岐阜密着：オンラインカウンセリングによる美容クリニック選び

1953 岐阜県 スパイスファクトリーあべべ 「スパイスカレー＆カレーパン」の真空パック商品開発とＰＲ事業

1954 岐阜県 ｓｕ 現事業・新規事業のECサイト構築による販路拡大と顧客獲得事業

1955 岐阜県 宮脇直人 新規海外向けオンラインショップ構築と、感染防止対策の店舗改装

1956 岐阜県 フローラルエレスタイル ECサイト開設に係る非接触サービスの導入による販路拡大事業

1957 岐阜県 新東陶料株式会社 9200001020687 特殊な可視光応答型光触媒商品の開発と販売事業

1958 岐阜県 有限会社二明商店 5200002021481 ポストコロナを踏まえた自社オリジナル陶磁器ＥＣサイト販売事業

1959 岐阜県 杉山接骨院 オンライン問診・診断を可能にする公式LINE構築とPR事業

1960 岐阜県 シャルムカムリ オンラインカウンセリングが可能な自社専用WEBページを構築

1961 岐阜県 トータルケアひまわり株式会社 4200001029295 白木式セルフケア整体・リハビリでオンライン施術事業

1962 岐阜県 株式会社ＰＵＺＺＬＣＥ 7200001039325 アウトドア製品の海外展開・販路拡大

1963 岐阜県 トーカイサポート株式会社 2200001015306 新たな市場に向けてコロナ禍での営業活動用コンテンツ制作

1964 岐阜県 株式会社クラウンベリー 8200001030935 オンラインショップを利用した販路開拓と地域活性化

1965 岐阜県 山と Ｌステップで簡単予約！レンタル商品をＳＮＳ活用で非対面受注

1966 岐阜県 セブン代行 既存事業を活かした完全非対面式営業の介護タクシー事業

1967 岐阜県 早川雅子 心理カウンセラーが女性の自立を応援するオンラインサポート計画

1968 岐阜県 株式会社コンドウ企画 4200001001997 生産工程の迅速化と対面打合せの減少につながる設備導入

1969 岐阜県 有限会社キッズサポート 1200002008755 通信販売での売上向上を目的としたHP制作と改修工事

1970 岐阜県 虎渓窯 三密回避による安心安全な陶芸体験施設の構築による販路開拓事業

1971 岐阜県 株式会社遠洲屋 5200001017076 ＬＰガス事業の集中監視システムの導入

1972 岐阜県 ｍｉｘｔｕｒｅ株式会社 2200001037738 予約確認と事前決済の導入で、安心して来場できるキャンプ場作り

1973 岐阜県 かしわの葉 コロナ禍でも屋内に人工芝で快適ステイホーム支援の販路開拓事業

1974 岐阜県 ユヌ・ランコント 機器導入による非接触型新サービスと新規顧客獲得事業

1975 岐阜県 有限会社一山製陶所 9200002020975 非接触でも商談成立可能な展示室の改装

1976 岐阜県 有限会社栄太郎 2200002026475 ポストコロナ時代に向けたテイクアウトを活用した営業戦略

1977 岐阜県 うなぎ処　うな勝 瞬間冷凍テイクアウト販売

1978 岐阜県 ぎふ初寿司　那加分店 さまざまな手段を用いた、テイクアウト・出前販売強化事業

1979 岐阜県 有限会社シェピーズタケムラ 4200002002185 冷凍 自動販売機による当社製品の直販

1980 岐阜県 山周セラミツク有限会社 3200002022408 ECサイト構築によるタイル小売事業の展開

1981 岐阜県 配食のふれ愛各務原店 高齢者を元気に！オンライン予約・注文サイト構築事業

1982 岐阜県 金武　奈津美 HSPに苦しむお母さんに対するHSPカウンセリング

1983 岐阜県 田嶋友嘉 非対面営業の契約率向上と新規顧客開拓のためのマーケティング

1984 岐阜県 株式会社Ｌｅａｗｏｏｄ 2200001035097 インターネットを活用し感染症リスク低減と売上向上に向けた戦略

1985 岐阜県 テン・カラーズ株式会社 4200001032183 障がい者アートプロダクトの企画・製造・販売

1986 岐阜県 有限会社アミカ 1200002009282 ECサイトの構築による自社オリジナル製品の非接触販売の確立

1987 岐阜県 樋口雅之 新規顧客開拓と情報発信強化の為のホームページ新設・開設

1988 岐阜県 株式会社日本住環境研究所 1200001035164 家具を販売するECサイトを導入し新たなサービスを提供

1989 岐阜県 ヴォーグヘア　ハヤシ 非接触でも付加価値の高いサービスと安心安全空間の提供

1990 岐阜県 デイジー キッチンカーを活用した営業代行事業で販路拡大を図る

1991 岐阜県 ユータック 非対面営業力を活かした広告宣伝による集客力強化計画

1992 岐阜県 バリュー Webサイト構築によるサービス販路拡大及び非対面営業の実

1993 岐阜県 頭ほぐしとアロマボディたまゆら 思わず眠ってしまうコロナ対策万全なリラクゼーションサロン

1994 岐阜県 有限会社丸藤工芸 8200002021660 業務効率と生産性向上、 お客様・従業員に対しての感染防止対策

1995 岐阜県 株式会社リーフ 7200001039085 ECサイト導入とオンラインによる非対面販売・仕入れの実現

1996 岐阜県 スマイルパートナー 対面営業からＳＮＳを活用した非対面営業による新規顧客の獲得

1997 岐阜県 佐々木商会 従業員間接触機会減少受注発注配送システム開発

1998 岐阜県 Ｐｒｅｍｉｄｅｏ オンライン打ち合わせ機能を搭載したHPによる新規顧客開拓計画

1999 岐阜県 ながら企画開発 コロナ感染拡大防止に繋がるIoT機器の開発

2000 岐阜県 みずえ接骨院 接触時間短縮の為動画コンテンツ作成とPR事業
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2001 岐阜県 有限会社小野事務所 1200002000877 HPによる非対面新規営業強化で新規顧客開拓の実現

2002 岐阜県 ステップワールド英語スクール　岐阜南教室 変わらない学びの提供のためのオンラインレッスン導入とPR事業

2003 岐阜県 澄川綾乃のことばカンタン家庭療育 コロナ禍の影響を乗り越える非接触型動画サイトの導入・運用

2004 岐阜県 シェアリー EC 機能付きの自社 WEB サイトの製作による収益対策

2005 岐阜県 生地のエム 複数言語対応のECシステムを構築し国内外に向けたネット販売

2006 岐阜県 英語多読教室アイエルエイギフ オンラインレッスンの新設による販路開拓

2007 岐阜県 永田　朋加 オンラインを活用した体力メンテナンスサポート事業

2008 静岡県 向笠園 作業工程改善で地域課題の解決と接触機会減少で良品茶の提供増加

2009 静岡県 居酒屋　帆亜 個室で三密回避、換気目的の小窓をテイクアウトに有効活用

2010 静岡県 ブロカント・カフェ オリジナル移動販売車での食品販売からうみだす利用循環の輪

2011 静岡県 株式会社挽物所６３９ 7080001022822 WEBショップ再構築と商談素材作成

2012 静岡県 合同会社さくら 2080003002199 オリジナル手づくり焼き菓子の全国EC販売による非対面売上拡大

2013 静岡県 からあげ大ちゃん富士宮店 予約・決済の顧客利便性向上による利用促進・販売強化事業

2014 静岡県 ＣｈｏＢｉｎ withコロナを見据えた店舗運営のためのテイクアウト事業参入

2015 静岡県 天寿 静岡県随一の、天然魚の寿司を展開するテイクアウト専門店

2016 静岡県 大塚ぶどう園 ECサイトの構築による販路開拓

2017 静岡県 ヤクミィ 刺繍家によるグローバル化のためのWEBリニューアル

2018 静岡県 うおかん 店舗内外の感染対策を行いテイクアウト事業による新規顧客獲得

2019 静岡県 Ｓｐｏｒｔｓ＆ＤｉｎｉｎｇＬａ．Ｓｅｅｄ 地産地消新メニューのキッチンカー販売と既存店への誘客促進PR

2020 静岡県 ＡＺＵＲＥ接骨院 貸切最新型フィットネスの導入による収益基盤の拡充

2021 静岡県 うな正 幻のうなぎ「共水うなぎ」のネット通販で売上拡大！

2022 静岡県 鈴木利岳 非接触型オンラインツアーによる日本観光ガイドツアー

2023 静岡県 ｃａｎａｒｉ 飲食店向テイクアウト商品の開発と販売

2024 静岡県 からだ鍼灸整骨院 感染対策に配慮したセルフケア情報の提供と非対面受付環境の構築

2025 静岡県 小顔バランスｕｎｉｃａ～ユニカ～ 動画と機器でサポートする非対面追求型のセルフエステサービス

2026 静岡県 株式会社玉華堂 4080401015783 非接触レジによる対人接触機会の減少と業務効率化の実現

2027 静岡県 麺屋だい 新たな客層の開拓と失った常連客へ「自宅で〆のラーメン！」

2028 静岡県 宮澤農園 単独作業で非接触と高生産性を実現する自走式肥料散布機の導入

2029 静岡県 シンクリッチ リモートによるIT導入サポート体制の確立とWEBサイト構築

2030 静岡県 Ｓｈａｒｅｔｈｅｔｒａｖｅｌ 動画とオンラインを活用したワークショップ運営と新規販路開拓

2031 静岡県 ヘアーメイククロシュ． 髪の専門家がお薦めするシャンプー・コスメを通販で提供する事業

2032 静岡県 株式会社内田酒店 3080101005367 家にいながら旅行気分が味わえる利き酒師が選ぶ静岡県銘酒の提供

2033 静岡県 株式会社加登屋 4080401015775 ジュビロの聖地からサポーターに地産地消の食材をお届けする取組

2034 静岡県 ｃоｓａｃｈｉ 本格テイクアウト展開のための拠点・設備の整備と販路開拓

2035 静岡県 ＆Ａｎｑｅｒ ワンオペレーションでの対人接触機会を抑えた動画撮影

2036 静岡県 株式会社フロント 8080101016673 地場飲食店の特選商品を全国のご家庭へお届けするECサイト

2037 静岡県 ＳＴＥＲＮＥ 非接触型によるOEM商品の販売に対応した生産体制の確立

2038 静岡県 マルサ坂下製茶 茶加工施設の作業効率改善による「密」防止対策

2039 静岡県 株式会社ＫＡＮＳＹＡ 3080401025148 タッチパネル注文にて対人接触機会の減少及び業務効率化計画！

2040 静岡県 野﨑園 三密回避の為の清掃工程見直しによる人員配置の効率化と販路開拓

2041 静岡県 ハルコーヒー杉山雅子 テイクアウト販売強化と店内対策、店舗外飲食スペースの確保

2042 静岡県 アジアンフードＬＡＹ 「秘伝レシピによるベトナムハム通販」の為の設備導入とPR事業

2043 静岡県 株式会社塩田屋本家 1080101014774 移動販売車を活用した自社特製フルーツサンドの販路開拓

2044 静岡県 株式会社大川工務店 1080101005410 オンライン営業ツール強化による新築の安定受注事業

2045 静岡県 創作珈琲工房くれあーる ホームページ改修による新規取引先開拓と事業展開

2046 静岡県 株式会社幸の字 7080401017950 セミセルフレジ導入による非接触型決済の実現と顧客単価の向上

2047 静岡県 中部レジン株式会社 8080401016266 自動線張り発泡スチロールカット機導入による作業環境改善

2048 静岡県 有限会社菊一本店 7080402002324 冷凍寿司の新商品開発及び販売

2049 静岡県 しろくま堂 キッチンカーを利用したドライブスルーでの低接触型飲食店事業

2050 静岡県 ナワテ　セルジオミノル サイト構築とＥＣサイト導入で新規顧客の開拓を図る
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2051 静岡県 チシマ総合建設株式会社 8080101020428 少しだけリフォーム「プチリフォーム」の提案で個人客を開拓

2052 静岡県 株式会社ディーレックス 4080001010887 「ＯＣＨＡＮＯＭＡ」商品の非対面販売強化に向けたＥＣサイト構

2053 静岡県 ＴＦＯＣ オンライン学習・再学Club販売開始と集客向上

2054 静岡県 ａｏｗａｒａｕ 自動販売機による販路拡大と干し芋用脱気ガス充填シーラーの導入

2055 静岡県 カフェアンドバルポポロ テイクアウトの強化による売上増加と感染リスク低減の両立

2056 静岡県 フジデーリィシステム 来客者と従業員を安心にコロナから守る快適スペースの設置

2057 静岡県 株式会社ラブ・アップル 4080001015589 「初めてのシール印刷」に最適なオンライン商談環境の構築

2058 静岡県 サリ株式会社 4080101012429 新機器導入で推進する感染症対策と生産性の向上と作業負担の軽減

2059 静岡県 株式会社船場 7080401021572 子育て世代をターゲットとしたオードブル料理の予約サイト構築

2060 静岡県 ＬａｌａＫａｒｅｎ 地元遠州織物を使用した新商品開発とIT化による販路開拓

2061 静岡県 株式会社ＶＥＬＴＥＸスポーツエンタープライズ 8080001022417 ECサイト構築による非対面でのファンとの交流とオンライン物販

2062 静岡県 べべ　ルージュ 自動販売機による非接触での洋菓子販売

2063 静岡県 有限会社オガワ 4080102019381 コロナ感染症対策を講じた加工場の設置による加工青果販売の強化

2064 静岡県 株式会社みそら 8080401013040 家系図商品説明の非対面化営業によるコロナ禍での販路開拓

2065 静岡県 『暮らしのおくすり』 親子で使う終活片付けファイルの商品化による販路開拓

2066 静岡県 有限会社吉正 1080102019723 新規事業・ウェブサイトを活用した教育プラットフォーム構築

2067 静岡県 株式会社ニュートラル 9080401023253 「家具の無人販売」の為のショールームとシステム開発事業

2068 静岡県 株式会社ＡＹＡＲＩ 1080401019580 疲れない動ける身体になるTENARIオンラインスクールの確立

2069 静岡県 有限会社石田茶店 7080402022058 通販事業の本格稼働に向けたLP制作による収益体制の確立

2070 静岡県 イタリアンバルＧｌｏｗｕｐ 飲食店での感染リスク低減のためのシュミレーションゴルフ導入

2071 静岡県 株式会社ｊｕｎｊｕｎ 3080101022528 個室設置による対人接触機会の減少とサービス向上事業計画

2072 静岡県 美容室　プログレス 3密回避！安心安全な店内改装、訪問サービスで顧客満足度向上

2073 静岡県 Ａｉｍｅｅ 最新のセルフ美容機器導入による新たな非接触メニューの追加

2074 静岡県 株式会社ＭＴＲ 7080101022771 オンラインを併用したプログラミング教室の集客

2075 静岡県 駿河もつ鍋ＪＵＮ キッチンカー購入による販路の拡大

2076 静岡県 有限会社パパガロ 2080402009712 自動釣銭機導入で更なる安心安全を提供し売上アップにつなげる

2077 静岡県 株式会社エス・レシピ 1080401020811 対人機会減少を行うための非接触型レジ導入

2078 静岡県 ＣＯＬＣＨＥ パーソナルスペース（半個室）の設置により感染予防対策を図る

2079 静岡県 Ｅ．Ｈ．Ｎ株式会社 4080101022048 SNS連動型「安心を伝えるECサイト」による定期購入集客事業

2080 静岡県 有限会社システムライフ 1080402003625 住宅リフォーム会社の介護自立支援ショールームWeｂ見学事業

2081 静岡県 スタジオヒコ 親子で楽しむセルフ撮影！子どもも一緒にカメラマン気分

2082 静岡県 ＡＯＩ建査 赤外線ドローン導入による外壁調査

2083 静岡県 マルニシ製茶 新型コロナ感染防止の観点から密にならないための現場づくり

2084 静岡県 株式会社Ｕｐ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ 8080401025218 WEBシステム開発と広報活動による事業強化と新事業開始

2085 静岡県 株式会社トリエム 5080001024291 患者様・職員同士の対人接触時間短縮による感染リスク回避

2086 静岡県 ＨＡＭＡＫＩＴＡサロン 非対面によるカウンセリングの実施とオンライン販売

2087 静岡県 ヤマ動物病院 病院の顧客基盤を活かしたペットサービス・オンライン交流事業

2088 静岡県 株式会社浜松村長 7080401020905 お持ち帰り餃子店のノウハウで他店のテイクアウト事業を支援する

2089 静岡県 翠清 2階遊休スペース改装と完全予約制導入による対人接触回避

2090 静岡県 株式会社空間デザイン一級建築士事務所 7080001024439 受注から打ち合わせ、進捗までを完全リモート化総合計画

2091 静岡県 Ｖｅｎｕｓ　Ｐｒｏｊｅｃｔ オンラインセッション専用サイトの制作による顧客獲得事業

2092 静岡県 ブルーオレンジ合同会社 7080103001303 自社倉庫を改装したリモート会議設備の導入

2093 静岡県 株式会社ＷＧＪ静岡 8080102009354 新製品の販売ルート拡大のためのホームページ作成

2094 静岡県 来来亭リコー通り店 対人接触機会及び効率化を図るためにタッチパネル注文機の導入！

2095 静岡県 有限会社ユナイト 3080002014186 新サービス開始に伴う従業員同士の密を避けるためのフロア分割

2096 静岡県 未来株式会社 8080101010676 新鮮野菜を中心とした流通対策とSHOPのコロナ対策

2097 静岡県 セヌウィー合同会社 6080403003990 非対面販売のためのブランドイメージ・商品紹介PV動画の作成

2098 静岡県 株式会社わかくさ 1080101004362 ネットショップ立上げ及び抗菌加工のリサイクルレザー新製品開発

2099 静岡県 エスタ ウイズコロナに対応した非接触型オンライントレーニングへの参入

2100 静岡県 株式会社パパラボ 2080402010240 2D図面の3D化
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2101 静岡県 遠江ネットワーク オンラインでのホームページ作成の見積システム構築

2102 静岡県 有限会社長田松平商店 1080102006754 ﾜｰｹｰｼｮﾝ顧客獲得の為のホームページ作成及び部屋改装

2103 静岡県 株式会社暁 8080001019826 HPを活用した非対面ビジネスへの注力による売り上げ回復の実現

2104 愛知県 有限会社コーワ 4180002037936 タッチパネル式注文システム導入で客単価向上と安全環境を提供

2105 愛知県 有限会社都工業 2180302017326 自社開発ウイルス滅菌機の全数検査導入による非対面営業の実現

2106 愛知県 株式会社ディーペンタイズ 4180001122846 店内飲食の個室席化とネット注文で売上向上事業

2107 愛知県 有限会社梅のや 4180002082643 非対面による「くず氷」「ケーキ餅」の冷凍自販機の販売

2108 愛知県 Ｈｕｉｔ 非対面による治療院経営サポートサービスの構築

2109 愛知県 讃岐うどん麦福 急速冷凍機、真空パック機を導入し自慢のうどんを食卓に届けたい

2110 愛知県 有限会社おとは 9180002085591 「日間賀島の味をご自宅に」真空パック商品の開発と販売

2111 愛知県 株式会社ＳＥＲＥＳＴＯ　ＳＴＹＬＥ 9180301029010 アットホームな空間で過ごす、親族だけの「小さな結婚式」の提供

2112 愛知県 株式会社大吉兆 6180301032099 コロナを乗り超える非対面事業で満室経営！

2113 愛知県 ｎｕｕ HPによる講座、着物レンタル事業とECサイトの立上げ

2114 愛知県 有限会社太陽住宅 6180002083615 バリアフリー改装の自動見積システム、ITを活用した非対面営業

2115 愛知県 合同会社ラクチュナーウェイ 3180003019967 オンラインネイルスクールに伴う新規事業展開

2116 愛知県 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｌｅ　Ｃｈｅｍｉｎ 予約管理の徹底で混雑回避を、低感染リスクな飲食店への転身

2117 愛知県 株式会社アマ調剤薬局 7180001099801 店舗内での三密回避による安心安全を提供する薬局実現事業

2118 愛知県 有限会社横滋企画 1180002090228 キッチンカーのイベント出店によるコンビニ経営サバイバルプラン

2119 愛知県 三船亭 当店自慢の料理をネット販売することで販路拡大を図る

2120 愛知県 キョウコネイル ポストコロナを踏まえた、サロンの環境作りとオンラインレッスン

2121 愛知県 魚虎 新鮮な海鮮丼のテイクアウト事業拡大で新たな販路拡大を実現する

2122 愛知県 合同会社じびえ 8180303004284 キッチンカーを利用したコロナ禍に対応したビジネスモデルの構築

2123 愛知県 有限会社大丸本舗 1180002066500 ダイレクトマーケティング強化による新規事業展開計画

2124 愛知県 桶元精肉店 肉の自動販売機設置による非対面販売事業

2125 愛知県 ＭＩＬＬＥ　ＤＩＸ株式会社 3180001106437 バルコニーBBQの開発による新たな顧客層の開拓

2126 愛知県 株式会社Ｏｎｅ’ｓ 7180001103744 従業員とお客様の対人接触機会の減少を図り感染リスクの軽減！

2127 愛知県 有限会社蛇の目＿ 5180302001509 八丁味噌使用どて煮のネット販売とお土産品としての販路拡大事業

2128 愛知県 株式会社ｌｏｋａｈｉ 6180001145201 店舗改装とオンラインショップで売上＋生産性UP！

2129 愛知県 母親心理学研究所 子育てママ支援の為のオンラインカウンセリング事業構築

2130 愛知県 株式会社ｉｉｉｅ 6180001102598 新築で失敗しない、『TSMdesignまどりん』システム構築

2131 愛知県 株式会社Ｗｏｎｄｅｒ　Ｆｕｔｕｒｅ 1180301035692 ポストコロナに向けた非対面型似顔絵提供事業への進出

2132 愛知県 谷口弘和設計室｜ＨＴＡ 動画を活用した非対面方式の営業・打合方式の確立

2133 愛知県 ＮＰＯ法人ボールひとつが繋ぐ縁 4180005018941 日本にいながら海外支援！持続可能な社会貢献と収益事業の両立

2134 愛知県 合同会社ＮＷ＆ＣＯ． 6180003021549 ニューノーマル！栄養満点で高品質な馬肉の無人販売＆EC販売

2135 愛知県 合同会社ホロンライフ 5180003014438 コロナを見据えた消費者向け受注生産による販路拡大

2136 愛知県 焼肉　南月 注文システムの新規導入で感染症対策と業務効率化を実現する

2137 愛知県 株式会社住マート不動産 9180001114178 自家発電機設備の疑似負荷試験のオンラインによる啓蒙と物販

2138 愛知県 東亜機械工業株式会社 7180001038610 フォークリフトの24時間非対面営業のWEB販売システム

2139 愛知県 株式会社ＧＯＴＯＨＡＲＩ 9180301035719 アスレティックトレーナーの卵を育てる有料オンラインサロン開設

2140 愛知県 有限会社フューチャーデザインカンパニー 9180002044044 ネット広告を利用した集客と自社EC サイトでの販売

2141 愛知県 株式会社参邑 7180301026645 LINEを使った双方向の集客システムで地域への販促をDX化

2142 愛知県 よなよな 新型コロナウィルス対策低感染リスク経営計画

2143 愛知県 ぬくもりんご 移動美容ケアカー及び室外設備導入による利用者アップ

2144 愛知県 Ｐｏｗｅｒ　Ｂｅｌｌ　Ｊａｐａｎ オンライン商談・販売による営業力の強化

2145 愛知県 浅四毛織工業株式会社 5180001085299 オンラインプラットフォームを活用したECアパレルへの参入

2146 愛知県 有限会社カーズスパーク 2180002080616 コロナ禍に対応した新たな営業スタイルで非対面型ビジネスの構築

2147 愛知県 ヘアーアネット 世代を渡ってご来店頂くためのキッズスペースづくり

2148 愛知県 パスファインダー株式会社 7180001065456 専用ECサイト制作によるネット通販事業で販路拡大を図る

2149 愛知県 有限会社舘林製餡 4180002011164 店頭販売における対人接触機会を減らすための自動販売機の購入

2150 愛知県 株式会社エンカウンター 7180001147171 区役所の電子看板に出稿＆パワースーツのEC販売で営業非対面化
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2151 愛知県 Ｇｒａｓｐ　ｍｕｓｉｃ　＆　ｓｔｙｌｅ 感染予防に考慮した教室改装とオンライン活用の非接触販路の拡大

2152 愛知県 株式会社グラムスキー 2180001147440 調剤薬局での新型コロナウイルス感染対策力向上の非接触化事業

2153 愛知県 三重電気工事株式会社 2180001007454 現場調査不要！携帯やSNSを使ったオンライン見積

2154 愛知県 キラナヨガ 双方向と紹介力に特化したオンラインヨガの販路開拓

2155 愛知県 エブリー 安心・安全な空間を提供 新規顧客獲得のための新たな取り組み

2156 愛知県 株式会社増田塗装 9180301031767 福祉車両事業「福車屋」におけるBtoBtoC戦略

2157 愛知県 尾北環境分析株式会社 5180001087618 WEB コンテンツを活用した 営業体制の強化

2158 愛知県 株式会社くにまつ機開 5180301005502 1300年の歴史を持つ伝統食品「濱納豆」のネット販売強化計画

2159 愛知県 遊食・酒菜　太いち POSレジを使用した非接触決済システムの導入

2160 愛知県 株式会社ＣＳＳ 2180001136245 Web を活用した事業終活を支援する専門コンサルティング

2161 愛知県 新井公認会計士事務所 アフターコロナに対応したリモート専門監査事業

2162 愛知県 リアパーソナルジム大曽根店 心も体も健康に！DX化お悩み相談でコロナに打ち勝てる世の中に

2163 愛知県 株式会社丸弘商會 1180001024327 点検事業の訴求と簡易見積相談体制で安定した事業体制を構築

2164 愛知県 新寿司 「こだわりのお寿司」持ち帰り・出前推進事業

2165 愛知県 さくらの鐘 女性を笑顔に！コロナ禍でも安心な妊活コミュニティーサロン事業

2166 愛知県 手島繊維工業株式会社 3180301001354 HPとSNSの活用による新規顧客獲得と商談効率化の推進

2167 愛知県 串箱 カウンター席の個室化改装、換気強化で売り上げアップ事業

2168 愛知県 有限会社エンテック 1180002041321 オンライン商談導入による売上増大と新規顧客獲得事業

2169 愛知県 浄水学習塾 オンライン家庭教師

2170 愛知県 株式会社グラッドフィールド 9180001126066 セルフオンラインカットサービス

2171 愛知県 リラクゼーションサロン　フルーレット 接触機会低減と物販強化！オンライン指導セルフエステ事業開始

2172 愛知県 株式会社名古屋モーションコントロール 9180301013187 コントローラ一体型モータの開発による通信販売事業への参入

2173 愛知県 株式会社光貴組 2180001050297 環境に優しい準水系洗マーカークリーナーのEC販売強化事業

2174 愛知県 株式会社マークス 9180001109789 自社ホームページの充実による非対面型接客の推進、広告宣伝

2175 愛知県 浅井食品株式会社 9180001097480 コロナ対策！設備導入による対人接触機会の減少と新事業の展開

2176 愛知県 ＣＬＡＳＳＥＩ合同会社 9180003015408 高品質な防災食品をECサイトで販売し防災意識の向上を図る

2177 愛知県 ダンススタジオＳＵＧＩＵＲＡ 接触機会を減らした新メニューの宣伝による新規顧客開拓

2178 愛知県 赤富士 キッチンカー販売による感染症対策実施及び新商品の提供

2179 愛知県 合同会社ＬＳＣ 1180003020002 韓国料理に特化した移動販売車事業の実現

2180 愛知県 有限会社ガレージピーアンドピー 6180002047958 オンライン商談による移動販売車製造・販売の販路開拓事業

2181 愛知県 美容室ラ・プラータ セルフオプションメニュー導入によるトータル美容の提供

2182 愛知県 株式会社シーオーエスエンジニアリング 6180001119254 株式会社シーオーエスエンジニアリング

2183 愛知県 モイ DNA検査を導入したオンラインダイエットサポート販売促進

2184 愛知県 藤岡拓也 顧客1stのオンラインFP相談を実現するポイントサイト運営

2185 愛知県 Ｗｈｉｔｅ　Ｒｏｓｅ 低価格フラワーのEC販売強化と、フラワースクール開校で事業拡

2186 愛知県 株式会社ヒロエンタープライズ 2180001050966 オンライン中心の高額講座の開発と新メニュー等のPR強化

2187 愛知県 和工房株式会社 9180001111308 「空き家再生」新サービス推進事業

2188 愛知県 株式会社蘭華 6180302010500 いつでもどこでも本格中華料理が提供できるお店づくり

2189 愛知県 ｍｙｂｅｒｒｙ 対人非接触型ビジネス導入に向けた美容商品ＥＣサイトの構築

2190 愛知県 株式会社みらい相続 1180001111645 相続相談・および手続業務のオンライン化プラットフォームの構築

2191 愛知県 株式会社一八 6180001144310 新店舗ハンバーガー屋におけるＥＣサイトの構築で売上回復計画！

2192 愛知県 藤田測量登記事務所 ３Ｄ測量の販路拡大と非接触営業活動に向けたホームページ制作

2193 愛知県 中部機器株式会社 7180001083094 外国人就労登録支援事業者への教育及び情報提供のWEBシステム

2194 愛知県 ピュアフェリス 更年期症状改善のためのオンラインサービスに伴う新規事業展開

2195 愛知県 特定非営利活動法人Ｆａ未来図 9180005018953 ＬＩＮＥ・Ｌステップで障害福祉運営研修・セミナーを非対面受注

2196 愛知県 マンゴー　ベレン 外国人向け日本語教室のオンラインとeラーニング化による実現

2197 愛知県 有限会社ユニクエスト 4180002061135 WEBをフル活用したウェアラブル通信システムの販路拡大

2198 愛知県 アンズ 「非対面型　セルフ脱毛の導入」

2199 愛知県 有限会社マトバ総合保険サービス 3180002059089 新たな顧客を取り込むためのHP制作とオンライン対応導入

2200 愛知県 株式会社ほほえみ農園 9180301029043 ローラーコンベアーを導入し効率化とコロナリスクを抑える。
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2201 愛知県 城鈑金塗装工業 調色管理測色システムによる作業時間短縮と販路の拡大

2202 愛知県 林智子 大企業向け福利厚生セルフエステサービスによる新規顧客開拓

2203 愛知県 グランマズ　キッチン キッチンカー導入による台湾グルメの提供

2204 愛知県 ＮＡＩＬＳＡＬＯＮなごみ 蜜を避けるため、イベント販売から自宅販売・ネット販売へ移行

2205 愛知県 ＰａｃｉｆｉＣｏ 宅配ボックス設置による利便性向上と安心安全な住まいの提供

2206 愛知県 マーケティングアイズ株式会社 2180001101991 アウトプット型eラーニング動画の差別化と販売促進の強化

2207 愛知県 株式会社ＩＳＭＳ 7180001077955 店舗を分割し理容室を併設することで、新規男性顧客を獲得する

2208 愛知県 五十嵐コンサルタント株式会社 5180001034108 対人非接触型移行に向けた目標管理による人材育成サービスＤＸ化

2209 愛知県 有限会社高田屋製菓 7180002074365 感染リスク低減と交流促進のための移動式ワゴン販売機

2210 愛知県 東栄古戸ファーム 名古屋コーチン鶏舎直送！BtoCへ販路開拓で売上増を目指す

2211 愛知県 株式会社ＳＧ 7180001140465 「おうちで手羽先」のための真空パック商品開発とデリバリー事業

2212 愛知県 株式会社クレスト 3180301027787 ＳＮＳの効率活用で広域個人客を獲得！非接触型業務受注環境構築

2213 愛知県 株式会社澤井コーヒー本店 3180001016818 老舗珈琲店3代目が取り組むネットショップ向け新商品開発

2214 愛知県 ブービー ウィズコロナ対応のテイクアウトサービス専用ブースの設置

2215 愛知県 株式会社壁工望 7180301021695 コロナ禍に対応レンタルキッチン×ライブコマース販売支援事業

2216 愛知県 株式会社クリア 2180001131576 デジタル化推進。オンライン商談で営業効率化・受注成約率向上。

2217 愛知県 堀内工業 非対面での受付・調査・見積・施工を実現する解体工事業のＤＸ化

2218 愛知県 マクロビ夢食 食で健康な身体づくり！リモートセミナー・ECサイト開始

2219 愛知県 株式会社ふくさや 4180001094540 ホームページ刷新とSNSプロモーションによる新規顧客開拓

2220 愛知県 株式会社ＰＡＩＮＴ　ＰＲＯ 4180001142852 カーボディフィルム施工拡販！自動遠隔受注ＳＮＳシステム構築

2221 愛知県 株式会社体研 1180301018549 接骨院が取り組む感染対策型パーソナルジムの展開

2222 愛知県 株式会社ラクソーアイ 9180001056065 新ブランド「のこぎりキング」のPR事業

2223 愛知県 たかはし設計 非接触対応のためサテライトサイト作成による販路拡大

2224 愛知県 株式会社アリオン 4180001106304 公式LINEを活用した非対面による商談・集客サポートを実現

2225 愛知県 公文式てらべ教室 教具のアプリ化によるオンライン指導(幼児、学習障害児対象)

2226 愛知県 鈴音 売上・販路・雇用の拡大を目指す、蕎麦屋によるオンライン化事業

2227 愛知県 有限会社アヴァンティ 3180002055600 ポストコロナに向けた新しいお店の在り方を目指した取り組み

2228 愛知県 株式会社乃窓 2180001143167 飲食店物件仲介専門WEBサイトを構築し販路拡大を図る

2229 愛知県 株式会社ＴＡＩＳＨＩ 1180002049554 日本初ブレードガード国内販売の為の感染防止拡大措置

2230 愛知県 Ａｒｔｅｍｉｓ ＥＣサイト・ホームページによる商品ＰＲ・非接触型販売

2231 愛知県 エルマー商会 日本の文化を世界中の愛好家へ販売する自社越境ＥＣサイトの制作

2232 愛知県 株式会社ＣＯＲＥ 2180001131717 非接触式で不動産の商談ができるホームページの制作

2233 愛知県 クリーンタニ有限会社 8180002013644 24時間クリーニング自動受付サービスの宣伝による新規顧客獲得

2234 愛知県 株式会社マイミー 2180001148091 安心してコンプレックスを解消できる爪の治療専門店の認知度向上

2235 愛知県 株式会社雅創住宅 3180301034825 無垢材特化リフォーム業者による見積システムを使った非対面営業

2236 愛知県 メナードフェイシャルサロン　ララジュエル三条 感染リスク低減に特化したプライベートエステサロン新設事業

2237 愛知県 株式会社ぜん 5180001112474 非対面対応で生産性向上と障がいを持つ方の雇用と安心を促進

2238 愛知県 広陽商工株式会社 9180001074075 Ｗｅｂオンラインによる3Ⅾプリンタ即時修理センターの設立

2239 愛知県 合同会社Ｔｈｒｅａｄ 9180003016406 コンビネーション治療器の導入によるソーシャルディスタンス

2240 愛知県 株式会社薬笑 7180301034383 薬剤服用歴の電子化による感染リスク低減策実現事業

2241 愛知県 アマリ株式会社 2180001127310 暮らしの安全に役立つ鍵関連商品オンラインショップの自社運営

2242 愛知県 株式会社ＴＨＥＯ 4180001133554 感染対策を行った発達障害児施設を開設し、女性の社会進出応援事

2243 愛知県 合同会社ＳＰＲＩＮＧ 4180003016591 新規顧客獲得のためのHP制作及びWeb予約システム構築事業

2244 愛知県 有限会社リアル・フェイス 1180002073819 ＣＧモデルによる富裕層を狙ったリフォーム需要の喚起と販路拡大

2245 愛知県 ＲＢ 鉄板料理の持ち帰りメニュー導入で売上アップと新規顧客開拓事業

2246 愛知県 いまいＦＰ不動産合同会社 4180303004899 コロナ禍での変化に対応したオンラインサービスの展開

2247 愛知県 元気商會 日本初のパックラフトブランドとしての越境EC販売

2248 愛知県 税理士法人ウイング 2180005019099 事務所の業務効率化を臨む、オンラインシステム導入事業

2249 愛知県 株式会社那須建築 7180001099719 インターネットを介した地域密着建築業者としての地位確立事業

2250 愛知県 株式会社ネクティブ 3180001149139 リモート経営支援でコロナに打ち勝つよう、企業の経営を支援する
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2251 愛知県 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｒｅｇａｌｏ WEB強化でコロナ禍でもネイルを愛する顧客層の新規開拓

2252 愛知県 有限会社エヌテック 9180002021968 コロナ等感染症リスクの低い事業そして巣ごもり需要の高い事業へ

2253 愛知県 エクラ 情報発信、信用確保、サブスク、脱毛サロンの新サービス開発

2254 愛知県 たけちはり灸院 鍼灸の可能性をお知らせしたい！ネットで簡単予約を実現する事業

2255 愛知県 合同会社ｒｉｔａ 6100003005773 非対面を可能とするオンライン対応WEBサイトスクールの開設

2256 愛知県 深谷商店 非対面型事業開始の為のオンライン受注サイト作成

2257 愛知県 ミュージック・イン・クライスト・ミニストリーズ ゴスペルの魅力をオンライン習い事とイベント主催事業で発信！

2258 愛知県 有限会社ポッケ 8180002087283 ペットの一生を考えるオンラインセミナー普及事業

2259 愛知県 エンジョイ株式会社 2180001119506 コインランドリーのオンライン集客と非対面案件獲得の体制構築

2260 愛知県 株式会社たなｃａｆｅ 9180001124714 ペット飼育リノベーションブランド確立・非対面接触営業ＨＰ制作

2261 愛知県 ＢＰＲ株式会社 7180001101566 ＰＯＳレジ＋オーダー端末で低接触型バー運営の実現

2262 愛知県 Ｙｏｕ　ｍａｋｅ 中小企業向け完全オンライン教育サービスの立ち上げ

2263 愛知県 Ｓｉｎ－ｆｏｎｉａ 本格イタリアンのレストラン業態からテイクアウト業態への転換

2264 愛知県 株式会社志穏 8180001144052 障害福祉×医療ケアの強みを活かしたオンライン集客体制の構築

2265 愛知県 ファビュラスＢ 健康需要に応える為の周知活動と非接触の為のオンラインの整備

2266 愛知県 ヘアーサロンラーク お客様のニーズに応じた洗髪方法が可能な設備導入と感染対策環境

2267 愛知県 鉄板ビストロＳＡＭＳ 自社ECで廃棄０を目指す、過発注材料カレー化計画

2268 愛知県 松岡農園 自動潅水設備導入での非接触化・作業効率化による生産力向上

2269 愛知県 イルプル キッチンカー 導入による対人接触機会を減少させた飲食店の形

2270 愛知県 堀内美装 ハウスクリーニング・建物メンテ受注向けの非対面ビジネスDX化

2271 愛知県 合同会社ＴＣ 8180003020029 非対面サービス・衛生管理ともに強化し、業績回復を目指す

2272 愛知県 オシャレサロンスワン 非接触機械の導入による安心安全かつ質の高いサービス提供の実現

2273 愛知県 株式会社フェイス 2200001009563 最新ミニセルフ美容機器導入による販路開拓

2274 愛知県 株式会社ＩＫＥＧＡＭＩ 7180001143889 賃貸業の対人接触機会を減らす事業を行い入居者獲得！

2275 愛知県 ラントカルテ 機械装置導入で製作期間の短縮と質感向上しECサイト販売へ移行

2276 愛知県 ＫＡＴＳＵＮＯ　ＯＦＦＩＣＥ 円満相続に向けた不動産サイトによるワンストップサービス

2277 愛知県 株式会社ジムコム 3180001125692 エアコン等の自社工事部門である電気事業起ち上げ

2278 愛知県 有限会社小松農園 6180302026843 ファンベースを叶えるWEB ページでブランド力向上と直接販売

2279 愛知県 ＰＯＮＯＹＯＧＡ オンラインを活用した非対面型サービスの実施と集客事業

2280 愛知県 モリシタ楽器 設備導入とECサイト開設による非対面ビジネスの確立と利益確保

2281 愛知県 折口隼耶税理士事務所 YouTubeを活用した非対面営業体制の構築

2282 愛知県 株式会社ソロピッツァチェザリ 6180001113182 スマホオーダーシステムで迅速確実オーダーと感染防止対策の徹底

2283 愛知県 カルム株式会社 9180301031445 地域企業向け 商品・サービス出張撮影事業の確立

2284 愛知県 じんとり　和 安心安全な店づくりとアプリ導入によるテイクアウト促進

2285 愛知県 結いマリッジ オンラインを活用した安心できる非対面型結婚相談所の展開

2286 愛知県 ザ・スター ホームページ製作を行い非接触スキーム構築で販路開拓！

2287 愛知県 おそうじ本舗中川戸田店 非対面型ハウスクリーニング事業の体制構築と抗菌新事業の開始

2288 愛知県 サロンＪＵＷＥＥＬ 自宅で美しさアップ！オリジナル美容商品のECサイト構築

2289 愛知県 ｅｌ．合同会社 1180003019795 美容室への新サービス導入コンサルティング事業の立ち上げ

2290 愛知県 株式会社ＵＭＩＴＳＵＫＩ 2180001148785 最新WEBシステムによるお客様の２４時間WEBシステム対応

2291 愛知県 鍼灸マッサージ治療院廻花 ECサイトを活用した自宅で出来るお手軽お灸セットの販売

2292 愛知県 有限会社Ｒａｋｕｓｈｏｋｕ 9180002054423 ワンストップでつくる釣行スタイル提案型のオリジナルルアー

2293 愛知県 中国台湾料理　楽餐館　美浜店 接触減少のために「個室化」

2294 愛知県 キーリエサウンドカンパニー 動画配信とオンラインライブ配信の環境構築

2295 愛知県 株式会社龍騎工業 6180001133932 非対面型によるオンライン商談の販路開拓事業

2296 愛知県 戸谷米穀店 精米所移転による接触機会の減少と店舗整備による販売拡大

2297 愛知県 ＵＡパートナーズ HPによる非対面営業活動で対面でなくても仕事が出来る世の中に

2298 愛知県 株式会社ｓｅｖｅｎＣｓ 7180001143113 非対面セミナー・商談の強化による新規営業機会の創出

2299 愛知県 有限会社村田商行 2180002067497 スーパー篭洗浄の認知拡大と新規顧客開拓のための営業ツール制作

2300 愛知県 株式会社Ｕ‐ＢＩＧ 6180001148162 サスティナブルな衣料品販売をEC販売とリモート買取で全国展開
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2301 愛知県 ＡＫＩ　ｐｌｕｓ株式会社 4180001143066 EC サイト作成・ネット通販・宣伝動画・テイクアウト商品開発

2302 愛知県 株式会社沖野製作所 7180001075645 ホームページリニューアルで非対面の営業手段を構築し売上回復！

2303 愛知県 株式会社シンコーパートナーズ 8180001147765 バックオフィス業務のクラウド化をオンラインで導入サポート！！

2304 愛知県 株式会社ＷＩＮ．ＷＩＮ 5180001142802 オンライン対話システムとアンドパッドによる生産性の向上を図る

2305 愛知県 株式会社氷室建設 4180001095670 店舗内装解体業の販路拡大のための非対面型ビジネスへの転換

2306 愛知県 Ｓｔａｒ　Ｓｈｉｎｅ オンライン型『夢を叶える家庭教師』のサービス構築事業

2307 愛知県 整体院　海癒 新機器導入によるサービス差別化

2308 愛知県 Ｈａｒｒｉｓｓ 新たな設備導入を行い対人接触機会の少ない新規事業の展開

2309 愛知県 日新纎維株式会社 1180301010150 自社ＥＣサイトによるハンドメイド向けゴム紐の販売開始事業

2310 愛知県 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＫＤ 7180001146173 混雑状況が視覚化できるホームページで感染拡大防止措置！

2311 愛知県 有限会社中村広報 4180002084994 地域と人と未来を明るく照らすデジタルサイネージへの新たな取組

2312 愛知県 くらしゼミ株式会社 3180001136590 事業者と起業家を支援する非対面型コンサルサービス事業のＤＸ化

2313 愛知県 株式会社あかり 8180001093745 自宅でも灯台の味を楽しめるテイクアウト強化事業

2314 愛知県 天白はら接骨院ＡＣＴ 非接触型のヘッドスパ事業の新展開による新規顧客開拓

2315 愛知県 株式会社Ｍｅｄｉｖａｔｉｏｎ 5180001088764 ホームページ作成で非接触での販路開拓システム構築

2316 愛知県 有限会社オーディン 4180002059674 ECサイトを使った「冷凍お好み焼き」のネット販売事業

2317 愛知県 ことばこ 落ちこぼれをつくらない！画期的オンラインドリルの販売促進

2318 愛知県 永井克典 withコロナに必要とされるセルフ脱毛サロンオープン

2319 愛知県 シクロメディカル株式会社 2180001140536 自社HPでの動画を用いた営業活動と顧客間コミュニティ作り

2320 愛知県 肌工房あん’ｓ 公式LINEで予約・相談・販売・サポートをオンラインで完結

2321 愛知県 ＶＩＯＬＥＴＴＥ メンタルケアも学べる学生向けエステスクールの開校

2322 愛知県 昭和塾 対面、zoom（オンライン）並行授業。

2323 愛知県 株式会社トクイテン 1180001147425 自動追随ロボット導入による非接触運搬作業の実現

2324 愛知県 株式会社ＬＩＮＯＶＡＴＨ 1180001142211 介護現場での接触機会の低減を実現する福祉機器の開発とEC販売

2325 愛知県 株式会社Ｕｓｅ　Ｕｐ 4180001071341 人手不足を打破！デジタル化によるサービス向上

2326 愛知県 株式会社恵那工芸 9180001096367 アクリルの廃材を活用した商品の開発とBtoC への販売

2327 愛知県 株式会社ｐｌａｙ 2180001138555 24時間営業の無人お肉販売所の運営で事業拡大

2328 愛知県 有限会社名工建装 8180002005410 工事のオンライン一貫受注による低感染リスクの販路拡大

2329 愛知県 木村硝子株式会社 5180301000602 コロナ禍における非対面受注のためのECサイト立ち上げ

2330 愛知県 株式会社Ｂｏｌｉｄｅ’ｓ 3180001148578 インフルエンサーマッチングプラットフォーム制作

2331 愛知県 有限会社プロアール 1180002079254 対人接触機会減少型の個室美容室

2332 愛知県 株式会社Ｇｒｉｎｔａ 1180001090047 お客様の印象に残るHPを作成し、新規顧客獲得を目指す。

2333 愛知県 Ｂｏｕｎｔｉｆｕｌ　Ｓｔｙｌｅ 非対面化へのホームページと集客の仕組で売上拡大！

2334 愛知県 イーアイヘアー三河安城 内装改修と新設備導入において徹底的な感染症対策と売上回復！

2335 愛知県 エシカルビューティー 対人接触機会の少ないキッチンカー事業によって売上回復計画！

2336 愛知県 Ｓａｎａｔ 押し花デザイン販売と文化講座講師受託の広報

2337 愛知県 株式会社Ｌｉｆｅ－ｓｔｙｌｅ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 5180001109925 オンライン内覧！シェアハウス兼コワーキングスペース紹介HP

2338 愛知県 株式会社きた川 2180001143084 ECサイト制作で和菓子販売の全国展開による売上増加

2339 愛知県 有限会社おがわや 8180302026197 低感染型店舗の改修とHP制作による集客強化

2340 愛知県 市村未来商店 新たなコンサルティング事業に非対面化を取入れチャレンジ！

2341 愛知県 エステティックサロンＰＩＮＯ西尾店 サービス品質を下げずに短時間での脱毛施術で感染防止と売上向上

2342 愛知県 株式会社Ｂｓ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ 3180001124983 家族の一員であるペットと子供にオリジナルの洋服EC販売

2343 愛知県 株式会社ＳＥＥＤ 5180001078443 ペット用品の購入をいつでもどこでもワンクリック購入

2344 愛知県 有限会社ミラカチ 7180002005584 入所案内・面接および施設職員・保護者間の面談オンライン化

2345 愛知県 株式会社ＯＧ 3180001146714 オンライン商談が可能な独自M＆Aサイトを構築し販路拡大を図る

2346 愛知県 田口板金株式会社 9180001129234 ウィズコロナ時代に対応した新規顧客獲得の為の営業活動の確立

2347 愛知県 株式会社ＦＯＸ 1180301034397 リアル商談・非対面型（オンライン）商談可能な商談ルームの新設

2348 愛知県 矢澤事務所 オンライン商談を活用し新規顧客開拓！完全予約制で非対面の構築

2349 愛知県 長谷川賢哉公認会計士事務所 オンライン相談会サイト及び相談会動員数アップ広告動画制作

2350 愛知県 ギャラリー花暖ｈａｎａｄａｎ 自社HP開設で健康指導と新規客開拓リピート販売の増加を狙う
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2351 愛知県 美容室パルコ 個室型サロン空間工事と看板設置による営業発信

2352 愛知県 株式会社ＩＸＳＡ 8180001139738 感染症対策の店舗デザインを提案とした非接触型商談による販路開

2353 愛知県 大滝製作所 デジタル化システムを行い低感染リスク対策に伴う生産性向上

2354 愛知県 やさぐれ キッチンカーによるテイクアウトの飲食サービス事業計画

2355 愛知県 株式会社ｅｎ－ｋｉｔｃｈｅｎ 5180001129097 無農薬に特化した野菜と食材専門のネットショップ開設

2356 愛知県 Ａ　Ｉ　Ｅ　Ｊａｐａｎ合同会社 1180003022931 クラウドキッチン経営経験によるオンラインコンサルティング提供

2357 愛知県 ウェブプラス テイクアウト開始、テラス席設置によるカフェのサバイバルプラン

2358 愛知県 株式会社ＰＵＲＥＬＹ　ＴＲＵＥ 4180001124041 ポストコロナを踏まえた成婚達成の出張および遠隔ヒーリング事業

2359 愛知県 株式会社ｓｕｋｉｃｏｔｏ 1180001147210 対人接触機会を少なくするウィズコロナ時代の賃貸住居改革事業

2360 愛知県 Ｊ－Ｓｔｙｌｅ合同会社 2180003021321 お家でできる「オウチフィット」の導入及び PR事業

2361 愛知県 ＬａｖｉｅＦ セルフサロンサービス拡大事業

2362 愛知県 ウィーズテニススクール テニス新習慣を促進する完全非接触型予約・決済システムの導入

2363 愛知県 株式会社渡辺工業所 5180001104884 製造現場における感染対策　安心・安全な職場づくり！

2364 愛知県 ヨガアマ ECサイトを利用したヨガのオンラインレッスン決済システム

2365 愛知県 竹部伸哉 集客用ＨＰによる個別面談・金融教育セミナーのオンライン化

2366 愛知県 合同会社Ｚｉｍｏ 7180303004979 移動販売車キッチンカーで独自商品を販売しコロナ禍を乗り切る

2367 愛知県 ほるもんとしくら 鮮度維持と食品ロス削減商品を増やし販路拡大する為の設備投資

2368 愛知県 株式会社マレキ 8180301024838 自国の健康サポート商品で対人接触のないサービス提供計画！

2369 愛知県 株式会社ビズクロス 3180001148594 ホームページ活用で営業からIT支援サービス提供までを非対面化

2370 愛知県 石田あやか 非対面集客力強化を図り、業務効率化と顧客獲得による売上向上計

2371 愛知県 Ｓｈｉｎ塾 システム導入で非対面授業の円滑化と外部への発信強化事業

2372 愛知県 かもぱん 極限まで対人接触を減らした店舗でブランディングの確保！

2373 愛知県 プシュケ HP新設により多くの育毛に悩む男性サラリーマン顧客の開拓

2374 愛知県 株式会社ＳＩＲＯ 3180001148512 生産性向上機材導入、販路拡大・非接触型商談のためのＨＰ制作

2375 愛知県 ＦＬＯＲＩＡＮ 新たな日常に対応したサロンへのリニューアルオープン

2376 愛知県 ジョジョノ 新事業アクセサリーECサイト構築による販路拡大と新規顧客獲得

2377 愛知県 ｉ－ＳＨＯＴ株式会社 4180001138891 オンラインジム

2378 愛知県 太田工業株式会社 3180001014185 新規Webを導入し、動画を利用した販促PRで新規顧客の獲得

2379 愛知県 藤井税理士事務所 HP構築とオンライン相談窓口開設による新規顧客開拓事業

2380 愛知県 有限会社竹部喜三郎商店 7180002085825 顧客満足度向上と効率化を目指したデジタル化

2381 愛知県 株式会社花笑みグループ 7180301032404 広告媒体の導入と非対面の面談システムで、新規顧客を獲得する

2382 愛知県 ＪＡＮＩＣＥ SNSと連動したEC構築事業

2383 愛知県 ＴＨＲＩＶＥ株式会社 6180001142157 非対面による顧客接点機会の創出で人材の可能性を広げる

2384 愛知県 岩井輸出 非対面型国内ECショップ構築事業

2385 愛知県 トータルビューティプロデュースドール サロン専用品購買が出来る EC 機能付き自社 WEB 構築

2386 愛知県 株式会社Ｅ．ハウス 4180001099449 非対面営業力強化による業務効率化と販路拡大による売上回復計画

2387 愛知県 株式会社スタジオエッセンス 5180001141985 オールインワン化粧品のＰＲ強化と中国向け販売環境を構築する

2388 愛知県 ステラ コロナ禍でも自宅ネイルを楽しめるハッピーネイルケア事業

2389 愛知県 プラスクオリティ 女性のQOLに寄り添うフェムテック製品のECビジネス構築

2390 愛知県 髪工房ＨＡＳＥＧＡＷＡ 非接触型サービス導入による安心安全で質の高いサービスの提供

2391 愛知県 ケーテック CADの導入による非対面営業及びオンライン集客の拡大事業

2392 愛知県 有限会社アート・ロイヤル 6180302017545 巣ごもり老化が気になる女性に水素でアンチエイジングを提供する

2393 愛知県 株式会社マーケティング・プロダクト・ファクトリー 1180001149108 自社HPによるオンライン集客の強化とコンサル外売上の構築

2394 愛知県 チャプターツー株式会社 1180001140974 クラウド型業務管理システムの導入によるビジネスモデルの転換

2395 愛知県 池田経営事務所 対面相談からホームページを活用した非対面相談業務へのシフト

2396 愛知県 ＥＬＥＣ　ＰＬＵＳ株式会社 7180301035464 夫婦の強みを合わせ冷凍パン生地を自動販売機で非接触販売

2397 愛知県 大津紡績株式会社 6180001034882 ICシステム導入事業

2398 愛知県 株式会社Ｂｕｉｌｄ－Ｗｏｒｋｓ 5180001122977 都市部と郊外のデュアルライフにおけるリノベーション事業ＨＰ

2399 愛知県 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｈｅｒｉｅ２ 個室型ビューティマシンサロンの新規開業

2400 愛知県 太洋金網工業株式会社 2180001037708 ホームページを通した顧客層の拡大と売上の回復・向上事業！
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2401 愛知県 あるる社会保険労務士事務所 介護保険事業、障害福祉事業のクラウドサポート

2402 愛知県 シュエット セルフ脱毛器導入による対面サービス回避及び売上向上計画

2403 愛知県 矢野佐也加 トータルコーディネート販売

2404 愛知県 希社会保険労務士事務所 社労士業務をオンライン化！非対面で持続可能な企業を目指す！

2405 愛知県 株式会社ｈａｉｎ　ｂｅｃｏ 8180301034003 活き活きとした健康と美しさを届けるキッチンカーの製作

2406 愛知県 宮田篤 キッチンカーを使って安心して商品提供できるビジネスの確立

2407 愛知県 株式会社あ・さぽーと 3180001106701 井戸水を利用し清掃時の廃棄水減少システムの販売

2408 愛知県 健康パーソナルジムプランシェ 手続きからレッスンまでをオンライン化し健康運動を多くの方へ

2409 愛知県 株式会社Ｃｈａｒｍ 6180002010387 オンライン占術を提供するためのHP・SNSアカウント制作事業

2410 愛知県 合資会社エルハピネス 8180003013180 広告物を新たに製作し感染症対策の内容を織り込み新規顧客獲得！

2411 愛知県 大慶工業株式会社 5180001028340 遠隔システムを用いた業務効率化による業務改善

2412 愛知県 株式会社Ｒａｐｐｏｒｔ 9180001145074 極点まで対人接触機会を減らした広告営業ＨＰで販路拡大！

2413 愛知県 食彩館　麺工房 ネット型集客へと舵取りを！地元味噌煮込みうどんを全国へ

2414 三重県 モティベ ミシュランガイドに認められたピザを！冷凍ピザでご家庭にお届け

2415 三重県 焼肉二代目成香園 キッチンカー導入による感染症対策とモチベーションアップ事業

2416 三重県 株式会社顯 7190001025871 テイクアウト拡充！低感染（キャッシュレス、駐車場受取）の取組

2417 三重県 ＬＡ　ＲＯＳＥ　ＦＬＯＲＥ　ラ・ローズ・フローラ オンラインレッスンの構築とネット販売強化のホームページ作成

2418 三重県 有限会社廣嶋製作所 4190002017796 固定式クレーン導入による従業員の非接触効果で大物受注を実現！

2419 三重県 ＯＮＹＶａ珈琲 生産能力向上と保管能力増強で卸売りと通信販売の売上拡大

2420 三重県 メタルテック株式会社 4190001027400 自動見積・Zoom面談機能付きコーポレートサイトで利益率向上

2421 三重県 Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｍｉｎｄ　Ｌａｂ コワーキングスペースへの個室設置によるテレワーク環境の提供

2422 三重県 デアドラＳＡＮＣＯ株式会社 4190001023143 ロッカー預かりサービスを開始し、低接触、売上増加を目指す

2423 三重県 松屋製菓舗 製造工程の見直しによる対人接触機会の減少と店外販売の強化

2424 三重県 共衛 バーチャル観光で忍者史跡・山城巡りと忍者の里普段の暮らし体験

2425 三重県 株式会社キマタ設備工業 9190001022842 「錦爽どり弁当」のテイクアウト弁当のオンライン決済導入事業

2426 三重県 株式会社大きな木 7190001028651 リフォーム会社のコロナ感染対策を踏まえたHP開設

2427 三重県 ル・パルファン 夢のキッチンカーとこだわりメニューでレッツゴー！

2428 三重県 株式会社権現前営農組合 8190001011730 コロナ禍でも来店し易い産直施設とネット受注による安心な業績回

2429 三重県 とんかつ・トンテキ縁 小上がり座敷スペースの間仕切り付きテーブル席への改修

2430 三重県 喫茶エイト 店舗改装によるテイクアウト事業の開始と効果的な看板の設置

2431 三重県 キングスサロン三重四日市店 アフターコロナへ向けた非接触・非対面の痩身エステ事業への挑戦

2432 三重県 マーフィー幼児教室 対面授業からオンラインレッスンに対応できる事業への移行

2433 三重県 株式会社ＣＬＲ 3190001025867 高出力ポンプ導入による、生産性向上と非接触作業の実現

2434 三重県 有限会社イナホ電機 7190002023651 工作機械の自動化を狙ったHP集客と営業プロセスの改善

2435 三重県 合同会社すみれ 7190003002803 地域の素材を用いた干し芋・ドライフルーツ製造による販路拡大

2436 三重県 洋食屋フタリヤ 生活様式に合わせたキッチンカーでのメニュー提供で売上回復計画

2437 三重県 有限会社佐藤ピッグファーム 9190002023807 お客様に上質な商品を安心安全に提供できる店舗作り

2438 三重県 遊月 間仕切りによる更なる感染リスク低減で安心安全な飲食店

2439 三重県 株式会社アイテクノス 2190001013286 リサイクルプラスチック事業での Web による集客力強化

2440 三重県 株式会社トヤソニック 9190001015722 HP制作による情報拡充・配信でオンライン受注の仕組みづくり

2441 三重県 木の葉アカデミー コロナ渦でも安全なオンライン事業の実現

2442 三重県 株式会社ＣＲＥＮ 5190001028769 ＷＥＢ窓口開設で、海外渡航なしでゴム・プラスチック製品の輸入

2443 三重県 有限会社北尾印刷 9190002008601 コロナ禍を踏まえた非対面型ビジネス形態の構築を図る機器導入

2444 三重県 有限会社レイクウッドホーム 2190002017352 『お家からショールーム見学と暮らしの相談』事業の実現とPR策

2445 三重県 有限会社浜栄 4190002010652 対人接触機会の減少を通じた売上強化を図る為のホームページ改修

2446 三重県 千代寿司 新規顧客を逃さない！個室需要に応える店舗改装計画

2447 三重県 宍戸美沙 ピンタレスト集客のオンライン個別コンサルの売上拡大を図る

2448 三重県 株式会社シュクル 6190001020477 セルフレジの導入で、安心・安全の「街のお菓子屋さん」へ

2449 三重県 ＩＫｓｔｙｌｅ ネット予約サイト制作と撮影サービス紹介動画による販路拡大事業

2450 三重県 有限会社こもの花苑 3190002023754 新ブランド・新商品の魅力を発信するための非接触販促媒体の活用
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2451 三重県 生地たこや喜げんば名張本店 キッチントレーラーを導入し、イベント市場の販路拡大を目指す

2452 三重県 山二造酢株式会社 5190001001197 山二造酢の新たな挑戦！セカンドライン開発と EC 販売！

2453 三重県 株式会社アルコーネ 6190001005288 アパレル販売員と画像解析による旅行者向け観光支援事業

2454 三重県 社会保険労務士オフィス達喜 あなたの会社で働きたい人材が集まる！！SDGｓオンライン講座

2455 三重県 ナカムラ設備有限会社 9190002015944 施工件数の増加と作業時間短縮のために新工法を導入

2456 三重県 株式会社アンアン 7190001018636 コロナ禍でも美容を意識する人のために美容メニューを強化！

2457 三重県 関戸中小企業診断士事務所 新ＨＰのチャットボット機能でオンデマンド問い合わせ対応を実現

2458 三重県 株式会社トビタ 2190001025372 「ご遺骨供養」の多様化に対応した非対面型「粉骨」事業の立上

2459 三重県 志摩物産 三重県志摩市産アオサノリの E コマースによる新たな販路開拓

2460 三重県 ＦＡＴＡＰＩＡ 自社ブランド製品開発および非対面型ビジネスの構築

2461 三重県 株式会社大林フードサービス 5190001026748 冷凍自動販売機（ど冷えもん）を使用した無人販売の開始

2462 三重県 株式会社うつべ農園 9190001025408 コロナで行先を失ったお米をお茶漬けにして直接消費者に提供

2463 三重県 株式会社フォーレスト 6190001010791 工事業者など出入りが多い建設業における外部簡易応接室の増設

2464 三重県 カシュカシュ テイクアウトをメインとした店舗型クレープショップ

2465 三重県 ＯＦＦＩＣＩＡＬ　ＴＲＡＩＮＥＥ 人との接触を減らす『男性専用セルフ式脱毛サロン』の新設

2466 三重県 新日本電業株式会社 5190001005066 HPによる新市場での顧客開拓とオンライン営業プロセスの構築

2467 三重県 クロノス株式会社 3190001008186 ECサイト開設し、自宅でも旅先で食べる新鮮な海産物をお届け！

2468 三重県 株式会社流通社中 2190001020646 防災意識の向上を図り、販路開拓中事業のさらなる促進に繋げる

2469 三重県 ＢＯｆｏｒｅｓｔ 「毎月届く自宅カクテル作成キット」通信販売で新規事業立ち上げ

2470 三重県 大田梱包合同会社 4190003002368 現業を補完する新ビジネスモデル「テイクアウト販売事業」の創出

2471 三重県 Ｒ４Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 感染拡大防止のための対人接触機会の減少に資する新たなサービス

2472 三重県 ワプラ WEB上での活動にシフトするためのオンラインECサイトの開発

2473 三重県 株式会社飛翔 3190001005621 ＷＩＴＨコロナを掲げた安心した店舗づくり

2474 三重県 有限会社オズ 1190002000318 セルフ式ホワイトニングマシンの導入による新規事業

2475 三重県 株式会社アイゴット 8190001023503 「ミエタイム」のためのホームページ制作とPR事業

2476 三重県 株式会社ＹＡＭＡＭＵＲＡ 3190001025421 自社ECサイトでの販路拡大により売上増大

2477 滋賀県 合同会社竜王町そば振興会 7160003001386 テイクアウト型販売による対人機会の減少と経営基盤安定化

2478 滋賀県 太閤 コロナ感染リスク回避と買い物支援を両輪で行う「宅配弁当事業」

2479 滋賀県 お肉のおかだ 待ち時間解消による密回避とロス低減を両立する予約方式の導入

2480 滋賀県 クエルキッチン 野生酵母を使ったアレルギー低減パン教室のオンライン化

2481 滋賀県 カットショップキャクタスさぼてん 感染防止対策万全。安心安全な理容室。

2482 滋賀県 整体本舗 ＡＲグラスを使った無人のジム体験＆音声トレーニングプログラム

2483 滋賀県 小皿料理のイタリアンバルＣＯＺＡＲＡ ネット販売による売上確保と知名度の向上

2484 滋賀県 株式会社吉挑 6160001011660 冷凍自動販売機で接触機会を減らしつつ販路を拡大する事業

2485 滋賀県 合同会社ｋｅｉ－ｆｕ 6160003001825 リモートワーク用ワークスペースの増設とオンラインショップ開設

2486 滋賀県 フクテツ工業株式会社 9160001005024 設備導入による社内接触機会の減少と営業につながるサイト改修

2487 滋賀県 有限会社クーレ・マキ 2160002010541 愛犬の服を、自身の洋服でリメイクする　ネットショップの開業

2488 滋賀県 麺庭　寺田屋 製麺機導入による本格的テイクアウト商品（ラーメン）の開発

2489 滋賀県 有限会社車塚工営 3160002012644 ＤＸツールを導入した採用活動の活性化と売上高のＶ字回復

2490 滋賀県 有限会社紀多川 4160002008988 デリバリーサービスによる販路開拓と収益の向上計画

2491 滋賀県 有限会社竹平楼 1160002008314 創業宝歴八年、江戸時代から続く老舗日本料理店での味をご家庭で

2492 滋賀県 レディースボディークリエーション 非対面の宅トレコースのアピールで顧客獲得＆売上UP！

2493 滋賀県 麺や江陽軒 自動販売機による商品の提供

2494 滋賀県 竹山建設株式会社 7160001008474 対人接触機会減少のための建設ICT導入で地域NO.1業者へ

2495 滋賀県 有限会社池本煙火店 5160002005282 HP新設による「プライベート花火」受注獲得の為の販路開拓活動

2496 滋賀県 株式会社シガコアレス 6160002008235 自社開発！低感染システム運用のための環境整備事業

2497 滋賀県 株式会社長宗 9160001020931 住宅展示場や内覧をオンラインで！VR技術の活用で受注拡大

2498 滋賀県 有限会社今村商店 2160002011886 社内のDX化によるサービスの向上で顧客化へ繋げる

2499 滋賀県 有限会社プロデュース・ビー 4160002014458 非接触によるECサイトでのブライダル用品販売とサロン改装

2500 滋賀県 有限会社松原産業 7160002010272 新設備導入による対人接触機会減少と生産性向上による販路開拓
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2501 滋賀県 いも福亭 「ネット販売可能な販路開拓商品開発」と「移動販売展開の強化」

2502 滋賀県 玉屋 三輪バイクでのデリバリーによる販路開拓と安心店舗の実現

2503 滋賀県 寿司ふじ インターネットを使った、名物料理の宣伝と販売

2504 滋賀県 魚　萬 地場産品のＳＤＧs目標12達成のための商品化事業

2505 滋賀県 叡山寿し 酒類店内販売から自動販売機導入の非対面ビジネスモデルへの転換

2506 滋賀県 株式会社ビエンカサ 7160001015677 非接触型サービス導入ホームページでの顧客開拓と売上回復

2507 滋賀県 トゥード・ヘアメイク 動画解説サイトを利用したECプラットフォームの開設及び運用

2508 滋賀県 ズンドコウエン アートと農業に触れる会員制（屋外非接触型）農業体験事業の構築

2509 滋賀県 みわ美容室 店内の半個室化で感染対策強化と新メニューの導入で売上げアップ

2510 滋賀県 しめや ＨＰ導入並びにリーフレット作成による生産性向上と販路拡大

2511 滋賀県 株式会社こじま花店 8160001017202 ponoful(ポノフル）

2512 滋賀県 メナードプルメリアプラス代行店 コロナ禍でも安心できる快適空間の実現によってキープ顧客拡大

2513 滋賀県 エフエムひこねコミュニティ放送株式会社 1160001008950 「地域FM放送ブランド」を活かしたWEBフリーペーパー事業

2514 滋賀県 株式会社葉月設計オフィス 9160001018439 SNSで気軽に相談できるペットリフォーム会社としての認知拡大

2515 滋賀県 バイアコンサルティング株式会社 1160001016210 非認知能力開発のオンライン学習塾事業

2516 滋賀県 株式会社ＨＵＮＴ 8160001023365 ECサイト構築、HP作成で感染対策と事業拡大を両立する！

2517 滋賀県 株式会社近江庭園 4160001000418 日本庭園の伝統技術のウェブストリーミング配信システム構築

2518 滋賀県 岩井正男 お米のネット販売による売り上げの確保と顧客化

2519 滋賀県 プチ・アムール ハーバリウムギフト専門店としてECでの販売基盤の構築

2520 滋賀県 中川農園 作業員の感染を回避する牧草作業機の導入

2521 滋賀県 近江フード 自社 EC サイト展開による新鮮な近江ホルモンの販路拡大

2522 滋賀県 Ｃａｆｅ　Ｏｎｃｅ テイクアウト販売・ランチ需要の新規顧客の開拓

2523 滋賀県 ウノペットサロン ECサイト構築でペットの健康状態の把握と売り上げの確保

2524 滋賀県 株式会社鹿深サービス 8160001017425 オンライン商談ができるドローン農薬散布代行事業

2525 滋賀県 黄瀬事務所 喪中はがき印刷サービス代行事業

2526 滋賀県 ユーラボ ポストコロナ時代に対応した事務所の改装

2527 滋賀県 フードサポート 滋賀県の伝統食材で作る粉末出汁を商品開発してECサイトで販売

2528 滋賀県 株式会社ＷＡＣＣＡ 4160001023443 高機能換気とキャッシュレス決済でお客様安心度アップ

2529 滋賀県 株式会社トップ 7160001013986 お客様のＤＸ支援の為の、自社のブランドと体制づくり！

2530 滋賀県 キューバンドリＣａｒＣａｒｅかんちゃん 出張洗車とカーケア用品のオンライン販売による販路開拓

2531 滋賀県 株式会社ＥＤＩＴＨ 5160001022246 再現性が高い、副業希望者への支援コンサルティング

2532 滋賀県 輝らりオフィスＭ 輝く女性を増やすビジネスサポートをSNSで発信し新規販路開拓

2533 滋賀県 井口　道雄 太陽光事業のインターネット監視装置導入

2534 滋賀県 前川農園 自動販売機による新鮮地場野菜販売サービス

2535 滋賀県 ベストワークス株式会社 1160001006005 オンラインでの内覧会可能なホームページの作成

2536 滋賀県 株式会社ギガエージェント 2160001017018 自社開発セルフオーダーシステムを、WEB広告活用で顧客開拓

2537 滋賀県 有限会社アナログエンジン 4160002010374 全国展開の為の販売ツール制作と作業場整備

2538 滋賀県 芝田藥品株式会社 8160001000884 インターネット販売における販路拡大事業

2539 滋賀県 長野雄輔 スタジオの防音による劇場用音楽制作のリモート完結

2540 滋賀県 ホープ 非接触型マシンの導入で低感染リスク体制構築と販路拡大

2541 滋賀県 Ｇｒａｎｄ　ｇｒａｂ株式会社 9160001022614 新事業ルアー開発及び、新規販路の開拓、Eコマース付きHP設立

2542 滋賀県 株式会社イーメタルス 1160001017927 移動式反転機導入による、対人接触機会の減少及び生産性の向上

2543 滋賀県 芦田中小企業診断士事務所 自社ＨＰによる非対面集客力の向上

2544 滋賀県 グラフィアス 中高年女性のオンライン人生相談サービスの販路拡大

2545 滋賀県 株式会社Ｉ　Ｆａｒｍ 8160001020668 ハウス内整備の作業効率向上

2546 滋賀県 あおとら企画 似顔絵イラスト販売型ECサイトの制作

2547 滋賀県 井上喜裕 オリジナル商品EC販売による販路開拓事業

2548 京都府 食彩工房　団居 【食彩工房団居】仕出しの経験を生かした、高価格＆高生産性の宅

2549 京都府 株式会社Ｅｖａｎｓ 7130001031000 ウエブサイトの新規開設と新営業ツールを活用した基盤とＰＲ強化

2550 京都府 株式会社アライ 5130001005856 世界特許新商品『マルーンシート』の販路開拓とHP展示会の実施
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2551 京都府 アンドエイチミュージアム合同会社 1130003007549 京都工芸品を越境ECで販売！感染リスク低減と売上・客数の増加

2552 京都府 ＮＩＫＵ　ＢＡＲ　ＪＩＧＯＲＯ 店内飲食を減らす惣菜販売及びテイクアウト事業の新たな取り組み

2553 京都府 株式会社京都インテリアデザイン 3130001028058 照明器具交換パックサービス提供による新規顧客獲得事業

2554 京都府 花見富永株式会社 5130001064035 キッチンカーによる移動式販売開始とPR強化による販路拡大

2555 京都府 株式会社Ｂｉｒｉｃｈｉｎａｔａ 2130001064401 ビリキナータオリジナル商品のオンライン販売事業

2556 京都府 和食屋げん月 真空包装機導入によるテイクアウト事業

2557 京都府 シスアンシス ピューレ調理機器を活用したテイクアウト食品商品の開発・販売

2558 京都府 株式会社ｉｄｅａ　ｓｐｏｔ 7130001057763 電子黒板を活用した双方向リモート授業による総合家庭学習支援

2559 京都府 フローレスタ ピッザテイクアウトと野外ライブ及びその配信開始による売上向上

2560 京都府 シノワ・縷縷 お客様ニーズに応えられる、持ち帰り冷凍総菜による販路拡大

2561 京都府 株式会社井筒安旅舘 5130001016531 顧客や販売状況のデータ化と、データを使った新たな集客の仕組み

2562 京都府 うめもと接骨院 非接触型機器導入により、安心して筋力・免疫力アップ

2563 京都府 ビューティフルワークス株式会社 2130001036227 HP更新によるフォトウェディング・婚礼アルバムのEC販売

2564 京都府 株式会社拓宅 5130001062336 宿泊予約・管理が可能なウェブサイトを新設し施設稼働率向上

2565 京都府 ｅプラン株式会社 2130001055136 多言語サイト制作による在留外国人労働者向けサービスの開始

2566 京都府 アロマ×水素サロンＴＳＵＮＡＧＡＲＩ 体質診断事業導入を支援するオンラインスクール事業

2567 京都府 有限会社工房平沼 4130002019253 和服を再利用した新商品をEC販売することで販路拡大を実現する

2568 京都府 有限会社まつみ工芸 2130002014974 BtoBからBtoC事業へ　非接触型販売の実施

2569 京都府 ココフォトグラフォ SNS広告に対応した商品撮影サイトで非対面による売上拡大

2570 京都府 株式会社創学社 9130001008335 生活スタイルに合わせて授業も教材購入もオンライン可

2571 京都府 株式会社ＳＥＩＷＡ　ＣＯＮＮＥＣＴ 3130001065877 商談、見学、コンサルティングのオンライン化による販路拡大

2572 京都府 株式会社恵葉＆菜健康野菜 1130001056168 高抗酸化値野菜の魅力をアピールする加工食品を含めた植物工場

2573 京都府 有限会社ウィット 9130002006701 ECプラットフォームの構築による飲食店支援事業の構築

2574 京都府 クレール・アロマティーク 冷え性改善オンラインサービスと商品の販売促進事業

2575 京都府 株式会社藤田商店 7130001064339 エステサロンと非対面型のホームケアサポートのオンライン集客

2576 京都府 株式会社ＢＯＯＯＴＨ 3130001068186 動画を見て購入できる、全国お取り寄せグルメ EC サイト構築

2577 京都府 合同会社Ｂｌａｚｅ　Ｅｄｇｅ． 1130003007516 テイクアウトお弁当の作成販売

2578 京都府 株式会社ＮＯＡ 7130001061914 自宅セルフケア用美容機器のレンタル事業への参入

2579 京都府 株式会社きっちんカンパニー 8130001031016 オードブル ホームパーティ販売における非対面販路の拡大

2580 京都府 株式会社副田デザイン事務所 3130001069795 オンライン商談の仕組み導入により売上獲得を実現していく!

2581 京都府 ＦＯＲＣＥ株式会社 2130001062446 ECを活用した完全非対面販売でより良い朝を向かえるサポートを

2582 京都府 株式会社シーラ 2130001070291 オンライン打合せ（商談）＋ECサイト構築による新規販路開拓

2583 京都府 有限会社リオ 5130002010335 個室化とシャンプーベッド導入による高付加価値美容サービス実現

2584 京都府 株式会社ＴＡＫＡＹＡＳＵ 4130001048006 モデルルームのVRで顧客の訴求を高め新規顧客開拓を図る

2585 京都府 株式会社オルソスマイル 5130001070388 ３Ｄプリンター導入による非接触的口腔内情報データの採得

2586 京都府 インナー・イノベーション研究所 非対面による人材育成のためのオンライン配信スタジオ研究室開設

2587 京都府 吉田里紗 オンラインパーソナルピラティス事業の集客とブランド価値向上

2588 京都府 有限会社いそべ電気 8130002022939 対人接触機会減少のため、最少人数で電気工事を行う機器導入事業

2589 京都府 京乃都　河原町店 オンラインシステム構築により、三密回避で京都を楽しむ

2590 京都府 プリンシピオ 起業の土台を「整える」講座をオンラインで気軽に受講できる取組

2591 京都府 株式会社ＳＳＦ 6130001054794 インターネットを活用した家事支援サービスの開発と新規顧客開拓

2592 京都府 有限会社グローズ 5130002010797 自社HP及びEC構築による中古車販売強化と新サービスの運

2593 京都府 株式会社中西工業 7130001053804 採用活動システムの導入による人材確保

2594 京都府 上香園 新たなオリジナルギフト開発とインターネットを活用した販路開拓

2595 京都府 株式会社キシテック 1130001051251 発信型自社ECサイト構築及びコロナ感染予防対策

2596 京都府 合同会社Ｗ．Ｖ．Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 8130003004795 女性専用セルフエステ機械を利用したマンション個室サロンの開設

2597 京都府 株式会社冨田屋 2130001003433 HP刷新による観光自主経営革新事業

2598 京都府 株式会社クリーンオネスト 7130001050347 非対面で買い物ができる無人販売所の開設

2599 京都府 有限会社ビビッドミヤモト 6130002018550 コロナ前の客足を取り戻すポストコロナ対応型のエステ新サービス

2600 京都府 ａｔｏｐｉａ オンラインVRツアー制作と受注システムによる新規顧客開拓
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2601 京都府 松居加奈 自宅フルート教室の開講

2602 京都府 株式会社ＵＬＵ 2130001068708 オンライン授業導入及び非接触PRでの売上増加活動

2603 京都府 株式会社みつばちハウジング 2130001027168 不動産追客システムを使った非対面型営業に転換

2604 京都府 Ｃａｆｅ　ＩＭＡＭＵＲＡ 近隣住民に特化した小型エコカーでの夕食デリバリーサービス

2605 京都府 株式会社二葉自動車工作所 9130001022377 顧客満足度の向上、自社ブランドSUBIE KYOTOの発信

2606 京都府 コットンハウス　イジリ 独自古布ＥＣサイト構築による対人接触機会低減と収益力の向上

2607 京都府 フラップバッテリー ホームページ改修による非対面販売とPR事業

2608 京都府 アラシのキッチン ITを活用した非対面ビジネスへの転換

2609 京都府 大西輪業 18MOTOR　CYCLEブランド拡大及びメディア発信事業

2610 京都府 三山木鍼灸整骨院 ポストコロナを踏まえた男性専用セルフ脱毛サロン事業

2611 京都府 ジャスコムサービスマネジメント株式会社 9130001069187 「オンライン面談型」サイトの構築

2612 京都府 炭火和牛いっ心 接触機会低減のための店舗改装事業

2613 京都府 グレース ヴィンテージトライバルラグの情報発信とオンラインショップ構築

2614 京都府 株式会社信天堂 5130001021168 ＥＣサイトの運営をすすめた組版自動化サービスの構築

2615 京都府 今井接骨院 脱毛器の導入によるセルフ脱毛サービスの開始

2616 京都府 株式会社ＮＵ－Ｄｅｓｉｇｎ．ｌａｂ 5130001069430 完全オンライン面談化を目的としたオンライン用ツールの作成

2617 京都府 ＪＦＷ木質高度技術研究機構株式会社 8160001021286 ポストコロナを見据えた新たな事業展開への挑戦と宣伝強化

2618 京都府 ＢＩＧＡＮ株式会社 4130001062700 低感染リスクでの新規顧客獲得のためのインターネット広告

2619 京都府 Ｎａｖｙ SNS広告とホットペッパーをリンクさせたオンライン集客

2620 京都府 ピラティススタジオ　ブランシュ オンラインレッスン強化のW E Bページ制作と新しいスタジオ

2621 京都府 ８（ＨＡＴＩ） カウンセリング時間短縮と品質維持を両立させる対人接触減少事業

2622 京都府 有限会社ケーアイピーピー 3130002019774 オンライン心理カウンセリング事業の拡充

2623 京都府 教育で未来を創造する株式会社 5130001067616 非接触によるECサイトの作成でのプリントと授業の販売

2624 京都府 Ｗａｔａｎａｂｅ　Ｌｅｇａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ 法律家向けのリーガル翻訳・通訳サービスの始動

2625 京都府 サクラのおうちパン教室 オンラインレッスン強化のW E Bページ制作と会員機能の追加

2626 京都府 ＬＩＧ建築株式会社 7130001064082 非対面機能の充実したCMSの導入で売上と雇用の安定化を図る為

2627 京都府 ドッグサロンルル オンラインケアサポート窓口及びオンライン予約システムの構築

2628 京都府 株式会社サナブレンド 2130001062173 キッチンカー導入による週末マルシェの拡充事業

2629 京都府 株式会社大 9130001070013 オンライン個別指導を行う新たな学習塾のサービス提供

2630 京都府 中川理恵 ＷＥＢでの情報発信と動画活用レッスン導入による健康増進化事業

2631 京都府 株式会社Ｏｔｅｌｅ 9130001065715 営業活動のオンライン化と商談用動画制作による新規獲得事業

2632 京都府 京都壬生　さかえ家 接触頻度低減と来店機会促進を目指したオリジナルアプリの導入

2633 京都府 株式会社ティースリーサポート 2130001052769 非対面型集客モデルによる新規顧客獲得

2634 京都府 京和文化協会 非接触型体験方式のHP作成と感染防止対策された茶道具の購入

2635 京都府 やりなおし英語サロン PR動画&ブログ機能追加！WEBサイトリニューアル

2636 京都府 合同会社ラビット桂 9130003006774 訪問介護事業、スケジュール機能付HPを活用して非対面への転換

2637 京都府 サロン珠美 サロン珠美の集客と売上を安定させるマーケティング

2638 京都府 株式会社ＯＳＡＭＵ－ＦＡＣＴＯＲＹ 8130001039380 オンラインによる競技車両の販売・レンタル・レッスン実施

2639 京都府 蔵々 「韓国チキン」のテイクアウト窓口とメニュー開発

2640 京都府 葵庵 葵庵　藤瀬 浩士

2641 京都府 れぶんｃａｆｅ 新事業カフェ兼ギャラリー、オンライン物販、陶芸教室など

2642 京都府 株式会社リベルテ 5130001053137 HP新装による新規顧客獲得と感染症予防のオンライン決済化

2643 京都府 株式会社ＫＡＧＵＹＡ　ＦＯＯＤＳ 6130001067508 テイクアウトで楽しめる京都料理のオンライン注文チャネル構築

2644 京都府 株式会社エンアトラクト 9130001069022 非対面オンラインスクールの構築で女性の独立開業をサポート

2645 京都府 株式会社ＳＡＮＤＡホールディングス 2130001066331 既存事業の強みを活かした新規広告事業展開による販路開拓

2646 京都府 株式会社ＴＯＫＩＳＡＤＡ 7130001070122 過疎エリアの空き家を改装し、移住者向けに提供する

2647 京都府 Ｃｌｕｂ　ＦＯＲＴＵＮＥ オンラインラウンジサービス開始と光触媒等の抗菌対応

2648 京都府 レイワデリタ 非対面型セミナーによる販促活動への取組

2649 京都府 株式会社ＷＡｌｉｖｅ 3130001067502 工芸品販売サイト構築

2650 京都府 合同会社プロジェクトノード 2370003003622 プロジェクトVRタップダンス
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2651 京都府 パレスナタリ 低感染リスク設備の導入による新規入居者獲得及び住人転居防止

2652 京都府 控井雄太 街中の人流を減らし多様なランチを顧客オフィスに直接届ける取組

2653 京都府 株式会社ＣＥＬＥＣＵＲＥ 4130001067674 非対面で本格的なネイルを楽しめるネイルチップ商材のＥＣ販売

2654 京都府 カッコーズネスト VR映像製作事業の立ち上げ

2655 京都府 ティメディカルマーケティング 健診施設開業支援のためのオンライン無料相談会による販路の開拓

2656 京都府 疋田社会保険労務士事務所 コロナ過の非対面をチャンスに！オンライン社労士顧問プラン

2657 京都府 株式会社キテン 2130001063262 WEB上で完結する営業活動を行うための広告販促システムの構築

2658 京都府 ＡＮＮＥ 【ANNE】ペティナイフのネット販売で販路開拓

2659 京都府 ミーコロ　ショップ 非対面型の販路拡大をさせるウェブサイト構築事業

2660 京都府 歩整体院 予約システムとオンライン問診による販路拡大

2661 京都府 株式会社たおやかカンパニー 2130001062132 マーケティング支援事業のWeb広報素材制作

2662 京都府 ときじく オーダーメイドのオンライン化

2663 京都府 アタラ合同会社 5130003007248 中小企業向けシステム導入セカンドオピニオンサービス

2664 京都府 株式会社コンタクト・ヴァン 4130001069803 「明日を変えるビール」で病気を未然に防ぎ、健康な人を増やす

2665 京都府 パパ商店 感染リスクの低減と新規事業による売上拡大システム

2666 京都府 岸田　このみ 工務店紹介事業

2667 京都府 株式会社ＩＷＡＫＩＳＴＹＬＥ 7130001048184 「いつでも気軽にショールーム」の製作

2668 京都府 ｉｌ　ｍｏｎｄｏ　ｄｅｌｌａ　ｌｕｃｅ株式会社 7130001068579 一流のマナーと精神鍛錬を学ぶ為の講座

2669 京都府 ハクション運転代行 動画配信による安心・安全な取組みPRサイトの構築

2670 京都府 ソラナミエ オンライン対応特化型WEB制作事業での新たな販促開拓

2671 京都府 ドロップシップ株式会社 3120901037084 企業へのDX推進支援サービスの周知及びWEB集客

2672 京都府 かめオフィス 非対面による発達障害関連事業のためのホームページ制作

2673 京都府 小山農園 さく井工事による潅水の省力化などの新たな生産プロセスの導入

2674 大阪府 株式会社ｏｆｆｉｃｅヒロ 5120101023288 コロナ禍で急増した空テナントの情報を提供する新しいサービス

2675 大阪府 株式会社輝っかけ 5140001120134 Webサイト制作による非対面での新規顧客開拓と売上増加の実現

2676 大阪府 株式会社オーバーシーズジャパン 8120001054414 コロナ禍における家具のネット販売によるＢtoＣ事業への進出

2677 大阪府 だいじ鍼灸整骨院 妊産婦が抱える悩みを解消する非対面型診療体制の構築事業

2678 大阪府 カフェレストラン　ヤチヨ テイクアウト販売コーナー新設・デリバリー事業も開始

2679 大阪府 株式会社ＹＴ－ＡｍａｚｉｎｇＲｉｔａ 1120001210403 通所出来ない利用者のための栄養食訪問販売用の設備購入

2680 大阪府 インテレッセ ３Ｄ ＣＡＤ導入によるパターン制作作業効率化および非対面化

2681 大阪府 株式会社ＴｏｐＳｏｎ 4122001034085 オンラインによる販促強化及びフィットネスサービスの環境構築

2682 大阪府 Ｃａｒ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＰｉＥＲＣＥＳ オリジナルブランド商品のECサイト販売とオンライン商談

2683 大阪府 シンバ ニューノーマル時代も体を元気に！SIMBACURRY販路拡大

2684 大阪府 心とからだの健康スタジオプラス 少人数制ミニスタジオの新設事業

2685 大阪府 旬彩料理彩・仕出しなかのや ステイホーム需要販路拡大事業

2686 大阪府 株式会社マツミ 3120901002071 無人航空機（ドローン）を活用した外壁調査・劣化診断

2687 大阪府 株式会社サウンドイート 9120001213365 飲食店が仕掛けるシードル製造・ＥＣ販売で事業継続力アップ

2688 大阪府 スタミナ軒 本場のタレで味わう庶民派焼肉店のテイクアウトＥＣ事業

2689 大阪府 株式会社Ｒｅ’ｓｐｅｃｔ 1120001206863 セルフオーダーシステムを活用した接触機会削減型飲食店の実現

2690 大阪府 スリミング＆ヒーリングサロンマカレイ 感染リスク低減のための喚起環境の改善と音叉療法導入

2691 大阪府 心斎橋酒場　叶えや モバイルオーダー導入＆ホームページ作成で非対面化と生産性向上

2692 大阪府 株式会社ビジネスインベストメント 9120001196255 券売機の導入による接触機会の減少と名物スープのECサイト販売

2693 大阪府 おでんと酒菜　天六バル 店舗窓を改装して行う入店不要のテイクアウト販売事業

2694 大阪府 ハイ・パートナーズ株式会社 1120001140377 解説動画を用いた武具の越境EC サイト

2695 大阪府 浅野　勇文 冷凍自販機による冷凍餃子の24時間非対面販売

2696 大阪府 株式会社谷口商会 4120001156073 ITを活用したベビーカー・チャイルドシートの洗濯事業の開始

2697 大阪府 株式会社カタヤマ 1120001022889 オンライン商談体制確立による新規顧客開拓の実現

2698 大阪府 森田特許意匠事務所 悪意のブランド被害を防ぐ商標登録情報プラットフォームの構築

2699 大阪府 アールプラス 機械化による ネイル サービス業務の効率化と感染リスクの抑制

2700 大阪府 有限会社イップ 8120002029308 ECサイト刷新による非対面事業の確立で売上回復！
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2701 大阪府 創作料理仁 真空パックを活用したテイクアウトメニューによる販路開拓

2702 大阪府 ＣａｆｅＢａｒかし尾 グループ客対応可能な空間を増設し収益の安定を目指す

2703 大阪府 株式会社フロンティア 2120001120717 VR・ITを活用した低感染リスク接客の実現

2704 大阪府 ＲＡＹＳ　ＧＡＲＡＧＥ株式会社 8122001032060 ルーフトップ設営による密を避けたテイクアウト強化施策

2705 大阪府 ＳＷＥＡＴＳＨＯＰ　ＵＮＩＯＮ ＷＥＢ上で発注を完結させるためのお問い合せフォームの改訂

2706 大阪府 株式会社美楽商事 3120101052909 伊勢志摩産アコヤ真珠の中国向けEC販売及びライブコマース事業

2707 大阪府 楠本機械株式会社 7122001002403 ホームページ開設でのWEB商談開始並びにWEB展示会場整備

2708 大阪府 株式会社ティアラグループ 3120001192722 カラダも野菜もキレイにするためのセミナーと動画配信事業

2709 大阪府 モンステラ株式会社 1120901042078 LINEシステムを効果的なセグメント配信

2710 大阪府 ＡＺＧｒｏｕｐ株式会社 9120001224230 オリジナル非接触型決済システムで売上拡大

2711 大阪府 株式会社悠愉自適 4120001181328 地域に根ざした冷凍食品のオムニチャネル販売化

2712 大阪府 チカモチ純薬株式会社 5120001067047 ポストコロナの新事業推進と生産プロセス改革のインフラ整備事業

2713 大阪府 ＡＭ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ合同会社 9150003001617 翻訳業の「洋書絵本・知育玩具・アート教材」ECサイト販売

2714 大阪府 有限会社畑中念珠店 6122002003764 自社ＥＣサイトを制作し新規顧客の獲得＆対面接触機会の減少

2715 大阪府 インドレストラン＆バー　シタル 座席変更による接触機会低減で安心・安全な店づくり＆稼働率UP

2716 大阪府 紗Ｂｏｎ堂 こだわり食材カフェご飯をテイクアウト販売できるシステム作り

2717 大阪府 株式会社ウイングサニー 3120001200591 新たなＥＣサイトで販売する冷凍焼き芋と冷凍焼き芋スイーツ

2718 大阪府 マスターピスト 小さな自転車屋が全国や海外へ―コロナ禍の販路拡大EC事業

2719 大阪府 株式会社Ｓｉｇｎａｌ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 7120901044432 非対面工事相談窓口PR用HP制作とチラシでの新規顧客開拓

2720 大阪府 デジタルサポーティングジャパン 非対面での集客用動画制作サポート事業

2721 大阪府 さくら粉 EC サイトで「さくら粉の味」を全国に拡販し売上向上を図る

2722 大阪府 株式会社岩商 9120901040090 オンラインで受注獲得！予約機能付ホームページ新規開設

2723 大阪府 ｌｅ　ｃｏｃｏｎ 日本のハンドメイドを世界へ！ECサイト構築事業

2724 大阪府 株式会社ｉｄｅａｌ 7120901040340 ウィズコロナ時代のサブスクと個室化サロンで創る理想の美髪

2725 大阪府 合同会社エクシード 9120003016246 マーケットインでの魚の仕入れや顧客ニーズへWEBで対応する

2726 大阪府 株式会社グランド・ダイニング・シックスティーンス 5120001174669 スマートフォンから簡単オーダー、居酒屋の新しい形を追求する

2727 大阪府 シャインティ・ヨーガクラブ ヴォイスヨガのオンライン化サービス提供に伴うホームページ構築

2728 大阪府 株式会社日本特殊医科 6120901007893 自社ＥＣサイト構築により小売業の比率をあげ収益率向上

2729 大阪府 居酒屋　マリブ 若返り計画！若者もファミリーも楽しめる焼鳥テイクアウト

2730 大阪府 マークスマンディスク株式会社 8120003008392 チケットとグッズのWeb販売によって新規販路拡大

2731 大阪府 かすうどんえびす ２４時間自動販売計画

2732 大阪府 株式会社ＮＡＧＡＴＥ． 5122001030075 チューンナップから販売まで一貫で行う！スキー商品の販売開拓

2733 大阪府 さくらコンサルティング合同会社 1120003015503 LINEを利用した集客、囲い込みと事務所環境の空調整備

2734 大阪府 株式会社とも 3120001168994 EMSの導入による筋力セルフトレーニング事業

2735 大阪府 株式会社Ｓｕｎｎｙｄａｙ工務店 2120101052091 新規顧客獲得のためのＷＥＢ戦略とオンライン打ち合わせへの対応

2736 大阪府 韓国料理　サラン 美味しい韓国料理をテイクアウトで広め、低感染を実現する！

2737 大阪府 株式会社ＬｕｐｅＬａｂｏ 3120001224574 出張サービスで安心。接触機会を減らす新規顧客獲得事業

2738 大阪府 ひゃくえもん 移動販売事業の展開で高齢者や買い物が不便な地域へ笑顔のお届け

2739 大阪府 すし礫 完全予約制でお客様にとって心地良い空間づくりと新たな販路拡大

2740 大阪府 株式会社翔聖建設 6120101060669 非対面型の営業を行える自社Webサイトの制作に

2741 大阪府 きっちん。ＢＡＫＵ アフターコロナにおける店内創りと、移動販売等の店外営業の強化

2742 大阪府 ３３３ｓａｎｍｙサンミ 「社長の幸財インタビュー」による非接触での売上拡大計画

2743 大阪府 八百亮輔 クリスタルデコアート商品販売による非接触型芸術ＰＲ活動の促進

2744 大阪府 本格弁当にしや お弁当のテイクアウト事前決済開始による売上拡大事業

2745 大阪府 有限会社幸平 1120002041252 テイクアウト事業を始める為の店舗改装

2746 大阪府 ヨシ整骨院 オンラインチケットの導入と販促サイトによる業績改善

2747 大阪府 株式会社システムトーク 8120001100845 オンラインシステム導入と企業のDXサポートパートナーへの変革

2748 大阪府 ルサロンドウ 全自動洗髪機導入による接触機会減でのコロナ感染防止対策

2749 大阪府 塩原貴子 完全非対面・非接触の冷凍生餃子専門店開業でウィズコロナ実践

2750 大阪府 うろこ屋 魚料理のデリバリー事業確立のための設備投資
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2751 大阪府 株式会社ライフコミュニティ 9120001109720 自社ホームページの構築と消費者心理を理解したコンテンツ配信

2752 大阪府 株式会社Ｊ．Ｃ．Ｆａｃｔｏｒｙ 2120001176775 駅前立地を活かした通勤帰りのテイクアウト「ケーキ」需要の取り

2753 大阪府 有限会社プロフィット 8120902016883 カレー専門店のレトルト化支援とＥＣ活用による販路拡大支援事業

2754 大阪府 アールサンロク オンライン商談のためのＷＥＢサイト構築と感染症予防対策の強化

2755 大阪府 株式会社田なか組 8120001224256 テーブルオーダーシステム導入による感染予防と機会損失の抑制

2756 大阪府 ＭＪ　ＦＩＴ 非接触機械の導入とジムの無人化で、安心・安全のトレーニング

2757 大阪府 児嶋伸卓 ゲストとの完全非対面化、新規顧客獲得による事業の継続

2758 大阪府 ＴＧＣ 動画事業の新規参入に向けた非接触サービス遠方撮影の実現

2759 大阪府 新矢哲康 スタジオ（展示室）を作り、稼動実演をライブ配信

2760 大阪府 株式会社石橋清志建築設計事務所 1120901022798 非対面商談でもクオリティの高い商談を実現するWEBサイト制作

2761 大阪府 株式会社園田製作所 3120001123479 オンライン展示会とHPリニューアルで新規開拓と若手の採用

2762 大阪府 株式会社ダイレオ 6120001031051 ショールーム設置による動画配信を主体とした営業への転換

2763 大阪府 グッドパートナーズ行政書士事務所 外国人の在留資格オンライン相談サービスの実施

2764 大阪府 株式会社ダイケミ 7120901015929 ネット上で工場見学、オリジナル商品を EC サイトで販売

2765 大阪府 アネラ 「安心まつげサロンＡＮＥＬＡ」のための個室作りとそのＰＲ

2766 大阪府 株式会社川遊堂 6120101056782 ECサイト構築による非対面での販路開拓及び海外の販路開拓事業

2767 大阪府 ＭＡ・ＭＯ・ＲＵ 育毛相談を行う居酒屋が始める非対面セルフ式育毛サービス

2768 大阪府 合同会社ＣｏＣｏ　ＰｅＰｉ－Ｔａ 2120003011443 非対面型個人サロン向け経営スクールによる廃業率改善事業

2769 大阪府 アヴァロン WEBでヴォイトレ、ジャケ付き楽曲販売サイト開発とPR事業

2770 大阪府 ＲＩＳＡ．ｉｎｃ株式会社 1120901045246 アイスクリームのテイクアウト、ネット販売による新たな売上創出

2771 大阪府 Ｆｏｒｎｉｓｔａ テイクアウト商品の強化とネット販売対策

2772 大阪府 Ｌｅ　ｐａｒａｄｉｓ コロナ過だから求められる新メニューを武器に個別化

2773 大阪府 株式会社Ｊａｍｍｙ 2120001238402 青汁で看護師の健康を内側から支える通販事業

2774 大阪府 株式会社クリエ 3120901006221 チャット機能搭載のホームページによるオンライン受注体制の構築

2775 大阪府 ル　トントン おうちでスープを味わう

2776 大阪府 ジョイントクラブ 非接触型の広告と宣伝。ECサイト開設と自社店舗のコロナ対策。

2777 大阪府 雑貨屋ふらっと 全国の約150名のハンドメイド作家の作品販売通販サイト開店

2778 大阪府 立石陽子 自社ブランドの構築とＷＥＢ通販による販路開拓

2779 大阪府 株式会社ぜんＧＩＦＴ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ 1120001118282 オンラインオーダーシステム導入と個別試着ルーム設置の導入

2780 大阪府 株式会社鳳凰 8120101048514 ECショップの開設とSNS利用による販路開拓

2781 大阪府 株式会社ｌａｒｇｅ 8120002051955 オンライン商談専用サイト構築によるプロモーション支援

2782 大阪府 精工理化医療電機株式会社 7120001017834 半導体洗浄装置と医療機器のリモート工場見学とオンライン商談

2783 大阪府 西横堀総合法律事務所 オンライン法律塾サービスの提供で新事業確立及び売上向上の実現

2784 大阪府 Ｔ・Ｙカンパニー株式会社 3120001186179 施工業界初ドローンを活用した住宅診断で売上向上

2785 大阪府 ＰＡＲＡＦＵＳＥ．Ｓａｒｏ　ｃｏｎ　Ｔｅ 広告とサイト構築でWeb上カウンセリングを行う非対面事業

2786 大阪府 株式会社ＪＰ－ｍｉｘ 1120001200049 アフターコロナ対策に向けた美容関連企業支援コンテンツ

2787 大阪府 株式会社イマイズム 1120001221458 コロナに負けない安心安全な健康生活普及事業

2788 大阪府 株式会社ワイズテック 5122002017212 非対面によるビジネススタイルの構築で効率的な販路拡大の実現

2789 大阪府 株式会社ハンド 6120001192570 デジタルコンテンツを活用した新たな映像ビジネスを展開する

2790 大阪府 ハナミチ 韓国ブランドファッションのネット販売でターゲット層を拡大！

2791 大阪府 アトリエピュアチャイルド ICTフラワーアレンジメントスクールの実現

2792 大阪府 ＳｅｂａＳｎａｔｃｈ 接触機会減少を狙ったエアコンステーション導入による販路開拓

2793 大阪府 ルロジアッシュ シェフ自信作「カヌレ」のネット通販で売上増加及び事業拡大

2794 大阪府 ハリック美容鍼灸整体 生活習慣変化に伴う痛み解消のオンライン指導とオンライン集客

2795 大阪府 株式会社ユニークプラス 2120001190818 WEBサイトの導入による非対面の営業・販売活動での販路拡大

2796 大阪府 ｅｎｇｒａｃｅ 対面型からオンラインを強化し認知を広げ商品を販売する

2797 大阪府 来来亭長田山麓店白石和弘 非対面システム導入に伴う提供サービス改善による売上増加計画

2798 大阪府 アトリエはらっぱ 不登校の親子の苦痛を軽減するオンラインアート教室の全国展開

2799 大阪府 株式会社ユニバーサルホールディングス 9120101007568 譲受希望企業名事前開示による非対面化とM&Aの効率化

2800 大阪府 佐藤紗矢香 オリジナルショップカードのオンライン注文による新規販路開拓
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2801 大阪府 株式会社エイペックコミュニケーション 7120001118913 いつどこでも学べるオンラインスクールの構築

2802 大阪府 合同会社ニュービジネスキャリアクリエイト 4120003006111 個人事業主支援の物販事業の仕入れ用ECサイト制作および販促

2803 大阪府 株式会社タケタニ 1122001028569 WEB 広告を活用した集客促進及びPR動画による販売

2804 大阪府 中村電設株式会社 1120001008269 継続した受注獲得に向けたオンライン商談体制の確立

2805 大阪府 橋本ぶどう園 セルフレジ自動精算機による感染症対策

2806 大阪府 アーキアキカゼ株式会社 2120101056514 コロナ対策と営業強化の為、ＨＰ強化と事務所のリフォーム

2807 大阪府 森鋼材株式会社 5120001047940 オンライン展示会サイト構築で顧客開拓と非対面への転換

2808 大阪府 有限会社カーメイクアートプロ 8120102012650 カーメンテナンス商品のECサイト構築、SNS活用で販路開拓

2809 大阪府 はる社会福祉士事務所 ICTを使用した介護離職防止のためのサービス拡充

2810 大阪府 株式会社リトモ 2140001072535 Withコロナ時代に対応した餃子と串カツのテイクアウト販売

2811 大阪府 日本ドラコム株式会社 9120901035628 非対面化によるコロナ対策と採用活動の活性化

2812 大阪府 株式会社ＡｎｎｏＤｏｍｉｎｉ 9012403004130 不動産売買と賃貸の両方でオンライン化しコロナを乗り超える！

2813 大阪府 ジェシーラジア合同会社 8120003017220 ECサイト開設による新規販路・新規顧客開発事業

2814 大阪府 中本鍼灸・整骨院 コロナに負けない！非対面的な働き方の導入及び改善事業

2815 大阪府 株式会社ＡＳＨ＆ＣＯ．ＦＡＲ　ＥＡＳＴ 1120001119578 新規サービスのオンライン見積もりシステムの導入と広告

2816 大阪府 オステリアルッチ ネット販売増販に係る新規設備導入・販売数増産計画

2817 大阪府 おうちカンパニー株式会社 3120001224137 対人接触時間を削減できるオンライン要望シート活用事業

2818 大阪府 株式会社勝福技建 2120901044726 下請け依存からの脱却を目指す、工事・採用の相談システム

2819 大阪府 株式会社アージュクレエ 7120001140776 ECサイト導入によるオンライン販路開拓事業

2820 大阪府 ＣＲＹＳＴＡＬ 巻き爪ケア商品のECサイト構築及びオンラインサポート事業

2821 大阪府 Ｔｅｒａｈｓａｌｏｎ　Ｊｅｗｅｌｌｒｙ 自己免疫力を高め健康で美しい体を自ら作るテラヘルツ温熱サロン

2822 大阪府 Ｍ’ｓ　ｃｌｅａｎｉｎｇ オンライン見積受注のシステム付ＷＥＢサイトの導入で安全に販路

2823 大阪府 山本建装株式会社 9120101051723 塗料の非対面型小売り販売のためのECサイトの新規作成

2824 大阪府 合同会社こころナース 5120003018568 新規事業PR用のチラシ＆ホームページ作成

2825 大阪府 株式会社ＭＰＣ 3122001020342 オンライン展示会と自社HPでのVR工場見学で新規顧客を獲得

2826 大阪府 永和電気工事株式会社 9120101042128 商談、面接のオンライン化

2827 大阪府 ブリューパブスタンダード株式会社 4120001209896 小規模醸造所開発事業とOEMビール製造のオンライン受注

2828 大阪府 ＥＭＵＤＡＹＳ キャンドルEC販売の為の商品開発とPRで非対面型事業への転換

2829 大阪府 株式会社谷口商店 8120001169591 自社オリジナル製品EC販売のための店舗改装・販売システム構築

2830 大阪府 株式会社Ｓｈａｐｅ 3120001128230 ポストコロナにおけるIT導入による事業拡大と人材採用の実現

2831 大阪府 ＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ　ＦＵＴＵＲＥ合同会社 1120003011411 オンライン英語学習講座新設のためのシステム・コンテンツ構築

2832 大阪府 株式会社みのり 8130001039629 ＨＰ改修とＰＲ動画作成で推進する非対面型営業体制の実現

2833 大阪府 福工業株式会社 4120101023693 各種オンラインツールを活用するための、CMS導入事業

2834 大阪府 株式会社アカギ 8120001199011 毎年1万食消費される白湯ラーメンを冷凍自販機で販売し販路拡大

2835 大阪府 株式会社クリエイティブ・フォーカス 8120001217012 オンライン面談(商談)システムを取り入れたホームページの導入

2836 大阪府 ホルモンちはら オンラインツール導入によるコロナに負けない焼肉屋の実現!

2837 大阪府 うつみや 食品自動販売機を利用した非対人非接触型の24時間稼働飲食店舗

2838 大阪府 柿木電気株式会社 2122001015194 非対面型ビジネスモデル　ホームページ＆業務管理システムの構築

2839 大阪府 有限会社あさくら 8120002060709 地域に愛される老舗子ども服店の存続プロジェクト

2840 大阪府 まつだかんぱにー 魅力的なHPへのリニューアルとSNSの活性化

2841 大阪府 株式会社デジック 2122001019344 ホームページの改修とオンライン営業による販促活動

2842 大阪府 株式会社シーズエスト 1120101023622 最新施術用装置を用いた新サービスで、売上UPと感染防止対策！

2843 大阪府 株式会社ビフォート 4122001028616 自社ホームページで販路拡大を行うためのホームページの改修

2844 大阪府 ジプソフィア DX活用によるアパレルECのリピート率向上と新規顧客獲得事業

2845 大阪府 株式会社フェイスオプティック 5120001052800 非対面で眼鏡が購入できるオンラインストア開設

2846 大阪府 エヌテック 新ITシステム導入による直接営業と採用活動の活性化

2847 大阪府 株式会社シーキューブ 7122001018696 ＬＰを活用したＷＥＢ集客システムの構築

2848 大阪府 株式会社美ｏｎｅグループ 8120101064593 会員向けサイトによる新オンラインサービス

2849 大阪府 にちにっか ホームページ制作による認知度向上とオンライン環境整備

2850 大阪府 ＫｔＤ．ｃｒｅａｔｅ 家族で楽しむ世代を超えて新たな創造を生むオンライン配信事業
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2851 大阪府 喫茶セゾン ネットを活用した老舗珈琲専門店のテイクアウト事業

2852 大阪府 合同会社ＬＩＶＥＲＡＬ 8120003017229 不動産事業のオンライン予約ページ作成とSNSによる販路開拓

2853 大阪府 有限会社アルカディア 7120002048762 カー用品のネット通販で非対面ビジネスによる新たな販路を確立！

2854 大阪府 アンジェリク コロナ禍対策としてのおうちでポーセラーツ事業の開発

2855 大阪府 オリンピアサンワーズ 非対面型インソール作成のシュー・フィッティング・サービス

2856 大阪府 株式会社ＡＳＵＫＡ 1120001125576 小規模店舗などのユーチューブ等の宣伝用の動画コンテンツ制作

2857 大阪府 株式会社Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ 2120101027382 自社ECサイトでの販売で感染予防しながら新しい売上創出

2858 大阪府 株式会社Ｍｓ 8120001194160 広告戦略の見直しによる自社集客の強化

2859 大阪府 ビューティーサロン　ハル 売れ筋商品や独自商品を軸に物販事業を EC サイト構築で強化

2860 大阪府 由義建設株式会社 7120101051072 オンラインシステム導入により営業能力強化実現!!

2861 大阪府 匠工房合同会社 9120003015958 ネット販売事業拡大のため新規機材導入及びホームページ制作

2862 大阪府 株式会社住友ＨＤ 6120001234942 非対面で完結するオンライン起業お祝いサービス事業

2863 大阪府 株式会社モイスティーヌ大阪ａｌｕｅ 5120101023528 オンラインを活用した非対面型無料体験の実施

2864 大阪府 株式会社ダンドリ 8120001170509 補聴器パーツのネット通販強化による新たな販路を開拓する！

2865 大阪府 よもぎ蒸しａｎｄ美ボディＳａｌｙ 完全非対面「セルフよもぎ蒸し」導入による、顧客サービス向上

2866 大阪府 株式会社秋田宅建不動産 1122001012300 水回りリフォームパック展開による新規顧客獲得増加計画

2867 大阪府 かさはら社会保険労務士事務所 オンラインでおこなうパワーハラスメントセミナー

2868 大阪府 株式会社サンリーラ 4140001073110 VR技術を駆使し、オンライン心理カウンセリングを身近な存在へ

2869 大阪府 アメリビューティスタジオ 今のうちにこっそり歯を白く！歯のセルフホワイトニング

2870 大阪府 田中　裕子 老若男女のヘア・まつ毛をエイジング・生成！販路開拓

2871 大阪府 株式会社ハッピーエデュケーション 5120001161510 コロナ禍で不登校の生徒にも対応！非対面型HPの構築

2872 大阪府 Ａ’ｓ株式会社 8120001219297 自社オンラインサロンのWEBサイトを作成し事業継続を目指す

2873 大阪府 株式会社オランジュプリュス 1120001171158 グルテンフリー商品ホームページによるオンライン販路構築

2874 大阪府 有限会社中上商事 8120002058868 自社ブランドECサイトで利益率向上と新規顧客の開拓を目指す

2875 大阪府 ショウタ オリジナル5種類鰹節と高級醤油のネット販売促進による売上回復

2876 大阪府 株式会社フリーズ 3120001013531 ECサイト構築によるオリジナル商品の非対面販売実現と販路拡大

2877 大阪府 ｉｎｃａ 女性の幸せの輪を広げるプロジェクト

2878 大阪府 株式会社Ｌａｕｇｈａｌｌ 9120001225311 オンライン無料カウンセリングの実施による販路拡大

2879 大阪府 株式会社グランド・ダイニング・フィフス 4120001143922 韓国式セルフオーダーシステムの導入で、より韓国の再現を

2880 大阪府 合同会社木村 6120003013766 オンラインでの顧客獲得と非対面カウンセリング施策

2881 大阪府 コロケーションリサーチ株式会社 6120001168835 オンライン予約の導入による非対面商談アポイント取得計画

2882 大阪府 Ｓｅａ　Ｂａｎｋ株式会社 8120001176200 巣ごもり需要等に対応した通販業務の拡大による売上アップ計画

2883 大阪府 株式会社ジャストリンク 7120901028501 WEB上で登録から掲載まで全て完結する求人サイトの構築

2884 大阪府 エル行政書士オフィス HP作成による販路拡大とウィズコロナ時代に対応する相談業務の

2885 大阪府 株式会社Ｏｗｌｙ 6120901045101 バーチャルネイティブ企業の活動空間としてのWebサイト構築

2886 大阪府 個別学習塾はるのき オンライン対応ツールによる新プログラムとそのＰＲ事業

2887 大阪府 大和建設株式会社 2122001016795 直接受注を獲得するオンライン訪問サイト“家SACHI”の運営

2888 大阪府 Ｐａｒａｎｅｍｉｓｔａ 脱毛機導入によるセルフ・オンラインメニューでの販売促進事業

2889 大阪府 株式会社ＩＸＩＺ 9120001213869 除菌業務と抗菌商材取扱い開始に伴うクライアント種別の拡充事業

2890 大阪府 家庭教師のファミリア ホームページ作成による自社の強みの発信力の強化事業

2891 大阪府 つるはし食品 添加物を使用しない本場キムチのネット販売

2892 大阪府 合同会社ＧＤＩ 3120003017365 自社飲食店提供メニューをパッケージ化した商品の非対面販路開拓

2893 大阪府 ＣＬＥＩＯ コロナ禍を乗り切るためのオンラインを活用した婚活事業の強化

2894 大阪府 株式会社閃光 2120001175109 ペット用品やペットオリジナルグッズのECサイト制作

2895 大阪府 バーエム オリジナルウィスキー／ワインのネット販売を開始

2896 大阪府 株式会社バンステーション 7120001069165 オンライン面談予約・顧客管理システム導入のwebサイト構築

2897 大阪府 株式会社ミヤタ 3120001070952 クラファンでマスクカバーを開発・販売して感染症対策に貢献

2898 大阪府 聖起産業 オンラインサービス導入による対人接触機会の減少と新規顧客獲得

2899 大阪府 株式会社明日への希望 4120001173606 オンラインにて子育て支援の情報発信&生活サポートを致します

2900 大阪府 プラスデザイン 女性に働く環境を！　業界に活気を！
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2901 大阪府 株式会社リーＢＥＳＴ 8120001187115 リモートワーク用リフォームＨＰ作成とオンライン窓口開設で販促

2902 大阪府 株式会社ネクシアス 8120101061797 オンラインを活用したショールームの設置及びECサイトの構築

2903 大阪府 株式会社アルック 1120101027706 自社ＨＰの開設と非接触型サービス導入による新規顧客開拓事業

2904 大阪府 株式会社キレイシア 7120001228563 予約サイト新設による売上増加と宣伝による新規販路開拓

2905 大阪府 マツモト理美容株式会社 6120901012068 感染防止対策の設備導入と広報ならびにwebサイトの構築

2906 大阪府 株式会社フルテック 5120901041729 自社の強みを活かした新事業展開

2907 大阪府 株式会社共同自動車 8120001017263 【非対面】【非接触】２４時間レンタカー貸渡システムの導入

2908 大阪府 岡田機工株式会社 9122001017993 カスタマイズ機械等のECサイト構築による新規開拓

2909 大阪府 合同会社Ｂｉ 3120003014965 働く女性の美容と健康をサポートするECサイト構築

2910 大阪府 ｂｕｙｂｕｙ　ｌｉ－ｂｅ 物販コンサルのオンライン化のマニュアル動画とホームページ制作

2911 大阪府 ＭＪＧＹＭ セルフ脱毛機器導入で感染対策を徹底し、MJ美Body事業

2912 大阪府 アイシップ株式会社 5120001233920 オンラインで物件内覧と商談を可能にするホームページの構築事業

2913 大阪府 株式会社ライフアクティベーション 7120001240700 WEBを用いたコロナに影響されない新たな販路の拡大

2914 大阪府 株式会社ユニティ 2120001104612 知育アプリ「あそんでまなぶ！for school」のＰＲ事業

2915 大阪府 丹後屋酒店 対人接触機会減少のための新型自動販売機の導入と弁当販売の開始

2916 大阪府 ＫＯＨ－ＧＥＮ　ＲＥＣＯＲＤＳ レコードCDショップのウェブ販売展開強化のための事業

2917 大阪府 ＨＡＮＵＲｕ プリントスイーツなどのECサイトでの販売

2918 大阪府 コエル株式会社 8120001196124 非対面の新事業。生活のトータルサポートを行うサービス。

2919 大阪府 フェニックス SNS及びLPを活用した非対面での販路開拓事業

2920 大阪府 アーブルドボーテ 最新多機能痩身美顔器導入によるセルフエステ販路開拓

2921 大阪府 株式会社ブリングアップ 5120001171311 オンラインを活かしたEC物販とオンライン集客

2922 大阪府 株式会社キャリッジ 7120001176721 リクルート業務のデジタル化でベストな求人マッチングを実現する

2923 大阪府 ｓｍｉｌｉｎ’　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｕｎｓｈｉｎｅ オンラインショップ強化に向けたホームページ改修と新商品開発

2924 大阪府 株式会社Ａｎｅｌａ 6120001193098 シャワーヘッド「La-nano」のPR及び通信販売事業

2925 大阪府 並河はり灸院 DX ツール導入によって実現される患者データの一括化・顧客拡

2926 大阪府 合同会社ＫＡＷＡＢＡＴＡ 6120003014938 ECサイト構築し、実績豊富なカラオケ機器の販売で売上向上

2927 大阪府 株式会社デザイナー 9120001226879 オンラインのサービス提供による満足度向上と対人接触機会の削減

2928 大阪府 野寄葉月 女性をターゲットにしたオンラインサロン運営の仕組み作り

2929 大阪府 Ｓｏｌ株式会社 7122001027499 リモートシステムを組み込んだ自社ホームページの構築で売上向

2930 大阪府 サクセスクルー株式会社 9140001091181 ネット完結型。小規模事業承継まるごと相談カウンター

2931 大阪府 合同会社ＴＳテクノ 9120903002700 デジタルプラットホーム構築による企業間マッチング、販売代行業

2932 大阪府 株式会社Ｒａｙｓ　Ｐｒｏｄｕｃｔ 3120001161834 既存事業との相乗効果も狙う新たな化粧品ECサイト販売事業

2933 大阪府 下城鍼灸院 WEB問診で対人接触機会を減少させHP作成で認知度向上に繋げ

2934 大阪府 なかつかんぱにー 漫画動画の配信を内製化！自社WEBサイトの構築と運営事業

2935 大阪府 Ｌｉｎｓ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 6120001215678 万全なウイルス対策内装工事で安心安全！ウイルスは外、人は内！

2936 大阪府 ヒーローズジム オンラインでのパーソナル指導、カリキュラム作り及び業務効率化

2937 大阪府 Ｓｏｐｈｉａ 訪問美容に特化した美容整骨師育成オンライン授業サービス

2938 大阪府 ヴィス コイン式ワインサーバーによる非接触型ワインサロンの併設

2939 大阪府 ディージェイバーオトオト デリバリー参入に向けてのトゥクトゥク事業

2940 大阪府 アンフェ 高齢者向け断捨離／便利屋ビジネス

2941 大阪府 株式会社ユーテック 7120001239528 ホームページ開設と対人非接触型業務形態の取り組みを告知する事

2942 大阪府 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ｂａｒ　ｃｈｉｋｉ－ｃｈｉｋｉ 顧客を増員しながら対人接触機会を減らすシステム導入事業

2943 大阪府 株式会社ａｏ 7120001231749 ハードワークなエンジニアの健康を支えるためのネット販売事業

2944 大阪府 株式会社オールウィン 2120001125484 DXを推進し顧客との面談回数削減システムの開発・導入

2945 大阪府 ＡＳＡＫＡＲＩＮ ライフプランニングの観点からみるオンライン防災対策サービス

2946 大阪府 関西衡機株式会社 7120001019921 非対面型営業ＢｔｏＣ開拓の為のＥＣサイトの開設

2947 大阪府 ＧＲＯＷ税理士事務所 ～クラウド会計推進計画～税務リテラシーの向上×効率UP

2948 大阪府 わいわいＮｙ YouTubeチャンネル認知拡大のための映像コンテンツ作成

2949 大阪府 ホワイトプロジェクト オンラインを活用した非対人接触サービスで販路拡大！

2950 大阪府 ＧＥＬ サイズフィッティングが行えるECサイト構築・広告宣伝事業
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2951 大阪府 株式会社ジリリータジャパン 8120001241870 「事業再構築研修」のコンテンツ動画の企画・制作事業

2952 大阪府 ＢＡＳＥ株式会社 3120901045021 人生百年時代、オシャレに元気に動く体を手に入れよう

2953 大阪府 株式会社あさでん 6120101046841 自社 EC サイト構築、実績豊富な取扱家電を拡販し売上向上

2954 大阪府 ゆうわ国際管理事務所 成年後見契約業務専門HP作成による新規顧客開拓

2955 大阪府 あお鍼灸整骨院 オンラインダイエットサポート

2956 大阪府 株式会社ＴＥＮＲＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 8120001233249 対面減少テイクアウト事業開始による、認知度＆売上向上計画

2957 大阪府 株式会社ＪＯＬＩＥ 6120001232681 美容関連商品によるコンテンツマーケティングの完全非対面化

2958 大阪府 日高アクリル工芸株式会社 7120101035182 オンライン受注サイト導入による販路開拓

2959 大阪府 税理士法人ＬＩＮＫ 1120005020229 外資系向け日本進出の税務サポート等に関する専用Webサイト構

2960 大阪府 白原コンサルティング事務所 感染リスクの低減と営業強化の両立を目指したシステムの導入

2961 大阪府 行政書士エム・ワイ・ジェイ事務所 ホームページ及びオンラインサロンの整備による販路拡大

2962 大阪府 アール・エム総研株式会社 1120901036443 オンライン型経営塾講座のWEBサイトシステムの構築

2963 大阪府 有限会社フィッシング・ブレーン 4120002058582 定期刊行物と連動したウェブサイト開設

2964 大阪府 花あそび 生花の定期配達のための会員制サブスクサイトを作成し売上向上

2965 大阪府 大信印刷株式会社 2120001066514 新規顧客獲得のためのWEBサイトとオンライン営業構築

2966 大阪府 エーエフエー・インターナショナル株式会社 4120001098043 PR動画によるペット用サプリメントの非対面営業の推進

2967 大阪府 株式会社ウエダ美装 1122001000767 老舗看板制作会社のECサイト構築による販路拡大

2968 大阪府 ｌｅｇａｍｉ株式会社 7122001030172 WEBによる特殊ノイズフィルターの周知及び非対面での集客

2969 大阪府 株式会社エイムズ 8120001061229 セルフ脱毛導入による新規事業展開

2970 大阪府 ホームアスリート株式会社 8120001185688 美容サロンと不動産事業のコラボによる新規顧客開拓事業

2971 大阪府 マーケ事務所 オンライン受構の導入及びインターネットを活用した広告宣伝

2972 大阪府 心理カウンセリングルーム　幸せサロン コロナで苦しみ、冷えた心を温めるオンラインカウンセリング

2973 大阪府 台日商事株式会社 4120001196004 ウェブ集客によるオンライン転職面談の実施

2974 大阪府 Ｐｕｒｃｈａｓｅ＆Ｐｌａｎｎｉｎｇ オンライン買取査定の導入で対人接触機会の減少と販路拡大事業

2975 大阪府 高槻みなみ整骨院 お客様離れをネット集客で取り戻す！

2976 大阪府 相野高子 ポストコロナにおける売上向上の為の動画作成及び販売強化事業

2977 大阪府 ＣＰＡ西技術士事務所 ECサイト構築による地域特産品の国際販売

2978 大阪府 松浦鍼灸院 消毒可能なステンレス製ネックレス製作と楽天でのネット販売

2979 大阪府 株式会社丸金 9122001032398 塩ビ管を非対面で仕入れ、再生材として販売し環境、経済に貢献！

2980 大阪府 マックリン 事業のオンライン化と新規販路の開拓

2981 大阪府 ダイマツトータルシステム株式会社 1120001169656 WEB予約とデジタルサイネージ広告でワーケーション需要を取込

2982 大阪府 株式会社ＲｅＡｓｓｅｍｂｌｅ 4120001212751 オンライン見学会・説明会の実施とPR動画による新規顧客獲得

2983 大阪府 株式会社希心 4120001239729 ヴィンテージ・オリジナルジュエリーのオンライン販売事業

2984 大阪府 株式会社アミカ・エコテック 2120001033217 新規商材（バブルマイスター・ビーライフ）のプロモーション

2985 大阪府 Ｒｅｎｃｏｎｔｒｅ 遠赤外線ドーム等非接触施術ツールの拡充

2986 大阪府 ワイズ株式会社 7120101053845 人が繋がり、暖かさを作る、オンライン外壁リフォーム事業

2987 大阪府 ファイヤーワークス株式会社 3120001165661 フィルムカメラをスマートフォンでデジカメにアップサイクル。

2988 大阪府 株式会社Ｇａｕｄｉ 5120001232030 非対面型オンライントレーニングのWEB活用戦略

2989 大阪府 石切宮田整体院 オンラインでの予約と簡易問診で対面接触時間減少事業

2990 大阪府 戦国大統領 ライブ音響より映像撮影・録音をポストプロダクション化

2991 大阪府 共栄合金鋳造株式会社 7122001001941 新材種ステンレス製品の顧客開拓と広告宣伝のインターネット活用

2992 大阪府 株式会社リブラハウジング 4120001232196 自社独自の不動産買取査定システムの構築

2993 大阪府 ラウンジゆらり 手洗い場の設置による対人接触機会の減少＆顧客満足度の向上

2994 大阪府 信和コンサルティングオフィス 対面機会減少を実現するホームページの構築、およびPR強化事業

2995 大阪府 Ｓｕｎ＊ｌｉｆｅ 恋愛塾講師育成WEBサイト制作

2996 大阪府 株式会社ＭＡＳ 7122001031633 ECサイトで専任施工のマサコートを軸に拡販し売上向上

2997 大阪府 一口笑 自社ECサイトの構築により非接触で販売および販路開拓

2998 大阪府 株式会社ＬＩＮＣＡＨ 6120001240750 完全個室のトレーニングジムの開設及びオンライン予約の導入

2999 大阪府 どうゆー EC販売を強化し、更なる他社との差別化を作る！

3000 大阪府 コネクトイノベーション株式会社 3120901038264 自社通販サイト構築で利益率改善
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3001 大阪府 株式会社やさしい保険 3120001241875 WEBサイト新設による非対面型ビジネスの実現・販路開拓事業

3002 大阪府 マンガ屋工房 マンガ広告の全国展開！販路拡大のための新規サイト開設へ！

3003 大阪府 氷室裕之 未来の資産形成のためのオンラインセミナー

3004 大阪府 後藤　勇介 プロモーションコンソーシアムの窓口サイトによるオンライン集客

3005 大阪府 株式会社善木 5120001006673 非対面型融資業務システム導入による貸金業の低感染リスク型経営

3006 大阪府 日之出国際交易株式会社 3120001184496 Alibaba.com、オンライン展示会への出展

3007 大阪府 香の華 デリバリー、ＨＰ作成による新規顧客獲得

3008 大阪府 アースエナジー 無人展示会実施で企業との契約獲得を図る戦略指導の享受

3009 大阪府 ラフターボディーワークベース 「ヨガ・ピラティス」オンラインレッスン販路開拓プロジェクト

3010 大阪府 ＭＩＭＯＳＡ漢方薬膳 対面販売からのビジネス転換！ホームページ開設事業

3011 大阪府 株式会社やわらぎ 7122001026286 オンライン型フィットネス事業への事業転換

3012 大阪府 株式会社Ｔｅａｍアビック 2120001221985 無人衣類販売店舗「ORAN」の開店・PR

3013 大阪府 有限会社インタートランス 7120002062664 完全非対面型オリジナル教材の販売とWEB学習サービス事業

3014 大阪府 株式会社ｐｅｔｉｔｅ　ｐｅｒｌｅ 8120001241739 「SNSからお客様がスムーズに商品を購入できるECサイト制作

3015 大阪府 堰印章店 コロナに対応した店外販売と配達・製造からで利益率UP

3016 大阪府 ＴＩＡＭ ランディングページを活用したインターネット注文の実現

3017 大阪府 株式会社Ｈｏｔ　Ｄｒｅａｍ 6120001234645 ＳＮＳ戦略とＥＣサイト構築によるオーダーメイド野球グラブ販売

3018 大阪府 デュアルプランニング 有料月額コンテンツオンラインサロンの開設

3019 大阪府 株式会社ＩＢ帰国塾 5120001241824 IBオンライン授業で志望大学合格及び学校の成績アップ事業

3020 大阪府 野口商店 粉もんテイクアウト専門店事業

3021 大阪府 合同会社ＴＳＵＮＡＧＩ 2120003020519 オンラインでの米粉のお菓子作り講座構築と焼き菓子の販路開拓

3022 大阪府 鮨美菜月 高級鮨を自宅で楽しむ出張鮨サービスと感染拡大防止の内装工事

3023 大阪府 株式会社Ｓａｌｏｎｄｅ．Ｋ．Ｌｉｅｎ 3122001035340 WEBによる遺品整理の相談受付及びECサイトでの古物買取販売

3024 大阪府 株式会社ＫＩＴ 5120001216933 E Cサイトで美容商材のデパートメントストア

3025 大阪府 株式会社まころ企画 1120101058387 ネット通販参入によるクッショントランポリンのネット販売と宣伝

3026 大阪府 株式会社トレスメモリア 2122001034715 「買取専門店大吉　河内松原店」認知度UPのための広報サイト制

3027 大阪府 エッヂプレイス 全ての人たちへ予約が簡単で参加出来る出会いの場所を提供

3028 大阪府 合同会社さぷりぷらす 3120003018470 飲食店向け“補助金・助成金”の情報サイトを開設する

3029 大阪府 株式会社Ｔｅｌｅ　Ｂｒｉｄｇｅ 9120001241291 全事業テレワーク推進の運営・管理業務

3030 大阪府 岡腰幸治 キッチンカーによる感染症対策を考慮した移動販売事業展開

3031 大阪府 ＥＭＩＥＬＤ株式会社 1120001239517 コロナ禍におけるWEBサイトを活用した集客拡大プロジェクト

3032 大阪府 エラフリー 『短時間でも効果を実感！お手軽エステ』×お家ケアとネットPR

3033 大阪府 ピース おうち飲みセット始めました！

3034 大阪府 浪芳庵株式会社 5120001086278 オフィシャルサイト（店舗サイト）とECサイトの構築

3035 大阪府 ＳＨＯＷ－ＣＯＭＰＡＮＹ オリジナル作品アニメーション化の試作と感染拡大防止の環境整備

3036 大阪府 Ｂｒｉｅｓｉｒａ リラクゼーションサロンへの非対面集客事業

3037 大阪府 株式会社Ｒｅｍｉｎｄ 5120001218186 ポータルサイトを用いたオンライン人材紹介・営業研修

3038 大阪府 特定非営利活動法人クラウドファンディングプロデューサー協会 7120005017764 「オンラインサロン」のサイト構築事業

3039 大阪府 あすらいと株式会社 2120001196071 コロナに負けない！新たな集客方法による新規顧客獲得

3040 大阪府 株式会社プロモート 8120901040991 助成金活用診断＆オンライン見積もりシステムの導入と広告

3041 大阪府 ルーツインターナショナル株式会社 9120001192691 アパレル業新企画及び非対面販路開拓

3042 大阪府 ディー．アスピレーション株式会社 3120001140004 わんちゃん愛好家向け専門サイトの開設による広告販売事業

3043 大阪府 ウィザードマコ 対面とオンラインのハイブリッド型サービス提供での販路拡大

3044 大阪府 キムラオフィス 安心、安全なオフィスでコロナ危機突破。

3045 大阪府 パノラマ珈琲 パノラマ珈琲webサイト・オンラインショップ作成事業

3046 大阪府 株式会社ナチュラルネットワーク 2120001229938 戦略立案から運用代行まで行うSNSマーケティング事業

3047 大阪府 合同会社アステラス 4120103002043 スパイス料理のテイクアウト＆体に優しいお菓子のネット販売事業

3048 大阪府 ビーイナフ株式会社 2120001235655 施主、工務店情報自動マッチングシステムによる対人接触機会減少

3049 大阪府 株式会社マインドアイ 9120001121122 オンラインコンサルティングメニューの開発・販売促進事業

3050 大阪府 ＨｉＲｏｓｅ針灸院 医食同源をコンセプトとした健康商品を新たに販売する事業
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3051 大阪府 ヘッドスリープ ホットペッパービューティー導入で完全オンライン予約制サロンへ

3052 大阪府 Ｃａｒｄｏ アナログ世代がスマホ機能を使いこなせるスマホネットサポート

3053 大阪府 三宝ケミカル株式会社 6120001242615 洗浄剤や除菌剤のOEM製造提案およびそのオンライン営業事業

3054 大阪府 株式会社Ｉ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 7122001031121 マルチパーパス企業のECサイトによる販路開拓と経営安定化

3055 大阪府 アイバオ 商品の企画・販売を行い、価格競争に負けない店舗経営を目指す

3056 大阪府 リュノン 【リュノン】ピンチをチャンスに！利用控え客を新規客にする

3057 大阪府 ＧＳオート 中古車の下見、購入をリモート、非接触化する事業

3058 大阪府 合同会社ＣＯＲＯＮＡＰＨＯＥＮＩＸ 4120003018148 3900円でお店を応援できるポストコロナ新サービス開始

3059 大阪府 荒谷英子マイン 自宅でできるフェイシャルエステと健康な体づくりサロン

3060 大阪府 レインパートナーズ 非対面型オンライン面談システムによる就職支援事業

3061 大阪府 リンクアップ コロナ禍でも負けないWEBによる完全非対面式営業システム構築

3062 大阪府 株式会社ＣＯＳＨＵＵ 5120101061024 オンライン集客と顧客対応スキームの強化事業

3063 大阪府 ぷぅすけＷＥＢ 完全非対面で完結できる、オンライン広告の実施

3064 大阪府 株式会社ＬｏｏＬ 3120001237601 介護事業所間で密に交流できるポータルサイトサービス

3065 大阪府 有限会社プラカシュ 5120002038443 カウンセラー養成講座の動画作成・申込LP作成・ネット広告事業

3066 兵庫県 株式会社ボンドデザイン 7140001089839 持ち帰りスイーツ事業

3067 兵庫県 株式会社フルーヴ・ドレ 9140001097419 キッチンカー導入による、移動式まちの保健室事業の更なる拡大

3068 兵庫県 神戸教育企画有限会社 8140002006858 非対面低感染リスク及びペーパーレスオンライン化アプリの開発

3069 兵庫県 株式会社イースプランニング 5140001073869 オリジナル商材の販路開拓に向けた非対面式販売システムの構築

3070 兵庫県 美々也 自宅で簡単に焼ける真空パックもんじゃ焼きセットの販売

3071 兵庫県 株式会社柔 2140001112506 ヘルシーなオリジナルお好み焼き粉のテイクアウト開始で売上強化

3072 兵庫県 木俣薫 陶芸作品販売のECサイト新設による販路拡充

3073 兵庫県 株式会社リング 7140001015563 コロナに適した居酒屋事業のデリバリー対応とWEBでのPR

3074 兵庫県 有限会社トーメー 7140002044834 害虫駆除 DIY キットのリアル遠隔指導眼鏡カメラ導入事業

3075 兵庫県 株式会社正興商会 4140001003570 宝飾品の通信販売開始による販路拡大及び増収計画

3076 兵庫県 株式会社ＣＯＳＴＡ　ＢＬＵＥ 9021001010663 バーチャル空間での疑似海外旅行体験

3077 兵庫県 ＪＵＡＮＡ テイクアウト商品を主とした販売拡大事業

3078 兵庫県 株式会社婚礼センター 8140001007741 婚活サポートの非対面化とオンライン研修の展開による新規集客

3079 兵庫県 はる鍼灸整骨院 オンラインで産前産後の女性を優しくサポート

3080 兵庫県 協和建物管理株式会社 4140001000295 ビルメンテナンス業の強みを活かした光触媒抗菌事業の販路開拓

3081 兵庫県 藤本水産株式会社 7140001085334 生産工程の一部分散化による対人接触機会の減少

3082 兵庫県 アマルガムビルヂング食堂ネオエビス店 専門店の味が楽しめるテイクアウト珈琲事業開始による顧客獲得

3083 兵庫県 直太郎 高たんぱく質・低糖質の冷凍弁当をECサイト販路開拓

3084 兵庫県 ニューフィールド株式会社 8140001105330 離乳食販売のECサイト制作とインターネット広告による認知獲得

3085 兵庫県 ハチズキッチン オンラインによる健康管理の食生活サポートコンテンツ新設

3086 兵庫県 合同会社Ｈ．Ｌ．Ｓ． 4140003010342 接触機会減少と従業員顧客満足度の向上を目指して券売機導入

3087 兵庫県 ペットの未来クリニック オンラインでペットの悩みを解決！24時間Ｑ＆Ａ動画の配信事業

3088 兵庫県 株式会社Ｄｉｍｏ 2140001046357 マーブル会員専用サイト構築によりオンライン催事開催

3089 兵庫県 Ｌａ　Ｔａｃｈｉ 当店の焼き菓子が全国に認知されることを目指す第一歩の事業

3090 兵庫県 贔だしや 冷凍自動販売機導入計画～行列のできるお店の味をいつでも提供～

3091 兵庫県 藤本勝巳織布有限会社 6140002062093 ECによる有機食用米や播州織の生地販売での販路開拓

3092 兵庫県 マヤ工業株式会社 6140001002538 Web会員ページ・電子カタログの制作による対人接触機会の削減

3093 兵庫県 株式会社原田光明堂 4140001060810 姫路仏壇の伝統技術を生かした箱型仏壇の製造・非対面販売事業

3094 兵庫県 マーヴェリック VR動画を用いたメイクスクールとメイク用品のECサイト構築

3095 兵庫県 株式会社Ｉｎｋｌｉｎｅ 9140001087080 子どもたちと職員の接触を避けるための新たなスペースの確保

3096 兵庫県 昭和の風　焼肉しんちゃん ＤＸ化による非接触での人材育成と業務効率化の推進

3097 兵庫県 ３ｔｏ ECサイトを利用した法人専門配達弁当の受注販売

3098 兵庫県 有限会社ケーキハウスニシモト 2140002054342 混雑解消と業務効率化のためのセルフレジ導入事業

3099 兵庫県 佐藤商店 全自動餅搗機導入による対人接触機会の減少と生産性の向上

3100 兵庫県 有限会社まるはん 4140002043541 新しい生活様式に対応した無人店舗販売による直販事業の開拓
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3101 兵庫県 株式会社植伸建設 5140001110804 営業 DX ツール導入で感染対策と案件獲得を実現

3102 兵庫県 オーベルジュ　アルビレオ　天文台 スキー用具貸出プロセスの改善と宿泊施設感染対策による集客事業

3103 兵庫県 学研　舞多聞教室 子ども及び保護者向けのオンライン教育の構築と販路拡大

3104 兵庫県 中野潤 新商品の開発と加工機械の導入、ECサイトを活用した販路拡大

3105 兵庫県 株式会社特選倶楽部コーポレーション 4140001057022 牛肉に合う日本酒「牛と鉄板」と神戸牛のECセット通販

3106 兵庫県 ｒｉｓａｃｏｌｏｒ ホームページ開設による非対面新規サビースの開発

3107 兵庫県 合同会社Ｒａｉｎｍａｎｓ 6140003013104 保護者側と園側の対人接触機会の減少に繋がる新規事業の広報強化

3108 兵庫県 濵口商店 野菜粉末さらだ粉のオンライン販売・量産体制構築による販路開拓

3109 兵庫県 ｍ－ａｌａｍａ　ｈａｉｒ 感染症対策、完全入れ替え制の新店舗オープン

3110 兵庫県 香房たかさご食彩縁 対人接触機会減少のための業者卸への特化と独自商品の開発事業

3111 兵庫県 文結い オンライン文章サポートサービスの構築に伴う新規事業展開

3112 兵庫県 番馬亭 秘伝のカレーそばを御自宅でも。番馬亭の冷凍宅配事業。

3113 兵庫県 Ｋビルドファーム ホームページ開設による非対面型住宅コンサルティング事業

3114 兵庫県 松崎農場 ホームページ制作、パンフレット制作による新規顧客獲得計画

3115 兵庫県 株式会社アールワイズ 4140001029830 企業研修用コンテンツのオンライン化に伴う新規事業展開

3116 兵庫県 株式会社秋山塗工 8140001103680 「NAYA」のECサイト構築による非対面販売促進

3117 兵庫県 ケーズ進学セミナー チラシとWEBでオンライン指導コースのアピールと商圏拡大

3118 兵庫県 有限会社フレッシュきたの 1140002069894 感染対策及び売上向上のため、テラス席の設置事業

3119 兵庫県 睦麗書道教室 写メ添削事業の実施による非接触対応の取組強化と利益増加

3120 兵庫県 Ｈａｐｐｙ－ＭＣ オンラインでの経営相談を含む各種相談サービス、動画講座配信

3121 兵庫県 株式会社神農 3140001055332 顧客情報とビジネス文書のデジタル管理による生産性向上

3122 兵庫県 ねばーらんど 元世界ランカーボクサーが始める「パーソナル ボクシングジム」

3123 兵庫県 スカイ労務事務所 アフターコロナ時代に向けて非対面ビジネスの推進

3124 兵庫県 バーバーショップエース こだわりの理容とセルフ脱毛サービスの複合サロン店へ

3125 兵庫県 淡路島西洋野菜園 新ブランド立ち上げ企画～アウトドアに彩と自然にやさしさを～

3126 兵庫県 株式会社ＮＩＰＰＩＮ 4140001037924 対人接触の機会を大幅に減らす為の電気トレーニング器導入

3127 兵庫県 美的メイク協会 オンラインレッスンの新設による販路開拓

3128 兵庫県 株式会社いま－みらい塾 5140001108609 日本中に非対面の学びを早押しクイズ型eラーニング事業

3129 兵庫県 田幸和純 対人接触最小化新規個室工事事業

3130 兵庫県 光志館 学習指導の非対面化の導入アピール

3131 兵庫県 株式会社倉式ｓｙｓｔｅｍ 9140001101898 リフォームにおけるオンライン見積りサービスの宣伝とツール導入

3132 兵庫県 楽読尼崎スクール オリジナルＨＰ制作で、新規顧客獲得！ 売上３倍の黒字経営へ

3133 兵庫県 合同会社ソレイユ 5140003012164 CMSシステム導入サイト制作でwithコロナ時代に勝ち抜く

3134 兵庫県 株式会社みなみかぜ 8140001098236 ペット画像プリント＆刺繍EC受注のための商品開発とPR事業

3135 兵庫県 ｙｏｇａ　ｆｏｒ　ｌｉｆｅ　Ｗａｖｅ－ｕ 「心理×ヨガ」への新規によるオンライン事業の構築

3136 兵庫県 株式会社ＡＭＤｌａｂ 5140003013583 Revit&Dynamoセミナー

3137 兵庫県 株式会社プラスケー 3120001211663 ２４時間問い合わせ対応及び持続点滴麻酔システム事業の構築

3138 兵庫県 料理屋　かど咲 待望のテイクアウト導入～ご自宅で味わう加古川アレンジ懐石～

3139 兵庫県 株式会社松井工務店 5140001096481 役割の異なるふたつの雑貨事業をECサイトで展開

3140 兵庫県 合同会社ＴＡＮＯＳＨＩ．３ 8140003013936 コーヒー焙煎教室及び移動カフェを行う移動販売車の導入

3141 兵庫県 すが鍼灸治療院 対人接触機会減少訪問鍼灸の構築と健康経営法人へのアプローチ

3142 兵庫県 Ｌｏｕｉｅ　Ｌｏｕｉｅ キッチンカー による販路拡大と認知度向上計画

3143 兵庫県 株式会社キズカ 2140001106045 高齢者向けの非対面・非接触型オンライン買取システムの導入

3144 兵庫県 ハナブサ総建株式会社 7140001118952 建設リフト導入による、低感染リスク型工事プロセス導入事業

3145 兵庫県 北神ロックサービス 飲食店向けSNS広告オンラインコンサルティング

3146 兵庫県 株式会社サンテツ技研 7140001020514 営業活動の省力化に向けたホームページ再構築による売上増加計画

3147 兵庫県 アイズ設計 withコロナにおける高耐震リノベーション設計事業

3148 兵庫県 稲野　美代子 海外メーカーの日本国内クラウドファンディング出展サポート事業

3149 兵庫県 ａｊｕｇａ 淡路島のお花を使ったアロマ事業のブランド化

3150 兵庫県 有限会社スキルボックス 1140002060845 自社製造キッチンカーによる地産食材ハンバガーの移動販売
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3151 兵庫県 有限会社倭坊 7140002036856 クラウド化した事前相談・見積ソフトの導入事業

3152 兵庫県 株式会社イマジネーション 1140001122877 思考力と発想力を育む低感染リスク型ハイブリット塾事業。

3153 兵庫県 トミーデザイン 遠方顧客・同業者へ向けた整理・収納サービスのオンライン展開

3154 兵庫県 株式会社東山学館 2140001037851 オンライン対応可能なコースの設置と広報

3155 兵庫県 株式会社安芸電業舎 8140001112376 高機能空気清浄機のネット販売による売上向上計画！

3156 兵庫県 クレスト株式会社 7140001123663 SNS×ネットショップによる台湾直輸入バイクパーツ販売事業

3157 兵庫県 囲炉裏の宿　豊楽 コロナに負けるな！スマホ対応のHP刷新による集客・販売力強化

3158 兵庫県 株式会社Ｅｓｔａｔｅ＆Ｃｏ． 7140001116493 LINEアカウントを使った非対面サービスの認知拡大と顧客獲得

3159 兵庫県 ポケットエンターテインメント合同会社 7140003009266 ギターのオンライン学習プログラムの開発とPR事業

3160 兵庫県 マヤ商事株式会社 9140001104158 メーカー直販ECサイト制作とWEB広告でBtoC非接触販路拡

3161 兵庫県 ｅｃｌｅｈａｉｒ 完全予約制の骨格補正カットプライベートサロンの広告宣伝

3162 兵庫県 株式会社アースフィール 2140001083029 微生物による永座農法を広める！園芸農業商材販売サイト制作

3163 兵庫県 ＡＩ社労士事務所 メンタル不調予防のための非対面オンラインサロンのHP作成

3164 兵庫県 株式会社ニュープレシャス 1140001104058 既存喫茶事業を活用した接触機会減少に取組むセルフエステ事業

3165 兵庫県 有限会社住吉倶楽部 8140002001776 ECサイトで通信販売、デリバリー本格運用で生き残りを図る

3166 兵庫県 有限会社プロレシオ 3140002068390 ECによる自動車カスタムパーツ販売事業

3167 兵庫県 有限会社アクト 4140002032131 屋外テラス新設で3密回避とインスタ映えによる新規顧客の開拓

3168 兵庫県 合同会社ＮＩＣＯＮＩＣＯＹＡＳＡＩ 4140003009772 新商品の開発と品質管理のためのマニュアル動画制作

3169 兵庫県 島育ち青果 時代にのれ！！ホームページ・ECサイトを用いた販路開拓

3170 兵庫県 株式会社アイゼン 1140001095900 外壁修繕工事のオンライン決済で新規販路開拓を実現

3171 兵庫県 ひろ鍼灸接骨院 地域の皆様をオンラインで徹底サポート

3172 兵庫県 株式会社ショウワ住建 1140001105840 ポスティングに頼らない広告宣伝としてのWEBサイトの拡充

3173 兵庫県 株式会社ＴＳＤ 6120001129416 消臭・殺菌スプレー「ＳＯＹＯＨＩＭＥ」のＥＣサイトでの販売

3174 兵庫県 リアリア アパレル店舗での韓国ドリンクを中心としたテイクアウト事業

3175 兵庫県 株式会社大西鳶工 1140001096394 住宅リフォーム需要に対応した外壁塗装サービスのオンライン集客

3176 兵庫県 アール合同会社 1140003006426 ネット仕入れ移行と在庫保管スペース確保による安定供給事業

3177 兵庫県 ＨＡＬＫ 「価格」「時間」「安心感」「満足度」の総合的な価値を高める

3178 兵庫県 ライフクエスト ストレングス構築プロジェクト

3179 兵庫県 ファビュラスドリームサポート 「コンサルティングのオンライン化」LPとWEB広告で集客強化

3180 兵庫県 キャッチャー冠野コーチングスクール 新たなオンラインレッスン開講による新規顧客獲得と販路開拓

3181 兵庫県 アナフィス株式会社 6140001116957 HYREJU（ハイリージュ）事業（EC小売業＆卸業）

3182 兵庫県 江本モータース工場 新型コロナウイルス対策用の応接スペース増設事業

3183 兵庫県 ピラティススタジオＲｉｎｋ 安心した環境下での美を追求するピラティスレッスン

3184 兵庫県 カフェリヒト つながるをはじめるオンラインアトリエ事業

3185 兵庫県 株式会社ソラックス 3140001121019 オンラインセミナー開催による事業展開と対応領域の拡充

3186 兵庫県 Ｎａｒｘｘｘｏｓ コロナ時代に適応するパーソナルカラー診断サービス

3187 兵庫県 クリエイティブ　キンショウエン 造園事業用の会員制予約サイトを構築しサブスクで売上向上

3188 兵庫県 有限会社ケイ・アンド・ケイ美容室 3140002056346 「髪と地肌の美容液」の商品開発とＰＲ事業

3189 兵庫県 東京電機工業株式会社 2140001060192 基本技術習得用の電子マニュアルの作成

3190 兵庫県 ニシタ米穀株式会社 4140001043237 五つ星お米マイスターのこだわり米の販売サイトの制作

3191 兵庫県 株式会社メグミルク宅配ネットワーク 1260001029490 ECサイトとWEB広告による弊社の認知向上を目的とした事業

3192 兵庫県 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｌｉｆｅ ＳＮＳとオンライン予約ツールで認知度アップと予約の拡大を実現

3193 兵庫県 株式会社サンライフプロ 7140001110950 ＨＰの新規開設を通じたオンライン上での顧客対応および販路拡大

3194 兵庫県 有限会社関西アパレル 1140002027019 (有)関西アパレルのホームページ制作および反響確認

3195 兵庫県 うちの惣菜店 小型の電動３輪車両を導入し、弁当や総菜を宅配する事業

3196 兵庫県 株式会社Ｒｅｅ　Ｃｒｅｓｃｅｎｄ　Ｉｎｃ． 4140002023502 司会・ミュージシャンの非対面型オンラインマッチングシステム

3197 兵庫県 株式会社ＬＩＴＡ 5140001120381 オンラインによる非対面での空き家・古民家マッチング体制構築

3198 兵庫県 株式会社ＡＳＧＡＴＥ 7140001115124 非接触商談や打合せを可能とするシステムを搭載したHP制作事業

3199 兵庫県 合同会社ＷＲＡＤ 8140003015874 100％オンライン自動集客と業務効率化の生産プロセス導入計画

3200 兵庫県 アトリエカノン オンラインファッションサポートサービスによる販路拡大
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3201 兵庫県 栗田クッキングサロン デジタル化に対応したトータルヘルスケア事業の構築

3202 兵庫県 株式会社ＲｕｎｗａＹ 9140001123018 ポストコロナを視野に入れた、非対面型オンラインカウンセリング

3203 兵庫県 株式会社森川住宅 9140001077247 アフターコロナに対応する、時代に合わせたWEB内覧会

3204 兵庫県 株式会社４Ｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ 2140001112935 Webマーケとオンライン商談を活用し、新規販促チャネルの確立

3205 兵庫県 汐音屋 非接触で口コミ効果を発揮するギフト商品の開発

3206 兵庫県 スマキューピット 子供・高齢者に向けた個別指導型・オンライン型PC教室の運営

3207 兵庫県 プーロ 焼菓子ギフトの通信販売事業の強化

3208 兵庫県 ウッディカラダ整体 オンラインカウンセリングとアフターフォローで再発防止

3209 兵庫県 花家行政書士事務所 CMSシステム導入サイトによる非対面営業活動の実現化

3210 兵庫県 行政書士藤井よしき事務所 顧客企業の企業価値を高める新規事業展開

3211 兵庫県 株式会社オフィス８９ 6140001092926 非対面型Webによるコンサル事業と社員教育の構築

3212 兵庫県 ラネージュ　ブローニュ 対面サービス業からPB製品化、WEB販売への業種転換

3213 兵庫県 有限会社ＩＶＲＥ 7140002066424 遠隔治療で顧客満足度の増大と売上の拡大を目指す！

3214 兵庫県 株式会社Ｓｅａ　ｔｏ　Ｓｋｙ 5122001032377 移動販売構築による対人接触機会減少の取組み

3215 兵庫県 ジャンプ大久保店 HPとQRコード付きチラシ、アナリティクスを活用した販路開拓

3216 兵庫県 株式会社ＳＴＯＲＹ　ＭＡＫＥＲ 8140001122111 これからの時代を生きる子供のためのオンラインスクール事業

3217 兵庫県 株式会社ルート 6140001024243 検定プラットフォーム事業

3218 兵庫県 株式会社バンディ 6140001027007 ＨＰリニューアルで自社ＰＲおよびＥＣサイト作成による販売促進

3219 兵庫県 有限会社ホサンナ 9140002052414 テーブルオーダーシステムの導入

3220 兵庫県 プレヴェール 脱毛サロンPREVERの無料カウンセリング広報サイトの制作

3221 兵庫県 合同会社大冒険 9140003016780 接触機会を減らす購買体制の確立を可能とするホームページ

3222 兵庫県 カフェレガーロ 非接触型自動販売機での食品販売及び地域の買物難民の解消

3223 兵庫県 焼鳥神戸拾八番 新戦略商品としてWildChickenの開発・販売

3224 兵庫県 エイチ株式会社 2140001099834 神戸ブランドを創生する「こだわり商品」の通販事業の立ち上げ

3225 兵庫県 居るデザイン オンライン商談ができる、バーチャル展示会事業の実施

3226 兵庫県 ＩＧＥＳ株式会社 3140001122990 サービス紹介動画視聴を起点とする地方顧客の新規掘り起こし

3227 兵庫県 オンアンドオフヒョウゴテン オンライン予約システムの導入と美容商品のEC販売計画

3228 兵庫県 ジェームス山不動産販売株式会社 5140001031050 完全非対面を目指した物件内覧会と現場打合せ

3229 兵庫県 Ｇｒｅａｔ　Ｇｒａｃｅ合同会社 1140003015848 ランディングページ活用によるWeb宣伝の強化

3230 兵庫県 ｍａｄｒｅ セルフ脱毛を新規出店

3231 兵庫県 株式会社ＫＥＹＲＯＮ 8140001119594 竹炭の一般消費者向けオンライン販売へのECサイト制作

3232 兵庫県 Ｙクリエイト 直クライアント獲得のための実績紹介サイト制作で売上アップ

3233 兵庫県 株式会社ＹＭＴ 6140001100102 鳶道具の買取及び中古品販売サイトの開設

3234 兵庫県 Ｃｏｃｏｍｉ Cocomiサロンのオンライン化と商品の多様化

3235 兵庫県 星山卓満 リモート音楽制作サービスの導入とオンライン配信ライブの実施

3236 兵庫県 パーコレーション インターネット販売の強化による売り上げ拡大

3237 兵庫県 株式会社ｓｐｒｉｎｇｓ 1140001110072 テイクアウト・デリバリーの飲食事業の新事業展開

3238 兵庫県 秦　敬子 オンライン販売事業の構築

3239 兵庫県 しゅせん しゅせん.zip

3240 兵庫県 株式会社クレディ創食 6140001098774 世界初植物由来水溶性シリカ製品のエンドユーザー向けネット直販

3241 兵庫県 ブリリアントワークス ドローンを利用した無人撮影音楽ライブの映像配信

3242 奈良県 ピアノラウンジ暮夜 対人接触を減らすためテイクアウト事業化による販路拡大

3243 奈良県 一千鶴 店内飲食を懸念されるお客様に向けた最上級和牛の販売事業

3244 奈良県 グラムネイルサロンアンドストア ネイルサロンの個室化と対人接触機会減少によるお客様安心事業

3245 奈良県 アドレ プチ贅沢なひと時を！本格洋菓子店による弁当×スイーツ宅配事業

3246 奈良県 ホッとカフェ　紬 おみちゃんの台湾唐揚げ真空パックで販路拡大

3247 奈良県 吉川悠騎 完全非対面パーソナルジムの確立

3248 奈良県 柿の葉すし　とらせ DX改革！ECサイト構築による新規顧客獲得事業

3249 奈良県 ＲＵＤＹ インターネットを活用した月替りメニューと音楽イベントの提供

3250 奈良県 株式会社オフィスＷＯＯＤ 5150001020432 オンラインツールを活用した非対面での新規取引先の獲得
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3251 奈良県 トイ葡萄ガーデン オンライン販売の強化と作業時間短縮で密になる機会を軽減

3252 奈良県 株式会社ＡＤＵＫＯ 2150001017407 美容のトータルサポート・セルフエステによる非対面サービス

3253 奈良県 株式会社コラント 9150001018019 ECサイトを構築し、BtoBからBtoCへ　販路拡大を目指す

3254 奈良県 穴ぐら 安心して飲食ができる客席への改修工事

3255 奈良県 株式会社マスタニスキャホールズ 3150001015764 Webを活用した営業活動と取引先に対する書類のデジタル化

3256 奈良県 ＤＵ建築企画 ホームページ開設によるオンラインミーティングで生産性向上

3257 奈良県 リラクゼーション　サアート 安心できるパーソナルリラクゼーションのためのサロン個室化事業

3258 奈良県 株式会社トップテラス 1150001020485 外構工事をパック料金化してオンライン受注の販促を強化

3259 奈良県 リラクゼーションサロン癒樹 スクール事業の拡大及び感染対策を目的とした店舗内装工事

3260 奈良県 小川板金 接触機会を減らし効率化を実現する機械導入、新サービス提供事業

3261 奈良県 株式会社ききの杜 9150001017664 本格カフェスイーツの冷凍ケーキ製造販売による販路開拓

3262 奈良県 有限会社Ｋ．Ｍ．Ｃ 6150002008483 インスタグラムを活用したEC予約販売と低感染に対応した改築

3263 奈良県 株式会社健親会 5150001024128 対人接触を減らすため介護タクシーの予約システムの導入

3264 奈良県 丸八運輸株式会社 2150001010948 物流は産業の血液！オンライン受注で営業強化と感染防止を実現

3265 奈良県 乾食品 ホームページ開設でオンライン注文展開による積極的販路拡大

3266 奈良県 Ｃｒｅｅｋ オンラインによるヘアケア・スキンケア商品の通信販売

3267 奈良県 公文式　西長柄教室 幼児を対象とした読み聞かせ等オンライン教室

3268 奈良県 山賊茶屋洋館 テイクアウトシステム導入で新規販路開拓して売上回復

3269 奈良県 有限会社辻井食品工業所 4150002005796 動画配信及びECサイトによる宅食ラーメン販売推進事業

3270 奈良県 ＰＲＡＩＲＩＥ　ＳＴＡＲ株式会社 8150001024562 自社ECサイトの構築によるアクアリウム初心者ニーズの獲得事業

3271 奈良県 合同会社ｋｎｏｔ 4150003001506 新鮮なキノコでコロナに打ち勝つ！農園併設の無人直売所開設

3272 奈良県 有限会社表 4150002010425 新ホームページ・動画でコロナに打ち勝つ美容サロン誕生

3273 奈良県 ユースタッフ合同会社 1150003002358 オンライン面接・営業の新規開始による感染リスク低減事業

3274 奈良県 横川司法書士事務所 オンライン面談でも安心・信頼を与え、新規顧客の獲得を目指す！

3275 奈良県 株式会社ビート住建 3150001018973 オンライン上で不動産売買仲介が成立する非対面型モデルの構築

3276 奈良県 オクチ オンラインとECサイトによる口内ケアサロン事業

3277 奈良県 カフェＢｉｒｄｃａｇｅ テイクアウトによる知名度アップ計画

3278 奈良県 株式会社都和設計 5150001001515 2022～キッチンカーで『美味しいごはん』の移動販売事業

3279 奈良県 奈良ボクシングジム オンラインパーソナルトレーニングで新規販路開拓

3280 奈良県 ボディショップ山口 ホームページ作成による宣伝、非対面販売、非対面営業の実行

3281 奈良県 株式会社ＡＩＬＥ 4150001025077 予約・購入・決済を非対面化！ECでの販路開拓による感染症対策

3282 奈良県 ＢＩＧＭＯＯＮ 非対面での集客強化、モール型ECサイトへ誘導させるHP開設

3283 奈良県 和粋食処　春日 ECサイトを構築し、全国展開へ販路拡大を図る

3284 奈良県 ＨＫ ウィズコロナ対策！HK独自のクラウドERP非対面販路拡大事業

3285 奈良県 はるかぜ整骨院 非対面ネット予約とお客様へのサービス内容ＰＲのオンライン化

3286 奈良県 はんこ屋さん２１橿原店 ECサイト構築による非接触事業の強化と新規顧客の開拓

3287 奈良県 幕ノ内商会 装飾された独創的な革製品およびキットの非対面販売

3288 奈良県 株式会社英伸通商 1150001021021 日本で唯一の物流資材専門の物販ポータルサイト

3289 和歌山県 やわらかワークス 「わかやまの鹿ギョーザ」のオンライン通販で非接触での売上拡大

3290 和歌山県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｈｅａｄ’ｓ 個室化と新サービス導入で「安心」「上質な寛ぎ空間」提供事業

3291 和歌山県 Ｄｉｏｎｅ和歌山けやき大通り店 非対面型新メニュー・セルフ脱毛システムの構築と設備導入事業

3292 和歌山県 まえ田 南紀の地魚を用いた冷凍寿司通販事業

3293 和歌山県 ラターナ 本格イタリアンの保存食品を販売する自社ECサイト

3294 和歌山県 酵素カフェコリン 感染リスク低減のキッチンカーで美と健康をあなたのところへ

3295 和歌山県 株式会社Ｋ．ＮＥＸＴ 5170001016049 3 か国語対応の技能講習修了サポートWebコンテンツの構築

3296 和歌山県 心身メンテナンスエステサロンＫＯＫＯＲＯ ウィズコロナ時代に対応した通販システムで顧客開拓を行う

3297 和歌山県 オンライン心の安全基地サロン オンラインカウンセリングサロンの開設と広告を活用した販路開拓

3298 和歌山県 わんＤＯＧ ペットの写真からオリジナルグッズを作成するＥＣサイト事業

3299 和歌山県 ｇｒａｎｇｅｍグランジェム モアサナイトジュエリー専門店　グランジェム ＥＣサイト開設

3300 和歌山県 株式会社美麗書院 4170001013831 「レッスン動画で非接触化」リアルとデジタルによるサービス提供
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3301 和歌山県 株式会社亀井 4170001015191 塗装は亀井へ　認知度・売上向上につなげる業務のオンライン化

3302 和歌山県 有限会社インサイド 1170002000427 オンライン環境における新規顧客獲得＆顧客用マニュアル構築

3303 和歌山県 ＳＤＦＭ 健康な心体を手に入れるトレーニングの認知拡大に向けた取組

3304 和歌山県 株式会社マサイ 4170001005622 オンラインで購入できる便利な卸問屋

3305 和歌山県 株式会社Ｉｒｏｄｏｒｉ 9170001016004 セルフ美容チャレンジ！美容商品のEC販売による売上拡大計画

3306 和歌山県 株式会社サカモト 2170001016547 ネット活用による相互コミュニケーション型みかん販売の構築

3307 和歌山県 オーバーフロー 美容師がご自宅へ出張する時代の「おウチスタイリング」サービス

3308 和歌山県 キーズデザイン合同会社 5170003001081 「クリエイティブ素材無料配布・販売サイト」の開発とPR事業

3309 和歌山県 カフェクーポノ 低感染リスクのテイクアウトと福祉作業所産品のネット通販

3310 和歌山県 株式会社真風 4170001013179 オンライン音楽教室新設事業

3311 和歌山県 株式会社ルナティカナパ 6470001012990 国際基準のリブランディングとオンライン化でビジネスを再構築

3312 和歌山県 虹 卸売市場専用HACCPアプリの非対面型オンライン営業事業

3313 和歌山県 浅野八雲 オンライン上での新規顧客獲得

3314 和歌山県 コンビニエンス・キッチン株式会社 7170001016328 非接触型ドライブスルー・テイクアウト販売による販路開拓事業

3315 和歌山県 イトオテルミー福療術所 新規施術機器導入により、売上回復及び増大を図る

3316 和歌山県 宮口貴文 『コロナ禍でも安心して過ごせる店』の為の設備投資とPR事業

3317 鳥取県 株式会社優栽 9270001006928 一般消費者への販売強化に向けたインターネット販売サイトの構築

3318 鳥取県 有限会社マツモト 6270002008018 家族で送る葬儀コロナ禍ニーズに沿った家族葬専用住宅への参入

3319 鳥取県 日南トマト加工株式会社 1270001004518 レトルト商品の量産化とECサイト出店による収益性向上計画

3320 鳥取県 有限会社松本酒店 7270002010939 卸売部門強化のためのネットショップ再構築

3321 鳥取県 河本魚店 東郷湖産大粒しじみの自販機設置による非接触型販路開拓

3322 鳥取県 オリオン 非対面レンタルサロンでの売上確保とネットを活用した販路開拓

3323 鳥取県 小竹　満紀子 オンライン接客及び海外販促に向けたECサイトの改修及び新設

3324 鳥取県 学研すりーる教室 新規幼児教室と非対面心理学講座をSNSで発信し、広く販路開拓

3325 島根県 有限会社松江クロード 2280002002097 レジ関連機器導入による対人接触機会減少と業務効率化

3326 島根県 Ｌａｍｐａｒｆｅ オンラインスタジオ開設による非接触型ワークショップの展開事業

3327 島根県 まないな 健康ニーズ対応の高付加価値オンライン講座開催による販路開拓

3328 島根県 浜田ガス水道工事株式会社 5280001004364 対人接触機会減少のためのWEBページ構築

3329 島根県 布野まちこ 一人で全てを完結できる番組・動画制作とオンライン事業の拡充

3330 島根県 藤本木工芸 300年以上の歴史を誇る伝統技術を届けるWebサイト構築

3331 島根県 ケアサロンルレーヴ 新たなセルフ美容サービスの導入で対人接触機会を減少に

3332 島根県 ロハス　ヘアー　エステ 移転による店舗の拡大、椅子間の距離確保での顧客への安心の提供

3333 島根県 国際食堂株式会社 4280001008341 本格ピザ開発からテイクアウト事業推進による売上拡大事業

3334 島根県 高橋企画 クラウドによるバーチャルオフィス空間

3335 島根県 トクナレンタルサービス インターネットを活用！新型レンタカー”相談レンタル“サービス

3336 岡山県 中村畳工業有限会社 4260002027053 高齢者から若者まで和空間を快適に楽しむ畳文化の専門店展開

3337 岡山県 宝美堂宝飾 本物志向のシンプルなジュエリーのEC販売による売上拡大

3338 岡山県 株式会社千草屋 8260001020336 店舗フロアー個室化で対人接触機会削減でのコロナ感染リスク低減

3339 岡山県 特許業務法人せとうち国際特許事務所 2260005009959 電子ミーティングボードを使ったサービスのオンライン化

3340 岡山県 サティスファクションカリーアンドカフェ みんなが満足、ECサイトとテイクアウトによる菓子販売開始

3341 岡山県 Ｌｅ　Ｂｒｅｔｏｎ クレープの自動販売機導入と商品開発による非接触型の販路開拓

3342 岡山県 有限会社日生割烹上内 6260002032167 仕出し料理のデリバリーと少人数会食強化による新規顧客開拓

3343 岡山県 ｊａｍ　ｔｕｎ アフリカ布製品のオンラインショップ開設とPR事業

3344 岡山県 合同会社神くら 5260003003011 テイクアウト用真空パック商品開発、PRと決済端末・POS導入

3345 岡山県 株式会社西本建設 2260001020820 直売・商品管理・事務スペース分離による店舗直売の開始

3346 岡山県 ＰＬＡＳＴ 看板業界にオンラインを採用して事業拡大と全国展開を図る

3347 岡山県 エステ・リラクゼーションサロンｍｏｒｅ 接触機会低減を図る全身脱毛サービスの提供による事業継続

3348 岡山県 ３ＺＥＲＯ株式会社 4260001032756 不動産と近隣施設を動画で案内する営業方法

3349 岡山県 ＹＵＵ コロナに負けない新しい事業！セルフエステで時代の波に乗る！！

3350 岡山県 有限会社山幸建設 7260002030756 測量ITツール導入で省人化し接触機会低減、新規事業展開計画
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3351 岡山県 株式会社Ｓｏｌａｎａ 5260001034470 七輪メニューと個室化によるアフターコロナの集客策

3352 岡山県 株式会社村岡精肉店 9260001033923 感染症対策のための店舗移転と惣菜販売による新規顧客の獲得

3353 岡山県 インフィニタス 自社ホームページとビデオコールを利用した新規顧客獲得

3354 岡山県 合同会社わっしょいボヘミアン 8260003003685 地域初のテレワーク専用スペースの整備・ＰＲ事業

3355 岡山県 株式会社ナカガワ 7260001022894 オーダープリントのオンライン商談サービスの開始

3356 岡山県 有限会社光吉商店 7260002009734 秘伝のたれで焼き上げた国産天然鰻をネット販売で売上増加を図る

3357 岡山県 株式会社ＫＩＥＮ 9260001035044 八右衛門こだわり料理をご自宅に！テイクアウトの開始と販路開拓

3358 岡山県 シルヴァバレト株式会社 1260001036090 イベントや会議を全国に発信！移動式ネット配信事業の展開

3359 岡山県 有限会社佐藤食品 8260002014980 ピンチをチャンスに！ECサイトによるBtoCへの販路開拓

3360 岡山県 有限会社ライナック設計 1260002013592 迅速なオンライン打ち合せのできる自社コーポレートサイト制作

3361 岡山県 新免産業株式会社 1260001019830 自動検針導入によりコロナ感染予防策と提案営業強化

3362 岡山県 倉敷二輪 中古バイク市場の需要拡大を取り込むための車両部品加工

3363 岡山県 てんぶん堂 オンライン書道教室、EC事業による新規販路開拓

3364 岡山県 石橋とうふ店 小口配達のための移動販売車導入

3365 岡山県 有限会社好古堂 6260002033660 簡単、安心操作の「セミセルフレジ」導入事業

3366 岡山県 岡山汽力株式会社 7260001012796 「仕事の見える化」と、「非対面宣伝による新規顧客開拓」

3367 岡山県 さるや 屋外飲食スペース設置とECメインの新規物販事業への展開

3368 岡山県 ｓｏｒａｉｒｏＭＡＲＴ SUPを中心とした島リトリート事業による販売拡大

3369 岡山県 工房Ｋｏｄａｍａ 非対面型ビジネスモデル構築のためのECサイト開設と周知事業

3370 岡山県 フラッグシップ株式会社 5260001024769 岡山県産の食材を使ったネットショップによる販路拡大事業

3371 岡山県 株式会社ワイズインターナショナル 3260001025439 創業50年の焼肉店が挑むポストコロナ時代のBtoC販売事業

3372 岡山県 有限会社角谷工務店 5260002030386 小型重機の導入により、接触機会を抑えた新たな事業展開の実施

3373 岡山県 株式会社岡山乗馬倶楽部 4260001011330 乗り放題サービス拡充と非接触化システムの構築

3374 岡山県 有限会社曲江春 8260002017678 巣ごもり需要向けへの本格中華料理人によるレトルト販売事業

3375 岡山県 有限会社ナンバ洗い工場 5260002020172 色・風合・機能の3つの見本帳によるリモート商談システムの確立

3376 岡山県 Ｂ．Ｃ　Ｗｏｒｋｓ ネットショップ開設及び自社ブランド認知向上による販路拡大事業

3377 岡山県 オートセンター株式会社 3260001022766 非対面での販路開拓と共同作業を回避する生産プロセスの導入

3378 岡山県 株式会社ヒロタ 4260001020166 店舗アプリ開設で学校指定制服もスマホで注文＆決済＆納品完了

3379 岡山県 ホップマンブラザース株式会社 8260001034435 ビアバーの味をデリバリーとテイクアウトで堪能していただく

3380 岡山県 株式会社ＳＮＧ 9260001027917 オンライン面談のしやすい自社ホームページの制作

3381 岡山県 有限会社さわ 3260002029918 新メニューの開発とプライベート感のある低感染型食事会場創り

3382 岡山県 周東社会保険労務士事務所 オンライン伴走型組織開発サポートサービス事業による販路開拓

3383 岡山県 有限会社トライ・エイ 7260002023891 最新視力検査機器導入と検査環境の個室化でコロナ感染対策強化

3384 岡山県 そばの細道やま江 こだわり食感のそばをご自宅にも！テイクアウトの開始と販路開拓

3385 岡山県 有限会社田中正製作所 6260002011311 3次元CAD導入による取引先との対人接触機会減少への挑戦

3386 岡山県 有限会社中原建設工業 6260002014982 倉庫内作業時間の短縮による感染リスク低減に向けた設備導入

3387 岡山県 おまなえあーとひとつ堂 出産の感動と思い出を紡ぎ、世界にたった一つだけの命名書の販売

3388 岡山県 Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ ポスターに特化したECショップ制作によるコロナ影響からの脱却

3389 岡山県 上原ＥＦ株式会社 9260001031902 田畑改良サービス提供による相場に左右されない経営安定大作戦！

3390 岡山県 株式会社ＫＣＢプランニング 3260001029555 水なしドライブスルー洗車

3391 岡山県 株式会社Ｔｈｉｒｄ 2260001027436 自社アプリ導入によるオンライン販売の強化

3392 岡山県 株式会社ＢＥＳＴ 6260001025122 オンラインの環境強化及び打ち合せのしやすい自社サイトの構築

3393 岡山県 株式会社みゆきやフジモト 8260001006525 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

3394 岡山県 株式会社ｋ‐ｒｏｏｔｓ 8260001035937 テイクアウトによる居酒屋の人気メニュー復活で新たな事業の確立

3395 岡山県 ｓｔｕｄｉｏ　ＭＯＭＯ 畳一畳スペースの女性の健康と美容のベリーダンスオンライン展開

3396 岡山県 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ 6010001220193 看護師のスポットバイトマッチングアプリ『Partee』の展開

3397 岡山県 有限会社辻建材 1260002006480 SNSで天然素材の壁材販売。非対面でサポートも感染対策も万全

3398 岡山県 山本修久 お客様ひとりひとりに寄り添ったリラクゼーションケアの利用促進

3399 岡山県 中国通商株式会社 3260001004285 ECサイトを活用した広範囲な販路開拓事業

3400 岡山県 ベルウッド株式会社 6260003003191 オンラインでの打ち合せや進捗報告が行いやすいHPの制作

68



＜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5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3月2日(水)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。

3401 岡山県 タカタハーベスト 小規模農家が実現する多品目有機野菜の栽培とオンライン販売強化

3402 岡山県 株式会社板坂林業 9260001020962 個人顧客向けの機械修理サービス事業の開始。

3403 岡山県 よ志だ本店 オンライン商談会をステップにした情報発信・販売網の強化

3404 岡山県 合同会社Ｋオフィス 6260003002870 歯科医院開業オンラインセミナーのEC販売により新規顧客を開拓

3405 岡山県 株式会社ＯＤＥＫＯ 4260001035131 女性の心と身体の健康をサポートする美容健康食品通販事業

3406 岡山県 株式会社岡山グランドデザイン 9260001033857 ビデオコールによるオンライン相談窓口サービスの開始

3407 岡山県 徳田商店 工務店支援強化のための低感染リスク型サービスの構築

3408 岡山県 株式会社エム・ローズ 7260001011609 感染症対策含むクラウド型顧客在庫管理システムの導入による増益

3409 岡山県 株式会社光輝 1260001028088 新事業用の感染対策のための集客と商談用のホームページ作成

3410 岡山県 ｔｒｅｓ オンライン打ち合わせのしやすい自社ホームページの制作

3411 岡山県 Ｍａｋｏｔ社会保険労務士事務所 非対面マーケティングによるスポット業務獲得事業

3412 岡山県 グローバル合同会社 4260003000744 海外向け通販ポイント比較ツール開発による非対面事業化

3413 岡山県 吉永牛乳宅配センター 「牛乳屋さんが届ける毎日、ごはん。」宅配サービス事業

3414 岡山県 天国への扉　ペットメモリアル岡山 メモリアルグッズのECショップ展開による販売機会の拡大と増収

3415 岡山県 株式会社ＩＳ．ＴＲＡＤＩＮＧ 9260001026646 介護用車両の出張整備サービスのオンライン商談

3416 岡山県 徳眼鏡店 コロナ禍に対応したメガネの出張・移動販売事業による販路拡大

3417 岡山県 株式会社ビットペーパー 9260001031530 ビデオコールを利用した商談・打合せを開始する販路拡大事業

3418 岡山県 株式会社ウォーターマテリアル 9260001027553 非接触型ＰＯＳレジシステムの開発

3419 岡山県 ｇｒａｍ 感染対策を徹底した1対１のプライベートサロン

3420 岡山県 西澤義雄 EndOcean ルアー販売事業

3421 岡山県 有限会社川松組 3260002026989 機器導入による３密回避および災害復旧・インフラ工事での差別化

3422 岡山県 えのもと農園 ECサイトによる非対面ビジネスの展開及び機械導入

3423 岡山県 Ｆｕｎｃｔｉｏｎ－Ｃ オンライン研修事業の販路拡大のためのホームページ開設

3424 岡山県 有限会社シンエンタープライズ 9260002024525 日焼けサロンにおける無人化・デジタル活用への取組

3425 岡山県 三協住宅サービス株式会社 3260001017469 非対面型オンライン事業におけるWEBシステム構築、PR事業

3426 広島県 株式会社ビジネスデベロップ 7240001053743 店舗メニューの通信販売体制の構築

3427 広島県 特定非営利活動法人工房おのみち帆布 9240005011167 オンライン形式への切り替えによる接触機会削減・売上確保事業

3428 広島県 株式会社エイディエム 2240001001269 対人接触減少と生産性向上を実現するセル方式生産への設備改修

3429 広島県 株式会社ヴィジュアライズ 6240001048513 先端AI技術による補助金・入札等の情報自動提供WEBシステム

3430 広島県 尾道らーめん　麺家いっぽん 郷土料理のテイクアウト販売による低感染リスクの実現と販路開拓

3431 広島県 ＣＨＩＬＡＮ ワインのオンライン販売促進と非接触型決済システムの導入

3432 広島県 ごとうデンタルシステム 技術を活かした金属アレルギー対応アクセサリーの新規事業展開

3433 広島県 ビーキャストプロモーション株式会社 6240001043844 アロマオイルランプ他商品の通信販売事業立ち上げ

3434 広島県 株式会社川瀬工具店 3240001034169 非対面営業を促進するホームページや動画を使ったオンライン商談

3435 広島県 池田創研有限会社 4240002044595 ECサイト構築による非対面営業実現と動画制作による販路拡大

3436 広島県 有限会社境田かき養殖場 7240002049220 自社養殖牡蠣を活用した健康食品開発と新規顧客獲得

3437 広島県 株式会社ＢＩＧ　ＳＥＴ 6240001046112 観光客が激減した宮島以外の売上を確保するためのECサイト開設

3438 広島県 株式会社Ａ＆Ｓ 7240001053958 オンラインカウンセリングとセルフエステ機器による対人接触減少

3439 広島県 おこのみ焼き８３０ キッチンカーを購入しポストコロナを乗り切る取り組みを開始する

3440 広島県 増原林業 持続可能なサスティナビリティを目標とした薪の製作販売事業

3441 広島県 有限会社しおむら 8240002049129 「家庭で牛テールスープ」の為の真空パック商品開発と提供

3442 広島県 じゅんこおりじなる 接触機会減少のための 「じゅんこおりじなる」 惣菜 小売事業

3443 広島県 ハッピークリエイション セミナー・カウンセリングのオンラインビジネス化

3444 広島県 株式会社エース，コスモ 7240001001215 オンラインライブ配信サービス開始とその為の環境整備

3445 広島県 ステルス　キッチン 対人接触ゼロを実現、新たな飲食店の形ゴーストレストランの運営

3446 広島県 中村建設株式会社 2240001007943 対人接触機会減少のためのオンライン商談会と予約システムの導入

3447 広島県 株式会社トモキコーポレイション 3240001041181 ECサイト活用の新事業！グループ全体の相乗効果で売上アップ！

3448 広島県 株式会社ｌｉｇｎｅ 1240001054235 ECサイト構築による対人接触機会の軽減と物品販売の事業化

3449 広島県 ライフサポーターポストマン 要介護者の自立を実現する介護技術習得動画オンライン販売事業

3450 広島県 プーカ株式会社 1240001055670 情報メディアオウンドメディア＋ECサイトの運営で事業拡大
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3451 広島県 合同会社ブルーウェイジャパン 5240003003681 WEBサイト開設による動画を活用したBtoB営業の強化

3452 広島県 株式会社ル・ジャルダングルマン 2240001021036 少人数・短時間での会食スタイルに対応した新メニューの開発事業

3453 広島県 株式会社天声 8240001053916 オンラインカラーセラピーレッスン開始による売上増加計画

3454 広島県 株式会社スターシャインプロモーション 6011101086475 映画宣伝と遺品整理業への集客が可能なHPの制作

3455 広島県 旬菜和洋　Ｋｏｈａｒｕ亭 お持ち帰りの販売促進と新業態「洋風焼肉」の運営

3456 広島県 株式会社ＬＲＨ 7240001051664 完全個室・予約制の美容サービス開始で、店舗の密を防ぐ

3457 広島県 株式会社ｙ’ｓゴルフアカデミー 9240001055572 自社ECサイトの立ち上げによるゴルフ用品小売事業の強化

3458 広島県 ネオカラー株式会社 2240001055018 ディスカウントストア業界への新事業進出のための感染予防対策

3459 広島県 株式会社ＹＫ　Ｊａｐａｎ 9240001056018 印刷通販サイトの構築による対人接触機会の減少

3460 広島県 かず御幸整体院 非対面で症状の改善、再発予防が可能なオンラインサービス

3461 広島県 サッカーステーション 完全非対応型オンラインサッカースクール

3462 広島県 有限会社ビア・アソシエイツ 6240002042424 自社ECサイト構築によりオリジナル家具の販路拡大

3463 広島県 鷦鷯鍼灸接骨院 超音波治療器による非接触型新サービス

3464 広島県 株式会社Ｇａｒａｇｅ４１４ 7240001041839 新たな広告活動によるサービス認知の向上と新規顧客獲得

3465 広島県 Ｍ企画 プロの食事指導をオンラインで！オンラインコーチングサービス

3466 広島県 株式会社グローバルロード 1240001048162 睡眠の質を向上！オンライン快眠相談の開始と耳ケアブランド展開

3467 広島県 アイメージブルワリー 半ドライブスルー式のテイクアウトで地元食材ハンバーガー販売

3468 広島県 株式会社宮本屋 8240001035121 キッチンカーによる和洋菓子のひとりモバイル実演販売店事業

3469 広島県 ＬＩＦＥ　ＡＲＴ オンライン見積りや打合せの導入と看板によるインバウンド集客

3470 広島県 万智 AI自動採寸で接触時間を削減し安心安全な事業で売上回復！

3471 広島県 マダン 低感染型テイクアウト店舗改修と広島発の目玉商品開発販路拡大

3472 広島県 株式会社やました組 6240001046062 リモートでの面談、商談を実現するホームページの制作

3473 広島県 株式会社アスタス 4240001048548 イタリア製タイル輸入促進事業

3474 広島県 中調子動物病院 動物のストレス軽減オンライン診療サービスの普及

3475 広島県 有限会社金尾商会 8240002053056 ECサイト活用による元請依存からの脱却及び業務受託増加計画

3476 広島県 ココンヘアーサロン ECサイトを活用した美容物販による収益拡大

3477 広島県 Ｗｏｒｌｄ　Ｍａｃｈｉｎｅ株式会社 4240001055940 キッチンカーでの飲食物販売による本業との相乗効果を図る事業

3478 広島県 セブンサミット株式会社 7240001052027 店舗用フロントサッシ設置による非対面オンライン結婚相談所開設

3479 広島県 株式会社ＹＳＢダイレクト 4240001022032 ECサイトの設置による対人接触機会の減少と販売減収の補完

3480 広島県 有限会社朋輝 6240002026617 通信販売用自社HP制作による売上UP事業

3481 広島県 芝生レストラン EV BIKEを使ったレンタル業に於ける集客事業

3482 広島県 Ｅｌｓｏｃｋｅｔ株式会社 3240001056782 オンライン面談を可能にする求職者情報サイト作成とネット広告

3483 広島県 株式会社ｅａｓｙｌｉｆｅ 3240001058250 自社でデザインしたアパレル製品を販売する為のＥＣサイト制作

3484 広島県 株式会社美和建設 9240001024073 新事業展開及び対人接触機会の減少を図るためのホームページ作成

3485 広島県 新まるせ工事株式会社 8240001004844 コロナ禍における「カキララ」非接触型販売の取り組み

3486 広島県 有限会社坂井屋 3240002024020 量販店事業拡大のための取組

3487 広島県 ｍａｔｉｌｄａ HP再構築による感染防止対策の強化及びお客様の利便性向上

3488 広島県 子供の部屋　チカチコ 相互補完型のネットショップ出店と自社サイト再構築計画

3489 広島県 株式会社広島オフコ 6240001009127 非対面ビジネスの為のショッピングサイト改修ホームページの充実

3490 広島県 クリブ 冷凍カレー制作し非対面で販売する為のECサイト制作

3491 広島県 株式会社エクスドリーム 3240001057616 住宅関連の職人とユーザーをマッチングするECサイト構築

3492 広島県 有限会社朋輝工業 8240002023991 当社の強みを伝えリモート営業を可能にするホームページ制作

3493 広島県 株式会社富士化粧合板 6240001034389 ホームページでの販路拡大と社内情報共有効率化による対応力強化

3494 広島県 株式会社ヤマダ製作所 9240001012763 ホームページとWEB商談を立上げ当社技術の紹介と顧客数の拡大

3495 広島県 リンクプラスコーポレーション株式会社 5240001044967 冷凍カレーを非対面で販売する為のECサイトとホームページ制作

3496 広島県 有限会社ゼピロス 1240002031869 「おもわず笑顔」安心して通えるデイサービスの提供及び訴求

3497 広島県 ＡＲＩＴＴＡ合同会社 3240003004608 オーダーメイドによるフラワーアレンジメントのＥＣ販売

3498 広島県 マカセル 独自のLINE営業法が学べる営業支援コミュニティ

3499 広島県 株式会社勝原白貫堂 2240001043716 非接触型販売モデルとしてネットショップへ誘導のための冊子作成

3500 広島県 株式会社テムス 5240001057853 当社運営物件「ひまわりハウス」のHP作成で、周知活動強化
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3501 広島県 岡本弥子 オンラインサロン開設による情報発信の強化と集客力向上事業

3502 広島県 株式会社ｐｌｓ．Ｎ 5240001057639 デコレーション商品をネット販売する為のECサイト制作

3503 広島県 慎幸工業株式会社 6240001054032 自社製家具を販売する為のECサイトを制作する

3504 広島県 特定非営利活動法人ここ惚れわんわん 9240005015110 Z oom を活用してオンライン婚活による成婚数の増加へ

3505 広島県 ＣＨＡＭＡＸ オンライン無国籍料理教室×関連グッズのＥＣ販売による販路開拓

3506 広島県 森弁理士事務所 ＲＰＡ／情報共有ツールの導入による接触機会低減と業務効率化

3507 広島県 有限会社寺岡はりきゅう接骨院 8240002046381 健康増進ケアとPR動画制作による販路拡大事業

3508 広島県 お宝本舗　三原店 SNSマーケティング及びEC活用による売上拡大計画

3509 広島県 株式会社品質経営創造研究所 6240001047762 生産現場改善業務効率化システムの導入

3510 広島県 新屋幸恵 直クライアント獲得のための占いシステムの導入で顧客獲得

3511 広島県 株式会社Ｙ－ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 3240001058655 コミュニケーション研修を活かしたオンライン婚活事業の拡大

3512 広島県 はるかぜ堂 海外からトレーディングカードを輸入して国内で販売する事業

3513 広島県 塩村産業有限会社 7240002048180 「テイクアウトで楽しむ美味しいお肉」の為の真空パック商品開発

3514 広島県 合同会社ハウスドクター 3240003003130 プラットフォームサイトの構築事業

3515 広島県 ＯＴＩＳ株式会社 5240001023839 効果的な非対面型ビジネスを実現する場としてのWEB環境構築

3516 広島県 株式会社ダイレクトジャパン中国 3240001016737 酵素の自社ブランド化とSDGｓ推進企業への転換

3517 広島県 株式会社ティーアーク 7240001035584 DIY商品のオンラインショップ開設、自社サイト運用計画

3518 広島県 株式会社ＪＹ 4240001057895 ウェブ集客やメニューの改善で、顧客層を拡大

3519 広島県 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　Ｌｉｅｎ エステサロン事業導入による新規顧客の獲得

3520 広島県 リラクゼーションサロン　マラエ セルフトリートメント

3521 山口県 有限会社長谷川産商 9250002003331 「年中無休型のセルフ古紙買取方式」の構築による収益性向上事業

3522 山口県 合同会社むすび家プランニング 5250003001858 HugHugCamp計画

3523 山口県 彦六又十郎 ガーデンテラスで思わず写真を撮ってしまうテークアウト事業

3524 山口県 合同会社有機の里 2250003002586 無人チェックイン化とアグリワーケーション施設への転換

3525 山口県 ボアフォルマスタジオ エアロビックスタジオの非対面に考慮した新規事業展開

3526 山口県 株式会社林工業 5250001015133 施工工事の非接触化とHP作成による営業強化・受注拡大事業

3527 山口県 有限会社マスカレード 9250002010955 インド食材、商材のネット販売を開始する

3528 山口県 ｉｇｒｅｃ 常時テイクアウト対応を安定的に行うための設備投資

3529 山口県 リラクゼーションサロン＆スクールｇｒａｃｅ 対面から「オンライン化」へ進化させ、新しい形のサロンづくり

3530 山口県 有限会社紅蘭 4250002015686 地域初！ラーメン自販機導入による持続可能な仕組みづくり

3531 山口県 株式会社国都ジャパン 9250001008637 ガッビアーノ　感染症対策事業

3532 山口県 株式会社Ｐｌａｃｅ　Ｄｅ　Ｓｍｉｌｅｙ 3250001018575 新しい販売チャネルの構築と接触機会減少のための間仕切り工事

3533 山口県 合同会社ＹＨ－ＷＯＲＫＳ 7250003001690 非対面ビジネスモデルへの転換により販路開拓と感染症対策

3534 山口県 髪しばい 常連顧客獲得や非対面販売促進の為の接客システムの開発

3535 山口県 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＷＩＮＧ トータルメンズサロンとしてのメンズ脱毛部門立ち上げ

3536 山口県 モンプティ 「パン屋さんの移動販売」キッチントレーラーの新事業とＰＲ事業

3537 山口県 ＬＩＮＫＳ 非接触型指導の取り組みとオンラインシステムの導入

3538 山口県 ＨＩＲＯ オンライン対応の為の自社HP構築

3539 山口県 ｈａｉｒ　ａｌｕｍ 対人接触機会を減らすためのWEBシステムの構築

3540 山口県 株式会社エフケイ 7250001010974 ホームページを活用したリモート営業及び貨物利用運送事業の拡充

3541 山口県 Ｒｅ：ｓｅｔｏ セルフオーダーを含めたオーダリングＰＯＳシステムの導入

3542 山口県 株式会社Ｆｒｏｓｃｈ 2250001010640 新メニュー告知強化と換気機能向上で感染リスク低減

3543 山口県 有限会社アイビーコンサルティング 1250002006993 オンライン研修・指導と自動予約システムで中小企業支援を広域に

3544 山口県 たきべん キッチンカー導入による「できたて無添加弁当」の販売事業

3545 山口県 合同会社ポーレック 2250003002058 ポータルサイトを運営し、物販X仲介につなげていく

3546 徳島県 そら整骨院 機器を使用した非接触施術への転換に取り組む

3547 徳島県 日本料理　ます膳 「お土産に最適」さば棒寿司の郵送パッケージ化＆非対面化事業

3548 徳島県 株式会社藤井製材所 6480001005572 コロナ禍で自宅できる地域密着型DIY体験キットのEC販売事業

3549 徳島県 有限会社藤井万年筆店 1480002004223 コンピューター刺繍ミシン導入による刺繍製品開発事業

3550 徳島県 はりきゅう整骨院ＳＵＢＡＲＵ 「自宅で健康カウンセリング！」リモート環境構築とＰＲ事業
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3551 徳島県 有限会社荒木電機 6480002007485 水中ドローン導入による接触の削減と作業効率アップ事業

3552 徳島県 株式会社藤本ハウジング 5480001003825 非対面・非接触での住宅見学システム構築による売上向上事業

3553 徳島県 有限会社江淵鏡台店 4480002000616 顧客開拓のための新商品開発と非接触型WEBマーケティング導入

3554 徳島県 株式会社日和ファーム 9240001050846 自社製米粉で製造した生食パンの、キッチンカーでの販売事業

3555 徳島県 株式会社Ｋａｎｎｏ 5480001010689 もつ鍋のテイクアウト販売開始による新規顧客の獲得事業

3556 徳島県 ＲＡｉｓｅＮｓＥ株式会社 6480001007981 RAiseNsEブランドをECサイト構築で新規販路拡大

3557 徳島県 ８鍼灸整骨院 エコー及び電気刺激治療器を導入して非接触治療を実現する

3558 徳島県 株式会社ゴーゴーアドベンチャー 4480001007810 自社ECサイトの構築による「パックラフト」のオンライン販売

3559 徳島県 ひびきファーム 水稲における農業用ドローンの活用で慣行栽培から有機栽培へ

3560 徳島県 ＢＯＤＹ　ＲＥＬＡＸＹ セルフハイフ（高密度焦点式超音波）による、非接触の新サービス

3561 徳島県 木下総合事務所 対人接触機会の減少と生産性の向上を図るための先端設備導入計画

3562 徳島県 炭火串焼地鶏料理ＡＵＮあうん デリバリー体制の強化・ゴーストキッチンとしての調理場提供

3563 徳島県 ヘア　サロン　グロース 髪の毛の悩みはリモートで即解決！より深い信頼関係の構築

3564 徳島県 阿波鳴食品株式会社 7480001002610 対面を避ける工夫と効率化を図る。冷蔵庫新設で環境改善。

3565 徳島県 フットプリント 新規に開業した英会話・学習塾、翻訳・オンライン商談での通訳

3566 徳島県 辰巳雅則 通信販売による日本全国からの新規顧客獲得

3567 徳島県 クシティヨガ オンラインシステムを活用したヨガ事業の顧客獲得推進

3568 徳島県 株式会社ｓａｎｄｐｉｃｋ 2480001011319 業務効率化のための見積変換ソフトの開発事業

3569 香川県 株式会社モード洋装店 9470001004052 習熟度に合わせた洋服ハンドメイドキットのインターネット販売

3570 香川県 スターセンス株式会社 6470001005763 SENSO del MAREの専用サイトの構築と認知度向事業

3571 香川県 株式会社マネキンスタッフ四国 2470001013183 少人数対応型の飲食形態で新しい生活様式に対応した飲食店展開

3572 香川県 有限会社香川石材店 6470002016776 「お墓参り代行サービス」による新規顧客獲得事業

3573 香川県 有限会社ココロ・エコ倶楽部 1470002008539 抗菌・抗カビ・遮熱塗料のターゲティングアプローチとＥＣの開始

3574 香川県 ラクランテ お惣菜真空パック販売とテイクアウト予約システム販売促進事業

3575 香川県 有限会社とらや 1470002016087 バケーションレンタルのお客様に向けた出張料理サービス

3576 香川県 株式会社竹本建設 5470001002679 オンライン商談、オンライン面接の導入

3577 香川県 ウニ　エリクサーズ　バー 対人接触をなくし安心して利用できるホットサンド事業

3578 香川県 ふじのや 新たな設備導入によるデリバリーおよびテイクアウトの販路開拓

3579 香川県 ピーチスタイル 空間を楽しむテイクアウト、非対面カフェの開店

3580 香川県 しおのえふじかわ牧場 牧場が街に来る！移動販売車で新鮮な乳製品をみんなに届けよう！

3581 香川県 まぁ～と。 チューリップの唐揚げのテイクアウトとそれに合わせた店舗改装

3582 香川県 お好み焼せいや 伝統工芸モダン雑貨のオンライン NET 販売および広報事業

3583 香川県 直島ガーデン株式会社 2470001006658 密回避のため、海辺カフェの屋外テラス席と手洗い場新設事業

3584 香川県 餃子酒場まさし 自慢の名物餃子のテイクアウトを開始するための店舗改装

3585 香川県 株式会社シュタインズ 7470001018731 VR技術を用いた低感染型アート展示ルーム構築事業

3586 香川県 きーにぃまるに 四国初、電子カルテの導入で接触時間短縮のまつ毛エクステ

3587 香川県 有限会社うなぎ南風 8470002001248 非対面型テイクアウトシステムの導入

3588 香川県 四国工房株式会社 4470001016390 新サービスの予約販売システム構築

3589 香川県 藤田摩理 新たなオンラインコンテンツ配信事業

3590 香川県 小松直美 ホームページ新設およびオンラインカウンセリング機能の整備

3591 香川県 酵素風呂ひのきの香 オンラインによる美容製品の通信販売

3592 香川県 スタイルアップ かたづけで暮らしをよくするためのオンラインと対面指導

3593 香川県 株式会社人間科学研究所 6470001003222 オンラインセミナー構築システムの導入

3594 香川県 株式会社二大緑化産業 1470001007467 自動追尾型測量機器の導入

3595 香川県 株式会社松尾商会 5470001009195 接触リスク減少と再配達軽減に役立つ宅配ボックス

3596 香川県 ニビイロプロダクツ 中国OEM輸入事業の新規展開

3597 香川県 有限会社ｍｉｋｉ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5470002014062 町の人へ届け！美味しい惣菜事業

3598 香川県 株式会社尾野農園 4470001014072 「尾野農園」間接業務のシステム化による接触機会の低減事業

3599 香川県 ビジュアルアートグラフィックス有限会社 5470002013972 スマホで食べよう！駅弁・船弁

3600 香川県 ｂｏｏｓｔｅｒ 集客用Webサイト制作で集客アップ・売上アップ
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3601 愛媛県 くぼた質店 Y世代の質屋イメージを変える魅惑の中古ジュエリーEC販売

3602 愛媛県 ｂａｒｂｅｒ’ｓ　Ｋ－ｏｎｅ セルフ脱毛機導入による接触時間低下と売り上げ増加の両立

3603 愛媛県 合同会社ＯＨＡＮＡ 5500003002236 ワーケーション需要を取り込む宿泊施設の個室化改修

3604 愛媛県 株式会社写楽堂 4500001002222 ネット広告を活用して運営する古本の買取専用サイトの制作

3605 愛媛県 ＳａｒａＴｉａｒａ 非対面接客が可能な「セルフホワイトニング機材」導入で感染対策

3606 愛媛県 Ｎｕｍｂｅｒ２ テイクアウト、インターネット販売導入で新たな販路開拓

3607 愛媛県 ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｐｒｉｎｃｅ セルフエステ機器による接触時間の低下とアンチエイジングの両立

3608 愛媛県 株式会社ＡＳＳＩＳＴ 4500001019902 オンラインでの安全安心な中古車の下見、商談

3609 愛媛県 ＨＩＩＲＡＧＩ WEBサイトの開設と商品のネット販売の開始で非接触化

3610 愛媛県 株式会社スパイスガール 2500001023567 テイクアウト・個室化等による新しい形態での本格カレーの普及

3611 愛媛県 有限会社トップエージェント 8500002022224 ランディングページを活用したＢｔｏＢ非感染ビジネスへの転換

3612 愛媛県 マルノー物産株式会社 3500001009128 広報強化とECサイト構築で販路拡大

3613 愛媛県 ヴィオリーネ ネット広告・SNSを活用したオンライン販売への業態転換

3614 愛媛県 美容室和田 出張美容の強化と顧客の安心・安全確保のための施術室の個室化

3615 愛媛県 ココリュビ こだわりのヘアケア商品のオンライン販売と魅力を伝えるLP作成

3616 愛媛県 愛育家 食育講師による国産材料に拘ったケーキのテイクアウト専門店開業

3617 愛媛県 株式会社雁飯店 1500001001276 愛媛の地産地食でおうち中華プロジェクト

3618 愛媛県 ラ．プロダクトリストタル　マリィエ オンライン非対面型プラン提案と自社オリジナル小物の通信販売

3619 愛媛県 ニュー近藤 接触時間低下のセルフ脱毛で理髪美容の定着を目指す

3620 愛媛県 合同会社紡 6500003002697 非接触サービスの充実とコロナ禍でも安心して滞在可能な民泊事業

3621 愛媛県 株式会社ＡＱＵＡＳＥ 7320002008770 対面販売から非対面販売への変更

3622 愛媛県 ウテナ　ミュージック　フィールド 音楽プロセス体験のオンライン化とＨＰリニューアルによる全国展

3623 愛媛県 有限会社亀井蒲鉾 9500002024260 ネット販売に強い練り物の新商品開発、動画、営業代行で販促強化

3624 愛媛県 ゆめしま倶楽部 上島町の資源を用いたキャンプ事業と非接触型サービスの提供

3625 愛媛県 株式会社ＦＬＩＣＫ 3500001014029 自社オリジナル商品のECサイト新設

3626 愛媛県 オンラインストア　ティーアンドエイト 販路拡大の為のECサイト構築・持続可能な職場環境整備の取組み

3627 愛媛県 株式会社グリーンダイヤ 9500001022488 コロナ禍のストレス改善新サービス提供と非対面の販促活動の強化

3628 愛媛県 アクセル 健康経営を目指す企業向けのオンラインフィットネス事業

3629 愛媛県 株式会社森と暮らし舎 8500001021953 オンラインサロンの開設および小冊子を活用した集客

3630 愛媛県 炭焼ＭＡＲＫＳ 自宅で焼ける焼鳥セットのテイクアウト

3631 愛媛県 株式会社スカイ 8500001010923 集客アップにつながるスマホオリジナルアプリ事業

3632 愛媛県 株式会社Ｔｓｔｏｒ 7500001021673 オンライン商談及び来店予約システムのWeb構築

3633 愛媛県 ＭＵＲＡＴＡデザイン事務所 オンラインコミュニケーションのみで制作可能な病院PR動画制作

3634 愛媛県 箱﨑司法書士事務所 農作業の省力化と接触機会を減らす為の運搬用モノレールの設置

3635 愛媛県 Ｂｌｕｅ　ｎｏｔｅ リモートフェイシャルレッスンのＰＲと衛生環境の強化

3636 愛媛県 有限会社椙野ガス 9500002000187 ドローンを活用したガス器具等の点検及び異業種への参入

3637 愛媛県 ルナフィオラ 高速＆非接触型の美容脱毛器導入による地域内外の顧客開拓

3638 愛媛県 ＡｎｙｗｈｅｒｅＤｏｏｒ 自社企画商品の開発によるブランド力の強化＆当店のファンの獲得

3639 愛媛県 Ｊａｐａｒｃａｎａ合同会社 8500003002679 海外顧客向けの自社製タオル商品のデザインの作成

3640 愛媛県 株式会社クリーンサービスさくら 3500001023780 小売業＆消臭サービス事業展開による対人接触機会減少の事業推進

3641 愛媛県 アトリエ・ａ 広告媒体としてのマスクをオンラインで受注制作・販売

3642 愛媛県 株式会社イノウエ 3500002001067 コロナ対策をサポートする自販機・宅配ロッカー販売事業の拡充

3643 愛媛県 クラシコ コロナ禍～ポストコロナまで見据えたセルフ脱毛機で売り上げ増加

3644 愛媛県 松山中央整骨院 非接触型施術導入とオンライン健康促進事業

3645 愛媛県 ｈａｉｒ　ｃｒａｆｔ　ｍｏｋｕ ガス乾燥機を用いたウイルス対策とセルフマッサージで免疫UP

3646 愛媛県 ヒーリングルームゆとり 対人接触をMAX減少！安心安全なサロンクオリティ・集客力強化

3647 愛媛県 株式会社くるまや 5500001020396 アミューズメントカー部門新設に伴うプロモーション

3648 愛媛県 合同会社ヘルシーカンパニー那由多 4500003002641 企業の健康経営を推進する自社ホームページの構築

3649 愛媛県 濱野雄樹 ドローンによる遠隔撮影・建物・土地診断　撮影補助事業

3650 愛媛県 ビストロファミーユ 出張料理、テイクアウト、来店のWeb受付
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3651 愛媛県 トータルサポートサービス株式会社 5500001023465 自社ホームページを構築し、非対面でデジタル営業の拡充を図る

3652 愛媛県 Ｈｉｇｈ＆Ｌｏｗ 予約システムの導入による店舗一括管理

3653 愛媛県 Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ　Ｂｅａｕｔｙ エステとヨガの専門家による美容系お悩み解決オンラインコンサル

3654 愛媛県 萬楽塩田屋 当店自慢の炭火焼チャーシューのEC販売

3655 愛媛県 おやこコーチングｍａｍａｎｏｒｉａ メンタルケアに特化したパウダーアロマ開発とＰＲ事業

3656 愛媛県 株式会社クラフトガーデンワークス 2500001023071 植物需要の増加によるコロナ禍に対応した自社生産体制構築事業

3657 愛媛県 株式会社ちょんまげ 9500001006607 ネット販売！愛媛柑橘新規商品開発で売上確保、雇用の安定！

3658 愛媛県 株式会社スギモト 6500001021377 新規土木工事事業参入のための設備投資事業

3659 愛媛県 創作Ｒｅｓｔａｕ　Ｓａｂｒｉｎａ デジタル化による可視化・集客UP

3660 高知県 大松 創作料理人の外商商品開発、オンライン販売用システムの構築

3661 高知県 有限会社日進贈答 4490002011348 コロナ禍を克服する為の新事業こだわりの食テイクアウトの確立

3662 高知県 山のめぐみ舎 奇跡の清流の畔で古民家リトリート～わざわざ行きたい場所～

3663 高知県 有限会社西田写真館 1490002003934 デジタル技術と専用スタジオを活用した高知初のマタニティフォト

3664 高知県 岡林仕出し店 新販売チャネル構築の為の設備導入

3665 高知県 人情酒場　いわちゃん 女性のお客様をターゲットにした商品開発と環境を整備する

3666 高知県 ＯＧ珈琲 新規ワッフレッソカーの導入による業務効率化と新規販路拡大

3667 高知県 民宿たかはま WEB集客の徹底を図り非接触型ビジネス転換による販路開拓事業

3668 高知県 株式会社ｍｉｍｏｔｏ 4490001001878 新たな需要に向けた商品PRとHPリニューアルでの新規販路開拓

3669 高知県 ラーメンのカントリー 新たな商品ＰＲとテイクアウト事業での新規顧客獲得

3670 高知県 企業支援コンサルティング株式会社 5490001010036 コロナで苦戦する中小企業の集客支援事業

3671 高知県 まるともデザイン 新しい生活様式に対応したWebコンテンツ高品質化事業

3672 福岡県 株式会社永末組 9290801016620 ICT機器導入による土木工事のテレワーク化

3673 福岡県 株式会社ＯＶＥＲＪＡＰ 5290001082483 ネット通販強化でリーズナブルな自動車部品を全国展開する

3674 福岡県 株式会社ＡＴＷＡＬＬ 4290001085958 タイ焼きキッチンカーの導入による販路拡大

3675 福岡県 肉家くざん テイクアウト＆モバイルオーダーアプリで感染症対策と売上アップ

3676 福岡県 株式会社ＮＯ　ＥＸＣＵＳＥ 7290001055000 多機能型ホームページ導入による非接触型接客の促進

3677 福岡県 よりそい不動産鑑定株式会社 1290001084731 無駄を極限まで除いた効率的学習法宅建士試験オンライン講座

3678 福岡県 韓国料理宋家　添田店 セルフレジ券売機導入による来店客の滞留改善とサービス品質向上

3679 福岡県 オーガニックカフェレストランニコレ オーガニック野菜を使ったオンライン料理教室で顧客層の拡大と広

3680 福岡県 九州テクニカルディベロップメント株式会社 5290001064960 華匠庵ブランドの飲料水（5-ALA配合）開発とオンライン販売

3681 福岡県 コンクリートジャングル 美容室で髪と爪を美しくトータルビューティサロン認知度向上計画

3682 福岡県 イタリアンダイニングａｍｐ テイクアウトの強化とHPリニューアルによる売上アップ

3683 福岡県 株式会社ＧＡＴＥ 2290001069830 デジタル活用による感染リスク低減と業務効率改善の取組事業

3684 福岡県 横山材木店 国産銘木の無垢板で、ワークデスク天板のオーダメイド事業

3685 福岡県 Ｆｕｋｕｏｋａ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ株式会社 1290001063933 お問い合わせから契約まで「オンラインでレンタルオフィス契約」

3686 福岡県 株式会社カミタニ 8290801000823 ホームページ改定による非対面活動の推進と効率的拡販

3687 福岡県 ジェイフィニティー オンラインレッスンとECサイト構築で売上の回復向上

3688 福岡県 やきとり澤 アプリを活用したテイクアウトで、ポストコロナを見据えた店舗へ

3689 福岡県 ＣＹＣＬＯ　ＢＲＡＮＤＥＸ コロナで需要増加！街の自転車店のオンライン通信販売事業

3690 福岡県 スマイル商事株式会社 4290001032893 店舗型から配信型ライブスタジオへの転換でコロナに打ち勝つ

3691 福岡県 ベーカリーさくらい 自社ECサイトでの高タンパク低糖質あんぱん・高級食パンの販売

3692 福岡県 ｓｔｕｄｉｏ　ｋｉｂａｃｏ PCでの音楽制作とライブ配信事業

3693 福岡県 ｇｅｅモーターサイクルズ オンライン予約の活用による新規顧客獲得及び売上増加計画

3694 福岡県 インテリア高野 自社ブランド構築とECサイトを活用してBtoCへの進出

3695 福岡県 はかたあゆむ WEB事前決済でテイクアウト弁当の非対面化事業を推進！

3696 福岡県 ＫＹＵＳＨＵ　ＣＥＹＬＯＮ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 6290001064885 本格スリランカレトルトカレーの開発とネット通販による販路拡大

3697 福岡県 株式会社十八食肉 4290001054698 自動販売機（無人販売）設備を導入した販売促進事業

3698 福岡県 有限会社大石クリーニング店 6290002048573 病院における非接触受渡し方式の導入と除菌水クリーニングの導入

3699 福岡県 はかた居酒屋　ばかちん お弁当のテイクアウト・デリバリー販売をアプリでデジタル化

3700 福岡県 株式会社コモド福岡 4290001017705 老舗不動産の最新テクノロジーを駆使した住宅内覧システムの構築
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3701 福岡県 セブンシー 自社デリバリー車を利用した弁当デリバリーの導入による販路開拓

3702 福岡県 昭進産業株式会社 9290001050437 ECサイト構築による補修関連事業を中心とした販路拡大事業

3703 福岡県 有限会社福岡緑地建設 6290002000922 新型測量機械導入による三密回避及び生産性向上事業

3704 福岡県 なかむら亭 訪問車の導入による対人接触機会を減らした理容サービスの提供

3705 福岡県 クマノス 酒販売許可取得に伴う酒類販売の感染対策と売り上げの獲得

3706 福岡県 株式会社ハルマチ 2290001038505 【株式会社ハルマチ】じょかなん冷凍自販機大作戦！

3707 福岡県 有限会社野田商店 3290002047454 老舗酒蔵が作る日本酒のネット通販強化で販路拡大を実現する

3708 福岡県 北九制御システム株式会社 4290802013803 対人接触機会ゼロで効果的営業活動を促進するホームページの構築

3709 福岡県 Ｋｏｒｅａｎｄｉｎｉｎｇ＆Ｃａｆｅ慶 「おうちで気楽に韓流ごはん」の商品開発とECサイト事業

3710 福岡県 株式会社セイコー住建 6290001035754 法人向け不動産仲介業のDX化並びに戸建て販売のDX化

3711 福岡県 株式会社ラストワンスマイル 7290001082928 オンライン受注システムプロジェクトの立ち上げ・広報

3712 福岡県 ＬＩＴ株式会社 9290001093527 WEBを活用した「訪問しない営業」体制確立で商談契約率の向上

3713 福岡県 クランツ 移動販売車を活用した接触機会低減型販売方法の導入

3714 福岡県 株式会社Ｎｉｃｏ　Ｓｍｉｌｅ 1290801024936 感染症対策と並行して行う、顧客・予約管理のデジタル化事業

3715 福岡県 あんころ オリジナルグッズの販売ができるECサイトの構築

3716 福岡県 株式会社冬花水月 7290001026356 気功を気軽に体験できるオンラインカウンセリングによる販路拡大

3717 福岡県 株式会社パワードリーム 5290801008431 少人数の飲み会のための改装と非接触型注文端末の導入

3718 福岡県 鍼灸サロンｗａｒｍｌｙ HP作成により非接触のオンライン鍼灸を可能とする販路開拓事業

3719 福岡県 龍屋意匠合同会社 6290803002084 小売中心のカフェからテイクアウト専門店への移行事業

3720 福岡県 株式会社ＢｏｄｙｍａｋｅＧｙｍＰｅａｃｅ 6290001081402 ジムを非接触型のセルフトレーニングルームに転換し販路拡大

3721 福岡県 フードラボジャパン合同会社 6290003005375 自家製商品のネット通販＆PR 動画作成で売上回復！

3722 福岡県 エスイーシー コロナ禍による事業転換に向けたオンライン見積ができるHP開設

3723 福岡県 ＲｅＢｏｄｙ オンラインでのマッサージ技術のレッスンと資格の発行

3724 福岡県 株式会社カービューティうらかた 5290001087012 【非対面サービス】オリジナルカーコーティング剤の通販事業

3725 福岡県 ５ＲＩＣＨ 自宅でできるオンラインレッスンとレッスン講座の配信事業

3726 福岡県 大和農園 選べる野菜をたっぷり！対人接触を減らすサラダテイクアウト事業

3727 福岡県 株式会社コンロッド 1290001070780 高齢者と家族を結ぶコミュニケーション用ビデオ通話サービス事業

3728 福岡県 ＳＨＡＮＫＡＲ　ＬＴＤ株式会社 8290001035645 本場インド料理の真空冷凍販売並びに通信販売への展開

3729 福岡県 光栄建設 新型設備導入による作業の非接触化および作業効率化事業

3730 福岡県 グリングリン宇美 非対面型24時間営業餃子販売機導入にて集客率及び売上増加計画

3731 福岡県 有限会社Ｒｏｕｎｄ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 9290002033390 テイクアウトとデリバリーを強化！アプリで簡単注文できる居酒屋

3732 福岡県 株式会社サンアイ 8290001069263 非対面型ネット販売による感染リスクの低減・売上回復

3733 福岡県 有限会社新海商店 2290002035212 LPWA設置による訪問検針から非接触型ビジネスモデルの変革

3734 福岡県 株式会社大正商社 6290001062022 システム導入 接触リスク削減マッサージ店の実現の為

3735 福岡県 いまとう接骨院 セルフケア機械導入で治療時間短縮と非接触化による売り上げ回復

3736 福岡県 バオバブ・サンライズ プロフェッショナルなネットショップでの通販売上拡大事業

3737 福岡県 小料理屋　三日月 感染対策のための外外食のニーズに応える屋外スペースの環境整備

3738 福岡県 橋口ひとみ ヨガ教室のオンライン化対応と企業ホームページ・ロゴ

3739 福岡県 合同会社プライスファクトリー 1290803000919 自宅で探す・聞く・買えるアウトレット家具屋のECサイト開設

3740 福岡県 Ｆｏｒｔｕｎａ ネットショップを新設し対人接触を減らし販路拡大で新規顧客獲得

3741 福岡県 有限会社香楽 1290002008020 「完全非対面の飲食店へ」予約サイト・モバイルオーダーの導入

3742 福岡県 ひさやま写真館 ポータブル電源を使用した屋外撮影会とHP作成事業

3743 福岡県 帝国パートナーズ株式会社 1290001084236 オンライン主体の営業活動のためのWebサイト構築

3744 福岡県 株式会社潤昌 6290001067228 オンライン対応を従来の仕組みに加え、売上向上を目指す補助事業

3745 福岡県 株式会社あすなろキッチン 6290001094404 コロナ禍における癒しの提供「カフェ定期便」

3746 福岡県 株式会社リフォームイレブン 6290002035679 対人接触を減らしながら行う感染症対応住宅推進の取組

3747 福岡県 東洋軒 人気商品「焼豚」の通販開始と真空包装機の導入によるコスト削減

3748 福岡県 Ｍ＇ｓＮａｉｌ SNSや動画等を活用した非対面型オンラインネイルスクール事業

3749 福岡県 教育のコア 個別ブース化による安心安全で個に応じた指導ができる塾の開校

3750 福岡県 共環アグリゲーション株式会社 9290001092116 新農業資材のECサイトを通じた新規顧客獲得と販売スタイル確立
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3751 福岡県 和信貿易株式会社 3290001017391 催事中心の対面販売から、ECサイトでの非対面販売への転換

3752 福岡県 株式会社アナタナマーケティング 3290001082799 コロナ禍における起業家の売上支援をオンラインサロンで実現

3753 福岡県 株式会社美食倶楽部 4290001092013 グループ店舗をつなぐアプリの開発で経営回復を図る

3754 福岡県 リンクス 女性に向けたリンパマッサージのオンラインサービスの開始

3755 福岡県 自分に恋する時間 HPの構築と広告で認知を拡げ、オンライン講座を本格実施

3756 福岡県 Ｒｅａｌｍｅ セレクトヘアオイルのPRとECサイト開設による販売計画

3757 福岡県 たぬきカフェ 自宅で楽しめる本格紅茶のオンライン販売で売上向上を目指します

3758 福岡県 ヘアーメイクユイマール EC サイト新設と動画活用による店舗集客

3759 福岡県 竹元礼 Withコロナに対応したテイクアウトデリバリー販売強化事業

3760 福岡県 Ｒａｄｉｃａｌ　Ｃｏｎｓｃｉｏｕｓ株式会社 1290001058818 ライフプランのオンラインコンサルティングサービスの提供

3761 福岡県 エステサロン　ｃａｃｈｅ　ｃａｃｈｅ オンラインカウンセリング業務開始で非対面で売上増大計画！

3762 福岡県 株式会社Ｈ・ハーモニー 2290001070243 アロマテラピー講座受講者向けオンラインスクール構築

3763 福岡県 ポンポン亭 時差外食ニーズに応える朝ラーメンの開始のための券売機導入

3764 福岡県 ｃｏｏｋ　ｉｎｋ株式会社 6290801027686 とんトン豚カツ、ぷりプリ海老フライを２４時間、食卓にお届け

3765 福岡県 株式会社ＬＯＢＪＥＴ 3290801019570 新WEBサイトによる新規顧客獲得と販促強化の売上増大計画

3766 福岡県 みつき屋 うさ耳モニラリアを使用したハンドクリームの開発とPR事業

3767 福岡県 嘉穂食品有限会社 1290002045360 【嘉穂食品有限会社】『浜さんちの大豆商品』がもっと近くに！

3768 福岡県 株式会社フーセット 2290001055442 北欧住宅のライブ内覧サービス及びオンライン相談サービスの提供

3769 福岡県 誠勇塾ＫＡＲＡＴＥスクール オンラインでの空手道場経営者育成講座の開設

3770 福岡県 株式会社ルミライズエンターテイメント 7290001087209 ライブ配信業界No1になるための基盤構築補助事業

3771 福岡県 博多もつ鍋　玄海庵 自社ＨＰでネット予約大作戦！ＷＥＢ販売での販路拡大の為

3772 福岡県 酒膳屋かじさん 対人接触機会の減少に繋がるアプリ導入で、地域に愛される店舗へ

3773 福岡県 つるかめ整体院 筋トレやストレッチ等ホームケアで重症症状の改善をサポート

3774 福岡県 有限会社南星観光 9290002045808 移動時間を充実させた販路拡大とソーシャルディスタンス確保

3775 福岡県 株式会社ハローリッツ 6290001064662 既存の人材を活かしたオンライン完結型事務代行サービス

3776 福岡県 有限会社ＫＯＫＥＮ 5290802011616 衛生管理・除菌消臭可能な機器のオンライン相談＆設置サービス

3777 福岡県 株式会社アイワ不動産 6290002034978 オンライン商談システムによるIT重説の導入

3778 福岡県 ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｍａｋｅ　ＰＩＥＲＯ 半個室化設備導入による顧客満足度並びに他店への差別化を図る

3779 福岡県 ライズパートナーズ セルフホワイトニングサロン新設による販路開拓

3780 福岡県 フェリーチェ ウイズコロナ時代に対応した「オンラインスクール」の開講

3781 福岡県 ＹＵＫＩ　ＫＡＲＡＳＵＹＡＭＡ　ＳＴＵＤＩＯ 唯一無二の葛布ナプキンをオンラインで販路拡大

3782 福岡県 スターカット 癒し空間と美容のコラボレーションCHILLOUTルームの展開

3783 福岡県 株式会社平野建設工業 9290001082100 ワンマン測量機器導入による感染防止対策と経営の安定

3784 福岡県 合同会社ＮｅｘｔＩｎｎｏｖａｔｉｏＮ 2290003010676 オンライン受付・相談、個室完全予約制で時短スピードヒゲ脱毛

3785 福岡県 株式会社カントリーベア 6290001094478 増大するヘルスケア産業に一石を投じる美容系オンラインサービス

3786 福岡県 レイ posレジの導入とオンライン予約システム構築による販路開拓

3787 福岡県 株式会社若戸物産 1290801021149 非接触オンラインインテリアコーディネートで県内外の新規開拓

3788 福岡県 株式会社ヒストリー 7290001048202 自社ブランドを見える化したブランドマテリアルキットの提供販売

3789 福岡県 株式会社ＬＯＴ 6290001093001 完全個室化による非接触・非対面型セルフ脱毛事業

3790 福岡県 株式会社湯元小林 6290001078638 水炊きセットの通販による販売強化を行いⅤ字回復を実現！

3791 福岡県 焼肉みどうえん オンライン決済導入で切り立て和牛生肉のテイクアウト販売を確立

3792 福岡県 Ｈａｇｒｕｍａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ ＜感染対策＞自社商品スイッチカバー_ECサイトでの販売計画

3793 福岡県 三橋建設 オリジナル釣り具EC サイトの構築と事業転換

3794 福岡県 会員制　一ノ瀬 ニコニコと笑い合えるお店作りとオンライン接客への業態転換

3795 福岡県 ｏｒｅｋａｋｋｏｉｉｂａｒ コロナ禍に対応したテイクアウト・デリバリー販売強化

3796 福岡県 株式会社アンビシャス 3290001056497 人事評価システム販売サイトの制作による広告宣伝と売上向上

3797 福岡県 株式会社Ｏｎｅ’ｓ 7290001091664 完全非対面型営業による新規顧客獲得

3798 福岡県 株式会社ＨａｌｅＱｕｌａｎｉ 3290001066942 オンラインを活用し買い物代行と見守りを行う地域課題解決型事業

3799 福岡県 株式会社松隈写真館 5290001045135 「家族だけの成人式」を町の写真館で。～コロナ禍でも想い出を～

3800 福岡県 中洲４丁目整体院 アプリで非対面接客！オンラインサービス導入で非対面施術を導入
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3801 福岡県 脱毛サロンラコケット 脱毛及び毛穴ケアに特化したサロンのネット販売

3802 福岡県 カリーナ 非接触設備(電磁波パルス)導入による売上増加策

3803 福岡県 Ｈ／Ｆ オンラインを活用した事業コンサルティングの提供で売上拡大

3804 福岡県 Ｔａｍａｎａｉｌ 非接触型セルフホワイトニングサービスのスタートとPR活動

3805 福岡県 株式会社ふるさと九州 8290001075947 ふるさと九州の通販サイト作成

3806 福岡県 株式会社アンタレス 8290001081978 オンラインによる介護職員向けセミナー

3807 福岡県 レガリス セルフ型マッサージの提供による非対面で健康な身体作り

3808 福岡県 株式会社ＡＣＴＩＯＮ 9290801026413 個人顧客の販路拡大と営業方法の効率化のためのホームページ開設

3809 福岡県 ヘルシーライフシステム 睡眠の質を改善する寝具の通販開始で売上と顧客の体調不良を改善

3810 福岡県 有限会社Ｑｏｏｊａ 2290802010645 感染予防対策をとりながら付加価値を付けた新しい事業への挑戦

3811 福岡県 本松行政書士事務所 丁種封印制度などを利用した登録手続きを求める販売店などの獲得

3812 福岡県 Ｓｗｅｅｔｂｏｄｙ テイクアウト専門のサンドイッチ店の開業

3813 福岡県 ＮＥＸＴＲＩＧＧＥＲ オンラインにてクリーニング箇所を確認！接触時間を削減

3814 福岡県 古賀精密彫刻 ネームプレート・表札のネット販売体制確立

3815 福岡県 エステ　ビビアン 人的接触機会が少ないセルフエステ機器を導入し売上回復を目指す

3816 福岡県 くるみ企画 中小企業の企業年金制度の導入支援と従業員の資産形成応援事業

3817 福岡県 Ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ　Ｓｈｉｎｅ 「キルン（窯）アート製品」オンライン販売で売上改善＆事業拡大

3818 福岡県 ｐｅｔｉｔ　ｂｅｌｌｅ 補整下着・マイナスイオンで心も身体もリフレッシュ！！

3819 福岡県 バーハック オンラインツールの導入で感染対策・集客アップの両立！の為

3820 福岡県 有限会社城東モータース 5290802003258 オンライン予約ツール導入による既存・新規顧客の獲得強化の為

3821 福岡県 株式会社セカンドビルド 2290001066349 あたらしい生活様式に対応したシェアハウスの運営

3822 福岡県 株式会社論法 5290001064358 脱毛機器導入で対人接触時間の短縮と生産性向上に繋げ売上UP！

3823 福岡県 南畑ＦＡＲＭ株式会社 1290001089854 那珂川市の農家がアパレルブランドを立上げECサイトで販路拡大

3824 福岡県 ＲＩＴＺＹ 自動シャンプー台導入による新規顧客の獲得、収益性向上

3825 福岡県 本田しのぶ音楽事務所 アーティストMILLIAのオンライン音楽事業

3826 福岡県 株式会社なかがわ 4290801026954 電気治療機器の導入による対人接触時間の短縮

3827 福岡県 株式会社ＡＬＵ 7290001095590 公的支援制度診断ソフト活用による顧客の課題抽出事業

3828 福岡県 味彩 ECサイトを活用した馬刺し肉の全国販売

3829 福岡県 株式会社ＬＯＵＦＥＲ 6290001091905 非対面での集客、web広告による顧客獲得への方針転換

3830 福岡県 藤永整体院 店舗型整体から出張型整体への転換によるデジタルシステムの活用

3831 福岡県 株式会社ガレージシルバーストーン 6290001001005 査定なし、FAX、電話による非対面での車両買取

3832 福岡県 ヤスナグデザインホーム株式会社 3290801026963 コロナ禍でも豊かで安心な暮らしを提供できる住まいの開拓開拓

3833 福岡県 おもいのかね整体院 肥満遺伝子検査をもとに自宅でオンラインダイエットトレーニング

3834 福岡県 メディカル・フィットネスジム　ＲｉＳＥ 運動指導を完全オンライン化で実現し顧客満足UPと新規顧客獲得

3835 福岡県 直家 新テイクアウトメニュー告知と感染対策の実施

3836 福岡県 株式会社ＥＭＡＪＩＮＹ 1290801023764 中国市場でカラーワックス「エマジニー」の認知拡大を狙う

3837 福岡県 Ｆｌｙｓｅｎｓｅ合同会社 8290003010778 最新鋭ドローンを利用した破損個所の精緻な調査事業

3838 福岡県 ｈａｐｐｙ　ｍｏｔｈｅｒ　ｌｉｆｅ 子育てとママ起業の完全オンラインサポート化に向けた販路開拓

3839 福岡県 千代整骨院 接触機会を最小限にした安心安全な施術サービスを周知し販路拡大

3840 福岡県 Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｋｅｙ株式会社 9290001091729 不動産収益化のオンラインコンサルティング展開で事業継続を実現

3841 福岡県 株式会社インプルーヴ 5290001084190 新規ホームページ作成による、非対面サービスでのサービス提供

3842 福岡県 株式会社命根や 7290001094774 中食需要を見込んだ玄米おむすび屋の新たな販路開拓事業

3843 福岡県 株式会社Ｕ．Ｃ．Ｉ　Ｇｒｏｕｐ 9290001089368 焼肉弁当のテイクアウト事業

3844 福岡県 フォーライフファクトリー 通販サイト構築による、フルオーダーメイド家具の提案販売事業

3845 福岡県 株式会社Ｌａｕｇｈｔｅｒ 5290001095196 ペットの健康を考えたメディセルの導入及びSNSによる販路拡大

3846 福岡県 トイカフェアンドバー 団体顧客用テーブル席の個室化のための店舗改装

3847 福岡県 ＵＭＡ アフターコロナを見据えたレトルトカレーの通販事業

3848 福岡県 フォーユータイム システム化によるECサイト非対面型運用オペレーション構築事業

3849 福岡県 ＤＥＳＰＯＴ　ＤＲＥＡＭ オンライン活用によりインターネット配信新規顧客獲得と販路拡大

3850 福岡県 ＳＳＵＰインターナショナルスクール 非対面のメリットを活用した子どもが英語を話せるようになる

77



＜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5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3月2日(水)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。

3851 福岡県 スターラブ ホームページのリニューアルによる情報発信

3852 福岡県 ａｒｃｂｌｏｏｍ 独自のセルフキャリアドックのオンライン提供による売上拡大

3853 福岡県 らくぷらすラボ　わたなべ佳美 自社コミュニティサイトで行う製造業のオンライン商品開発事業

3854 福岡県 フリーダム福岡合同会社 7290003006892 水素岩塩を使って大人向けのサプリを開発しオンラインで新規開拓

3855 福岡県 Ｈｉｔｏｔｅｃｈ株式会社 8290001089195 コールセンター業務のアウトソーシングに経営資源を集中させる

3856 福岡県 東消塾 完全非対面型オンライン講義開始のための新規顧客獲得

3857 福岡県 Ａｉｔｈｅｒ Webを活用した商品紹介で販売数増加！売上拡大を目指す

3858 福岡県 株式会社成翔 5290801027282 遠隔で書類をDLできるクラウドシステムの構築

3859 福岡県 淺野章一 看板メニューの通販開始に伴うレトルト食品開発とＳＮＳ発信事業

3860 福岡県 焼肉　ガブクロ テイクアウトメニュー告知強化と換気工事でお客様確保

3861 福岡県 株式会社ファボーレオートジャパン 2290001094589 非対面・遠隔でもお客様満足を追求できるサイト機能の拡充

3862 福岡県 ラグクリエイト 対面時間を30％削減するオンラインラグビースクール

3863 福岡県 豊田紀香 マシンエクササイズ新規導入による個別レッスン充実化と体制整備

3864 福岡県 Ｔｒａｎｓ－Ｓｙｎｅｒｇｙ　Ｔｒａｄｉｎｇ オンラインサービス開発と会員サイト開設で販路拡大

3865 福岡県 株式会社ＣＲメソッド 8040001105019 WEB対応システムで非対面化し生産性向上させ売り上げアップ

3866 佐賀県 長崎荘 宴会場の個室化による感染リスクの軽減と少人数グループの獲得

3867 佐賀県 くろかみ窯 くろかみ窯の作品のオンライン販売への展開

3868 佐賀県 ホンザン 魅力を伝える商品ＰＶとギフト開発でのコロナ禍のネット売上拡大

3869 佐賀県 株式会社ワイズプランＳＰ 6300001010326 オンラインでの簡易工事パック提供で新事業確立及び販売強化

3870 佐賀県 株式会社ＣＡＲＢＡＮＫ－ＹＧＫ 9300001010182 自動車中古部品の通販事業で新規潜在顧客の獲得！

3871 佐賀県 新極真会楠道場 既存及び新規道場生の満足度を高めるオンラインシステムの導入

3872 佐賀県 ＳＵＮＮＹ　ＳＡＬＡＤ フードロス野菜・果物を活用した移動販売による新たな顧客の獲得

3873 佐賀県 ジューク ホールに間仕切りを新設することで対人非接触化を図る

3874 佐賀県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＤＡ　ＧＩＮＯ 真のナポリピッツァ認定店の冷凍ピッツァ内製化＆非対面取引増加

3875 佐賀県 アンジェール 対人接触機会減少と事業継続の両立のための店舗移転・個室化事業

3876 佐賀県 Ｎｅ　ｄｏｃｏ？ おむすびドライブスルー対応店舗改装と冷凍販売による販路拡大

3877 佐賀県 株式会社井上 4300001004783 通夜葬儀オンライン配信サービス

3878 佐賀県 有限会社きはら 5300002006200 嬉野温泉新名物の”よもぎ団子”等のギフト商品開発と販促事業

3879 佐賀県 株式会社淡製作所 4310001015359 デジタルテクノロジーを使いお客様の問題を解決できるHPの作成

3880 佐賀県 有限会社割烹山平 8300002007674 触れない御手洗い・ドアと新料理でお迎え女性に優しい山平に転換

3881 佐賀県 株式会社サブローグループ 1300001010157 テイクアウトのオンライン決済化で非対面を図りさらなる販路拡大

3882 佐賀県 ヘアーサロンＢＩＡＮＣＡ 非接触型営業のための間仕切りと予約制導入による感染防止徹底

3883 佐賀県 ＫＯＮ　Ｃｏｍｐａｎｙ 快眠整体に加え非接触型体組成計機を導入しての新規顧客開拓

3884 佐賀県 太洋宅建 測量の内製化による生産性向上と感染リスク対策

3885 佐賀県 バルバル ネット販売の強化

3886 佐賀県 株式会社花祭果実 1300001012087 非接触型券売機の導入による感染防止徹底と新商品販売の取り組み

3887 佐賀県 ナノ オンライン化、I T化による教室運営の改善と事業領域の拡大

3888 佐賀県 ＦＦＯ ポストコロナにおいてFPビジネスを成功に導くコンサル事業

3889 佐賀県 ｈａｐｉ　ｃａｆéｔｔａ コロナ禍における『町おこし』飲食・グルメ、情報提供の店舗開店

3890 佐賀県 株式会社日本環境テクノ 4300001003595 ポップコーン非対面販売による看板型自動販売機の導入

3891 長崎県 株式会社Ｔｈｅ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｂｒｏｗｎ　Ｊｕｇ 4310001013734 無人チェックイン導入で業務効率、おもてなし満足度の向上

3892 長崎県 有限会社喜多石油 4310002018195 ペット向け酸素カプセルサービスの個室化による対人接触の低減

3893 長崎県 マツナガ建設株式会社 4310001015086 IT技術の導入で、感染症対策と生産性向上事業

3894 長崎県 かあちゃん寿司 釣り体験ツアーで感染対策と販路拡大

3895 長崎県 エスクロー株式会社 8310001016279 水回り施工サービスのオンライン販売強化事業計画

3896 長崎県 株式会社ミネ 3310001009717 自社エシカルブランド設立とECサイトによる販路拡大

3897 長崎県 本多木蝋工業所 ECサイトの導入で非対面型ビジネスモデルへの転換推進事業

3898 長崎県 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 6310001012263 感染防止対策徹底と、HPからの予約とスマホ注文で新規顧客獲得

3899 長崎県 レオンハート おうち時間におうちでお店の味を！デリバリーカフェ

3900 長崎県 峠自然塾 アルギニン元気たまごと季節野菜の低感染リスク販売事業
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3901 長崎県 九十九合同会社 4310003003502 越境ECサイトによる物販事業と日本伝統文化の発信

3902 長崎県 フラワーみき 低感染リスクを基盤とした「高齢者も来店しやすい店舗づくり」

3903 長崎県 出島外国語アカデミー 非対面サービス【英語＆中国語のオンライン学習塾】で売上拡大！

3904 長崎県 エイ・エヌ・シー有限会社 7310002004234 測量機導入による新型コロナウイルス対策と利益率改善のW効果

3905 長崎県 有限会社井上ドライクリーニング工場 8310002000496 クリーニングのプロが推薦する洗剤の通販事業で売上回復を実現

3906 長崎県 ブーＢ 対人接触を減らしたカレーバーへの転換とオンライン接客システム

3907 長崎県 ジュエリー祝 オンライン転換と、CAD活用でコスト削減と独自サービスの開発

3908 長崎県 セーナオブトシフォリア 新しい生活様式に対応したプライベートレストランの確立

3909 長崎県 ヘアーサロン・ラブ 全自動洗髪機で美容室の生産性向上と憩いのサロンづくり

3910 長崎県 有限会社古舘自動車工業 8310002008309 来店客へ安心を！！徹底した予約管理を完全自動化する事業

3911 長崎県 Ａｓサポート 簿記・会計オンライン講座の開発提供による受講生確保と売上拡大

3912 長崎県 ペットサロン　パール 完全予約制の炭酸マイクロバブルシャンプーサービスの開始

3913 長崎県 若潮 地魚を活かしたテイクアウト限定メニュー販売による販路拡大事業

3914 長崎県 株式会社緑花園 2310002019864 非対面PRで新規個人顧客の獲得

3915 長崎県 居酒屋かい千 旬の魚を使った本格テイクアウト商品の開発及び客室個室化

3916 長崎県 やま整骨院 電療増設と動線改善による感染症対策地域の痛みに寄り添う整骨院

3917 長崎県 ろばた沢季 船員の町居酒屋の大部屋から個室への店舗改装によるコロナ対応策

3918 長崎県 一ノ瀬自動車商会 自社サイトの活用で販路拡大＆電気自動車の価値訴求

3919 長崎県 有限会社太平洋興業 1310002002953 ドローンを利用した屋根診断と解体測量

3920 長崎県 アルリンダ・イングリッシュハウス オンラインを活用した非対面の多読多書を取り入れた

3921 長崎県 株式会社Ｃａｎｄｙ 8310001016304 既存のＥＣ販売事業を補完する、感染防止策を徹底した店舗の整備

3922 長崎県 株式会社Ｚａｃ　ＩＲＹＳ 2310001016961 三世代で安心安全なショッピングと販路拡大へ向けて。

3923 長崎県 ｋｕｋｋａ 目元美容とヘアケアで女性の美と健康をサポートする個室サロン

3924 長崎県 タコル オリジナル商品のオンライン通販事業で売上＆認知度UP！

3925 長崎県 リード整骨院 非接触を最重視する脱毛方法と集客活動による脱毛事業の新展開

3926 長崎県 株式会社ジョイフルオート 3310001016630 業務過多で溜まったコリをRPAでほぐす！業務プロセスの改善

3927 長崎県 株式会社ＣＬ．１９７８ 2310001014651 ホームページ立ち上げとECサイト導入で新規客獲得と売上向上

3928 長崎県 日本酒とノンアルの専門店　ばーふりー 日本酒専門バーの半個室席での日本酒とおつまみセットの提供

3929 長崎県 しまのログハウス リニューアルを兼ねた非対面型DIY商品のECサイト制作

3930 熊本県 オフィスササイ 農薬散布ドローンで農業従事者間における感染拡大の抑止

3931 熊本県 有限会社吉川農園 3330002017353 国産穀物需要増大に対応した生産性向上および従業員接触機会削減

3932 熊本県 つる兵衛 テーブルオーダーシステム導入による対人接触機会の減少

3933 熊本県 お食事酒楽やまちゃん 真空包装機導入による新商品開発とテイクアウト事業の抜本的改革

3934 熊本県 株式会社Ａ．Ｄ．Ｃ． 1330001007638 熊本初、コワーキング施設内へのウェビナー配信スタジオの新設

3935 熊本県 Ｍｅのおかし家さん ワクワク感を届けたい！タルト菓子と焼き菓子の移動販売事業

3936 熊本県 有限会社テラワキ 4330002015281 新商品「ヴィーガン料理」販売のための専用ＥＣサイトの構築

3937 熊本県 和処　味彩 自慢の寿司と創作和食を自宅等でも安心して味わっていただきたい

3938 熊本県 有限会社陽商店 2330002020705 日本古来の純国産鰹節飼料及び肥料をECサイトでオンライン販売

3939 熊本県 有限会社秋山製菓舗 8330002030442 老舗和菓子屋の新製品開発と、ウェブを活用した非接触型販売戦略

3940 熊本県 キーメーカー EC販売に特化したWEBページを構築し非対面モデルに転換する

3941 熊本県 ベラ熊本有限会社 6330002009430 ECサイトの立ち上げによる非対面ビジネスの構築

3942 熊本県 オン　ザ　ブックス マドカイを利用してオンラインストア売上を上げるための事業

3943 熊本県 福ちゃん キッチンカー導入による感染リスク低減の販売方法の構築

3944 熊本県 株式会社ボウコレクション 4330001018582 新しい生活様式へ向けたテイクアウト商品の強化

3945 熊本県 にしむら整骨院 新施術サービスを自社ＨＰで告知し低感染リスク型ビジネスを実現

3946 熊本県 合同会社ＡＲＩＫＡ 5330003007888 山都町から全国へ、髪と肌を守る「ARIKA」のネット販売事業

3947 熊本県 居酒屋　ひょう吉 店舗レイアウトの改装による「新たな生活様式」への対応事業

3948 熊本県 温活ヨガスタジオフレア ECモール新規出店によるポストコロナを踏まえた小売事業の強化

3949 熊本県 株式会社グランベリー 9330001010139 自社ブランド「琥珀スイート」のECによる全国への販路拡大

3950 熊本県 有限会社カワタ本店 5330002027730 ソーシャルディスタンス検眼「非来店型出張眼鏡店」で販路開拓
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3951 熊本県 ｆｅｅｌ ウィズコロナ時代にマッチしたリラクゼーションサロンへの転換

3952 熊本県 合同会社大望 9330003007521 入浴機器導入で安心・安全・ゆとりある介護を目指す。

3953 熊本県 美容室クリップ ブランド力向上・他店との差別化の為の自動シャンプー機導入事業

3954 熊本県 有限会社九一屋 2330002002686 アクリル板付移動販売車での新規顧客開拓

3955 熊本県 ＣＬＥＡＮ　ＬＩＧＨＴ 「熊本発上陸！」テイクアウト専門あごだし唐揚げ販売事業

3956 熊本県 行政書士江尻有希事務所 オンライン商談を中心としたホームページ制作で販路拡大

3957 熊本県 やきとり串乃喜 ECサイトによる接触回減でお客様が安心出来る店作り。

3958 熊本県 モイスティーヌ・フロース Webを利用したカウンセリングとEC導入で美容に安心を

3959 熊本県 有限会社梓 5330002025486 ECサイトによる非対面型決済システムの導入と陶芸品販売事業

3960 熊本県 有限会社葵 3330002025471 日本料理店の目的別に特化したECサイト構築とデリバリー事業

3961 熊本県 ヘアールームセクシーマザー コロナ対策事業

3962 熊本県 株式会社川口住建工業 1330001015715 対人接触機会を極限に減らしたお墓清掃代行サービスの開始

3963 熊本県 合同会社Ｑｕａｔｒｅ　Ｆｅｕｉｌｌｅ 9330003006952 自宅で出来るリンパマッサージオンラインエステサロンの開設

3964 熊本県 平田達朗 ネット通販での平田農園野菜販売強化による売上拡大事業

3965 熊本県 大本商店 保存食開発でアフターコロナに向けた新事業構築とコロナ感染対策

3966 熊本県 バー　シャゲ 会話を減らすモバイルオーダー導入で徹底した飛沫防止で事業継続

3967 熊本県 株式会社ハヤシ創建 8330001028693 カラーシュミレーター導入による商談オンライン化・販路拡大事業

3968 熊本県 ティーアール株式会社 6330001009919 ECサイト構築による非対面ビジネスの新規開設

3969 熊本県 リードファイブ 密集・密接を回避する空間づくり！美容業との2馬力事業

3970 熊本県 有限会社ゆとり旅 5330002013805 TV商談、旅行商品の通販型注文サイトの構築事業

3971 熊本県 有限会社浩和コーポレーション 7330002014801 冷凍新作HITメニューを作り、くじらの味を全国の食卓へ。

3972 熊本県 株式会社大登技建 9330001021251 顧客ニーズで多い水回りリフォームパックのオンライン販売強化

3973 熊本県 アウトデルタ 車両の詳細な情報と臨場感のある動画を提供し販売促進を図る

3974 熊本県 鈴子ビューティサロン 公式LINEとHPを連携させたリモート相談サービス提供

3975 熊本県 株式会社山口造園建設 6330001025387 省人化による業務改善と販路拡大事業

3976 熊本県 株式会社熊本アイディーエム 5330001009390 ３Ｄ機器を活用した非接触ビジネスモデルの確立と新規販路開拓

3977 熊本県 株式会社ｙａｃｈ 4330001027699 動画制作会社によるストック動画販売サイトの制作で売上増加

3978 熊本県 ルプスデザイン 新規顧客獲得と新規事業告知を目的としたネイルサロンPR動画作

3979 熊本県 株式会社プロジェクト 6330001026088 ネット販売による販路開拓

3980 熊本県 ｏｎｉｌａｂｏ 自販機の設置によるテイクアウト弁当事業

3981 熊本県 トレジャー 複個室化と器具増設による利用者数拡大と新規特設サイト作成事業

3982 熊本県 Ｒｅａｌ　Ｃｈｉｌｄ EC サイトを付帯した低感染型HP 制作による販路拡大事業

3983 熊本県 株式会社健美堂 7330001025320 セルフ脱毛機械導入による中高年向低感染リスクサービスの拡大

3984 熊本県 Ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｓｐｏｏｎ 天草のデコポンを使った菓子製造と通信販売

3985 熊本県 ヘアメイクリー ＨＰ新設と予約システム導入で新規顧客獲得と美容指導をオンライ

3986 熊本県 株式会社ＦＲＯＮＴＩＥＲ 7330001027903 販売業務支援システム導入による生産性の向上と売上拡大

3987 熊本県 エスポワールジャパン株式会社 2330001027461 感染に配慮した販促取り組み、HPとDMのデジアナアプローチ

3988 熊本県 合同会社Ｒｉｃｈ　Ｌｉｆｅ 4330003008474 中小企業向け低感染型ビジネス動画SNS活用サイト制作事業

3989 熊本県 ドラマティックフォト 全てオンライン上で完結する、中古カメラの買取、販売を目指す

3990 熊本県 株式会社エコファーム・ななしろ 6330001009786 「安心・安全で美味しい菊池米を世界に」

3991 熊本県 ライブプロモーション ライブ配信システムを活用したオンライン家庭教師事業

3992 熊本県 ｍａｒｉ．ｍａｒｉ 安心した環境で女性の心身ケアサービス向上及び認知度強化策

3993 熊本県 未來工房株式会社 9330001016672 リフォーム・外構工事感染防止型事業にて売上拡大

3994 熊本県 株式会社トラッド 1330001027124 自宅時間を愉しめるドームテントの販売事業の導入

3995 熊本県 株式会社総合内装業ＴＡＮＡＫＡ 2330001020747 非対面でお家のクロスの見積完了！コロナに負けない販路拡大事業

3996 熊本県 株式会社ＳＡＢＵＲＯＫＵ 5330001023747 ECサイト構築によるWEB活用と新規顧客獲得販路拡大事業！

3997 熊本県 株式会社ＩＺＺＡＣ 6330001028902 zoom予約システム付きＨＰ構築による非対面営業展開で販路開

3998 熊本県 Ｌｕｇｚｅｅ テイクアウト主体の店舗への変革と、セルフ化による感染対策強化

3999 熊本県 株式会社Ｓａｉｇｏ 6330001028522 菊池川流域日本遺産商品開発と新型コロナウイルスリスク対策事業

4000 熊本県 ミネット 宇城産フルーツでトッピングしたクレープのキッチンカーでの販売
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4001 熊本県 ＦＡＮＧ 顧客教育システムを利用した非対面型集客システムの構築

4002 熊本県 アイスランドテーラー オリジナル革製品の EC サイト作成による非接触事業

4003 熊本県 ライジング EC活用によるコロナ禍でも乗り切る健康商品の力で販路拡大

4004 熊本県 ルフェール株式会社 1330001025540 非接触型ホワイトニングサロン開業のためのリフォーム

4005 大分県 株式会社かんばんの書右衛門 5320201000613 ECサイトによる販路拡大と売上向上

4006 大分県 後藤姫だるま工房 ECサイトによる販路強化と幸せの縁づくりブランディング事業

4007 大分県 ここち屋 揚げたてコロッケの口福を、キッチンカーであなたのもとへ

4008 大分県 株式会社ディア 7460301004234 畜舎営業で培った照明技術・作業動画を活用ECによる全国展開へ

4009 大分県 ＫＡＧＵＲＡ 非接触型新店舗開設とECサイトの設置で利益アップ

4010 大分県 お料理　高嶋 ECサイトを使った通販事業の開始とテイクアウト

4011 大分県 ＳＴＲＡＨＬ セルフ脱毛による感染リスクの最小化と新規顧客の獲得

4012 大分県 株式会社インパクト 6320002009373 YouTubeで販路拡大！旧車ライフをトータルプロデュース！

4013 大分県 アリラン食堂 53年続く焼肉店に、デジタルツールを導入して対人接触機会を減

4014 大分県 海の見える丘のアトリエ 美しい別府湾を臨むテラス席を活かし若者の集うお店へ

4015 大分県 古民家サロンＡＴＥＬＩＥＲ蓮華 既存エステ事業を補完する非接触型エステの開発・導入

4016 大分県 カフェキブン 自家製麴入り天然出汁のオンライン販売！

4017 大分県 矢野大和事務所 コロナ感染体験談を、笑いを交えた口演に。リモート対応HP事業

4018 大分県 株式会社豊和 2320001007852 ボトルウォーター販売事業拡大を目的としたホームページ作成

4019 大分県 美容室ディークール 一人経営サロンの生産性を高める非対面商品販売システムの導入

4020 大分県 合同会社Ｈａｐｐｙ　Ｌｉｆｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 7320003002731 家計オンライン相談セミナー事業とオンライン営業塾事業の展開

4021 大分県 アートラグゼ セルフエステのオンライン指導と機械レンタルで販路開拓

4022 大分県 有限会社ゆふいんフローラハウス 4320002010234 非対面式システムの活用で、自社商品をアプリでEC販売する旅館

4023 大分県 センス 日本初導入のオーガニックオイルのオンラインスキンケアスクール

4024 大分県 合同会社アレステックソリューションズ 1320003002670 新規事業「防犯カメラのEC販売」による販路の拡大

4025 大分県 Ｎーｓｔｙｌｅ 女性起業のためのオンラインデザインスクール開校で販路開拓

4026 大分県 鍼灸スタイル 鍼灸とシナジー効果の高い非対人接触型エステの導入

4027 大分県 株式会社ＭＪハウジング 6320001013161 動画制作による空室対策と新規事業

4028 大分県 Ｍｉｃｏ 会員制サイト構築によるオンラインファッション診断の実現

4029 大分県 有限会社秋吉タタミ店 3320002010739 創業６５年！確かな技術と品質で日本の畳文化を守る！

4030 大分県 つしまや新 券売機の導入による対人接触機会の減少と業務削減

4031 大分県 ＲＥＣＯＮＴＥ大分 セルフエステルームの増設による非接触エステサロン開業

4032 大分県 株式会社クラシカ 6320001017939 見積データベースを活用した提案業務の効率化と労務効率化

4033 大分県 有限会社横尾燃料 2320002019392 集中監視システム導入による接触機会の削減と業務効率化

4034 大分県 株式会社オンリーワンライフサービス 9320001009909 対人接触機会減少のためのＱＲコードオーダーシステムの導入

4035 大分県 やまびこ 店舗専用アプリで店舗独自の「からあげテイクアウト」を実施

4036 大分県 株式会社Ｄａｉｊｕ．ｔｅｃｈ 8320001016468 生産者の声が届くオンラインギフトマルシェの構築

4037 大分県 ｋｅｎ合同会社 9320003003612 非接触でワーケーションもできる簡易宿泊所

4038 大分県 合同会社ＫＡＪＩＷＡＲＡ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ 7320003003168 自動販売機を活用した、ベーグルの無人販売事業

4039 大分県 有限会社マルカ農園 5320002019761 自社ECサイトの販売力強化及び感染症対策に配慮した農園作り

4040 大分県 ツメクサ 完全個室予約制ダイエットサロンの新規開設

4041 大分県 黒嶽荘 商品購入システムの構築及び来館客へのおもてなし向上事業

4042 宮崎県 北海道ダイニングマルミ コロナ禍に対応したテイクアウトによる売上回復・拡大事業

4043 宮崎県 ｃｈｏｍ　ｃｈｏｍ ウィズコロナに対応できる店舗構築の為の移転・持続可能な店作り

4044 宮崎県 ヒムカ出版 ECサイト導入による自社HP改良と感染リスク低減化

4045 宮崎県 合同会社鍼灸おすず治療室 2350003002898 オンライントレーニングの本格始動、および客単価向上の実現

4046 宮崎県 タヴェルナ・アル・ポルト 宮崎県産和牛カレー等の冷凍食品化・EC化による販路拡大事業

4047 宮崎県 ポリッシュ体操教室 体操教室の新規利用者獲得に向けた非対面プロモーション事業

4048 宮崎県 大正カフェＫＩＮＴＡ楼 通販用カレー事業拡大による当店認知度向上と販路拡大事業

4049 宮崎県 株式会社ＵＮＤＥＲ　ＴＨＥ　ＳＵＮ 9350001005013 コロナ対策による働き方と新規顧客獲得改善事業

4050 宮崎県 株式会社翔悦 4290001055449 非対面オーダーシステム導入による安心安全な店舗づくり
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4051 宮崎県 アロハアロマ 発達障害のお子様を持つ家族を支援するアロマビジネス新販路開拓

4052 宮崎県 株式会社ＲＯＯＭ不動産 3350001016528 店舗拡大および分断によるコロナ感染防止対策と売上増加事業

4053 宮崎県 ＲｕｎＲｕｎ ライブ配信で地元名産商品PR・ECサイト構築による販路拡大

4054 宮崎県 有限会社石井石油 6350002013744 HP、チラシを活用し非接触型による新規顧客販路拡大事業

4055 宮崎県 ディム コロナ感染防止強化と生産性向上のための新店舗移転オープン

4056 宮崎県 まるカフェ ECサイト刷新！管理栄養士が開発した発酵食品の販路開拓事業

4057 宮崎県 ＰＡＲＡＤＩＳＯ合同会社 7350003003371 感染リスク低下の為にECサイトを活用した非接触型事業展開

4058 宮崎県 株式会社プラスワン 3350001007535 3D設計デザインソフトの導入と新型コロナ感染防止対策

4059 宮崎県 ＫＥＮＴテクノマネジメント WEBシステムによる非対人接触型顧客開拓の強化

4060 宮崎県 ユウデザイン合同会社 8350003002736 お客様に安心安全を提供する感染症対策抜群の2号店オープン計画

4061 宮崎県 株式会社東久保養鶏 2350001015761 対人接触機会の減少を図る為にネット販売に取組み売上を拡大

4062 宮崎県 有限会社アミ 8350002011671 コロナウイルス感染症対策のためのオートシャンプー導入事業

4063 鹿児島県 有限会社旅館月見荘 9340002018849 業務効率化と三密回避から繋げる販路開拓のためのシステム導入

4064 鹿児島県 株式会社クリア 5290001067823 非接触注文システムの構築により安心・安全のBAR経営を目指す

4065 鹿児島県 びっくり焼亭鹿児島本店 機器導入による対面減少と業務効率化に伴う生産性の向上

4066 鹿児島県 有限会社くすもと 3340002013599 セルフオーダー・テーブル決済システムの導入で省力化と売上向上

4067 鹿児島県 赤木名キムチ工房 オンライン受注制作サイトの作成による販路拡大事業

4068 鹿児島県 株式会社ｖａｒ 4011001136984 学べて案件も受けられるオンラインプログラミングスクール事業

4069 鹿児島県 株式会社生健 1340001021489 電子チャージシステムのオンライン商談・販売サイト構築事業

4070 鹿児島県 株式会社菓匠泉菓園 6340001015643 当店人気ナンバーワン商品を改良した新商品開発及び販路拡大

4071 鹿児島県 プラス・プラン株式会社 4340001020612 専用集客ウェブサイトを製作、負担額実質０円工務店事業を構築

4072 鹿児島県 有限会社かんもぉーれ 1340002013080 オンライン受注可能なHPにリニューアルで焼き立て食パンを提供

4073 鹿児島県 株式会社ＭＣＲコーポレーション 7340001006187 フランチャイズ形態の鯛焼き屋の事業展開と販路開拓

4074 鹿児島県 有限会社遠矢食品 4340002006585 BtoCへのターゲット転換による菓子製造販売及び通販事業発足

4075 鹿児島県 有限会社翔 6340002021871 オンライン受注サイト導入による奄美特産品の非対面型販路開拓事

4076 鹿児島県 鹿児島オリーブ株式会社 1340001017982 ECサイト再構築による販路拡大と日置オリーブの知名度向上

4077 鹿児島県 川内重機レンタル株式会社 7340001009280 ECサイト拡張による建設及び産業機械類の販売促進

4078 鹿児島県 アトリエＣＡＦＥ　ＴＡＲｉＲＡＲｉ 自店ECサイトを構築し販路拡大を図る事業

4079 鹿児島県 有限会社希世久 1340002011316 コロナ禍でも安心。「仏壇・仏具」のネット販売

4080 鹿児島県 ｃａｆｅ　ＣＯＶＯ　ＴＡＮＡ 保護猫カフェ環境整備とPR活動で飲食部門と地域貢献活動の両立

4081 鹿児島県 有限会社キタカタ 2340002025298 DXによる非対面型販売の強化と看板による売上回復

4082 鹿児島県 株式会社轍 1340001023849 キッチンカーを利用した県内イベントへの出張販売

4083 鹿児島県 川下ブラザーズ ファンから投げ銭＋メッセージがもらえるサービスTIP

4084 鹿児島県 蒔縁 麹を使用したオリジナル調味料を商品化し、ECサイトにて販売

4085 鹿児島県 ダブルビーゼット株式会社 4010401142353 鹿児島食材を活用したワインのつまみのEC販売

4086 沖縄県 株式会社園田コンサルティング 9010001152293 商品ページとインスタグラム連携による購入率および売上高の向上

4087 沖縄県 アイランドライフ テイクアウト向け店舗改装と新規顧客開拓

4088 沖縄県 義肢工房ゆいまーる ecサイトと予約サイトで対面接触機会を減少しつつ売上アップ

4089 沖縄県 株式会社ロイヤルエンターテイメント 3360001018011 人気スイーツ自動販売機化で非対面２４時間営業への対応

4090 沖縄県 株式会社タマエンタープライズ 4360001019933 冷凍バターチキンカレーの通信販売による新規顧客獲得

4091 沖縄県 炭火焼鳥　ゆくる 冷凍自動販売機導入による非接触型焼鳥販売の実現

4092 沖縄県 株式会社みなしょう 2360001020372 『自分に合う石けんを自分で作る』体験が出来るサブスクＥＣ事業

4093 沖縄県 山川浩太 インバウンドビジネスからの切り替え、県民向けリピーター戦略の

4094 沖縄県 バーガータイム ハンバーガー屋ECサイトの構築

4095 沖縄県 株式会社ＴＡＢＥＬＵ 8360001028955 テイクアウトをメインとした串カツ屋

4096 沖縄県 宮古島シュノーケル専門店　海 マスクを着用したまま水中観察出来るSUP事業部の開設

4097 沖縄県 沖縄ゴールデンマンゴーファーム 廃棄マンゴーを再利用！マンゴーピューレ事業で売上UP計画

4098 沖縄県 農業生産法人株式会社又吉牧場 4360001025064 地元 初の冷凍自販機設置で、非対面化及び地元のニーズに応える

4099 沖縄県 株式会社Ｓｋｙ　Ｓｙｎａｐｓｅ 6360001019733 リモート対応型ドローン導入コンサルティングサービス

4100 沖縄県 株式会社ＹＵＩサポート 9360001020218 非対面による営業を実現する為の自動見積制作システムの構築！
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4101 沖縄県 Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　Ｒｅ－Ｓｐｅｃｔ 対人接触機会低減と、財務体質強化を両立する予約システムの運用

4102 沖縄県 青山　昌弘 ジャークチキンにかけるオリジナルケチャップの販売

4103 沖縄県 株式会社ＭＡＴＣＨ 9360001026157 サウンドおよびサウンドロゴのPRおよび受注の為のWeb

4104 沖縄県 Ｇｏｏｄ　ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｂａｋｅｒｙ LINE 導入によるサービスの非対面化と集客の促進

4105 沖縄県 木の工房杢陽 特色ある楽器のネット販売と生産性向上を連動させた売上拡大

4106 沖縄県 アロハオキナワ アロハオキナワ

4107 沖縄県 アイワ企画株式会社 9360001015738 3D建築デザインソフトとオンライン対応による接触機会の減少

4108 沖縄県 バディング学童クラブ オンライン集客によるバスケスクール事業の拡大計画

4109 沖縄県 感謝堂うえはら鍼灸整骨院 ポストコロナ時代を見据えた非接触型施術ジャイロトニックの導入

4110 沖縄県 沖縄うりずんファーム 自社ホームページとオンラインショップ開設により販路開拓

4111 沖縄県 龍球デザイン合同会社 5360003009790 在宅でのガット張りを可能にする体制構築事業

4112 沖縄県 株式会社沖食 4360001014406 商品デザインリニューアルによるSNSマーケティング戦略

4113 沖縄県 株式会社イー・エヌ 3360001019199 オリジナルブランド構築による小売業から製造業への進出

4114 沖縄県 株式会社コンフォート沖縄 5360001021442 宿泊施設フロント業務の非対面化とテレワーク対応

4115 沖縄県 株式会社Ｌ．Ｉ．Ｂ 8360001028014 お客様ご自身で動いて作る設備の充実

4116 沖縄県 株式会社えびす 5360001022052 コロナ時代の沖縄そばテイクアウト販売事業

4117 沖縄県 エスデイ研究所 非対面民泊施設と沖縄観光地へのVR体験ツアーによる集客事業

4118 沖縄県 株式会社ワールドピースネット 4070001024681 電子書籍の作り方学校を開設します！

4119 沖縄県 石の湯伊の前 コロナ禍だからこそ、安全安心で快適な癒しの空間を提供する

4120 沖縄県 株式会社青葉総合開発 1011301015115 非接触で不動産商品を販売するための販促ツール作成と販路開拓

4121 沖縄県 株式会社エナジーフロー 7360001019864 オンライン動画講座の販売と運用の自動化と販路拡大

4122 沖縄県 イークライム石嶺 接触機会を減らすトレーニング開発

4123 沖縄県 株式会社ゼルバ 3360001028308 オンラインサロン開設と動画コンテンツ販売による売上拡大計画

4124 沖縄県 コモンセンス 誰もが安心して受けられるサービス提供の為のカースタジオ設立

4125 沖縄県 株式会社キャビネットフィールド 5360001027761 セントラルキッチン施工による新規テイクアウト事業の開始

4126 沖縄県 株式会社ブルーリンク 9360001028079 OKINAWAミント缶の商品開発及びプロモーション強化

4127 沖縄県 Ｅａｒｔｈ＆Ｐｕｒｅ 在宅勤務に集中できる商品開発とEC機能付きホームページの改修

4128 沖縄県 スモールフィッシュ オリジナリティのあるキッチンカーにする為の外装とPR事業

4129 沖縄県 ＢＡＲ　ＢＡＭ BARカレーのテイクアウト＆デリバリー

4130 沖縄県 ３ープラント 動画で笑顔と感動と情報を届ける「映像制作PR事業」

4131 沖縄県 株式会社Ｈｏｎｅｙ　Ｆｕｓｉｏｎ 6360001024601 蜂蜜のECサイトによる非対面販売

4132 沖縄県 沖縄メディカルエンジニア 自社ECサイトの開発とモール型他社ECサイトとの併売

4133 沖縄県 放送作家 売買賃貸物件の非対面案内映像システム及び企業ＰＲ動画

4134 沖縄県 株式会社晴レル屋 1360001020679 既存広告代理事業のオンライン営業推進と新規事業のチャレンジ

4135 沖縄県 ミニョンオキナワ 経験者向けオンライン講習と顧客囲い込みのEC挑戦

4136 沖縄県 有限会社太陽交通 3360002008721 ポストコロナを視野に入れた（非対面）営業・商談対応HP開設

4137 沖縄県 べにいも屋 テイクアウト販売拡大と感染リスク低減のための店舗改修

4138 沖縄県 株式会社Ｍｕｆｆｉｎ　Ｔｏｐ 3360001027755 寶船の釜飯を家族で楽しむテイクアウト事業
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