
＜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 合資会社旭商店 5440003000295 入手困難で通販の要望が多い希少な日本酒や焼酎のネット販売

2 北海道 株式会社Ｖｉｓｃｏ 6430001075645 お客様に安心安全な環境を提供する為の店内改装工事

3 北海道 株式会社カンナ・カンナ 6460101005945 「無人型」お土産店再オープンのための体制づくり

4 北海道 有限会社夢工房 2450002005982 360度バーチャル体験型オンラインショップの構築

5 北海道 株式会社湧駒荘 7010001180899 カメラ設置による接触機会削減と真空包装で届ける温泉宿自慢の味

6 北海道 合同会社ＷＩＬＬ 2430003008994 安心安全の個室にチェンジ！

7 北海道 株式会社トリベール 9430001011985 寝具セットのネット通販開始による販路拡充と新規顧客獲得

8 北海道 有限会社ヤママル成澤水産 6440002005105 非対面で販売可能な弁当惣菜類の商品開発・販路開拓

9 北海道 ＦＡＲＥＡＳＴＥＡＴＩＮＧ株式会社 7430001069654 新メニュー開発及び感染リスクを減らす店舗改装と広報事業

10 北海道 ホットライフ株式会社 1430001057854 高性能「食券機」の導入による非接触型ソリューション販売の実現

11 北海道 カフェ　ピッツェリア　デルソーレ おうちで本格薪窯焼きピッツァが楽しめる新商品を開発

12 北海道 株式会社オフィスリッチ 1430001059710 ECサイト構築と専用商品開発による販路拡大・認知度向上戦略

13 北海道 マリソル合同会社 1430003012155 自宅で簡単に染毛出来る天然ペーストヘナを真空冷凍パックで発売

14 北海道 ＶＥＳ合同会社 1430003011537 事業の非対面化を促進する獣医療情報発信サイトの構築

15 北海道 ヴェールクレール 道内産小麦100％使用の手作りパンをネット販売で販路拡大へ

16 北海道 株式会社ピリカラボ 2430001081606 感染対策徹底！ビューティーサロンエリアの完全個室化事業

17 北海道 株式会社リョーワ 8460102003772 自社ECサイトを立上げ非対面型ビジネスモデルを構築する

18 北海道 リアニード大千株式会社 3430001074815 テイクアウトの販売強化及び感染防止対策による換気設備の設置

19 北海道 株式会社丸三伊藤商店 9460101003120 ロボットシステム導入による業務効率化と非接触サービス提供事業

20 北海道 茶房ヌプリ テイクアウトメニューの開発とネットオーダーの導入

21 北海道 有限会社はま屋 9460102007558 タッチパネル式セルフオーダーシステム＆セルフレジの導入

22 北海道 株式会社琴似カードック 3430001006207 作業スタッフの感染防止対策及び顧客の感染防止サービスの実施

23 北海道 株式会社Ｐ’ｓＤｉｎｉｎｇ 9430001076475 1日1組限定の予約ディナーコースの立上げ

24 北海道 合同会社八兵衛コーポレーション 9430003009986 加工肉店内販売及び移動販売事業

25 北海道 カチバル 十勝の風土香る冷凍ピザの商品開発とブランディング

26 北海道 アメトソラ Webサイトを制作し、サービス周知とオンライン面談の導入

27 北海道 株式会社道東テレビ 7460301004779 広大な北海道に中継車を導入し、スポーツ・文化の記録を発信

28 北海道 有限会社ナッシュ 1430002037252 北海道発「食」の発信！熟練卸食品業者によるECサイト展開

29 北海道 ファーマーズ・インスティチュート株式会社 8430001062261 北海道の希少農産物の完全会員制 EC 産直ショップの運営

30 北海道 株式会社野口染舗 6430001013134 伝統の技で洋服が生まれ変わる「染め替え」のオンライン展開

31 北海道 株式会社デコス 6430001010866 非接触型ＩＴ化✕抗ウイルスで創る。健康と生活

32 北海道 洋食コノヨシ　吉本　淳 感染リスク減、お弁当メニュー強化に向けたの店舗改装と広報事業

33 北海道 遊食館 パンの販売のための事業機器導入、商品開発とＰＲ事業

34 北海道 居酒屋いとう 店内感染対策とテイクアウト併用による感染リスク低減に取組む

35 北海道 焼肉　香楽園 新たなる挑戦・非接触・テイクアウトによる新規顧客獲得

36 北海道 株式会社吉田コンタクトレンズセンター 5440002005196 顧客情報のデジタル化とSNSを活用した販促

37 北海道 からあげ金と銀札幌北５０条店 オンライン注文・決済システム導入でテイクアウトも感染防止

38 北海道 有限会社長田鮮魚店 5450002011912 前浜食材による鮮魚店の海鮮太巻開発・販売とＳＮＳ予約システム

39 北海道 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｙｏｓｈｉｍｉ コロナ禍の新たな需要に対応する機械導入による新規顧客獲得事業

40 北海道 うめぶ VMD研修にオンラインを活用した動画提供と販路拡大事業

41 北海道 有限会社マルホン小西漁業 9440002010052 利便性の高い新商品製造によるＥＣ販売の強化

42 北海道 有限会社ナカヤス自動車帝国 2430002046640 地地元高齢者向け非対面型タイヤ交換出張サービスによる地域貢献

43 北海道 そうご企画有限会社 2460102006608 コロナ禍で需要が見込める公園管理に必要な無人草刈ロボット導入

44 北海道 いちい２号館 館内を訪問せず360度見学！ネットで入居が決められる下宿へ。

45 北海道 株式会社インカ・レバサコーポレーション 3430001035189 対人接触機会を減らした安心できる癒しの空間づくり

46 北海道 四季の宿キ・ズ・ナ 閑散期を活用した非接触型でのキッチンカー販売

47 北海道 千石　奈津美 感染拡大防止の徹底による営業推進事業

48 北海道 帯瀬鉄工有限会社 2460102000552 「3D　CAD」導入による非対面かつ高精度な商談の実現

49 北海道 バーアンドギャラリー　マンジ 多機能ホームページの構築による事業の抜本的改善

50 北海道 畠山農園 ECサイトの構築、システムの導入

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6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５月12日(木)以降）。

修正・再提出していただいた後、補助金事務局で内容を審査し、交付決定を行います。
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51 北海道 株式会社エムズドルチェ 9430001060330 密を避けたキッチンカー活用のオリジナルソフトクリームの販売

52 北海道 株式会社ユニバーサルダンススタジオ 5430001035914 屋外等低感染リスクのロケ地にて社交ダンス映像撮影・製作・販売

53 北海道 有限会社住地スタイル 9430002006588 不動産事業の非接触型営業と飲食事業の非接触型接客

54 北海道 千歳はり整骨院 非接触型自動計算測定器導入による感染予防と接触時間の短縮計画

55 北海道 株式会社終活整理まごころ 6460101005854 ウェブチケットでの非対面決済

56 北海道 株式会社セレクトホーム 3460101006434 ウィズコロナにおける住宅内覧・来店予約システムの構築

57 北海道 エフティ不動産株式会社 2430001069972 ポストコロナ、非対面商談及びECサイトの活用で全国へ進出

58 北海道 有限会社緑鋼商 8450002005572 拡販・人材獲得・ 事務処理効率化の ３ テーマへの取り組み

59 北海道 有限会社源五郎 3440002007608 店内の密を避けつつ大沼公園の魅力を堪能する屋外ＢＢＱの実施

60 北海道 ソラ 「ギャザリング」のオンラインレッスンを中心とした販路拡大事業

61 北海道 有限会社アイランド観光 4430002063808 食器洗浄機と食器消毒保管庫導入による無人化とウイルス対策

62 北海道 株式会社グラスアートエヌプラス 9430001072441 インターネット販売の強化・キャッシュレス決済端末の導入

63 北海道 匠味屋 人気焼肉店の味をお家で再現できるネット販売事業への進出

64 北海道 有限会社レストラン・ステラ 2440002005315 イタリア料理レストラン・ステラの挑戦

65 北海道 ビストロバター 無利益になったカウンターを使え！テイクアウトプラスアルファ！

66 北海道 株式会社食彩工房 6440001008249 WEBサイト構築による催事販売からネット販売へのシフト

67 北海道 ＰｒｏｍＪａｐａｎ株式会社 4430001079978 ＳＮＳとＷｅｂアプリを活用した非接触型営業スタイルの確立

68 北海道 合同会社食房黒門 9430003010291 インターネット分野・外販への進出

69 北海道 株式会社くしろよし澤 5460001005518 ECサイト制作及びネット予約システム導入による非対面集客強化

70 北海道 株式会社ファーム青い鳥 3430001085325 農福連携「美味しい備蓄セット」の販路拡大に向けたネット戦略

71 北海道 野村鍼灸整骨院 無人で施術することが可能な自動マッサージ機の導入

72 北海道 株式会社一久プラニング 7430001083259 冷凍自動販売機の導入で対人接触機会の減少と食品ロス削減の実施

73 北海道 ウエルネス・スクール　オムロパ オムロパ・オンラインレッスン導入の為のホームページ制作

74 北海道 ＨＯＫＵＳＡＮ－ＴＶ 「北海道魅力マップ」の作成及び宣伝による販促

75 北海道 株式会社ｅｄｕｃａｖｅ 1430001077836 面談から授業までAIを駆使したオンライン完結型の進学塾

76 北海道 アルカディアフードサービス株式会社 4430001082684 お家時間を海外旅行気分に「台湾スイーツ」小売販売（外販）事業

77 北海道 パーソナルジム　フォーカス オンラインカウンセリング導入による非接触型売上拡大事業

78 北海道 風香房 地域内事業者と連携し自社通販を強化するオンラインマルシェ

79 北海道 有限会社中国料理蓬萊 2430002060633 自動販売機を活用して伝統的な味を非接触で食べれるように

80 北海道 株式会社ＬＯＶＥＳ 8430001036174 株式会社LOVES　FLOWERのEC事業

81 北海道 株式会社クボタ贈商 4450001010387 カレンダー販売ECサイト開設による日本全国へ販路を開拓！

82 北海道 株式会社佐久間グループ 7430001064242 コンテンツの充実したアンティーク家具ECサイトの構築

83 北海道 有限会社はまなす 3460002002334 テイクアウト、物販強化を目的とした生産能力向上の為の設備投資

84 北海道 富士宮茶園 カフェ廃止に伴うお茶販売・贈答品・ハーブ栽培・商品製造の強化

85 北海道 ＳＰｄｉｎｉｎｇ株式会社 1430001085517 非接触販売のための冷凍・冷蔵カレー開発及びサイト構築事業

86 北海道 アートヘアーコンサルタント　アンジュ ママでもきちんとオシャレでいたいを叶えるオリジナルアプリ

87 北海道 そな田 チラシとウェブ販促によるテイクアウト商品の訴求

88 北海道 ペットシッターかりん ECサイト構築でオリジナル愛犬健康食の販売拡大

89 北海道 株式会社コーディアルハーブ 6430001044658 コロナ対策・顧客満足度向上の為の個室新設・新サービス導入

90 北海道 ヤママル富士有限会社 5460002004717 自社ホームページ開設で浜中町の良質な海産物を全国へ！

91 北海道 株式会社澄川工作所 1430001033500 高性能林業機械見積用リモート可視化による営業補助ツールの開発

92 北海道 株式会社ヴィレッジロード 8450001012462 ＥＣサイト構築によるエゾシカの有効活用と新たな販路の獲得

93 北海道 海鮮バル　ネムロヤ 人気海鮮居酒屋が挑戦する肉料理主体の弁当開発

94 北海道 酒肴　膳や ランチ営業とテイクアウトと店舗個室化のコロナ対策の確立

95 北海道 そば処三品 感染リスク低減に向け瞬間冷凍機によるテイクアウト商品の開発

96 北海道 中川多理 人形教室のオンライン講座・キット導入、作品のweb販売促進

97 北海道 ＷＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 1430001076482 オンライン化から競走馬事業を拡大し社会貢献に繋げる

98 北海道 Ｓａｍｅ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 自動車コーティング施工の接触機会減少ワークフロー構築

99 北海道 株式会社ツジモト 4450001012210 アフターコロナ対策としてのテイクアウト事業の拡大・促進

100 北海道 正直庵 そば打ちのオンライン教室と、そばの実のインターネット販売
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101 北海道 株式会社ゲラゲラあぐりＬＩＦＥ 9430001083950 徹底した非対面、非接触でのおいしくて楽しい蘭越町の魅力発信！

102 北海道 合同会社村井商事 9430003007635 「お家で揚げたて串カツ」のための真空パック商品開発事業

103 北海道 ドッグスクールゆう 通学トレーニングの新設とトレーニング内容の拡大

104 北海道 株式会社マツクラパッキング 4450001009917 自動販売機による加工食品の販売で対人接触機会の減少を実現

105 北海道 野瀬栄進 地域の音楽文化を活性化させたい！オンラインライブ事業への挑戦

106 北海道 有限会社黒沼新聞店 5430002048873 健康のお届け ～地元住人へ新事業の宅配サービスの実施～

107 北海道 株式会社ホームワークコーヒー 8430001035779 オリジナルブレンド「福住ブレンド」のＥＣ販売事業

108 北海道 合同会社１５１枝 1460103001138 自動販売機とテイクアウトで感染防止＆駐車場問題解決

109 北海道 プラウリテール株式会社 1460101004217 地場産品を自動販売機で２４時間販売！「お土産」が手軽に購入！

110 北海道 株式会社八巻花見研究所 4430001080936 北海道映像百貨店ホームページ作成による映像販売と会社PR

111 北海道 のあ合同会社 2450003001790 HP改修とECサイトやテレビ電話による遠隔サービスの拡充

112 北海道 エスペランサ 「33メディカルモール」WEBを活用したテナント募集

113 北海道 株式会社アトリエキミ 6430001060507 コロナ禍における少人数制の大型酸素カプセル

114 北海道 加藤洋介事務所 ウェブサイト「グロースライティング」の制作

115 北海道 株式会社ｍｏｎｏ　ｄｅｓｉｇｎ 7430001065447 web制作会社によるオンラインwebデザイン授業の開講

116 北海道 株式会社総合設計 6460101000806 【おうちで見学！！ＨＰによるオンライン住宅見学会】

117 北海道 野村養殖場 イベント事業からテイクアウト店への移行とネット通販の販路拡大

118 北海道 株式会社クロト 5430001083087 レンタカー予約サイト・決済システムを構築したホームページ作成

119 北海道 株式会社ジオロテック 5460001004718 オンラインによる集客システムの導入

120 北海道 小宮山鈑金 機材充実で外注削減し内製化、対人接触減と新規開拓目指す

121 北海道 ワンセルフアップサロン　リンカ 低感染リスクのサービス提供と売上回復を目指すサロンの個室化

122 北海道 五十嵐翔 オンラインを活用した新たな音楽指導コンテンツにより販路拡大

123 北海道 株式会社ハイブリッジ 8430001063945 ＷＥＢ展示会を活用した非接触営業と販路拡大計画

124 北海道 株式会社花藤商事 7120901032494 上富良野産小麦粉を使った手作りパンのティークラフト販売

125 北海道 合同会社ＦＩＭ 8430003012826 HP開設による主力商品「プデチゲ鍋」の自社デリバリー開始

126 北海道 有限会社河瀬技建工業所 5460102000814 オンライン商談システム構築によるＨＰリニューアル事業

127 北海道 株式会社ＨＩＴＯＴＳＵ 4430001084961 「大部屋から個室居酒屋へ」及び「ECサイト構築による通販進出

128 北海道 株式会社ＨｉＬＯ 5460101006291 施術時間の短縮で新型コロナウィルス感染リスクの低下を図る！

129 北海道 有限会社カネサ漁業 3440002010025 冷風干物乾燥機による漁師の手作り珍味・高品質な干物製造

130 北海道 遺品整理　小樽 オンラインによる遺品整理見積りシステムの導入

131 北海道 居酒屋はた坊 居酒屋メニューの夜のテイクアウト・デリバリー事業

132 北海道 株式会社ギフト三愛 2440001000548 提案型のオンライン販売スタイルへの拡充事業

133 北海道 やきとり大勝 焼鳥の冷凍食品を開発、冷凍自動販売機とＥＣでの販売に挑戦！

134 北海道 東かぐら司法書士事務所 駐車場整備、広告、間仕切、感染防止対策

135 北海道 有限会社パワーサプライ 6430002032728 オンラインでの書籍販売

136 北海道 株式会社北海道ケミカル 1180001080601 非接触型セルフレジ導入による対人接触機会の減少と職員の定着

137 北海道 ＢＡＲ紺野 店内個室化と抗ウィルス対策とテイクアウト、デリバリーの確立

138 北海道 ｓｏｕｎｄ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ＮＥＸＴＷＡＶＥ合同会社 7430003001961 NEXT WAVE 経営計画及び補助事業計画

139 北海道 株式会社ＨＡＬＯ 9460301004967 セルフ精算機導入による院内感染対策及び非対面型サービスの強化

140 北海道 ここから未来合同会社 5460103001299 空き店舗を活用した個別活動提供スペースの増設

141 北海道 ゴエモン 「気分はスナックゴエモン」コロナ感染対策に伴う全面改装

142 北海道 行政書士大西事務所 非対面型の環境整備と新規顧客獲得

143 北海道 株式会社アール・グレイ・パートナーズ 7460101006653 ホームページ作成、非接触での各種予約入会手続きシステムの導入

144 北海道 株式会社知床水産 1460301004999 「知床産」にこだわった水産加工業者の全国への直販体制の構築

145 北海道 和ヨガ　リポ オンラインレッスンとネット販売で「子育て世代」へ販路拡大！

146 北海道 炙旬肴　元 居酒屋の新たな柱「冷凍カレー、レトルトカレー」商品化への挑戦

147 北海道 大衆食堂　田ざわ 感染症の対策とデリバリー事業での新たな販路開拓

148 北海道 株式会社牧野建装 9430001082886 新型コロナに負けないオンライン商談による個人顧客

149 北海道 札幌忍者体験屋敷　北海道忍者道 エンターテイメントにおける非接触・低感染興行モデル構築

150 北海道 Ｆｉｒｓｔ　Ｄｏｗｎ　Ｒｅｃｏｒｄｓ 対面型アーティスト活動から非対面型への転換
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151 北海道 合同会社くるみ 5430003008637 手作りサンドイッチの非接触「24時間365日稼働」自販機販売

152 北海道 サウスコル 新生活習慣に特化したケーブル在宅ストレッチ整体の通信販売

153 北海道 Ｐｏｎｏ　Ｗｏｌｖｅｓ株式会社 3460101007069 【HPによるオンライン見学会、ECサイトの構築】

154 北海道 株式会社誠印刷 5430001016039 営業における非対面モデルの構築と業務効率化

155 北海道 司法書士高橋事務所 ネットを活用した業務システム導入による対人接触機会の低減

156 北海道 株式会社ケアリンクス 2430001080475 アナログからデジタルに感染症に左右されない整骨院の実現

157 北海道 エステサロンＭａｙＬｉｌｙ 非接触型施術スペースを完備し「最高」で「安心」なエステを提供

158 北海道 ぶた丼きくちや 3密回避及び事業規模拡大のための店舗拡張

159 北海道 株式会社太田美容商事 5460001001054 販路拡大と利便性向上のためのECサイト構築とPR事業

160 北海道 青木　奏絵 オンライン講座用テキストとしての絵本製作事業

161 北海道 スタディーラボ いつでもどこでも学べる！言語聴覚士のためのオンライン学習事業

162 北海道 有限会社ケルン 3440002009199 密なくいつでもケルンの味！冷凍自動販売機導入事業

163 北海道 有限会社なごみ 1430002056475 スチコン導入による製菓部門の新規事業とネット販売事業

164 北海道 堀田農園 希少花の非接触型オンライン高画質配信買付・商談システムの構築

165 北海道 株式会社しもの塗装 2460101006419 Ｗｅｂ商談システムを活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

166 北海道 合同会社Ｇ－ＰＯＷＥＲ北日本 7460003000853 焼き鳥弁当の無人店舗出店によるポストコロナ戦略

167 北海道 カプリス株式会社 2430003006271 既存民泊を利用したワーケーション宿泊事業

168 北海道 Ｄｉｅｔｓａｌｏｎ　ＡＲｉＬ 対人接触を減らしセルフエステができる美容マシーン導入提供

169 北海道 合同会社Ｒｉｃｅ　ｅａｒｓ 4430003013489 自社HP及びECサイト構築による古着通信販売と認知度向上事業

170 北海道 株式会社三剣製粉所 9430001019137 ECとSNSによる蕎麦粉の家庭における需要開拓

171 北海道 Ａｓｔａｒ株式会社 2440001008434 「七飯産りんごルーカレー」のキッチンカー移動販売事業

172 北海道 炭火焼肉かなめ屋 お客様に安心安全な店内環境を提供することで顧客満足度を高める

173 北海道 ＨＡＩＲ　ＣＵＴ　ｅｌｆｉｎ 自動施術設備の導入で施術効率の改善と新メニュー開発で売上拡大

174 北海道 整体院遊喜 腰痛改善の動画配信とオンライン相談による、新規顧客の獲得

175 北海道 株式会社あおいＳＯＲＡ 1450001013161 ＨＰ開設とネット販売の構築による輸入冷凍パンの販売

176 北海道 ライブリープロジェクト ポストコロナに向けたヨガスタジオのオンライン化とPR事業

177 北海道 加藤　圭一 カウンセリング占いと関連雑貨のオンライン販売による拡大事業

178 北海道 有限会社ボーイッシュ 4430002041994 一人一人のお客様を大切に！美容室の移転改装計画

179 北海道 有限会社シー・オー・エム 5460302005126 完全オンライン完結型動画配信コンテンツ、コンサルティング・サ

180 北海道 株式会社まつもとファーム 6430001083565 自動操舵システムを利用した米の安定的かつ省人的生産

181 北海道 合同会社のっぽろ社会福祉士事務所 9430003013526 ITを活用し感染リスクを最小限にした訪問看護

182 北海道 ＳＴＥＩＮＢＥＲｇ株式会社 1430001081391 シェアサロンの半個室化とネット販促で感染対策と販路拡大を両立

183 北海道 有限会社国枝工務店 2440002007303 ＩＴを活用した非対面による営業強化ツールの構築

184 北海道 合同会社ＳＰＥＣ 7430003012629 オンライン英会話と民泊の個室化スタイルの確立

185 北海道 株式会社Ａｔｅｌｉｅｒ－Ｄ 8430001029954 非対面販売のためのジェラート自動販売機の導入

186 北海道 有限会社インテリアはしもと 8450002000730 住まい相談オンラインツール導入で商談数UP

187 北海道 株式会社グーニーズグループ 9430001078554 コンサルティングサービス事業拡充の為のオンラインサイト改修

188 北海道 株式会社リケ 9430001060603 福利厚生・健康投資のための「ショルダープロ」販路拡大

189 北海道 Ｇｏｌｄｅｎ　Ｎｕｇｇｅｔ合同会社 1430003010761 自社ECサイト構築で全国への販路拡大

190 北海道 株式会社ＣＨＩＬＬ＆ＳＴＡＹ 1430001085541 ウィズコロナでの非対面型チェックイン民泊

191 北海道 株式会社ヒューガン 4010901044999 求人募集・採用管理システム開発による人材紹介業の業務効率化

192 北海道 ｓａｌｏｎ　ｓａｌｔ 自宅で体感「ハーブサウナ」オンラインを活用したユーファイ提供

193 北海道 ａｒｓ　ｔ　ｈａｉｒ　ＳＨＩＥＬＤ ここのお店だからまた行きたい！来店機会を逃さないアプリの活用

194 北海道 株式会社ライフスタイル 9460101004341 対人接触機会を減らす社内ネットワーク、社外遠隔システムの構築

195 北海道 羅亜～麺加藤屋本店 非接触タブレットPOSレジ導入 及び、冷凍ラーメン販売戦略事

196 北海道 アダット円山 地域原料を生かした、様々な販路での食品販売事業

197 北海道 有限会社ヤグチッチ 9462502001256 ウェブ販売を利用した釧根圏発オーガニックチーズの販路開拓

198 北海道 桑名　美和 コロナ渦に対応したオンライン集客

199 北海道 株式会社ＯＥｕｆ　ｄｅｓｉｇｎ 6430001085933 ドライフラワーサブスクリプションサービスの全国展開

200 北海道 鴻上亜紀 コロナに負けない！三方よしでECショップ開業
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201 北海道 株式会社ツーウェイ 4430001085258 士業×FPだからできるオンライン・コンサルティングサービス

202 北海道 朝日みらい警備事業団株式会社 6460101004955 ECサイト構築で非対面型販売による全国への市場拡大

203 北海道 株式会社三印菊地水産 2430001050998 身欠きニシン非対面化販売事業

204 北海道 ＴＨＥ　ＢＡＲＢＥＲ　ＬＵＩ’Ｓ 地域の理容室からデータに基づき全国へ、デジタル理容室化事業

205 北海道 フイシュアンドチップス　ウミネコ 移動販売車の導入

206 北海道 株式会社ＬＩＧＨＴＷＯＲＫＳ 8430001083695 動物に対するセラピーセッションのオンライン体制の構築

207 北海道 合同会社山路商会 2430003005018 閉店希望の飲食店と新規飲食店オープンのマッチングサイト

208 北海道 冬春創社 商業施設『であえーる』出店による販売強化及び本店菓子製造強化

209 北海道 株式会社Ａ－ｗａｋｅ　Ｓｅｅｋｅｒ 5450001010337 事業のオンライン化及び非対面事業新設

210 北海道 株式会社高橋建設 3430001067273 無人パーソナルジム運営システムの構築により経営基盤底上げ

211 北海道 株式会社Ｎｉｌ 5430001085208 ポストコロナを見据え来店・イベント集客管理システム導入事業

212 北海道 スペース・ラボ・イトウ合同会社 8430003006456 「ちょこっとリフォーム」サイト開設による新規顧客獲得事業

213 北海道 山森漁業部 小さな村の漁師がECサイトでつなぐ魚の輪

214 北海道 ＭＩＫＥＹ－ＯＦＡＬＬＴＲＡＤＥＳ合同会社 2430003010843 オリジナルアプリ導入による新規顧客の獲得と収益力の強化

215 北海道 株式会社亞珈里 3430001084888 テイクアウトとパワーストーンのネット販売の確立

216 北海道 株式会社アイティラーニング 5430001064888 非接触型営業ツールによる仕組み構築とオンラインコース販売

217 北海道 北海道ｉｚｍ 生産者のオーガニック食品の動画撮影とPRによる販売

218 北海道 ビューティーサロンホープ 2階建・空間で分けた個室化美容室

219 北海道 株式会社リプロール 7430001062007 マーケティングオートメーションを活用した販路拡大事業

220 北海道 かねまさ建匠 「施工前新型コロナ感染防止策及び遠隔施工打合せシステム構築」

221 北海道 株式会社風の村 1430001043185 安心安全の材料で！子育て時短冷凍食品の販売

222 北海道 株式会社ライフステーション 7430001031440 低感染リスク型飲食店オーダーシステムの活用と食文化の活性化

223 北海道 瀬戸塗装工業 大雪山を望む癒しのロケーションで至極のサウナを味わう

224 北海道 株式会社鈴木総合食品 3430001008384 北海道石狩市から全国へEC販売で美味しい食を届けるため事業

225 北海道 株式会社アトラスマシナリ 3460301004279 ＷＥＢ活用で非接触型販売を実現し、健康増進と環境美化に貢献

226 北海道 北水札幌海鮮工房株式会社 7430001075727 北海道の水産物をネット販売する事業

227 北海道 城島　研児 オンラインにてサービスを快適に体験頂ける環境整備事業

228 北海道 株式会社ニセコフィールドハウス 3430001084558 ポストコロナへ向けた案件開拓非対面商談システムの構築

229 北海道 あふろ商店 オンライン完結で低感染リスクのネット物販ビジネス

230 北海道 れいごう星人 カラオケスナック自慢の飲食メニューをオンライン販売でお届け

231 北海道 株式会社ワタナベ電器 5440001004439 作業人数を削減！ドローン導入で非接触工事調査サービス

232 北海道 株式会社Ｎｏｒｔｈ　Ｅｄｇｅ 8430001035309 北海道独自ブランドの新規ECサイトの作成

233 北海道 エルマンゴ 生配信ライブで顧客拡大！

234 北海道 柳川会計事務所 リモート環境等を整備した宿泊施設で作成する事業計画書作成支援

235 北海道 株式会社魚楽 6430001056050 非接触モデルの構築と販売先構築のためのECサイト構築事業

236 北海道 合同会社ｔｏｍｏ 5430003010304 中古車・新車のオンライン商談・注文予約ネットシステムの導入

237 北海道 ＳｈｉｎｅＬｉｎｋ株式会社 2460101006848 全職種を対象にした有料職業紹介を開始するのに新たにHPが必要

238 北海道 ゆるませ家 対人接触機会を減らすためのオンライン指導事業の展開

239 北海道 ジュエル セルフ脱毛導入による対人接触機会減少を目指した販路開拓

240 北海道 合同会社ｃｈｕｐａｃｈｉ 1430003009647 自社PR戦略からオンライン商談に繋げ入居率100％を目指す

241 北海道 日電資材株式会社 4430001050278 非接触型エアコン買取り販売拡大事業

242 北海道 中澤一起 ポストコロナに向けた非接触型オンラインギターレッスン

243 北海道 ＭＥＲＳＥＡ 新規顧客獲得のためのオンライン集客と生産プロセスの向上

244 北海道 株式会社Ｍｔ． 3430001085564 ECサイトの開設と消毒機器の導入

245 北海道 株式会社エムインターナショナル 4430001064154 店舗向けコンサルティング事業のオンライン化プロジェクト

246 北海道 株式会社ＫＶＣ 8430001084784 冷凍自動販売機による食品販売事業

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

248 北海道 クリーンエコロジーサービス アフターコロナを見据えたサイトリニューアルによる受注促進

249 北海道 株式会社ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ 8460001005432 オンライン経営コンサル・M&A・営業代行のWEBサービス事業

250 北海道 はち 新規顧客拡大に向けた店内環境整備とPR事業
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251 北海道 適正価格住宅研究会 空き家対策賃貸商品開発とPR 事業

252 北海道 合同会社オアシス・リレイションズ 6430003012902 オンラインパン販売から作る手作りコミュニティの拡大事業

253 北海道 カフェアンドワークスナカジマ テイクアウト商品の強化と、革製品の販路拡大と商品開発

254 北海道 パイオニアカーズ株式会社 7430001072402 中古車に安全装置を搭載するサービスで業績を回復

255 北海道 ｎａｃｓ ECサイト構築による非対面での販路開拓

256 北海道 未来創業 真空冷凍商品の製造・販売による新規事業展開

257 北海道 株式会社Ｓｏｌ　Ｆｏｕｒｓ 3430001085440 青森県産「高級レトルトカレー」の開発とWEB販売

258 北海道 ｍｉｎｄ　ｐｉｌａｔｅｓ 40代前後の働く女性の身体と心を整える、オンラインピラティス

259 北海道 有限会社東和 9440002008856 北海道犬犬舎、WEBカメラ取付による非対面型対応への改修工事

260 北海道 株式会社青空 7450001012777 商談機会のロス低減を目指し！ドローンを利用した物件案内事業

261 北海道 新日本計画株式会社 4430001007583 「空室情報と不動産相談窓口」サイトの開設

262 北海道 一柳製麺株式会社 8430001001616 オンライン販売販路拡大HPリニューアル

263 北海道 石山東音楽事業 ピアノ講師向けのオンラインセミナー等の開発と広報事業

264 北海道 合同会社Ｋｅｙ　ｔｏ　Ｓｕｃｃｅｓｓ 1430003013459 テイクアウト及び移動販売主体のパン屋業態立ち上げ事業

265 北海道 株式会社ノースブレイン 6430001041564 デジタル会員証兼スマートフォンアプリの構築

266 北海道 株式会社Ｇｒａｔｅｆｕｌ　Ｆａｒｍ 6460001005095 アスリート専用チーズEC販売戦略

267 北海道 佐藤商事株式会社 1450001006256 ポストコロナへスタッフの生産性と客単価の向上を図る店舗改装

268 北海道 岩野直人 デリバリーサウナ

269 北海道 チョキチョキ 非接触型セルフレジ導入による対人接触機会の減少と生産性向上!

270 北海道 株式会社ライフサービス鳥羽 7430001041225 トリノスジェラート　キッチンカー事業

271 北海道 株式会社ノースプランニング 2430001083437 アフターコロナを見据えたキッチンカーでの低感染ビジネスモデル

272 北海道 株式会社タケイチ工業 6430001009834 感染リスクを考慮した外壁工事事業

273 北海道 大野福公 オンライン配信事業及びアーカイブ事業等への新規取組み

274 北海道 株式会社グラシャス 8430001039904 店舗で接客、ネットで購入(全商品どこでも送料無料)販売革命

275 青森県 有限会社セイビン社 2420002015621 津軽組立創造事業

276 青森県 株式会社アサヒ燃料商会 8420001000395 集中監視システム導入によるLPガス事業のDX化・非対面化推進

277 青森県 我のうどんてんまる ポストコロナを踏まえた、テイクアウト事業の強化

278 青森県 ホルモンしち弥 ウィズコロナ・ポストコロナに向けての改装工事

279 青森県 株式会社アルク 2420001010474 コロナ禍に対応した｢新しいオンライン営業システム｣の構築

280 青森県 有限会社クリーニングのバンビ 1420002001011 クリーニング取りに行きます！密を回避で重い布団も楽々依頼！

281 青森県 鈴木商店 ～広がるゆたかな生活～よりよい生活の質を向上へ～

282 青森県 隠れ家カフェカシェット 「安心カフェ」 化計画

283 青森県 Ｄーガイドショップ　グレイス 新事業のECサイト構築で新たな販路開拓と経営基盤の構築

284 青森県 株式会社クレアス 2420003001579 ECサイトでの非対面型手工芸製品販売による新規事業展開

285 青森県 株式会社小栗山農園 8420001016664 インターネット販売サイト構築および公式ホームページ作成

286 青森県 株式会社Ｆ‐Ｐｌｕｓ 3420001017584 冷凍自販機を利用した非対面での冷凍食品販売事業

287 青森県 チッタ ホームサロンケア商品のオンラインショップとSNS販促

288 青森県 有限会社スズキオート青森 3420002001554 ネットで簡易見積書や来店予約が出来るホームページ作成事業

289 青森県 株式会社天の川 2420001004641 コロナ終息後も生き残れるベリー農園の感染防止対策事業

290 青森県 有限会社中村屋 6420002013869 野菜使用のサブレの開発tとECサイト立ち上げとPR事業

291 青森県 スクール実ｍｉｎｏｒｉ合同会社 3420003001462 料理教室・絵画造形教室の動画撮影空間の整備

292 青森県 株式会社ゼストリー 7420001015246 対人接触機会減少を図り知名度向上及び販路拡大の為の広報活動

293 青森県 株式会社ためのぶストア 4420001010737 青森県産黒にんにくの北米市場販路開拓事業

294 岩手県 株式会社北日本観光 8400001003961 バスの改装による座席間隔の確保と感染リスクの低減

295 岩手県 株式会社クラフトワーク 3400001009872 暮らしの楽しさをお届け！DIY向けオンラインショップの開設

296 岩手県 カフェウンマー オンライン料理教室とテイクアウト及びショップの開設で売上回復

297 岩手県 田村製餡所 お菓子の宅配・定期配送サービス開始による売上回復事業

298 岩手県 居酒屋あしべ 気仙地域初！沖縄ソウルフードの移動販売による新規顧客層の開拓

299 岩手県 有限会社デザインルーム．リリー 6400002002155 店舗専門かごバッグ販売事業の開始

300 岩手県 有限会社高孝 3400002008279 「LPWA保安器設置によるＬＰガス自動検針の推進」
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301 岩手県 感動企画 移動型屋台「たこ焼き 笑門モバイル（仮） 」で笑顔を身近に

302 岩手県 けせんのだいどころ　ｋｅｒａｓｓｅ 家食用『住田ホルモン』の非接触型販売強化による販路開拓事業

303 岩手県 愛美容室 対人接触機会減少機器導入による施術でポストコロナ過にも備える

304 岩手県 有限会社北山崎レストハウス 6400002011180 対人接触機会の減少に資する販売方法によるリスク分散事業

305 岩手県 有限会社高橋利助商店 8400002009495 非対面化と業務効率化に向けたLPガス集中監視システムの導入

306 岩手県 リラクゼイーションここち 移動式カッピングサロンで接触リスク軽減。血流促進で免疫向上！

307 岩手県 グリルドミートナガモト 真空冷凍焼肉の開発でテイクアウト・お取り寄せ需要の販路拡大

308 岩手県 ステップワールド久慈教室 創業25年の英会話教室の挑戦！オンライン・ネイティブ英会話

309 岩手県 ごいしふぉん 自動販売機の導入による営業時間外（非接触型）の販路開拓

310 岩手県 株式会社人生工房 4370001039146 「きいろいタコ」カレーソースたこ焼きのキッチンカー

311 岩手県 アクアショップもりおかｉ クリーニングと水の宅配サービス事業

312 岩手県 株式会社クラシカウンシル 9400003002713 自社ＨＰ及びＥＣサイト設立による工芸品販売の全国展開

313 岩手県 有限会社ケーテック 4400502000271 ドローンを活用した新たなサービスの展開による新規顧客の獲得

314 岩手県 加藤開発 離れていてもお別れを伝えたい。オンライン葬儀周知事業

315 岩手県 合同会社藤 4370003001913 新マーケット無人販売所による非接触販売ツールプロモーション事

316 岩手県 有限会社金澤水産 9400002010956 ポストコロナ時代における対人接触機会のない水産加工への再転換

317 岩手県 いわて焼肉会館 いわて和牛メニューを手軽にご家庭に！ECサイト販売増加事業

318 岩手県 株式会社あゆみ時報 3400001015400 一関・平泉地域のもち食文化を発信する「もち自動販売機」設置

319 岩手県 有限会社まるき水産 2400002011044 ギフトやＥＣ向け商品開発による非対面化と売上回復の取り組み

320 岩手県 有限会社丸和金物店 1400602001560 コロナ禍に対応した水回りメンテナンスサービスへの本格進出

321 岩手県 梅乃家 対人接触機会を減らす個室化とメニュー刷新による事業継続の取組

322 岩手県 有限会社フォトアイ 8400602000589 デジタルプリント設備を時代に対応、ネット販売システム構築

323 岩手県 Ｍ．Ａ．Ｕ 自社ＨＰおよびＥＣサイト開設による販路開拓

324 岩手県 あぶらめ丸 魚介類の動画図鑑ホームページおよびECサイトの構築

325 岩手県 ヘキサファーム ドローンによる農薬防除と肥料散布サービスの提供事業

326 岩手県 有限会社相澤鉄工 7400002006551 岩手の誇る「誠意と技術」を全国に！ホームページによる販路開拓

327 岩手県 鈴木旅館 ポストコロナに対応した新たな宿泊サービスの提供

328 岩手県 ＳＯＬ　ＣＲＡＦＴ ECサイト構築による非対面販売と新規顧客の開拓

329 岩手県 ＣＥサロン　リップス雅 オンライン・メイクサポートによる女性の元気創出事業

330 岩手県 米丸商事 国内メーカー取引EC販売事業

331 岩手県 サンカレジ 非対面営業によるコンサル生の新規顧客獲得計画

332 岩手県 有限会社東北薬業 9400002002326 WEBマーケティングを活用した販路拡大

333 岩手県 有限会社丸専製作所 1400602000661 <低感染リスク型ビジネス枠>小規模事業者持続化補助金

334 宮城県 株式会社貝茶舗 1370201000100 オンラインを活用した商談とEC展開による茶葉の販路拡大事業

335 宮城県 川香菜房 ネット注文を活用したテイクアウト強化で配達＜テイクアウトに

336 宮城県 蕎麦茶房　なごみ セルフオーダーとテイクアウトによる生産性向上と感染防止事業

337 宮城県 株式会社フェニックスエレメント 7370301003014 整骨院での非対面・集客を両立する遠隔問診搭載ホームページ導入

338 宮城県 洋食レストランりぼん ジビエ料理の移動販売による販路拡大事業

339 宮城県 Ｎｏ　Ｂａｒ 店を継続するためキッチンカーを導入で売上アップと新規客の集客

340 宮城県 株式会社こゆゆ 5370001043262 WEBサイト構築とチラシ作成によるお弁当受注の増加・売上拡大

341 宮城県 有機農園ファーミン株式会社 3370001043124 水田水管理をIoT化する事による接触機会の低減と作業の高効率

342 宮城県 イルデスティーノ 新規ホームページでテイクアウトシステムの構築と新規顧客獲得

343 宮城県 スナック　アキ 座席予約で3密回避。不安払拭の感染対策営業

344 宮城県 株式会社Ｐｌａｃｅ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｕｎ 2370001021584 介護予防運動指導員養成講座のオンライン開講

345 宮城県 くろすびようしつ ウィルス感染対策強化及びユニバーサルデザイン美容室の構築

346 宮城県 ぎょうにんべん 「日本で1番面倒で尖った餃子」のEC販売による売上向上計画

347 宮城県 株式会社ヘキサ 7370001022074 関東地区への低感染型進路ガイダンス拡大と個人向けサービス開始

348 宮城県 ＤＳＢ合同会社 9370003001578 新しい生活様式に対応した店舗レイアウトの変更・販売方法の導入

349 宮城県 水月堂物産株式会社 3370301000683 SNSとAR活用広告パネルによる｢ほや酔明｣の非対面販売強化

350 宮城県 株式会社ソエカ 2370101001585 ホームページやECサイトの改変、WEB広告による販路開拓
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351 宮城県 ミミー＆ミミック 子供向けオンライン英語教材の開発による顧客の多様化

352 宮城県 株式会社Ｎｅｏ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ 3370001022623 テイクアウト事業導入による店舗業態変更

353 宮城県 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｍａｄｏｎｎａ オンラインで遠方からでも繋がる「おもてなしの心」

354 宮城県 株式会社ジョイント仙台 6370001022579 テイクアウト専門店への店舗改装

355 宮城県 株式会社リンク・コミュニケーション 8370001018212 インターネットによるホームページ開設

356 宮城県 カフェリング 移動販売で健康食を提供！「手軽におにぎり」で販路拡大

357 宮城県 しぶや家 ネット注文を活用した「やきとり」「燻製」テイクアウト強化事業

358 宮城県 菊水 テイクアウトサービス専用スペース設置のための店舗入口改装工事

359 宮城県 オフィス　ヒラノ 「牡蠣とオリジナルのお酒セット」のネット販売による売上増加

360 宮城県 株式会社千葉金 5370501000325 IoT機器の設置・運用による非接触型LPガス検針業務の構築

361 宮城県 株式会社森大 4370001021814 オーダーシステム導入による感染防止対策および事業効率化

362 宮城県 居酒屋　手羽 「居酒屋弁当」のネット注文開始とPOSレジによる非対面化営業

363 宮城県 Ｑｕｅｅｎ’ｓ　Ｇａｒｄｅｎ 個室増設とオンライン指導で「酵素リンパケアダイエット」

364 宮城県 ヘヤーサロン　ブラボン オンラインシステム導入による非対面化推進と売上向上計画

365 宮城県 セレブリティ オンラインを活用した顧客の分散化と感染防止対策

366 宮城県 株式会社エイム 4370001016434 感染症対策設備の導入によるソロ活需要対応型住宅地向け個室事業

367 宮城県 インボルク 自然芸術体験型プログラム～非対面型教材の開発と整備

368 宮城県 珈琲まめ坊 いつでも専門店の味わいを愉しむ【おうちが珈琲店】PR大作戦！

369 宮城県 さとう商店 非対面販売の切り札!酒と食品の自販機販売!

370 宮城県 エシャロット株式会社 9370001045511 思わず欲しくなる本場ジェラート開発、ブランド強化でギフト販売

371 宮城県 ＩＬＡ株式会社 8370001044613 東北初「フレンチタコステイクアウト専門店」の展開事業

372 宮城県 株式会社ホラグチ 8370801000245 遠隔監視・自動検針システムによる非対面化・業務効率向上

373 宮城県 ライオットトレーニング ホームページ利用による非接触型受付とリモートトレーニング

374 宮城県 株式会社岡田石材工業 4370101001113 小さなニーズも逃さない無人展示場とオンラインシステム構築事業

375 宮城県 宮城精工 コロナ禍に対応した店舗改修による飲食店営業再開事業

376 宮城県 有限会社蔵王プロヴァンスファーム 5370102002365 自社ECサイトにて「自家製ジェラート」の販売強化計画！

377 宮城県 キッチンみうら テイクアウトを含むオンライン予約機能導入による新規顧客獲得

378 宮城県 有限会社ＯＮＥ　ａｎｏｔｈｅｒ 8370002017130 自社オンライン環境構築によるＥＣ販売事業と新規顧客獲得

379 宮城県 ｓｔｕｄｉｏ　ｓｙｎｃｒｏｌｌ モデルハウスを始めとした設計事例のオンライン見学サイトの構築

380 宮城県 ５０１ テイクアウトとデリバリー開始と非対面化営業

381 宮城県 株式会社ゼンエンタープライズ 7370001020516 最新冷凍機と当社技術の融合で差別化したTO商品の開発と販売

382 宮城県 飲み食い処　美味鳥 テイクアウトのネット注文と通信販売で手づくり餃子の販路拡大

383 宮城県 ラウンジ　バカラ オンラインの活用と感染対策の強化による客数・売上の回復事業

384 宮城県 まるご鈴木興業株式会社 5370301001234 長期宿泊者向けフロント業務対人接触機会低減アプリ開発

385 宮城県 株式会社ＲＹＫ 2370001046771 接触機会を減らし安心、信頼を築くサービス事業

386 宮城県 株式会社Ｐｉｅｃｅ　Ｃｒａｆｔ 1370001039058 非対面による接客の為の概算見積りWEB内覧付きWEBサイトの

387 宮城県 スナックサリー オンライン座席予約システムで3密回避

388 宮城県 有限会社ケロケロの杜 1370102002071 オンライン事前予約によるいちご狩り

389 宮城県 シシマネジメントコンサルティング合同会社 8370003003666 携帯アプリLINEと連動したシステム構築でオンライン販売強化

390 宮城県 有限会社鎌田ガス設備 3370002000512 自動検針化による接触機会の低減及び遠隔監視による保安向上

391 宮城県 有限会社一心寿司 4370002004537 テイクアウト需要を活かした若年層への新規顧客開拓

392 宮城県 佐良スタジオ 新事業展開に向けた対人接触機会減少のための改修及び設備導入

393 宮城県 スナック　クイーンローズ オンライン強化でお客様が安心して来店できる店づくり

394 宮城県 平栗デンタルサービス デジタルデータによる金属製義歯の内製化のための設備増強

395 宮城県 株式会社アベーズキッチンファーム 9370601003496 出前テイクアウト券売機導入によるwithコロナ対策飲食店展開

396 宮城県 特定非営利活動法人ＮＰＯみなとしほがま 5370605000601 オンラインツアーの企画実施とホームページ開発による販売促進

397 宮城県 Ｗｉｔｈ．行政書士法人 4370005010383 非対面WEB自動受任システム導入事業

398 宮城県 Ｍｉｕ－Ｋｉｔｃｈｅｎ テイクアウト需要の拡大と「手作りお菓子作りキッド」の販売

399 宮城県 フリーライン気仙沼 非対面・非接触ビジネスを推進する新サービス宣伝事業

400 宮城県 株式会社ティー＆ティーフーズ 3370001022813 ＳＮＳ活用のインフルエンサーマーケティングによるＥＣ販売強化
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401 宮城県 株式会社Ｐａｌｌｅｔ 7370001044127 非対面によるセールス強化のためのWebサイト再構築事業

402 宮城県 株式会社藤七 1370001047779 外販強化にむけたセントラルキッチン整備・品質向上への挑戦

403 宮城県 Ｏｆｆｉｃｅウラバタケ株式会社 5370001046736 一人暮らしも安心、“置き配キット”付き賃貸アパート

404 宮城県 Ｆｉｎｄ　ｖａｌｕｅｓ　ｐｈｏｔｏ 完全予約制のフォトスタジオ兼レンタルフォトスタジオ開設事業

405 宮城県 Ｄｉｅｔ　Ｌａｂｏ　ＰＬＡＮＥＴ オンライン予約サービス開始による販路拡大事業

406 宮城県 合資会社荒井時計店 2370603000011 ジュエリーショップの魅力あるオンラインサイト構築事業

407 宮城県 山長小野寺商店 気仙沼の海産物を詰め込んだ震災復興パックのEC販売

408 宮城県 くらしのテクニカ オンライン・ドローンを駆使したエコキュート工事等のWEB拡販

409 宮城県 迅速対応一生懸命真面目なお店 商品仕入インターネット完結型システム導入

410 宮城県 川村商店 遠隔監視システムによる非接触型顧客安全管理の導入

411 宮城県 ネイルサロンデイジー 感染対策強化にむけた多店舗展開と認知度拡大に向けた広告出稿

412 宮城県 共栄歯研 CADCAMシステム導入によるデジタル対応と接触機会低減

413 宮城県 有限会社三協商事 6370502000323 集中監視システムの導入

414 宮城県 有限会社日下公三郎商店 8370402001634 遠隔自動検針システム導入による非接触化・業務効率向上

415 宮城県 仙台設備工事株式会社 4370001006641 ３密を避け、新たな工事サービス提供のための機械装置の導入

416 宮城県 ＨＡＩＪＩ テイクアウト専門米粉ピザ、パン宣伝でリスク軽減、売上確保事業

417 宮城県 有限会社ＯａＫ 1370002016931 非対面増加の為の口座振替システム導入とＰＲ事業

418 宮城県 炭火焼肉ホルモン豊楽 全ての席を半個室に！安心して食事を楽しめる店内リフォーム事業

419 宮城県 肉蕎麦の源 自動券売機導入による感染リスク減少でお客様に安心を

420 宮城県 イオン不動産コンサルティング株式会社 2370001046937 非対面式営業対応の為のホームページ作成

421 宮城県 有限会社セイコ緑地建設 3370002001130 3DCG使用で立体的にわかるオンライン相談のPR

422 宮城県 古里の味　新 コロナウイルス感染予防対策用テーブル席個室化

423 宮城県 株式会社ＳＹＫ 6370001041455 大型車向けタイヤ取り付けサービスのオンライン診断と広告戦略

424 宮城県 有限会社荒蝦夷 3370002019354 ①ネット販売による非対面販路拡大②リモートイベントの開発

425 宮城県 株式会社東北ラーメンストリート 1370001048067 冷凍自動販売機の設置によるモデルケース作り

426 宮城県 仙台明邦産業株式会社 3370001006667 東北を中心とした電気設備資材のオンライン販売及び受発注システ

427 秋田県 有限会社仙岩峠の茶屋 7410002012607 キッチンカー事業によるコロナ禍での売上アップの取り組み

428 秋田県 パティスリーラトリエグーテ コロナを吹き飛ばせ“走るグーテカフェ”キッチンカー導入事業

429 秋田県 有限会社渡部製パン 2410002006968 新しい生活様式を意識したキャッシュレス決済対応自動販売機導入

430 秋田県 株式会社みやび 3410001011968 キッチンカーによる3密回避の移動型屋外式コンビニ

431 秋田県 株式会社田代電設 5410001005670 対人接触機会減少と効率化を両立し、事業規模を拡大する。

432 秋田県 株式会社風間石材店 2410001000864 墓石3Dプレゼンソフトによる非接触型サービスの導入

433 秋田県 株式会社Ｃｌｏｖｅｒ　Ｐｌｕｓ 4410001009499 選りすぐりＥＣサイト制作とＰＲ・環境整備事業

434 秋田県 Ｄｅｆｉ コロナ禍で需要の高いテイクアウト販売強化のための改装工事

435 秋田県 株式会社イノベストリー 9410001012548 何でもできる大工職人が取り組む感染症対策とDX化に挑戦事業！

436 秋田県 小さな洋裁屋　ＯＨＡＲＩＢＡＣＯ EC構築と予約システム導入による低感染リスク型への店内改装

437 秋田県 藤田板金塗装 中古車およびカー用品を販売するECサイト構築とウェブ広告運用

438 秋田県 かおん 空き部屋改装による個室化で安心・安全を提供！売上拡大事業

439 秋田県 マザー食堂ＳＡＶＵ 保存食・調味料の手仕事キットで豊かなお家時間と暮らしの知恵を

440 秋田県 有限会社高橋ふとん店 8410002012291 WEB活用による新商品の販売システム構築

441 秋田県 リッチネス合同会社 7410003003183 メガネのオンライン相談会、完全非対面型サービスで販路拡大

442 秋田県 Ｅｎｅｒｇｙ　Ｍｏｔｏｒｓ SNS広告からHPに誘導し、販売までの動線構築と非接化の実現

443 秋田県 有限会社サンカワ 4410002001686 電化製品のオンライン販路開拓による非対面ビジネスモデルの構築

444 秋田県 土方大 オンラインコンサルタント事業とスタジオ整備

445 秋田県 ＴＯＹＯＳＨＩＭＡＦＡＲＭ ECサイトの改装とブランド価値向上による販売力強化

446 秋田県 株式会社トラスト・マン 1410001010336 テレワーク環境で他社が取りこぼしたお客様を救うシステムの導入

447 秋田県 割烹　あたりや 当店自慢の「割烹料理」を自宅でもご賞味いただけます

448 秋田県 ソルティカジュニアサッカースクール 宅トレ効率UP 出張パーソナルトレーニング

449 秋田県 千葉一 地方と世界を繋ぐ架け橋となる越境EC構築とブランディング事業

450 秋田県 笠原果樹園 新システムと感染予防対策による新しい経営体制と販路拡大事業
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451 山形県 有限会社丸忠奥山商店 6390002012379 地元果物卸売業者の「リモートワークとＤＸ」システム導入

452 山形県 株式会社たから 4390001016639 セルフオーダーシステムによる少人数対応体制と接触機会減少実現

453 山形県 鷲コーヒー 新型コロナ感染対策のための自動販売機による非対面型販売

454 山形県 そば処つむぎ 接触機会削減のための麵増産によるテイクアウト強化事業

455 山形県 じゅん接骨院 個室化の為のパーテーション設置＆対人接触機会を減らす機器導入

456 山形県 フレーバーグリーン 非対面型の屋外自動販売機による24時間販売と宣伝広告の構築

457 山形県 有限会社絣屋 2390002000692 インスタ映え和洋折衷菓子の非接触冷蔵ショーケース販売

458 山形県 有限会社トマト企業 6390002001951 小売用ネット通販で日本全国に山形発のロールケーキをお届け

459 山形県 株式会社Ｂａｎ 4390001014394 設備拡充によるテイクアウト強化の新規売上獲得

460 山形県 株式会社三百坊 9390001016329 そば処山形の蕎麦の魅力を新たな手法でアピールする販路開拓事業

461 山形県 あべあいこ 動画制作請負事業による生産性向上と地元事業者の集客支援

462 山形県 あるます～ぷ ECサイトでの販売で山形ラーメンの魅力発信！

463 山形県 漆山果樹園 ミニブラストチラーの導入による新商品開発とリードタイムの縮小

464 山形県 有限会社赤湯殖産舘 2390002014164 ホームページによる農業用ドローンを活用「非接触作業」PR強化

465 山形県 有限会社旅館さくら湯 3390002012431 テイクアウト事業を開始！コロナを乗り越え永続できる事業づくり

466 山形県 有限会社とうかいりん 6390002005630 新メニュー開発・ポップアップストアの稼働・広報体制の充実

467 山形県 寿司割烹あい田 モバイルオーダーシステム導入による非接触のおもてなし

468 山形県 笹長食品 ポストコロナに対応した配達サービスの構築による事業継続

469 山形県 田中農場株式会社 1390001015164 農産物コイン販売機導入で非接触・無人直販ツール確保と利益増！

470 山形県 串カツ乙杯 オンラインで売れるテイクアウト、通販商品の開発及びPR事業

471 山形県 ハーベスト オンラインによるストックフォトサービス

472 山形県 黒川まるいし農場株式会社 8390001014060 商品を特化した新ECサイトと非対面無人店舗販売で新規顧客開拓

473 山形県 有限会社野亜 2390002014627 飲食オーダーの機器化による感染リスクの削減と業務改善

474 山形県 有限会社庄内旬青果 7390002010274 地域食材のEC販売強化とアシロボ導入による感染防止対策事業

475 山形県 加藤公亮 ホームページ機能強化と婚活セミナー室の完全隔離による売上拡大

476 山形県 Ｊファームたかはし ブルーベリーのオンライン販売を通じた地域活性化

477 山形県 リトルリバーリサーチ＆デザインジャパン オンライン配信による新たな営業戦略の確立

478 山形県 有限会社やまご 3390002014709 券売機導入によるコロナ対策とスタッフの負担軽減で業績回復事業

479 山形県 噺館 一棟貸切サービスの開始とオンライン予約システムの導入

480 山形県 はりきゅう香堂 小児はりオンライン指導開設にともなうHPのリニューアル

481 山形県 株式会社こうやま 4390001005088 ホームページとECサイトの製作で新規顧客獲得事業

482 山形県 ＹＳＫえんどう商店 「気軽に」購入・リピートいただくためのＥＣサイト構築

483 山形県 株式会社大久保硝子店 8390001000325 新規事業「Shake-hands」にてDtoC事業への挑戦！

484 山形県 新野農産 新鮮！採れたて野菜・加工品をECサイトで全国へお届けします

485 山形県 きんらんどんす ご不要な振袖のリユースシステムとレンタル振袖ウエブ予約事業

486 山形県 株式会社クリエイトライフ 3390001005493 デリバリーによる販路拡大と顧客数増加

487 山形県 株式会社明新 2390001016054 オンライン活用によるBtoBからBtoCへの事業転換計画

488 山形県 半田技研 音楽イベント・コンサートに特化したライブ配信事業

489 山形県 長沼　三津子 リモートヨガ教室の開設と EC サイトの新規作成

490 山形県 高橋サイン企画株式会社 5390001013057 ECサイト構築による売上の安定化と新規顧客獲得

491 山形県 ジュエル ホームページ作成、混雑状況の見える化、ウェブ限定サービス事業

492 山形県 有限会社ボイス 1390002005767 ECサイトの作成で商品販売事業の展開

493 山形県 有限会社ミネタ 9390002016170 対人接触機会の減少と新規顧客拡大のための店舗改装

494 山形県 みよん 韓国在住の韓国人に対しての代理購入インターネットサイト運営

495 福島県 炭火焼　鈴 他店舗と差別化したテイクアウト食品販売の実施

496 福島県 Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　＆　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｈａｃｅ 完全貸切型プライベートサウナ【さはこ前】の開業

497 福島県 ＣＲＯＷＤ　．ＩＺＵＭＩ コスプレイヤー歓迎！撮影スタジオとして店舗利用利活用

498 福島県 棚倉接骨院 個別対応を叶える診療所内環境整備による安心安全な治療の提供

499 福島県 山田陶器店 ECサイト構築による非対面ビジネス、大堀相馬焼の全国展開。

500 福島県 株式会社丸戸産業 3380002012416 自社商品の開発と小ロット多品種への対応によるネット販売の強化
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501 福島県 有限会社高森屋商店 8380002010514 高品質な選別に基づく『極上・三穂田米』宅配提供による販路開拓

502 福島県 山中煎餅本舗 新たな客層を狙う、物販用オリジナルレモンソースの開発。

503 福島県 株式会社コーシン 7380001000681 新時代に対応した働き方と新技術を活用した営業による経営改革

504 福島県 株式会社風グループ 3380001027464 対人接触機会の減少を実現する冷凍販売方式の導入

505 福島県 有限会社やぐら太鼓 7380002012759 冷凍自動販売機導入による「馬刺し」「もつ鍋」の非接触型販売

506 福島県 有限会社ケー・ピー・シー・シー 1380002009091 接客業からの脱却。宴会場および店舗等のコーティング事業

507 福島県 Ｖサポート株式会社 7380001022024 人接触の減少に配慮したホームページの構築

508 福島県 有限会社芳本 9380002033448 家族連れや少人数のグループと若年層の取込みによる事業継続

509 福島県 特定非営利活動法人會津衣倶楽部 3380005011282 会津物産(6次化商品)のネット販売強化促進事業

510 福島県 株式会社Ａ．Ｍ．Ｙ．クリエイティブ 3380001021665 微量採血から始める抗体価スカウター「GANBARE」

511 福島県 株式会社矢部商会 8380001021933 ポストコロナに対応する廃棄 収集 運搬 「 計量 工程 」

512 福島県 イタリアンコート デリバリー事業のWEB受注システムの構築

513 福島県 カットプレイスセゾン シャンプーのオートメーション化による接触機会減少事業

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

515 福島県 株式会社ａｇｒｉｔｙ 9380001027970 オーガニック生産物の通信販売展開事業

516 福島県 有限会社江尻建築 6380002022610 新規顧客獲得のためのWeb予約システムとスマホ対応HPの導入

517 福島県 ババアリ英語教室 小中学生のためのオンライン英検対策講座

518 福島県 Ｌａｕｇｈ　Ｃｏｅｕｒ コロナ禍における非対面新ビジネス『フォトアニ』事業の開始

519 福島県 株式会社ＦＯＬＬＯＷ　ＳＨＩＰ 6380001026959 ホームページを活用した対人接触機会の少ない事業による売上回復

520 福島県 株式会社起点 6380001029945 農業体験オンライン化による非対人接触型ビジネスモデル構築事業

521 福島県 ｍａｒｒｙｙｏｕ オリジナルウェディングプランの販路拡大

522 福島県 株式会社檜物屋酒造店 1380001009456 ホームページのリニューアルによるECサイトの販売強化事業

523 福島県 有限会社なおみカンパニー 4380002011177 お客様に安全と安心を届けるための店舗改装とwebPR戦略

524 福島県 合同会社インタレスト 9380003002815 インターネット販売による販路開拓事業

525 福島県 橋谷田商店 非対面を実現する地域の小ロット多品種のECサイト構築

526 福島県 スタジオベリー ホームページリニューアルとSNS販売で売上アップを目指す

527 福島県 リラックスバーバー　グラット 「コロナでも安心！！個室完備理容室」に大改造！！

528 福島県 藍眠 世界に誇れる藍染めの技術を継続させリアル教室をオンライン化へ

529 福島県 株式会社マスタライズ 5380001023115 自動車研磨剤への需要増加に応えるためのECサイト構築事業

530 福島県 株式会社開成スタジオ 3380001004802 楽しく便利に！感染対策式「セルフ写真館」

531 福島県 株式会社ウェルネスト 2380001032283 Web面談サービスの開始及び、ホームページ作成による顧客拡大

532 福島県 ヘアサロンくわの 「メンズ脱毛」によるお手軽みだしなみ

533 福島県 有限会社なかもと 4380002011210 ECサイトの構築のよる非接触型販売体制の確立と販路開拓

534 福島県 不動産リサーチ・アンド・アプレイザル株式会社 5380001008487 ＤＸ 推進事業と働く女性支援で 告知 力ＵＰ

535 福島県 有限会社そうだ 1380002018869 LPガス自動検針システム導入による感染リスクの低減

536 福島県 ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ　ｇｒｉｔ． コロナ渦における対人接触機会軽減と新規販路開拓

537 福島県 ヘアーサロンＮＯＶＡ 「メンズ脱毛」によるお手軽身だしなみ

538 福島県 有限会社ミナト理容店 3380002012564 「メンズ脱毛」による新たな身だしなみ

539 福島県 かおるや 新たなテーブル席の確保と民泊のためのＰＲ事業

540 福島県 ｓｐｏｒｔｓ　ｌａｂ　ａｎｋ LINE@導入・広告運用による新規顧客獲得と既存顧客囲い込み

541 福島県 株式会社レグリープ 2380001031780 非対面型ビジネスへの転換、WEB再構築非対面営業体制構築

542 福島県 株式会社かげやま 8380001029357 コロナ禍で身体の不調に悩む治療難民を救済！！

543 福島県 有限会社イルフェボー 8380002014399 テイクアウト需要を取り込むために、大型のショーケース設置

544 福島県 有限会社磐好 3380002022448 天然由来空気清浄機の販路拡大

545 福島県 有限会社福住 7380002025736 ランディングページ（HP）・動画作成によるガレージPR

546 茨城県 有限会社アーキレイ 2050002006360 無人受取BOXによる「お花の非接触型受け渡しサービス」事業

547 茨城県 有限会社中村商店 9050002039882 ドローンを活用した空中防除と肥料散布による水稲米の生産性向上

548 茨城県 朋寿司 ベテラン寿司職人こだわりの味噌漬けをご家庭にお届け！

549 茨城県 株式会社サイトー 6050001020615 オンラインで注文・24時間受渡し可能な店作り

550 茨城県 たがや 真空包装機の導入によるテイクアウトメニューの開発・強化

11



＜重要＞

№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和２年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞第6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５月12日(木)以降）。

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

551 茨城県 有限会社結城建材 3050002042561 対人接触機会を抑えた新事業「缶詰専門店」の展開

552 茨城県 有限会社白牡丹 4050002001764 店内の個室化、ネット予約の導入、新メニューによる３密解消事業

553 茨城県 ビーイングリッシュ 英検受験の低年齢化とコロナ禍に対応したリモート講座の開発

554 茨城県 ラメールネイル 対人接触の少ない脱毛セルフサービスの展開による販路開拓

555 茨城県 岡埜榮泉 和菓子屋がはじめる非対面型和菓子専用自動販売機の設置

556 茨城県 ラーメン二郎ひたちなか店 「客導線の見える化」による完全セルフ型ラーメン店の実現

557 茨城県 森花豆茶 地元の特産物を使用したメニューを開発しテイクアウトを強化する

558 茨城県 小川縫製 自分で縫う！おしゃれな洋服型紙と作り方動画のオンライン販売

559 茨城県 日本料理　傾奇者、 真空包装のテイクアウト商品で感染リスクを抑え売上アップ計画

560 茨城県 繁鈑金 対人接触機会を減らす鈑金塗装工場内の作業スペースの独立化

561 茨城県 有限会社高橋農園 4050002024690 一般消費者への直接販売を目的としたＥＣサイトの構築

562 茨城県 有限会社おおきや 1050002022870 お家時間を楽しくする冷凍たこ焼きの開発とEC販売事業の展開

563 茨城県 イノバクセル合同会社 6050003003758 D2C販売チャネル構築とウェブマーケティング事業

564 茨城県 来食 屋外スペースを有効活用活用する為の事業

565 茨城県 有限会社肴屋隠居 6050002009228 感染リスク軽減と回転率向上のための券売機導入

566 茨城県 ラウンジエフ おいしい゛かまど焼き芋“のインターネット販売

567 茨城県 園庭研究所 オンラインでサポート！園庭トータルプロデュースサービス開発

568 茨城県 有限会社なかやま 1050002017425 ネット注文とネット広告を活用した高級弁当のデリバリー拡販事業

569 茨城県 かみす整体院 セルフ脱毛・セルフエステ

570 茨城県 株式会社エコワンファーム 7050005012129 さつまいもの加工品開発と販売のためのECサイト構築

571 茨城県 株式会社オールフィールズ 4050001038907 ピザ成形器の導入及び包括的なブランディングによるネット販売

572 茨城県 株式会社片倉 5050001014023 名入れカレンダー配布などの非接触型配送代行サービスの構築

573 茨城県 肉けんちん蕎麦てけ丸 ご家庭で真空包装の熱々けんちん蕎麦を召し上がれ

574 茨城県 小料理　立花 居酒屋デリバリーWebサイト開設＆オンライン会員制オンライン

575 茨城県 有限会社マツオ・トータル・プランニング 2050002017184 オンライン展示場等の導入による受注プロセスのオンライン化

576 茨城県 株式会社麦と葡萄 9050001046244 コロナ対応型醸造工程の見える化による一般顧客獲得強化事業

577 茨城県 ストライプル茨城 オンラインレッスン認知度向上のためホームページリニューアル

578 茨城県 つの国や 感染症対策を追求した店舗空間への改装と新メユー開発事業

579 茨城県 大人の女子校株式会社 7050001048151 学生や社会復帰したい女性への認知拡大・ブランディング事業

580 茨城県 トータルパッケージコウワ有限会社 7050002002280 地域の活性化と環境負荷低減に貢献するオーダーパッケージ事業

581 茨城県 居酒屋レスト ソーシャルディスタンスに配慮しカウンター席確保で事業復活計画

582 茨城県 有限会社サワムラヤ 8050002037672 事業所向けケーキの配達とワークショップの開催

583 茨城県 飯山製茶 猿島茶のブランド力を高めるＬＰとネット広告を駆使したＥＣ戦略

584 茨城県 おいしいクロアチア テイクアウト＆感染リスク低減対策対応のショールームオープン

585 茨城県 磯蔵酒造有限会社 3050002009957 日本酒の宅内消費ニーズを捉えるオンラインショップ広告宣伝

586 茨城県 きりちゃんふぁ～む 非対面での受注販売のための自社ホームページの制作

587 茨城県 ウイングハーツ オートシャンプー機導入による対人接触時間の35％削減

588 茨城県 株式会社カトー 6050001031389 対面営業からWEB営業へ

589 茨城県 ビーチカルチャーブルーイング コロナ禍によるニーズに対応した非対面型の販売展開

590 茨城県 有限会社フジタ 8050002043258 感染症対策ためのテーブルで注文決済ができる設備システムの導入

591 茨城県 オールドカーオーナーズクラブ イベントサポートシステムの構築

592 茨城県 ＰＲＯＳＴ株式会社 9050001037301 ECサイトのスマホ対応化、検索機能強化による非対面販路開拓

593 茨城県 ＲＹＨＳバイオＬａｂ 清掃・消毒作業の品質を可視化する新サービスのPR

594 茨城県 ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ 販路開拓を考える小売店店主向けECショップスタートアップ支援

595 茨城県 有限会社エス・シー・エス 3050002022745 安心安全を基軸にしたポストコロナ時代の複合娯楽施設づくり

596 茨城県 アーネット ポストコロナ型の高級モンブランの移動販売車サービスの導入事業

597 茨城県 株式会社スパイスガーデン 2050001045962 「静」から「動」へ！移動販売開始によるポストコロナ対応計画

598 茨城県 有限会社アルミック 5050002020706 オンライン商談と予約管理を組み合わせたプラットフォームの開発

599 茨城県 秋元コンサルタント事務所 ウィズコロナに対応した貸し農園サービスの構築計画

600 茨城県 寄り添いカウンセリング【心の居場所】 心の居場所を提供する非対面オンラインカウンセリングの新規開始
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601 茨城県 Ｏｎｌｙ－Ｓｈｏｐ 接触機会減少を考慮した自分だけのオンリーワン販促事業

602 茨城県 Ａｙｕ’ｓ　Ｂａｋｅｒｙ オンライン化で対面接触を減らし新レッスンの立ち上げと宣伝

603 茨城県 株式会社ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ 6050001038871 非接触で見積から保管までを実現するタイヤ預かりサービスの展開

604 茨城県 ルーズ イベントで人気の自慢メニューのレトルトカレーの通販事業

605 茨城県 オカリーナの平本 野外テラスを使用した新たなオカリナレッスンの展開

606 茨城県 株式会社齋藤商事 1050001048198 オンライン販売強化の為のライブコマースシステムの導入

607 茨城県 株式会社大嶋農場 8050001033029 贈答品でコメ消費拡大へ「益々繁盛」ギフト商品の開発

608 茨城県 株式会社三協自動車ガラス 1050001048537 カーフィルム加工の１名施工体制とネット販売の実現

609 茨城県 イタリアベルカントセミナハウス WEBサイトによる新サービスの情報告知で効果を最大化させる

610 茨城県 小野雅人 メンズ向けエステ事業の集客拡大につなげるECサイト制作

611 茨城県 吉Ｇｕｉｄｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 業界初！非対面で講習から決済まで完結　定額制釣り船サービス

612 茨城県 ファンファーム 水戸から発信！安心、本物のピクルスを全国、世界にお届け

613 茨城県 株式会社クリーンワーク 5050001010996 自動おむすび作成機導入、テイクアウト売上アップで感染対策に！

614 茨城県 有限会社フラワーパーティー 4050002024245 新規事業（オンラインショップ）の開設による新規顧客の獲得

615 茨城県 株式会社阿部塗工業 5050001042692 サンドブラストによる研練事業

616 茨城県 モトヤ株式会社 7050001042286 クラウドファンディングからの一般販売のためのEC環境整備

617 茨城県 常陸野産業株式会社 1050001016064 ウィズコロナを想定した屋外ウッドデッキ・屋外席新設事業

618 茨城県 みーとキッチン 空調設備及び店内換気設備の向上とキャッシュレス決済機能の導入

619 茨城県 バンプスヘアーデザイン ＣＳ・ＥＳ・換気向上・ソーシャルディスタンス確保のための移転

620 茨城県 株式会社ストーンズ 5050001034913 対人接触機会を減らし販売を拡大させるためのECサイト導入

621 茨城県 株式会社ゲブラナガトヨ 6050001026240 オンライン商談専用スタジオスタジオの設置による新規顧客の獲得

622 茨城県 株式会社すぎのこハウジング 9050001034331 企業サイトリニューアルに伴いオンライン商談機能の導入

623 茨城県 小原英語塾 オンライン英語教室を行う為のホームページ作成

624 茨城県 ウエニシ　システムズ ＣＮＣ機器によるルアーの少量多品種生産事業

625 茨城県 アイリーカフェ 新たなキッチンカーとホームページ構築による安定した事業運営計

626 茨城県 株式会社ＭＹＫＡ 8050001048869 ペット関連商品のECサイト構築と自社ブランド開発・製造・販売

627 茨城県 トータルケア　リペア なりたい自分になる！自己実現のためのオンラインコーチング

628 茨城県 合同会社ｓｔａｒｔ　ｍｏｖｉｎｇ 5050003003940 販売体制構築による対人接触を減少しながら売上げ拡大できる構築

629 茨城県 トータルフードサポート FISH　SHOPK　修一　顧客獲得及び商品販売サイト事業

630 茨城県 大島建設株式会社 3050001033850 ポストコロナを踏まえた業務の非対面化で営業プロセスの改善

631 茨城県 ＬＩＭ土浦本店 脱・対面仕入れ！インターネット仕入れにシフトした事業強化

632 茨城県 株式会社さかいまちづくりマネジメント 4050001044962 ふるさと納税加盟店システムの開発による販路開拓と事務の無人化

633 茨城県 ＭＹＬヨガセラピー＆スクール オンラインによるヨガ講師養成のための学習支援システムの構築

634 茨城県 合同会社Ｍａｓａ　Ｒａｐ 6050003004120 ポストコロナ対応型オンライン商談の実現へ向けて

635 茨城県 ステップ 美容院仕様の専門美容商材のオンライン販売事業

636 茨城県 株式会社エス・ディ・ワークス 5050001000551 低感染リスク型ビジネススタイルへの転換

637 茨城県 神咲杏奈 非対面の「お茶会・集客・親交効果」と「副業ユーザーの発掘」

638 茨城県 株式会社ＣＯＮＶＥＲ 6050001047113 「Wellness golf」の非対面型環境の構築とＰＲ

639 茨城県 箕輪整骨院 大型低周波器械導入

640 茨城県 アオニサイファーム 対人接触機会を減少させた完熟ブルーベリー農園と商品の展開

641 茨城県 祭英雄企画（まつりヒーロープロジェクト） オンライングッズショップ開設とYouTube等のマネタイズ化

642 茨城県 女性の為の隠れ家サロンリブラン オンラインによるダイエット・食事改善講座の新規開講

643 茨城県 愛と光を込めて メンタルヘルスのオンラインコンサルとオンライン講座の構築

644 茨城県 大石和晃 HP開設による非対面型オンライン指導サービス

645 茨城県 Ｏｌｄ　Ｒｉｖｅｒ　Ｓｔｏｒｙ株式会社 1050001050063 「古河エール ビール＆クラフト」のECサイト等での販売強化

646 茨城県 有限会社アートボディー 1050002033612 感染対策・業務効率化・顧客満足度向上をはかるシステム導入事業

647 茨城県 ブラッシュアップ ウィズコロナ理容店への変革と、周知による新規顧客獲得

648 茨城県 有限会社夕楽亭 5050002028113 感染リスク低減モバイルオーダー

649 茨城県 ヘアールームラバ セルフホワイトニング導入による感染リスク低減と新規顧客獲得

650 茨城県 有限会社武平ファーム 7050002022411 ドローンによる分散防除実施で集団防除による感染回避する事業
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651 茨城県 ＳｔａｒｔｉｎｇＯｖｅｒ 接触時間減少と顧客満足度の向上を図るタッチパネル券売機の導入

652 茨城県 ジーティーラボ 自社ブランド確立でネット販売の立上げ

653 茨城県 ＳＵＮＮＹ・ＣＬＯＶＥＲ合同会社 5050003003040 さつまいも選別機導入による作業効率改善及びコロナ感染抑止

654 茨城県 亀井則道 オンライン絵画教室のための動画撮影と編集及び、HP作成

655 茨城県 合同会社ＫＥＭ 8050003005604 Webサイト構築による患者と施術者のマッチングサービス

656 茨城県 郷愁 アフターコロナのマッサージ方式！セラピスト応援プロジェクト

657 栃木県 株式会社エイチ・アール・プロジェクト 4060001025573 人との接触を減らしたキッチンカーで売上回復し事業継続を目指す

658 栃木県 合同会社ボウルズ 8060003002237 地産食材を用いた菓子商品を開発しテイクアウト・通販で販路拡大

659 栃木県 ＣＯＺＹ 宿泊客のニーズに伴い感染リスクに対応した新設備の導入

660 栃木県 有限会社下藤屋旅館 6060002023707 オーダリングシステムの導入による非対面型注文と生産性向上

661 栃木県 ピッグ　ベリー 感染リスク低減を鑑みた飲食売上に関する環境改善と設備導入事業

662 栃木県 麺屋てつ 券売機導入により対人接触機会を減らすラーメン店の低感染経営

663 栃木県 佐貫屋　石附園茶舗 適切な商品提供とECサイト構築による新規若年層の受注増加計画

664 栃木県 田代商店 新規、とちぎ和牛メニューのテイクアウトと冷凍販売で売上UP

665 栃木県 博多らーめん万々 接触機会を極力減らし生き残りを賭けるオンライン決済の導入作戦

666 栃木県 石井益子 中小企業向けDX活用の経理業務サポート事業とそのサイト構築

667 栃木県 ｈａｉｒ　ｋｏｍａｔｓｕｂａｒａ 自動シャンプー機導入で対人接触機会減少と新サービス提供

668 栃木県 株式会社ランデヴー 8060001016692 真空包装機導入によるテイクアウトの売上げ増と接触機会減少事業

669 栃木県 株式会社田中永吉商店 6060001002728 ギフトや家庭に！大切なあなたに贈る洋菓子をネット販売

670 栃木県 矢板ＬＰガス合同会社 1060003000767 データクラウドサービスを活用した非対面対応と、生産性の向上

671 栃木県 小さなホテル　森のうた 真空包装機等の導入で販路拡大！食材ロス削減！作業効率ＵＰ！

672 栃木県 ヤマコシトレーディング HPとECサイト導入による信用の確保と販路拡大

673 栃木県 日用舎 コロナ禍におけるECサイトからの販路開拓と集客を生む事業

674 栃木県 株式会社ウェルネスシーン 6060001016059 オンラインレッスン（EMSトレーニング）導入による販売促進策

675 栃木県 酒菜うさぎ お客様ご要望メニューのテイクアウト・ランチ

676 栃木県 パン・カフェ・プレジール 対面接触機会の減少を目的とした発券機導入事業

677 栃木県 あまがや養鯉場 新型コロナウイルスの影響を打開する販売用ホームページの作成

678 栃木県 有限会社割烹たる池 7060002028168 感染防止対策の徹底で顧客満足を高め、売上回復の軌道に乗せる

679 栃木県 山田家 自慢の『生蕎麦・茹で蕎麦のテイクアウトと通販』による販売促進

680 栃木県 ディオーネウツノミヤテン 非接触型での収益拡大を目指し「セルフホワイトニング」開始

681 栃木県 スターフィールドベースボール コロナ禍でも球児の夢を絶たせない！非対面指導システムの導入

682 栃木県 金治 対人接触機会を減少させる個室設置と販路拡大のホームページ作成

683 栃木県 ｐｌｕｍｅ 身体の中から温めて健康的な綺麗＝美を導くサロン展開計画

684 栃木県 蕎麦ほまれ 「そばアイス」のEC販売とテイクアウト強化による収益向上計画

685 栃木県 株式会社フォレストプラン 3060001025715 キッチンカーでいつでもどこでも「駅そば屋」プロジェクト！

686 栃木県 ｂｅａｕｔｙ　ｇａｒｎｉｓｈ　ＳＰＩＣＥ 完全1人別室のホワイトニングサービスで、サロンの差別化

687 栃木県 すずめん 製造機械導入による製造ラインの接触機会の減少と生産性向上

688 栃木県 パティスリーシエクル フランス菓子の移動販売による新規顧客獲得

689 栃木県 株式会社アイデアン 7060001023244 業界横断情報発信とブログ機能を付加したＨＰの一新

690 栃木県 Ｒｅ＿ｌｏａｄ 物販オンライン化の為のECサイトの作成

691 栃木県 アイジェットリンク 製造から販売までを一貫した感染予防対策で増収と経費削減を図る

692 栃木県 株式会社さとう 6060001005994 栃木を食べつくす「栃弁」等の開発・PRとHP構築

693 栃木県 いそまち接骨院 非対面型施術への移行による感染リスクの軽減とそのＰＲ事業

694 栃木県 フーズサウンド 高品質オンラインライブ、及びリモート演奏、録音環境の構築

695 栃木県 Ｐｕｎｔｏ　ー大谷町食堂ー 真空包装機導入によるテイクアウト商品開発

696 栃木県 株式会社子ども・表現活動研究所 8060001031741 ECサイトによるオリジナル商品の販売およびデジタルデータ販売

697 栃木県 株式会社おりおんフーズ 8060001021585 店舗拡張によるスタッフの安全確保と生産性向上

698 栃木県 菓子工房　ギャルソン ITを活かした商品無人受取システムの構築で非接触販売を実現

699 栃木県 恋美豚 キッチンカーによるお客様への提供時間短縮による密の解消

700 栃木県 株式会社Ｓｕｎ＆Ｒａｉｎｂｏｗｓ 7060001015687 テラス席の設置で三密を避ける導線対策！！！
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701 栃木県 ｒｏｍｉ　ｒｏｍｉ 地元に愛されるクレープ販売事業の構築

702 栃木県 オフィス・プンティ 特許申請中！デジタルカラー診断コンサルタント育成事業

703 栃木県 Ｒｅｆｏｏｔ 安全安心空間の創出でお客様満足度100％のフットケアを

704 栃木県 宮本　あかり 新ブランドのECサイト・WEBサイトの制作による売上の確保

705 栃木県 有限会社マインズプランニング 8060002038091 リモートワーク体制の構築とオンラインマネースクールの運営

706 栃木県 中華そば凜星 テイクアウト事業で接触機会を減少させ消毒にも注力する。

707 栃木県 ｄｏｕｇｈ－ｄｏｕｇｈｎｕｔｓ 冷凍ドーナツのオンライン販売、卸販売

708 栃木県 Ｖｉｏｒａ ポストコロナによるキャビテーション導入で目指せ美ボディ

709 栃木県 フランクリンズカフェコーヒーロースターズ テイクアウトコーヒー専門のサテライト店舗の新規事業

710 栃木県 佐藤晴香 キッチンカー事業で顧客の笑顔を増やし、売上UP!

711 栃木県 癒しのサロンＴｅｔｅ 対人接触機会を減少させるオンライン教室の構築及び販路拡大

712 栃木県 Ｚｉｉｏ　ｃｒｅａｔｉｖｅ　ｇｕｉｔａｒｓ 事業のデジタル、オンライン化による自社完結型への移行

713 栃木県 株式会社ｆｒａｐｐｏｒｔ 5060001026975 オンラインによる非対面カスタマーサポートサービスの新設

714 栃木県 株式会社ヒューマンネットワーク 7060001019093 テラス席新設による３密回避及び宿泊者以外のお客様来店及び新た

715 栃木県 ＩＷＥＬＬ 精密加工製品販売におけるDX活用可能なサイト構築と運営

716 栃木県 ヒナタミユ 業務オンライン化のための音楽機材導入

717 栃木県 株式会社パーヒ 6060001029110 3Dカメラを使用した非接触デジタルサービスのWeb広告作成！

718 栃木県 日光ジャンボ ECサイトによる物販事業の注力と低感染リスクビジネスへの転換

719 栃木県 そば割烹　嵯峨野 持ち帰り商品を店舗外で販売　新たな顧客を獲得し売上回復を図る

720 栃木県 株式会社Ｃａｌｉｄａｄ　Ｄｅ　Ｖｉｄａ 1060001033315 フル電動バイクのECサイト新規構築とオンライン広告

721 栃木県 有限会社平成産業 8060002008061 「オンライン工場見学」のためのＨＰ製作事業

722 栃木県 やよい整骨院 環境と健康を考えたテイクアウト商品！お菓子とお弁当の販路開拓

723 栃木県 チャーム・ケンネル LSTEPシステム導入による新規顧客発掘と既存顧客の接点継続

724 栃木県 ビューティーサロンリアンジェ 希少性があるネイルグッツ販売のECサイト構築と自社製品開発

725 栃木県 株式会社アスコム 5060001023320 シニア世代新規顧客獲得による買取・販売強化で売り上げ回復

726 栃木県 ポストドブレ セミセルフレジ導入による感染症予防対策

727 栃木県 上海キッチンなごむ お客様との直接接触を防ぐためのセルフレジの導入

728 栃木県 トモチカレコード オンラインコンサート新技術導入と新たな販売枠拡大

729 栃木県 トヨダ　ミュージック オンラインでの音楽事業を行うための環境整備

730 栃木県 ローズ　フェアリー WEB上での事前カウンセリングと感染症拡大防止の徹底

731 栃木県 ほし整骨院 完全個室・完全予約・非接触のセルフ脱毛サロン事業

732 栃木県 株式会社こしじ 5060001010418 全てオンラインでのオペレーションによるオリジナルサウンド制作

733 栃木県 株式会社ハウスワーク 3060001023743 効率的な顧客の管理・対応が可能なオンラインシステムの導入事業

734 栃木県 合同会社ミナトヘルスプランニング 9060003003886 コロナ感染リスクを抑えたランニングイベントのしくみづくり

735 栃木県 足跡工房 楽曲販売のオンライン化

736 栃木県 ＩＮＣメディカルサービス株式会社 1060001023332 CADソフト導入による時短技工とテレワークの実現

737 栃木県 清水園 全自動播種機の導入により感染リスクの軽減と作業時間の大幅な削

738 栃木県 株式会社萬備 9060001032185 キッチンカー導入によるコロナ禍に対応した新規事業展開

739 群馬県 株式会社Ｃ．Ａ．Ｐ． 3070001030103 「琉球そば知花・キッチンカー」による移動販売とPR事業

740 群馬県 つばめ建材株式会社 4070001023881 感染リスク対策の戸建建設事業で「若返り」の営業販売戦略

741 群馬県 街のイタ飯　ふぁみりあ 低感染リスク型ビジネス枠

742 群馬県 そば蔵新田店 非対面オーダーシステムの導入による新規顧客獲得事業

743 群馬県 スペイン料理アリオンダス スチコンを利用してスペイン料理のコースのテイクアウトを実現

744 群馬県 和の食磯貝 お弁当の開始により、接触機会を減少しつつも販路開拓を行う事業

745 群馬県 有限会社センタ豊 5070002036551 非接触チェックイン＆WEB決済完結の民家1棟貸切りコテージ

746 群馬県 有限会社魚仲 4070002008865 料亭の味を真空・冷凍で家庭にデリバリーし販路開拓に取り組む

747 群馬県 有限会社岩田農園 2070002037065 ECサイトの活用で対人接触機会を減らしながら新たな販路開拓

748 群馬県 フジイパン Ｗｉｔｈコロナ！まちのパン屋、焼き菓子による販路拡大事業

749 群馬県 株式会社群馬旅行 9070001015420 「ネットで簡単予約　ハレの日旅立ち」サイト立ち上げ事業

750 群馬県 ＲＯＳＹ　ＬＩＦＥ 義務教育になかったお金の知識を顧客自身が学ぶ必要性を提供
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751 群馬県 株式会社本間燃器設備工業 7070001002940 非接触型端末を活用したLPガス供給先への検針業務の効率化事業

752 群馬県 株式会社ＲＩＴＡ’Ｓ　ＲＡＮＣＨ 3070001032520 完全個室！非接触型ソロサウナの導入による集客事業

753 群馬県 株式会社ｉ－ｗｏｒｋｓ 9070001030584 外構CADを活用したオンライン提案による新規顧客の獲得

754 群馬県 株式会社ふたば 6070001032930 リフィル処方箋制度に対応するドライブスルー型調剤薬局改装事業

755 群馬県 着物クリーニングまるやま 和装着物クリーニングの宅配事業開始に伴う低感染モデルの展開

756 群馬県 有限会社室岡建設 7070002012352 ECサイトによる廃材販売を通じた循環型建設業者としてのPR

757 群馬県 田村建設株式会社 9070001002071 Webチャットツール導入による、新しいつながりかたへの挑戦

758 群馬県 アルカディア ECサイトでの冷凍パンと冷凍惣菜販売による売上拡大事業

759 群馬県 有限会社布施商事 7070002030775 テーブルトップオーダー端末の導入によるサービスの非対面化

760 群馬県 肉山高崎 バーチャルレストラン導入及びテイクアウト強化事業

761 群馬県 有限会社大沼山荘 9070002001097 赤城山にトム・ソーヤーの世界が広がる

762 群馬県 有限会社タカネン 9070002016418 LPガス供給先への検針業務を非接触型へ転換する事業

763 群馬県 ｙｏｇａｔｈｅｒａｐｙ 心身の不調を簡単に自宅で解消できるオンラインヨガの配信

764 群馬県 株式会社ｃｏｐａｐ 3070001032545 オンラインで内覧・重要事項説明が出来る不動産仲介事業

765 群馬県 有限会社アティック安武内 4070002000302 動画も販売『映像＋対面』ハイブリッド型大学進学塾　創設事業

766 群馬県 スピークイージー 村から海外留学！ハイブリッドレッスン新設のための個室作成

767 群馬県 株式会社有田屋 2070001009783 海外新規顧客獲得用プロモーションムービー（多言語化）の制作

768 群馬県 ホリーズ 生地まで美味いクレープと今川焼をネット注文で冷凍配送販売開始

769 群馬県 株式会社亀屋本店 4070001021638 非接触型のガスメーター検針業務構築のため、IT機器導入事業

770 群馬県 ホンダ販売株式会社 1070001008349 出張サービスと予約システムによる低感染ビジネスモデルの構築

771 群馬県 須田彫刻美術館 冷凍自動販売機導入による24時間非接触型販路拡大事業

772 群馬県 上州百姓　米達磨 事務所と販売の分離及びロッカー設置による対人接触機会減少

773 群馬県 有限会社鈴京 4070002010499 冷蔵壷焼き芋の自動販売機及び通販等による非対面型販売の実施

774 群馬県 株式会社ＰＡＩＮＴ　ＢＡＬＡＮＣＥ 5070001032411 販路拡大のため工場・倉庫に特化した受注サイトの構築

775 群馬県 有限会社岩田養鶏場 6070002027087 非対面販売の卵の自動販売機の設置でコロナ禍の売上の拡大を図る

776 群馬県 ボディセラピー然 施術室の完全個室化と、屋外ヨガ教室場の新設

777 群馬県 ほたかや YouTubeを活用した情報発信力強化で新規顧客獲得

778 群馬県 株式会社ろけっと開発 9070001005017 仮想空間を活用した生産プロセス導入計画

779 群馬県 みやもん 感染対策を万全にして居酒屋から昼の食事処への転換で売上拡大

780 群馬県 関東燃料株式会社 7070005000098 IOT-R導入によるLPガス事業の非接触モデルの構築

781 群馬県 株式会社サンビスタ群馬 1070001012433 赤外線カメラ搭載ドローンによる太陽光発電診断及び建物調査

782 群馬県 有限会社ディップ 5070002030125 Ｗｅｂ商談システム導入による売上向上事業

783 群馬県 善衆建設株式会社 2070001015328 WEBサイトリニューアルと動画作成による販路開拓事業

784 群馬県 株式会社ＳＨＩＮＯＹＡ 7070001033903 ビストロフレンチ店の強みを活かしたウェブによる販路開拓事業

785 群馬県 有限会社品川組 7070002007641 全国により安全にフットワーク軽く笑顔を届けるホームページに！

786 群馬県 株式会社クリマ 3070001013297 氷室豚の魅力発信・販売サイトの構築

787 群馬県 萩原農園 新鮮野菜のキッチンカー販売事業

788 群馬県 鍼灸エステサロンマグノリア セルフフェイシャルエステ機器導入等による感染対策事業

789 群馬県 株式会社仙人倶楽部 2070001029328 非接触型営業を構築するための事業

790 群馬県 ラクシュメイ アスリート向け特化したオンラインヨガレッスン開始

791 群馬県 株式会社めでたや 5070001033954 『めでたや食堂西の河原店』テイクアウト焼鳥販売設備と店内改装

792 群馬県 ＲＵＤＥ　ＶＩＬＬＡＧＥ ＳＮＳで集客する非接触・非対面型の中古車ネット販売事業

793 群馬県 株式会社群馬住宅センター 9070001030386 非対面Webサイト構築によるオンライン販売にてウィズコロナへ

794 群馬県 タイリーオリエンタルダンススタジオ レッスンのオンライン化による販路開拓事業

795 群馬県 吉井はり灸院 対人接触機会を減らし、自由診療を増やすための2種の機器導入

796 群馬県 末高販売株式会社 3070001007308 工事力をアピール！HP改修とPR動画による情報発信力強化事業

797 群馬県 株式会社村山建築プロデュース 5070001035562 HPによる非対面営業強化で新規顧客獲得

798 群馬県 Ｒｏｏｍ５８３ 非接触式筋肉トレーニングマシン導入とセルフエステへの展開

799 群馬県 株式会社犬飼フーズ 4070001004691 強みを活かし、鮮魚を使った総菜販売への転換事業

800 群馬県 株式会社つかさフードサービス 9070001009496 小規模団体客が安心して食事を楽しむことができる空間整備事業
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801 群馬県 有限会社マルイ 1070002016904 自販機経営計画

802 群馬県 九十九プロパティマネジメント合同会社 3070003004360 オンライン予約・面談ツールによる非対面型営業活動事業

803 群馬県 株式会社ウエスト 3070001015434 相互接触を減少させる非接触型システムと非対面型営業の導入

804 群馬県 Ｐａｒｃはりきゅう院 院内の一部個室化と非接触メニューの導入

805 群馬県 橋本プロパン 自動検針端末導入での対人接触機会減少で付加価値創出事業

806 群馬県 マルヤマエリフォトグラフィーアンドデザイン デジタルデータでの思い出の配信事業

807 群馬県 清塚建装工業 『旅行中に家が生まれ変わる！新塗装リフォームパッケージへの挑

808 群馬県 堀口だるま店 安心、こだわりのだるまをオンラインで作れるホームページ制作

809 群馬県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｄｅｃｏ 安心・安全な店舗のアピールと加工品製造の業務効率化で売上拡大

810 群馬県 だるま大使２号店 コロナに打ち勝つ非接触型商品販売事業展開で売上拡大

811 群馬県 株式会社ニコット 7070002008128 自社「Take me」ブランド再構築およびD2C事業への発展

812 群馬県 有限会社モグのパン 7070002012402 看板型自動販売機導入による24時間販売体制の実現

813 群馬県 株式会社ＴＯＰＪＯＩＮＴ 5070001038128 介護事業者向け自動車管理ワンストップサービスの販路拡大

814 群馬県 有限会社蔵庄 2070002029013 ウイズコロナに対応した非接触型サービスの構築

815 群馬県 マミョウダ　ファーム 人的接触回避と効率化を配慮したドローン導入による安心安全農業

816 群馬県 ヤオクリーンエイド株式会社 5070001013799 オンライン商談サービスを活用した業務改善及び新規顧客獲得

817 群馬県 株式会社ａｄｊｕｓｔ 5070001038862 商談・会議・ビジネスマッチングが可能なオンラインサイトの構築

818 群馬県 有限会社建友ホーム 8070002034767 非対面型不動産コンサル計画（地域密着だからこそ遠隔コンサル）

819 群馬県 将伸工業株式会社 6070001037913 新規事業としての非対面型食品販売事業の立ち上げ

820 群馬県 株式会社グッドライフパートナー 4070001027560 完全セルフサービスで行う非対面脱毛施術

821 群馬県 清香園 お煎餅販売コーナーとカフェの分離による対人接触機会減少

822 群馬県 株式会社アグリルーツ 1070001034551 新規ＥＣサイト開設によるSDGs対応と非対面型ビジネスモデル

823 群馬県 ＪＡＣＫ オンライン打合せ・対応による接触機会の減少および事業の継続

824 群馬県 株式会社ＬｉｋｅＹｏｕ 9070001025510 非接触型オンラインファスティングメニュー開発とサービス提供

825 群馬県 ケートラック 「ひとりで完結可能」な新規事業立ち上げによる売上回復事業

826 群馬県 アトリエ山中 バーチャル美術館の開設および新たな販売手法の確立

827 群馬県 Ｈｕｌａ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｓｏｕｎｄｓ パーソナルレッスンと自動販売機導入による感染対策と機会創出

828 群馬県 株式会社栗田建設 6070001034935 コーポレートサイト制作で「毎日の生活を豊かに」を地域全体へ

829 群馬県 株式会社栗原建設 9070001037893 建設×ITインフラ！ワンストップでお客様に寄り添うHP制作

830 群馬県 株式会社松永総合企画 7070001030157 新規直葬専門ホームページ制作及び非接触型営業ツール導入事業

831 群馬県 大衛　英美子 顧客満足！徹底フォロー！幸せのゴールを目指す結婚相談所

832 群馬県 Ｒｉｔｓ合同会社 4070003004145 新たな非対面型サービス「キャリアプラン習慣化指導」の販路開拓

833 群馬県 渋澤製パン有限会社 7070002019100 ＨＰ作成による店頭販売のＰＲとネット受注

834 群馬県 株式会社ミツワ化学 6070001008501 除菌消臭剤シアック・ワン　非接触型販路開拓事業

835 群馬県 株式会社グローバルクリエイション 1070001029279 オンライン研修プログラムの開始とwebプロモーション

836 群馬県 至福のひととき リピーター再び　安全訴求をしたHPで魅力を伝える

837 群馬県 Ｔｗｅｅｄｉａ 券売機と自動加温促進機による対人接触機会を減少させる美容室

838 群馬県 株式会社観音山ゴルフ倶楽部 9070001006551 個室打席構築による低感染リスク型のゴルフレッスンの実施

839 群馬県 株式会社ジーン 7070001028341 非接触商談機能を実装した受注率が向上するHP構築

840 群馬県 １０８ワークス合同会社 4070003003997 キッチンカーによる国内唯一の生フクロタケ調理・販売事業

841 群馬県 有限会社泉屋 6070002036179 非対面でリピーター増加と新規顧客を獲得するための自社HP制作

842 群馬県 ＣａＮｏＷ株式会社 6070001038119 対人接触機会を減らすセルフ脱毛サロン事業展開

843 群馬県 前橋リバース整体院・鍼灸整骨院 最先端加圧トレーニングによる根本改善と予防医療の提供

844 群馬県 Ｇ　ｃｌｅｆ 営業活動非対面化と集客力強化の2大柱のためのホームページ制作

845 群馬県 特定非営利活動法人Ａｎｎａｋａひだまりマルシェ 4070005008755 感染症対策としての密を避ける研修会の DX 化事業

846 群馬県 アッシュクイービー ポストコロナ時代の非対面型集客・接客事業

847 群馬県 株式会社ＭＵＲＡＩ 8070001035097 問合せ誘導するホームページリニューアルで新規顧客の獲得

848 群馬県 株式会社宝 7070001011157 天然石・パワーストーンをECサイトで海外へ販売して売上拡大

849 群馬県 ＭＡＮＡＢＯ　ＡＳＯＢＯ 障がいのあるこども達に未来を在宅特化型こどもIT学習支援事業

850 群馬県 ＦＩＲＳＴ　ＳＴＥＰ ECサイト価格リサーチツール導入による売上拡大
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851 群馬県 ランドマークファーム 省力化・少人数化のための歩行型野菜自動移植機の導入

852 群馬県 ｈａｋｋｏｕ 「健康弁当テイクアウト」のための移動販売車導入による販路拡大

853 群馬県 株式会社ＦＩＲＳＴ　ＣＬＡＳＳ 5070001026594 中古車見積り機能付きＷＥＢサイトによる非対面型営業

854 群馬県 菅谷中小企業診断士事務所 オンラインによる事業承継支援

855 群馬県 有限会社シンクリード 5070002007503 飲食業と人を結ぶ人材紹介事業立ち上げのためのホームページ制作

856 群馬県 すっきり Webサイト制作による、お客様との安全なやりとりの実現

857 群馬県 ＴＹＤ株式会社 3070001028700 枠組足場の導入による販路開拓事業

858 群馬県 ＲＥＩＫＩ 新規顧客獲得、顧客満足度向上のための販売ECサイト新規開設

859 群馬県 株式会社コンサルティング４Ｕ 5070001037864 感染防止のための設備等導入と資金決済機能付ホームページ作成

860 群馬県 起業副業ＷＥＢサポート コロナ禍・後も非対面型の販路拡大をさせるWEBサイト構築事業

861 群馬県 ミントタン テイクアウト事業拡大による売上向上計画

862 埼玉県 カフェ＆キッチン　ラフテル 主力商品のテイクアウト及びEC販売開始のためのキッチン拡張

863 埼玉県 株式会社中村 8030001090889 観光土産商品を流通系市場へ～新たな販路拡大事業

864 埼玉県 株式会社ｅｋプラン 9030001033780 経営安定化に向けた餃子の持ち帰り事業を安全に拡大する

865 埼玉県 Ｌｅａｒｎｓ　Ｈａｐｐｉｌｙ 事業拡大プログラム「オンラインバレエフィットネス」

866 埼玉県 もみらく アフターコロナのV字回復に向けたセルフエステサービスの導入

867 埼玉県 株式会社プロアイズ 3030001070508 業務用無線機やデータロガーを使用した自動車イベント運営

868 埼玉県 スケッチルーム株式会社 9030002061624 ネットワークを用いた音響事業の強化・発展

869 埼玉県 株式会社ヒューマンボディケア 4290001070209 非対面型整体指導システム導入とリモート相談サービスの展開

870 埼玉県 みぶろ 法人団体向けのテイクアウト弁当の出前販売の開始

871 埼玉県 株式会社亀沢屋 4030001091156 ＷＥＢサイトの強化・販路拡大と新規商品開発

872 埼玉県 有限会社カノシマ 9030002121270 新設備を導入し新たな感染対策となる非対面生産プロセスの構築

873 埼玉県 有限会社センタープロジェクト 9030002104226 地域唯一のキッチントレーラーによる感染拡大防止対策＆販路開拓

874 埼玉県 菅野 非接触の個室型プライベートサロンでの髪質改善プログラムの提供

875 埼玉県 金之介 キッチンカー事業の起ち上げによるコロナ禍での事業継続

876 埼玉県 新井秀昇 在宅からのオンラインサービス提供開始（オンライン教室開校）

877 埼玉県 株式会社ビット 3030001081307 地域住民に愛される店作り！「完全個室」による感染拡大防止対策

878 埼玉県 両新田スポーツ整骨院 オンライン問診・オンライン予約による対人接触削減への取り組み

879 埼玉県 丸信 山の水コーヒーと、その場で作る「缶」入りドリンクの移動販売

880 埼玉県 有限会社赤尾商事 4040002000255 非対面型　時間貸し自転車駐輪事業

881 埼玉県 エルフューチャー株式会社 6030001129433 リムジン仲介会社による山梨県高級フルーツのＥＣ販売の開始

882 埼玉県 有限会社ライフスタイル 5030002098505 リフォーム簡易工事パックによるオンライン販売強化

883 埼玉県 株式会社コラム 7030002122064 秩父ポスティング倶楽部のオンライン商談システムの構築

884 埼玉県 株式会社ＲＡＩＴＯＮ 8030001111736 冷凍自動販売機でのラーメン・つけ麺・餃子等の販売事業

885 埼玉県 株式会社一奈 8030001056840 セルフ温活による治療時間短縮と免疫向上

886 埼玉県 氏家尚子 コロナ禍でも美しさを諦めない！オンラインサポート事業

887 埼玉県 ブラザーズインターナショナル株式会社 3030001136853 ECサイト開設による「非対面」かつ「来店不要」な販路開拓

888 埼玉県 カタチクリエイト株式会社 6030001141090 対人接触の低減につながる提案営業・受注システムの仕組み作り

889 埼玉県 嘉信株式会社 9011101058166 セルフオーダーシステムを導入、非接触の飲食サービスの提供

890 埼玉県 山市屋本店 振袖の全国ネット販売や屋外前撮り撮影サービス事業の展開

891 埼玉県 株式会社ディーネック 3030001092931 塗装と周辺事業の自動見積り、一括受注システムを構築する

892 埼玉県 田口直人 足腰専門整体院の靴・インソール物販含むオンライン指導事業

893 埼玉県 華栄株式会社 9030001136864 感染症対策の実施で、中華総菜等を安心・安全に提供します

894 埼玉県 トリプル・エース株式会社 8030001117015 防災用品ECサイトの構築と非接触型見積依頼ページの開設

895 埼玉県 有限会社大村庵 1030002003121 蕎麦屋が作る和風らーめん事業

896 埼玉県 株式会社ガーデン・ファーム・ファクトリー 3030001136374 EC及び顧客コミュニケーションWEBシステム

897 埼玉県 根岸塗装工業株式会社 4030001101336 営業ＤＸツールによる接触機会の削減と業務効率化を実現

898 埼玉県 合同会社リバーエステート 4013303003565 非対面で部屋を決める事業を行い満室経営！

899 埼玉県 株式会社奔放 3030001125501 来店顧客の中食需要に応える、持ち帰り限定ラーメンの提供

900 埼玉県 スペーススタッフ 建設業に関わる一人親化へ向けての事務アシスタント
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901 埼玉県 株式会社Ｗｏｒｌｄ’ｓ　Ｂｅｌｌ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 8030001043525 非対面ツールの活用による新規受講者拡大及び新規事業参入を図る

902 埼玉県 株式会社Ｊ＆Ｃフードプラス 9030001145584 蕎麦屋のガレットのテイクアウトによる売上拡大事業

903 埼玉県 有限会社日燃 1030002045295 ＬＰガスＩｏＴシステム導入で非対面推進と売上・業務効率改善

904 埼玉県 マドロミノナカ 接触機会の低減と希少価値向上のためのトレーニング設備の導入

905 埼玉県 野原庭苑 コロナ禍の顧客対応納品向上のための店舗改装・個室設置

906 埼玉県 ピュアＦＡＣＥ 脱毛のセルフエステサービスの展開

907 埼玉県 ららぴあっちぇ ラジオパーソナリティの知名度を生かしたオンライン美容サロン

908 埼玉県 株式会社ビズタス 6010001179042 法人保険営業の非接触体制を構築

909 埼玉県 お葬式総合窓口株式会社 8030001128061 小規模葬儀における「オンライン葬儀」導入に伴うＰＲ事業

910 埼玉県 ｓｈｏｃｏｍｏ テイクアウト専門店としての改装及び生産性向上の設備の拡充

911 埼玉県 平塚 「WEB結婚セミナーと教会式挙式」のためのHP作成とPR事業

912 埼玉県 株式会社神岡建築事務所 2030001087569 玄関・窓サッシの交換施工の提供による新規顧客開拓を実現

913 埼玉県 株式会社森プロパン 3030001037069 LPガス自動検針システムの導入とハウスサポートサービスの推進

914 埼玉県 オリーブペットライフサポート合同会社 2030003015998 非対面型サービスのためのECサイト・オンライン決済の導入

915 埼玉県 株式会社Ａ－ｔｅａｍ 4030001126003 自社ＨＰ内のオンライン現地確認による非対面ビジネスへの転換

916 埼玉県 メディカルフォース株式会社 1030001072654 ポストコロナ時代の健康×美容を追求したセルフホワイトニング

917 埼玉県 トヨハラ化工株式会社 9030001064504 現場管理業務のリモート化

918 埼玉県 ＦＩＮＤＪＡＰＳ有限会社 3030002057685 システム導入で対面とオンラインの同時授業が出来る英語教室へ！

919 埼玉県 遊馬農園 無人野菜販売機設置による低感染型販路拡大

920 埼玉県 大河原工務店 非対面化によるコロナ対策と新規受注の活性化

921 埼玉県 武蔵野うどん湊 うどんの新たな販売方法で対人接触機会の減少と売上UPを実施

922 埼玉県 アオイ土地建物株式会社 5030001050747 インターネットによる不動産一括査定サービスと会社認知度の向上

923 埼玉県 Ａーｓｏｒｃｉｅ コロナ不和を解決するオンラインセミナー・サービスの開始

924 埼玉県 オーガニックアロマテラピーサロン　ナチュリール 化粧品通販、オンラインメニュー開発とPR事業、感染予防対策

925 埼玉県 株式会社アポスト 3010501028627 非対面で新・交流サービスを行うための販促システムの開発導入

926 埼玉県 株式会社メンテックジャパン 1010001113476 オゾン利用紫外線洗浄改質装置販売と製造加工及び開発請負事業

927 埼玉県 みそぽてと本舗有限会社 8030002121593 「冷凍みそポテト自動販売機」設置による利益率改善及びPR施策

928 埼玉県 ハナゴコロ 花の移動販売車で販路開拓と新規顧客の開拓を行ない、収益拡大

929 埼玉県 株式会社オペ・ラボ 2030001124116 改善を支援するオンラインプラットフォームの構築

930 埼玉県 株式会社パショーネ 7030001055389 自社HP新設に伴うオンライン販売の強化

931 埼玉県 爽 感染対策とコロナ禍に負けない炭火やきとりのテイクアウト事業

932 埼玉県 おいしい時間 沖縄料理弁当のテイクアウト販売展開により売上を増加させる

933 埼玉県 アライファーム株式会社 3030001141176 冷蔵ロッカー型自動販売機の導入による非接触型販売機会の増大

934 埼玉県 弘原エコテクノロジー株式会社 9030001130891 製造工程の自動化で、感染リスク軽減と効率化を図る廃プラ事業

935 埼玉県 株式会社ダスキン本庄 9030001060313 台所用スポンジなどが購入できる自動販売機の導入による販路拡大

936 埼玉県 自然派ごはんＴｅｒｕ　Ｃａｆｅ コロナ後を見据えた調理拠点確保と商品提供時間短縮の取り組み

937 埼玉県 株式会社ビジネスコネクション 7030001050555 営業サービスのオンライン化を実現するためのシステムを構築する

938 埼玉県 はすの香カフェ 密回避のための店舗改装とその周知

939 埼玉県 有限会社レジットエンブレム 2030002104570 認知拡大のためのホームページの作成及びオンラインセミナー構築

940 埼玉県 株式会社中村建設 4030001064533 各種機械設備の導入による対人接触機会の徹底的削減及び生産性向

941 埼玉県 清水塗装株式会社 2030001100802 集客オンライン化による外壁塗装工事の新規顧客獲得計画

942 埼玉県 カレーハウスＣＯＣＯ壱番屋ＪＲ久喜駅西口店 接触機会減少のための「セルフオーダーシステム」の導入

943 埼玉県 株式会社山口商店 3020001022022 自社ECサイト作成により、非接触型事業へ転換させる事業

944 埼玉県 株式会社リユースジャパン所沢 6030001029906 まるっとタイヤ交換～購入と交換予約をまとめて簡単に！～

945 埼玉県 ウィスク 対人接触機会を最小化したウィズコロナ時代の新たな美容室の展開

946 埼玉県 有限会社梅月堂 2030002105981 新オーダーシステム導入による、オペレーションの大幅改善事業

947 埼玉県 ホクレア オンラインでの業務受注体制構築による新規顧客獲得計画

948 埼玉県 ｍａａｒ うつわと生活雑貨のライフスタイル提案型オンライン販売

949 埼玉県 株式会社ＥＭインシュアランスサポート 9030001116503 公式ＬＩＮＥアカウントとＨＰを使った非接触サービスの充実化

950 埼玉県 ３３ＡＲＴ＆ＤＥＳＩＧＮ オンラインカウンセリングによるアートとデザインを融合した制作
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951 埼玉県 株式会社ボディアークス 6030001139738 顧客管理システムを活用し客単価アップと収益向上を実現する事業

952 埼玉県 エルスプラン株式会社 7030001140166 非対面営業とホームページの活用で新規事業参入

953 埼玉県 有限会社日栄物産 2030002069005 皮から手作り“ラーメン屋の本気の餃子”の為の機械設備導入

954 埼玉県 株式会社ｖｉｖａｒｔｈ 2030001127671 コロナ対策・個室空間の美容サービスをオンラインで宣伝

955 埼玉県 株式会社志銀建設 WEB商談ツール新規導入よる非対面営業推進プロジェクト

956 埼玉県 津野ダンススタジオ 社交ダンスオンラインレッスン開始で集客強化・対人接触機会減少

957 埼玉県 有限会社関口ファームテック 8030002113582 「農機販売革命」対面販売と同様のシニアに優しいECサイト

958 埼玉県 いざわ鍼きゅう接骨院 コンビネーション治療のセルフコンディショニングサービス開始

959 埼玉県 Ａ＆Ｃ株式会社 4030001070548 先端バーチャル技術を活用した非対面型周知モデルの構築

960 埼玉県 フェニックス整骨院 AI自動姿勢診断を活用した自宅トレーニングコースの開始

961 埼玉県 うどん酒房たぬき モバイルオーダー導入による業務効率・顧客満足度向上事業

962 埼玉県 株式会社狂想曲 1010901044218 オンラインレッスンの展開でより多くの人にレッスンを行う

963 埼玉県 はな物語 コールセンターを活用したコロナ禍に対応した法人営業事業

964 埼玉県 ヘアーボイス　アズワン 気取らずのんびり安心できる癒し空間

965 埼玉県 有限会社共和木材 7030002094361 住宅・エクステリアの動画による疑似体験を軸にした非対面営業

966 埼玉県 ユウジムトウキョウ 完全個室空間で提供するトレーニング・ボディケア＆脱毛エステ

967 埼玉県 Ｃｏｍｍｕｆｕｌ 専門家の栄養バランス管理付き献立販売サービスのオンライン化

968 埼玉県 株式会社ＲＵＮＢＬＯＯＤ 1030001019523 新ブランド「菓匠　鎌倉武士道」のテイクアウト専門店オープン

969 埼玉県 Ｋｅｉｎａ　Ｃｌａｓｓｉｃ　Ｂａｌｌｅｔ レッスンのオンライン化による感染症リスク低減と新規顧客獲得

970 埼玉県 合同会社タナカ９０ 9030003018615 おうち需要に対応した持ち帰り商品の開発と販売機での無人販売

971 埼玉県 田嶋板金工業株式会社 5030001131209 デジタル集客による一般家庭からの板金工事の受注事業

972 埼玉県 有限会社フォーエバー 3030002059426 キッチントレーラー導入による移動販売

973 埼玉県 株式会社コバッグ 2030001035998 素材の貼り合せ作業を自動化し感染防止と品質アップを実現

974 埼玉県 マッスーフォトスタジオ石垣島 対面接客時間短縮の仕組が成されたホームページ構築

975 埼玉県 袴田写真事務所 出張撮影及びフォトアルバム事業拡大におけるECサイトの改築

976 埼玉県 入間テクニカル鍼灸整骨院 治療院内での非接触治療と感染防止対策事業

977 埼玉県 株式会社Ｙｏｕｔｈ　Ｐｌａｎｅｔ 1040001086884 ＨＰの改修により、非対面型の採用マッチングを加速する

978 埼玉県 スクエアワン土地家屋調査士事務所 ドローン導入によるポストコロナ型測量体制の確立

979 埼玉県 株式会社ＺＯＥ 5030001123890 HPによる顧客の獲得のための対策

980 埼玉県 株式会社ケーエムリースシステム 8030001009559 情報共有システムを活用してビルメンテナンス業との取引を増やす

981 埼玉県 株式会社シグマテック 6030001065587 情報蓄積システムを活用した最適設備の提案で受注拡大を図る

982 埼玉県 よつかど株式会社 3030001124775 インターネット広告を活用したオンライン講座の新規顧客獲得

983 埼玉県 かすやカイロプラクティック 新しい生活様式に対応した非対面型カウンセリングサービスの導入

984 埼玉県 靴工房１０６ 靴修理オンライン決済導入により売上回復を実現していく

985 埼玉県 株式会社Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍ． 2030001139188 オンライン相談、オンライン内見が可能な新規ホームページの開設

986 埼玉県 ヘアーサロンアイア コロナでも安心！ヘアーサロンと“セルフ脱毛”で狙う相乗効果！

987 埼玉県 創作工房ｋｏｎｏｈａ おでかけkonoha

988 埼玉県 感謝亭 家族に喜んでもらえる新メニュー開発とデリバリーによる販売強化

989 埼玉県 有限会社山田カッター工業 3030002046135 ダイヤモンドコア自動送り機利用による専門工現場員数の最小化

990 埼玉県 瀧口律子 ひとりで愉しむ自然で健やかな暮らし～SDGｓ実現～の配信

991 埼玉県 ｇ－ｍａｇｉｃ　ｆａｃｔｏｒｙ 非対面型メモリアル関連イベントの代替となる記念品制作事業

992 埼玉県 北浦和　鶏バル　プーレ アフターコロナに対応した店内の改装・換気システムの導入

993 埼玉県 橋本編集企画事務所 オンラインカウンセリングによる不登校支援

994 埼玉県 料理教室ＶＥＧＥ＆ＴＳＵＢＵ＆ＣＯＦＦＥＥ 「ナチュラルライフコーチング」のPR事業

995 埼玉県 株式会社リドミィ 6030001145975 ホームページ並びに自社ECサイトの作成

996 埼玉県 株式会社ウィズハピエスト 5030001140696 WEBを用いた本格的な集客体制の構築

997 埼玉県 国際科学工業株式会社 8030001045637 新顧客獲得webサイト構築により、新たな非対面営業体制を実現

998 埼玉県 田村メンタルヘルスケア 自宅で安心！オンラインでのメンタルヘルスケア事業

999 埼玉県 ＪＡＰＡＮ　ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ株式会社 2030001139205 非対面ECサイトでジャパンブランド野菜の美味しさを届けよう

1000 埼玉県 株式会社スエーニョ 1030001018822 セルフレジ導入で感染リスク軽減及び除菌作業とサービスの強化
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1001 埼玉県 山田大貴 新型コロナウイルス感染対策　無人販売機設置計画

1002 埼玉県 合同会社ミニハレ 2030003017706 アナログゲームのオンラインプレイ化普及プロジェクト

1003 埼玉県 株式会社眞工業 1030001131666 個人向けDIY動画とコーチングにより収益確保の新サービス

1004 埼玉県 株式会社ヤマオカ設備 8030001101778 緊急対応受注システムを活用して中堅建設会社との取引を増やす

1005 埼玉県 株式会社タイヤ取付どっとこむ 9030001117823 新規予約システム作成と顧客管理システムのクラウド化・運用

1006 埼玉県 合同会社ＨＥＲＭＡＮＡ 5030003017785 キャラクター商品の製作×オンライン販売の実現と販路拡大

1007 埼玉県 株式会社美テリア 5030001129384 WEBサイト構築を通して商談・打ち合わせの非対面化を推進！

1008 埼玉県 Ｔｅｎｎｉｓ　Ｏｎｅ　Ｓｔｅｐ アウトドアでのマンツーマンテニスレッスンの提供開始

1009 埼玉県 ｃｈａｒａｋｕ 「セルフ脱毛」貴方だけの脱毛空間メンズも学生もお手軽ケア

1010 埼玉県 合同会社ＳＵＫＵ 1030003017698 当社独自サービス「まごころ介護」のブランディングとＰＲ事業

1011 埼玉県 有限会社木村ＨＤ 3030002053602 ECサイトとオンラインサービスを併用した新規売上獲得事業！

1012 埼玉県 株式会社トリゲート 6030001140209 広報販促プラットフォーム構築による新規開拓とWeb集客強化

1013 埼玉県 有限会社アカネ 3030002037836 ドライブスルー投薬により、近隣住民の新規顧客獲得を目指す。

1014 埼玉県 ファッションコンサルタントエンリッチ オンラインで靴のオーダーメイドシステムとコンサルの導入！

1015 埼玉県 越谷健太接骨院 新機器導入による対人非接触で行える体質改善メニューの開発

1016 埼玉県 猫背改善専門スタジオ　ケースタジオ お家でもっと健康に！姿勢専門オンラインサイト構築事業

1017 埼玉県 ピーカーブー INAI INAI BAR

1018 埼玉県 株式会社高沢工務店 8030001089774 営業面におけるI T化による下請体質からの脱却

1019 埼玉県 ちかネイル セルフ脱毛機の導入による非接触メニューの新設

1020 埼玉県 株式会社フルヤ 3030001026591 店舗対面式販売から非接触型販売システムへの変換事業

1021 埼玉県 Ｏｎ故置新 オンラインを活用した認知度の向上・集客及びサービス提供策

1022 埼玉県 米浪加純 走行しながらPRする出張車

1023 埼玉県 株式会社エムウェーブ 7030001016969 健康スイーツ事業のブランド再構築とネット通販事業の確立

1024 埼玉県 合同会社カルペ・ディエム 3030003018100 電子カルテ導入事業

1025 埼玉県 フライ＆チップス 非対面・非接触型店舗（無人販売店）への転換

1026 埼玉県 アスク税理士事務所 HP新規作成によるオンライン型顧客対応プロセスの構築

1027 埼玉県 アイコンサルティング 最適なWEBサイト制作のためのオンライン診断システムの開発

1028 埼玉県 小倉屋 眼鏡関連事業のオンラインサロン型への転換と販路拡大

1029 埼玉県 ハートムリビング株式会社 9030001053358 効率的な集客のためのＬＰ作成とシステムの構築

1030 埼玉県 株式会社ＫＦｏｒｃｅ 5010401145289 HP を活用した対面接客時間の短縮と、新規顧客獲得

1031 埼玉県 イナップ鋼材株式会社 7030001105508 ホームページ開設と見本用素材在庫（日本製鉄㈱材料）の実施

1032 埼玉県 永見和也 コロナ渦における音楽制作、エンタメのオンライン化のための事業

1033 埼玉県 ハズイングリッシュクラブ 英語の本場のネイティブ講師とつなぐオンライン英会話教室

1034 埼玉県 有限会社日栄建設 1030002027434 オンラインの採用活動を通した、人材確保と事業規模の拡大事業

1035 埼玉県 かみいたスポーツ接骨院 患者の症状軽減に向けた自費治療のオンライン集客とシステム開発

1036 埼玉県 株式会社ＭＯＴＯ　ＷＩＮＧ 6030001129342 インターネットを活用した集客と囲い込み

1037 埼玉県 バースサーフ南浦和店 WEBと動画撮影指導を活用した顧客への非接触型事業の実現

1038 埼玉県 朝来食品 自動給餌機でオートメーション化を推進するトラフグ陸上養殖事業

1039 埼玉県 ワインブリッジ ECサイトを開設しオンラインでワインの販売を開始する

1040 埼玉県 アトラクトワークス株式会社 8030001129472 住宅工務店WEB制作による顧客獲得とECサイト創設で家具販売

1041 埼玉県 株式会社プログレス 6030001124327 ＥＣサイトの構築による自社限定商品の非接触販売

1042 埼玉県 ウエイヴ　カンパニー 地方企業のための非対面で実現する売上 UP 営業・広報支援事

1043 埼玉県 くまミート 非対面営業を可能に！Web相談予約機能付HPで集客力アップ

1044 埼玉県 株式会社ｉｒｏｄｏｒｉ 9030001144140 産後の女性をビューティーケア！オンライン施術の構築

1045 埼玉県 株式会社ＪＣＥ 9030001141831 エステ事業における非接触エステ～セルフエステで接触回避～

1046 埼玉県 大橋源紀 オンラインパーソナルトレーニングの認知向上施策

1047 埼玉県 有限会社松石薬品 1030002035916 「お客様を安心・健康・笑顔にする調剤薬局」への変身事業

1048 埼玉県 株式会社進明 4012701013275 オークションシステムを活用した車の仕入販売事業

1049 埼玉県 秋山義紀 個人事業主対象に特化したHP制作サポート事業のPR

1050 埼玉県 有限会社ロコ 5030002090750 ECとオンラインサービスを活用したサロンの売上確保事業
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1051 埼玉県 有限会社ビーミング 2030002037465 接触時間を大幅削減！トレーニングスペースの提供

1052 埼玉県 がやてっく株式会社 2030001145649 【株式会社がやてっく】地域密着型ローカルメディアの創出とEC

1053 埼玉県 アパッショナート合同会社 5030003004957 オンラインを活用した非接触集客システムの構築

1054 埼玉県 小嶋税理士事務所 ＡＩ搭載のＯＣＲ仕訳入力システムによる非体面型の新サービス

1055 埼玉県 ミュージックインターナショナルダイレクト オンラインレッスンPR事業及びマレットのオンライン販売事業

1056 埼玉県 合同会社ＦＲＥＥＤＯＭ 3030003013266 コロナ禍の顧客ニーズに応えた安全な変化対応運営

1057 埼玉県 ウェルドワークサービス 営業と修理業務を非接触化し、売上のさらなる向上！

1058 埼玉県 美容室タカ レイアウト変更による接触機会の減少と付加価値の向上

1059 埼玉県 株式会社高橋園芸 2030001088179 新鮮な野菜・フルーツをネット販売の為のECサイト構築

1060 埼玉県 株式会社ＲＪカンパニー 7030001135554 デジタル化に伴う新たなプラットフォームの創出　熊谷ビジョン

1061 埼玉県 マピシエ インターネットツールの有機的結合によるネット通販の拡大

1062 埼玉県 ボディショップカーボーイ 自動車整備塗装業の営業活動を対面からオンライン化するための取

1063 埼玉県 ほぐしｒｏｏｍＤｕｎｅ よもぎ蒸し導入による感染症対策とオンライン予約による新規顧客

1064 埼玉県 こうぞう整体院・接骨院 こうぞう整体院・接骨院

1065 埼玉県 Ｂａｒ　Ｆｌａｐｐｙ 飲食店専門のデザイン制作の依頼受付の特設HPを立上げ販路開拓

1066 埼玉県 石関聖 システム導入によるフットサル事業のオンライン展開

1067 埼玉県 ＦＡＩＴＨＦＵＬＬ ポストコロナにおける非接触併用型脱毛サロン事業

1068 埼玉県 ロジコネクティー 食事と合わせる日本茶を伝えるECサイト作成とネット販売強化

1069 埼玉県 ネイルスパシアル ネイリストによるサロン経営と物品販売業のオンライン講座の開講

1070 埼玉県 株式会社創永ハウス 7030001140091 非対面型のクレイマスクEC販売による感染リスク軽減・収益改善

1071 埼玉県 有限会社ウッドベル 3030002037563 ネットによる予約の開始とテイクアウト販売の拡大及びＰＲ事業

1072 埼玉県 きたのまりこ 業況悪化によるコロナ禍に適した新ビジネスの参入

1073 埼玉県 有限会社エコドラム 1030002112368 移動販売車による笑顔の咲く場所のプロデュース

1074 埼玉県 栁生整骨院 オンライン診療システムの導入による非対面型営業

1075 埼玉県 おおつか整体院 対面接触時間短縮のための受付可能ホームページの作成

1076 埼玉県 熊木智子 サービスの非対面化及び事業発展に向けての商品販売

1077 埼玉県 心のストレッチルーム 「心のケア方法」を学ぶオンライン講座の広告宣伝と売上拡大

1078 埼玉県 リラクゼーションサロン　ワンド オンラインでの集客と出張サービスの開始による販路開拓

1079 埼玉県 株式会社ギブテイク 8030003010762 人件費以外の固定費を削減するwin-win型経費削減スキーム

1080 埼玉県 Ｉ－ＰＲＯ株式会社 7030003005094 SNS運用コンサルの活用によるリフォーム事業拡大計画

1081 埼玉県 有限会社ハルジン 3030002120939 補助事業を通した、デザイン会社の業務効率化推進事業

1082 埼玉県 株式会社ｕｓｆｏｒｍ 9030001142433 「ZOOMを活用した障がい者グループホーム見学」設備整備

1083 埼玉県 小室優 「ヨガをお家で楽しむ」ためのオンラインレッスン事業

1084 埼玉県 株式会社ひのとエステート 9030001139405 非対面で感染リスクなく引っ越しができるウェブサイト作成

1085 埼玉県 リラックスサロン　ラクア 感染リスク回避型の新コースと環境整備の強化で顧客増加を目指す

1086 埼玉県 縁結び オンラインセミナーを活用したキャリアコンサルティング事業

1087 埼玉県 おおや行政書士事務所 新規開拓の営業モデルの完全非対面化に向けた取り組み

1088 埼玉県 色彩工房 楽曲伴奏プログラムのＥＣサイト販売による新規事業の展開

1089 埼玉県 川上柊 オンライン販売により集客を可能にするHP構築

1090 埼玉県 株式会社肉のいわま 9030001128878 対人接触機会の減少・感染防止対策

1091 埼玉県 大久保学 キッチンカー事業

1092 埼玉県 Ｂｌｅｓｓｉｎｇ 発酵食の知識を活かした発酵菓子と発酵調味料のネット販売

1093 埼玉県 ワインコンセプション 自店をモデルにしたコロナに強い飲食店コンサル業のHP構築

1094 埼玉県 株式会社住宅サポート拓 1030001136285 自社ホームページ・動画作成とECサイト構築による販路拡大事業

1095 埼玉県 ロンド 本質のカラー診断　本質のコーディネート

1096 埼玉県 ＬＯＫＡＨＩ WEB導入パッケージ販売_性別を再定義する性別診断の構築

1097 千葉県 勘久狼 感染リスク減少と閑散時間帯活用でイタリアンレストラン営業継続

1098 千葉県 株式会社ヒラヤマ 6040001064381 感染リスクを抑制させながら、生産性の向上を目指す。

1099 千葉県 シエナ一丁目 非接触型セルフオーダーシステムによる感染防止対策と客単価ＵＰ

1100 千葉県 インテック株式会社 7011001126306 ＷＥＢ会議活用でWith/ポストコロナの新営業プロセス導入
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「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５月12日(木)以降）。

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

1101 千葉県 Ｍｏｎｓｔｅｒａｌｅａｆ 感染症に対応した個別レッスン・ECサイト等による新規生徒獲得

1102 千葉県 Ｃａｆｅ　Ｑｕｉｃｋ ハワイアンなキッチンカーでの店舗外販売

1103 千葉県 プラーナひろこ CD販売・オンラインライブ配信等による非対面音楽事業

1104 千葉県 筆センスアート・とみたゆかり 自分と仲間と未来を創る「オンラインアート教室」

1105 千葉県 有限会社文明軒 8040002067646 個人向けＥＣ販売の開始と、業販用ＨＰ開設による新規売上の確保

1106 千葉県 有限会社遠山珈琲 7040002057631 コーヒー専門店としての更なる差別化、非接触販売への転換事業

1107 千葉県 株式会社栄和 6040001052997 業務の非対面化と職人採用に向けたシステムの活用

1108 千葉県 トラットリアイルミナーレ 店内感染リスク防止により、安全安心な食の提供で売上向上を図る

1109 千葉県 ＴＥＡＭ氣琉 「リハサク」と「リアライン」を活用した訪問治療強化事業

1110 千葉県 株式会社たかはしライフ＆ヘルスケア 5040001119525 対人接触が少ない新サービス（継続的な健康管理サポート）の実施

1111 千葉県 有限会社ひかりびと 4011302014996 テイクアウト型スープカレー屋出店による低感染型ビジネスの強化

1112 千葉県 ハレーハレー 「食べるヨガ」／ヘルシーフードのオンライン販売事業の拡大

1113 千葉県 ハウオリ 非接触型セルフ脱毛サービスによる新規顧客開拓

1114 千葉県 株式会社千葉ロジスティクス 6040001021985 密を避けインターネットを活用した新時代アッセンブリ作業の構築

1115 千葉県 スズノブ千葉店 無洗米対応精米機の新規導入による「ブランド無洗米」の通販事業

1116 千葉県 ＦｉＴａｌｋ 女性アスリート向けオンラインコーチング事業

1117 千葉県 ＪＹ　Ｇｌｏｂａｌ株式会社 2040001105908 平日の稼働率を上げる「こだわりプラン」の周知と販路拡大事業

1118 千葉県 濵田農場 自社ホームページ、ネットショップ設置による非接触販売力の強化

1119 千葉県 株式会社こころざし音楽工房 3040001012896 ライブ配信制作フルサポート事業

1120 千葉県 ネコプランニング 地域の魅力をPRする自社運営の情報ウェブサイト構築

1121 千葉県 茂丸株式会社 3040001121094 EC活用で個人向け販売を本格始動し新鮮で美味しい貝を全国へ

1122 千葉県 株式会社ＳＴＡＧＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 7040001100441 稽古場・スタジオのホームページ作成及び完全非対面化事業

1123 千葉県 株式会社ケミテック 8011801024220 オンライン営業用LP作成及び商品施工説明動画の制作によるDX

1124 千葉県 ピッツェリア　オアジ 「おうちで本格窯焼きピザ」の急速冷凍ピザ製造と販売事業

1125 千葉県 株式会社ｎｏｃａ 1040001120395 パクチー餃子販路拡大のための冷凍自動販売機の設置

1126 千葉県 千葉コンクリート株式会社 4040001074985 ペンタゴンピット販路開拓及び情報発信力強化で新規顧客獲得事業

1127 千葉県 わワ和 お家でいつでもお店の味を楽しむ。わワ和の商品化とPR事業

1128 千葉県 株式会社ＦｏｏｄｉａＡｒｋ 8040001116965 健康意識の高まりに応える発酵食品のテイクアウト販売で売上向上

1129 千葉県 かしわだ接骨院 感染症対策・予約システムの充実・救急対応について周知徹底

1130 千葉県 株式会社遊心 4040001117810 非接触型を推進する自社ホームページと販路拡大の為のＰＲ事業

1131 千葉県 有限会社ゴーテンゼロ 1040002053033 美容室品質『オーガニック認証取得ヘナ5.0』のEC事業を育成

1132 千葉県 株式会社シュアショットインターナショナル 6011301015465 中古車在庫情報のオンライン一元化による営業・接客の非対面化

1133 千葉県 石國工業株式会社 3040001016690 Withコロナ時代のお墓サポーター

1134 千葉県 ｐｏｒｔａ　ｖｅｒｄｅ おうち時間に彩りを。ｐｏｒｔａ　ｖｅｒｄｅのテイクアウト

1135 千葉県 株式会社ユディパース 6040001115465 感染症に考慮した個室型発達支援事業

1136 千葉県 タイかぶれ食堂 「安心のタイ料理店」実現のための店内改装と設備投資

1137 千葉県 マキシモダイナーナリタ 看板取り付けと自社HP作成による認知度拡大やIC機器の導入

1138 千葉県 有限会社ラブ美容室 1040002012443 コロナ対策の店舗改修と、デジタル化で新規顧客開

1139 千葉県 はなみだこ 伝統の味関西明石風たこ焼きをキッチンカーで広範囲での売上拡大

1140 千葉県 Мスタイル DIYグッズEC販売による販路開拓、そして売上回復を実現

1141 千葉県 株式会社プレステージインターナショナル 1040001099721 フラドレス、パウスカート及びハワイアン雑貨のオンライン販売

1142 千葉県 ディクト 設備導入による商材の拡充と非対面型デジタル業務への転換

1143 千葉県 デンタルクラフトナオ 歯科技工のデジタル化を実現し非対面非接触による製作を目指す

1144 千葉県 いわぶち接骨院 業務用体成分分析装置による非接触型施術の導入と販路拡大

1145 千葉県 Ｆｅｅｌ株式会社 6040001102034 非接触型「セルフジム」＆「セルフマッサージ」導入事業

1146 千葉県 株式会社ＮｅｘｔＳｔａｇｅ 7040001114813 治療院向け専門“売り込まずに売れる”講座のオンラインサロン

1147 千葉県 株式会社ｂｒｏｔｈｅｒ 9040001109464 オンラインショップ事業の開設、非対人接触減少対策の設備工事

1148 千葉県 アンソレイユ Web活用による安心して来店可能なサロン運営

1149 千葉県 有限会社大久保クリーニング 4040002028726 「キャッシュレス会計、始めました」

1150 千葉県 斎木　茜 コーチング事業のプログラム開発及びオンライン相談開
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1151 千葉県 インストラクター 太極拳オンライン指導・配信サービス開始による売上回復計画

1152 千葉県 株式会社リハビリの森 4040001055366 介護業界では画期的なデイサービスが行う営業戦略・活動

1153 千葉県 自家焙煎珈琲ＤＥＣＯ 密を防止する店舗+ＥＣ販売新事業が既存事業にもたらす相乗効果

1154 千葉県 有限会社ＥＡＳＴ　ＨＯＵＳＥ 7040002030828 感染リスクを減らした新たな事業への再構築

1155 千葉県 有限会社カノン 7040002002892 リフォームのオンライン相談とオンライン決済導入で売上改善

1156 千葉県 有限会社エビス薬局 5040002085270 非接触の漢方相談PR事業とオリジナル製品のインターネット販売

1157 千葉県 一緒に面白いことをする株式会社 4040001104585 対面交流・取材活動をオンライン上に移行するWEBシステム構築

1158 千葉県 ぼたん 「１日１組限定！」安心して飲食できるダイニング店舗の設立

1159 千葉県 株式会社Ｂ－ｅｆｆｅｃｔ 5010401151163 安心安全な医薬品を海外から日本に届けるため

1160 千葉県 ななちゃんのいちご畑 コロナに負けず、野菜農家からいちご農家として新規販路開拓へ

1161 千葉県 Ｄｉｍａ　　Ｂｅａｕｔｅ 感染リスクを極限まで減らす！セルフエステ事業で売上回復！

1162 千葉県 ピッツエリア　カヴアツロ キッチンカー事業の認知獲得を目指すWEBサイト構築事業

1163 千葉県 柏東二丁目整骨院 感染防止に向けた非対面施術への転換

1164 千葉県 ピーワンテック株式会社 9040001083684 新規Ｗｅｂサイトよる足場卸売業・レンタル業の完全リモート経営

1165 千葉県 株式会社ハナスキ 6040001083126 お店の味をご家庭で「冷凍プリン」のネット販売

1166 千葉県 株式会社ＫＯＡＬＡ　ＫＩＤＳ 2040001033679 オンライン見学システムの構築とオンラインレッスン導入

1167 千葉県 カフェ＆ダイニング　シーズニングテーブル 店舗移転による感染防止策強化とECサイトによる接触機会減少

1168 千葉県 ＭＩＮＯＭＵ 非接触型ハンドメイド講師育成オンライン化事業

1169 千葉県 株式会社ケイテック 4040001095742 3Dモデル現物による高度な提案と自社製造による短納期化の実現

1170 千葉県 有限会社タケウチ 1040002018622 キッチンカー導入によるバリ固コラーゲン麺の移動販売

1171 千葉県 有限会社アーバングリーン植六 1040002082965 「植木のまち」から高品質な植木を販売、HPで新規顧客開拓

1172 千葉県 有限会社マルニャ物産 1040002094812 リモートでも注文出来る１点ものの「パーソナル ウエア」専門店

1173 千葉県 美容室エリアル 対人接触の少ないセルフエステサービスへの新たな取り組み

1174 千葉県 有限会社ブルーデザイン 2040002054212 ホームページの再構築による集客導線づくりと販路拡大

1175 千葉県 夢を勝ち取る元気組株式会社 1040001056136 卓上注文端末導入による接触軽減・省力化・売上増大

1176 千葉県 株式会社ＡＱＵＡ　ＶＩＬＬＡＧＥ 9040001085573 対人接触不要な健康測定器を使ったケアプランの作成サービス

1177 千葉県 Ｔ＆Ｌ　ＰＥＡＣＥ オーガニックバーガーでペットも安心！キッチンカー活用戦略

1178 千葉県 株式会社ドゥカーレダイニング 3040001046572 感染防止対策、テイクアウト事業の開発とPR

1179 千葉県 たぬきときつね 店内の従業員通しのコロナ感染対策と同時に非対面事業を促進

1180 千葉県 レディスかわい SNS発信強化とECサイト写真の高品質化と紙チラシでの販売

1181 千葉県 お野菜たっぷりトキメキ料理マミッペ オンラインレッスンサービス・通販商品の開発とPR

1182 千葉県 アンピラティス オンラインレッスン新規顧客の開拓と使用する道具の商品開発

1183 千葉県 ＬｉｂｅｒｉｌｙＭｕｓｉｃ ECサイト構築とECサイトの広告宣伝

1184 千葉県 いきいき本舗整体院 「自宅で体質改善プログラム」

1185 千葉県 相川建設株式会社 7040001065081 オンライン受注システム導入と自社の強みを活かした新規事業進出

1186 千葉県 合同会社アームズ 1040003011741 InBody導入による売上向上及び感染リスク軽減

1187 千葉県 有限会社みなと接骨院 2040002099703 最新治療器を用いて非接触による筋力アップと姿勢改善

1188 千葉県 有限会社ファンリビング 1010002053580 感染リスク低減の為訪問せずに面談可能なWEBサイトの構築

1189 千葉県 秋葉建設株式会社 8040001061047 気密性能測定の内製化による接触機会の低減

1190 千葉県 ケーティーフードトラック コロナに負けるな！オリジナルホットサンド専門キッチンカー事業

1191 千葉県 美々ｎａｉｌ 美々nail新たな売上の柱となるネイルサロンオンライン化事業

1192 千葉県 株式会社ヤスダ 1040001027764 レトルトカレーなんばんスープのECサイト販売による売上補完

1193 千葉県 池田美紀 ３D・VRコンテンツによる「非接触型」設計プレゼンテーション

1194 千葉県 株式会社奏音楽企画 5040001120367 ＨＰからの新しい音楽の楽しみ方及びon-lineレッスン事業

1195 千葉県 エスエスフォーク株式会社 7040001031380 高所作業車事業の立ち上げとウェブサイトを活用した販路の拡大

1196 千葉県 小顔とハーブピーリングＢｉｊｏｕ＋成田店 ECページ新規制作による新規集客とサロンケア商材等の販売事業

1197 千葉県 セントヘレナ１９３４ 「こんまり®流片づけ&ワイン研修・講座」のオンライン転換

1198 千葉県 株式会社おひさま総合研究所 4011801021675 兼業農家スクール事業の販路開拓と移住促進

1199 千葉県 株式会社前楽 6040001103073 オンラインサービスの開発・充実による効率化と改善

1200 千葉県 ビーティーエム オンラインパーソナルトレーニング『オントレ』の開始
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1201 千葉県 ウィル整骨院 「セルフエステ」の為の設備投資事業

1202 千葉県 ＧＩＮＭＯＲＩ ホームページを開設し、全国のお客様にたけのこをお届けする！.

1203 千葉県 よつば整骨院 マトリクスウェーブを使用したメディカルエステ事業

1204 千葉県 株式会社ハウスホールド 3030001066885 オンライン化向けサイト構築とSNS広告による売上拡大

1205 千葉県 ハクダイ食品有限会社 8040002100480 機器の導入によって密を回避し従業員の働きやすい環境への整備

1206 千葉県 ＨＥＲＯＳＴＡＮＤ 松戸市発!HERO STANDのキッチンカー活用戦略

1207 千葉県 Ｎａｉｌ　Ｄｉａｍｏ 非接触施術機器の導入による集客数増加と新規顧客獲得

1208 千葉県 レーベンキャリア １on１コミュニケーション特化型オンラインスクールの構築

1209 千葉県 キッチンカービジネスソリューション株式会社 3040001110691 オンライン開業相談の為のWebサイト構築

1210 千葉県 芳蔵園 草刈ロボの導入により労働環境を改善し、ネット販売に注力する

1211 千葉県 有限会社オフィスジャパン 1040002064609 打ち合わせ・商談・予約を非対面で行うオンラインサービス事業

1212 千葉県 ひだまりイン 暗証番号式のルームキーを採用することによる接触機会の低減

1213 千葉県 株式会社長沼商会 3040001121433 フードトラック活用！SANKAKU-Yardオーガニック

1214 千葉県 株式会社ＲＴＦ 3040001117951 うまい鮨をテイクアウトでもっと身近に。HPと動画でPR作戦

1215 千葉県 カラダサロンＨОＴちょっと　ユーカリが丘店 マッサージ難民を救出！痛みを取り除く施術を認知拡大する取組

1216 千葉県 山本佳代 オンラインレッスン型ビジネスモデルの移行

1217 千葉県 株式会社横堀本店 3040001059509 衛生関連用品売上拡大事業（ネット通販、ＤＭ，公共入札）

1218 千葉県 株式会社日本見村貿易 2040001023993 「ALLEN STUDIOS」映像配信事業

1219 千葉県 Ｃａｆｅ　Ｃｈｏｕｅｔｔｅ 感染防止対策の強化と自動販売機の活用及び商品開発

1220 千葉県 株式会社いこい 8040001060239 優美ヨガエステ　オンラインヨガ＆エステカウンセリング

1221 千葉県 英検アカデミ 広告宣伝を活用しオンライン授業導入による生徒維持と拡大

1222 千葉県 洗濯上手 「お家で完結　オーダーメイドの宅配クリーニング」

1223 千葉県 有限会社フレックステクニカ 7013202013340 ＥＣサイト構築による会社ＰＲおよび非対面販路開拓

1224 千葉県 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ 6040001085948 国内メーカーおよび卸業者との非対面型取引によるEC販売事業

1225 千葉県 株式会社コパン 1040001083691 Eコマース事業者へのアプローチによる新規顧客獲得

1226 千葉県 オウチ オンライン料理教室に注力すべく、ホームページを制作

1227 千葉県 株式会社ＯＳＹ 4040001120112 100％オーガニックの韓国茶をECサイト経由で全国へ販売

1228 千葉県 桜木総建株式会社 3040001092567 ホームページリニューアルによる非接触型の販路開拓

1229 千葉県 ｍｉ３ｄａｍｉｍｉ 着物を自由に楽しむための製品開発と EC 事業への挑戦

1230 千葉県 株式会社エクソン 9040001008518 オンライン研修の環境整備と講師照会Webの作成

1231 千葉県 ＣＡＮＥ　ＢＩＡＮＣＡ ポストコロナに対応したホームページリニューアルと感染対策強化

1232 千葉県 株式会社ジェイパブリック 6040001041612 AI身体採寸機能を搭載したセミオーダー服事業

1233 千葉県 株式会社サンエス創設 9040001090540 ホームページを活用した非接触での営業・見積もりサービスの実現

1234 千葉県 株式会社ツカモト薬局 9040001063620 「まちの保健室」として地域の健康な生活を応援する社内ＩＴ化。

1235 千葉県 社会保険労務士法人ＭＫＳ 2040005021416 サービス提供の非対面化を図ることによる事業活動の強化

1236 千葉県 株式会社ＲＥＵＳＧＲＯＵＰ 6040001117734 完全個室化と完全WEB予約システム導入による非接触空間の提供

1237 千葉県 株式会社梵まる 7040001119432 別荘一棟貸及び特製プリン販売事業のためのホームページ作成

1238 千葉県 フリースタイル EC事業新規参入により安定した経営を目指す

1239 千葉県 あゆみ整骨院 「セルフホワイトニング」機器導入事業

1240 千葉県 合同会社蔵 3010603008147 ホームページ開設による心拍数測定デバイスの販売の非接触化

1241 千葉県 あいらい行政書士事務所 これが令和の楽しみ方！　デザインでデジタルな新感覚家系図

1242 千葉県 Ｍｏｌｔｏ WEBショップでの自家焙煎のコーヒー豆・コーヒー加工品の販売

1243 千葉県 Ｓａｎ－ＣｕＢｉｃ 食生活サポート商品のオンラインサービスの販売促進事業

1244 千葉県 ＳＴＹＬＥ株式会社 8040001097058 非接触の為のキャッシュレスミニ財布と顧客対応システムの開発

1245 千葉県 なかお鍼灸接骨院 非対面、非接触型の低感染事業としてのマッサージチェア導入

1246 千葉県 有限会社デコル 4040002097300 テイクアウトを中心とした「日本人好み」の韓国家庭料理店の開設

1247 千葉県 株式会社昭和精機 5040001035763 オンライン商談と工場見学のための特設サイトと動画制作

1248 千葉県 株式会社ＫＹ＆ＫＳ 8040001116908 オンラインセミナーを活用したWEB制作新規受注計画

1249 千葉県 合同会社ＵＰＳＩＤＥ　ＧＯＬＦ 6040003015655 ゴルフクラブのネットショッピングの販路拡大

1250 千葉県 株式会社Ｂ．ｒａｂｂｉｔｚ 6040001104484 【株式会社B.rabbitz】
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1251 千葉県 有限会社アーノルド・フジ・タカムラ 9040002020091 開運食パンと高級グルメバーガーの開発で新規通販と宅配に挑戦

1252 千葉県 ネイルサロン　リピカ オンライン予約とキャッシュレス決済導入によるネイルサロン店

1253 千葉県 株式会社ビー・エム・ツー・コーポレーション 4040001098679 個人向けアパレルブランドのオンラインショップ開設！

1254 千葉県 エステルームきゅきゅ HP・ECサイト活用によるオリジナル商品販売と感染対策の取組

1255 千葉県 ユミ株式会社 1040001119909 内装工事による厨房機器の設置及びECサイト構築による売上創出

1256 千葉県 有限会社エムジーアイ 8040002002066 新サービス告知のWEBサイト活用で成約率と売上の向上を実現！

1257 千葉県 Ｍａｉｓｏｎｄｅｌａｍｅｒｄｅｓｉｇｎ 日焼け止めサプリメントの販売による販路拡大

1258 千葉県 エステティックベラ エステティックサロン発！美容商品のオンライン販売

1259 千葉県 有限会社照沼 2040002043132 感染リスクを軽減し、安全で効果、効率の良い腰牽引機器の導入

1260 千葉県 有限会社魚虎商店 6040002072425 宅配高級仕出し弁当事業

1261 千葉県 ６松屋 弁当・惣菜店「6松屋」の開業

1262 千葉県 フェリエッサ オンライン美容カウンセリング事業新設の為のWEBサイト制作

1263 千葉県 株式会社アットマーク 2040001086867 非対面型営業で完結するパッケージ型システムの開発および広報

1264 千葉県 株式会社ＣＡＳＴ 3040001115856 動画クリエイターのオンライン育成事業

1265 千葉県 ラーメン専門店おま屋 対人接触機会削減のための店舗改装事業

1266 千葉県 合同会社ノーサイド 2040003016715 自社HPでの情報発信・広告宣伝で感染リスク減・生産性向上

1267 千葉県 中嶋行政書士事務所 非対人接触型の WEB サイト制作による販路拡大に向けた事業

1268 千葉県 株式会社小林海苔店 9040001065591 海苔卸売会社直営による新しい生活様式に対応した店舗改装

1269 千葉県 すずき キッチンカーでの移動販売事業

1270 千葉県 我孫子ロースイーツ教室 ホームページのリニューアルとリアル開催のための設備投資

1271 千葉県 ブリステック クラウド版スケジュール管理システムの構築

1272 千葉県 ＫＡＭＡＤＯＢＡ グランピング施設オープンの為の民家改修・設備製作とPR事業

1273 千葉県 伊藤　賢志 冷凍餃子無人販売所

1274 千葉県 メンズダツモウＮＡＸカシワテン セルフ事業に向けて専用機器導入とweb広告での新規顧客獲得

1275 千葉県 株式会社エステック 2040001104918 非対面型営業プロセスの構築および事務所内の感染対策事業

1276 千葉県 行政書士金明孝事務所 ホームページと販促チラシ制作による非対面営業の強化

1277 千葉県 サロンシエルチバ コロナに負けるな！親子で始めるセルフ型エステ事業

1278 千葉県 有限会社なかみち水産 5040002078051 家庭向け煮干し・みりん干しの商品開発とネット販売

1279 千葉県 ＬОＯＰ８４ Web集客の強化とA4ハガキDMでの新規客獲得

1280 千葉県 千倉平豊株式会社 2040001119156 対人接触機会減少と販路拡大への宅配販売及び移動販売事業

1281 千葉県 株式会社Ａｌｌｉｅｓ 8040001120182 オンラインサロン見学が出来る美容業界向け求人媒体事業

1282 千葉県 株式会社レベルライフ 6040001080098 家電ネット販売事業

1283 千葉県 Ｔｏｍｍｙ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ ビジネスのオンライン化で商圏を拡大し非接触型集客への転換事業

1284 千葉県 ハブマーケティング 実績動画付きの営業ツールを兼ね備えたホームページ作成

1285 千葉県 トライバル　アーツ EC・動画配信機能付きホームページ構築

1286 千葉県 ＡＺＭコンサルタント事務所 オンライン研修開催のための事務所環境の整備とPR事業

1287 千葉県 株式会社愛媛屋 2500001019367 チラシやオンライン見積の導入及びLPを掲載し、広告宣伝の強化

1288 千葉県 株式会社Ｃｉｅｌｏ 5040001098595 ホームページ刷新による非対面手続きの実施及び情報発信の実現

1289 千葉県 株式会社野田ハッピー 3040001071447 バーチャルショールームによる焼肉無煙ロースターの販路開拓

1290 千葉県 ３４ オンラインオーダーネイルサービスの開発と販路開拓

1291 千葉県 Ｒｅ・ＴＥ・ＡＳ 感染症に左右されない新規事業の実施による売上回復

1292 千葉県 楽新商事株式会社 1040001120453 便利グッズ・おもしろグッズでウィズコロナの生活を豊かにする！

1293 千葉県 株式会社ラックフィールズ 7040001104830 オンライン「打ち合わせ・予約・決済」の非対面型ビジネス事業

1294 千葉県 街のイタリア料理屋さん　ポン吉 「おうちでレストラン」の為の真空パック商品開発

1295 千葉県 ケンコンサルティング HP・ECサイト・インフルエンサー活用による新事業販売促進策

1296 千葉県 株式会社ＫＳｙｓｔｅｍ 1010601051183 非接触・非対面を実現する業務支援サービスの営業力・対応力強化

1297 千葉県 株式会社サンワフォーム 7040001121462 非接触型の新たな営業・オンライン商談・電子契約・電子決済

1298 千葉県 ディシェルアーバンヘアデザイン ポストコロナを意識したセルフ脱毛サロンの集客力強化

1299 千葉県 フロムファーム コロナに負けず、フルーツサンドのデリバリー事業を開始！

1300 千葉県 有限会社ケイエス企画 7040002096943 三菱PLC／シーケンサ・ラーニング、動画講座の広報、PR
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1301 千葉県 はるか社労士事務所 オンライン集客強化によるポストコロナの新規顧客開拓

1302 千葉県 ストリーミングプラス コロナ対策特化型映像配信事業

1303 千葉県 はり灸整骨院ガーベラ オンラインツールが作るセロトニン活性療法

1304 千葉県 はなみがわ整骨院 『整骨院で歯の健康を！気軽にセルフホワイトニング！』の新事業

1305 千葉県 岩瀬知哉 新規顧客獲得のためのオンラインコーチングサービスの開始

1306 千葉県 ファンウェイブ 自宅でセラピストと繋がれる「ネットdeサロン」のシステム開発

1307 千葉県 ネイルアトリエラウナ コロナ渦で新しいネイルの楽しみ方・対面再開へ向けてのPR

1308 千葉県 Ｌａ　Ｍｅｒ 非対面カウンセリングで効率化と感染リスクを減らす

1309 千葉県 株式会社ＬＶＡＣ 8040001118986 夢を実現する「手帳コーチング＆資産形成」オンライン化事業

1310 千葉県 株式会社じんじあいであ 1040001103904 業界特化型適性マッチングシステムの構築

1311 千葉県 黒澤賢斗 ドローン点検等による非接触作業の取組みと販路開拓のHP作成

1312 千葉県 株式会社ゼンフルネス 3040001107944 オリジナルサプリメント（OEM）の販売開始

1313 千葉県 芝山則敬 自社ショールームを通した、こだわり商品のオンライン販売促進事

1314 千葉県 安田情報総研株式会社 4040001064664 コミュニティ型ダウンロード販売越境EC構築

1315 千葉県 株式会社安房リゾート 1040001121889 広告による集客力強化と自社ホームページ制作による販路拡大

1316 千葉県 あしたば整骨院 Web予約導入による混雑しない店舗作りの実現

1317 千葉県 アリエス　フィルタンゴ 海外クラウドファンディングの取り組みとオンライン展示会出展。

1318 千葉県 糸山自動車 非対面での「タイヤ交換業務」による感染症影響下の顧客開拓事業

1319 千葉県 ウォルタースポーツクラブ ホームページを開設し、オンラインで会員を募集！

1320 千葉県 マルト未来企画株式会社 1011001132920 情報発信力を活かした、化粧品のECサイト販売事業

1321 千葉県 有限会社クラヤ 1040002057471 薬局経営者へWEBで事業機会創出

1322 千葉県 りそうのや 販路拡大のためのECシステムを構築

1323 千葉県 有限会社ランドクリエイト 5040002054036 リスティング広告集客事業

1324 千葉県 ブーランジュリーセット オリジナル自動販売機の設置

1325 千葉県 株式会社ＺＡＩＡ 7040001116611 コインパーキング事業からEC事業への事業展開！

1326 千葉県 株式会社ｃｏｃｏｎａｔｓｕ 4040001119039 ECサイト構築および全国への通信販売開始と新規顧客開拓

1327 千葉県 Ｗ事務所 初お披露目！ケータリングのマッチングビジネスサイト

1328 千葉県 飯田貿易商事 仕入れ安定により国内と海外を結ぶ取引増加で事業拡大

1329 千葉県 ピーシー寿 感染リスク低下を意識した整体事業のWEB環境改善

1330 千葉県 阪本俊司 EC事業への参入による非対面ビジネスモデルの確立

1331 千葉県 ＴＳＵＢＡＫＩ 地域に愛されるお店。イタリアンの本格ピザをキッチンカーで

1332 千葉県 高松工業有限会社 3040002050656 非接触対応型営業への転換

1333 東京都 株式会社Ｗｉｔｈ　Ｗｏｒｌｄ 2011101084375 オンラインインターンを活用したグローバル事業開発及び採用支援

1334 東京都 藤田裕次郎 子供向けオンライン教材併用型運動スクール「UNO KIDO」

1335 東京都 株式会社ジュエルミネ 1010401013978 Web販売サイトによる非対面販売体制の確立

1336 東京都 武楽座 国内外向けオンライン体験講座と講演動画コンテンツの作成・販促

1337 東京都 株式会社ＫＡＴＳＵＮＯ 7010901040129 対人接触の伴わないオンライン・オーダーメード事業の新展開

1338 東京都 株式会社アクア 6010801019942 対人接触機会の減少を実現する「米ぬか発酵温浴」への業種転換

1339 東京都 ｃｏｏｌｉｓｍ株式会社 8011601013266 非接触型ローコスト・ハイクオリティーな制作システムの構築

1340 東京都 株式会社Ｓ－ｐａｌｅｔｔｅ 5011501022543 保育園・幼稚園 向けの動画配信システムの構築

1341 東京都 有限会社ホス 4013202007849 デザイン性の高いドッググッズ販売開始で顧客需要に応える

1342 東京都 ラメゾンフィニステール 小規模店の飛沫感染防止と顧客の開拓・集客増加に向けた店内改装

1343 東京都 相本幸子 セールス研修やセミナーのオンライン化促進事業

1344 東京都 居酒屋ＧＡＲＡＧＥ 府中市を盛り上げる！ＧＡＲＡＧＥのキッチンカー戦略

1345 東京都 釜めし　なかい 感染防止を目的としたテラス席とウッドデッキ設置工事

1346 東京都 有限会社長城協力 8011102022130 新事業オンライン商談会・越境EC支援のためのサイト構築

1347 東京都 株式会社宇賢グループ 9011501019214 通信教育をスタートし、子供たちが場所を選ばず学べる環境を。

1348 東京都 株式会社ＷｉｔｈＰｅｔマーケティング 1011001122756 ペット飼育者向け「愛犬オリジナルアイテム販売」ECサイト事業

1349 東京都 安住沙矢佳 獣医師監修のペットの健康管理・相談アプリ開発事業

1350 東京都 ＹＡＧＩ＆Ｃｏ．株式会社 2011001098079 冷凍パスタ料理開発事業
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1351 東京都 株式会社キメコン 9011801036966 EC市場へ進出し「和食板垣の味」をご自宅で楽しんでもらう

1352 東京都 株式会社ビューティエンターテイメント 5011101073169 店舗専用アプリの開発による低感染リスクでのリピーター獲得

1353 東京都 いろは設計株式会社 2010401065936 業務効率化と接触機会低減に向けた設備導入と環境整備

1354 東京都 Ｔ＆Ｅ　ＪＡＰＡＮ株式会社 7011801028569 「ママのものづくり」を国内外に発信！ブランドPR及びEC構築

1355 東京都 株式会社いきがい 4010401152848 救命・防災・防犯についての通信教育事業

1356 東京都 コンディトライ・エルトベーレ 行き場を失った乳原料による有機カップアイス開発・非接触販売

1357 東京都 株式会社グーバル 9013301031084 ネットワークカメラ設置による製造現場の可視化生産体制の構築

1358 東京都 株式会社インパック・ジャパン 8010401003196 新規案件獲得のためのオンライン営業モデルの確立

1359 東京都 合同会社ａｓａｐｉｌａｔｅｓ 3010403026522 オンラインメニュー開発と運用システム導入による新規開拓

1360 東京都 株式会社ＲＥＡＬＵＣ 6010001182855 新サービス「オンラインダイエット」の運営・宣伝サイト作成

1361 東京都 有限会社白洗舍 1013302007826 客数増加に伴うPOSレジ更改と台数増設、非対面受付の導入

1362 東京都 神野奈津子 カスタマイズオーダーできる命名書「TOU」

1363 東京都 ゑびす山水研究所 オンライン機器導入による対人接触低減に資す樹木管理手法の構築

1364 東京都 株式会社サーチワン 7011801027001 対面機会減少の為の来店不要を実現する4つのIT活用施策

1365 東京都 訪問美容サービスひまわり スクエアレジ導入による決済サービスの拡充

1366 東京都 Ｎｏｍａｄ　Ｂａｃｏ マクラメジュエリー非対面型講座開発とPR事業

1367 東京都 エビス整体術 腰痛予防改善クッション「腰そーる」のＷＥＢを用いた販売促進

1368 東京都 有限会社エム・アンド・パートナーズインターナショナル 7013202007846 リモート通訳システム紹介および英語版ホームページの作成

1369 東京都 株式会社ｍｉｔｓｕｋｉ 7010003027033 ポストコロナ時代の同行援護従業者養成研修のeラーニング導入

1370 東京都 株式会社アルティニーズ 9010801029063 困り事の解決で販売、ＥＣサイト開発と子供車レンタル事業の展開

1371 東京都 ヨガスタジオ　スヴァスタ 感染対策となるパーソナルレッスンの強化でシニア層を開拓

1372 東京都 株式会社ＨＩＲＯＹＵＫＩ　ＴＡＮＡＫＡ 2011001118183 お家のトータルプロデュース！家具の商品開発とネット販売事業

1373 東京都 大福商店 日本一の品揃えを誇る男性用下着のECサイト構築

1374 東京都 株式会社ＳｅｉＲｏｇａｉ 3010401143906 専門ガイド付き「バーチャル・ツアー360サービス」事業

1375 東京都 株式会社Ｗ・Ｔ・Ｃ 7011101042196 ２４時間営業！冷凍自動販売機の導入

1376 東京都 ＣＯＣＯーａｇｅｐａｎ 出店目的を中心とした移動式販売車両による新規販売場所の開拓

1377 東京都 カフェライフイズグッド 地域での店舗の認知と EC 販売の強化

1378 東京都 トヨマ株式会社 9013301028873 少人数集中調理可能化で感染リスク低減と業務効率化を目指す

1379 東京都 京藤好男 利便性の高い語学教室事業のオンライン化による受講生の確保増大

1380 東京都 株式会社ＬＯＧＩ　ＷＯＲＫＳ．ＪＡＰＡＮ 5010401124904 対面型の商談からオンライン商談へ営業活動を転換

1381 東京都 ガイア オンラインエクササイズ指導と美容相談・札幌スクール事業

1382 東京都 リベラルテ クラス予約を備えたホームページリニューアル事業

1383 東京都 小林　弘樹 オンラインツール活用による新たな出会いの場所の提供

1384 東京都 井寄友香 マンガLP制作サービスで事業者の販売促進と売上確保！

1385 東京都 合同会社ＩＰＰＯ 2011103004348 新しい学びのスタイル　劇場型オンライン研修プログラムの開発

1386 東京都 株式会社さとっぷ 9010001223870 ECサイト構築と採寸等の時間短縮に寄与するWebページ制作

1387 東京都 そば　田麦山 自動販売機設置による生そば販売で、非対面販売を実現する事業

1388 東京都 からだの総合整骨院高田馬場 自費診療新サービス及びセルフ施術非接触型新サービスの提供

1389 東京都 株式会社ＹＡＯ 8012801016703 オンライン問診・オンライン予約などの新サービスの展開

1390 東京都 ショッコラン 親子で楽しめるこども番組の配信「ショッコラン広場」

1391 東京都 ＧＡＲＤＥＮＩＡ 花教室オンライン化とコロナ不安を救う新マインドセッション事業

1392 東京都 株式会社ｊｏｉｎｉｎｇ 8012801020093 テレワーク求職者の雇用が安定する非対面型人材活用の仕組み構築

1393 東京都 合同会社バンビーノワールド 8011603001608 英語教室・学習塾オンライン化で対人接触機会減少と販路開拓

1394 東京都 Ｍａｋｅ　Ｈｉｔｓ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ株式会社 8011101089377 対人接触・感染リスクゼロで知的財産権を創造し売上UP

1395 東京都 株式会社ミューズ貿易新社 5011001093630 リモートレコーディングプロデュース

1396 東京都 和らぎ鍼灸院整骨院 非接触で対応可能な水素吸入機を使った自律神経治療とPR事業

1397 東京都 ちゃんこ大麒麟 キャッシュレス決済の導入および内装改修による新規顧客の獲得

1398 東京都 株式会社友邦インターナショナルサービス 5012401016651 マンツーマンレッスンに特化した「オンラインスクール」の開設

1399 東京都 加圧トレーニングスタジオ３５８ オンライン加圧トレーニング

1400 東京都 井上美術株式会社 6010901044980 ドローンを活用した非対面型写真撮影・動画制作事業
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1401 東京都 ｋｏｂｏｓａｖｏｎ　＆　Ｄｉｓｈｃｌｕｂ 食器洗いが楽しくなるキッチンソープの商品化とネット販売開始

1402 東京都 株式会社エフォート 5012401020001 テイクアウトを主体としたあんバター専門店への業態転換計画

1403 東京都 ほぐしＨＩＲＯ－Ｏ 非対面型エステ機器導入による新規顧客開拓と顧客満足度の向上

1404 東京都 えいご発音塾こまば音庵 学習管理サイト、セミナー動画サイト、英語会社案内サイト制作

1405 東京都 株式会社ローズホワイト 7020001106358 脱毛サロン立て直しのために、オンライン集客システム導入

1406 東京都 美創 非接触型サロンの構築

1407 東京都 株式会社ＩＮＩ 8010801030600 紙とデジタルで非感染ビジネスＰＲ！コロナ禍で成長する飲食業を

1408 東京都 榛葉　朋子 オンラインレッスンで接触機会の減少へ！

1409 東京都 株式会社美ガーデン 2030001112814 完全非接触型セルフエステのモデルルーム構築

1410 東京都 株式会社ＹＳＫ 7010501042112 ホームページ作成と自社ECサイト作成による新規顧客獲得

1411 東京都 株式会社ＫＡＳＵＧＡ 4010401141776 ポストコロナに対応したSEO運用支援サービス「ワクドリ」

1412 東京都 オフィス・ヒラタ オンラインでの幼児・子ども向けダンス英語教材の販売促進

1413 東京都 ＭＡＬＡＹ　ＡＳＩＡＮ　ＣＵＩＳＩＮＥ株式会社 2011001098005 マレーシアハラール料理の移動販売事業

1414 東京都 株式会社ハングリー 7011001092110 顧客＆従業員共に「安心・安全」な環境で「一口の幸せ」を提供

1415 東京都 オタライゼーション株式会社 1010001177884 ＥＣサイトＶＲ・ＡＲ化　オンライン販売強化支援！

1416 東京都 土田宣隆 リーズナブルで新鮮な魚貝を活かしたテイクアウト商品開発事業

1417 東京都 ＤｉｎｉｎｇＢａｒ　ＬａｍｐＬｉｇｈｔ テイクアウト事業強化の為の設備導入と非接触店頭販売

1418 東京都 Ｃｕｔｔｅｃｏ ECサイトによる冷凍スパイスカレーの拡販とオンライン化

1419 東京都 株式会社Ｍｅｍｉｅ 9011101077521 オンラインでの装花教室開催と花屋の情報発信支援

1420 東京都 株式会社東京シアターダンススタジオ 4010801016537 タカラジェンヌのアイデアで生まれた化粧品の通販開始で売上向上

1421 東京都 有限会社シツク美容室 1011002014283 シェアサロン事業における感染症対策の更なる強化による安心安全

1422 東京都 イートリート 「おうちでイートリート」のための冷凍カレー商品開発

1423 東京都 株式会社ＳＡｉ 8011201022444 非接触注文システムと物販強化で感染予防と売上増加を目指す！

1424 東京都 株式会社わでか 6010001166577 完全非対面型保育士講座の設計と広報オンライン化による販開拓

1425 東京都 有限会社ティーエムライフデザイン総合研究所 5010602033813 メール配信による追客強化と住宅購入検討者向けWEB集客強化

1426 東京都 株式会社ベイパーズコンパクト 3040001040006 お墓の代理供養と墓石クリーニングで非接触型をサポート

1427 東京都 株式会社バイオネット研究所 6010101009181 LP制作とサイトリニューアルによる非対面の営業強化と販路拡大

1428 東京都 ５２５株式会社 6010901034726 テイクアウト事業を開始し、美味しい懐石料理をお届けします

1429 東京都 茂木　貴也 ヘッドスパ新メニューによる差別化、単価アップと新規顧客の拡充

1430 東京都 荒井硝子株式会社 1011301000414 硝子施工事業に関するポストコロナを意識したWEB集客強化

1431 東京都 株式会社オーエスエイ 2011101087147 券売機導入による非対面ドリンクカウンターの新設

1432 東京都 電脳マーケット 自社オンラインショップの新規開設と非対面形式商談の開始

1433 東京都 はり・きゅう・マッサージ　ディエタ立川院 オンライン問診とオンラインセルフケア等の新サービスの展開

1434 東京都 株式会社紀之国屋のぐるめ 9012801018608 SDGsを意識した野菜関連商品の試作及び非対面式販売システム

1435 東京都 カスミハウジング株式会社 2010501036977 巣篭もり需要を捉えるリモート、VR対応型webサイトの構築

1436 東京都 株式会社マクサス 2010701027099 非対面リユース事業のFC全国展開に向け専用のWEBサイト制作

1437 東京都 株式会社エスパル 8010501019365 オンライン商談予約を可能にする卸売り販促用のホームページ作成

1438 東京都 有限会社ラグーナ・インターナショナル 2011802023433 「法事やお祝い事向け弁当」の事前決済販売を展開していく

1439 東京都 ディライトフルワイン オンラインワイン講座と配信サイトの開設による非対面環境の実現

1440 東京都 有限会社横田商会 3013202000029 動画配信事業の拡充とECサイト改修によるオンラインビジネス事

1441 東京都 株式会社ｋｅｃｅｒａ 3010901048811 コロナ禍に適した販売の強化と接触機会減少のための取り組み

1442 東京都 株式会社ブレーンバスターズ 4010901030727 漫画家など在宅クリエーターのための会員制課金プラットフォーム

1443 東京都 ＲＡＳ スペース拡充と個室接客型サロンで接触機会の削減を目指す

1444 東京都 株式会社テイワイケイ 1010801007530 除菌装置の販路拡大を目的としたHPやPR動画の作成

1445 東京都 株式会社カルナ 6011801028314 キッチンカーで採れたて有機野菜と野菜料理の移動販売で販路拡大

1446 東京都 レ・フレール・アオキ 実力派シェフの本格料理をテイクアウトできるウェブサイト構築

1447 東京都 株式会社くら蔵 3013101006762 キッチンカーによるお弁当とお惣菜の移動販売で新たな販路の拡大

1448 東京都 特定非営利活動法人Ｒ－Ｓｈｉｐ 8011705001563 学習・研修旅行向け「地域ブランド」通販事業

1449 東京都 ＴＷパーソナル美容 オンラインダイエットカウンセリング事業による新規販路開拓

1450 東京都 八木塗装株式会社 2011401020906 ドローン技術による建物の現場調査事業
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1451 東京都 Ｃｈｕｕｉ 顧客の利便性と一元管理可能なネット販売システムの構築

1452 東京都 有限会社つるや商店 1012702005704 おうちでマリアージュのための真空パック商品開発とワインの提案

1453 東京都 勝資産承継株式会社 4010401080768 親の認知症を心配する子供たちに向けたオンライン相談サービス

1454 東京都 株式会社ＳＺＣ 5011101067212 テイクアウトで「おうち居酒屋」。自社HPで宣伝も予約も。

1455 東京都 ベストイメージ　神楽ちえ オンライン型イメージコンサルタント養成講座の開講

1456 東京都 株式会社ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ 1012301009445 オンライン学習プラットフォームでの講座開講

1457 東京都 こくりこ 卓上オーダーシステムの設置と集客アップに繋げる事業

1458 東京都 すなお水産株式会社 8010001198024 「他では買えない魚介」SNSフル活用EC販売顧客管理事業

1459 東京都 株式会社ＴＫｆａｒｍｓ 2011701024706 冷凍ケーキの自動販売機を設置して、24時間非対面でも販売！

1460 東京都 株式会社望月 4010001134932 和カフェ「望月」新商品開発とリニューアル事業

1461 東京都 パスファインダー・エグゼクティブ・サーチ株式会社 2010401089316 ホームページ刷新とウェブ広告展開による求職者の獲得強化

1462 東京都 株式会社ヴァースモア 6010901047158 オンラインセミナーの積極的実施と告知

1463 東京都 日台インバウンドオフィススノウィッシュ オンライン受注による事業促進と、海外番組制作の非対面化

1464 東京都 デジコ株式会社 5010001134411 クリエイターによる地域を元気にするデザイン教室事業

1465 東京都 浜焼太郎拝島駅前店 当店名物馬もつ煮込みのテイクアウト販売による販路拡大

1466 東京都 株式会社エージェイカンパニー 2010001113979 オンライン英語講座新規開設のための動画・テキスト教材等制作

1467 東京都 株式会社Ｆｏｇｇｉａ 2011101079185 テイクアウト・デリバリー強化と店頭物販の開始

1468 東京都 有限会社アーツ 2011002022995 オンライン相談システムによる空間デザイン設計サービス

1469 東京都 ワンダーフルライフ 世界観を反映したECサイトの構築による売上の拡大

1470 東京都 ＡＣＯＲＮ株式会社 5010001189793 非対面化を目的とした自社販売サイトの構築事業

1471 東京都 株式会社伊勢宇本店 9010501000860 ポストコロナに対応する為の自社ＥＣサイトの制作

1472 東京都 古井　隆 ライブ配信アプリの投げ銭システムを活用したオンラインDJ

1473 東京都 株式会社ＬＬジャパン 5010601055627 新ブランドと新サービスの展開及び非対面販売・集客システム構築

1474 東京都 有限会社ＭＳＣ 6011802028602 患者との接触が不要な新サービス（音波振動マシン）の展開

1475 東京都 合同会社Ｓｅｅｋ 9010403021781 ECサイト及びオウンドメディア構築による非接触型経営

1476 東京都 株式会社ＧＯＬＤ　ＲＵＳＨ 5010001176890 鶏料理専門レストランで新しくはじめる焼鳥のテイクアウト

1477 東京都 株式会社にしきおり 5010401120382 徳島銘菓自動販売機導入で対人接触ゼロの買物機会提供事業

1478 東京都 合同会社微細加工研究所 1010103000531 インターネットを活用したオンラインプレス技術講座の実施とPR

1479 東京都 株式会社ＭＪパールホールディングス 1010001069669 保険のオンライン申込・契約ができるＨＰ制作＆新規契約の獲得

1480 東京都 有限会社ＬａＬａ　Ｂｏｏ 3010502019666 プロ向け美容室のヘアケア商品およびネイル商品の通信販売事業

1481 東京都 ゴリラママ 発達障害児ママのメンタルサポートとWEBサービスの新規開拓

1482 東京都 株式会社オンザライズ 4010001215567 コロナ対策の徹底を目的とした店内全席の半個室化改修工事

1483 東京都 アイアールアイ 国内・海外市場向けお香の商品開発とホームページの改訂

1484 東京都 株式会社フードコネクト 3120001168144 対人接触機会の減少へECサイトで全国に新潟の山海物を届ける

1485 東京都 祖師ヶ谷バル　ハラクッチ 自動販売機による自家製調味料・おつまみの非対面販売の実施

1486 東京都 ロミアロハ 美容商材の販売Webシステム導入事業

1487 東京都 有限会社キーライト 4010902021634 コロナの不安を軽減して集客を向上、従業員も安心して働ける。

1488 東京都 たなごころ 「リクエスト食材での薬膳講座」の確立とオンライン講座配信事業

1489 東京都 株式会社泰文館 5011101025285 雑誌取材のノウハウを活用した良質な暮らしの逸品のEC販売事業

1490 東京都 株式会社ヘヴンエンタテインメント 2013101006152 小児がんと国際交流支援のためのブランド立上げとECサイト構築

1491 東京都 株式会社カブタケデザイン 3010101013327 コーポレートサイトから販売サイトへの転換による非対面営業確立

1492 東京都 ｃｈｅｅｒ　ｕｐ　ｄｒｅａｍｓ 女性の夢を応援するプロジェクト

1493 東京都 株式会社ＦＭ　ＢＩＲＤ 2011101040048 オンライン事業

1494 東京都 株式会社福澤組 3010501011772 ITを活用した技術力の発信・新規開拓と若手人材の採用・育成

1495 東京都 沼袋３丁目教室 通室・オンライン・コロナ禍でもわが子を伸ばす安心安全な教室

1496 東京都 株式会社ｌｉｔｔｌｅ　ｗｏｒｌｄ＆ｆｌａｔ　ｊｅａｎｓ 6011401016917 「豊洲仲卸厳選マグロ」のテイクアウト事業

1497 東京都 Ｅ＆Ｓ　Ｇｌｏｂａｌ株式会社 5010401121091 在日外国人向け自社ECサイトで新規顧客を拡大！

1498 東京都 かみすな鍼灸整骨院 足から健康をつくる整体院ECサイトリニューアルによる販路拡大

1499 東京都 株式会社デンジン 9012701015325 テイクアウトメニューの強化と非対面販売の構築

1500 東京都 合同会社学真舎 6010403016561 オンライン個別指導体制の確立とリスティング広告による認知拡大
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1501 東京都 ＨＡトータルコンサルティング株式会社 1011501015724 システム環境改善相談サービスサイト構築による新規顧客開拓

1502 東京都 株式会社まち実践社 7010001150927 株式会社まち実践社

1503 東京都 江戸定 タッチパネル式注文システム導入により接触機会減少と売上回復

1504 東京都 アップシードビーンズ株式会社 3011101074367 オンライン授業のアピール強化のためのwebサイト全面改修

1505 東京都 イッシン 工事案件問い合わせをオンライン型で完結できるウェブサイト制作

1506 東京都 株式会社瑠璃 1012401012092 対人接触機会の減少に伴うランジェリー販売のオンライン化計画

1507 東京都 Ｃｌｏｕｄｌｅｓｓ　ＩＯ株式会社 9011001131064 スキンケア承認のブランディング及び販売サイト構築事業

1508 東京都 株式会社ワイ・エヌ・エー 5010701030372 市場直送の鮮魚類を一般家庭へ宅配する自社サービスの新規展開。

1509 東京都 たま酒場 主力商品のテイクアウトを可能にするための設備導入と認知拡大

1510 東京都 いとすけ イラストムービーの EC サイト構築とクリエイター育成で新規

1511 東京都 有限会社栄文堂書店 2010802002050 地域限定型「定期購読配達サービス」のオンライン受注体制の構築

1512 東京都 ことばのアトリエ オンライン整理・収納事業

1513 東京都 株式会社ビー・ファイン 8010001171971 対面営業・セミナーからオンラインへ！！非接触への取組！

1514 東京都 上月館株式会社 1340001005137 非対面収録による音声データ提供事業の広告とシステム開発

1515 東京都 株式会社兎月 6010001213981 インターネットを活用したアプリケーション導入による顧客拡大

1516 東京都 クリーニングハウスせき クリーニングのバイクデリバリー事業

1517 東京都 土地家屋調査士法人井口工務所 9011805002873 レザースキャナー自動測定装置とＺＯＯＭによる非対面営業の実施

1518 東京都 株式会社早川美術 5011301020326 「宅配便買取と簡単LINE査定」対面しない買取り事業

1519 東京都 渡部勇人 在中国留学希望者向け大学院進学指導サービスの開始

1520 東京都 Ｂ－ＹＡＲＤ BBQ料理テイクアウト専門店　新規出店事業

1521 東京都 株式会社かぶら屋 1013301022108 独立開業希望者を支援するオンラインスクールの開講

1522 東京都 有限会社ｉ　ｂｅａｕｔｙ 2010002049719 化粧品EC構築と大人の女性向けの美容サポートによる販路拡大

1523 東京都 合同会社わいわい 4010703003922 ＥＣ販売機能を持つホームページ開設で、新たな販路開拓事業

1524 東京都 日本橋浜町法律事務所 オンラインで完結する法律相談業務システムの構築

1525 東京都 有限会社ファド 9011602008495 老舗飲食店が挑む、システム導入による売上向上計画

1526 東京都 サンライフ株式会社 2012401000658 感染対策を強化して、安心・安全な環境をつくり、事業継続させる

1527 東京都 丸政建設株式会社 1012401008636 職場内クラスター防止のための動画による職業トレーニング

1528 東京都 西多摩畜犬有限会社 5013102000622 愛犬のトリミングや訓練サービスのオンライン販売・販促強化施策

1529 東京都 あかさか二丁目接骨院 セルフ式治療器具導入による販路開拓と密対策

1530 東京都 風と木ミュージックオフィス スタジオ兼教室の防音工事とリモート設備導入及び新規事業PR

1531 東京都 株式会社ＰＩＸＴＥＲＡ 3011101090199 Web集客・展示会による営業のオンライン化とICT医療の推進

1532 東京都 株式会社アーベント 3020003007335 内定者向けオンライン版「BIZQUIZ研修」の販売拡大

1533 東京都 ＭＩＮＳ 遠隔操作機器の開発で保守業務のお客様訪問を最小限にする

1534 東京都 株式会社ネクストアイ 4010401080867 新しい生活様式における会議運営のためのオンライン会議システム

1535 東京都 有限会社東邦写真 1010502007813 自宅で安心してお稽古withコロナ映像制作事業

1536 東京都 株式会社ディーフィッツ 5011001140894 アフターコロナにおけるデジタルソリューションマッチング

1537 東京都 株式会社アール総合事務所 6013301042150 環境の整った宿泊施設を計画的に利用できる予約決済システム

1538 東京都 株式会社キッチンたかさき 9010901039227 ECサイトとインスタグラムによる自社関連商品の販売促進

1539 東京都 ファビィ オンライン自動見積＆カート決済による簡単レーザー加工サービス

1540 東京都 株式会社ＩＬＵＷＡＤ 5011001127818 新サプリメントブランドJUKANのECサイト／SNS構築事業

1541 東京都 ヒロカフェ 米粉のおやつ製造及びウェブ販売事業による農産業発展推進事業

1542 東京都 有限会社ドリーム・ウィング 1011302011212 Ｗｅｂ（非対面・非接触）での『氣菜食』販売による販路開拓

1543 東京都 鮫島未央 新規オンライン講座の創設と配信サイト構築による新規顧客獲得

1544 東京都 オフィスクリケット ピエロショーオンラインサービスの開始による売上回復計画

1545 東京都 路地裏寺子屋ｒｏｊｉｃｏｙａ お茶漬けの冷凍販売による販路拡大

1546 東京都 株式会社東京日英 8010601036707 SNSと連動させたHP機能拡充とPR促進による売上拡大施策

1547 東京都 フラワーキャンディーズ ECサイトで顧客拡大！キャッシュレスも導入し接触機会を減少

1548 東京都 塚本隼也 和楽器演奏動画配信事業

1549 東京都 株式会社ジュニパー 5010101009562 研修事業オンライン化に向けたホームページ作成と撮影環境の構築

1550 東京都 ハービス ①非対人エステルーム ②ソファベッド型シャンプー台の導入
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1551 東京都 合同会社Ｋａｆ 7012803001943 自社ＨＰ作成による新規顧客営業や顧問業務のオンライン化

1552 東京都 ファーストパートナーズ 金融セミナーサイト構築で「オンライン集客」による事業安定化

1553 東京都 Ｒ－ｃｉｒｃｌｅ株式会社 7010101013604 看板商品「煮かつサンド」の冷凍自販機設備導入による非対面販売

1554 東京都 合同会社寒川玲子建築設計一級建築士事務所 1010903006562 一級建築士による空間デザインオンラインコンサルティング事業

1555 東京都 株式会社四代目だるま 2010601035375 自宅で家族と一緒に作って楽しむワンタンメン

1556 東京都 株式会社ＪＦＳ 9011101081688 保険商品の設計書作成自動化ツールによる営業プロセスの非対面化

1557 東京都 株式会社オリエント 5010001197730 非対面型営業強化にするHP改修事業と新ツール開発

1558 東京都 森下圭紀 オンライン完結オーガニック料理教室・企業向けサービスで売上増

1559 東京都 株式会社Ｋｉｍｂｅｒｌｉｔｅ 1010001197718 「ワクワクが止まらない」ジュエリー販売ECサイトの構築

1560 東京都 株式会社Ａ＆Ｋメディコンサル．ｃｏｍ 1010801029830 税理士向けオンラインによる医業経営コンサルタント養成講座

1561 東京都 株式会社翔 3010501044764 通販・デリバリー事業の開始と感染対策バッチリの焼肉屋を販促

1562 東京都 株式会社ＡＬＬ　ＳＵＮＤＡＹ 9011101086803 eラーニングシステム導入による法人研修非対面化事業

1563 東京都 株式会社スミックティー 5011701024661 BtoB（対面卸）からBtoC（ECサイトで全国販売）へ

1564 東京都 宮川商店（民宿ホンヨ） 可動型パーテーションによる個室食堂の設置と客室の小部屋化事業

1565 東京都 八馬商事株式会社 7011101078208 アプリ導入にて非接触対応及び再来店を目指す

1566 東京都 マスオフォト 父島のオンラインエコツアーと動画制作、参加者プレゼント制作

1567 東京都 Ｍｉｍｉ－Ｂｅａｕｔｅ株式会社 4012401033524 「セルフ脱毛サロン及び脱毛施術出張サービス」の開業とPR

1568 東京都 株式会社シエンアート 8011201015027 ホームページ作成とＤＭ発送で非接触比率を高めて新規顧客獲得

1569 東京都 株式会社ＢＰカンパニー 1010001188799 SNSやYouTubeを活用しワインのオンライン販売を強化

1570 東京都 株式会社ぷらんず・まいんど 8011701008942 在宅で出来るように３Ｄソフト、3Ｄプリンターの追加導入

1571 東京都 大家のミカタ 大家さんのための空室収益化サイト「貸スぺ」構築とＰＲ事業

1572 東京都 ウェルネスコンサルティング株式会社 1011201015784 自社の一室をラボ化し、オンライン販売用の自社製品を開発する

1573 東京都 栄総合設備株式会社 1013301018725 電気工事会社の営業オンライン化で非対面化を推進し新規顧客開拓

1574 東京都 株式会社パシフィックオーシャンツアーズ 3011001028654 ウィズコロナでも安心な高齢者向け旅行プランで販路拡大を図る

1575 東京都 市村食肉販売株式会社 1010601000470 ＥＣサイトの制作による新規顧客の獲得＆売上の拡大

1576 東京都 有限会社ノアランド 1010002053572 当店自慢の秘伝の調合によるカレー粉の販売事業

1577 東京都 株式会社Ｍａｉｓｏｎ　ＴＳ 7010901043073 オリジナルシューズのEC運営強化による日本全国展開計画

1578 東京都 キューピッド株式会社 7011101069644 非対面でレンタルスペースの集客＆予約受付用ホームページ作成

1579 東京都 アトリエ・ＮＩＳＨＩＧＵＣＨＩ 【かんたん・モード・ソーイング】プロのシルエットを縫う

1580 東京都 合同会社レッツブリュー 9012403003677 缶詰機とECサイトを活用しアメリカンクラフトビールを全国通販

1581 東京都 Ｌａｓａｇｎａ　Ｉｔａｌｉａｎａ 自動販売機で接触ゼロで楽しめるイタリア本場の味

1582 東京都 株式会社アクロティア 7010401063687 オンライン授業配信システムの導入による新規顧客獲得事業

1583 東京都 株式会社アルコ＆ＦＯＯＤ 3011001144088 パズル充填機の導入による人件費の削減及び商品開発の短縮化

1584 東京都 セカイスクエア株式会社 6011001117198 小規模ホテルの非対面サービス導入と売上拡大及び利益率の向上

1585 東京都 株式会社ビーステージ 3011101029949 【ビーステージ】テレワークネット2022

1586 東京都 和田啓佑 ボードゲーム販売のオンライン化およびPR事業

1587 東京都 株式会社マックスサファリ 4010001177353 Webサイト再構築によるWeb接客強化とリモート化新分野開拓

1588 東京都 大神明希 スペイン食材等販売の為のECサイトの作成

1589 東京都 東京デンタルスタジオ有限会社 4010602018724 独自保証書発行、患者向けweb告知、新規歯科医開拓推進事業

1590 東京都 ＬＳＰ株式会社 4011701011116 e-bikeインターネット販売強化による売上カバーリング計画

1591 東京都 吉田安奈 対面トレーニングとオンラインレッスンの両立のための販促活動

1592 東京都 株式会社ＨｙＢｒｉｄｇｅ 8012701016704 オンラインパーソナルジムの販路開拓とeラーニングシステム

1593 東京都 株式会社ＯＳＤ 8010401153322 金融書籍とオンライン面談の融合による営業効率化と売上増の実現

1594 東京都 株式会社ツクシ 2011001144865 感染リスクを抑えた動画制作のオンライン販売促進事業

1595 東京都 株式会社クリアス 1011401018538 ホームページ制作で「家が綺麗」という感動をより多くより気軽に

1596 東京都 Ｓｃｒｕｍ　Ｖａｌｕｅ　Ａｇｅｎｔｓ株式会社 4010401143649 現地案内が不要な見えるサイト開設

1597 東京都 ＨＩＤＲＯＧＥＮ株式会社 2011601024863 感染リスクを軽減するオンライン営業と業務管理WEBサイト制作

1598 東京都 ジャパンブリッジ インドネシア産フェアトレードカカオの輸入販売事業

1599 東京都 美容室アロンジェ上尾駅西口店 美容室の上階で、完全個室施術室と温活痩身エステ

1600 東京都 合同会社スカプラ 6012803000599 通販サイト導入による非対面型集客営業の構築で販路拡大
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1601 東京都 人生を変える株式会社 1010701040375 シューズの無料試着体験サービスによる非対面型の販路開拓事業

1602 東京都 美肌倶楽部有限会社 7010002037058 周期的動画プロモーションによる顧客関係性深化と新規顧客開拓

1603 東京都 株式会社アイウェイヴ 2010001203706 オンライン決済対応の薬事法対応のライティングサービス

1604 東京都 株式会社ＢＢｕｉｌｄ 2011001141235 オンラインスキンケア講座による顧客獲得とECサイトでの販売

1605 東京都 エステティック　マジェンタ 生産性向上でコロナ禍を乗り切る新しいエステサービスの展開

1606 東京都 プラージュ ECサイト構築による非対面販売とSNS広告を活用した新規開拓

1607 東京都 Ｓｅｉｋｏ・Ｑｕｉｃｋ　ｒｅｐａｉｒ株式会社 3011801026188 ドローンを使った空撮による現地調査

1608 東京都 合同会社ぜん 1010503004875 オンラインでも受講可能！感染対策バッチリのつまみ細工教室

1609 東京都 合同会社いづみカンパニー 6010103001665 非接触・24時間365日販売可能とするための自動販売機設置事

1610 東京都 山際　光次 演劇インプロ理論を生かした人材育成セミナーの開発とPR事業

1611 東京都 株式会社ＴＹＫ 5010401086426 オリジナル韓国料理をOEMで供給量をアップし販路拡大を図る

1612 東京都 株式会社Ａｓｓｅｎｃｅ 9180301029563 非対面化を目的として EC・HP の販路拡大と販売サイト構築

1613 東京都 株式会社グローリー 9011001051428 「オンライン立ち合い撮影」のためのサービス開発とPR事業

1614 東京都 株式会社フロントソース 9010901043237 独自の中食配送システムの構築と、空気清浄機を導入し換気の徹底

1615 東京都 株式会社ネクストリップ 3010101011917 ＥＣサイト構築による地方物産品の販売及び新規顧客の獲得

1616 東京都 株式会社ゆきもの 4011301020649 盆栽鉢のオンライン販売と予約システムによる販路拡大

1617 東京都 株式会社ジョイント 3010901044554 WEBサイト上でのオーダーメイド受注システムの構築

1618 東京都 有限会社ＰＡＸ 2010702013817 NFTで途上国デザイナー支援とオンライン販売事業

1619 東京都 株式会社フロントライン 2011001090309 個室で安心して相談できる、アクティブな不動産会社への変革

1620 東京都 株式会社モトアップ 2013301030753 商談用個室設置とオンラインコンサルの事業化

1621 東京都 いせき おうちで気軽に安心してお買い物できるECサイトの構築

1622 東京都 株式会社１００パーセント 1011101042425 感染症対策において業務オンライン化に必要なホームページ改修

1623 東京都 株式会社ＫＯＨ　Ｚｅｅ 3011001140269 オンライン座席予約及びオンライン注文システムの構築

1624 東京都 サファリカレーショップ 鞄に入れて持って帰ろう！真空パック商品開発と宣伝PR事業

1625 東京都 株式会社ＴＯＭＯＺＯＮＥ 1010901040522 在宅ワーク者の運動不足解消に向けた加圧シャツ販売の独自ＤＸ化

1626 東京都 川瀬 オンラインでのコミュニケーション課題解決と自己実現サポート

1627 東京都 ＨＡＤＵＫＩＳＭＩＬＥ 自社ECサイト構築によるBtoCへの新たな販路開拓

1628 東京都 ＫｏｎＭａｒｉ　Ｍｅｄｉａ　Ｊａｐａｎ株式会社 3010001174772 片づけレッスンのマッチングプラットフォーム開発

1629 東京都 鈴木辰也 セルフオーダーシステムによる テイクアウト促進事業

1630 東京都 ＫＡＲＩＭＩ株式会社 2010601052313 オンラインによる商品の販売

1631 東京都 株式会社ＨＭＨ． 7120001123640 ブランド原点回帰と新規顧客開拓のためのWEB広報事業

1632 東京都 ＦＰ　Ｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ株式会社 4012401036618 起業関心層特化型ライフプラン・マネジメントサービスの開発

1633 東京都 Ｄ　Ｃｒｅａｔｅ WEBを活用し非対面でグラフィックデザイン案件の受注増を図る

1634 東京都 株式会社センテナリアン 8011601024908 非接触型情報発信によるケアマネージャー患者様との関係構築強化

1635 東京都 株式会社松竹圓 8011501024719 製造能力向上、ネット販売強化に向けた設備導入

1636 東京都 株式会社麻平 2010001117939 非接触型卸売り営業システム及びリモートワークシステムの構築

1637 東京都 けるまる 当店専用ECサイト構築と新商品開発などによる事業拡大

1638 東京都 有限会社ロワジール 3012402016834 コットン、レザー用 IVLコーティング剤

1639 東京都 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｍｉｏ 低感染リスク地域密着型フォトデザインスタジオの開設

1640 東京都 ＳＡＦＡ株式会社 4040001111268 来店不要×高い満足度のオンライン販売事業の開始

1641 東京都 株式会社鳳山 6012301011586 居宅訪問型保育、家事代行、ハウスクリーニングのミックス事業

1642 東京都 表情筋リフトアップフェイシャルサロンＡｖａｎｚａ表参道 サロンオーナー向け「千田式整筋小顔リフトメソッドスクール」

1643 東京都 ネイルバー　キッピス 電動化によるサロン滞在時間の短縮と稼働率を上げる事業

1644 東京都 株式会社秀英 8011601007664 一級施工管理技士が投資用建物をWEBで施工・販売する事業

1645 東京都 江戸屋株式会社 6010901001890 アパレルEC展開に伴うECサイト構築と販促活動

1646 東京都 ファインプロジェクト株式会社 9010401110594 オンラインセミナーの本格稼働とeラーニング制作による新規獲得

1647 東京都 Ｔ３ーＡｔｈｌｅｔｅｃａｒｅ 体力測定機器・GPS導入による遠隔地のトレーニング指導

1648 東京都 株式会社ＫＩＣＣＡ 2012401036355 オンラインギャラリーとして新たな貸別荘の運営

1649 東京都 オフィスシェイプ 自社ブランド商品（服飾雑貨・靴）のEC販売及びデジタルプロモ

1650 東京都 マル　スタジオ 低感染リスクの屋外出張撮影サービス開始
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1651 東京都 株式会社ｓｍａｓｈ 9010001196844 個室化及び、オンラインショップビジネス

1652 東京都 有限会社いふり 4012402023144 宅配デリバリーとECサイト構築で販路拡大

1653 東京都 株式会社ブライト 1010001165963 ブライダル事業者向け電子契約書システム「Ｂクラウド」の開発

1654 東京都 クラフトショップ青空 「青空オリジナルカリキュラム」オンラインカリキュラム、HP制

1655 東京都 Ｅｎｃｕｅｎｔｒｏ 本格石窯ピザが自宅で食べられる店舗デリバリーサービスの展開

1656 東京都 株式会社カフキーノ 7010901022878 “SOMA BLUE/永遠に色褪せない希望の青”商品開発販売

1657 東京都 有限会社阿部事務所 1010902024219 Webを活用した新たな商品サービスと集客活動の創出

1658 東京都 コーディアル人事労務オフィス LP 制作・広告運用による WEB 集客手法の確立

1659 東京都 株式会社ナオセル 7010601052770 非対面・非接触型サービス展開に伴う『ナオセル』の販促活動

1660 東京都 株式会社ａｓｓｉｓｔ 7011601020065 自社サイトの強化とヤフーショッピングサイト新設による販路開拓

1661 東京都 シンガーソングライター アーティストの独立支援と案件提供のプラットフォームづくり

1662 東京都 株式会社ランドローズ 3010903003070 不動産コンサルティングの非対面ビジネスDX化

1663 東京都 株式会社響 7011101040349 ホームページによる新たな販売方法、商談方法の開拓

1664 東京都 Ｌｅ　Ｍｕｓｅｅ　ｄｅ　Ｆｌｅｕｒ 仏花用プリザーブドフラワーのネット通販強化による売上改善

1665 東京都 ネジコミュ EC 導入による販路の開拓及び安心安全な店舗作り

1666 東京都 大樹株式会社 7010401135180 非対面デジタルクーポン活用による売上回復施策

1667 東京都 イクシム有限会社 1010002042121 ECサイト構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

1668 東京都 株式会社ＥＡＲＴＨ 7010901028909 動画を活用した顧客とのコミュニケーションサイトの構築

1669 東京都 エルフドッグスクール オンライン完結のカウンセリングとドッグトレーニングで売上回復

1670 東京都 株式会社まるあコーポレーション 2011101052852 非接触ECサイト構築による非対面販路拡大と顧客主導製品開発

1671 東京都 株式会社医療会計 7010001178943 非接触型コンサルティング支援と医療専門情報提供サービス

1672 東京都 株式会社ＭＥＭＥ 3013301042517 AIチャットボット導入で非対面ビジネス移行と新規顧客の獲得

1673 東京都 株式会社Ｐｌｕｍｂ　Ｌｉｎｅ 4012301010482 動きがあるハンモックフィットネスの認知度アップ

1674 東京都 グッドガッシュクカンパニー スポーツの動画制作・配信事業による販路開拓

1675 東京都 株式会社カゲミツコーポレーション 4011401015978 Lineを活用した見積りサービスとバッグ修理の内製化

1676 東京都 株式会社エム・エー・エヌ 2010901049505 サブスク課金のオンラインメンズメイク講座

1677 東京都 株式会社ＣＨＬ 1010001220207 対人接触機会を抑えた感染対策と売り上げ拡大の両立

1678 東京都 とらや帽子店 ホームページ開設による対面減少化とネット販売計画

1679 東京都 株式会社スタジオトライディア 2011201022680 【地方創生にVR！デジタルの力で街おこしをサポートする事業】

1680 東京都 株式会社リラ・ヴォーグ 8010601041178 ECサイト上でのオーダーメイド制作サービスの立ち上げ

1681 東京都 金　沙知 流行に合わせたアクセサリー制作、ネット通販による販路開拓

1682 東京都 株式会社ＢＦ．ＲＥＣ 3011201013225 音を活用した「サウンドフルネスめい想」動画配信コンテンツ制作

1683 東京都 株式会社ｎｏｔｏｃｏ 1090001013784 法人販売の自社製品をECサイト構築で消費者に非対面販売する

1684 東京都 ＬＵＣＥＲＲＡ 非接触販売強化のためのECサイト立ち上げ

1685 東京都 ホワイトベアインダストリーズ合同会社 2011103008836 自社ブランドのネットショップ構築によるコロナリスク低減

1686 東京都 ｅ－Ｌｉｆｅ株式会社 8012401034881 赤外線カメラ搭載ドローンの導入とHP改修による新規顧客開拓

1687 東京都 株式会社獅子道 7011101067210 津軽三味線の楽譜付きオンライン動画で非接触型レッスンに転換

1688 東京都 株式会社ワンズベスト 1010001061031 織物文化を紡いでいく。EC販売による卸売りから小売りへの転換

1689 東京都 株式会社Ｆｒｏｍ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 6010501044687 Web商談予約機能付き動画広告制作の販促用HPとPR動画制作

1690 東京都 株式会社エーネット 8011801013363 テレワークの遠隔オンラインサポートサービスの提供

1691 東京都 合同会社Ｌｉｌｉｏｍ 1011003011651 WITHコロナに向けた非接触型サービス強化の為の映像制作事業

1692 東京都 エナジーフロー 女性向け起業・副業オンライン講座で売上アップ

1693 東京都 有限会社ドゥーゼェ 2011602021190 日本初の紅花若菜をつかった青汁のオンライン販売・広報事業

1694 東京都 株式会社スポットオン 9011001109556 日本初上陸ミシュラン獲得香港料理店のお弁当テイクアウト事業

1695 東京都 Ｓ・Ｓ・Ｋプランニング株式会社 9012301007268 ウイズコロナにおけるバリ風アジアン家具のネット通販を強化

1696 東京都 株式会社ボンド 4011001120864 副業・キャリアアップしたい人向け！集合型オンラインスクール

1697 東京都 株式会社ＬＲＤ 6010401146047 新事業「独立支援サービスのオンラインサロン」で販路拡大

1698 東京都 Ｋｏｒｕ－ｗｏｒｋｅｒｓ株式会社 6010501041081 就活生の面接指導ワークショップを対面→オンライン化＆全国展開

1699 東京都 川名パートナーズ税理士事務所 ホームページ新設による非対面コンサル・相続相談サービスの提供

1700 東京都 ミトレ株式会社 8012801020944 ニューノーマル時代に生き残る不動産管理会社の新しいカタチ！
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1701 東京都 サイセンスビットドットコム コロナ禍の自粛生活に特化したオンライン女性ホルモン改善講座

1702 東京都 スヴァ・インターナショナル ＥＣサイトの構築

1703 東京都 株式会社ｐｉｗａｎｇ 5012401038506 冷凍カレー等のECサイト立ち上げ、及び販売事業

1704 東京都 株式会社ＬＫキャピタル 3011001133363 ECサイト構築による宣伝チャネルの多様化と決済機能の充実

1705 東京都 リン 新たな海外顧客獲得の為に越境特化ECサイトの構築

1706 東京都 ももろごはん研究所 日本各地の食材と健康的食材を活用！美味しいお菓子の開発・販売

1707 東京都 合同会社ウサギマル 6011203001753 非対人型動画・映画の製作事業

1708 東京都 株式会社エルスポーツプラザー 7100001016152 非対面・非接触によるインカムを使ったスキーレッスン

1709 東京都 株式会社類都 6010901049303 オンライン健康・美容プロフェッショナル講座

1710 東京都 山本夏実 SNSを活用したオンラインコーチングの展開で新規顧客を獲得

1711 東京都 株式会社美房 3011201016541 オンライン講座を開設、非対面型ビジネスへ転換を図る

1712 東京都 株式会社ココティアコンサルティング 4010001180712 ＨＰリニューアルとＳＮＳ連携でオンラインサービスの集客強化

1713 東京都 株式会社ＣＯＵＲＯ 1011601023098 厳選自家焙煎珈琲豆ECサイト販売事業

1714 東京都 ベル・クルール 平和島からBASQUEチーズケーキを！ECサイトで販路拡大

1715 東京都 株式会社ギャルデ・コレクティブ 4011001025717 オンライン合同展示会への新規参入

1716 東京都 株式会社千代田総研 4010001129651 HP作成による事業紹介と顧客面談・ジム受付ＬＰの作成

1717 東京都 株式会社Ａｓｓｏｃｉｅ 1010801029731 居酒屋を焼肉店に業態転換し酒類に依存しない飲食店経営を行う

1718 東京都 株式会社ＮＩＩＺＥＫＩ　ＳＴＵＤＩＯ 5012401032260 感染リスク低減の為のホームページの作成およびソフトの導入

1719 東京都 株式会社ＷＲＡ 8011601025732 オンライン不動産仲介事業

1720 東京都 株式会社グレート・イーグル 6011201012744 老舗高級クラブが挑戦するＩＴ活用等による非対面オンライン戦略

1721 東京都 有限会社清水商店 1013102001194 LPWA通信端末を活用した対人接触機会削減

1722 東京都 株式会社ベストパートナーマリッジ 1010001182232 カウンセリングサイト制作事業

1723 東京都 合同会社ナカムカンパニー 9011003009052 音楽プロダクションが手掛ける室内ゴルフ練習場の非対面動線構築

1724 東京都 株式会社リブウェル 2010401114577 100％非対面化を目的とした動画配信システム構築

1725 東京都 株式会社クロノ 6010601059528 法人とエンジニアを集客！オンライン相談予約機能付きHP作成

1726 東京都 株式会社江東美研 5010601043895 自社ECサービスの導入

1727 東京都 株式会社ワールドバリューコンサルティング 6010001194941 中国向けバーチャル展示会及び越境ECプラットフォーム構築

1728 東京都 株式会社グレイスレディ 4010001145962 店舗事業の非対面ビジネスモデル化のためのチャットボット導入

1729 東京都 リビングリンク株式会社 3010001172058 住宅リフォーム検討者向け非対面型サービス構築に向けた販路開拓

1730 東京都 合同会社Ａ－ＬｉｇｈｔＤａｙ 2011803003475 ECサイト及びオンライン窓口の創設による非接触型経営への転換

1731 東京都 サンフラランス 室内育児ブランド【ママトピア】の開発・販売と宣伝広告

1732 東京都 コロリドージャパン合同会社 1140003017200 ECサイト構築によるコロリドビーイングプログラムの販路開拓

1733 東京都 システム屋 障害検知システムの導入による保守業務の非接触DX化

1734 東京都 株式会社ＡＳＫプランニング 6010401126503 金融リテラシー向上のためのオンラインFPコンサルティング

1735 東京都 株式会社レグルスインターナショナル 1010401129394 ショームービーを使ったSNS発信による新規顧客の獲得

1736 東京都 編集プロダクションＡｎ－ＥＤＩＴＯＲ． インターネット特化型コーヒー販売事業の立ち上げと販路拡大

1737 東京都 合同会社陽はまた昇る 3011603001653 心と身体を自律調整する予防サービスの開発とPR事業

1738 東京都 株式会社扇屋 7010001125400 海外向け「サステナブルキモノ」販売ホームページの作成

1739 東京都 マイネハウス 24時間営業完全無人セルフホワイトニングサロン事業

1740 東京都 ミースパ オンライン指導＆筋膜リリース機器のパーソナルエステサロン

1741 東京都 株式会社ＪＴＯＫ 5010601046477 新販路「Yahooショッピング」開店と新車輛対応商品拡充

1742 東京都 サンシャイン英会話スクール オンライン授業の紹介ホームページ（HP）作成と、広告強化

1743 東京都 株式会社センオー 2011801018525 甕サロンへのオンライン予約システムにおける非対面型営業

1744 東京都 株式会社ベオルナ東京 4010501029624 ウイズポストコロナにおける琥珀製品の顧客開拓と販路の拡大

1745 東京都 株式会社ツクツク 8010501047259 浅草観光に新しい風を！電動三輪「ツクツク」の非対面事業展開

1746 東京都 アマー 自然派プライベートサロンの低感染リスク施術導入プロジェクト

1747 東京都 ベリウェル株式会社 9012702000400 ３Dの建物案内を導入したHPの作成

1748 東京都 株式会社Ｍａｎｇｏ　ｓｔａｒ　ｊａｐａｎ 7011701023389 キッチンカーの導入・活用による「密」を避けた商圏の拡大

1749 東京都 株式会社タック 1011301008143 耐震建築に関する診断と相談のオンライン化

1750 東京都 株式会社カナリー 6010001213503 オンライン広告を活用した「Web貿易システム」の集客戦略
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1751 東京都 アンノウン　プロダクツ eコマースサイトを主力とした販売方法の確立

1752 東京都 青樹印刷株式会社 3010001036403 自社Ｗｅｂサイトでのオウンドメディアプロモーションによる新規

1753 東京都 合同会社るみらいと 3010003027268 完全オンライン化によるデザイン事業の広報宣伝活動

1754 東京都 キラリ英語塾 対人接触機会の減少におけるオンライン授業

1755 東京都 佐賀雑穀 佐賀雑穀　cappe mama のお惣菜屋

1756 東京都 株式会社ＲＯＯＴＳ 1010401144022 非対面非接触型エステサービス展開に伴うマシン導入と販促活動

1757 東京都 日東香料株式会社 7013201004464 香り付き除菌スプレー商品の自社ECサイト構築事業

1758 東京都 アンドビジョン株式会社 5020001049773 請求関連作業のシステム化による生産性効率化事業

1759 東京都 ナノダックス株式会社 5011501015225 非対面の営業システムを構築し成形機洗浄剤の国内販路開拓を強化

1760 東京都 ワールドゼット 消費者へのネット販売による非接触販路開拓

1761 東京都 株式会社ＤＡＭＯＡ 9011201023202 宅配サービスの受発注及びEC販売も可能な自社サイトの立ち上げ

1762 東京都 株式会社ミートアップ 6010401151699 完全オンライン対応のツアー企画事業

1763 東京都 株式会社ツカ建 7011401022253 WEB活用によるお客様との接点数向上と認知拡大

1764 東京都 合資会社ｗｉｎ－ｗｉｎ 3011303001581 最短15分「塗るだけヘナ」で美容院の滞在時間と接触機会を減少

1765 東京都 橘コンサルティング ビジネスコンサル事業のオンライン化で新規の販路を獲得

1766 東京都 有限会社モデスト 8010002042817 ヘアケア商品のネット通販強化による日本全国へ販路を拡大

1767 東京都 リリナグ株式会社 9010401164946 3つの新サービスを紹介するためのウェブサイト制作

1768 東京都 株式会社ティーアールアイ 8011001125562 オンライン受注システム開発事業

1769 東京都 株式会社Ｇｒｏｕｐ　Ｙｕｓｅｉ 4011801025271 TTOシステムによる非接触オーダーの開始

1770 東京都 プレシャスライフ株式会社 8010401121535 自社ECサイトでのオリジナルアパレルブランド商品販売

1771 東京都 株式会社ＴＨＥ　ＭＥＤＩＣＡＬ 2011001101833 越境 EC 等を活用した新商品 PR による売上回復計画

1772 東京都 株式会社スイス 6010001217636 カレー専門店における対人接触機会の減少を図る自動精算機の導入

1773 東京都 大和株式会社 8010001200895 オンライン指導の提供開始による新規顧客及び売上獲得

1774 東京都 株式会社友成工芸 2010901023542 顧客対応型HPにリニューアルしプレスリリースによる販路拡大

1775 東京都 Ｌａｒｇａ合同会社 9011003010687 元プロサッカー選手が直接指導する少人数制フットボールスクール

1776 東京都 ブリッジＴ＆Ｃ株式会社 3060001023594 新規顧客獲得のためのオンライン化

1777 東京都 Ｓｍｉｌｅｈａｉｒ大泉大泉学園店 常連顧客獲得や非対面販売促進の為のオリジナルアプリの導入

1778 東京都 池上７丁目整骨院 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

1779 東京都 カズシン株式会社 1011601018833 産業カウンセラー資格を生かした、離婚と不動産の非対面相談窓口

1780 東京都 ノア 感染拡大防止及び付加価値向上のための,個室サロン経営へ転換

1781 東京都 有限会社ボブ・キッズ 8010902013958 ヘアーケア商品のオンライン販売で髪の毛のダメージ0へ！

1782 東京都 株式会社マニファクチャー 6040001030813 画期的な防水革鞄を通信販売の強化で販路を拡大する。

1783 東京都 株式会社Ｊｂ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 4011101076981 非対面による販売を行えるECサイトの導入

1784 東京都 三立工芸株式会社 9010001017083 ノベルティ製作サービスのオンライン販売強化事業の推進

1785 東京都 株式会社クローバー 8011201014086 動画撮影サービスの展開による法人顧客獲得事業

1786 東京都 株式会社ＡＬＡＴＡＭＡ 3010701030928 コロナ対策のための新規キャンプ商材の開発と販路開拓

1787 東京都 株式会社カソラ 6010001217603 公認会計士が挑む！暗号資産特化型のオンライン税務サービス

1788 東京都 株式会社クレイマック 6011001123304 商談時における動画の活用と動画制作事業の開発

1789 東京都 株式会社早稲田小西 9011101064453 インターネット活用による不動産物件内覧のデジタル化

1790 東京都 株式会社後藤事務所 8010401121618 マーケティングスキルをオンライン講座で学べるECサイト構築

1791 東京都 ＨＩＭＩＫＡ SNSやWEBサイトを有効活用したオンラインの販路拡大

1792 東京都 株式会社ＮＯＲＩＣＯインターナショナル 9010401075128 抗菌施工により安心のオリジナルステッキのＷｅｂショップ販売

1793 東京都 ａｌｕｍ 非対面・非接触セルフエステ機械で美肌ケアメニュー導入

1794 東京都 パティスリークロノアール 黒いフランス菓子をおうちにいながらお取り寄せ

1795 東京都 マールコ 対人接触機会を減少と新サービスによる客単価向上

1796 東京都 株式会社天使の酵素 1010401164945 オンライン腸活ワンストップサポート

1797 東京都 ありすＥＰ行政書士オフィス 女性の起業・副業希望者向けオンラインスクール開講と販路開拓

1798 東京都 ＣｈａｉｎＧａｎｇ合同会社 8011503003308 非接触型撮影スタジオ開設およびオンライン販路構築

1799 東京都 有限会社エミネット 7010402022709 越境ECサイト構築による非接触型販売と販路開拓

1800 東京都 株式会社クリエイトオポチュニティーズ 1011001129371 スポーツ教室業界に特化したアプリでニッチ市場の販路を開拓する

36



＜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6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５月12日(木)以降）。

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

1801 東京都 Ｐｏｎｏｐｈｏｎｙ　Ｄｅｓｉｇｎ 新型コロナウイルス影響下における新規事業の開拓、及び運営

1802 東京都 トリプル・リガーズ合同会社 5010803002947 デザインからワクワクできるヘルスケアアプリをつくろう

1803 東京都 合同会社ハナハウス 8011803002562 手作りドッグフードのテイクアウト及びネット販売による販路拡大

1804 東京都 ｗｅｌｌｍｏｍｓ 産後のトータルケアから自己実現をサポートするダイエット事業

1805 東京都 株式会社ＬＩＧＨＴ＆ＤＩＳＨＥＳ 7010601052192 美味しい光を提供するプロモーションへのウェブサイト制作

1806 東京都 チャイナ・ストラテジー・パートナーズ株式会社 8011601014842 外国人労働者向けリモート日本語教育とメンタルケアサポート

1807 東京都 有限会社Ｌｉｎｋｓアソシエーション 7011602020741 感染リスク低減と集客回復のためのオンラインシステム構築

1808 東京都 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｎｅｃｏ 「お家でkitchen necoを楽しむ」ための店内改装工事

1809 東京都 株式会社マキシマム・インダストリー 2010601053831 コロナに負けるな！おうちで楽しむ新スイーツ「お芋缶」

1810 東京都 ＹＯＧＡ　ＦＯＲ　ＹＯＵ 非接触オンライン説明会を実現・ホームページによる認知度向上

1811 東京都 ＨＡＡＢ　Ｗｅｌｌ－Ｒｅ－Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ セルフケアエクササイズ・ストレッチのオンライン提供

1812 東京都 株式会社エスピープロダクツ 6011601000992 IT事業の新規案件創出の為、デジタル広告を活用した販路開拓

1813 東京都 合同会社スケープジャパン 1011303003027 企画・運営、配信サポート付きのライブ配信用レンタルスタジオ

1814 東京都 有限会社エースデント 2010002045081 顧客情報を一括管理するPOSシステムの導入

1815 東京都 株式会社海洋化学 2012401007471 唯一無二のミネラル商材でコロナに負けない販売体制をつくる

1816 東京都 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ株式会社 1011601017661 クラウドツール導入による管理業務の効率化・テレワーク勤務促進

1817 東京都 麵屋永吉　花鳥風月 名物特製カリーつけ麺と自家製チャーシューの通信販売事業

1818 東京都 株式会社ＳＡＩシステム 6011001115417 オンラインで案件をできるプログラミングスクール事業

1819 東京都 味噌らーめん宮本太郎。 アプリ開発で対人接触の減少とリピート率を向上

1820 東京都 株式会社ワイズ・ドット・ファーム 3010901000978 オンライン講座「薬膳茶で始める体質改善プログラム」の立ち上げ

1821 東京都 ｐｈｏｔｏ　ｌａｎｔａｎａ 女性のビジネスを後押しする写真撮影・オンライン講座事業

1822 東京都 オフィスＶＩＳＨ 5Ｇ通信を活用した高画質コンテンツ、VTuber配信ビジネス

1823 東京都 ストライク＆パートナーズ合同会社 9011003006446 ポストコロナの観光Webメディアと会員制SNSコミュニティ

1824 東京都 株式会社ｉｅｎｅｋｏ 3010801032683 天然木製の猫ケージのEC事業化及び広告販促事業

1825 東京都 有限会社タカネット 4011502014714 人気ロケ弁に使用した惣菜の個人向けEC販売事業

1826 東京都 つかさ針灸整骨院 物理療法機器で運動不足を解消する健康予防事業

1827 東京都 ＢＣＢ株式会社 5010001212183 事業所内消毒サービスのオンライン受注・販売・決済システム化

1828 東京都 ＳＴＥＡ 電子書籍出版によるオンライン販路拡大と非対面型新規集客の取組

1829 東京都 宮多麦酒 国産原料100％の消毒ブランデー＆国産果実の真空パック販売

1830 東京都 株式会社マネミル 6011001140547 中小企業経営者向けの資産運用オンラインセミナー

1831 東京都 身体調律スタジオユー 予約・スケジュール管理を非対面で行う「オンラインサロン」事業

1832 東京都 ドンドラーレ株式会社 5010401135174 オンラインストレッチレッスン・販路開拓と高性能換気設備導入

1833 東京都 株式会社ＫＥＮＪＩ　ＳＴＵＤＩＯ 8012301006270 オリジナルアニメを使用したオンライン教材ローカライズ展開事業

1834 東京都 レッツ・スポーツ株式会社 8010001008521 オンラインパーソナルトレーナー配信の為のホームページ作成

1835 東京都 アンクコーヒースタンド 販売手段をテイクアウト中心に変更するための店内改装

1836 東京都 株式会社ＳＴＥＰ　ＢＡＲＢＥＲＳ 7010801026277 待つから攻めへ　新しい理容店の売上のかたち

1837 東京都 岡高志行政書士事務所 オンラインセミナーで新規顧客開拓・ＣＲＭによる成約率向上も！

1838 東京都 株式会社マイクロバブルパートナーズ 7010401094096 オンラインを活用した、セミナー講義・集客の非対面化事業

1839 東京都 ＢＡＳＥ株式会社 4010701040166 働く男女の健康を支えるオーガニック商品のオンライン販売

1840 東京都 有限会社ノブ 7010902017935 自社障がい者事業に関するポータルサイトの設立

1841 東京都 株式会社リスタ 6011101044383 ポストコロナ時代に向けた営業展開、ECサイトによる販路拡大

1842 東京都 株式会社幸健ホールディングス 1030002020273 在宅勤務による体質変化の改善に向けた新商品集客とシステム構築

1843 東京都 株式会社ＮＩＰＰＯＮ　ＦＯＣＵＳ 3011401022678 感染症リスク低減営業実施におけるECサイトの作成

1844 東京都 谷根犬 店舗移転に伴う感染リスク減少の為の個室設置

1845 東京都 Ｄａｙ　ｏｎｅ合同会社 3010903005950 動画・電子出版物によるコロナ禍の新たな販路開拓サービスの構築

1846 東京都 株式会社千乃 1011201016254 整骨院が展開する非対面新事業と業務効率化を推進するDX化事業

1847 東京都 株式会社コスメティークレゾネ 2010002049900 自社EC構築とSNSマーケティングによる非対面購入機会の促進

1848 東京都 第一空調株式会社 6013401006113 エアコンメンテナンス提供による顧客獲得、売上V字回復計画

1849 東京都 Ｍ’ｓＷｉｎｇ オンラインセッション会（ＺＯＯＭで演奏会）

1850 東京都 インディゴシエル 天渡由希恵のオンライン化の虹プロジェクト
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1851 東京都 アタラ・エコニス合同会社 8011003010201 オンライン展示会・ショップ開設／次世代３Dコンテンツ制作販売

1852 東京都 株式会社Ｍｉｒｒａｉｅ 4010901043695 まつ毛エクステサロンの個室サロン化による感染防止・販路拡大

1853 東京都 株式会社Ｎｅｘｕｓ 9011501019916 クラウドファンディングでオンライン物販ビジネスへの業態転換

1854 東京都 ワッパコ ECサイト構築で未来の地球環境循環型のためにネコノミクス参入

1855 東京都 株式会社ルイ 8011001025267 オンライン商談ウェブサイトの構築

1856 東京都 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｋ－ｂｅａｒ 「自宅で楽しむ絶品本格グルメバーガー」の為のテイクアウト事業

1857 東京都 株式会社ＮＫＴ不動産研究所 6012701013521 対人接触機会の減少を目的とした荷物受領システムと防犯機能向上

1858 東京都 鵬飛実業株式会社 5011601024489 来店管理による感染拡大防止対策

1859 東京都 萩原昌晃 フォトスタジオのための機械設置、商品開発、IT集客PR事業

1860 東京都 日興通商有限会社 6011302007040 接触機会減少と売上拡大のためのオンライン決済システム導入

1861 東京都 ホワイトフィールドコンサルティング サービスPR用のホームページの作成

1862 東京都 合同会社エンジョイ 9030003001513 オンラインでもっと輝く！サロン経営サポート事業

1863 東京都 株式会社医療経営 3010001150138 病院向け看護師採用DVD拡販と事業承継オンラインセミナー事業

1864 東京都 株式会社５１１ 8010501047894 会計時のスタッフとお客様の接触を回避するための券売機導入事業

1865 東京都 安藤陽子 起業家ワークショップの非対面化＆オンライン出版事業の立ち上げ

1866 東京都 居酒屋バル瀧田 地域密着型居酒屋によるオンライン販売を実現するECサイト構築

1867 東京都 アモーラコンサルティング株式会社 9010401144188 「PR動画はオンライン秘書にお任せ！」8K動画配信事業

1868 東京都 合同会社ｌｉｎｃｌｅ 8011103008558 顧客満足度向上と来店促進のためのオリジナルアプリ活用

1869 東京都 Ｓａｌｏｎ．ｄｅ．ｌｕｃａ サロンのケア商品が通院しなくてもネットでいつでも買える

1870 東京都 株式会社ｂｅｎｅｆｉｔ　ｗｏｒｋｓ 4010701040587 セルフサービスの歯のホワイトニングサロンの店舗開発

1871 東京都 株式会社ＢＯＵＬＣＯＭ 8010701034684 オンライン観戦可能な大会による顧客創出と新たな運営方式の確立

1872 東京都 スタジオ３２８ ビジネスボイトレオンライン事業と非対面レッスン環境構築

1873 東京都 輿石 飛沫感染防止対策にむけた飲食店舗のテイクアウト設備の導入

1874 東京都 カナメイシ美容室 予約システムと券売機の導入で、感染機会低減と業務効率化を両立

1875 東京都 司法書士法人ＰＥＡＫＳ　ＴＯＫＹＯ　ＯＦＦＩＣＥ 2010405015581 リモートワーク強化のためのシステム改修とWEBによる販路開拓

1876 東京都 レルム Eコマース上の新規顧客獲得へ向けた開拓事業

1877 東京都 ジパング・インプレッションズ キッチンカー導入によるジェラート販売事業の販路開拓

1878 東京都 ＨｅａｒＴｏｎｅ オンラインを活用した発展的レッスン事業

1879 東京都 合同会社ＩＹＥＮ 9011003012733 販売チャネルの増加で客数を増加させ売上アップを狙う取り組み

1880 東京都 ＦＵＪＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ合同会社 5011503004300 バングラデシュ直輸入衣類店のECサイト構築による販路開拓

1881 東京都 ＬＩＦＥ　ＳＣＨＯＯＬ株式会社 4012401022262 オリジナルフライドチキンと沖縄いなりのテイクアウト新規事業

1882 東京都 治癒力を高める整体院 ヨガと整体のオンライン事業化

1883 東京都 株式会社ベル自動車工業 2013101001525 最新故障診断機の導入とサテライトガレージを活用したサービス

1884 東京都 トータルビューティーサロンアンジュエール リモート診断・事前カウンセリングによる美容サロン誘致計画

1885 東京都 ＢＲＡＶＩＳＴＡ 完全オンラインのビジネスサポートサービス開発とPR事業

1886 東京都 食ｄｅケーション オンラインでの会員制栄養指導・ダイエットサポート事業

1887 東京都 株式会社中倉康介建築設計事務所 3010001213092 フォトグラメトリーやCGパースを活用したリモート建築設計

1888 東京都 Ｃｏｕ－ｌｅｕｒ合同会社 9011203003706 ダンス教室の非接触化とオンラインサービス導入に向けた環境構築

1889 東京都 株式会社ポム 2010701037478 コロナ渦に即応する最新ICTを活用した非対面型セルフフォトス

1890 東京都 ライストン税理士事務所 集客、サービス提供が非対面で完結するオンライン事業への転換

1891 東京都 株式会社エヌキューテンゴ 8011301019167 新たな働き方や起業をサポート！食に関わるスタートアップの支援

1892 東京都 株式会社ＬＵＶＡＳ 8011001137888 ポストコロナを推進！動画作成マッチング事業！

1893 東京都 Ｉ－ＯＴＡ合同会社 6010803002723 営業活動と経営会議のオンライン化事業

1894 東京都 Ｐｌｕｍｅ　ｄｅ　Ａｒｏｍａ おうち美ケア！オリジナル美容商品のECサイト構築

1895 東京都 アイナリー・ブルー株式会社 4010401137683 海外クラウドファンディングＥＣサイト広告費. ＥＣサイト変更

1896 東京都 株式会社エン・フードサービス 6010601045610 ケータリングサービスの、ECサイトによる新規顧客開拓

1897 東京都 有限会社サンク・センス 4010402035853 法人企業にリアル研修を転換・オンライン研修構築で顧客を増やす

1898 東京都 ｅｍｍａｃｅ自由ヶ丘 対人接触機会を減らす為の機械を用いた新たなメニューの導入

1899 東京都 時間とお金のマインド・プロファイラー 女性の精神的、経済的自立を応援！元刑事のオンラインコーチング

1900 東京都 ウインギフト オンラインによる非接触型スポーツメンタル講座の開催
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1901 東京都 有限会社エンカツ社 4010402017843 三密回避―高品質オンライン研修システム構築で新市場開拓

1902 東京都 株式会社ＳｃｉＥｍｏ 8010901046174 新サービス販売拡大のためのオンラインデザイン＆受注ツール

1903 東京都 Ｍｙ　Ｄｉｓｈ 米粉のお菓子を全国のアレルギーを持つ方へ販売する事業

1904 東京都 メイスターズインターナショナル株式会社 8011101097561 WEB面談等の業務システム構築による非接触型の技能実習生監理

1905 東京都 Ｔｏｕｒ　Ｒｅｌｅａｓｅ 人的接触機会を抑えたサービスを提供する店舗ホームページの作成

1906 東京都 ｋｕｗａーｓｔａｔｉｏｎ おうち時間を癒すCBDをオンラインショップで提供！

1907 東京都 株式会社ピンクスター 1010001174246 在宅勤務推進に資する「おうちの片付けサービス」の立上げとＰＲ

1908 東京都 有限会社ブリス 9010002047674 日本一受賞者が教えるカメラマン育成オンライン講座

1909 東京都 株式会社Ｅｌｍｈｕｒｓｔ 5012401035858 非対面・非接触の障害者施設プラットフォーム構築と販促活動

1910 東京都 ピュアアドバンス株式会社 1010401159342 対人接触を削減するオンライン営業と会員サイトによる情報提供

1911 東京都 アイリム　遠田智春 対面せずとも集客に繋がり販売まで至るオンラインショップの構築

1912 東京都 株式会社カインドメディアデザイン 6011201023378 見積から商談まで完全非対面化、オンライン相談システムの開発

1913 東京都 旭フォトマイクロウエア株式会社 4020001125880 オフィスサプライ品販売におけるECサイト導入

1914 東京都 マグナマーテル麻布十番 完全個室のセルフエステで顔も心も輝いて綺麗に

1915 東京都 株式会社ノルディック・インスピレーション 2012401034854 北欧の教育カリキュラムをベースとしたオンライン教育事業

1916 東京都 株式会社ラティ 6013301046102 当社インフルエンサーが広告塔！ホワイトニングサロン開業

1917 東京都 株式会社むささび 9010601049732 オンライン営業による持ち込み企画・受託開発案件の獲得計画

1918 東京都 合同会社ＷＯＬＦＲＥＸ 7011103008352 非接触かつ完全放置型の筋肉増強・痩身マシンの導入とPR事業

1919 東京都 Ｓｔｅａｌ　Ｔｈｅ　Ｃａｓｈ　Ｒｅｃｏｒｄｓ 非接触型楽曲生産＆ライブ配信システムの導入

1920 東京都 株式会社ＳＯＰＩＣ 6012301008112 健康作りを促進するＤＸセルフケア事業と協会設立

1921 東京都 株式会社Ｈ＆Ｐコーポレーション 9010001121513 店舗で味わうおいしいカレーの持帰りとデリバリー便で売上アップ

1922 東京都 居酒屋はるひな 新店舗の感染対策強化および既存店デリバリー開始による販売促進

1923 東京都 有限会社ライトワーク 6013402003118 業務用トランシーバーによる非接触連絡の徹底と大劇場の管理運営

1924 東京都 有限会社羽吹デザイン事務所 5013302001131 オンラインで学ぶ「やさしく、丁寧に、そして美しい介護」

1925 東京都 森田建築 伝統構法による木造建築のドローン導入による効率化とＰＲ

1926 東京都 たえほん オンライン絵本講座の販促とビジネスモデル構築で売上拡大を図る

1927 東京都 株式会社ティ・アール・ディ 5011001038379 健康志向の中高年向けＥＣサイト構築によるコロナ危機脱出事業

1928 東京都 株式会社進和プロダクツ 9010801005799 WEBサイトを活用したオンラインサービスの提供

1929 東京都 パーソナルトレーナーレオ トレーニングを生活の一部に。動画で顧客フォロー＆新規顧客獲得

1930 東京都 株式会社クレアックス 5090001013005 オンラインによる注文システムの構築

1931 東京都 コネクト・カイロプラクティック　ファミリー・オフィス ケガ専門のアプリでお客様の信頼感を向上しスポーツ界に貢献する

1932 東京都 ミライエ株式会社 9020001133111 オンライン上で完結するVR不動産

1933 東京都 ＨＹーＣＲＥＡＴＩＶＥ ボタン式アコーディオンのオンライン教材の制作と販売

1934 東京都 ｋａｎａｔａ株式会社 2010001196487 電子カルテ音声入力サービスの非対面型営業による売上拡大

1935 東京都 株式会社シノワークス 7011001134102 動画広報･デリバリーシステムの開発と事務作業のシステム化事業

1936 東京都 欣栄門株式会社 2011801037707 デジタル決済できるためのairレジ導入とデリバリ事業

1937 東京都 ａｍｉｍｅ ICTを活用した撮影環境構築と写真商品開発事業

1938 東京都 有限会社近藤商店 9011802002851 非接触サービス実現のための宅配サービス強化と安心安全の店作り

1939 東京都 株式会社ＴＡＭＡＭＳＢｉ．Ｃｏ． 9011001142557 ECサイトの活用による売上アップの取り組み

1940 東京都 惹き寄せリアリスト ヒーリングオンラインレッスンの構築

1941 東京都 株式会社ＡｒｉｓｔｏＷｏｒｋｓ 4010001218025 デリバリー＆ＥＣ販売強化に伴う新商品「Ｂａｋｅ缶」の開発

1942 東京都 サクテキ株式会社 9010701027943 オンラインWebコンサルティングの為のWebサイト構築

1943 東京都 合同会社プラスワン 9010403024066 コロナ過に対応した、無人冷凍食品販売

1944 東京都 株式会社増田コーポレーション 7012701001855 ホームページリニューアルを主軸とした集客・求人マネジメント

1945 東京都 株式会社オーヴァル 2011001063859 「オンラインセミナー集客＆営業」プログラムの仕組み導線作り

1946 東京都 株式会社宴座 5010401071659 テイクアウトとモバイルオーダーによる対人接触機会の減少

1947 東京都 合同会社アンプレナブル 7010703004240 プロとつくる終活ノート「生きがいづくり」のオンライン化

1948 東京都 佐々木淳 自宅スタジオ開設による音楽活動とブランド立上げ

1949 東京都 テオリア株式会社 3010401141307 オンライン診断で自分に似合うビジネスウェアが選べる仕組み構築

1950 東京都 ひとみコーチングオフィス 『失敗の本質』に学ぶオンライン講座のWEB広告ジャック計画
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1951 東京都 株式会社Ｎｉｃｏｔｔｅ 9010701040541 妊婦・授乳中でも飲めるノンアルコールワインの通信販売

1952 東京都 ミルフォード カメラ内蔵wifiによる密を避ける複数遠隔モニター撮影

1953 東京都 中国文武学院 ホームページを活用した中国文化伝承と生募集及びネット販売

1954 東京都 株式会社カモス 8011501013291 世界へ向けたWEB出店で海外の取引先開拓を目指す

1955 東京都 株式会社メンタル・リンク 3010001190530 非対面のオンラインカウンセリングの実施と非対面の集客と予約

1956 東京都 株式会社トゥーザコア 4010701033921 オンライン集客の仕組み構築による新事業の活性化

1957 東京都 株式会社グラウコープス 3010601040143 イベント事業の完全オンライン配信化事業

1958 東京都 パピヨン品川 食器デザインのオンラインレッスンとHPでの食器販売事業

1959 東京都 株式会社三香貿易 9010501047290 台湾と日本・世界を厳選商品と対話でつなぐＥＣ構築

1960 東京都 君臨株式会社 3011001123018 非対面での集客と業務円滑化による感染対策

1961 東京都 Ａｒｏｕｎｄ　Ｔａｂｌｅ 新規出店に伴う自社販売サイトの構築

1962 東京都 株式会社ＴＧＢ 7013301032308 動画配信サービスリリースとHPリニューアルによる認知拡大

1963 東京都 社会保険労務士法人プロテクト 5010005033080 助成金診断サイトの構築による非対面型営業

1964 東京都 ヒロミ　コシミズ　ガストロノミー 時間差で受け取る非対面型「高級フレンチテイクアウト」事業

1965 東京都 株式会社うな 2010501035310 自社ウェブサイトオンライン決済導入リニューアル

1966 東京都 ラーメン　成り上がれ 自店で始めるデリバリーという新しいビジネスモデルへの転換

1967 東京都 株式会社ＣＲＥＣＩＯＳ 7012801020383 受注型のWEB制作から、EC型デザインサイト販売で持続型経営

1968 東京都 ｐｏｍｐｏｎｎｅ セルフサロン併設で、非対面の薄毛改善と脱毛サービス提供！

1969 東京都 石津真美 コロナ禍で配信業務が主流になったことによる機材の購入

1970 東京都 渡辺治療院まきあ訪問マッサージ オンラインツール活用により大幅な業務効率化と売上確保を実現！

1971 東京都 日本ザカート株式会社 1030001121816 おうちで薬膳牛骨スープを味わう冷凍真空パック開発とPR事業

1972 東京都 Ｂｒｅｌｌａ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 広告の魅力・効率アップによる顧客の獲得やリピーターの確保

1973 東京都 ＮＤＣアジア株式会社 5010001178078 海外販路開拓セミナーとライブコマースでの販売への転換

1974 東京都 フィールジョイエンタープライズ 研修をオンライン化し受講環境を含めたサービスの提供

1975 東京都 ｎｉｃｅ　ａｎｄ　ｓｌｏｗ合同会社 3011103011401 オンラインでのパーソナルトレーニングジム開設に伴うサイト作成

1976 東京都 Ｂｌｏｏｍｉｎｇ WEBを活用した更なるビジネスイメージ戦略コンサルティング

1977 東京都 ＭＡＰＲＩＬ 冷凍ケーキで世界平和プロジェクト

1978 東京都 株式会社ＭＯＲＥ 7010901042067 ＨＰでワークショップ紹介とノウハウ本販売促進見本動画の制作

1979 東京都 株式会社アッティ 6240001041699 凄腕の治療家が集まる治療院の予約システムの構築

1980 東京都 オスカーワークス 映像制作少人数化とドローンによる接触リスク低減、販路開拓事業

1981 東京都 エイパーソナルスタイリング オンラインセレクトショップによる非対面提案拡充と新顧客獲得

1982 東京都 会席応為 EC機能付きHP作成

1983 東京都 Ｃプランナーズ 「ナレーション付き技術商材」制作及びＰＲ事業

1984 東京都 株式会社Ａ　ＧＯＯＤ　ＴＩＭＥ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ 9012801008534 個人顧客向けのEC販売強化

1985 東京都 有限会社オリーブ 3010802020670 ポストコロナにおける接骨院の生き残りをかけた他院との差別化

1986 東京都 アメヨコネット株式会社 2010501020089 自社サイトへのネットショップ機能導入による非対面販売

1987 東京都 東京リノベーション株式会社 3010401103083 リノベーション間取図販売「不動産会社アライアンス事業」の構築

1988 東京都 ｅａｒ 新たなオンラインストアの出店と、商品連携プログラムの拡充

1989 東京都 株式会社エンキ 9010001205316 「温泉成分を活用した癒し空間のプロデュース業」の取組強化

1990 東京都 ｙｏｕｔｈｒｅｅ株式会社 5013303005123 英語が苦手な中高生のための英検取得を目的としたオンライン塾

1991 東京都 有限会社プレヴ 8013202008257 HP作成による発信力強化及びECサイトの構築

1992 東京都 ピアノフォルテジャパン アフタヌーンティーの開発並びにECサイトの確立

1993 東京都 ＢｒｏｗｎＢｒｏｗｎ 非接触型販売チャネル獲得戦略―フードロス０を目指して

1994 東京都 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＨＯＬＩＤＡＹ 5011001124047 旅するクラフトコーラとキッチンカー事業

1995 東京都 キッチンカーＭａｌｌｏｗ 【キッチンカーMallow】東京地産地消キッチンカー計画

1996 東京都 リベンジジム オンライン食事管理サービス『イースリム』のサイト構築

1997 東京都 株式会社ＴＭＩ 8011101081821 セルフエステ対応型脱毛サービスの導入による新規顧客開拓事業

1998 東京都 ＳＯＣＩＡＬ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ　ＳＥＲＶＩＣＥ株式会社 9011301017772 非対面社交ダンスにまつわる他ジャンルダンス事業

1999 東京都 ワンパート 都内一！人気のあるスペイン料理店を目指すweb売上事業事業

2000 東京都 有限会社明美製菓 7011502000216 経費削減と接触感染リスク低下の為のレジスター機器導入
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2001 東京都 ピンピン シニアライフ相談サロンの利用促進事業

2002 東京都 有限会社エヌエスエンタープライズ 7040002012999 非接触で行うオンライン商談および中古車の買取

2003 東京都 株式会社ｖｕｌｎｅｒａｂｌｅ 2012801021329 障害者雇用コンサルティングの非接触化とオンラインサロン事業

2004 東京都 株式会社Ａｐｎｏｂｌｅ 7011001138326 ウィズコロナでのオンライン営業特化型サービスの集客構築・強化

2005 東京都 ミスタークワイエット オンライン教育促進のための動画制作支援アプリの開発

2006 東京都 株式会社未来図広告社 5011701024959 非対面・非接触の屋外広告事業とデザイン企画・制作事業

2007 東京都 村井電業株式会社 8010501014556 【村井電業㈱】 ハウスクリーニング事業のオンライン化プロジェ

2008 東京都 コスモ・クオーレ 家族の絆を深めるオンライン・コンシャスアドバイザー講座

2009 東京都 株式会社イグニッションズ 3011601016785 webアプリ及びLineを活用したライバー管理の非対面化

2010 東京都 コスモシステム株式会社 5012401011537 接触なしで顧客接点をアップする安心安全な売上拡大スキーム事業

2011 東京都 株式会社Ｏｎｅ　Ｐｕｒｐｏｓｅ 1011101093740 財務パートナーズ講座の完全オンライン化とWebプロモーション

2012 東京都 株式会社田代住設 9012801021198 【配管工事会社による屋外下水管の維持・管理事業】

2013 東京都 有限会社富村 4011302006440 教育事業（塾）に係るオンライン受講・決済システムの開発事業

2014 東京都 三代目けむり家猿吉 クーポンアプリ活用で売上Upとフードロス改善

2015 東京都 ダイレクト株式会社 8010501040899 非対面化を目的とした保険募集サイトの構築事業

2016 東京都 株式会社ＦＲＥＳＳ 8011001136015 ビーガンジャンキーおかし販売

2017 東京都 株式会社リップ 1011001111511 WEBシステム【プリサ】開発・販路開拓事業

2018 東京都 きたまち接骨院 超音波画像検査による感染リスクを減らしたワンストップ診断

2019 東京都 厨ジャパン株式会社 6010501041965 非対面化と新販路BtoC向けの新事業

2020 東京都 有限会社Ｊｉｍｉｎｙ 7010402036717 Instagramによる非接触商談

2021 東京都 株式会社ロイヤル 1010401163022 コロナに負けない店舗づくり～テイクアウトによる販路開拓事業

2022 東京都 合同会社Ｃａｆｅｎｄ 5010403016653 新規サプリメント事業のPR

2023 東京都 株式会社エクスカリバー 3010801022536 デリバリーと広告によるリピーター獲得戦略

2024 東京都 株式会社Ｂｅｍｉｋｒｅｈ 3012701016353 芸能・芸術家コンサルティングの為の Web 販路開拓事業

2025 東京都 合同会社慧 6011703002788 高齢単身世帯に寄り添う空き家再生推進事業

2026 東京都 株式会社おもてなしパートナーズ 2010401142784 おもてなし研修プラットフォーム構築による事業拡大

2027 東京都 美容室　パルファン オンライン集客の強化と密を避け安心して滞在出来る感染防止対策

2028 東京都 株式会社ＥＫＩ　ＯＮＥ　ＴＲＡＶＥＬ　ＡＧＥＮＣＹ 3010001177107 EC販売機能付ホームページの作成（三言語　日中英語）

2029 東京都 株式会社オービーエム 9011601021854 低感染リスク型

2030 東京都 株式会社ＫＪＦ 9012401036514 建設業独自プラットフォーム開発による販路拡大計画

2031 東京都 ＴＯＰ　ＧＲＯＷ株式会社 7010001214847 オンラインでのコーチング研修・コーチングサービスの販路開拓

2032 東京都 しゃれねずみ 店頭販売とホームページ開設による接触機会減少と集客の両立

2033 東京都 合同会社ＧＧＧ 1011003011123 『巻き爪・外反母趾ケア』のオンラインWEBシステム

2034 東京都 株式会社Ｂｒｉｇｈｔ 7010601058041 働く女性を応援！銀座駅徒歩1分のコワーキングスペース事業

2035 東京都 中村仁樹音楽事務所 ネットでの非対面レコーディング及び作曲の新規顧客獲得

2036 東京都 株式会社グローバル・ケア・ネット 8010101001062 ECサイト導入による小売事業拡大

2037 東京都 ルリマックスカンパニー 多能工の強みを活かしフルオーダーリメイク品を良心的価格で提供

2038 東京都 おおいずみ学園整体院 インターネット会議システムによる業務の効率化、ＰＲ事業

2039 東京都 有限会社セナプランニング 2011802014779 元レーシングドライバーが世界をつなぐＥＣサイトの構築

2040 東京都 橋本和将 対人接触機会減少を伴う訪問美容サービス

2041 東京都 オフィスヒロセ 所属俳優紹介サイト事業

2042 東京都 イソマワベンチャーズ合同会社 6011003008123 「Global me」生きた英語オンラインコース

2043 東京都 西田亮子 ダンス・ヨガのスタジオ及びオンラインレッスンを提供する事業

2044 東京都 日商株式会社 2011701006241 低感染リスクでの売上と生産性の向上をIT導入で実現

2045 東京都 ごり工房 ネット販売による売上確保と認知度UP！

2046 東京都 株式会社Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｕ 1012401036050 MBE事業のHPと予約システムとe ラーニングシステムの構築

2047 東京都 有限会社バースト 9011402019412 ＩＴを活用して全国に顧客を拡げることを目指す事業

2048 東京都 株式会社Ｍｕｓｉｌｏｇｕｅ 7011001112495 新たな販路開拓・顧客獲得へ向けた自社HP作成

2049 東京都 シルヴァ　フランセリーノ　ジャヌアリオ　コエーリョ パンディロのレッスン動画で貸スタジオの集客を復活させる

2050 東京都 株式会社ウィズプランニング 1011001002933 クラウド型の紛争解決情報管理データベースサービスの開始
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2051 東京都 ＳＡＮＣＴＵＡＲＹ 糸掛け曼荼羅のオンラインワークショップ・サロン開始で販路開拓

2052 東京都 ココロエ 感染リスク低減の非対面取材受注システム構築による販路開拓

2053 東京都 株式会社ナチュラルプロモーション 1010001168941 ECサイト導入＋新商品発売で新たな販路開拓

2054 東京都 ハウスパートナーズ４５株式会社 5011001133386 抗菌対策により安全で快適な住環境にする不動産管理の取り組み

2055 東京都 株式会社織田ホーム機器 3012401013964 ECサイト（給湯器販売専門サイト）開設による販売開拓

2056 東京都 株式会社Ｃａｌｍｅ 3011101057801 WEB動画制作による従業員育成と求職者数増加、店舗認知度向上

2057 東京都 株式会社ＴＫＸコーポレーション 4011301020979 非対面買取サービス促進の為のHP制作依頼

2058 東京都 カノン 業務効率化を推進するためのオンラインツール導入事業

2059 東京都 ＨｕｇＰｏｃｋｅｔ株式会社 2011501024559 シッターと家事代行の融合サービスをオンラインで販売促進

2060 東京都 株式会社ＹＭＳ 3010501028503 スチームコンベクションオーブン導入でテイクアウト商品の新開発

2061 東京都 アンド・コミュニケーションズ株式会社 6011001056611 料理家さんプロデュースキッチングッズ企画販売オンラインストア

2062 東京都 アトリエ　アイネ 映画販促グッズ制作による集客と新サービス展開の必要機材整備

2063 東京都 株式会社エトワール 3010901034134 オンライン営業と非対面型サービスによる新規顧客開拓

2064 東京都 株式会社バーミリオン 8010403022748 ネット販売を活用した自社サプリの提供による売上獲得を計画

2065 東京都 株式会社Ｃａｎｔｉｎｕｅ 7011101096036 自社ECサイトによる地域食品を活用した缶詰の非対面販路の構築

2066 東京都 ケートリック株式会社 5140001097876 非対面・ペーパーレスのアプリ作成システムへのRPA連携を導入

2067 東京都 Ｆｒｅｅ　ｃｒｏｓｓ－ｂｏａｒｄｅｒ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社 7011003010004 オンライン予約管理システム導入で顧客満足度をアップ！

2068 東京都 焼とりちゃんこどすこい オーダー・決済の電子化で感染リスクを下げて、売り上げアップ

2069 東京都 伊藤彰英 「街なか屋上デイキャンプ」開設のための設備と広告、PR事業

2070 東京都 株式会社ＴＰ東京 6430001061950 ★働き方改革★販売管理システムの導入によるテレワーク勤務促進

2071 東京都 株式会社ＡＮＯＮ　ｉｎｃ． 5010101013143 隠れ家のような空間で女性の美を高めるサロンへ

2072 東京都 株式会社Ｆｕｎｎｙ　Ｂｕｎｎｙ 3030001136515 バーチャルキャラクターのグッズ販売サイト

2073 東京都 あおぞら鍼灸整骨院 アプリ導入で顧客の囲込みと売上向上！差別化への新たな取り組み

2074 東京都 笹村太一 空き家専門ポータルサイトを構築し、非対面化を実現する

2075 東京都 株式会社Ｇｏｌ－Ｐａｌ 2012401036966 プロ・アマゴルファー双方へのコロナ対策機能開発投資・獲得強化

2076 東京都 株式会社盈月 4010801031882 無接触でもあはき師が選ぶ寝具が購入できるECサイトの構築

2077 東京都 合同会社Ｐｒｏｖｉｄｉｎｇ　Ｈｅａｌｔｈ 4012803002390 外反母趾を歩いて改善！新しい歩行ケア！

2078 東京都 株式会社イーティング 9011301000539 感染拡大防止の為のデリバリーテイクアウト事業の強化と客席整備

2079 東京都 株式会社エイトパートナー 9010001204061 勤怠システム導入を通じた経理代行と経営コンサル業務の顧客獲得

2080 東京都 石田商店 無人古着屋merest

2081 東京都 特許業務法人サカモト・アンド・パートナーズ 7011105008474 感染防止と事業両立を図る知財情報サイト「知財パーク」構築

2082 東京都 サンライズパブリッシング株式会社 2011001124867 出版社による新規著者発掘およびフォローの対人非接触型事業展開

2083 東京都 浅草ベーカリー 時代の流れに沿ったSNSを用いる広告戦略

2084 東京都 村尾嘉洋 ITスキルを学べる講座への販路開拓事業

2085 東京都 高橋秀和 誰でも簡単に節約スマホライフ！オンラインスマホ利用教室

2086 東京都 レネロファーマ株式会社 5010401072434 Eコマース事業参入で自社開発のオンリーワン製品を世界に届ける

2087 東京都 和みサロン親 整体サロンの新規オンライン化で対人接触機会の減少と販路開拓

2088 東京都 合同会社マルパソヴォイス 4010003033273 非対面オーディション・レッスンと俳優事業による売上増加計画

2089 東京都 キャタリストグループ株式会社 3013201012578 営業社員が対象のオンライン営業研修・オンライン営業支援事業

2090 東京都 株式会社ネクストアドバンス 8013301039013 デジタル情報技術活用で非対面型・非接触型の映像制作新事業開拓

2091 東京都 株式会社ミドルレンジ 9011301027482 オンラインイベントを中心としたWEB関連新規事業

2092 東京都 山岸綾乃 キッチンカーで『ほかほかランチ』を都内各地へ！！

2093 東京都 金沢屋　狛江成城店 接点回避サービスの提供に関する告知と集客計画

2094 東京都 株式会社レストア 7010401048655 WEBサイト上でオンライン見積サービスを提供し新たな顧客開拓

2095 東京都 株式会社ＧｏｏｄＤａｙ＆Ｍｏｎｄａｙ 6011001111614 オンライン商談システムを導入とPR事業

2096 東京都 株式会社ハッピーリフォーム 4011101097598 「休日は大工さん」の為のＤＩＹ図面開発とPR事業

2097 東京都 牛将 【牛将】デリバリー、テイクアウト、通販の事業拡大の構築

2098 東京都 有限会社ツルミ・オートサービス 1012802000010 問い合わせから注文までオンライン化を可能にする営業体制の見直

2099 東京都 ヨガインストラクターあい 対人接触機会減少と新規顧客開拓の為のオンラインヨガ

2100 東京都 株式会社Ｋｏｏ 7012401019875 オンラインツールとオリジナルアプリによる経営効率化と売上増加
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2101 東京都 株式会社Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ 1010901048821 テイクアウト・フードデリバリー事業による売上増加施策

2102 東京都 株式会社フィットニット 5011101052940 オンライン面談と求人サイト構築を通して、採用活動効率を最大化

2103 東京都 シルキーエアーズ合同会社 7010103001375 EC サイト製作で非接触型営業の強化とジュニア教室での販路拡

2104 東京都 株式会社Ａｂｉｔａｓ 9011001129067 保険で賢くオンライン「リフォーム自己負担ゼロ円」PR事業

2105 東京都 つるのこころ治療院 【ポストコロナの鍼灸師】オンライン受注による出張施術院を

2106 東京都 ツーウェイ 希少魚！アロワナのネット通販事業の確立で販売を強化！

2107 東京都 ネットプレスト株式会社 8013101008259 ITが苦手な女性・シニア事業主向けのオンライン化支援事業

2108 東京都 野澤翔吾 オンライン授業や動画配信で、非対面での指導への転換と販路開拓

2109 東京都 株式会社Ｄｏｕｂｌｅ　Ｆｅａｔｈｅｒ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 2011001124933 アフリカ産スペシャルティコーヒーの新規展開プロジェクト

2110 東京都 株式会社アテネ教育出版 6010001062776 認知度アップによるホームページからの講座申込システムの運用

2111 東京都 フィオリトゥーラ音楽教室 ピアノオンラインコースを作り、新規コース開設と動画投稿で教室

2112 東京都 小顔とハーブピーリングＢｊｏｕｐｌｕｓ新宿店 オンラインショップでの販路開拓とセルフでできるハイフの導入

2113 東京都 モノ・インターナショナル株式会社 1011501027001 オンラインによる、非対面での花材紹介サービス強化

2114 東京都 有限会社ホームアシスト 6010602032624 ポストコロナを見据えたオンライン化！360°非対面内見事業

2115 東京都 株式会社ｖｉｃｕｓ 5010701036485 ビジネスモデル転換によるWebインターネット広告での販路拡大

2116 東京都 株式会社ハバル 1011501026069 企業とインフルエンサーのマッチングシステムの導入

2117 東京都 合同会社アンフィニ 6010003021986 コインランドリー運営におけるプリペイドカードと洗濯乾燥機導入

2118 東京都 サプニィ 完全貸切型フォトスタジオの運営及びビデオ教材の販売

2119 東京都 株式会社ビルーチェ 9010001144316 ワンストップ型完全プライベートピラティススタジオの開設とPR

2120 東京都 株式会社セイルズ 8012701013825 タッチパネル式注文システムの導入　ダクトのインバーター導入

2121 東京都 かんご師マッキー 非対面型、アフターフォロー付き保護者への性教育サービス

2122 東京都 株式会社ｃａｍｏｍｉｌｌｅ 2011001103680 webサイト開発による非対面・非同期での営業効率改善事業

2123 東京都 新井花菜 完全個室のリラクゼーションサロン開業とPR事業

2124 東京都 東出宜子 アーティスト事業にも有益な二つのインストラクター事業

2125 東京都 合同会社ＴＣＳＹ 9120003015280 月額制商材販売事業のtoBからtoCへの事業転換

2126 東京都 八丁 自賠責保険を利用した交通事故者と治療院のマッチングサイト運営

2127 東京都 株式会社モナミカメラ 7010701009753 非対面ビジネスとなるPCサプライ商品のEC事業

2128 東京都 株式会社富士建 8013301010527 非接触営業のためのホームページリニューアルと掲示物の制作

2129 東京都 株式会社ＫＫＮ 3011001114818 ソーラーモジュール検査事業のPRによる販路拡大

2130 東京都 濱ダインフーズ株式会社 6011401016009 対面接客の削減と運営効率化

2131 東京都 ＤＯＮＩＴＥＲＲＡ 食事から心と体のバランスを整えるマクロビ事業のオンライン化

2132 東京都 株式会社東京オルガン不動産 9011001143828 物件探しのオンライン化とPR事業

2133 東京都 株式会社リタテラス 6011001145182 インターネット広告を駆使して新規顧客獲得へ

2134 東京都 株式会社エム・アイ・オー 6011801033371 オンラインツールを利用してＢtoＢからＢtoＣへの転換事業

2135 東京都 株式会社ＩｏＴＢａｎｋ 5011101087334 空気環境測定IoTデバイスの非対面型販売促進

2136 東京都 株式会社ＦｒｅｅＡＬ 5010901041707 コロナ禍の減収をV字回復させるための、自社独自のHP制作事業

2137 東京都 合同会社もりもと 5012803001615 オンラインツールの導入により非対面化の推進を強化する

2138 東京都 株式会社アートボード 4012701012938 DX化により蔓延防止を避け、新規顧客を創出

2139 東京都 株式会社ニコマリア 4010001180357 サロンによる新サービスの提供開始と新たな宣伝方法の確保事業！

2140 東京都 オフィス・イセプロ ストーリー＆マンガ原作オンライン塾

2141 東京都 株式会社アナザ 5010601060098 信頼担保型産業廃棄物処理単価の視える化サービスの展開・PR

2142 東京都 株式会社ＴＬＵＳＮＯＣ 5010001160093 家具・家電製品のECサイト導入によるサービス向上と販路開拓

2143 東京都 ＳｕｇａｒＰＯＰ　Ｓｔｕｄｉｏ ポストコロナを見据えたオンライン音楽制作への事業転換

2144 東京都 株式会社コレスポンド 2011001073544 非接触型オンライン講座のSNS広告とランディングページ制作

2145 東京都 株式会社ｆｌａｍｉｎｇｏ 3010601056247 オンラインで行う非対面型ヨガ教室システム構築とHP販路開拓

2146 東京都 株式会社福伸トラスト不動産 1011801031644 非接触型ゲーミングハウス事業開始を契機とした新規事業展開

2147 東京都 株式会社ＨＡＤＥＳ 1010001191968 セルフレジ導入による接触機会の減少と事務のテレワーク化

2148 東京都 Ｏｆｆｉｃｅ－Ｎ株式会社 2010001194978 オンラインスクールの提供とウェブ広告による新規顧客獲得

2149 東京都 株式会社Ｈ＆Ｉ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ 2012301011994 エンジニアのためのキャリアアップ支援の販路開拓事業

2150 東京都 株式会社デジタル・クレスト 6012301007700 マーケティングDXシステムの認知度アップのための施策
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2151 東京都 一級建築士事務所　熊工房 新規オンライン集客事業による音楽建築顧客創造PJ

2152 東京都 岸ミツアキ 自宅で高品質音源と映像制作が可能なシステムの構築と配信の実施

2153 東京都 原アンナ 人々を笑顔にするセルフエステサロン事業

2154 東京都 古張一馬 オンライン環境での販売ページ開設

2155 東京都 Ｌ．Ｕ． 自宅で学べる、シングルマザー向けのオンラインスクール

2156 東京都 有限会社サーブ 7012402021310 ネット販売促進強化計画

2157 東京都 合同会社ＴＴＭ 8010803003975 トリッキングオンラインレッスンと動画コンテンツ制作の環境整備

2158 東京都 株式会社かなえ 8013301047073 Webを活用した宣伝のためのコンサルティング依頼

2159 東京都 マァータ・ボタニーク株式会社 3011001136713 SDGsに寄与する自然派化粧品開発ECサイト事業

2160 東京都 ペンギンアパレル 国産アパレルを世界に！独自ブランド販売ECサイト構築事業

2161 東京都 株式会社グロースマネジメントコンサルティング 5010001221903 市場ニーズを捉えたインフルエンサーマーケティング事業の展開

2162 東京都 合同会社ＦＣＴ 7010603009166 オンラインによる経営セミナーの開催と動画コンテンツ販売

2163 東京都 司法書士法人ホープス 2011005009271 オンライン法務相談の開始とその集客計画

2164 東京都 合同会社Ｅｉｇｈｔ 1090003001614 オリジナルグッズを販売するためのECサイトの導入

2165 東京都 ＪＯマーケット 古物買取の集客力向上とオンライン仕入れによる仕入れ力の向上

2166 東京都 テナワン株式会社 3010401075117 不動産業界におけるオンラインを活用した非接触事業体制の構築

2167 東京都 去勢合同会社 1010403025245 「おうちでキルト体験」オンライン展覧会と配信ワークショップ

2168 東京都 株式会社ブレイン・ストーム 8010702009891 自社ECサイト事業とWEB卸売販売の強化による粗利改善

2169 東京都 株式会社ユニバーサルエージェント 4011001039650 低感染リスク対応に特化したアプリ受託開発

2170 東京都 株式会社ベースポイント 5011101067864 非対面受付システム導入による営業機会の最大化

2171 東京都 Ｗｅｂ活用経営株式会社 3012702012905 自動翻訳つき、多言語対応BtoB Eコマースシステムの構築

2172 東京都 株式会社ダイヤグループ 8011701019345 冷凍自販機による当店オリジナルスリランカ料理の非対面販売

2173 東京都 アルマ行政書士事務所 HPとLPの作成とWeb広告で非対面業務への専門特化を目指す

2174 東京都 株式会社ｉＵＭ 2010401159977 オンライン寄せ書きサービス「スゴヨセ」

2175 東京都 ＢＥＧＡＬＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 3013301036527 新ブランド「ＯＮＳＵＲＵ」の非対面型ＰＲによる販路拡大

2176 東京都 株式会社ＩＣＥ 5011101095378 セルフでもサロンレベルの脱毛体験ができる脱毛WAXのEC販売

2177 東京都 株式会社グリームクローバー 6011201021885 牧場や農家から国産和牛・農産物を直接販売するチャネルの構築

2178 東京都 合同会社シャンタラム 8120003013938 予約決済機能付き自社サイト構築でコロナ禍での新規顧客開拓

2179 東京都 薫志心 自宅で体質改善を実現！オンライン美容の為のEC構築と新規集客

2180 東京都 株式会社ＬＳＦＰ 4010001157009 コロナ禍を乗り切る「自己資産活用型運用サービス」の展開

2181 東京都 株式会社マリズチョークアート 3010101007527 WEBサイトを活用したチョークアートオンラインスクール事業

2182 東京都 ティーズ　ケーズ 外出できない方のための介護アロマセラピーと訪問美容

2183 東京都 株式会社牙道庵事務所 3011001101956 LP作成による全国への顧客新規開拓

2184 東京都 東京電源株式会社 6011801010098 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

2185 東京都 合同会社Ｙｓｔ 3010503006300 美容機器【Frio Belleza】ネット販売の開発・ＰＲ

2186 東京都 株式会社ＡＢＩ 2010001184863 キッチンカー事業

2187 東京都 ＦｒｅｅＭ，Ｉ株式会社 1013301040596 ハーブティの製造・販売事業

2188 東京都 有限会社アマテラス 9011402017382 全サービスのオンライン化

2189 東京都 株式会社美Ｔｒｕｓｔ 3011701024829 顧客がセルフで施術が出来る美容機器の導入

2190 東京都 高橋可菜子 レコーディング＆ライブ配信スタジオの運営による地域活性化事業

2191 東京都 株式会社クラウドサービス 2012301008578 WEB広告を活用してネットショップで自社ブランド商品を発信

2192 東京都 有限会社デュークス 2011002032615 販売・顧客管理の DB 化を図り、エンゲージメント戦略を推進

2193 東京都 有限会社ホワイトオート 5011802028495 自動車部品輸出事業

2194 東京都 株式会社ペイクス 5010901047836 LPリニューアルとネット広告を駆使した非対面での新規顧客獲得

2195 東京都 佐藤亙 楽曲制作受注ホームページの作成とそれに伴う機材整備

2196 東京都 株式会社ＳＴＡＮＤＳ 5010001194661 BtoB向けソフトウエア開発に伴う営業・販路開拓のオンライン

2197 東京都 有限会社Ｏｐｔｉｏｎ　Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｐ．Ｒ． 6010902021624 ライフトータルサポート事業

2198 東京都 合同会社シリウス 5011803001385 非対面での物件管理の導入し満室経営

2199 東京都 株式会社ＳＩＡ 7011301015687 WEBサイトのリニューアルとオンライン相談予約機能の実装

2200 東京都 株式会社ＡＰＴＵＳ 7012401025329 非接触型の対応フロー確立のためのAIチャットボット導入
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2201 東京都 合同会社ＴＳＵ－ＣＲＥＡ 1011103011510 建設関連企業向けのWEBコンサルサービスを非対面で獲得

2202 東京都 Ｄｅｍａｎｄ　Ｅｘｐｒｅｓｓ株式会社 9011701023445 集客と顧客対応を対面から非対面へ転換するためのオンライン取組

2203 東京都 株式会社ダブルグロウ 2010401151224 自社ECサイト構築による消費者向けへの販路開拓

2204 東京都 株式会社秀屋 6010601027138 「芳名録データ」を活用したメモリアルビデオ作成サービス

2205 東京都 百瀬友博 未経験でも安心して学び、スキルアップができるオンライン講座

2206 東京都 株式会社友建堂 3030001118711 Web会議ツール×HP改修による販路開拓戦略

2207 東京都 有限会社セブン 2011802020950 キッチンカー及び店頭でのテイクアウト用新商品の販売事業

2208 東京都 株式会社しの美 5040001108874 Webプロモーションによる販路拡大と新規顧客の獲得

2209 東京都 クリエイトラッド・ジャパン ECを含むWEBサイト構築と販路開拓を見据えたコンテンツ製作

2210 東京都 株式会社ｔｒｅｓ 7013301034485 ウィズコロナ時代の感染防止対策と客単価の向上化事業

2211 東京都 株式会社レッドアンドブルー 2012401023064 「一押しコレクション・VR展覧会」のためのECサイト開発事業

2212 東京都 株式会社リアン・セカンド 6010701038555 感染症対策のための PR・動画付き HP 制作事業

2213 東京都 株式会社コントラクツ 8010401140064 オンラインサービスを利用した広報・広告による新規顧客の獲得

2214 東京都 せりぽよ ドローンなどを利用した動画とVRによる新しい宣伝手法の確立

2215 東京都 有限会社加藤商店 9013102007589 LPWA端末機器導入による感染症蔓延対策と複合業務効率化

2216 東京都 株式会社ＬＩＬ 5012701016418 エステのノウハウを活用した自社開発美容液のオンライン販売事業

2217 東京都 株式会社アイリス 3010801032171 『非接触型』の療育、面談を取り入れ、安心できる療育環境を提供

2218 東京都 株式会社ＶＥＮＴＵＳ 4011801037374 女性アスリートのセカンドキャリアサポートの完全オンライン化

2219 東京都 リトルロックトーキョー 動画を使った事業紹介作成プラットホームの構築

2220 東京都 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｅｇｇｓ 新型コロナ対応機器導入による安心安全な店内環境の整備

2221 東京都 インベストデザイン株式会社 3010001211261 唯一無二の非対面システムの発信を強化する、自社サイト全面改修

2222 東京都 理容室ギャルソン 対人接触減少の為のアプリ管理と予約管理の為の増員

2223 東京都 伊藤興業株式会社 9011201023103 事業内容の発信・受注・求人面接・現場確認作業のオンライン化

2224 東京都 フロンティアマーケット株式会社 2010501034246 高齢者が生きがいを生み出すためのマインドセット教室

2225 東京都 リミックスソリューション合同会社 7011803003850 非対面で新規顧客開拓を安定化させるマッチングシステムの活用

2226 東京都 ＰＡＳＳＥＮＤ株式会社 2011101070565 自社ポータルサイトを活用した複合的広告宣伝による新規顧客獲得

2227 東京都 ボイセンス オンライン予約システムの構築とレコーディングコースの構築

2228 東京都 株式会社ＹＫフューチャーコンサルティング 4011001142388 withコロナ！HP改修で安心＆高利便性の非対面コンサル提供

2229 東京都 ＡＨＭＡＤ　ＳＨＡＫＩＬ コンサルティングをオンライン上に移行するWEBシステムの作成

2230 東京都 パーソナルトレーニングジムモア SNSを活用した非接触型オンライントレーニング指導の展開

2231 東京都 ＧＮＡ音楽企画 共有、共感を構築する事による収益化ビジネスモデル（音楽）

2232 東京都 株式会社一期一会 9011101076746 投資用ワンルームのオンライン売却相談

2233 東京都 合同会社ＴＳＰ 1010803003387 Web集客とキャッシュフロー経営の連動を学べる非対面研修事業

2234 東京都 オファーコンサルティング フリーランス向けプラットフォーム構築による売上拡大支援

2235 東京都 ｇｅｍ サロン専売商品のEC販売と非接触対応の強化

2236 東京都 株式会社レコナイ 6011201023428 当社サービスを広告するHPの作成と非対面での試み

2237 東京都 あさがお整骨院 オンラインレッスンのサービス提供開始による販路開拓

2238 東京都 株式会社ＬＩＶＡＬＵＥ 6011001143715 キャッシュ管理SaaS事業の宣伝用サイト構築事業

2239 東京都 Ｒｅｆｒｅ　Ｂｏｄｙ オンラインシステムと加圧機器を使用した非接触型サービスの提供

2240 東京都 株式会社ＴｅｒｒａｃｅＴｅｃｈ 2011001130799 リモートワーク・IT 人材に特化した人材派遣業により売上を確

2241 東京都 株式会社益前商事 3011501026686 人材育成支援のECサイト開設による事業多角化

2242 東京都 ＮＲ オンラインを活用し、少ない対面で工事できる空調工事

2243 東京都 白濱黎 動画制作事業に関する営業の非対面化計画

2244 東京都 株式会社ナナチカ 4011001113835 「非対面サービス導入による集客方法の確立」

2245 東京都 株式会社ＭａｉｎＣ 1011101093889 店舗×インフルエンサーマッチングによる口コミ増加サービス

2246 東京都 竹内和弘会計事務所 会計事務所ホームページの開設

2247 東京都 合同会社Ｑｕｅｓｔ 6010003035838 コロナ時代に対応した新たなサービス「非接触型SESマッチング

2248 東京都 株式会社サンフォワード 6012701012812 カーリース事業の販促強化のためのホームページ制作

2249 東京都 ＣｉｔｙＣａｍｐ株式会社 7011001137690 第二弾OFFコーラの開発と販売網の拡大

2250 東京都 プロジェクトアクト東京 事務所撮影スタジオ化事業
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2251 東京都 炭火焼鳥　大門 出来上がり通知で焼きたてを購入。テイクアウト注文アプリの導入

2252 東京都 株式会社３Ｃ 1011001130156 商品の製造から販売までの非対面化と、国内外のEC販路拡大

2253 東京都 株式会社ｐｏｒｔａｓ 3011001047472 パッド印刷機でのオリジナルグッズ印刷によるBtoB向けの事業

2254 東京都 骨格美容整体ｂｉｍｏｔｅ セルフホワイトニング導入による低接触サービスでの売上保持

2255 東京都 村田朝彦 ドローン・アクションカメラによるアクティビティ映像制作

2256 東京都 株式会社ローグトレード 9012701011844 接触時間短縮のため新規焙煎機導入とオンライン販売促進

2257 東京都 冨澤文絵 オンライン相談窓口新設によるサービス利用者受注システムの構築

2258 東京都 合同会社レディット 3010403025037 多店舗展開を目指すサービス業向けの、社内ＤＸ化支援サービス

2259 東京都 株式会社ＫｉＱ 7011001133574 ポストコロナのＷｅｂマーケティングで顧客拡大を狙う

2260 東京都 カシュカシュ　ヘアメイク 新事業（セルフホワイトニング）の販路開拓で他店と差別化

2261 東京都 森田ほのか ラテプリントを販売する“オシャレなキッチンカー”の制作

2262 東京都 Ｓｕｎｎｙ　ｂａｒｋ 送迎付き店舗型トリミングサロンの運営と休止サービスの再開

2263 東京都 ｅ－Ｖｉｓｉｏｎｓ オンラインセミナーの実施とWeb集客による新規販路開拓

2264 東京都 株式会社ロータス 2013301016678 青森ひば伐根材を有効活用したひば浴槽製造・ネット販売自動見積

2265 東京都 マナミュージック リモートと対面指導を組み合わせた音楽レッスンの開発と展開

2266 東京都 バベルメソッド株式会社 8010701040988 「会話力」に特化したオンライン教材開発による販路開拓事業拡大

2267 東京都 株式会社オンザフーズ 9010501044098 オンライン営業提案支援ツール開発事業

2268 東京都 小金澤不動産株式会社 6013301040138 非対面相続相談を実施し、不動産売却案件の新規開拓

2269 東京都 株式会社日本ランドマーク 6010401087472 オンライン上で相談ができる不動産事業

2270 東京都 株式会社ＫＥＹ　ＯＦ　ＬＩＦＥ 2030001116617 ビジネスコンサルとセミナーのオンラインプラットフォーム構築

2271 東京都 株式会社Ｌｕｍｉｎａｒｙ 1013301046354 歯のお手入れに詳しくなるオンラインサロン構築

2272 東京都 國澤麦酒株式会社 8010401159914 麦芽カス再利用カンパーニュでアップサイクルな新事業

2273 東京都 株式会社ＡＬＬ 7010701040246 感染防止対策に伴うECサイトを活用した自社製品の開発・販売

2274 東京都 株式会社チームダイナミクス 5010401120614 対面型営業からの転換、オンライン販路開拓の構築事業

2275 東京都 株式会社Ｔ．Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ 6010501046832 人気のお弁当・おつまみセットをテイクアウトで販売強化を実現

2276 東京都 株式会社ｆｒｏｇｍａｎ’ｓ　ｄｅｓｉｇｎ． 2012301012844 業者検索サイトと自社HPとの連接による一貫サービス力の向上

2277 東京都 マイファンドアカデミー 【大場 雅俊】ECサイト構築による新規獲得&営業活動効率化

2278 東京都 ベナフィー 軽貨物のためのカーシェア事業をメタバースと予約システムで

2279 東京都 株式会社おうち研究所 5010603004994 帰国邦人および入国外国人に対する隔離サービスの自社募集

2280 東京都 株式会社Ｘ 5010001209766 オンラインルームツアーのアプリ開発

2281 東京都 有限会社ＯＫＡＮＯ 4011002028280 離婚カウンセラー養成スクール専用HPとオンライン講座システム

2282 東京都 マイーア オンラインレッスン強化とPR宣伝による新規顧客の獲得

2283 東京都 城戸理沙 スポーツ施設検索サイトの非対面強化の新機能開発・PR活動

2284 東京都 ＧＩＧＡ株式会社 9010001211215 新会社ロゴによる認知度向上と集客ツールを活用した新規顧客獲得

2285 東京都 株式会社アグリエール 8010501047300 農家向けの「売れるブランドのつくりかた」のオンライン講座

2286 東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｓｏｌｅｉｌ 料理教室の先生発、自家製味噌の味噌汁とおにぎりのキッチンカー

2287 東京都 有限会社若竹 2010702008949 割烹若竹における通販専用商品の開発および推進事業

2288 東京都 株式会社Ｂａｎｚａｉ　Ｔｏｋｙｏ 1011201023374 完全個室のセルフ脱毛サロンの開業

2289 東京都 株式会社カワケン 3012401010994 新規顧客獲得のためのオンライン活用！コロナ禍売上回復計画事業

2290 東京都 Ｚｅｎ　Ｊａｐａｎ株式会社 9010701041721 国内で事業を行う外国人事業者向けに、英語で情報発信を行う

2291 東京都 株式会社ＦＭＣ 2011101082800 新規事業としてアパレル事業を立ち上げ事業領域の拡大を図る

2292 東京都 株式会社イリディセント 9010401156068 撮影機材の小型リモート化と3DCGツールの活用

2293 東京都 株式会社ビューティックライフラボ 5011001132396 非接触事前美容カウンセリングサービス及び宣伝事業

2294 東京都 グリーン・フォレスト K-PROJECT

2295 東京都 株式会社行楽ジャパン 6010401120539 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

2296 東京都 株式会社リクエスト・デザイン 8011101090772 空き家を活用した民泊や貸スペース運営のオンライン提案

2297 東京都 星組 書道いけばなオンライン講座とECによる非対面販売用商品開発

2298 東京都 株式会社Ｌｅｘｉ 5011001124063 WEBマーケティング活動を通じた最新の不動産テックの普及展開

2299 東京都 ボタニカ おうち時間のセルフケア

2300 東京都 ファーストバイト株式会社 7011101094353 オンライン映像スクール専用サイトの構築とPR
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2301 東京都 株式会社ラヴィット 2011001105396 非対面型サービス及び感染拡大防止業態見直し計画

2302 東京都 株式会社ＶＩＳＩＯＮ＆Ｃｏ． 3013301046559 ポストコロナでエシカルブランドを広めるオンライン事業

2303 東京都 モノリンク株式会社 7010601037937 DXツールを用いて自社拡大への一歩を踏み出す_モノリンク株式

2304 東京都 株式会社Ｍａｔｈｃｕｔ 4010401099049 ECサイトを活用したオンライン上でのスニーカー販売

2305 東京都 株式会社河内屋 5010401007365 ポストコロナに勝残るためのECサイト及びテイクアウト新事業

2306 東京都 増田尭和 対人接触機会の少ない完全個室での整体治療事業

2307 東京都 東京アドエージェント株式会社 6010001103233 資料請求の自動化サイト構築による非対面営業の実現と新規客獲得

2308 東京都 株式会社ワールドコネクター 8010001222320 自社ウェブサイトを活用した事業拡大、業務効率化の取組

2309 東京都 株式会社シー 5011001131695 「オリジナルサイズオーダードレス」販売サイト制作とPR事業

2310 東京都 東華商事株式会社 3011101047570 日本企業の経営方式に関する海外オンラインセミナー

2311 東京都 株式会社ピーオーピー 2010001027270 展示会ポータルサイト開設のためのシステム構築事業と宣伝事業

2312 東京都 新田浩子 EC事業参入による非対面事業の確立

2313 東京都 横山祐介 リモート環境での楽曲・ラジオ制作ならびにライブ配信環境の改善

2314 東京都 ヨウデザイン ECサイト限定商品の開発および広報事業

2315 東京都 メディカルフォーティーン Fourteen.com

2316 東京都 夢アラジンホールディングス合同会社 2011103010742 テイクアウトアプリ開発による混雑回避

2317 東京都 グリッド電気通信工事株式会社 4012301011910 電気通信工事士が対面型下請工事から非対面Web営業に転換事業

2318 東京都 ＳＷＩＴＣＨ 本質的なストレッチトレーナー養成講座の非対面販路開拓事業

2319 東京都 株式会社ＴＦ．ＷＯＯＤ 6010501047657 ECサイト構築による建材・木材の新規販路拡大計画

2320 東京都 株式会社ホライズン 4010401095915 会計システム（弥生会計）のクラウド化

2321 東京都 ＵＢＵＮＴＵ株式会社 8010901048451 オンライン資産運用相談事業

2322 東京都 有限会社垂見写真事務所 9011102014696 建築動画制作

2323 東京都 佐藤洋平 自宅で芸術に触れられる音声主体絵本のPR 活動

2324 東京都 株式会社ファシリテーションエンジニアリング 1010001221873 非対面型海外営業・組織改善をオンラインで拡大する事業構築

2325 東京都 株式会社スフィアハーモニー 3010601056866 非対面型女性起業支援のためのオンライン講座の構築

2326 東京都 Ｓａｒａｈエデュケーション 子供向け「英語で学ぶプログラミング教室」のHP集客

2327 東京都 株式会社アミュージックパーティー 3010401094067 非対面型オンライン楽譜提供サービス事業

2328 東京都 ＫＫＭ法律事務所 オンライン配信による非対面講習会サービス環境の構築

2329 東京都 真珠子 「おうちでキャンプ美術館」

2330 東京都 小野裕基 作編曲作業のリモート環境構築及び、PRコンテンツの開発

2331 東京都 濱田愛美 動画を活用したSNS発信によるブランディングと新規顧客の獲得

2332 東京都 株式会社桜会 4010401127528 WEBを通じた外国人へのマナー・日本語教育事業

2333 東京都 株式会社Ａｌｉｖｅ　Ｐｌｅａｓｕｒｅ 8020001122429 オンラインダイエット指導

2334 東京都 有限会社松本薬局 4010602005276 オンライン・カウンセリング予約システムの導入で販路拡大

2335 東京都 桑原杏菜 古着店のオリジナル商品開発および提案型ECサイト開発事業

2336 東京都 合同会社スターフィー 1011003012245 オンラインコンサルに移行、非対面型ビジネスへの転換

2337 東京都 オフィスライト行政書士田中法務事務所 おうちでハワイアンアロマ

2338 東京都 株式会社リグネット 4013301042243 文教事業向けファイル管理システムの構築・販売

2339 東京都 株式会社ＨＨ 2011301023736 自社ブランドのECサイトリニューアル

2340 東京都 ｙｏｕｒｃｏｍｍｅｒｃｅ ECサイトを活用した自社ブランド商品の販売

2341 東京都 株式会社オリーブの木 4011101097367 講談動画のサンプルを作成し非対面による販促で新規顧客獲得

2342 東京都 赤沼拓弥 WEB マーケティングスクールのオンライン学習サイ

2343 東京都 ＦｉｌｍーＦｅｎｃｅ オンライン写真館の新設で新規顧客の獲得・客単価向上

2344 東京都 エーワンネットワークス オンラインによる入試実践講座、受験対策講座コンテンツの提供

2345 東京都 株式会社ジョイ・エンタテインメント 2020001095721 動画見積り機能付きＷＥＢサイトによる非対面型営業

2346 東京都 ＫＳ　ＬＩＮＫ株式会社 2010401143576 飛沫感染防止対策をおこなったキッチンカー事業の開始

2347 東京都 有限会社ビー・メイク 5011402017691 海外アパレル製品にオリジナル加工した付加価値商品のEC事業

2348 東京都 指圧マッサージ治療院　清風明月 AI技術によるオンライン無料姿勢解析サービスでの新規販路開拓

2349 東京都 合同会社ＳＤ 2010703005986 オンライン広告によるスポーツイベント事業の販路拡大

2350 東京都 Ｋ・ＰＲＯＪＥＣＴ株式会社 1011201013227 高齢者に向けたホームページの変更と出張マッサージの周知
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2351 東京都 有限会社メディア・エース 8010002006061 オンライン受注の為のセキュリティー強化と非接触型商品の販促

2352 東京都 株式会社みしゅまる 2010101014788 個室温活とよもぎむしでコロナへの抵抗・免疫力UP！

2353 東京都 株式会社アコーデ 4010001163790 HPを使った在宅ワークによる新しい身体不調解消開発事業

2354 東京都 株式会社ハイアーブリッジ 7013303002952 在日外国人向けオンライン海外渡航サポート事業による販路開拓

2355 東京都 アリス 5 WAY スマホスタンド自社E C サイト制作事業

2356 東京都 株式会社エコロ 8010601022657 モバイルオーダー及び非接触型レジシステム導入

2357 東京都 株式会社エスケーシー 5021001048641 HP利用による海外企業との非対面型マッチングサービスの提供

2358 東京都 株式会社マイム 3010703005390 デジタルマーケティングを全国に展開させ更なる販路開拓計画

2359 東京都 株式会社Ａｓｓｅｔｔｅｒｓ 7011001131520 オンラインで推進する海外不動産投資と賃貸運営サポート

2360 東京都 新井陽子 ソルシア

2361 東京都 株式会社パティスリースノーマン 3012301009823 対人接触機会を減らした支店開設計画

2362 東京都 神保町フミコ オンライン型「占い・キャリアカウンセリング」への抜本的転換

2363 東京都 あんくるとむ ケータリングカー事業立ち上げ

2364 東京都 株式会社オリズム 1010001222525 オンラインセミナー、動画配信及びコンサル。そしてWEB集客

2365 東京都 株式会社Ｅｎｊｕ 9010001218986 古着フリマアプリ「Vink」のPR事業

2366 東京都 有限会社シュウワールドトレーディング 4011202003042 非対人接触型での販路拡大のためのWEBサイト制作事業

2367 東京都 株式会社新路 オンラインシステムを活用した広告運用事業の顧客獲得推進

2368 東京都 Ｎａ２ ebカウンセリングの実施による口コミ・大手サイト依存からの脱

2369 東京都 株式会社ＮＯＶＥＬＡＴＩＯＮ 5030001103827 オリジナルギフト新商品で新たな顧客を開拓し収益黒字化

2370 東京都 ｄｏｚｏ ウェブコンテンツ提供及び顧客獲得推進を目的としたサイトの設置

2371 東京都 レッドインパルス株式会社 7040001097380 プログラミング学習に特化したメディア開発による販路拡大

2372 東京都 株式会社Ｊｅｙ 1011103009752 安価・安心な賃貸管理を非対面集客する為のWeb販路開拓

2373 東京都 株式会社掛尾オフィス 4010601044234 映画・映像企画オンラインマッチング事業

2374 東京都 かわもとえつこ オンラインで占い・カメラマンのプロを養成する講座！

2375 東京都 彩株式会社 3010701042089 ECサイト制作による販路開拓

2376 東京都 合同会社ひとテレ 2011103009306 オンライン予約システムの開発

2377 東京都 斎木なつめ プロからヴァイオリンをオンラインで習得できる音楽教室の設立

2378 東京都 佐古和弥 業務環境の非対面促進の集客施策とお客様目線実現のシステム開発

2379 東京都 株式会社マーベラス 9011801035803 超音波治療器導入による施術者・患者様の接触時間短縮

2380 東京都 株式会社ａｍｉｒｉ’ｓ 8011001137814 一般顧客から他美容室への販路拡大のための販売事業

2381 東京都 株式会社ジニヤズ 7011201019458 中国と日本の架け橋！ECサイト改良と公式サイト開設で販路拡大

2382 東京都 ハピクル株式会社 3011001144889 オンライン体験・相談による新規顧客流入経路づくり

2383 東京都 マインドウェル株式会社 5011003011664 オンラインカップルセラピープラットフォーム開発事業

2384 東京都 合同会社オールズバーグ 3010903004085 本を出したい人にベストマッチな出版社を紹介するサービス

2385 東京都 久保田光一 写真作品販売及びファイナルフォト写真館の運営

2386 東京都 有限会社小金沢経営サポートセンター 9013302004295 美容業界へ低コストの非対面記帳代行サービスを実施

2387 東京都 株式会社Ａｇｘ 7010401122204 高齢者見守りを目的とした皮膚温度取得システムの開発事業

2388 東京都 プラング合同会社 6011003005087 コロナ禍を乗り切るためのサイト変更と通販サイトの改善

2389 東京都 株式会社バンズネット 3020002094556 浄水器販売における非接触業務が実現できる顧客管理システム構築

2390 東京都 ＡｉｇｉｓＦａｒｍａＭａｎａｇｅｍｅｎｔ合同会社 7010903006664 非対面による注文システムの構築

2391 東京都 株式会社ＵＮＩＱＵＥＸ 9011001134892 新規事業に関するサービスページの作成による販路の拡大

2392 東京都 株式会社ヘアーピース 5010401160148 取引先の顧客に商品の配送代行を行う非対面通販システムの導入

2393 東京都 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｓａｌｏｎ　Ｎｂｅａｕｔｅ コロナ禍で減少したエステ業の売上を補う為のインターネット物販

2394 東京都 株式会社桃実商店 6010401161401 非接触型事業・感染防止対策フードサービス

2395 東京都 株式会社Ｍ’Ｓ　ＳＴＹＬＥ 3011801022369 アパレル業界DtoC応援に特化「オンラインサロン＆通販」事業

2396 東京都 株式会社品川シーサイドリアルエステート 1010701023322 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

2397 東京都 東京倶楽部株式会社 5010001112540 ライブ配信の提供及び、デリバリーサービスの展開に関する事業。

2398 東京都 グロウ株式会社 8010801023629 自社ECサイトの構築で新規開拓と経費削減を目指す

2399 東京都 ヨージック・ラボラトリー合同会社 6011003012810 オンラインでの金融商品販売をサポートするためのサイトの構築

2400 東京都 株式会社ウェイズアップ 4010401158952 オンラインスクール事業
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2401 東京都 株式会社フリラボ 6013301048528 完全オンライン化した集客の施策

2402 東京都 ＮｅｗＳｐｅｃホールディングス株式会社 1010401149764 「オンラインでの起業家限定、営業力研修」

2403 東京都 リアーツ合同会社 8012303001047 働き方改革推進と専門業務効率化のためのPR事業

2404 東京都 大武和樹 大部屋の個室化による感染対策とお客様満足度の向上

2405 東京都 ブロンズマン株式会社 7010501046294 商談の成約率を高め、問い合わせ増加を図るテレアポ 事業

2406 東京都 株式会社ダブルチャレンジ 9011601019865 海外版ゲームソフトウェア開発

2407 東京都 Ｅｎｊｏｙ　Ｗｉｔｈ株式会社 5011001144350 脱サラ支援！オンライン完結型コンサルティング事業の立ち上げ

2408 東京都 ＴＢスタジオ 朗読支援装置の製造・販売

2409 東京都 Ｏｆｆｉｃｅ　ＳＹＫ 自社オンラインコンテンツの成長促進とコンテンツ制作代行事業

2410 東京都 桜井釣漁具株式会社 7010001017325 不動産売却の集客 Web サイト構築事業

2411 東京都 株式会社マーサリー 3020001096124 動画配信サービスを活用した企業PRと非対面での雇用創出を実現

2412 東京都 ゾイックス株式会社 4010001048587 販路拡大及び新たなデータ販売を目指すHPの製作

2413 東京都 マリクル合同会社 7011303004226 太陽光発電システムの販売・取付工事のオンライン受注サービス

2414 東京都 えみりーな合同会社 7010403027186 独創的なネイルチップの販売と酸素カプセル療法

2415 東京都 ＢＣ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 元テレビマンによる映像制作事業のためのオンライン化事業計画

2416 東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＪＵＮＯ コロナ禍対応の為のオンラインツール拡充と動画SNS・販促強化

2417 東京都 株式会社Ｃｈｉｌｌａｃｋ 1010501048313 テイクアウトへの取組強化、ハンバーガーショップのIT導入

2418 東京都 さくら建設株式会社 8011201013245 対面・対話業務プロセス削減が可能なWEBサイトの構築

2419 東京都 株式会社ＤＢ　ＭＯＤＥＬＣＡＲＳ 9011801035935 小規模事業者持続化補助金

2420 東京都 ｔｏｈｋｏ 【齋藤朋子】非対面交流による継続的な音楽ライブと配信活動

2421 東京都 株式会社友縁堂 8011001141675 非対面で仕入を行うためのオンラインツール導入と新モール出店

2422 東京都 株式会社いちのグループ 5011401014442 ポストコロナを見据えたオンライン集客の実現

2423 東京都 有限会社ライトバック 4011302014906 移動型「写真投影販売及び写真現像納品」環境構築事業

2424 東京都 Ｂｉｔ株式会社 5011001124162 お顔も心も輝く！「オンラインエステ」ECサイトの構築

2425 東京都 ＵＮＩＥＸ株式会社 8013301042330 IT技術を駆使した企業と求職者のマッチングシステム

2426 東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ味醤 2010001218621 おうちで日本の伝統食品の本当のおいしさを味わっていただく

2427 東京都 株式会社アフリル 5011001118370 飲食店のコロナ禍生き残り事業

2428 東京都 株式会社ＫＹＯＳＡＩ 6013301034148 Webシステムの開発による冊子型パンフレットからの脱却と転換

2429 東京都 ＯＨ　ＭＹ　ＧＯＤ合同会社 4010703004680 非接触型のデジタルスクラッチアプリの開発・広告費用

2430 東京都 株式会社ダブルシャーププラス 2012401025102 予約決済システムのネット販売による非対面型収益の向上

2431 東京都 Ｒ　Ｊｅｗｅｌｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 3013201019078 完全オンラインブライダルオーダーメイド補助事業

2432 東京都 株式会社リブラボ 1011001090598 ECサイト利用での新たな販路拡大

2433 東京都 株式会社クラシヤ 8012801017610 隔離、テレワーク向けの宿泊プラン提供

2434 東京都 福祉バンク株式会社 9011101097742 非対面型、障害福祉就労事業特化のM&A支援サービスへの転換

2435 東京都 株式会社グッドサービス 1012801007460 ＩＴランドリーシステム導入

2436 東京都 有限会社齋藤製作所 7010802005791 自社ホームページ刷新による新規顧客開拓強化事業

2437 東京都 株式会社Ｍｕｓｕｂｉｍｅ 8021001072853 Webサイト上でリモート接客ができるビデオチャットサービス

2438 東京都 株式会社ＡＭＩＥＳ 3010001200173 WEB上での販売力強化に資するホームページ・LPの作成

2439 東京都 ＣＤＭ株式会社 6011301018146 売却専門 ホームページ 集客 での 案件獲得

2440 東京都 パインプレーリー合同会社 1010003028152 オンラインサービス強化のため販路開拓体制づくり

2441 東京都 株式会社ＯＮＪＩ 9010101010104 自社システムで非接触注文・外国語対応を実現しウィズコロナへ

2442 東京都 株式会社ウィステリア 3010401157393 最先端のヘルスケア商材で美容と健康を持続支援する事業の構築

2443 東京都 合同会社ｍｉｄｏｒｉｋａ 1010403013150 ECサイトによる非対面販売化

2444 東京都 株式会社ＳｙｕＲｏ 6010501035546 シュロオンラインシステム導入事業

2445 東京都 塚本　裕樹 Webによるクリエイター作品の販売事業の展開

2446 東京都 株式会社ＬＩＭＯＮ 4011701017360 自社EC築地百貨店の構築による製造小売事業

2447 東京都 株式会社ピーエスエス 2040001013482 インフラ系統ソフトウェア開発の衰退によるEC事業への参入計画

2448 東京都 ｈａｐｐｙ　ｈｏｕｒ合同会社 4011103011400 非対面での出版コンサルティングサービスのビジネスモデル構築

2449 東京都 株式会社ＧＦＥ 5010701041650 商品在庫のWeb管理システムの導入と管理体制のオンライン化

2450 東京都 三井公認会計士・税理士事務所 会計事務所のオンラインサポート
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2451 東京都 ＴＡＩＬＯＲＥＤ合同会社 5010903005032 ネットで販売できるこだわりのTシャツの開発

2452 東京都 和料理　つくばね お惣菜の店頭無人（セルフ）販売

2453 東京都 株式会社ボルケイノ 4012401019168 ＥＣサイトによる宅配水の非対面販売

2454 東京都 株式会社スリーピングフォレスト 4012401035504 オンラインコンサルティングによる新規顧客獲得

2455 東京都 Ａｓｔｅａｌ株式会社 1011101092321 オンラインで商談システム構築事業

2456 東京都 株式会社和田ランドリー 9011601016929 新規顧客獲得施策「オンライン注文・決済クリーニングサービス」

2457 東京都 株式会社ＢＵＢ 8011001138069 セルフケア市場向けメンズコスメティックの開発と売上拡大

2458 東京都 株式会社パラレルキングダム 2010901044464 【株式会社パラレルキングダム】ホームページリニューアルと配信

2459 東京都 飯野　顕 オリジナル製品の開発とHP・ECサイト構築・PR事業

2460 東京都 株式会社Ｐｒｏ　Ａｇｅｎｔ 5010701036304 感染リスク0のオンライン派遣登録を周知・宣伝で事業継続＆強化

2461 東京都 ＡＳＨＩＱ　ＳＡＩＦＵＬＬＡＨ　ＪＡＹＥＤ 接触機会を低減し売上を向上させるオンラインコンサルサイト作成

2462 東京都 株式会社ＸＥＣＲＯＳＳ 6040001095212 コロナ禍でも「笑顔」を届けるキッチンカープロジェクト

2463 東京都 有限会社ライフクリエイト 1010702013124 テイクアウト用野菜で野菜を食べるドレッシングのReブランド事

2464 東京都 たかゆめ 「シニア向けハンドメイド」の開発及びEC展開による売り上げ

2465 東京都 株式会社Ｓｔａｒｅｄｇｅ 4010401144300 WEBマーケティング業とオンライン業務への移行と販促

2466 東京都 マゼソバ酒場　ステージ SNSを活用したPR活動とデリバリーサービスでの販路開拓

2467 東京都 株式会社長谷川 6010001213932 オンラインショップ立上げによる販路拡大の取組み

2468 東京都 株式会社ＡＯＰＥＮ 2011401018454 Webによる自社注文受付＋自社配送による対人接触機会減少

2469 東京都 株式会社ｉｎ－ｗｏｒｌｄ　ｅｆｆｅｃｔｓ 7011001067500 ハイブリッドWEB会議および研修撮影配信事業

2470 東京都 株式会社ヒットマンレコード 2010001210322 ファンクラブからの販売サービスの現実化

2471 東京都 株式会社Ｂｒｅａｓｔ 8011101093511 独自開発マシンバストアップ専門店の認知度向上のための広告活用

2472 東京都 株式会社ＣＡＲＤＥ 9013101008043 Webサイト制作BtoB、BtoC非対面の新規顧客開拓

2473 東京都 株式会社ラブレター 6010401163307 日本初の応援広告専門のポータルサイト作成

2474 東京都 株式会社Ｂｌｕｅ　ｗｉｎｇ 4010401078416 売上回復、予約システム導入、賃金アップ事業

2475 東京都 合同会社リボーン 6010903003266 「エキゾチックでオシャレなレザーウォレット」のPR事業

2476 東京都 株式会社ライフプラン総合研究所 5011001063732 「簡単美味しい家庭料理」の商品開発とPR事業

2477 東京都 合同会社ＳＡＩＴＡＫＵ 3011003012549 オンラインサポート事業「SAITAKU」の構築

2478 東京都 株式会社ＲＫ 9010901045010 アスリート向け化粧水のECサイト構築及び販売促進

2479 東京都 暁川　翔真 HP作成とWEB活用よりお客様との接点数向上と認知拡大

2480 東京都 株式会社ナチュ・スタ 3010001214660 カウンセリングカルテのオンライン化及びカルテの電子化

2481 東京都 宮下ともみ ファッションオンラインスクールの立ち上げ

2482 東京都 Ｃｈｉｌｌａｘ ECサイト立ち上げによる、通販・テイクアウト事業

2483 東京都 ＹＲ お客様へのサービスの提供における感染防止環境整備と対外告知

2484 東京都 株式会社Ｌｉｑｕｉｄ 4011001137074 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

2485 東京都 株式会社ヒューマンアール 8011001141510 外国人材向け管理システムで業務の効率化とテレワーク促進事業

2486 東京都 ペットソラ　矢澤洋子 対人接触機会減少のためのEC販売構築、オンライン商取引の導入

2487 東京都 株式会社糖質オフマルシェ 3013301040116 糖質オフケーキのEC構築と糖質オフライフスタイルの情報発信

2488 東京都 イチ・ニ・サン合同会社 3010903004762 美容整形級の即効果コスメのサブスクリプション販売事業

2489 東京都 株式会社ＤＩＬＬＡＣＴ 8010701041508 自社のコンテンツ制作と新事業のHP制作

2490 東京都 クボサキユカ 恋愛コンテンツの販売による販路拡大

2491 東京都 白文鳥舎 内山恵美

2492 東京都 テレワーク・テクノロジーズ株式会社 1011101090531 テレワークスペースを活用した非対面型ビジネスへの転換事業

2493 東京都 株式会社エピ 6010901001932 Organic Place 成城フェアリーEC事業

2494 東京都 グリーンネットワーク有限会社 4011102020154 ECサイト構築により非対面販売での感染予防商品の販売

2495 東京都 株式会社ひよし・ウェブ 4020001086421 対面集合型講座のオンライン化とWEB広告からの集客導線構築

2496 東京都 江藤航 仕入れ機会拡大のための買取り申込サイトの作成

2497 東京都 佐藤美智枝 ECサイトにおけるオンラインコンテンツの販売

2498 東京都 島　英師 オリジナル動画制作オンライン講座

2499 東京都 株式会社Ｐｈｉｌｉｐ　Ｓｔｅｉｎ　Ｊａｐａｎ 9010001222641 「睡眠」から日本を元気にするNFTブレスレットのEC展開

2500 東京都 町田ワイン 東京で一からつくるぶどう甲州のワイン・ブランデー事業
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2501 東京都 Ｍｅｒｍａｉｄ ペット送迎サービスとSNSを活用した販売促進

2502 東京都 吉池瑠偉 電力費削減サービス・非対面型ご紹介事業

2503 東京都 羽畑　亜希子 オリジナルオンライン講座による販路開拓事業

2504 東京都 イノベート株式会社 8013201016665 ネット集客のためのコーポレートサイトおよび新規アウトドア家具

2505 東京都 株式会社Ｓ＆Ｈ 7011001145355 九州産の希少食材を使った料理を自宅で味わえるECサイト制作

2506 東京都 株式会社ＯＮＤ 2010501048493 オンラインによる予約システム

2507 東京都 日本商店株式会社 7011001110458 少年野球アプリ開発

2508 東京都 ＬａＲ お客様「個人」に応じたワインのネットショップ事業

2509 東京都 有限会社ビジカル 4010902025841 コロナ禍の営業方針の転換

2510 東京都 レシピックス 【近藤隆弘】YouTube上での新規顧客獲得

2511 東京都 マイオ整骨院 セルフレジによる非接触型の無人古着店舗販売 (24時間)

2512 東京都 ＭＡＫＩ株式会社 1013301036867 インターネットを利用した顧客募集システムの構築

2513 東京都 有限会社エンカウンター 4010002032912 セルオーダーシステムと自社予約システムの導入

2514 東京都 ＬｅｏＭａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 1011001140188 NFT事業の認知拡大と販路拡大のためのサービスサイト制作

2515 東京都 株式会社Ａｖａｎｃｉｅｒ　Ｎｏｕｖｅｌｌｅ　Ｖａｇｕｅ 2011801035974 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

2516 東京都 佐藤財務会計事務所 失敗しないための経営脳を鍛える講座の動画販売

2517 東京都 フリースペース合同会社 9010603006145 オンライン指導型セミセルフボディメンテナンスルームの運営

2518 東京都 株式会社大木製作所 7011601001148 ホームページの構築とメーカー直販サイト（EC）の構築

2519 東京都 合同会社Ｓｕｓａｎｏｏ 5011003012398 オーダーメイドスーツ販売事業の認知拡大とオンライン化

2520 東京都 古谷洋二郎公認会計士事務所 オンライン活用の税務顧問、計画作成支援事業

2521 東京都 有限会社ペリドット 1010402015841 アクリルを使った新商品開発によるECサイトへの集客強化

2522 東京都 ＳＴＡＲ　ＬＡＢ オンラインレッスン事業、プロモーション活動のための音源動画制

2523 東京都 こもね整骨院 対人非接触型新サービス提供事業

2524 東京都 イーリード株式会社 6030001123915 顧客企業の社員の定着を促進：「定着支援のApproach」

2525 東京都 有限会社イー・シナジー 7013302021557 対人接触を減少させ日本国内での新規販路を開拓する。

2526 東京都 ＶＩＶＩＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 4040001088498 専門家を活用したアマゾンでのブランドストア構築、販売拡大

2527 東京都 越智巌 ECサイトでの著作権フリー音楽販売、音楽サービスの提供

2528 東京都 株式会社ＭａｉｔＨ 9011001133291 既存事業の非対面化への移行とブランディング力の向上

2529 東京都 株式会社ジャム 4010901026543 俳優業務での非対面オーディション・レッスン売上増加計画

2530 東京都 Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｌｉｇｈｔｓ 遠隔ヒーリング集客に特化した自社サイト作成による新規顧客開拓

2531 東京都 株式会社イルミナコミュニケーションズ 3010901028755 オンラインプレゼン・研修用の非接触型プレゼンルームの設置

2532 東京都 ロッキンムービー オンライン収録・配信と広告宣伝用Webサイト制作

2533 東京都 イノテック株式会社 4011001139541 集客用LPとHP、非対面営業モデル「審査とおるちゃん」

2534 東京都 立入雄飛 オンライン営業研修を非対面コミュニティ型で実施

2535 東京都 オンライン法律事務所タマ インターネットを利用した集客を行うためのオンライン戦略

2536 東京都 株式会社Ｕｋａｉ 3011001137389 非対面で契約・支払い～アフターフォローまで完結するHPの構築

2537 東京都 ＰＨＯＴＯＰＲＩ オンライン受注の拡大と新型印刷機の導入

2538 東京都 コンタクト・サガミ 遺品整理・ハスクリーニングの特設HPを新規開設し販路開拓

2539 東京都 キューミー 自社製品開発、HPとECサイトを活用した非対面での販売実現

2540 東京都 有限会社アルテ・アッシュ 4011002014693 販売方法のオンライン化及びリスティング広告事業

2541 東京都 ヒランヤアクセス株式会社 6010601049132 BtoC事業拡大のための自社サイト制作

2542 東京都 Ｋ 営業・提案活動の非対面化・効率化に向けたホームページの制作

2543 東京都 ジーク プロテインバナナジュースの移動販売

2544 東京都 エサソン 新たなサービス展開・オンライン非対面型の集客・システム構築

2545 東京都 株式会社ターンオン 2010901047475 チャリティ事業の非対面運営化とオンラインサロンシステムの開発

2546 東京都 株式会社スペースアド 9011201011784 非対面型の月額制サービスの実施！

2547 東京都 合同会社ｊａｎｓｎａｐ 2011003013110 代理店をかんたんに管理する、SaaSサービス構築事業

2548 東京都 株式会社ディー・アイ・ジー 9010001170452 集客及び商談を全て対面からオンライン化するための取組

2549 東京都 Ｍｉｃｒｏ　Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ株式会社 5013301047043 会社や地域・産業・事業者を紹介するHPの作成

2550 東京都 合同会社美しい村づくりプロジェクト 3010403026159 美しい村づくりプロジェクト プラットフォーム事業
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2551 東京都 株式会社アスレ 6011101082276 オンラインを活用した遠隔対応による非接触対応化計画

2552 東京都 カウンター株式会社 4010001212671 アニメーション映像サービスの集客、営業活動のオンライン化

2553 東京都 株式会社青山スタイル 6010401151435 ブランドネームの認知度UPと非対面式営業スタイルの確立

2554 東京都 フェルデンクライスジャーニー コロナ禍におけるオンライン柔軟体操レッスン事業

2555 東京都 野田　久美子 築地の和文化商品をネットショップで全国に販売！

2556 東京都 株式会社Ｅｍｍａ 4011101096435 カウンセリング付水素ガス吸入サロンによる非接触サロンの開設

2557 東京都 株式会社ラディネイト 3011801036303 フリマアプリの事業化支援セミナーの配信

2558 東京都 株式会社Ｌｉｅｎ 8010601059146 職業紹介業のDX化に伴うホームページ制作

2559 東京都 株式会社魚充 8011201022353 「こだわりの魚介類産地直送」のPR事業

2560 東京都 股関節矯正Ｓｅｍｉｓｉａｎ コロナ渦に適応した遠隔施術サービスの販促広告の実施

2561 東京都 株式会社Ｒａｄｉａｓｔａｒ 5180001147578 非対面型SE事業に関わるHP制作、サーバーとソフトの導入

2562 東京都 株式会社ＶＡＬＯＲ　ＪＡＰＡＮ 8012401037348 クラウドファンディングを活用し新商品、契約商品アピールの取組

2563 東京都 クッキングサロンみづき 食文化の情報発信チャンネル立ち上げとジャムの製造販売

2564 東京都 有限会社タカゴルフプラン 7012402022820 ECサイト構築による新たな売上獲得とデジタル化の推進事業

2565 東京都 高橋海 制作環境強化で文化芸術分野の活性化

2566 東京都 株式会社ＭａｎｄＭ 6011001145141 ハワイの不動産購入希望者を集める窓口サイト

2567 東京都 株式会社ステップアカデミー 8011601017052 オンライン教室生徒獲得にむけての広告戦略見直し

2568 東京都 ＫＡＮＥＴＡＴＳＵ合同会社 3011503004806 おうちで買い物KANETATSUネットショップオープン事業

2569 東京都 Ｃｒｙｐｔｏｍｅｒｉａ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ 珈琲焙煎豆のインターネット販売及び近隣へのデリバリー販売

2570 東京都 株式会社ＤＩＡＭＯＮＤＳＰＡＣＥ 6030001128022 日本産の光触媒商品のグローバル展開により、売上回復を目指す

2571 東京都 合同会社リプル 7011403002113 施術時間を短縮した新サービスで新規集客アップ

2572 東京都 株式会社Ａｓｔｅｒｉｓｍ 9010901049647 音楽家へのサービス提供のためのウェブサイトの構築とPR事業

2573 東京都 株式会社オープンザドア 6010001116870 EC通販拡大事業

2574 東京都 ユーモア 5000円からはじめるウェブ制作/広報

2575 東京都 株式会社ＣＬＩＭＡＴＥＳＴＡＲ’Ｓ 3010501025756 ぐるなびサイトの活性化事業

2576 東京都 ユリ　インターナショナル 非対面型ショッピング促進と販売強化のための広告宣伝の導入

2577 東京都 ファミリーマート江戸川船堀一丁目店 中高年向けスマホの正しい利用をホームページからしっかり発信

2578 東京都 株式会社ＹＡＭＡＺＥＮ 4010901044990 結婚相談室の集客システム構築とコンサル事業で新収益基盤確立

2579 東京都 株式会社Ｋｎｏｗ　Ｗｈｏ 8010401072423 非接触型オンライン研修構築事業

2580 東京都 株式会社Ｋ－ｏｆｆｉｃｅ 8012801010144 ホームページ作成事業

2581 東京都 特定非営利活動法人日本教育再興連盟 9010405006137 ギフテッド傾向のある子どもと保護者のための居場所提供事業

2582 東京都 渡邉美優 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

2583 東京都 株式会社ライズ 3011001090935 専用ランディングページの作成による売上アップ

2584 東京都 株式会社ＲＥＨＡ・ツーリズム 3010801031157 リハビリミラー“旅の窓”の開発(株式会社ＲＥＨＡ・ツーリズム

2585 東京都 株式会社ＳＰＡＣＥＢＯＸ 6010601048695 動画配信DVDリリース事業

2586 東京都 株式会社三喜工芸 2011501015574 テレワーク環境に対応する、施設等整備および事務所内装の充実化

2587 東京都 株式会社ＱｂａｙＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 2030001140484 対面を避けた状態での事業紹介と販売を実現するECサイトの作成

2588 東京都 株式会社アーチ 4011801027284 コロナ禍での新たな選択肢「抗菌名刺」制作・受注システム

2589 東京都 株式会社ＫＡＮＯＨ 6010501036503 声優のグループレッスンのオンライン化へのITツールの導入

2590 東京都 ゴーホーム GOHOME（ゴーホーム）

2591 東京都 スリングショット ドライビング関連商品ECサイト新設とWEBサイト構築

2592 東京都 株式会社ＧＩＧ 6010001159267 インターネット広告による非対面での新規顧客の獲得

2593 東京都 株式会社ホッケーカンパニー 4010001217150 大会のライブ配信を確立させることによる経営基盤の安定化

2594 東京都 松坂慎治 動画配信とECサイト開設による販路開拓

2595 東京都 札幌味噌らーめん葵葉　荏原中延店 札幌味噌らーめん葵葉　荏原中延店　非接触型店舗への改編計画

2596 東京都 株式会社プライムコネクションズ 4011101080488 内見も契約も非対面型！紹介のみでマンションを販売する販路開拓

2597 東京都 麻直福 【麻直福】麻の持つ力によって心身の健康と笑顔あふれる街作り

2598 東京都 株式会社フェーズアップ 8010401118787 対人接触機会の減少と売上向上の両立を目指すテイクアウト事業

2599 東京都 ネコノテオオタケ プライベート苔玉ワークショップ

2600 東京都 グリーン合同会社 7012403004990 デリバリー販売事業の立ち上げによる新たな販路開拓
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2601 東京都 株式会社ＡＳＩＴＡＰＬＵＳ 8013301031003 ポストコロナに向けた新規事業-オンラインサービスの開発

2602 東京都 丸山由香子 女性のためのメンタルヘルス向上の新プログラム

2603 東京都 株式会社ストーリーコード 6010801032004 自社ホームページを作り認知度の向上

2604 東京都 株式会社ＣｈａｐｔｅＲ 7010601059725 顧客流入ルート拡充事業

2605 東京都 あん コーヒーに合う創作餡子菓子の製造とウェブ販売、卸売事業

2606 東京都 アヤコ オンライン講座【婚活と女性の働き方】レッスンノート

2607 東京都 株式会社Ｔｒｅａｔｅ． 8010401163445 Treate.

2608 東京都 株式会社ＲＩＮＡＢＯ 2011001143438 子どもの未来の選択肢を拡大する一流から学べるオンライン事業

2609 東京都 株式会社和彦丸 3010701038698 第三和彦丸バウオープンデッキ工事

2610 東京都 シュガーサウンズ 独立に伴うサウンドコンテンツ制作事業

2611 東京都 株式会社セブンシーズキャピタルホールディングス 3012801020305 コロナ禍におけるオンライン学校紹介イベントの開催と SNS

2612 東京都 株式会社Ｓｕｎｎｙ 3012801020916 人気Tik Tokerを起用したアフィリエイトスクールの開講

2613 東京都 Ｇｌｕｃｋ　Ｓｔｕｄｉｏ ポストコロナを見据えたレッスンのオンライン化とHP制作

2614 東京都 佐藤崇 非対面ＥＣサイト販売による販路拡大

2615 東京都 エイチオー 堀口鮎美アクセサリー特化型オンラインマーケットの創出

2616 東京都 株式会社中り屋 8010601047258 カメラ機材のリモート化とインターネット生配信業務への新規参入

2617 東京都 植松勇人 健康志向のデリバリー事業

2618 東京都 株式会社曙橋土地建物 2011603001051 不動産賃貸経営からオンライン中心の不動産仲介業への進出

2619 東京都 壱市コンサルティング 中小企業診断士2次試験専門のオンンライン対策講座の集客事業

2620 東京都 買いクル杉並店　便利屋！お助け本舗杉並荻窪店 非接触サービス新規顧客開拓・販路拡大

2621 東京都 佐倉治療院 治療院が新たに取り組むオンラインを活用した集客施策

2622 東京都 アルマンビズ合同会社 4012703002136 ECサイトによる新しい事業の展開・営業効率化

2623 東京都 ラジャアンパット合同会社 7020003015177 It’s my cup of tea

2624 東京都 株式会社ＷＩＬＬ　ＪＡＰＡＮ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2011101059170 水素水サーバー販売をサポートする顧客管理システムの導入

2625 東京都 合同会社ロジックラボラトリー 8030003012890 新規事業「パートナー育成支援」の非対面営業活動の強化計画

2626 東京都 Ｒｅａｌ合同会社 4010703005844 動画コンテンツの活用による非対面型運営支援

2627 東京都 株式会社デルソル 1011801037377 オンライン化による名簿販売事業

2628 東京都 鴨下療法所 歩行補助具のEC販売とネットでの歩行指導の非対面事業

2629 東京都 ジェイサウンズ コロナ禍に対応するためのサウンドエンジニア事業

2630 東京都 Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ株式会社 2011001142324 対人接触機会低減及び利益創出の為のHPとECサイト構築

2631 東京都 細野商事株式会社 9011601006302 LPWA通信機の設置推進によるガス事業の生産性の向上

2632 東京都 合同会社Ｓａｗａｍｉｉｙ．ｃｏｍ 7010003029640 非接触での営業を可能にする、サイトおよびSNS新規作成・運営

2633 東京都 株式会社ａｉｒｉｐｉ 3012701016618 オンライン集客コンサルティング講座の開発と広報事業

2634 東京都 ｂａｒ　ａｉｒｉａ 自社製造のお弁当を受注・事前決済できるHPの構築とSNS活用

2635 東京都 株式会社小笠原商店 9012401032125 「癒しのクラフトビールを自宅、イベントへお届け」商品開発

2636 東京都 有限会社協進防水 3011302002696 WEBサイト構築による非対面営業を用いた新規販路開拓

2637 東京都 スイートキッチン 事前予約アプリの利用者促進に向けた販促強化による感染拡大防止

2638 東京都 インユナイトサロン合同会社 6010703006122 営業コンサルティングサービスの非対面化推進事業

2639 東京都 大森研一 映画関連グッズSEサイト事業

2640 東京都 笹森大生 独自サイトで顧客要望に合ったパーソナルレッスン事業を構築する

2641 東京都 ファシアータ アクセサリー事業オンライン展示会への出店、それに関わる広報費

2642 東京都 ＵｎｄｅｒＳｔｅａｍ合同会社 3012403005209 小中規模スーパーマーケットと提携したネットスーパーの開設

2643 東京都 佐藤信二 映像制作サービス

2644 東京都 株式会社ＩＮＣＥＰＴＩＯＮ 2011101096734 非対面での人材紹介とその集客

2645 東京都 ３Ｒｅｅｅ合同会社 4010403022289 寺院向け顧客/会計管理のクラウドシステムの開発/販売 事業

2646 東京都 ｓｕｇｏｍｏｒｉ クリエイター作品販売促進のためのオンライン・サイトの設置

2647 東京都 ラクセル合同会社 6013303003720 ＳＮＳを融合した自社の新規サービスを拡大するためのサイト作成

2648 東京都 Ｃａｓａ　ｄｏ　Ｖｉｎｈｏ 感染対策に十分配慮したポルトガル・日本ワインの販売促進事業

2649 東京都 コネクト　エス わーぷれ情報発信2.0

2650 東京都 株式会社アートジャンキー 1012401023123 防災×コロナ禍で命を守る商品をネット販売する為の新規事業
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2651 東京都 ＧＩＦＴ　ＡＬＬ合同会社 6013103001008 ドローン・マターポート事業のオンライン商談システム導入

2652 東京都 樗木邦彦事務所・スタジオオオテキ パーソナルトレーニングジムの低感染リスク型ビジネスへの転換

2653 東京都 Ｓｔａｒ　Ｉｎｃ．株式会社 3011001133223 テイクアウト・デリバリー開始による売上拡大計画

2654 東京都 合同会社グッドソリューションズ 2011003011460 動画配信者新規獲得サイト制作

2655 東京都 株式会社古都 7120001060512 不動産セミナーを介した親子で学ぶ投資セミナー

2656 東京都 有限会社恵愛商事 1010102002347 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

2657 東京都 株式会社Ｍ．Ｈ．ＷＯＲＬＤ 8010401153586 ヘルスケアブランドの商品開発及びECサイトによる販売拡大事業

2658 東京都 株式会社響楽 2011401020410 インターネット広告で新規顧客開拓

2659 東京都 株式会社ｓｔａｎｄ　ｕｐ 5011001142949 野外では食べられない揚げたてを移動販売車で提供する。

2660 神奈川県 有限会社グローバルフュージョン 8020002057153 地元野菜のフレンチ総菜テイクアウト販売導入事業

2661 神奈川県 る・ぷらん 冷凍パンセットのネット販売のための量産体制設備と販売促進

2662 神奈川県 カジュアルイタリアンＣａｐａｃｅカバーチェ キッチンカーを用いたB級グルメの移動販売による販路開拓

2663 神奈川県 株式会社ＦＴＳ 3020001052969 遺体保管庫導入で受注件数増による対人接触減少の家族葬へ転換

2664 神奈川県 セブンスターエステート株式会社 7020001119509 宅地建物取引士が非対面内覧・IT重説を実現するサイト構築事業

2665 神奈川県 お菓子工房あん・プティ・ふる～る アレルギー対応したSスイーツのECサイトの構築・ブランド強化

2666 神奈川県 久保田愛 新商品開発＆ネット販売で感染防止と対人接触減少を実現

2667 神奈川県 Ｒ・Ｋカントリー株式会社 3020001124173 マイクロツーリズムにも対応する横浜中華街食事券システム構築

2668 神奈川県 Ｍｕｓｉｃ　Ｂａｒ　ＧＥＮ－Ｕ Webを活用したオンライン音楽教室開講による経営改善計画

2669 神奈川県 平山留美のきものサロン リメイク着物の再販に向けた集客と着物ブームの火付け役に

2670 神奈川県 株式会社えんけい 3021001008077 本格アメリカBBQ料理のプロが手がける、新商品展開

2671 神奈川県 株式会社イヌと暮らす 9021001071870 接触機会削減のための無人販売化および「密」回避化計画事業

2672 神奈川県 有限会社ツノダ製作所 3020002039172 ホームページ開設と予約システム導入による非対面集客事業

2673 神奈川県 株式会社みゆき鮨 7021001016679 安心してご利用いただけるお店づくりで売上拡大

2674 神奈川県 ななつ星 お家でキレイを！「オイルストレッチスクール」オンライン化事業

2675 神奈川県 エステティックサロン　えぽっく 地域初！痩身マシンによるセルフエステ対応女性専用サロンの構築

2676 神奈川県 ＢＡＲ　ＢＲＥＥＺＥ Ｂarのテイクアウト専用窓口の整備事業

2677 神奈川県 プラズマーレ株式会社 2020001075335 作り立て瞬間冷凍【酒肴＆惣菜】テイクアウト商品の販売事業

2678 神奈川県 有限会社アプローチ 8020002077366 オリジナル菓子容器通販とOEM商品のWEB注文開始で経営回復

2679 神奈川県 画装コビトのくつ 対人接触事業下でも持続化できる体制構築

2680 神奈川県 エキゾチカ　スープアンドバー 地元に根付くレストランの事業展開としてテイクアウト事業の改良

2681 神奈川県 株式会社ＬＩＢＥＲＴＹ 8021001067936 ECサイト・予約機能付きホームページの構築

2682 神奈川県 株式会社羽床総本店 6021001043476 新ECサイトの構築によるカジュアルギフト市場への参入

2683 神奈川県 ヒトコトデザイン株式会社 9021001054966 無人販売機によるスポーツクラブ向け食品「スポめし」の販売事業

2684 神奈川県 株式会社フラップステージ 8021001008691 公立中高一貫中学受験対策オンライン授業による新規販路開拓

2685 神奈川県 ナッツナッツデザイン オリジナルデザインの国内外向けアパレルECサイトの導入

2686 神奈川県 株式会社Ｗｉｌｌ　Ｆｕｎ 4020001109264 アレルギー対応の菓子製造及びネット販売事業への取組計画

2687 神奈川県 株式会社あい庵 7021001051874 テイクアウト、デリバリーの売上拡大のための専用カウンター設置

2688 神奈川県 湘南ＳＳＴＭ合同会社 9021003005463 ICTを活用した音楽教室の新たなプラットフォームの開発と展開

2689 神奈川県 株式会社グレイスフルマインド 2020001124694 飲食店におけるセルフオーダー化の実現

2690 神奈川県 木村板金株式会社 3021001018423 営業マンに依存しない案件獲得のシステム構築及び非対面の拡充

2691 神奈川県 株式会社ブロー 6021002023898 オンラインカタログの展示、見積システム構築による販売強化

2692 神奈川県 ＫＥＹＳＴＯＲＹ 顧客管理システムとメール自動配信システムのサポート事業

2693 神奈川県 アンブラ 声優一人ひとりの個性を活かすための集客ならびにシステム開発

2694 神奈川県 フカダパスタ テイクアウト事業を本格化、ポストコロナに向けた取り組み

2695 神奈川県 ラマ オンラインシステムの導入による顧客管理と非接触型販路の拡大

2696 神奈川県 プラタナスの木株式会社 9021001059461 「体づくりと健康維持」非接触双方向サポートアプリ開発

2697 神奈川県 株式会社日東ディード 1020001021257 【Webリニューアルによる対人型販売から環境型販売への変革】

2698 神奈川県 五心堂 絵蝋燭のネット通販による新規顧客獲得・売上V字回復計画

2699 神奈川県 株式会社パイニイ 9021001001737 固定客及び顧客拡大の為のテイクアウト販売強化

2700 神奈川県 有限会社黒羽表具店 2021002019710 自社・工務店・ハウスビルダーのオンライン営業支援事業
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2701 神奈川県 いけのや POSシステム活用による生産性の向上と中食の販売強化

2702 神奈川県 タベルナ　デンデン 非対面・非接触による新しい売上をECサイト運営することで創出

2703 神奈川県 株式会社ウェディングベル企画 6021001035985 「動画で、音声で伝える会話術」オンライン講座とサイト構築

2704 神奈川県 森下由貴 オンラインでも音楽レッスンを！販路開拓用ページと対応教材制作

2705 神奈川県 アキハバラデイパートナーズ アキバ系コンテンツのオンライン販売

2706 神奈川県 有限会社ドゥーブジャパン 1021002052563 3Dサンプル製作の内製化による新商品開発のプロセス変革

2707 神奈川県 ネオ　フラワーズ 感染リスクをなくす！ヒーリングのオンライン化と広報事業

2708 神奈川県 株式会社いかす 5010401117412 簡単に料理に使える、美味しくて栄養価の高い有機野菜の乾燥事業

2709 神奈川県 アグリリンク コロナ禍における自社生産体制構築による収益確保と品質管理向上

2710 神奈川県 からあげとさか 非接触型営業の強化の為のデリバリー開始とテイクアウト窓口設置

2711 神奈川県 ボガスティーズネイル コロナ対策強化のためのネイルサロンリニューアルオープン

2712 神奈川県 ふれあいサービス株式会社 7020001137072 貸し会議室事業におけるメンテナンス管理生産性向上アプリ開発

2713 神奈川県 株式会社南信社 6020001073764 タブレット等と設計ソフト導入で対人機会減と迅速サービスを提供

2714 神奈川県 次世代型個別学習塾シータ コロナ禍に負けない！持続可能な学習サービスの提供

2715 神奈川県 株式会社ＡＮＨＯ 5020001139640 『日本未上陸のブランド品』を販売するECサイトの構築、運営

2716 神奈川県 ｐｅｔｉｔｅ　ｆｌｅｕｒ　彩 お花の教室を対面運営から新規非対面オンライン教室で販路開拓

2717 神奈川県 ユウエル株式会社 9020001142062 入塾検討の小中学生向け正誤データ蓄積可能な基礎計算アプリ開発

2718 神奈川県 株式会社マジックスティック 6020001109188 オンライン・ハウスクリーニング相談の為のホームページ作成

2719 神奈川県 有限会社浜口建装 4020002098614 採用活動や面談に活用できるオンラインシステムの導入・活用の為

2720 神奈川県 カフェ坂の下 テイクアウト/お土産商品販売のためのキオスク型小屋の改修工事

2721 神奈川県 リラマ 非接触の為のセルフ美容サービスと美顔器オンライン販売事業

2722 神奈川県 申請していません 自社ブランド販路拡大の為のEC開設と販促および新製品開発

2723 神奈川県 ＬＩＧＨＴ　ＡＮＤ　ＷＯＮＤＥＲ 新生児ドレスのネットショップNouveau Matin新設

2724 神奈川県 株式会社三崎まぐろ 1021001070913 一人でも多くの方に安心・安全の三崎まぐろを届けるEC販売事業

2725 神奈川県 株式会社小泉板金 7021001054852 戸建屋根リフォーム工事の強化による事業拡大を推進！

2726 神奈川県 Ｋプレシャス株式会社 6020001088044 完全個室・完全予約制「ヘアビューティーNew1」

2727 神奈川県 ｍ．ｆｌａｎｎｅｌ 新規オンラインヘアメイク講座の販売促進

2728 神奈川県 川名操体治療室 産後ケアからシニア世代も対応、尿漏れケアサポートの多角的事業

2729 神奈川県 ヌードルワークス株式会社 6021001060959 「おうちで大分豚骨ラーメン」の冷凍自販売機設置とPR事業

2730 神奈川県 有限会社長島巧芸 1020002024408 看板遠隔診断・相談サービス

2731 神奈川県 特定非営利活動法人神奈川県障害者自立生活支援センター 9021005004059 オンライン研修やオンライン相談などの新サービスの展開

2732 神奈川県 有限会社ハルカナ 3021002028438 大型冷蔵庫への切替と自動水栓化工事

2733 神奈川県 食楽ＢＮＳ株式会社 9020001097637 マンション住民向けのサブスク型食事サービス事業

2734 神奈川県 ＤＯＧ　ＳＡＬＯＮ　Ｆｌｕｆｆｙ（フラフィー） 対人接触機会減少ため、個室ブース設置と機材の導入

2735 神奈川県 美幸産業株式会社 5020001052455 非対面で作業報告や作業写真を確認できるwebシステム構築

2736 神奈川県 七富士軒 主に女性と独居高齢者の為のオンライン栄養指導促進事業

2737 神奈川県 三浦パン屋　充麦 対人接触を減少させ認知度向上が図れる販促策とＥＣ事業への展開

2738 神奈川県 Ａｌｏｈａ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 3020001091083 「ご家庭で本場ハワイの味を」

2739 神奈川県 株式会社インテグレイト 8021001072754 「裏テラス」拡充と賑わい創出及びテイクアウト商品の開発事業

2740 神奈川県 ｅｎ景観設計株式会社 8010401111602 レンタルグリーンのオンライン販売及びオンライン相談サイトの構

2741 神奈川県 ねずみとうさぎのだいどころ チラー導入による衛生的なテイクアウト事業構築と周知の為のHP

2742 神奈川県 Ｌｏｅｉｌ 非接触型セルフサービスの導入と感染リスク低減のサロンづくり

2743 神奈川県 フォルトゥナータ グローバルな瞑想導入での市場拡大事業

2744 神奈川県 アピステクノロジー株式会社 4020001048421 ネット販売PR

2745 神奈川県 ｎａｕｍｏ ラザーニャを主とした手軽で本場のイタリアン料理のデリバリー

2746 神奈川県 まるごとメニュー＆Ｗｅｂ株式会社 2020001084831 対面打ち合わせ不要の販促物制作オーダーシステム構築

2747 神奈川県 合同会社ＲＥＶｅａｒｔｈ 2020003014308 デジタルツールによる完全非対面の宿泊手続きと業務効率化の実現

2748 神奈川県 株式会社Ｇｒｅｅｎ　ＣｏｎｎｅｃＴ 9021001069733 キャディの募集育成およびEC販売のサイト構築によるビジネス拡

2749 神奈川県 藤工房 オープンカフェエリア増設による新規・離反客獲得事業

2750 神奈川県 株式会社ロフティー 9021001058637 非対面設備導入と新規サービス開発による販路開拓
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2751 神奈川県 デイズ鵠沼 従来の飲食店経営の他に第二の柱で収益を生み出す取組み

2752 神奈川県 有限会社翠葉商事 5020002060696 ネット販売による熟成翠葉餃子の提供で売上回復につなげる

2753 神奈川県 ゆたか整骨院 コロナ渦でも安全な、新しい事業展開への取り組み

2754 神奈川県 株式会社スーパーセッション 8020001010121 家でもサロンでも最高のキレイを提案するＥＣサイト活用

2755 神奈川県 多摩ダンス学院 非対面型の社交ダンスレッスンによる感染防止と新規受講生獲得

2756 神奈川県 株式会社ローカルフード 5020001098077 管理システム導入によるレストランカフェの統合管理と売上向上

2757 神奈川県 ＡＲＴ オンラインを活用し安心して依頼できるクリーニング事業の拡大

2758 神奈川県 有限会社横浜漁亭 8020002051247 個室で「東京湾ふぐコース」「東京湾魚コース」事業

2759 神奈川県 株式会社大幸工務店 7012301012138 オンライン商談予約ツールの導入で新規顧客獲得を促進

2760 神奈川県 株式会社Ｓａｆａｒｉ 9021001055279 非接触型シャンプーオートシステム・ドライヤーマシン導入

2761 神奈川県 株式会社ナックプランニング神奈川 2020001086852 住宅メンテンナンスに関わる全ての相談を引受けるWebメディア

2762 神奈川県 中島勇一 事業のオンライン化による販路開拓

2763 神奈川県 東日本ハウジング株式会社 9021001022774 不動産オンラインセミナーによる自社独自の販路開拓

2764 神奈川県 そら オンラインきものdeどれす®認定着付師講座

2765 神奈川県 株式会社エクラスト 5020001107168 ご当地缶詰スイーツのオンラインによるＯＥＭ受託事業

2766 神奈川県 ＫＭ７Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 既存HPリニューアルで動画制作・編集のオンライン講座を販促

2767 神奈川県 伊藤正臣 人少ない非観光地の魅力的名所見所紹介!予約制人力車ガイド事業

2768 神奈川県 しあわせ工房株式会社 1020001069255 リフォーム特化サイトによるオンライン受注の新規顧客獲得計画

2769 神奈川県 株式会社リエアオキ・ドットコム 1010001180112 オンライン化とウェブ新メニュー開発でコロナ禍を乗り切る

2770 神奈川県 株式会社コンフォート 8021001034985 非対面型BBQサービスの提供

2771 神奈川県 Ｌｙｒａｐｏｎｏ おうちde美容、オンラインホームケア専用サイト構築

2772 神奈川県 はりきゅうマッサージ　シーベルズ大磯 非接触によるセルフ式新メューの開発と施術ベッドの稼働率向上

2773 神奈川県 オヤマダイニング合同会社 5021003004502 通信販売用の新商品開発とオンライン打合せによる販路拡大事業

2774 神奈川県 株式会社もくもく 1020001143076 「オンライン会議が出来る自習室」のための設備導入とＰＲ事業

2775 神奈川県 ランドユーズコンサルタント株式会社 2020001123151 非対面不動産案内・飲食宅配システム及び宅配用新商品開発事業

2776 神奈川県 有限会社ワイツー 6020002051587 オリジナルECサイト制作・営業とインスタグラムの制作・運営

2777 神奈川県 ブライスワーク合同会社 6020003016762 各種講座オンライン化・フランチャイズ加盟による非接触事業導入

2778 神奈川県 エアーブラシスクール　アイ；ゴウ 多機能DXツールによるスクールオンライン化　家でも夢を描こう

2779 神奈川県 株式会社Ｃｈｅｒｉｓｈ 9020001094015 ＥＣサイトを導入！非対面でもお客様のセルフケアをサポート

2780 神奈川県 株式会社ＶＩＶＩＤ 8020001057906 自動印字検査装置の導入による製造現場の対人接触の減少と効率化

2781 神奈川県 株式会社ナイアー 2021001068881 AR技術を用いて開発した商品をLPと動画を活用し販路拡大を図

2782 神奈川県 株式会社Ｂｅ－ｎｏｓ 7020001131851 まつげエクステサロンの個室化、HPで周知し集客増加

2783 神奈川県 株式会社クインズウエイ 7021001040225 感染対策により特化したワーキングスペース運営事業

2784 神奈川県 ナオリュウ 無観客オンラインライブの開催で、新規ファン獲得

2785 神奈川県 中垣真衣子 快眠を支援するオンラインサービスの販売促進事業

2786 神奈川県 うのじ いつでも買える自動販売機で自宅の食事をお手伝い

2787 神奈川県 よりみちクラフト SDGsクラフトビール・サワー等をキッチンカーで販売する事業

2788 神奈川県 株式会社ａｇａｔｅ 6020001130045 リモート現地調査による事前確認不要のシャッター電動化工事

2789 神奈川県 ビズ・エキスパート株式会社 4021001008472 新型コロナ感染リスクゼロと営業効率向上を実現する研修講師業

2790 神奈川県 株式会社ｍｅｒｃｉ 3020001128488 新規顧客獲得のためのブランディング動画制作とWebサイト制作

2791 神奈川県 株式会社スズコー 9020001005228 オンライン型の【健康住宅士】研修

2792 神奈川県 浅野　恵 「山羊さんのオーガニック石鹸」の輸入とオンライン販売

2793 神奈川県 武田塾新杉田校 コロナ禍での非対面セッション・Web広告による顧客獲得事業

2794 神奈川県 アジュールコンサルティング株式会社 2020001140502 ショッピングモールの接客研修オンラインシステムの構築

2795 神奈川県 焼き鳥一番久里浜店 タッチパネル式注文の導入による接触機会減少とニーズへの対応

2796 神奈川県 横濱金沢ブリュワリー 地産地消オリジナルクラフトビール自宅のみ用瓶詰め転換事業

2797 神奈川県 加圧ルーム武蔵新城 移動、接触、感染リスクゼロのオンラインパーソナルトレーニング

2798 神奈川県 株式会社匠美 3020001124586 オンラインシュミレーションを活用しリフォーム工事の受注拡大

2799 神奈川県 コミュニティ婚活株式会社 2020001143926 WEB 活用による顧客×顧客、顧客×地域×企業のつながり作り

2800 神奈川県 焼肉市場まつだ 感染対策に伴う非接触型テイクアウト事業の拡販
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2801 神奈川県 富士リアルティ株式会社 2021001001909 コロナ予防も万全！SDGｓな木造建築の魅力をSNSで拡散

2802 神奈川県 海の家くまざわや 海の家における貸切ウエディングの開催事業

2803 神奈川県 ｓｈｏｐ．Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ 対人接触機会を減少させる半個室サロンづくりと集客事業

2804 神奈川県 眞田和樹 オンラインスマホ教室&アクセサリー販売ECサイト構築

2805 神奈川県 学習塾樹の会／ジンジャーとピクルズや 顧客のニーズに応える、テイクアウト事業の強化

2806 神奈川県 キャンディーダイス ヨーヨーのオンライン講座動画作成とブランドアピールHP構築

2807 神奈川県 キャンゴーレンタカー 通信環境改善による対人接触機会減少と作業効率化

2808 神奈川県 有限会社アート・ヴィレッヂ 4020002069160 リフォームオンライン見積もり、相談サービス専用WEBサイト

2809 神奈川県 有限会社実鈴 8010402035123 梅エキスの通信販売強化による販路開拓

2810 神奈川県 カレーハウスココ壱番屋小田原鴨宮店 セルフオーダータブレット導入事業

2811 神奈川県 プロミネントジャパン株式会社 8020001015938 ネイルトリートメントオイル開発及び非接触販売

2812 神奈川県 ハセガワークス ジビエおかずセットの自社通販サイトの立上

2813 神奈川県 シーウィズケイ株式会社 8030001124003 「似顔絵スタンプ」販売のためのEC事業および商品開発

2814 神奈川県 白清舎 「そよ風仕上げ」を携え、非接触型宅配サービスの開始と定着事業

2815 神奈川県 Ｍａｒｋストア 非対面での新たな販売ルート構築と自社買取販売サイトの立上げ

2816 神奈川県 高越博子 ドライフラワー・ドライフルーツの製造・非接触型販売事業

2817 神奈川県 牧田商事株式会社 8021001009525 テイクアウト販売のために店舗内外装工事

2818 神奈川県 有限会社バンブージョインツジャパン 2020002074757 ホームページ再構築に伴うECサイト立ち上げ

2819 神奈川県 Ｏｆｆｉｃｅ　ＥＲＩＫＯ 集客・セミナー・講座のオンライン（非対面化）計画

2820 神奈川県 横浜整骨院 郊外である鎌倉に感染予防対策を施した完全個室型施術院の開設

2821 神奈川県 カラコル　フードネット 産直オンラインレッスン＋食材と道具のネット通販

2822 神奈川県 ハッピーフード株式会社 4011101091907 非接触型の注文システム導入による集客向上

2823 神奈川県 株式会社ツキオン・エンターテイメント 3020001044553 ミュージックビデオの制作とECサイトのリニューアル

2824 神奈川県 株式会社Ａｓｔｅｅｌ 9020001138176 ソフト導入による作業効率化と在宅による対人接触機会減少事業

2825 神奈川県 有限会社イズモ写眞館 2020002029018 証明写真のスピード作成、データ納品もスマホで簡単

2826 神奈川県 株式会社りりー 2021001061985 ポストコロナを踏まえたオンラインカウンセリングの導入と広報

2827 神奈川県 薫る野牧場 牛乳充填機の導入による、製品の生産効率向上・販路開拓事業

2828 神奈川県 ＩＮＣＳ オンライン3DCAD講習を実施、動画を活用した教材・宣材作成

2829 神奈川県 有限会社嶋工業 8020002106629 コロナ禍における採用活動の活性化と事業拡大への挑戦

2830 神奈川県 株式会社コノラボ 1021001074955 オンラインでプレゼンテーションスキル指導を可能にする環境構築

2831 神奈川県 株式会社まぐかっぷ 5020001134947 ベランダファーム（家庭菜園）の推進

2832 神奈川県 Ｒａｉｎｂｏｗ５５　Ｓｈｏｐ コロナ感染拡大を乗り越えるためのEC商材の取扱い体制拡充事業

2833 神奈川県 ＭａｓｕｍｉＣｏｏｋｉｎｇ ヘルシークッキングスクールのオンライン化とＷｅｂ広告事業

2834 神奈川県 合同会社Ｔ．ＤＩＮＩＮＧ 7020003021324 モバイルオーダーシステム、テイクアウトの導入。

2835 神奈川県 加藤花鈴 オンライン事業拡大の為のPR及びレッスン内容改革

2836 神奈川県 三宅　芙沙子 顧客の新規開拓、継続購入のためのECサイト作成

2837 神奈川県 プロスパーサムヒャクネンセイタイサロン セルフ形式を導入した整体サロンの開業

2838 神奈川県 株式会社ＵＦＰ 4020001103622 新規通販事業の立ち上げと商品開発「我が家で黒毛和牛」

2839 神奈川県 株式会社ＧＥＮＴＥ 1011001095721 ＳＮＳを利用した宣伝活動で自社配送をアピール（集客と採用）

2840 神奈川県 アップデート 今のあなたをもっと輝かす「まるごと魅力UPプログラム」

2841 神奈川県 株式会社Ｄ’ｓ－Ｎｅｘｔ 6020001115137 オンライン予約の開始と顧客カウンセリング活動の強化

2842 神奈川県 オステリアパーチェ 新型コロナウィルス感染症への対策を行った業態転換

2843 神奈川県 ＩＲＩＥＫＩＴＣＨＥＮ　ＮＡＮＡ　ＮＯ　ＭＯＥ 無添加・自家製麹でお客様に健康をお届けするキッチンカー事業

2844 神奈川県 須賀原亜星 ホームケアを充実！自粛期間中でも本格的なおしゃれを楽しむ！

2845 神奈川県 アロマテクノ株式会社 5021001031036 紅茶製品の販売、委託製造をHPを通し、新規顧客を獲得する。

2846 神奈川県 ｍａｇｎｅｔ リモートワーク客が安全快適に過ごせる可動式間仕切りブース設置

2847 神奈川県 合同会社ファーズ 7021003010424 有名スケーターによる個人レッスンのオンライン化で世界展開！

2848 神奈川県 松本由香 メタバースと予約システムを使い非対面による美容セルフケアを実

2849 神奈川県 和いず亭 感染リスク低減のための自動販売機による冷凍ラーメン販売

2850 神奈川県 ＣＦＭ株式会社 7021001051890 積算システムを導入した接触機会の低減及び生産性向上事業
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2851 神奈川県 浜土地株式会社 3020001085408 コロナ対策万全のアピール！非対面での集客増加事業

2852 神奈川県 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＴＲＡＤＩＮＧ 6020001121473 通販活用こだわり水産食品専門店「ひめ菊北鎌倉」開店とP R

2853 神奈川県 ＣＬＯＶＥＲ株式会社 1021001069204 感染症に負けない健康づくりをサポートするジムの展開戦略

2854 神奈川県 地域創生Ｍｅｄｉａ＆Ｃｕｒａｔｉｏｎ合同会社 8021003009829 QRコード付きのチラシを活用した地域密着型経営支援の実施

2855 神奈川県 ビーンズファミリー株式会社 3020001112590 オンラインオフライン保育サロンアプリケーションの開発

2856 神奈川県 株式会社ティーアーチ 9021001062548 県内初！ワンストップによるリフォーム営業代理の構築の実現

2857 神奈川県 サードプレイス 「人生100年時代を豊かに生きる」オンライン講座

2858 神奈川県 以心麺心 食事スペース拡大と作業効率アップのための店舗改装事業

2859 神奈川県 マリアージュサンドリヨン横浜 オンライン婚活講座による30～40代の認知拡大と集客回復

2860 神奈川県 花素心 鍼灸治療ボディケア出張施術の接触時間短縮と治療効率の向上

2861 神奈川県 小田原本店山﨑接骨院 水素酸素吸入器による患者の早期回復で顧客満足度と収益力を向上

2862 神奈川県 たくたか 自動販売機の導入

2863 神奈川県 シーピンクカンパニー 楽曲＆映像制作による新規顧客獲得に向けての事業展開

2864 神奈川県 株式会社リケン 1020001136063 非接触型オンライン商談開始に伴う告知用・案内用のwebサイト

2865 神奈川県 竹内手技治療院 完全個室施術場所確保の為のテナント移転

2866 神奈川県 ｃｉｅｌｉｓｍ 感染リスク低減メニュー導入・安心プライベート空間で顧客アップ

2867 神奈川県 ＦＡＮＣＯＮＩ　ＭＩＣＨＡＥＬ　ＪＯＨＮ 英語チャンネル事業「FALCON ENGLISH」

2868 神奈川県 吉浦芳一 非接触型音楽制作環境のシステム・環境構築

2869 神奈川県 森島 非対面型初心者向けコンサルタント育成プログラム構築と有料集客

2870 神奈川県 ＴＹ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ａｄｖｉｓｏｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ 専門的サービスの映像化によるコンテンツの非接触型環境構築事業

2871 神奈川県 株式会社ジャパンリノベート 2021001062579 ホームページ改訂：リフォームクリニック事業

2872 神奈川県 株式会社ビズポート 1020001133077 求職者とのオンラインコンサルティングによるホテル人材の活性化

2873 神奈川県 株式会社ＯＮＥ　ＷＯＲＤ 3010901046757 自社ECサイトの構築とニッチ分野へ進出で収益向上の広報戦略

2874 神奈川県 塩ホルモン焼肉炭備 「24時間非対面販売」を実現する冷凍自動販売機の導入

2875 神奈川県 ダイアナメルシ 女性の美と健康を非対面補正下着販売のオンライン化で売上回復

2876 神奈川県 株式会社レゾンデートル 7020001111515 ECサイトページ構築及び再構築による販路拡大

2877 神奈川県 匠外装株式会社 1020001143051 Webサイトリニューアルによる非対面の業務受注方法の確立

2878 神奈川県 びーらいふ整骨院 短時間で効果が得られる非接触型電気治療機器導入による新規獲得

2879 神奈川県 堀井直子 ECサイト構築によって非接触販売構築事業

2880 神奈川県 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 会員向け動画の制作・公開により、非接触指導による会員数増加

2881 神奈川県 有限会社北川デンタルラボラトリー 4020002011592 デジタル化対応で、安心・安全でスピーディーな歯科技工物の提供

2882 神奈川県 オフィスモコ 有料動画配信J-POPプロモーション事業

2883 神奈川県 株式会社日本コーディネートセンター 6021001043575 コロナ禍でも安心のオンライン学習サイト構築事業

2884 神奈川県 長谷川亜美 オンラインスクールの開校とHP及び動画制作

2885 神奈川県 株式会社神山企画 9020001141808 お金と住宅の相談で夫婦仲もよくなる！金融相談のオンライン化

2886 神奈川県 太田文子税理士事務所 リモートワークによる低感染対策と売上向上のための施策実施

2887 神奈川県 株式会社ＣＯＳ 7020001137262 感染防止を重視した、完全個室パーソナルジムのWEB販促事業

2888 神奈川県 景徳鎮新館 テイクアウト事前オーダーシステム構築による販路拡大の事業

2889 神奈川県 株式会社ニライカナイ 6020001136570 「抗菌デオドラントNEO」の開発・販売によるEC事業の拡充

2890 神奈川県 ヘアーメイクニュー オンライン美容と婚活アドバイス事業

2891 神奈川県 有限会社おしうみ建築 5021002052329 「安全屋根調査サービス」のための機器導入

2892 神奈川県 合同会社ソース 1021003010727 美容室がオンライン相談を開始！「髪質改善」を全国のお客様に

2893 神奈川県 ウィズ・ユー 非対面の添削指導を軸とする硬筆・毛筆の生涯教育事業

2894 神奈川県 株式会社Ｋｌｏｓｉｒ 1021001050816 非接触型ウエディングドレスオーダー・レンタル衣裳店の開設運営

2895 神奈川県 ＰＲＡＬＥ・Ｊａｓｐｅｒ オンラインを活用したEC事業の新規参入と新商品開発事業

2896 神奈川県 株式会社エネブルーム 4020001140079 東南アジア向け省エネ機器の拡販を訪問型から非接触型へ転換

2897 神奈川県 時間りのべ株式会社 8020001142889 オンライン販売による新規顧客獲得に向けたECサイトの構築

2898 神奈川県 ＣｈｏｔｔｏＹｏｋｏｈａｍａ株式会社 5020001125616 お客様・従業員のソーシャルディスタンスを確保した店舗展開

2899 神奈川県 新井アトリエ一級建築士事務所 対人接触を減らした緑溢れるオリジナルな家づくり

2900 神奈川県 株式会社ＫＴＵ 7020001141586 店舗改修による個室型パーソナルトレーニングコースの新設事業
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2901 神奈川県 株式会社Ｉｎｆｙ 7020001140381 忍感染対策改装事業

2902 神奈川県 鎌倉レジデンス株式会社 1021001049296 伝統的な禅空間でテレワークを!ミニ数寄屋組立キットの広報事業

2903 神奈川県 柱本　茜 造花レンタルブーケ製作とホームページ製作と広告事業

2904 神奈川県 株式会社神明商事 8021001001085 藤沢市に特化したECサイトの構築

2905 神奈川県 フロンティアリゾート株式会社 9020001141213 顧客打合せのオンライン化＆個室化による非接触型営業活動の実現

2906 神奈川県 有限会社田代 9021002003245 テイクアウト事前決済を導入し感染防止と売上増加を実現

2907 神奈川県 ＫＩＫＵＲＩ 本来の自分で生きる人を増産するためのプロジェクト

2908 神奈川県 Ｍｅｔｅａｌｌ 宅配買取のホームページ集客およびECモール販路拡大事業

2909 神奈川県 リバーサイドベース合同会社 6020003014915 レンタルスペースを活用したDtoCブランド展開の支援事業

2910 神奈川県 株式会社シャイニング・プロデュース 3021001073063 新塾探し・学習相談サイト『コベツの窓口』運営と会員集客事業

2911 神奈川県 ＫＡＺＯＯ オンライン対応化推進事業

2912 神奈川県 フラワーリングアーツ オンライン化による対人接触機会減少＆広告による売上向上事業

2913 神奈川県 ぷるんぷりん JetB株式会社提供のサービス利用

2914 神奈川県 ｇｌｏｕｔｏｎ 新生児写真の出張撮影

2915 神奈川県 ヒーローズ綱島校 近未来型オンライン・対面授業のハイブリット個別指導

2916 神奈川県 ハーラウフラオモアニアニ あんしんハワイアンカルチャースクール＠ホーム

2917 神奈川県 有限会社ネスコジヤパン 8021002066128 「少数精鋭部隊のリモート作業」の為のIT及び作業用設備投資

2918 神奈川県 株式会社未来Ｍｉｘ 6020001138600 子供向け通信教育の導入による低感染リスク事業への転換

2919 神奈川県 東神ハウス株式会社 6021001013280 非接触型提案ブースの設置、及びPRのためのHPリニューアル

2920 神奈川県 合同会社ファミリータイズ 9021003010769 抗菌リーフレットの作成及び商談用 LP・施設紹介用動画の制作

2921 神奈川県 ａＶｉｎｔａｇｅ 業界20年のプロが厳選するヴィンテージ古着の通販サイト

2922 神奈川県 コウショウダイリサービス 完全オンライン完結型！英会話レッスン配信

2923 神奈川県 株式会社Ｍｙ　Ｓｔａｎｄａｒｄ 6010001205260 アンティークコイン販売事業のEC化による非対面型

2924 神奈川県 オレンジツリー合同会社 7020003016349 かざす非接触型映像認識機能アプリの開発＆運用と販売

2925 神奈川県 株式会社ｗｅａｒｃｏｏｒｄ 9020001142392 3Dオンライン試着サービス[wearcoord]

2926 神奈川県 Ｄｅａｒｌｉｙ株式会社 3020001132382 絵本の世界観を利用したオリジナル商品販売ECサイトの構築

2927 神奈川県 小林　夏樹 弁護士事務所に向けたオンライン医学鑑定受注システムの構築

2928 神奈川県 のとやん 新規WEBサイト制作、店舗内コロナ感染防止対策備品

2929 神奈川県 有限会社旭印刷 2021002017524 “紙だけの印刷会社”からの脱却と非対面営業による感染対策

2930 神奈川県 ブルーブラック 「美味しいをお家で海で」のための自動販売事業

2931 神奈川県 株式会社華団 6020001142627 「お家時間には和菓子をどうぞ！」ECサイトの制作事業

2932 神奈川県 有限会社美然 4020002052125 宅配・持ち帰りのための準備と宣伝事業

2933 神奈川県 株式会社Ｍｏｉｓｔｅａｎｅフォー・エム・リン 5021001024469 感染症対策の徹底された、安心した打ち合わせのための改装

2934 神奈川県 株式会社アークラス 6020001116119 対面回数を極限まで減らすためのLPの制作及び設置

2935 神奈川県 ちゃわんむし合同会社 2021003010321 ブランディング向上を実現する企業向けオンラインスクール事業

2936 神奈川県 株式会社バンラボ 9020003004095 新規顧客獲得のため新サービスから従来サービスに繋げるHP作成

2937 神奈川県 ＴＪＮ　ＮＥＸＴ株式会社 5020001136118 キッチンカー事業

2938 神奈川県 有限会社茂木建設 4020002090901 オンライン見積システム導入に非住宅工事の受注強化

2939 神奈川県 ひだまりスクエア 非対面型販売事業の拡大

2940 神奈川県 コイデザインスタジオ 間接的オーダー販売及びネット販売

2941 神奈川県 濱乃ダイナミクス Ｗｅｂでの非対面型コンサルティング事業環境の構築

2942 神奈川県 Ｐ＆Ｈ株式会社 9011601014874 非対面・非接触のオンライン音楽レッスンとそのＰＲ事業

2943 神奈川県 宇井康平 完全個室・完全予約制パーソナルトレーニングジムの開業

2944 神奈川県 ライストン行政書士・社会保険労務士事務所 完全非対面による外国人関連事業

2945 神奈川県 ＳＥＮＡ株式会社 1020001131972 ホームページ・ランディングページを軸としたWEB営業体制確立

2946 神奈川県 株式会社アイビーズベル 4021001057602 独自開発したダイエットプランの販売

2947 神奈川県 アートヨガ 心身の健康づくりのためのヨガとオンライン販路拡大事業

2948 神奈川県 月の鈴 子育てに疲れたお母さん向けオンラインサロンの広報宣伝事業

2949 神奈川県 Ｋ．コム．トレード 遠方の人でも簡単に応募出来るセミナー・カウンセリング

2950 神奈川県 ネットショップＬＥＡＤ オンライン販売体制の確立と、業務効率化による事業の安定化
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2951 神奈川県 幸せクリエイト 勾玉セラピーとセラピスト養成講座の新規オンライン化で販路開拓

2952 神奈川県 株式会社ビルドトラスト 3021001062891 コロナ禍における需要転換、不動産販売から建設業への進出

2953 神奈川県 家工房　稲田堤店 EC事業参入により非対面事業で売上の平準化を狙う

2954 神奈川県 合同会社服部牧場レイクサイドカフェ 8021003006297 対人接触機会の減少オペレーション導入

2955 神奈川県 Ｒｉａｎ　Ｔｏｋｙｏ 非対面型販路拡大に向けてECサイト構築事業

2956 神奈川県 株式会社ｕｎ－ｉｎｃ 8020001112677 新たに化粧品部門での売上アップおよび販路開拓

2957 神奈川県 株式会社クリエイティブネットワーク 9020001004972 オーダーメイド研修プログラムのオンライン化事業

2958 神奈川県 合同会社ＴａｃＴ．Ｌａｂｏ 4020003018422 非対面コンサルの販売加速と５０代会社員向け新講座実現

2959 神奈川県 杉本亘 レコーディング・ミックスの完全リモート化のためのシステム構築

2960 神奈川県 株式会社ＲＭＩ 5011501020092 高齢者生活支援に関わる訪問看護事業での感染リスク軽減の試み

2961 神奈川県 株式会社正宏 1020001128110 デリバリー用バイクの導入による自社デリバリー売上高の向上

2962 神奈川県 マリーネ ホワイトボードを使ったリモートでの会議進行代行業の取組み

2963 神奈川県 キャンプサイコー合同会社 8021003011248 業務効率化と対人接触機会の軽減のための企画商談サイトの導入

2964 神奈川県 ヌークヘアースパ 〈コロナ禍対応〉差別化メニュー強化のためのヘッドスパ設備強化

2965 神奈川県 株式会社アクト企画室 3021001035286 ステイホームコンテンツとしての「デジタル紙芝居」制作事業

2966 神奈川県 株式会社ｎｏｎｏ 3020001091918 (非対面型施術)のための機材の導入とPR事業

2967 神奈川県 合同会社サニーナース 7021003011182 コロナ禍における接触機会を少なくするための業務改善

2968 神奈川県 アモール 恋愛の学校オンラインスクールの開設

2969 神奈川県 ＭＳＣ　メロウ　スペクトラ　カフェ コロナ禍でも事業継続ができ接触機会を減らすアプリの導入

2970 神奈川県 ルヴェランス テイクアウト並びに宅配サービスの実施！

2971 神奈川県 シアスト株式会社 2020001143901 オンライン自習室の新展開に向けた対人接触の無い販促活動の実施

2972 神奈川県 かんだヴァイオリン教室 ヴァイオリン指導を通じたオンラインプラットホームの構築

2973 神奈川県 株式会社クロスリアルティコンサルタンツ 2020001063249 国土交通大臣登録不動産投資顧問のバーチャルセカンドオピニオン

2974 神奈川県 株式会社ラフ＆アプリコット 5020001144038 店舗増設による感染症対策の強化とSNS活用による新規顧客獲得

2975 神奈川県 針田　美佳 「ゆる副業」　地域に網掛け！　ポスティング＋営業代行を副業に

2976 神奈川県 Ｌｉａｍ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 5020001142925 不動産会社発の暮らし・理想・夢を発信するオンラインサロン事業

2977 神奈川県 ディメンション株式会社 3021001004638 鎌倉古民家カフェの通信販売開始のためのECサイト新規構築事業

2978 神奈川県 ヤマトホーム ドローン空撮による高所作業における非対面型ソフトウェアの構築

2979 神奈川県 ディートッシュ 受け身ビジネスからの脱却を目指すオンラインショップ運営事業

2980 神奈川県 ａｎｄ　ＳＯＮＳ合同会社 1021003007244 アウトドアブランドの立ち上げに伴う商品開発とPR

2981 神奈川県 ヤマレコ 無観客配信ライブ

2982 神奈川県 いごこちプランニング オ ンラインによる整理収納サービスの提供および非対面商品作成

2983 神奈川県 ＹＯＫＯＨＡＭＡ　ＰＯＲＴＳＩＤＥ　ＴＨＲＡＰＹ 体内の滞留解毒・体調改善セルフデトックスサービス

2984 神奈川県 ｋａｓｈｉ バリ雑貨ＳＮＳ連動型ネットショップ開発

2985 神奈川県 株式会社ラ・モードコンドー 4021001009652 「国内外へ！日本発・日本産生地販売のオンライン事業」

2986 神奈川県 合同会社ＮＮ 8020003019598 オンライン経由での顧客獲得とサービス拡大

2987 神奈川県 Ｙ’ｓ合同会社 5010603005043 宅配ボックス、防犯カメラ設置、物件ページ作成による売上向上

2988 神奈川県 太田宜子 女性活躍推進事業の為のオンライン完結型コンサルティング

2989 神奈川県 大矢製畳株式会社 8021001000376 運搬作業の軽減化と製造の効率化

2990 神奈川県 株式会社アッドプラン 4021001035351 外部接触不要の完結型コンテンツ提供で付加価値アップ事業

2991 神奈川県 青木真一郎 就労支援マッチング事業用ホームページの作成

2992 神奈川県 免疫美容アクア コロナ禍の健康を支える「免疫セラピスト」

2993 神奈川県 フラップミュージック 「オンラインメインでの音楽制作」事業

2994 神奈川県 さたけ接骨院 短時間で効果のある運動機器を導入し健康的な身体作りのお手伝い

2995 神奈川県 合同会社ｈａｎａｋａ 7021003011208 オンライン化拡充のための開発および販路開拓・PR

2996 神奈川県 カドヤ株式会社 5020001129897 カタログ やＤＭ 発送、 ＨＰとＳＮＳを使った新集客手法の導

2997 神奈川県 なぎさ 【うどん屋さんの作った餃子】の自販機販売計画

2998 神奈川県 株式会社グローブ・エフ 5290001022803 分析官レベルの情報技術者育成を目的とした研修コースの構築

2999 神奈川県 株式会社Ｐｒｉｍｅ　ｎｕｍｂｅｒｓ 7020001131091 グランピング場開発コンサルティングWebサイト開発とPR事業

3000 神奈川県 アキ合同会社 4020003020436 感染症対策を万全にした理容室の新規オープン
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3001 神奈川県 鈴木暁 臨場感のあるオンライン商談と動画コンテンツで新サービスの実現

3002 神奈川県 瀬尾理祥いけばな教室 「いけばなオンライン教室」普及YouTube活用事業

3003 神奈川県 ビーノ 感染症拡大防止のための機械設置

3004 神奈川県 株式会社グリーンフィールド 6020001017168 オンライン決済、ダウンロード機能付きECサイトのリニューアル

3005 神奈川県 ＦＬＡＴ　ＯＮＥ アパレル商品の自社ECサイトでの非対面販売

3006 神奈川県 サンセイメディカルサービス株式会社 1021001055749 物理療法機器を用いた薄毛治療サービス

3007 神奈川県 虎辰 LINE公式アカウントを利用した非対面チャネルによる販売促進

3008 神奈川県 バイクショップバブル バイクのオンライン買取と感染リスクを抑えた販売方法の創設

3009 神奈川県 森こう整骨院 「短時間・短期間・接触機会減」型の高度治療法

3010 神奈川県 おかもと接骨院 患者さんが安心・安全・笑顔で来院できる接骨院

3011 神奈川県 ピラテっさん 新サービス導入による収益向上とオンライン集客施作の実施

3012 神奈川県 ｎｏｏｍ　＆　ｃｏ． 対人接触減少の為に、化粧品通販事業の開拓

3013 神奈川県 Ｌｕｃｈｉｉ’ｓ株式会社 3020001130246 オンライン・カウンセリングで非対面型の安心サービスを提供

3014 神奈川県 おそうじ本舗　横浜戸部店 感染症対策新サービスの展開と作業時間短縮の取り組み

3015 神奈川県 株式会社ＲＯＯＴ 6021001071048 自社サイト型EC システム構築及び、EC システム周知チラシ

3016 神奈川県 合同会社パシフィック 5021003009897 ステイホームで地域を味わうクラフトビールの缶ビール化

3017 神奈川県 木名瀬佳世建築研究室 ビジュアルで感覚的に訴求できるホームページ（ＨＰ）改修事業

3018 神奈川県 幸せマグネット オンライン英語講座と新規英語コーチングサービスにより販路開拓

3019 神奈川県 Ｌ．Ｄ．Ｇｒｏｕｐ合同会社 2020003020702 接触営業を可能にする Web ページの作成事業

3020 神奈川県 アティック株式会社 1020001010945 オンラインプレゼンとウェブ展示ができるシェアショールーム

3021 神奈川県 Ｓｅｌｅｍｅｎｔ　Ｓａｌｏｎ 事業のオンライン化による販路開拓

3022 神奈川県 株式会社ウタダ 4020001121500 「おうちのカレー野菜ゴロゴロ」

3023 神奈川県 りんごぐるぐるくりーん 感染症に左右されない占い事業の開始による売上回復

3024 神奈川県 株式会社山輝 9020001128318 蔵衛門Padを導入による工事写真管理システムの構築

3025 神奈川県 リサスミー 感染リスク減少と満足度向上のスパコース導入とサロン整備の取組

3026 神奈川県 永井寛朗 人流を減らし、三密回避！非対面型オンラインダンスレッスン事業

3027 神奈川県 有限会社ＮＥＯＳＹＳＴＥＭ 9020002077992 自社運営店温か家テイクアウト及び配達サービス強化

3028 神奈川県 Ｋｅｉｈｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 4020001082131 使い易いWEBサイトで客単価の高いツアー提案して売上増進

3029 神奈川県 兎月事務所 リモート占い強化及びHP・予約システム作成及び連携

3030 神奈川県 株式会社Ｒａｄｉａｎ 7020001042066 対人接触機会を減らすオンラインサロンへの主軸転換をおこなう

3031 神奈川県 エミタス 在宅ワークの方に向けた新メニュー導入と商品販売促進PR事業

3032 神奈川県 株式会社ＡＳＴＥＡＲＴ 1010401084086 自社ECサイトの新規開設及び運営

3033 神奈川県 株式会社サムカンパニー 4020001053000 面機会減少のための店舗改装を行い新サービス展開

3034 神奈川県 舘田真子 オンラインビジネスサポートのブランディング戦略と販路拡大

3035 神奈川県 株式会社ＧＲＡＥＭ 5011101091542 補助金活用促進事業

3036 神奈川県 ＯｎｅＲｉｄｇｅＴｒａｄｉｎｇ ネット販売における非対面式の営業活動・販路拡大事業

3037 神奈川県 株式会社ドゥーエ 6020001111937 非接触型のセルフ脱毛事業

3038 神奈川県 株式会社ＵＭＩＢＥ 7021001062277 非対面型・ECサイト構築と事務所の物販スタジオ化事業

3039 神奈川県 台湾茶房山梨市駅前店 店内個室内装と移動販売車を活用した販路拡大

3040 神奈川県 伊藤文彦 非接触コンシェルジュサービスの展開による事業拡大支援

3041 神奈川県 ＫＴエステート合同会社 3011103007754 コンサルティング事業等立上げに向けたオンライン販売サイト構築

3042 神奈川県 株式会社スリーウェイズ 5020001136687 「空き家」のオンライン相談のYoutubeを活用した広報事業

3043 神奈川県 ａｔｔｒｉｂｕｔｅ　ｃｒｅａｔｉｖｅ 「マーケティングに特化したHP制作事業強化」のための販路開拓

3044 神奈川県 誠梟堂 人的接触を回避したインターネット店舗展開事業

3045 神奈川県 お肉箱株式会社 2021001074558 黒毛和牛すじと脂の美容、ダイエット路線での認知向上と販路拡大

3046 神奈川県 ラグジュアリスト HP作成で情報発信！富裕層向けのプラットホーム

3047 神奈川県 ロコンの手作り工房 コロナに負けない手作りマスクパーツ、ECサイトで販路拡大

3048 神奈川県 ヴェンド 上大岡の台所!毎日ごはん殻晴れの日ごはんまで宅配企画

3049 神奈川県 合同会社ネクストフィールド 2020003017574 子ども向け体操教室のオンラインスクール

3050 神奈川県 株式会社大裕工務店 2021001066423 宮大工の木造住宅事業強化、及び顧客･従業員との非対面化推進
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3051 神奈川県 Ｒｏｓｅ　Ｇａｒｄｅｎ (おうちサロン　訪問フットケア)店舗個室改築、通販、リモート

3052 神奈川県 齋藤美紀子 元CAが教える美姿勢オンラインレッスンと女性の起業支援

3053 神奈川県 有限会社アウトドアシステム 9021002010010 スマートフォン対応システムへの移行に必要な改修事業

3054 神奈川県 ブランデザイン ポストコロナへ向けてBIMの技術導入により売上拡大

3055 神奈川県 有限会社グルメフーズ 8020002037881 デリバリー・テイクアウト用ホームページの作成

3056 神奈川県 Ｌｉｆｅ　ｉｓ　ａ　Ｐｏｅｍ オンライン作品空間・展示空間・販売チャネル構築事業

3057 神奈川県 株式会社Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 5020001138799 第二新卒と中小企業の集客サイトによるオンラインマッチング事業

3058 神奈川県 株式会社たけした事務所 7020001023347 オンライン鑑定専用サイト作成による新規顧客獲得

3059 神奈川県 鈴木博 コロナ後を見据えた介護予防運動指導のオンライン強化と収益改善

3060 神奈川県 大高歩 ECサイトをつかった応援グッズの販売事業

3061 神奈川県 株式会社奨ＴＡＳＵＫＵ 6021001056791 非接触により感染対策を強化するため

3062 神奈川県 ゆるり家 施術を学びたいセラピスト育成のためのオンライン講座の導入

3063 神奈川県 小野経営事務所 経営力向上コンサルティングの Web 販路開拓事業

3064 神奈川県 Ａｄｖｅｒｓ合同会社 8020003020003 サービスサイトの新規開発と新規サービスの追加事業

3065 神奈川県 Ｐｓｙｃｈｏ－Ｂｉｚ．Ｉｎｃ．合同会社 8020003020201 市場価値の高い人材育成による組織力向上オンライン化事業

3066 神奈川県 株式会社シムラグループ 7020001143599 商品紹介チラシの配布による売上の確保

3067 神奈川県 鈴木徳将 【鈴木徳将】音楽制作・表現チームの発足とPR事業

3068 神奈川県 株式会社ＡｎＲｏｏｍ 4020001142562 パーソナル空間オープンエア空間のある、安心快適なカフェの開業

3069 神奈川県 ＳＫ株式会社 3020001129313 コロナ禍に合わせた新たな取組の認知獲得を目指すサイト構築事業

3070 神奈川県 Ｒ２ 在庫を持たないオンラインワイン販売ビジネス

3071 神奈川県 前田愛実 自然植物由来の商品販売事業の為のキッチンカー製作

3072 神奈川県 株式会社ミライズ 1020001116148 SGDｓを考慮した廃棄物管理のシステム化による収益機会の拡大

3073 神奈川県 アンソレイエ サロン業務の非接触型への移行とその認知向上の実施

3074 神奈川県 やさしいＳＥＯやさしいマーケティング 非対面型の講座開催と活動周知用のHPリニューアルとページ作成

3075 神奈川県 株式会社ＵＣＯＮ． 5020001125137 人と人とのつながりを感じることができるECサイトの運営

3076 神奈川県 株式会社遠州乃風 2010701024138 オリジナルデザインのミニカステラ（あん・クリーム入り）の販売

3077 神奈川県 高博商店 非対面ビジネスへの参入でコロナ禍でも売上確保を目指す

3078 神奈川県 岡本壮広税理士事務所 webサイトおよびリモート営業ツール開発による営業効率向上

3079 神奈川県 いろどりツリーハウス 鑑定＋じぶん開花プランで自分らしく社会貢献できる人をサポート

3080 神奈川県 株式会社スモールウィン 5020001143683 「茶道思考」実技講習のオンライン講座設立

3081 神奈川県 Ｐｅｒｆｅｃｔ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｏｉｃｅ ホームページからの情報発信の強化とオンライン相談・予約の設置

3082 神奈川県 株式会社みんため 3020001129073 ソリューションのオンライン利用申込み事業

3083 神奈川県 シンコネクト オウンドメディアを通じた広告宣伝用Webサイト制作の実施

3084 神奈川県 株式会社Ｃｏ．Ｌａｂ 4011001047983 感染も声も気兼ねなく！ 非接触対応個別ブース の 増設事業

3085 神奈川県 Ｌａｎａｎ オンライン完結型HSPのお悩み改善コンサルティング事業

3086 神奈川県 アクアテック 感染防止対人接触機会減少の為の半個室スペースPCデスク増設

3087 神奈川県 株式会社ＭＯＶＩＥ　ＨＯＬＩＣ 3020001138280 非対面型の動画クリエイター育成サービス

3088 神奈川県 ＰＩＬＯＴＡＧＥ 航空に係るオンラインコンサルティング事業

3089 神奈川県 赤井成彰 DIYは面白い！工具レンタル新規事業展開と事業PR動画製作

3090 神奈川県 Ｋｏｋｅｎ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社 3021003011112 オンラインによる昇格試験対策指導および受注システムの構築

3091 神奈川県 株式会社ファンネクスト 3020001124157 WEBでの露出による認知度の拡大と撮影スタジオの多店舗展開

3092 新潟県 海桜 非接触型オーダーシステムを備えた新店舗で売り上げ拡大

3093 新潟県 株式会社いろはや製饀所 5110001017127 小売用商品とテイクアウトメニューの販売強化に向けた店舗改装

3094 新潟県 中国私家菜むうちい 五感を刺激し、人々を魅了する完全予約制の中国料理店の運営

3095 新潟県 ＭＡＬＩＢＵ　ＣＡＦＥ キッチンカーで事業拡大『焼き芋』移動販売

3096 新潟県 有限会社Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　Ｄｉｎｅｒ 3110002011989 花街古町の味をご自宅で楽しめるテイクアウトサービスの導入事業

3097 新潟県 有限会社とらや菓子店 9110002020786 EC販売体制構築と地元企業コラボ商品による商圏の拡大

3098 新潟県 有限会社ノマタ酒店 9110002020860 ＥＣを活用した「福利厚生サービス市場」の開拓

3099 新潟県 井上冷菓 3代目開発の新商品(アイスミルク)をインターネット販売開始

3100 新潟県 有限会社ファームランド・木落 6110002026027 感染リスク軽減のための自動釣銭機・空気清浄機・仕切り板の導入
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3101 新潟県 有限会社佐藤宮吉商店 9110002021520 ＬＰＷＡ端末を活用した検針業務・配送業務の効率化

3102 新潟県 華屋 佐渡産甘酒ジェラートの開発と、テイクアウト販売による収益化

3103 新潟県 魚沼プロパン株式会社 8110001026190 IoT技術活用した検針・配送業務の効率化事業

3104 新潟県 株式会社南魚沼調剤薬局 1110001028953 調剤分包機導入で配達を実現し薬局内での対面接触機会を大幅減少

3105 新潟県 鉄板焼　テキ丸 非対面でライブ感を届ける本格的鉄板焼店の挑戦

3106 新潟県 猪又酒造株式会社 2110001021536 自社ECサイト構築による欲しい人が買えるシステム作り

3107 新潟県 ＭＯＢ　ＳＴＹＬＥ株式会社 1110001036221 自動販売機で看板商品を販売　認知度アップ事業

3108 新潟県 内山美重 冷凍自動販売機でお家でもお店の料理を食べよう

3109 新潟県 株式会社かなざわ総本舗 2110001018929 自動販売機を活用した、「普段使い」の和菓子販売事業

3110 新潟県 株式会社全建 6110001002796 おうちで住宅見学会

3111 新潟県 株式会社小針水産 7110001002036 新潟地魚とかんずりのコラボ、「かんずり干しシリーズ」の開発

3112 新潟県 株式会社エル・スタイル 3110001027292 建築現場の未利用品、余剰在庫の建築資材リユースマッチング事業

3113 新潟県 ハーベスト ECサイト開設による新たな商品開発と販売促進の取り組み

3114 新潟県 株式会社ＦＡＲＭ８ 8110001030449 乳酸菌発酵酒粕のECサブスク販売に向けた施設整備事業

3115 新潟県 株式会社柏崎インサツ 2110001017220 オリジナル印刷加工を軸とした県外への非対面販路拡大事業

3116 新潟県 株式会社ＶＩＣＴＯＲＹ　ＣＯＭＰＡＮＹ 2110001034505 飲食店向け動画制作事業でコロナ禍で苦しむ同業者を応援

3117 新潟県 三旺食品合資会社 9110003000110 ECサイトの製作による非対面型ビジネスの開始

3118 新潟県 Ｐ．Ｏ．ＬＯＯＰ 需要拡大の高機能インソールをオンライン相談開催で広報と拡販

3119 新潟県 オリエントイタリアン　イリィ 感染リスクを軽減させる新受注方式によるテイクアウトの売上向上

3120 新潟県 株式会社タカノ建築 9110001033698 ネットで住宅見学！「バーチャル展示場」オープンでWEB集客

3121 新潟県 たかやまきのこ園 ポストコロナを見据えた非接触で効率的な生産プロセスの確立

3122 新潟県 株式会社冨士屋 5110001004835 手作業による製造員同士の密回避と生産プロセスの再構築

3123 新潟県 ジョイントファーム株式会社 7110001016639 アフターコロナに対応した販売システムの構築と売上拡大

3124 新潟県 パティスリーリリ 小麦粉・卵を使用しないクッキーの販売強化

3125 新潟県 すずまさ農園 ECサイトの構築によるネット通販事業への参入と売上回復

3126 新潟県 株式会社丸屋製菓 6110001028577 ネット通販による焼菓子セット販売で販路拡大、新規顧客獲得

3127 新潟県 Ｈｏｎｄａ　Ｖｉｎｅｙａｒｄｓ　ａｎｄ　　Ｗｉｎｅｒｙ株式会社 8110001008271 SNS連携の個人顧客向けワインECシステムの導入・開発

3128 新潟県 横尾建設工業株式会社 2110001019687 非対面・非接触による集客・アポイント・打合せの促進

3129 新潟県 有限会社宮幸酒店 8110002026082 冷凍食品専用自販機と冷凍ストッカー導入

3130 新潟県 有限会社西沢珍味販売 5110002023231 ①全国酒蔵とコラボ限定商品開発②当社ブランド力向上事業

3131 新潟県 株式会社かまた 4110001020180 本ズワイガニの「カニ寿司キット」で、カニをもっと身近な存在へ

3132 新潟県 株式会社サマンサハート 2110001028630 セミオーダーで注文できるネイルチップのネットショップ販売事業

3133 新潟県 ゲストハウスくく テイクアウト事業の開始と販売専用スペースの新設

3134 新潟県 有限会社クリーニングショップみやざき 4110002019206 非対面設備導入による無人預かりシステムの実現

3135 新潟県 株式会社じょんのび村協会 1110001017361 オンライン接客システムとオンライン特産品販売機能の導入

3136 新潟県 たかじん株式会社 1110001032063 非接触型の検査治療機導入による効果的な自費診療体制の構築

3137 新潟県 株式会社エステック・ジャパン 6110001031218 オンライン相談・見積受付システムでが来店不要で相談が可能に

3138 新潟県 有限会社関越燃料 6110002033584 有限会社関越燃料

3139 新潟県 まんぷく食堂 新鮮まぐろ冷凍自動販売機導入で低感染リスクの新しい売上確立

3140 新潟県 長谷川工務店 古民家レンタルスペース及び宿泊のWEB決済システムの構築

3141 新潟県 株式会社三忠 8110001022537 美味しさが伝わる動画・写真を活用した個人顧客への販路転換

3142 新潟県 株式会社遠藤鋳工所 3110001022178 WEB活用販売によるオーダーデザイン家具製造の新規事業

3143 新潟県 内藤塗料株式会社 8110001019277 高精度な塗料の配合におけるオンライン調色依頼サービス事業

3144 新潟県 株式会社中野商店 7110001035754 冷凍刺身ブロックで飲食店の苦境を救う！

3145 新潟県 ビストロクーマカッツ 店内焼成パンの販売による販路の二分化を図る事業

3146 新潟県 Ｂ－ＳＥＲＶＩＣＥ 低感染リスクに徹底したキッチンカーとネット販売で売上回復

3147 新潟県 社労士・行政書士たまオフィス オンライン相談・コンサルティングを活用した新サービスの提案

3148 新潟県 麺’ｓ冨志 「燕餃子」新規卸売事業

3149 新潟県 山古志百姓や三太夫 作業員同士の接触機会削減と生産性向上に伴う経営の発展

3150 新潟県 株式会社ワンロード 4110001014843 技術力を活かした新市場参入とオンライン販売環境の構築

63



＜重要＞

№ 都道府県名称 申請者名 法人番号 補助事業名

令和２年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金 ＜低感染リスク型ビジネス枠＞第6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５月12日(木)以降）。

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

3151 新潟県 有限会社トレックス 5110002009189 カスタム中古車とエアロパーツを活かしてオンライン集客に挑戦

3152 新潟県 有限会社ホテルコバヤシ 3110002024090 低感染型宿泊モデルの認知拡大による地域観光需要の拡大

3153 新潟県 ロッヂモントゼー 夏の湯沢町を盛り上げる！キッチンカーによる新たなおもてなし

3154 新潟県 株式会社トモダテツナヒロ 4110001032647 感染リスク低減を実現し、安心してご利用頂くための店舗改装工事

3155 新潟県 ピーエムシー株式会社 7110001016564 介護に特化したeラーニング人材教育事業のオンライン販路開拓

3156 新潟県 飯塚栄三千 インターネット活用による非対面での販路拡大とブランドの構築

3157 新潟県 株式会社笹長商店 2110001002230 ECサイト構築による非対面ビジネスへの参入

3158 新潟県 株式会社ｓａｓａｍｅ 1110001035363 WEB環境構築でサービス全体を非接触化＆売上拡大計画

3159 新潟県 株式会社ｔｏＭＩＮＤ 3110001036120 燻製商品のキッチンカー販売の開始とSNSを活用した販促強化

3160 新潟県 お菓子の店Ａｍａｉｒｏ 感染リスクを低減する「テイクアウト専門スイーツ店」の開業

3161 新潟県 有限会社駒形農産 5110002034146 「自宅でプチ贅沢うおぬま直送便」ECサイトおよびPR事業

3162 新潟県 イトウファーム EC サイトでの新たな販売方法の確立と新規顧客獲得

3163 新潟県 株式会社ｈａｎａｙａ 6110001034303 安心安全な農産物をみなさまの食卓へ　農家直送のECサイト設立

3164 新潟県 ケーファーム メロンギフトセットのオンラインショップ開設

3165 新潟県 有限会社かたやま 9110002020407 お食事処よねやま　海鮮アウトドア席開設

3166 新潟県 株式会社長岡土地 9110001023047 ホームページリニューアルとＷＥＢコミュニケーションツール導入

3167 新潟県 株式会社ＭＩＲＡＩこいわうち 8110005016048 自社ホームページ作成と米・トマトのネット販売による販路拡大

3168 新潟県 武田農園 新ECサイトの作成をし非対面型事業への転換に力を入れる

3169 新潟県 株式会社小田 7110001017182 接触リスクを軽減した接客スペースによる商談の円滑化

3170 新潟県 株式会社新潟三新軒 1110001003857 「村上牛のしぐれ煮」で介護・福祉施設に新たな販路を切り開く

3171 新潟県 株式会社よしや 9110001007883 オリジナル商品開発によるネット販売の新規参入

3172 新潟県 Ｗｏｏｄ　Ｓｐａｃｅ　山岸木工舎 ハンドメイドによるインテリア商品販売の収益モデル構築

3173 新潟県 長島　恒介 農作業機械導入による接触機会削減と生産・販売量拡大

3174 新潟県 株式会社ＲＩＣＨ＆ＴＩＭＥ 3110001032061 セルフホワイトニング事業への新分野展開による顧客獲得事業

3175 新潟県 Ｍｔ．ｊａｐａｎカンパニー キッチンカーを導入してイベントに頼らない販売を実現する！

3176 新潟県 ｔａｔａＨＡＩＲ 接触リスクを低減させた空間による新サービスの提供

3177 新潟県 お肴や ＥＣサイト作成により地域活性化を目指す

3178 新潟県 ベルツウントアー 「お菓子セラピー便」「フードロス削減便」オンライン販売事業

3179 新潟県 ＥＣＣジュニア小針６丁目教室 対面教室運営から新規非対面オンラインコーチング開始で売上回復

3180 新潟県 テー・アール・シー・ワタナベ株式会社 9110001015028 ウェブ上での見込み客獲得と顧客育成による非対面での販路拡大

3181 新潟県 スタジオマーチ PTA事業の代行と遊具のレンタルによる非接触とイベントの両立

3182 新潟県 コワフールイケダ ファッションコーディネートWebサービス

3183 新潟県 株式会社光 8110001030077 保育園における子どもの密集を避ける遊び区画創出事業

3184 新潟県 北上麻穂 テレアポ事業の新規顧客獲得＆テレワーク勤務環境整備

3185 新潟県 有限会社めんつう下越販売 1110002021809 マルチストック式冷凍自動販売機導入による非対面型商品の販売

3186 新潟県 株式会社つながり 4110001029288 「ご当地フードパウダー」の商品開発とECショップ販売

3187 新潟県 ＴＯＭＩＺＯＵ 地元産フルーツを活用したソフトクリームの移動販売事業の立上げ

3188 新潟県 株式会社アド・フューチャー 9110001009599 新規顧客獲得に向けた業務特化型ホームページによる広告宣伝

3189 新潟県 イツコベース 感染症防止に貢献する農業向けドローン事業の周知活動

3190 新潟県 株式会社アグリスペース 9110001033129 当社オリジナル米（無農薬、山間地域米）のＷＥＢによる販路拡大

3191 新潟県 ライフトレーニングジム トレーニング機器導入による感染リスク低下と会員の満足度アップ

3192 新潟県 株式会社ＦＥＲＭＥＮＴ８ 9110001034192 ポストに届く日本酒定期便サービス「SAKE POST」

3193 新潟県 金助農業株式会社 5110001013704 オンライン顧客管理による事務所の対人接触機会減少と売上アップ

3194 新潟県 オレンジカンパニー 非対面でのお客様のお迎えおもてなし

3195 新潟県 ｃｏｎｔ 非対面型プロセスを構築するために必要な自社サイト制作事業

3196 富山県 洋食ｎｏＡＲＩＫＡ 子育てママのお助け！！無添加自家製ドレッシィング

3197 富山県 けやき物産株式会社 6230001000854 接触機会を削減しwith(ビヨンド）コロナに対応した店作り

3198 富山県 有限会社米山農産 9230002008423 スマート操舵システム導入による接触機会減少と収穫量増の実現

3199 富山県 氷見稲積梅株式会社 8230001013763 氷見の梅製品の販路拡大に向けた、生産能力向上と作業環境改善

3200 富山県 株式会社だい 4230001017306 地元・富山の食材を活用した「冷凍餃子」の自動販売事業
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3201 富山県 トラットリア　ポルコ 店内の個室化とショーケース導入によるテイクアウト販売拡充

3202 富山県 ｋａｚｚｙ オンラインヨガ・コーヒーEC事業を強化する自社HPの作成

3203 富山県 株式会社ＩＴＳ 7230001015892 ＨＰ開設による機会損失の軽減とテイクアウトの売上強化

3204 富山県 割烹　かみしま 真空包装機と超低温冷凍庫による接触機会低減とテイクアウト開発

3205 富山県 餃子酒場ハチサン 飲食スペースの安全対策強化（半個室化）及びテイクアウト強化

3206 富山県 五福酒場ジッカ・パーティーカラオケゴリラ セントラルキッチン作成による非対面型事業の強化

3207 富山県 蕎麦処くぼ多 蕎麦打ち専用スペース新設による「手打ち麺発送事業」と衛生対策

3208 富山県 株式会社新湊ベイブリッジ 2230003000823 ＨＰを一新し、通販とWithコロナWeddingへの参入

3209 富山県 インペリオズ 密を避けたワンデーレスポンス型除菌サービスの販路開拓の実施

3210 富山県 株式会社にくまる 9230001015197 真空包装機導入による冷凍食品の生産性の向上

3211 富山県 エステ・リラクゼーションＣｈｏｕＣｈｏｕ 非接触型セルフエステの導入

3212 富山県 株式会社ＣＨＲＯＮＯＸ 6230001018319 三次元モデルによる建設業向けDX伴走支援サービス構築事業

3213 富山県 株式会社ウォーターエンジニアリング 2230001009718 自社サイトの改良によるオンライン商談モデルへの展開

3214 富山県 合同会社合掌 2230003001672 テイクアウト弁当とレトルトカレーの外販で新業態にチャレンジ！

3215 富山県 北川斫工業 住宅環境向上需要増に対応した単独作業員での一貫施工の実現

3216 富山県 株式会社ＨＥＲＢＡＬ８ 5230001018815 富山県産アロマ商品の新規開発とオンラインマーケティングの強化

3217 富山県 株式会社誠農者 7230001012171 卵加工食品のECサイト構築し販路拡大事業

3218 富山県 株式会社ＫｉｎＧ’ｓ 6230001016009 予約システム付きホームページの制作による非対面化の促進計画

3219 富山県 合同会社ＡＰＵＫＵ 2230003000831 店舗の地元食材を使った加工品や野草茶をウェブショップで販売

3220 富山県 株式会社ウチダハウス 6230001017171 ポストコロナに適合した建築魅力を伝える3DVRギャラリー開設

3221 富山県 アマンフーズ株式会社 8230001018977 フードトラック事業の展開によるコロナ対策と経営継続及び発展

3222 富山県 浜田鮮魚店 真空包装機導入による賞味期限延長と在庫増量でテイクアウト販売

3223 富山県 アキノウエン 『ぶどうジャム』の製造・非接触型販売を目的とした事業

3224 富山県 茶房ＰОＰО 厨房機器導入によるスイーツ等のテイクアウトと卸売事業

3225 富山県 肥塚建築 非接触WEB集客・打合せ専用HP開発事業

3226 富山県 砂山貴秀土地家屋調査士事務所 非接触型業務による感染症予防対策と業務効率化から販路拡大

3227 富山県 株式会社セル 1230001014330 DXを駆使しポストコロナでの遠隔対面型B to B販売網構築

3228 富山県 有限会社ワイズサポート 3230002005731 牡蠣の燻製オイル漬けを全国に！ネットショップ開設計画

3229 富山県 ヨツバ通商株式会社 1230001003507 ゲートカットロボット導入による製品仕上げの完全自動化

3230 富山県 ＢＬＯＯＤ 人の密集を避け、コロナ禍の心と髪を整える店舗改装

3231 富山県 有限会社シマヤコーポレーション 5230002001670 目標に向かって始める「テイクアウト」という新しいサービス

3232 富山県 ｕｓｕｉｗｏｒｋｓ株式会社 1230001006427 自社製品にエンドユーザーと繋がる仕掛けを。IOTで自動集客環

3233 富山県 有限会社クリーンみず穂 5230002008690 農業散布用ドローンの導入による安全確保と経費削減

3234 富山県 ワタナベ 非対面商談体制の強化とコロナ禍での自社商品開発

3235 富山県 有限会社舟木製作所 5230002013807 対面営業からオンライン営業への転換による対人接触機会の減少

3236 富山県 骨盤カイロプラクティック　優みん 岩盤ベッド導入により施術時間短縮と効果の増大

3237 富山県 彦房 デザイン・木種・サイズが選べるセミオーダー家具のネット販売

3238 富山県 加圧フィットネス＆ボディケアＭ キッチンカーを導入し、スイーツを中心に売上向上を図る。

3239 富山県 株式会社Ｅｘｓｔａｇｅ 9230001014793 凛々堂の通販＆催事での販路拡大

3240 富山県 株式会社島崎産業 1230001018769 非接触型スポーツジムの販促・店頭演出

3241 富山県 北日本地所株式会社 8230001016428 対面での商談を限りなくゼロに。コロナ禍でも新サービス訴求集客

3242 富山県 有限会社フードプランナー 2230002010492 出荷・発送作業の生産性の向上と三密の回避

3243 富山県 イメージアップ・スタジオ 運気アップヒーリングサロン・野村

3244 富山県 株式会社サンコレクト 7230001005159 ポストコロナ時代に継続的営業活動を行える環境整備計画

3245 富山県 有限会社上山建築 6230002000861 ポストコロナを見据えたWEBサイト構築とオンライン商談の導入

3246 富山県 中国料理の店ビックチャイナ 待合場所の新設及び店舗環境の改善による集客力かつ優位性の向上

3247 富山県 合同会社鎌倉 8230003000693 合同会社鎌倉

3248 富山県 株式会社Ｉｎ　ｓｅｎｓｅ 3230001017950 「オンライン商談・打ち合わせ×業務効率化」ツール導入事業

3249 富山県 株式会社ココロ 7230001017212 安心できる来店環境の整備と販路拡大

3250 富山県 はなまる健康治療院 セルフケア強化による感染リスク低減への取り組み
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3251 富山県 ボクくんのお家 コロナ禍による減収をV字回復させる為の集客力UPプロジェクト

3252 富山県 株式会社宝蔵メディカルＭＤ 8011101044729 LP制作・SNS広告運用の開始

3253 富山県 有限会社高田鉄工 1230002005865 顧客イメージを明確にするオンライン内見

3254 富山県 ＮＵ 天然鉱石使用の温熱岩盤浴マットで背中を温めるサービスの提供

3255 富山県 株式会社光山寺ＴＳ 3230001016226 業務用脱毛機導入による個室でのセルフ脱毛（非対面）サロン開設

3256 富山県 株式会社いただきます 6230001016611 株式会社いただきます

3257 富山県 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ＭＡＮＯ　ＭＡＮＯ コロナ禍における非接触を推進した営業体制の構築

3258 富山県 次八 懐かし味の焼きプリン販売とおでんテイクアウト

3259 富山県 株式会社河本ウインド 9230002000891 自社熟練職人オーダーメイド商材を非対面で営業する販売促進

3260 富山県 株式会社Ｓｔａｙ　ｇｏｌｄてらだファーム 2230001015708 自動運転機能付き田植機の導入

3261 富山県 中国四川料理熊猫ＰＡＮＤＡ 店舗環境の改善による来店客の回転率向上

3262 富山県 鶴麹 オンラインでも美腸ショッピング

3263 富山県 株式会社松下工業 6230001003312 ホームページのフルリニューアルで営業活性化計画

3264 富山県 株式会社Ｔｏｐ　Ｃｏｕｎｓｅｌｉｎｇｓ 1013401006704 オンライン研修集客の為ホームページ作成

3265 富山県 有限会社リ・ミックス 1230002005493 ウェブサイト構築による３Dプリンタサブスクサービスのリリース

3266 富山県 かささぎと虎 オンリーワンの強みを生かしたオンライン事業

3267 富山県 マネジビジョン 新ウェブサイト構築によるオンラインサービスの発信

3268 富山県 Ｃａｆｅ倶楽部　なかがわ珈琲 テイクアウトショップの開店と全自動コーヒーマシンのレンタル

3269 富山県 ジス 完全非接触無人セルフ脱毛サロン

3270 富山県 有限会社旭屋 1230002000172 ＥＣサイト導入による非接触型販売事業への取組み

3271 富山県 株式会社マーキテック 6230001016017 直行直帰型訪問看護ステーション

3272 石川県 レストラン　スパイス キッチンカーによるタイカレーの販売事業

3273 石川県 ことり書道教室 書道通信講座とオンライン書道教室による対人接触機会の減少

3274 石川県 いつき書道室 オンライン書道教室の開講と対面教室の感染防止対策強化

3275 石川県 道田農園 コロナ禍で拡大する時短調理に貢献するブランド椎茸の販路拡大

3276 石川県 ヘアースタジオ杉村 自動シャンプー機の導入で、非接触＆高付加価値の洗髪を実現。

3277 石川県 有限会社山本鈑金 1220002014157 ポストコロナに向けた非対面型調色サービスの新展開プロジェクト

3278 石川県 ＭＡＰＳ 冷凍ピザのECサイト販売による事業拡大

3279 石川県 株式会社うさぎ 3220001009800 寿司ロボットを使用した高級テイクアウト寿司への挑戦

3280 石川県 ひのともり 能登・七尾から「のとのふれんち」宅配便事業

3281 石川県 株式会社メルカート 6220001020300 日帰り入浴客の非接触を推進する券売機導入による感染リスク軽減

3282 石川県 イチカワプロジェクト WEB集客・ネットショップ機能付きホームページの導入

3283 石川県 工務店大地 WEB サイトを活用した非接触型営業方法の構築事業

3284 石川県 泉野社会保険労務士事務所 労務管理×ITツールの導入で業務効率を加速させよ！

3285 石川県 株式会社田鶴酒店 1220001020528 3つのオンライン導入で新規開拓と非接触販売と定期購入の実現

3286 石川県 ウエケン 加賀ピッツァの通信販売による全国展開

3287 石川県 株式会社ヤマダタッケン 4220001007258 WEB見積りサービスで規格住宅と外壁リノベーションを強化！

3288 石川県 三浦梨恵子 コロナ禍を乗り切るためのセルフホワイトニングの実施

3289 石川県 株式会社米屋 3220001000321 ごはんにあうベストおかずをラインナップする通販サイト

3290 石川県 ＢＬＥＳＳ 「完全個室型スパサロン」を通じて家庭の幸せを実現する

3291 石川県 株式会社ｅＰｏｃｈ 2220001021062 全集中できる個別ブースを利用した非対面指導による新規顧客獲得

3292 石川県 有限会社絵本館ホップツリー 5220002009954 幼児教室の改修工事とホームページ作成でPR・販売システム構築

3293 石川県 金沢コハクバー 店舗空きスペースを活用した個室化による新サービスの導入

3294 石川県 ＢｅａｎＬａｓｈ 新規メニューと個室化でコロナに負けないサロン作り

3295 石川県 きよし農園 地元果物を使用したタルトを自宅で楽しんでもらうための商品開発

3296 石川県 Ａｉｇｈｔ　Ｌａｂ 3Dプリンターの導入による非接触化対応と生産性向上

3297 石川県 株式会社金澤ブルワリー 9220001020438 金沢観光満喫クラフトビールキットのブランド構築及び販路拡大

3298 石川県 金沢音楽制作 動画作成及び音声配信に係る音声素材の開発と販売

3299 石川県 社会人カレッジ合同会社 6220003001364 ハイブリッド学習の推進と独自の学習コンテンツ開発事業

3300 石川県 漁師飯居酒屋ＧＯＥＮ 対人接触機会の減少へECサイトで販路開拓
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3301 石川県 リス　デザイン 食品プチギフト市場を開拓する無添加ジャムの非対面型販売事業

3302 石川県 のはす金沢接骨院 ポストコロナに対応した完全個室のリラクゼーションサロンの併設

3303 石川県 有限会社エー・ピー・エイチオフィス 6220002010325 AIによる非接触検査システム導入と運動指導で経営再建

3304 石川県 ＯＮＥ’Ｓ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ 溶接ロボット導入による生産性向上と対人接触機会の減少を実現

3305 石川県 白山若葉株式会社 1220001018398 【無人で、稼働時間が長く、勝手に販売】の冷凍自動販売機の導入

3306 石川県 株式会社はなこや 3220001018264 郵送受付ホームページとお客様マイページの構築による全国展開

3307 石川県 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ａｍｉｅ ネイルチップの非対面販売による販路拡大及び感染防止対策の強化

3308 石川県 有限会社きものふくしま 8220002000118 着物業界でオンラインショップ強化による販路開拓

3309 石川県 ＨＡＩＲＭＡＫＥＯＨＡＮＡ セルフエステ導入による非接触型サービスの提供・売上底上げ事業

3310 石川県 株式会社ティーエスサンテート 2220001018439 非接触型営業モデルを構築するWebサイト・システムの開発

3311 石川県 肌美鍼 非接触型マッサージと事前決裁予約システム導入による接触低減

3312 石川県 株式会社スミタ 9220001013243 新規感染対策商品の EC サイトでの販売と生産の感染対策と効

3313 石川県 シャンテナガイ賃貸 医療従事者向けの安心安全の低リスク感染型住環境の提供

3314 石川県 有限会社ガレージボス 5220002007842 キックボクシングジムの24時間化によるタイムシフト営業の実現

3315 石川県 小松タクシー株式会社 2220001011955 WEB環境を使いコロナ対策を行なっている会社と広く告知する

3316 石川県 マヒナ 感染対策強化で既存顧客、新規顧客ともに増やして利益拡大

3317 石川県 株式会社おもて舎 9220001022517 冷凍自動販売機による冷凍商品の非接触販売の拡販

3318 石川県 柔Ｌａｂ．株式会社 5220001018221 地域密着型接骨院のオンライン対応経営リニューアル

3319 石川県 ガラム 感染対策とし3密を避ける為の予約受け渡し野外販売所設地

3320 石川県 松野友和 セルフ脱毛サロンで感染リスクを減らす。

3321 石川県 ＮＥＯ リモート対応ＨＰを設置・活用したコンテナハウス販売事業

3322 石川県 有限会社松村商店 3220002006978 オンライン展開販売と販路拡大のためのウエブサイト制作

3323 石川県 株式会社巧工業 1220001010132 オンラインショップ開設による物販の販路拡大事業

3324 石川県 株式会社金沢食器センター 2220001002112 だれでも買い物がしやすい一般客向けの販売体制の構築

3325 石川県 さんのきファクトリー合同会社 8220003001973 顧客形成ノウハウ移転サービスの屋外・オンライン設備導入事業

3326 石川県 かむたちのはな 料理教室等を主宰している人向けの講座の構築、遂行事業

3327 石川県 株式会社ｉｎｇ 4220001014155 高齢者入居者向け、お呼出しまで部屋待機できる完全個室美容室

3328 石川県 株式会社ＰＡＲＡＭＯＵＮＴ 3220001023958 ECサイトを構築し、自動車メンテナンス用具を販売する

3329 石川県 朗読小屋浅野川倶楽部 オンラインを活用した新しい朗読教室の運営と新事業の開発

3330 石川県 Ｋａｊｕ　Ｒｅ ドライフルーツの非対面決済システムECサイト構築とPＲ事業

3331 石川県 カフェ　マデラ　カンパーナ 本格的マシンと専用ブースが可能とするテイクアウト事業

3332 石川県 三代目　利久 伝統と歴史をつなぐ事業継承でニューノーマルな日本料理店へ転換

3333 石川県 旬菜駒長 ネットの宣伝とテイクアウトでお店繁盛

3334 石川県 有限会社すだに酒店 8220002012492 自動販売機でおつまみや観光グッズの２４時間非接触販売

3335 石川県 あいり整骨院 ポストコロナを踏まえた設備導入による顧客満足度アップ事業

3336 石川県 ソコニダンス　ｂｙ　ＫＵＲＵＭＩ　ＮＡＫＡＭＵＲＡ 「プライベートサウナ・ガーデン」のサービス開発とPR事業

3337 石川県 ＫＰＩ株式会社 9220001021428 オーダリングシステムの導入による感染リスクの減少

3338 石川県 株式会社せせらぎ通り高﨑 6220001021323 タッチパネル事業

3339 石川県 合同会社Ｔａｓ　Ｃａｒ 7220003003087 ホームページ新設に伴う情報発信及びオンライン販売等の拡大事業

3340 石川県 宮崎農園 密を防ぐ収穫と箱詰め作業

3341 石川県 マイズ HP作成による受注向上及びPC環境強化による営業のデジタル化

3342 石川県 株式会社ＮＵＭＢＥＲ 5220001024467 感染リスクを下げ、安定した事業への基礎作り

3343 石川県 ルナ・ルーチェ株式会社 2370001023449 ポストコロナ時代に合わせた事業紹介並びに商品の告知強化

3344 石川県 井上 自動販売機を活用した24時間非接触販売

3345 石川県 パブキタムラヤ 【パブキタムラヤ】お総菜の販売。隣県や県外での出張販売の実施

3346 石川県 ジャスティス お客様もスタッフも安全安心な営業スタイルの確立

3347 石川県 河崎龍弘 曲げ加工内製化による感染リスク低減ならびに利益向上事業

3348 石川県 クウムデザイン 外注一本化による事業拡大と感染リスク低減モデル

3349 福井県 株式会社セキユリテイハウス福井 9210001001802 非対面営業を可能にするホームページでの営業活動

3350 福井県 ＢＬＩＴＥ アパレル販売革命！在庫リスクを抑えた予約特化のライブコマース
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3351 福井県 株式会社八や 5210001017760 居酒屋によるテイクアウト・デリバリー専門の弁当製造・販売事業

3352 福井県 朝日楼 コロナ時代における老舗料亭の新たな挑戦

3353 福井県 アッズーロ コロナ禍を見据えた動画編集・録音スタジオの整備

3354 福井県 株式会社柿谷商店 8210001011538 ECサイト構築と新商品開発で顧客開拓と非対面販売体制の両立

3355 福井県 株式会社ＩＣＳ 7210001014921 新たな営業システム導入による非接触型での新規販路開拓

3356 福井県 ＬＡＢＥ 自社EC開設によるターゲットエリアの拡大と生産体制の強化

3357 福井県 株式会社クリエイティブ・エッジ 2210001016848 非接触型顧客開拓を可能にするWebシステムの導入

3358 福井県 勘助 テイクアウト・デリバリーのための店内環境整備事業

3359 福井県 株式会社マルモ 5210001012002 越境ECサイト構築による新規顧客の獲得

3360 福井県 柳瀬陶房 オンラインで陶器の魅力を伝えることで新たな顧客層にアプローチ

3361 福井県 ヴィアトレド株式会社 7210001004815 分析内製化による再利用製品の品質向上と接触機会の減少を図る

3362 福井県 リカーズ川ばた 地酒と地元商品のネット販売のためのＥＣサイトの構築

3363 福井県 株式会社ユウキ工房 3210001008794 ドローン活用による新たなビジネスモデルの構築

3364 福井県 ＥｎｚｏＣｏｆｆｅｅ 物販に特化することで感染リスクを低減したビジネスモデルへ転換

3365 福井県 株式会社ＡＺＸＴＣ 2210001017805 ＷＥＢ上で契約申込が完結する非対面の不動産賃貸仲介事業

3366 福井県 ラヴィダロサ合同会社 1210003001361 思いをつなぐ大正レトロカフェ・テイクアウトドリンク事業

3367 福井県 有限会社鳶雄工業 4210002013594 市場環境の変化に対応するためのクレープ店の挑戦

3368 福井県 株式会社リリアン 2210001013523 新事業の展開・拡大に必要な冷蔵・冷凍キャパシティーの確保

3369 福井県 フクイ・アロハレイ・フラ・スタジオ オンラインレッスン事業の導入とそのシステム構築

3370 福井県 九頭竜天然鮎茶屋　さぎり屋 スマホ対応HPの改修とECサイト構築によるネット販売強化事業

3371 福井県 株式会社リプレッド 5210001015987 3密回避！オンライン同人誌イベント会場の開発

3372 福井県 有限会社高橋眼鏡 7210002012222 越境ＥＣによる商圏拡大と新規販路開拓事業

3373 福井県 株式会社本原農園 6210001016646 精米機と計量機導入によるEC販売の売上向上と人員省力化の実現

3374 福井県 株式会社田んぼの天使 6210001017388 ECサイト構築による県外・若年層をターゲットとした販売強化

3375 福井県 たにかわ司法書士・行政書士事務所 司法書士業務を4コマ漫画や動画で説明。分かりやすさで顧客確保

3376 福井県 有限会社みどりや 5210002013437 既存事業からの脱却、家庭で集まらない宴会を提供！

3377 福井県 居酒屋　花や 新鮮な食材提供のための設備導入と非対面での販売ツールの確立。

3378 福井県 株式会社Ｇ・コア 5210001017166 産業用ドローンを活用した新たな事業展開および付加価値向上事業

3379 福井県 スタジオ　アンジー 酸素カプセル導入による顧客満足度向上と新規顧客開拓で売上上昇

3380 福井県 株式会社山﨑ビロード 6210001012232 IT技術によるグローバル戦略可能なオンライン展示会の導入

3381 福井県 アイラッシュサロンゆるり まつ毛用美容液販売の EC サイト新規作成による販路開拓

3382 福井県 服部 コロナ感染リスク低減にむけた店内改装「テーブル席の個室化」

3383 福井県 バー　ル　タッチ 個室を中心とした座席配置にするための店内改装

3384 福井県 北川鬼瓦 ネット販売向け新商品を開発しECサイト構築で売上拡大を図る！

3385 福井県 らーめんムラナカ 新型コロナウイルス感染症の為非対面型ビジネスモデル型店舗転換

3386 福井県 株式会社味蕾 3210001014685 通販商品の広告宣伝開始による、新たな販路層の獲得

3387 福井県 竹扇 セルフオーダーシステムによる感染リスク低減と新サービスの提供

3388 福井県 ベトココブリューイング テイクアウト販売開始による認知度向上と販路開拓事業

3389 福井県 有限会社ネクストトレーディング 7210002011141 在庫管理システム導入による対人接触減少及び売上獲得事業

3390 福井県 ブルーライトヨコヤマ 非対面型自動サーバーによるグラスワインの新しい提供

3391 福井県 崔　リラ 自社 EC サイトの新規作成による新たな販路開拓

3392 福井県 フルーツギフト　オカイ 対人接触回避のレイアウト変更とショーケース導入による経費削減

3393 福井県 オフィス　ファキュラ ハイレゾ導入による高音質化を可能にする新プラン作成とPR事業

3394 福井県 宮前化学有限会社 7210002013443 ホームページ活用による非対面での営業活動の構築

3395 福井県 ビューロー・エテュード 朗読読み聞かせのオンライン講座、通信講座開設

3396 福井県 福井環境プラスチック株式会社 1210001015636 オンラインによるパレット適正自動診断システムの新規導入事業

3397 福井県 マルヤ国際商事株式会社 7210001016133 コロナ感染リスク対策事業と2店舗の強みを活かしたハイブリッド

3398 福井県 有限会社下出商店 5210002007595 LPWAシステム導入による新型コロナ対策の業務遂行と効率化

3399 福井県 清水和紙株式会社 3210001012169 オンラインショップによる新しい越前和紙の魅力と販路開拓

3400 福井県 小松屋本店 ウィズコロナに適した店頭・オンライン販売による販路拡大
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3401 福井県 株式会社サンガ 6210001017660 ジビエ製品の開発・ＥＣサイト開設による非接触ビジネス展開事業

3402 福井県 株式会社森本工業 9210001018268 工程内製化・加工事業の開拓による売上拡大と若手への技術継承

3403 福井県 カフェ＆バー　ヒジリ ダーツマシン導入にあたり非接触対応への改修工事と宣伝広告事業

3404 福井県 小林電機 ホームページ作成による修理見積りのリモート化と次世代育成

3405 福井県 梨木佳恵 オンラインによるカウンセリングの実施と新たな顧客層の発掘

3406 福井県 株式会社Ｒｉｒｅ 8210001018038 非対面型肌診断器の導入で顧客様との信頼向上と売上アップ

3407 福井県 タナカ住建サービス株式会社 1210001017384 新規事業としてのアウトドア関連商品のインターネット販売

3408 福井県 有限会社ウチダプラスチツク 5210002012785 オンライン営業ツールの整備とオンライン営業人材の育成

3409 福井県 シエルシエル ホームページ一新によるポストコロナに対応する充実したサービス

3410 福井県 有限会社クリーンドライ畑 5210002001045 設備導入による宅配クリーニング事業での業務委託の増強事業

3411 福井県 カメマンネン株式会社 8210001013674 対人接触回避のための本社拡充と出荷作業効率化のための内装工事

3412 福井県 タカギ・デンタルラボ 歯科用CADシステム導入によるデンタルワークフローの構築

3413 福井県 ｌａ　ｖｉｅ ハイブリッド型喫茶店構築事業　仮称　隣が好き

3414 福井県 株式会社加藤工芸 6210001012760 新たな顧客ニーズの対応と非接触を目的とした社内改修工事の実施

3415 福井県 株式会社ＫＯｉＫｉ 4210001018413 Withコロナ時代を見据えた安全事務所へのＣＨＡＮＧＥ事業！

3416 福井県 エーアイきっずくらぶ株式会社 5210001014436 非接触による集客と動画制作による販促活動

3417 福井県 株式会社Ｊ・ＢｒａｎＤ 5210001018651 自社HP新規作成による非接触工事受注の開始

3418 福井県 匠精工株式会社 8210001012569 新商材の開発・外注分の自社生産

3419 福井県 株式会社下畑組 5210001010575 作業効率6倍化による対人接触機会を無くすための草刈り機導入

3420 福井県 ＦＭＡグローバル 自社ECサイト制作・運営による越境EC事業の収益性改善

3421 福井県 株式会社ＦＵＮＫ 3210001018372 敬遠不要！気軽にオンライン相談できるヘアケアサロンづくり

3422 山梨県 株式会社山久食品 5090001006280 ラーメン店による弁当デリバリー事業

3423 山梨県 ＳＡＰＮＡ　Ｃｕｒｒｙ　Ｈｏｕｓｅ キッチンカーを利用したカレーの移動販売

3424 山梨県 有限会社アップルフード 2090002009558 高級弁当・仕出しデリバリー事業への本格参入

3425 山梨県 株式会社上海食堂 3090001013394 冷凍中華キットの開発による販路開拓

3426 山梨県 そらくも農場 ホームページ及びインターネット販売ページ開設

3427 山梨県 ＥＮｃａｆｅ 店頭訴求力UPによるテイクアウト強化と屋外テラスの整備

3428 山梨県 有限会社ブックスステーション 6090002010454 地元リアル店舗を活かした℮ショップ書店のハイブリッド化

3429 山梨県 株式会社Ｃａｎｔｉｎａ　Ｈｉｒｏ 8090001014470 清々しいぶどう棚の下でキッチンカーの料理とワインを楽しむ

3430 山梨県 ＮＩＮＯＮ． 対人機会を減らすアウトドア・フォトウエディングの販路開拓

3431 山梨県 上野原リノベーションワークｉｓｙｏｋｕｊｕ 3密回避の屋上植物園設置とオンラインショップ展開

3432 山梨県 にっこり 「焼き芋カフェ　にっこり」の移動販売で再出発と販路拡大

3433 山梨県 太田慧映像事務所合同会社 7120003018293 撮影前VRシミュレーション（プリビズ）による、現場の少人数化

3434 山梨県 有限会社丸山フルーツ農園 5090002002592 果樹観光農園事業の売上減からの転換としてネット産直販売事業

3435 山梨県 有限会社魚新 7090002013497 HPリニューアルとチラシ作成・配布による非接触営業体制構築

3436 山梨県 合同会社はやぶさファーム 8090003001500 新商品開発と感染症対策、ECサイト構築による非対面事業の強化

3437 山梨県 株式会社エイティル 8090001014099 ストリート系洋服のECサイト構築による非対面小売事業

3438 山梨県 株式会社インターマックス 7090001000182 「ロードバイク用ウェア・ヘルメット」のネット販売強化計画

3439 山梨県 みやげ館 ネット販売の集客力を高める商品写真と商品のデザイン開発

3440 山梨県 株式会社丸一紙業 3090001012108 特殊寸法の障子紙をＷｅｂサイトによる受注体制と販路開拓

3441 山梨県 山梨イングリッシュ・サービス株式会社 8090001002194 IT化を進め、オンラインレッスン強化イメージアップを目指す

3442 山梨県 ＰＥＩＣＯＦＦＥＥ慎平珈琲店 コロナ禍におけるテイクアウト需要獲得のための設備投資

3443 山梨県 佐藤メリヤス ニット製品の「企画～サンプルアップ」受託サービスのネット提供

3444 山梨県 フルーツ相山農園 体の中から綺麗に！無添加干しブドウのギフト商品開発と販路開拓

3445 山梨県 ８８Ｂａｓｅ株式会社 1090001017240 受発注システムの構築とLINEによるコミュニティツールの開発

3446 山梨県 居食だいにんぐ　季楽 テイクアウト販売の開始による販路開拓と生産性向上

3447 山梨県 河口湖ビール合同会社 4090003001520 「体験型デリバリーかき氷」の商品開発及びPR

3448 山梨県 有限会社石の小林 1090002010087 ホームページ開設で非対面販売の仕組みを導入し販路開拓

3449 山梨県 新・遠藤塾 移動販売車の導入と業務プロセスのDX化による業態改革

3450 山梨県 佐々木・プランニング 「床暖房シートで冷えの悩みを解消！」WEBサイト構築
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3451 山梨県 株式会社ＦＡＲＭＥＲＳ　ＡＧＥＮＣＹ 1090001016176 ECサイトと移動販売車による店舗を持たない八百屋の運営

3452 山梨県 ＯＧＩＮＯ　ＶＩＮＥＹＡＲＤ 新ECサイトを作成し、非対面型販売事業への転換に力をいれる

3453 山梨県 株式会社若井 4090001012486 HPを活用した非対面でのダイキャスト企業新規顧客開拓

3454 山梨県 株式会社桃太郎‐ｔ 7090001007814 選果機の導入による感染防止に向けた分業体制の構築事業

3455 山梨県 マテリアクレープ山梨甲府店 テイクアウト中心への事業転換に向けた新たな機器の導入

3456 山梨県 戸田鍼灸治療院 非対面でのラジオ波温熱機SWIMSによる運動療法の導入

3457 山梨県 天野組土建株式会社 4090001008286 自宅で有名店の味！非対面24時間営業でコロナ禍でも売上UP

3458 山梨県 株式会社ケアフリー 2090001006837 ECサイト構築による販路の拡充

3459 山梨県 株式会社ヤマフジ 9090001005262 低感染リスク型ビジネス枠

3460 山梨県 Ｌｏｖｅ　＆　Ｌａｕｇｈ 非対面型の接客システムの導入とクッキングスタジオの設置

3461 山梨県 ＲＥＧＩＮＡ 越境ECサイト構築及び限定コラボ商品の販売

3462 山梨県 ＴＭＹ 地域資源を活用した新商品のふるさと納税による販路開拓

3463 山梨県 ガーデンマリッジ オンラインツールを駆使した集客から顧客フォローの非対面化推進

3464 山梨県 なごみうさぎ オンライン・YouTubeを活用した販路開拓による事業拡大

3465 山梨県 居酒屋　ハイスピリッツ キッチンカーでの地元食材を活用したBBQの販売による地域貢献

3466 山梨県 合同会社サニーデイズ 1090003001663 物販事業オンライン化の為ECサイトの作成

3467 山梨県 水野フルーツ ブドウ梱包機を活用した出荷作業の効率化と密の回避

3468 山梨県 ｆｏｌｃ 屋外テラス・テラス席開設及び屋外テイクアウトブースの設置

3469 山梨県 土と空 おうち時間を豊かにする生活道具の販売を促進する事業

3470 山梨県 株式会社上野原建設 8090001008076 ICT（情報通信技術）機器の導入による人員削減化計画

3471 山梨県 株式会社楽くーん 9090001017035 対人接触感染に配慮した衛生的で効率的な新サービスの導入

3472 山梨県 リーディア オンライン非対面鑑定サービスの提供による新たな顧客獲得

3473 山梨県 大神商店 多角経営移行のための非接触型洗面台導入と個室の設置

3474 山梨県 鍼灸マッサージサロンモエ ピラティスオンラインレッスン開講とPR事業

3475 山梨県 株式会社卓示書店 9090001010980 ＳＮＳと通販サイトを有機的に繋ぐプラットホームの整備事業

3476 山梨県 合同会社ＺＵＮＯ 9090003000534 炭素土壌貯蔵の効率化と環境認証取得事業

3477 山梨県 ＡＢＬＥＩＤ　ＦＲＥＡＫＳ　ＧＥＮＫＥＹ 個性溢れるオリジナルブランドアパレルをＥＣ販売する事業

3478 山梨県 広瀬桂子 セルエステ事業による非対面ビジネスモデルの確立

3479 山梨県 ＤＯＧ　ＩＮ　ＰＥＮＳＩＯＮ　ＢＥＲＮＥＳＥ ウッドデッキ新設し、上質なアウトドアリビングで密回避。

3480 山梨県 合同会社和泉屋 9090003001367 低感染リスクに繋がるオンラインショップとホームページの作成

3481 長野県 健菜樂食　Ｚｅｎ 店内の密回避・対人接触を回避する換気抜群なウッドデッキ席新設

3482 長野県 菊寿司 『お家で味わう寿司屋の四季懐石弁当』の販売で売上アップ

3483 長野県 Ｂａｒ　５ｃｍ／ｓｅｃ 小規模ワイナリーの酒類の通信販売事業（主に長野県産）

3484 長野県 白馬風の子 ウッドデッキ改築で対人接触機会減少と安心満足度アップ

3485 長野県 有限会社池国 3100002019182 池国特製「高級弁当」「すき焼きしゃぶしゃぶセット」をEC販売

3486 長野県 丸山理髪店 移転によるスペース確保で、感染拡大予防＆居心地の良いサロンへ

3487 長野県 ふとっぱら食堂 ポストコロナ時代でも愛される飲食店になる為のシステム導入

3488 長野県 ヘアデザインバルーン 顧客の自宅ヘアケアをサポートする非対面販売システム導入計画

3489 長野県 合同会社ＡＩＢＩＹＡ 6100003005245 山岳ガイドと通訳ガイドと安心安全に楽しむアドベンチャーツアー

3490 長野県 有限会社斉藤農園 9100002023583 「特別無農薬栽培」出来立て手打ち生そばをそのまま全国の食卓へ

3491 長野県 株式会社長野製本センター 6100001006732 感染対策×売上拡大をデジタル化で対応するWeb制作

3492 長野県 Ｆｃ　Ｃｏｍｐａｎｙ 福猫屋キッチンカーによる移動販売計画

3493 長野県 信州愛和の森ホテル Wi-Fi環境の整備とふれあい牧場の設備充実で新規顧客を開拓

3494 長野県 有限会社クボケイ 3100002013854 非対面システム導入による感染リスク低下と新規受注促進事業

3495 長野県 エイチティーカンパニー 「ハーブの力で心と体を健康に」オリジナルティーのネット展開

3496 長野県 合同会社里山のくらし商店 7100003004642 自動販売機の導入による無人販売強化と話題性向上事業

3497 長野県 おやきの店ほり川 ECサイト構築とHP・販促・SNS連携でネット通販事業強化

3498 長野県 ながはり朱実制作室 オリジナル商品のネット販売事業とイラスト講座のオンライン化

3499 長野県 メルク英語教室 映像授業配信を活用した小中高生向け非接触型個別授業の提供

3500 長野県 ロッヂありす 貸し切りプランによる対人機会の減少の強化と売上増加策の構築
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3501 長野県 ピザハウス樹安亭デュエ テラス席の増設と屋外抗菌人工芝スペースを活用した顧客集客事業

3502 長野県 信州バイオファーム有限会社 9100002002216 ECサイト構築による野菜セットのオンライン販売と新規顧客獲得

3503 長野県 有限会社典々 6100002008050 こだわりスープとチャーシューによる持ち帰りラーメンの企画開発

3504 長野県 すぐり 信州産の草木染糸で作る松本てまりをオンラインで世界に発信！

3505 長野県 有限会社協栄 4100002015395 お客様のニーズに合わせた食品販売のテイクアウト専門店の開業

3506 長野県 株式会社つなぐひと 7100001031531 廃棄ロスゼロ！信州のお米や野菜を粉末に加工しEC販売

3507 長野県 アンフィニー HP構築とEC連携による漢方を学ぶオンライン講座普及事業

3508 長野県 ＪＡＰＡＮ　ＰＡＩＮＴ株式会社 8100001016531 WEBサイトからの集客システム開発による新規顧客獲得

3509 長野県 株式会社信州ＴＬＯ 7100001010584 常時開催のオンライン展示会による新規顧客開拓と営業領域拡大

3510 長野県 株式会社いつもこころは太陽と 8100001032347 長野県から世界へWEBサイトを活用した食文化継承プロジェクト

3511 長野県 佐久ブルーベリーファーム　おいし～さ～ 非対面型・非接触型ビジネスでの販路開拓事業

3512 長野県 ＳＭＩＬＥ　ＭＵＳＩＣ 【SMILE　MUSIC】オンラインで広がる音楽療法士による

3513 長野県 有限会社ホテルニューステーション 7100002021473 非接触の屋外運動を推奨するランニングステーションの開設

3514 長野県 下北沢美装 オンライン商談を行うHPと職人向けのeラーニングシステム構築

3515 長野県 株式会社ＡＬＦＩＲＥ 7100001034708 エステ器機の導入とセルフメニュー化で新型コロナに立ち向かう

3516 長野県 プログレス株式会社 5100001006023 信州手作りラーメン道

3517 長野県 ｂｕｎｇａ りんご酵母を使った焼菓子の開発とECサイトによる販路拡大

3518 長野県 有限会社美竹 6100002031911 非対面で販売するための自動販売機等の導入と情報発信事業

3519 長野県 リボルト・ブラッズ ホームぺージ制作と店内レイアウト変更で対策万全！365日営業

3520 長野県 有限会社佐藤商店 9100002018518 レンタカーのオンライン事前決済サービスの導入で売上を回復！

3521 長野県 株式会社アクーユ 7100001022051 三密回避及びオイルリンパ等の利用率アップの空間創造

3522 長野県 メナード化粧品更埴上山田代行店 日常を忘れ安心・安全なサロンで満足のいくキレイと癒しを。

3523 長野県 株式会社しなのマシナリー 4100001015644 オンライン販売環境構築と海外販売事業展開

3524 長野県 シルバーブレット カブトムシ・クワガタの自社ネットショップ事業

3525 長野県 フィーカ 感染リスクを抑え更にお客様の要望に応えて業績アップ

3526 長野県 正田食堂 ホームページ制作とキャッシュレス決済対応レジスターの導入

3527 長野県 株式会社セキツネ 6100001011848 LPガス事業でのクラウドデータを活用したコロナ感染リスク低減

3528 長野県 のぶじ 日本酒の非対面提供による感染予防対策とロスの削減

3529 長野県 有限会社豊誠堂 2100002004540 ホームページによる広報とネット販売システムの構築

3530 長野県 タケノスベイク 通販強化による売上向上とお取り寄せしたくなるような商品開発

3531 長野県 株式会社ブリスライフ 2100001020506 『気軽にネットで売却相談』『気軽に企画提案型住宅』ＨＰ開設

3532 長野県 株式会社自然食品の店つたや 9100001001391 ネット販売による非対面販路開拓と自然食品の宅配サービス

3533 長野県 こっつぁんちカナディアンロッキー イベント出店と移動販売でピザを売る！知名度向上と顧客獲得事業

3534 長野県 京屋 自宅で楽しむ着物コーディネート

3535 長野県 株式会社エクセル 5100001012806 身近で手軽なクリーニング集配サービス

3536 長野県 株式会社ウィングツアーズ 3100001000317 「信州癒しのグルメツアー」で一般顧客の開拓

3537 長野県 バーバーヤナギ お客様導線も空気も交差しない快適プライベート空間への店舗改修

3538 長野県 株式会社イシダ 3100001018920 新商品のオンライン販売PRとクレーム0施工の確立

3539 長野県 オフィス・ドルチェ オンラインレッスンとレッスン動画の販売で売上補填を実現

3540 長野県 きっちん　かわ セルフアルコールバーの導入

3541 長野県 株式会社ウェルネスライフ研究所 1100001034606 オンラインショールームとEC サイトの構築事業

3542 長野県 有限会社こだま 1100002022502 感染拡大防止の為の貸し切り家族風呂新設及び露天風呂改修工事

3543 長野県 スマイルハート 感染症拡大を防ぎ、お客様の心に寄り添う新規事業による販路拡大

3544 長野県 カラオケ道場喫茶　楽都・絆 テイクアウト事業「たこ焼き・ギョーザ・石焼き芋」販売の開始

3545 長野県 ラ・ランコントル オリジナル商品「おうちdeフレンチ」開発とオンライン販売事業

3546 長野県 ＳＥコントロール株式会社 3100001027748 機械の寿命を延ばす!!プッシュ型メンテナンスサービスの提供

3547 長野県 クラブ連 ホームページ制作とレイアウト変更によって安心なお店作りを実現

3548 長野県 株式会社犀川温泉 7100001001055 地域連携とICT利活用を強化しリブランディングを行う

3549 長野県 株式会社ほうせん 2100001020885 インターネットオーダー導入に伴うホームページのリニューアル

3550 長野県 ミーヤベーグル 『おうちでベーグル』のためのリンネル掲載と通販事業の拡大充実
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3551 長野県 七りん亭 セルフオーダーシステムの導入

3552 長野県 リラクゼーションサロン案 オンラインでリンパマッサージ教室

3553 長野県 有限会社大沼製作所 1100002024688 コロナに打ち克つ！オンライン販売主体のBtoC事業への参入

3554 長野県 合同会社Ｏｔｏ　ＳＴＵＤｉＯ 1100003006132 自宅でできる音楽レッスン・ヨガレッスンの為のオンライン事業化

3555 長野県 株式会社アクアフードジャパン 2100001005267 テイクアウト事業「悠善のおうちdeプロごはん」の促進

3556 長野県 合同会社ＯＮＥ　ＢＲＩＤＧＥ 8100003005887 八ヶ岳自然満喫プラン

3557 長野県 株式会社哲・Ｂｒａｖｅデザイン工房 1100001022131 建築設計事務所の動画広告活用による新規顧客獲得事業

3558 長野県 株式会社Ｍｉｎａｅｒａ 8100001028601 八重原の田園風景と浅間山を望める野外テラス席新設事業

3559 長野県 株式会社聖雅工房 5100001014018 医療機関を支援することに特化したWebサイト制作

3560 長野県 アンドマウンテン コロナ感染防止策対応席への屋根設置

3561 長野県 日本アルプス観光株式会社 1100001014483 非接触を目的としたPOSレジスター導入とキャッシュレス化

3562 長野県 有限会社早川製作所 2100002014580 見積依頼から受注・納品まで非接触型の新規顧客開拓事業

3563 長野県 八ヶ岳発酵研究所株式会社 6100001033388 生ハムのネット販売のための真空包装機の購入

3564 長野県 柴　茜 ECサイト立ち上げでおいしくかわいい特産品を全国に届ける！

3565 長野県 マーメイズヘアー より強化したコロナ対策と短時間で綺麗になれるメニューの提案

3566 長野県 株式会社筑北クリーニング 4100001016287 非接触型に特化した事業展開による販路拡大事業

3567 長野県 株式会社南信不動産商事 4100001031402 遠隔地でも非対面でも、笑顔の見える顧客対応の実現

3568 長野県 株式会社ＣＴＦ 5100001031830 非対面で完結する除草サービス

3569 長野県 作門 テラス席設置による新規顧客獲得と感染対策

3570 長野県 エム施工株式会社 8100001020384 オンラインミーティングを活用した非対面型営業と業務効率化

3571 長野県 玉屋商店 ロッカー式自動販売機導入による無人販売と看板設置による拡販

3572 長野県 ムゥ 『オンラインショップ開設」による商品の製造設備の導入

3573 長野県 吉澤整骨院 患者側・施術側の相互利益を生む『超音波観察装置導入事業』

3574 長野県 トレ・リベルラ 野菜の自動販売機設置による非接触システムの構築

3575 長野県 株式会社ヴィニョブル安曇野 8100003002380 ECサイトによる自社醸造ワインの販路拡大

3576 長野県 Ｐｉｌａｔｅｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄｏ 新スタジオ開設に伴う新規顧客獲得とオンラインレッスンの提供

3577 長野県 浜屋商店 LP事業におけるクラウドデータ活用でのコロナ感染リスクの低減

3578 長野県 株式会社Ｂｔｒｅｅ 6100001030261 テーブルオーダーの導入よる接触機会低減と効率化

3579 長野県 アルル 感染リスク低減のため配達サービスを導入し新規顧客獲得を図る

3580 長野県 信州松本城町文庫 「無人レンタルスペース」と「無人カフェ」の設置

3581 長野県 株式会社栄部品商会 8100001009766 ウィズコロナに負けない空きスペースの有効活用計画

3582 長野県 有限会社モントリヴェ 9100002029416 自慢の味をご家庭でも！ドレッシング・ステーキソースの通信販売

3583 長野県 エレクション・ウィン ●VRだからできる、空間再現

3584 長野県 株式会社萬作商事 3100001003204 オンラインツールを活用した非接触型ビジネスモデルの確立

3585 長野県 エスファイブバー Go active health life

3586 長野県 株式会社クリーン・ア・グリーン 8100001024220 とろろ充填機の自動化による対人接触機会の減少と生産性向上

3587 長野県 雪艇倶楽部ヒュッテ 高齢者に対するオンライン運動指導に用いる運動器具の改良事業

3588 長野県 株式会社ＴＥＲＲＡＷＡＬＫ 8030001116883 冷凍自動販売機の導入による非接触での食事提供

3589 長野県 ネイルアンドビューティー美遊 美容面から免疫向上！リスク大幅削減！セーフティサロンへの変革

3590 長野県 株式会社東飯田酒造店 5100001002889 コロナに負けずに日本酒を造ろう計画

3591 長野県 カレイド　エム ホームページ及びネットショップの活用による非対面ビジネス転換

3592 長野県 株式会社いいだエリアマネジメント 3100001031007 観光地の菓子継承と新商品の開発・EC販売

3593 長野県 株式会社ベクター 2100001011273 零細企業が生産ラインの大改革で最大限の賃上げチャレンジ！

3594 長野県 株式会社真心堂 2100002025999 「おうちDEコンサル」オンライン内見サービス

3595 長野県 株式会社たつじん 1100001030167 個室化による対人接触頻度減少と付加価値額増加事業

3596 長野県 株式会社Ｌｕｃｉａ 4100001033613 いつでもサロンと同じ商品を！！カート機能付きホームページ

3597 長野県 マクラメアクセサリーＲｏ・Ｋｏｎｉｔ 絹糸のアクセサリーを全国へお届け、HP＆ECサイトの開設

3598 長野県 株式会社ネクサス 6100001012367 障害者のグループホームのPRの為のホームページ制作

3599 長野県 有限会社ミヤザキ 6100002015096 対人接触機会減少の為の店舗拡張と感染拡大防止対策の強化

3600 長野県 ＤーＣＬＯＵＤ 地元情報Webメディアと困りごとコンサルタントをオンラインで
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3601 長野県 幸福亭 食器による感染の防止対策及び業務効率化によるテイクアウト販売

3602 長野県 株式会社パワーライン 6100001018868 HP・ネット通販ページのリニューアル事業で新規顧客獲得

3603 長野県 アトリエ・ルセス 魅力あるホームページ・パンフレットで販路開拓と売り上げの向上

3604 長野県 カフェ　バード 一人客の集客を図る居心地の良い店舗作りとカウンター設置工事

3605 長野県 有限会社横倉 9100002006209 大広間・和食堂の個室化

3606 長野県 Ｈｉｐｐｏｃａｍｐｕｓ ネットショップ開設、販売するための商品一新、PR事業

3607 長野県 おがわら農園 ネット販売強化にむけてHPの作成やECサイトへの登録事業

3608 長野県 サンルート・コマツ ドローンスクールのオンライン申し込みとオンライン講義の実現

3609 長野県 株式会社Ｉｒｉｅ 4100001025965 HP新設によるECサイト構築、空席照会による接触機会の減少

3610 長野県 ディー・ティー・インターナショナル合同会社 7010403007956 コロナ対応を徹底したセルフエステメニューでの売上拡大事業

3611 長野県 株式会社ＥＡＲＬＹ　ＢＬＯＯＭ 4100001033712 セルフカラーワークショップのための自動シャンプー台導入

3612 長野県 有限会社美濃屋精米所 5100002006402 ＩＴ技術を活用した事業改善

3613 長野県 はやし整骨院 電気治療器の導入と施術時間の短縮

3614 長野県 ピースリーショップ ツール導入と外注化を進め効率を上げ売上拡大を図る

3615 長野県 ２８ＬＡＢＯ 対人接触機会低減と業務円滑化のための新事務所設置事業

3616 長野県 佐々木良太 一棟貸しの民泊（ミンパク）型宿泊施設とレンタルスペース

3617 長野県 ｔｈｅ　ｃｏｒｅ合同会社 1100003006280 部活動に特化した会計ソフト『クラサポ会計』導入サポート事業

3618 長野県 株式会社時空の杜ＯＣＴ 1100001027923 屋内外におけるリトリートに対応したWEB配信整備及びPR事業

3619 長野県 合同会社Ｒｅｎｅ 2100003003392 SDGsに対応した商品をDX推進したWebサイト構築

3620 長野県 ＦｉｅｌｄＤｅｓｇｉｎ カメラ部門の立ち上げによるワンストップサービスの提供

3621 長野県 レストラン 焼きたてパンと手作りお菓子のテイクアウトのための設備導入

3622 長野県 ＭａｌｌｉｋａＢｒｅｗｉｎｇ合同会社 6100003005880 店外でも楽しめるテイクアウト商品の充実とそのPR事業

3623 長野県 カルチャスタイルサロンミンツ 女性の外見と内面を磨く小顔美整体オンラインサロン開設

3624 長野県 合同会社ワールドプレイ 1100003005299 既存商品の生産性向上と独自性のある新規商品の開発と販売事業

3625 長野県 ＢＡＢＹ－ＳＣＯＲＰＩＯИ 買取販売サイトの新規構築による非対面サービスへの対応

3626 長野県 合同会社Ｌ’ｅｍｂｅｌｌｉｒ 2100003006313 こだわりウェディングを実現するオンライン体制構築

3627 長野県 赤木コーポ 対人接触機会の減少に資する共用宅配ボックスの設置

3628 長野県 テーブルトップ 自動販売機による非接触型販売

3629 長野県 たけちゃん食品 おうちで簡単時短料理パックの非接触型販売への進出

3630 長野県 総合　ビューティサロン　アテナ セルフ脱毛機の導入により対人接触機会減少と集客相乗効果事業

3631 長野県 山荘　檪 より確かな安心と、より豊かなお食事体験のためのダイニング改装

3632 長野県 ユーストーリー株式会社 5100001008960 フェムテックの架け橋を軽井沢の当社から全国のお客様へ

3633 長野県 レアル 県認証の低農薬米の自社 HP 兼 EC サイトによる販路拡大

3634 長野県 有限会社矢城 4100002030634 セルフレジ導入による接触機会の減少と従業員の労働効率の改善

3635 長野県 株式会社レリバント 4100001033480 新事業における集客拡大のための非接触型販売チャネルの構築

3636 長野県 マイクロビジネス合同会社 1100003006363 動画コンテンツ活用による小規模事業の優良企業化支援

3637 長野県 有限会社アルプホルン 7100002022488 食堂の個室化・及び換気環境の改善

3638 長野県 合同会社大福 5100003004644 卓上サワー設置による飲み物の提供時の感染リスクの軽減

3639 長野県 株式会社ｎｅｘｔ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 3100001034736 EC事業の参入により新たな非対面事業の確立

3640 長野県 株式会社アップルアンドローゼスカンパニージャパン 3100001028556 新たなビジネスモデル構築！信州りんごを使ったスイーツを全国へ

3641 長野県 株式会社ナベリン・テイー・ブイ 5100001013787 ホームページ開設による、一般客の流入と認知拡大

3642 長野県 株式会社オープンハート 4100001029850 EC事業参入により新たな売上の確立

3643 長野県 飯島いちご　ベリーズファム ネットショップ開設とそのPR活動

3644 長野県 牛山貴広 完全非接触型トレーニング機器の設置

3645 岐阜県 有限会社ＡＵＢＥ 7200002017783 ライブコマースによる売上増加の為の短期集中型広告戦略

3646 岐阜県 ＷｏｏｄＳｔｒｉｋｅ コロナニーズに応える伝統の木工製品をホームページで非対面受注

3647 岐阜県 昭和食堂各務原店 キッチンカー営業で対人接触機会の低減と食卓応援でコロナを克服

3648 岐阜県 株式会社かきや 5200001033123 食品ロスを活用したテイクアウト新商品の開発、商品化と販路拡大

3649 岐阜県 株式会社天狗 6200001025838 自販機設置による冷凍商品の非対面販売

3650 岐阜県 貴州 コロナ禍における売上の底上げと食品ロス解消で利益の増加
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3651 岐阜県 テラ・コンディショニングルーム 接触必須の手技療法に代わる治療機器の導入

3652 岐阜県 ブロックヘッドアイデアワークス ECサイト構築による新規顧客獲得と販路拡大

3653 岐阜県 加圧トレーニング　エステ　ルナスポット 新たな設備導入によりリモートで行う加圧トレーニング

3654 岐阜県 株式会社花道 7200001035506 ご家庭でも『花道』の味を！非対面でラーメン提供スキーム確立

3655 岐阜県 ＢＡＲ　ＬＵＣＥ キッチンカーによる唐揚げテイクアウト事業

3656 岐阜県 いなりや コロナ禍の顧客ニーズへの対応及び販路の拡大への取組

3657 岐阜県 アジアン雑貨ターラ オンラインショップでの販売強化による売上拡大事業

3658 岐阜県 廣寿司 テイクアウト惣菜専門店「オレゴン」新規出店事業

3659 岐阜県 飛笑朗 ECサイトを使った当店オリジナル商品の販売と新規顧客開拓事業

3660 岐阜県 有限会社木下商会 7200002025142 食品加工卸事業の拡大と消費者への直販開始で事業の安定を目指す

3661 岐阜県 らぁめんつけ麺すずまん 「おうちで麺屋みつる」のテイクアウト提供による顧客満足度向上

3662 岐阜県 囲酒屋　もん爺 おうちで昭和懐かし居酒屋メニューの冷凍食品開発事業

3663 岐阜県 有限会社一笑 8200002000375 三密が避けられるキッチンカーによる屋外での食べ物の販売

3664 岐阜県 美ＢｏｄｙＷｏｒｋｏｕｔ　Ｌｉｋｋａ ＥＣサイトから提案、理想のフィットネスライフで輝くミセスへ

3665 岐阜県 株式会社フェイバリットホーム 7200001033526 テレワーク効率化によるワンストップサービスの実現

3666 岐阜県 有限会社日本教育企画 9200002017658 セルフレジ導入でお客様と一緒に安心・安全なお店作り

3667 岐阜県 株式会社新和 3200001017160 スマートグラスの導入により品質を落とさずに現場作業の効率化

3668 岐阜県 Ｒ－Ｕｎｉｔ プロ仕様の材料をネット販売・DIYの支援体制確立で受注拡大

3669 岐阜県 株式会社イナータスプレステージ 5200001020071 介護脱毛対応の個室セルフエステスタートで業務効率化＆集客！！

3670 岐阜県 グミリー EC販売促進のための非対面オーダー会スペースの設置

3671 岐阜県 合同会社あさひ 8012803000754 栄養価が高い「きくらげパン」を販売し、農福連携事業の柱とする

3672 岐阜県 日孝建設有限会社 6200002017586 ドローン活用のリモート視察サービス！視察時の接触リスクゼロへ

3673 岐阜県 有限会社大六印刷 6200002026158 非接触型のデジタルツールを導入して顧客の販売促進を支援

3674 岐阜県 ひさむら農園 自社ECサイト立ち上げと真空パック商品の開発による販売強化事

3675 岐阜県 エル・フラミンゴ 個室化と完全予約制による接触機会の減少と人気サービスの周知

3676 岐阜県 みしなサイクル テイクアウト用のスペースを確保したテイクアウト事業の本格開始

3677 岐阜県 株式会社たち川 6200001036232 高級食パンと池田町の郷土料理を販売する自社ECサイトの制作

3678 岐阜県 アトリエレゴロ あたたかい食事提供と知名度アップためのキッチンカー導入

3679 岐阜県 季節料理うさ美 非対面営業強化で予約機能付きホームページ構築し売上回復計画

3680 岐阜県 ｇａｊａ ネットを活用して食事とライブを安全に楽しめる環境を創る事業

3681 岐阜県 Ｆ．Ａ．ＷＩＮ株式会社 1120102005842 オンラインサロンによる非対面サービスで販路拡大を図る

3682 岐阜県 株式会社弁天堂 1200001004664 ウィズコロナ社会に向けてオンラインショップの構築

3683 岐阜県 エコナライフ株式会社 3200001033711 SNSを使った動画配信サービスの開始

3684 岐阜県 株式会社プラウドワン 5200001038923 オンライン販売サイト制作し、商圏の拡大と新規顧客獲得計画

3685 岐阜県 しばらく 飲食で最大限感染リスクが少ないキッチンカー販売

3686 岐阜県 株式会社ラテール 4200001005783 自社オリジナル商品のネット通販強化による新たな売上を創出

3687 岐阜県 コンテナカフェフレンズ 焼き鳥露店販売テイクアウト事業販路拡大

3688 岐阜県 有限会社曼陀羅コーポレーション 8200002014235 個室化費用の外注費

3689 岐阜県 有限会社いさぢ 2200002027151 予約テイクアウトで対面時間減少！SNS映えかき氷販売

3690 岐阜県 トヨタウォーヌング株式会社 4200001035013 自社WEBページから非来店型モデルハウスのシステム構築を図る

3691 岐阜県 鉄板　とりはち お家でお店の味を！

3692 岐阜県 桃庵 接触機会を大幅減少し、コロナ対策強化のため自動券売機導入

3693 岐阜県 ａｌｆｆｏ キッチンカー導入による屋外での移動販売事業の開始

3694 岐阜県 ヴィクトリアスタジオ 非接触・非対面型のベリーダンスのオンラインレッスンサイト構築

3695 岐阜県 春近合同会社 7200003005218 ＨＰリニューアルで非対面販路拡大、自動集客システムの構築！

3696 岐阜県 株式会社セカンドオフィス 9200001038498 3D-CAD導入による3次元設計事業の開始、接触機会の低減

3697 岐阜県 株式会社おくみの園グループ 4200001026747 非接触でもサービスを向上させる配膳ロボットを導入する。

3698 岐阜県 エルズ 密を避けた空間での強みを活かしたキッチンカー事業

3699 岐阜県 Ｓｔｅａｄｙ　Ａｕｔｏ ポストコロナに向けたスマホ予約可能なカーシェアリング事業展開

3700 岐阜県 株式会社エコラボ 1200001012568 住宅向け太陽光発電システム販売事業の非対面販路開拓とＰＲ事業
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3701 岐阜県 貞瓦店 訪問販売による対面から、動画によるDX、非対面広告への転換！

3702 岐阜県 株式会社美濃坂 5200001007580 業界初のオンライン見積サイトで新規顧客獲得

3703 岐阜県 株式会社ＴＲＯＮＣＨＵＳ 6200001034673 海外向け販売・受注サイト構築による新規顧客獲得

3704 岐阜県 ＦＡＭＩＬＹ農園ＷＡＴＡＮＡＢＥ 大切な人に贈りたい“特別感”のある苺ギフトのEC販売化の取組

3705 岐阜県 株式会社クリア機械 5200001033981 生産性向上による売上アップと密回避による感染防止

3706 岐阜県 株式会社リビングプラザ 5200001015121 オンラインを活用した低感染リスク型顧客獲得体制の構築

3707 岐阜県 やましょう柿農園 自社ECサイト構築による非接触型での干し柿販売強化事業

3708 岐阜県 有限会社エデン 5200002018627 withコロナにおける感染対策・顧客開拓・売り上げ強化事業

3709 岐阜県 梨の山田農園 農園の知名度の向上とオンラインでの梨の販売の仕組みづくり

3710 岐阜県 株式会社すいげん 3200001002682 ホームページを使用した新規顧客開拓事業

3711 岐阜県 丹羽建築 オーダーメイド爬虫類ケージ（飼育箱）をネットで販売

3712 岐阜県 ホワイトニングサロンパール 非接触型個室ホワイトニングサロン

3713 岐阜県 ジェット株式会社 8200001007850 ポツンと一軒家にも届くプログラミング学習動画の開発と販売

3714 岐阜県 有限会社フラット 3200002023257 自社HP、ビデオ会議アプリ等を活用したオンライン営業の確立

3715 岐阜県 東山加工所 コロナリスクを回避する外注工程の内製化

3716 岐阜県 Ａｉｍａｂｌｅ 非接触型の新サービス提供による売上増加を図るための設備導入

3717 岐阜県 有限会社ファーイースト 8200002006711 参列者の及び従業員の健康を守るためＥＣ式の供花サービス開始！

3718 岐阜県 株式会社イトキン 4200001010742 建設現場における感染防止対策と新規サービスの開発

3719 岐阜県 飛騨キッチン キッチンカーで飛騨高山の珍しいご当地メニューをお届けします！

3720 岐阜県 有限会社のりくら倶楽部 1200002026708 デジタル＋エコツール導入による非接触型のユーザー体験向上事業

3721 岐阜県 喜楽 店舗テイクアウトサービス改善及び製造環境改良事業

3722 岐阜県 ｏｆｆｉｃｅ　ＬＥ　ＬＩＥＮ 非接触型オンラインレッスン開設とECサイトの設置で集客アップ

3723 岐阜県 有限会社友田工務店 6200002014542 自社オリジナルの家具を非対面で販売するECサイト制作事業

3724 岐阜県 有限会社河村機工 1200002023762 産業機械修理を非接触受注するための専用見積フォーム設置ＨＰ

3725 岐阜県 ＦＲＥＳＴＡ７ 自社ECサイト作成で非接触比率を高め販路拡大

3726 岐阜県 株式会社生活住救便 9200001031271 人との接触機会を減らした運転代行を広めるための広報戦略

3727 岐阜県 株式会社兜 9200001033268 リモートで打ち合わせ可能なBIMソフト導入（設計力向上）

3728 岐阜県 株式会社バリューコネクション 5200001030970 焼肉用和牛及び創作料理の通販で経営回復を実現させる

3729 岐阜県 柏屋商事株式会社 2200001000984 老舗のコンシェルジュ

3730 岐阜県 株式会社快フードプロジェクト 2200001033316 インターネットショップ開設 漬け魚の商品開発とPR事業

3731 岐阜県 ハート＆ブレイン株式会社 9200001035017 インターネット活用による販売事業強化と研修関連の新事業開発

3732 岐阜県 あらい社労士事務所 農業経営者のための労務管理オンラインセミナー

3733 岐阜県 株式会社マツモトフード 1200001037978 「自宅でちょっと贅沢に高級焼肉を！」ネット通販で販売強化

3734 岐阜県 石のサカイ インターネットを活用したご遺骨粉骨サービスと、手元供養提案

3735 岐阜県 宮﨑園芸店 移動販売車導入に伴う新サービス提供による販路開拓事業

3736 岐阜県 有限会社Ｌ’ｓ 9200002019621 ホームページで商圏・顧客層・スタッフの質・数・量を向上！

3737 岐阜県 株式会社Ｆｅｒｍｅ　ｄｕ　Ｓｏｌｅｉｌ 2200001038323 対人接触機会を減らすリーフレット・DMサービスによる販路拡大

3738 岐阜県 有限会社ニットウネーム製作所 2200002019000 オンラインで全国へ発信！ホームページ作成で新規顧客獲得

3739 岐阜県 有限会社潮音坊 2200002009612 インターネット通信販売開始でさらなる業態変革、新規販路開拓！

3740 岐阜県 珈琲専門店　亜蛮忠留 無農薬野菜ビーツスイーツ専門店『minaemi』立ち上げ事業

3741 岐阜県 おりべ相続サポート 電子契約機能によるオンライン相続相談の提供

3742 岐阜県 株式会社一休ホーム 2200001038463 電気自動車のEV充電設備施工の販促活動

3743 岐阜県 株式会社洗心 5200001036266 新型全自動乾燥機による従業員の接触機会減少と新サービス策定

3744 岐阜県 思歩音 販売カーを活用した販路拡大事業

3745 岐阜県 株式会社ＡＴＲＩＡ 8010401114282 オーダーメイドによるオンラインパーソナルヨガを全国へ展開する

3746 岐阜県 有限会社ミュージックセンター・ダイソー楽器 9200002023607 ネット利用の促進と有休資産の活用への対応事業

3747 岐阜県 あなたへの祈り　優 死産・新生児死に特化した葬送事業

3748 岐阜県 ティケィエクステリア 新たにお客様を獲得し、我々の癒しの空間へご案内します

3749 岐阜県 ＧＯＯＤ　ＮＯＩＳＥ株式会社 5200001034096 対面営業脱却のためのオンライン広告宣伝による販促活動

3750 岐阜県 美シンデレラ 新規サービス商品「美容脱毛」開始による売上増加
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3751 岐阜県 さちコーポレーション オンライン母親教育事業と講師育成プログラム

3752 岐阜県 古川佑佳 ホームページを導入し脳洗浄(頭皮マッサージ)を広める

3753 岐阜県 株式会社アペル・シーニ 7180001105583 人の接触を減らす感染対策を施したアイラッシュサロンの設置

3754 岐阜県 服部商店 生産工程の無人化による効率アップと感染対策による収益向上

3755 岐阜県 株式会社必笑 8200001039200 ラインからの予約システムで店内混雑回避と顧客管理の導入

3756 岐阜県 ミレニアム株式会社 5200001035136 企業向けオンラインコンサルティングサービスの開発と集客

3757 岐阜県 株式会社竜光 2200001005843 新規ホームページを構築し広告宣伝力強化と安定した売上の確保

3758 岐阜県 株式会社アヴァンティホームズ 2200001000010 住宅販売業者が家電をECサイトで販売する事で収益確保する計画

3759 岐阜県 株式会社ロヂナ 9200003004820 非対面を強化をして新たな事業でコロナを乗り超える

3760 岐阜県 アイ・ドゥーｃｕｂｅ株式会社 1200001037581 テイクアウト専門ブースの設立とテラス整備による安心の食の提供

3761 岐阜県 部田隆一郎 オンライン相談およびセミナーの展開と体制整備

3762 岐阜県 中島　望 対人接触機会を減らすビジネスコンサルタント事業のオンライン化

3763 岐阜県 辻孝彦 アーキトレンドゼロによるオンラインでの打合

3764 岐阜県 合同会社パウワウ 9200003005125 オンライン講義の構築とそれを打ち出すホームページ

3765 岐阜県 有限会社ヨシミプリント工業 7200002015779 ネット販売システムの構築による感染リスクの低減と販路開拓

3766 岐阜県 ＪＡＳＭＩＮＥ ＩＴツールを活用し地域の皆様へ送るお客様第一の美容サロン事業

3767 岐阜県 株式会社不動産ＪＰ 4020001077131 不動産検索・閲覧システムの再構築

3768 岐阜県 株式会社スタージャパン 3200001028868 LINE Lステップを使用した非接触型販路拡大

3769 岐阜県 株式会社フリーダム 2200001012121 広域共有客卓のカーテン装備による個室化

3770 岐阜県 ＲＦ＆ＪＳ 柔術教室のオンラインでの見学・決済を実現するWEBサイト制作

3771 岐阜県 井上工業 BARとテイクアウトの店舗改装による販路拡大

3772 岐阜県 有限会社菱小小木曽商店 7200002023526 ガス事業会社がホームページとＥＣを作成して、新事業展開を行う

3773 岐阜県 ｅｎｔｒａｎｃｅ１２９１ クレーンゲームが巻き起こすバタフライエフェクト

3774 岐阜県 匠家 接触機会を減少させるチャット機能を組み込んだホームページ構築

3775 岐阜県 陶芸家　宮下将太 新商品を開発し、SNSを生かした全世界向けネット販売事業

3776 岐阜県 ＲＵＴＯＨ 非対面型で運営可能なECサイトの販路拡大の構築事業

3777 岐阜県 株式会社クアート 9200001035578 出張サービスの充実による非対面型営業の拡大

3778 岐阜県 中島健太 自社オリジナル整髪料の通信販売展開による売上向上計画

3779 岐阜県 ＢｅｗＴＥＣ株式会社 2200001038562 ECサイトを活用した非対面での自社製品提供による売上向上計画

3780 岐阜県 合同会社森ルーフ建装 9200003003723 非対面サービス提供による新規顧客開拓と売上向上

3781 岐阜県 梅木聖弥 教育業界向けオンラインスクールの開始と非対面での販売促進

3782 岐阜県 田代ライス 無洗米処理機で販路拡大事業

3783 岐阜県 株式会社ｈａｒａｓｅｎ 7200001039110 コロナウィルスによる非接触型販売を可能とするECサイトの構築

3784 岐阜県 株式会社Ｎｅｗｉｎｉｚｉｏ 6200001035440 ジュースみたいにゴクゴク飲めるプロテインで非接触型モデル確立

3785 岐阜県 エレメンツ　ＬＡＢ． 陰陽五行によるカウンセリングと養成講座の商材開発と宣伝事業

3786 岐阜県 株式会社ＮＧＴ 8180001141660 ＳＮＳ、オンライン商談による非対面型商談の実現

3787 岐阜県 Ｔ＆Ｙ アウトソーシングサービスのオンライン化計画

3788 岐阜県 ユートレ　ハウスオブフィットネス 岐阜県内パーソナルジム初新型設備導入とチラシによる認知度拡大

3789 岐阜県 オグリ美容室 個室型サロン空間工事と美容メニュー開発による収益向上

3790 岐阜県 株式会社ユープライム 8200001026875 事務所の密回避、社員同士の接触機会減少のためのシステム導入

3791 岐阜県 株式会社ＡＲＣＨ 2200001037531 デジタルドクター

3792 静岡県 パティスリーモンドール オンラインショップ開設による新たな顧客増、売上増を目指す

3793 静岡県 Ｂ－ＦＲＩＴＥＳ キッチンカーでの新メニューによる低感染型のテイクアウト事業

3794 静岡県 味の吉 ジェラートのテイクアウトシステムを中心とした拡販

3795 静岡県 有限会社池田屋 4080002014813 温かい料理と自慢のお刺身をテイクアウトとデリバリーでご家庭に

3796 静岡県 有限会社暮らしの衣料村松 6080402016572 セルフレジにより非接触会計・レジ前混雑の緩和を実現し販路拡大

3797 静岡県 株式会社辻本工業 9080001017300 ドローンによる建物診断・計測事業を通じた非対面サービス

3798 静岡県 太福屋 非接触型酒自動販売機による富士宮産地酒、おつまみ販売

3799 静岡県 秋山武道具 剣道具のweb販売化と刺繍デザインサービスによる高付加価値化

3800 静岡県 漁師家大次郎丸 網代の朝どれ鮮魚の魅力を多くの人に拡散していく為の事業
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3801 静岡県 Ｂｒｉｄｇｅ　Ｏｆ　Ｇｌｏｒｙ　ＰＲＯＪＥＣＴ モデルルームと動画を組み合わせた非対面型の新規販路開拓

3802 静岡県 麺屋三丁目 当店自慢のチャーシューを自宅で！ネット販売による販路拡大

3803 静岡県 株式会社流通サービス 2080401014969 有機緑茶・コーヒーのショッピングサイト構築による非接触型販売

3804 静岡県 株式会社ＳＴＩ 4080001021637 withコロナ・afterコロナ時代に即した環境整備事業

3805 静岡県 麺屋さすけ本店 ソーシャルディスタンスを確保した客席改装で快適な食事空間に！

3806 静岡県 株式会社呑楽堂 4080401018299 お客様のスマホからQRコードを使ったセルフオーダーシステム

3807 静岡県 株式会社ＩＲＩＥ　ＰＬＡＣＥ 8080001017607 「自宅で楽しむ専門店の味」販売の為の冷凍真空パック商品開発

3808 静岡県 株式会社ＴＲＡＮＳＩＴ 5080401021707 新商材{ブランディング｝オンライン化営業で新規顧客獲得

3809 静岡県 鳥栄 オーニングの活用による店外食事提供スペース拡大事業

3810 静岡県 有限会社長田商店 8080002001270 ＨＰから個人顧客をターゲットにＥＣサイトで販路拡大

3811 静岡県 株式会社ＭｉｉＺＵ 6080101022194 貸別荘でワーケーション！テレワーク設備＆非対面機器の導入

3812 静岡県 鈴木豆腐店 「鈴豆」ブランドの通販拡大ためのスイーツ製品開発とＰＲ

3813 静岡県 有限会社海政工業 6080102019652 番割り表・工程表のデジタル化による密の回避と事前準備の円滑化

3814 静岡県 したゴコロ ECサイトの構築による販路開拓

3815 静岡県 カフェアンドバーオーシャン 対人接触機会減少、安心安全な店舗改装による集客・売上増加事業

3816 静岡県 さくらクレープＢｏｎｈｅｕｒ 非接触型ビジネスモデルの確立とインターネットでの販売

3817 静岡県 大瀧建築 VRや動画による非接触での「大瀧建築」の家づくりの提案

3818 静岡県 有限会社兎月園 6080102011072 わたしは和菓子屋さん～ショッピングからエンターテイメントへ～

3819 静岡県 チャンドラ　パーソナル　トレーニング 完全オンライン型食事改善プログラム事業の構築と販路開拓

3820 静岡県 ギャレックス静岡株式会社 3080101000500 感染リスクを抑える為の衣類加工プリント内製化とサービス拡充

3821 静岡県 ＭＡＲＵＨＡ 製菓テイクアウト専門事業(昼業態新事業立ち上げ)

3822 静岡県 有限会社エースホーム 8080402001184 対人接触機会減少を実現！動画コンテンツを活用した集客施策

3823 静岡県 ファニーファーム・フードバーサル ホームページと動画を活用したクラフトビールの非対面販路開拓

3824 静岡県 有限会社民宿ふくだ 9080402018293 フロントスルーチェックイン・アウトシステム導入により３密回避

3825 静岡県 天城ホースビレッジ オンライン乗馬講座の展開強化で日本全国へ販路を拡大！

3826 静岡県 株式会社やまもと音楽教室 1080101019435 「おうちモンテッソーリ」オンライン講座の新設と販売促進計画

3827 静岡県 合同会社ＡＧＩＬＥ　ＭＩＮＤ 6080403003999 新型コロナに対応した非接触型の定額制不動産仲介サービスの事業

3828 静岡県 株式会社イケヤ 1080101003950 ＩｏＴ-Ｒの導入によるＬＰガス検針の自動化システム構築事業

3829 静岡県 株式会社花実月 3080001006036 ＨＡＮＳシステム導入による新たな出前サービスの提供

3830 静岡県 おいしいアトリエ Web広告の活用による販売促進と販路拡大事業

3831 静岡県 株式会社ＷＥＢ　ＦＯＲＥＳＴ 2080101015441 オンライン環境における予約管理システム導入＆セルフケア配信

3832 静岡県 ショー・ラ・メール テイクアウト・ネット販売用商品生産のための機材導入

3833 静岡県 ＫＴＳ株式会社 2080101015425 感染防止対策を徹底した完全個室型お泊まりデイサービスの運営

3834 静岡県 アイキ樹木メンテナンス株式会社 8080101016046 地域緑化を支える地域性苗木の販売体制構築及び販促

3835 静岡県 浅田梨園 アフターコロナにあった高付加価値で低感染リスクな販売体制構築

3836 静岡県 有限会社太陽造園土木 4080402004661 庭専門WEBマガジン型自社HPで非対面営業&販路拡大

3837 静岡県 株式会社Ｐクリエイト 2080101016480 オンライン決済によるテイクアウトで接触機会の減少と販売拡大

3838 静岡県 ミュージックプリモリトミック長泉教室 コロナに負けない！発達を応援する個別対応クラスの開講

3839 静岡県 ＺＥＮ人事労務サポート 医療機関のドクター向けにZOOMを活用したコーチング事業

3840 静岡県 株式会社アクト・フォ 6080001006264 ユーザーごと販売条件を設定できるECサイト構築による販路開拓

3841 静岡県 あおい鍼灸接骨院 セルフホワイトニング機器によるコロナ禍の非接触新規事業

3842 静岡県 ピンパーズパラダイス ECサイトの構築による販路開拓

3843 静岡県 地域発展株式会社 6080401016945 セルフオーダーシステムの導入による経営効率化の実現

3844 静岡県 株式会社勝美 4080401021393 テイクアウトメニューのインターネット販売及び出張販売

3845 静岡県 有限会社永田石油ガス 7080402021704 愛する人々をIoTで守るLPガス事業

3846 静岡県 有限会社お茶の宝玉園 2080402021460 茶文化振興と販路開拓を図るための低感染型移動販売事業の展開

3847 静岡県 株式会社ｅ－Ｈｏｕｓｅ 9080401023352 3密を避けた接客スペースによりサービス品質を向上させる取組み

3848 静岡県 ヘアーサロン　ダグトドス 密にならない個室で安心癒しの炭酸泉スパ頭皮マッサージコース

3849 静岡県 旬香まつい 季節の彩り創作料理のテイクアウト販売で売上回復を実現する

3850 静岡県 ０５３企業組合 6080405007412 食品自動販売機の新規導入
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3851 静岡県 ＤｏｌｌＨｏｕｓｅ EC・SNSを活用した新型コロナウイルスと共生する店舗経営

3852 静岡県 大井製茶株式会社 8080401014229 テラス席設置による非対面化の新事業展開による売上拡大

3853 静岡県 エステサロン英聖 非対面オンラインサロンの為の予約システムの構築により安定収益

3854 静岡県 安間翔 オンラインヒアリングを導入したロゴデザイン特化サイトの制作

3855 静岡県 株式会社　ＳＬ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 1080001019130 メルセデスベンツ各種部品・中古車の一般消費者への非接触型販売

3856 静岡県 合同会社ＦＯＲＥＶＥＲ　ＷＯＲＬＤ 9080003001590 カニクレーン導入による密集対策と作業の安全と効率化

3857 静岡県 コタロー堂 非接触の為の来店時間分散化とオンライン接客・販売事業の確立

3858 静岡県 株式会社ボクラノマチ 7080001022558 地域活性化イベント継続におけるキッチンカー事業での新たな展開

3859 静岡県 株式会社あかつき産業 5080401022481 自動包装機導入による省人化で作業スペースの密の解消・感染対策

3860 静岡県 整体ポレポレ 大幅な業務効率化と顧客満足度向上を目指す新システム導入事業

3861 静岡県 エスティーム株式会社 9080101019808 新規ウェビナールーム開設＆WEB講座開講事業

3862 静岡県 上野接骨院 最新電気・超音波による対面時間を削減する治療

3863 静岡県 株式会社ＷＩＳＨ 2080001017208 美容師向けオンライン技術講習で、対人接触機会の減少と売上回復

3864 静岡県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＣＨＯＣＯＬＡＴ パーソナルカラーサービスとオンラインの新規事業

3865 静岡県 合同会社Ｆｉｘパートナーズ 7080403003263 介護事業向け社内システム構築と事業継続計画オンラインサービス

3866 静岡県 有限会社スズキ写真館 7080102018331 デジタルツールを用いた低感染リスク型写真スタジオの実現

3867 静岡県 株式会社寿杉山水産 6080401015286 ホームページ作成とLINEワークス連携による効率的な集客

3868 静岡県 ボワ・ドゥ・フルール フラワーアレンジのオンラインスクール実現と販売サイト制作

3869 静岡県 ＡＶＥＣ株式会社 4080401023043 LP制作とオンラインカウンセリングシステムの構築

3870 静岡県 有限会社アライカンパニー 5080402017002 対人接触機会の減少のためのキッチンカー事業の立ち上げ

3871 静岡県 ノエル 売上向上を目指す、非対面事業の開始とECサイト再構築事業

3872 静岡県 株式会社微助人 2080101002398 看板屋の技術を消費者へ！端材を使ったフロントエンド商品の展開

3873 静岡県 Ｋｉｒａｒｉａ セルフエステの導入で安定した売上の確保

3874 静岡県 来来亭　天竜川店 業務効率と低感染に資するセルフレジ・テーブルオーダー導入事業

3875 静岡県 株式会社荻野商店 8080001007797 静岡茶を新たな非接触手法で首都圏に販売する新ECサイトの構築

3876 静岡県 さくら坂プロダクション 現役日本代表選手によるオンライントレーニングと講演会の開催

3877 静岡県 ヘアスタジオクー 新商品オリジナル靴カバーのラインナップ強化と非接触型販売促進

3878 静岡県 新清水法律事務所 防音を徹底したオンラインセミナー・オンライン法律相談の提供

3879 静岡県 株式会社ＳＨＩＥＮ 6080401024023 コロナ禍における多文化共生コミュニティカフェ新設の新規事業

3880 静岡県 富士錦酒造株式会社 2080101011770 販売サイト整備及び小売販売強化事業

3881 静岡県 有限会社イブ 1080402009151 非接触ドライヤーと空気清浄機の提供で感染予防地域NO１美容室

3882 静岡県 しま接骨院 姿勢・歩き方の改善整体を行う接骨院が巻き爪治療を新たに開始

3883 静岡県 ことぶき総合事務所 感染リスクを抑えたドローンによる測量調査業務の実施

3884 静岡県 株式会社アートプランナース 9080001010800 静岡の旅をオンラインで体感するECサイトの構築による販路拡大

3885 静岡県 ブースターデザインラボ オンラインツールの導入による顧客サポート体制の確立と新規獲得

3886 静岡県 株式会社浜松商会 2080401021247 公式サイト実装でより良いものを国内外へ発信！

3887 静岡県 合同会社うなぎのはら川 1080003002134 はら川オリジナル「駿河まぶし丼」のEC販売事業

3888 静岡県 有限会社漢風 3080102005135 券売機導入による感染リスク低減と労働者の環境改善

3889 静岡県 グロットサーフショップ ＥＣサイトとＨＰによる対人接触機会の減少と新規顧客の開拓

3890 静岡県 株式会社オリンピア 1080001019816 自社物件を活用したテイクアウト中心ハンバーガーショップの運営

3891 静岡県 マルトウ造園 キッチンカーでコーヒーの販売と苔玉盆栽の普及と広報宣伝活動

3892 静岡県 リトルノ 安心安全な空間の提供と食の大切さを訴求する販促事業

3893 静岡県 合同会社岩米農産 7080103002400 来店控えする顧客への鮮度の高い地元産米無人販売方法の構築

3894 静岡県 株式会社和田農園 1080401022238 三ヶ日町のみかんジュース販売事業の認知拡大とオンライン化

3895 静岡県 カフェマコ インターネットを活用したコーヒー豆販売と顧客獲得

3896 静岡県 ＹＳダイニング株式会社 2080401025578 感染リスク回避と売上向上を図る冷凍ラーメン自動販売機の設置

3897 静岡県 有限会社豊岡クラフト 9080402005556 動画制作による商品価値の訴求とブランド化

3898 静岡県 株式会社森田製茶 7080001005307 ECサイトの構築による販路開拓

3899 静岡県 合同会社ＫＢＹ 6080103002500 対面接客機会ゼロの完全個室型セルフフェイシャルサロンへ転換

3900 静岡県 ＷｅｌｌｎｅｓｓＲｏｇｅｒＶｏｌｔｚ HPの制作とオンラインフランス語レッスンの導入
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3901 静岡県 らーめん　もかすけ 非接触促進のための「キャッシュレス対応券売機」導入事業

3902 静岡県 ワガツナグ 静岡県特産の有機抹茶を全国の家庭に届けるECサイト作成事業

3903 静岡県 株式会社後藤農園 4080401019339 トマトの非対面型事業へ転換の為の販売チャネル構築

3904 静岡県 殿村食品株式会社 4080001016604 乾しいたけ「花どんこ」等ＥCサイト・非対面販売モデル展開実現

3905 静岡県 キッズオーライ株式会社 9080001023257 療育サービスが身近になるオンラインシステム

3906 静岡県 きままや 対人接触機会を減らす駄菓子（お菓子）の自動販売事業

3907 静岡県 株式会社東仙 1080001003687 老舗中華料理店の新たなビジネスモデルの構築

3908 静岡県 株式会社つなぐ 2080001023783 オンライン上で個別商談や無料相談ができるホームページの開設

3909 静岡県 ＮＥＷ　ＰＲＯＤＵＣＴ 自社ECサイト構築による非対面型の販路開拓

3910 静岡県 大衆酒場　翔 テイクアウト専用窓口の設置による販路開拓

3911 静岡県 株式会社アッシュ 2080401012840 「食空間を魅せる」ECサイト制作によるBtoC事業への参入

3912 静岡県 田邊竜士税理士事務所 新規会計ソフト導入によるテレワーク促進事業

3913 静岡県 株式会社Ｃｒｅａｔｅ‐ｉ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 6080001014572 脳科学と心理学を学び人生を良くするオンラインサービスの販売

3914 静岡県 カートップいずみ 事業拡大を目的とした非対面対応の開始とWEBサイト構築事業

3915 静岡県 ヴェリテ 売上向上の為のZOOM講座と経営相談とHP、店の感染対策

3916 静岡県 みちろ株式会社 6080001024662 WEB面談とEC機能を有したサイトを構築して販路拡大を図る

3917 静岡県 株式会社エンコーポレーション 3080001010888 「リモート披露宴」と「オンラインによる話し方教室」事業

3918 静岡県 株式会社神谷家具 7080001001099 ECサイトによる販路拡大とオンライン家具修理受付の仕組み構築

3919 静岡県 株式会社ＹＡＭＡＤＡ 2080401024299 世界初！ゴム式補助具のオンライン販促で「夢の歩行」を叶える

3920 静岡県 株式会社Ｏｎｅ　Ｂｉｇ 7080001018358 直接顔を合わせず家の悩みを相談できるオンライン営業の推進

3921 静岡県 株式会社増田組 8080401015103 SNS運用による建設案件の新規顧客獲得フローの非対面化

3922 静岡県 株式会社ＴＲＡＶＥＬ　ＢＯＯＫ　ＳＴＯＲＥ 6080001011396 基幹システムの新規導入による飛沫感染対策とＣＲＭへの取組み

3923 静岡県 安中昌一郎 ネット集客のためのWEB動画及びLP作製と教育目的の冊子作製

3924 静岡県 有限会社清水養鶏場 5080002002437 自動販売機の設置による非対面販売商品のラインナップの強化

3925 静岡県 ＳＥＬＥＣＡＯ オーダースーツ専門店が提案する「自宅スタイリスト」サービス

3926 静岡県 株式会社優 9080101012432 感染リスク減少の為、非対面で治療できる新たなサービスの提供

3927 静岡県 株式会社知人経営 7080001024067 デジタル化の推進とリモート勤務体制の強化

3928 静岡県 有限会社エム・ケイ機器 3080102006455 衛生関連商品を全国展開！BtoB中心からBtoCへの販路拡大

3929 静岡県 フリーロム静岡浜松 筋膜リリースを用いた低感染ストレッチサービスの事業化

3930 静岡県 株式会社サンク 3080401001850 自社ECサイト・LP構築による新規顧客開拓

3931 静岡県 ふくがうち合同会社 5080003002287 接触回数低減による安心・安全の児童発達支援施設の展開

3932 静岡県 株式会社ＭＵＫＩＪＩＫＵ 5080001024779 LEDパネル搭載デリバリーバッグ

3933 静岡県 ミナシア合同会社 5080003002428 テレワーク環境整備による感染リスク低減と多様な働き方への対応

3934 静岡県 アトリエアラン アトリエアランエステスクール

3935 静岡県 ちいさなぽっけ 当社サービスの明確化と広告宣伝の強化により売上向上

3936 静岡県 株式会社無双二級建築士事務所 1080401024655 オンライン住宅診断でリフォーム市場への販路開拓

3937 静岡県 株式会社ＳＡＵ 3080001022009 ECサイト新規構築とオンライン面談を活用した新サービスの展開

3938 静岡県 株式会社ＤｒｉｖｅＤ 5080401024057 海外向け静岡茶の商品開発とECサイトの制作

3939 静岡県 炎群 テイクアウト専用窓口の設置とラーメン店の開業

3940 静岡県 小顔とほぐしのサロンプリーネ 完全個室での新メニュー、セルフデトックスによる健康の底上げ

3941 静岡県 オートガレージモチヅキ 感染リスク低減の為のリモートオンライン販売業務

3942 静岡県 株式会社ガレリアエンタープライズ 5080101020117 ECサイトでの真空パック自社製品の販売とポストコロナ集客実施

3943 静岡県 幸伸工房 ペット用オリジナル仏壇のオンライン販売

3944 静岡県 株式会社ナカセ 9020001065461 額縁材による新規商品の開発及び新規ルートの開拓

3945 静岡県 北川隼人 EC 事業参入で非対面ビジネスの確立

3946 静岡県 Ｇｌｏｗ　Ｇｒｏｗ　Ｃａｆｅ WITHコロナ時代を生き抜くための個室化

3947 静岡県 ダイビングショップアバロ 非接触型管理システムの導入による新規顧客開拓計画

3948 静岡県 合同会社Ａｌｂｕｍ 2080103002388 「プロジェクトの非対面効率化」と「デジタル販路の強化支援」

3949 静岡県 有限会社かね中冷蔵庫 4080102000928 技能実習生にも体感できる感染予防対策

3950 静岡県 大西佐由美 決済システム搭載HP制作とオンライン動画コンテンツ制作
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3951 静岡県 トラットリア　ランパーダ 美味しく簡単にカロリーオフ、ボディアートフーズ商品開発広告事

3952 静岡県 ｅｄｇｅ マイクロバブル発生装置の導入による接触時間の短縮と満足度向上

3953 静岡県 有限会社カクタスハウス 9080002017431 スマホ対応で簡単にハオルチアが購入できるシステム作り

3954 静岡県 ヌサンタラ株式会社 4080001024516 ハラール食品販売に特化した自社ECサイトの構築

3955 静岡県 亀山塗装 新規顧客獲得が8割自動化できるWEBサイトの新規開設

3956 静岡県 癒し空間　香日和 未病対策のための新事業ECサイト×オンデマンド講座事業

3957 静岡県 宇佐美麦酒製造株式会社 6080101018119 もっと気軽に!クラフトビール専用自動販売機で販売拡大

3958 静岡県 衣食住株式会社 9080001020089 オンラインによる施工工程の見える化による接触機会の削減

3959 静岡県 株式会社ミニステル 4080101022130 【株式会社ミニステル】ブランド食器の中古品買い取りサイト

3960 静岡県 瞬時 Webを用いた既存ビジネスの新規販路開拓

3961 静岡県 有限会社ベネテック 4080102007452 カーボン製品のトリミングによる粉塵収集の分別化

3962 静岡県 Ｓｅａｍａｎｓ　Ｉｎｃ． コロナ禍におけるジム内環境及びオンラインレッスン環境の整備

3963 静岡県 オキメモ モリンガを使用した新メニューの開発とキッチンカーでの販路開拓

3964 静岡県 株式会社あんとスキップ 4080001022610 「プロカメラマンによるオンライン挙式サービス」対人接触機会を

3965 静岡県 参丘日本直通車合同会社 5080103002096 対人接触回数削減に資する中国人向け宿泊先予約アプリの開発

3966 静岡県 堀広和 新規店舗のWeb制作による広告宣伝の強化と新規顧客獲得

3967 静岡県 オハナ　フォトワークス 撮影スキルを活かした地域密着型の情報発信事業

3968 静岡県 彩食健美　二胡 ECサイト強化にかかるホームページのリニューアル

3969 静岡県 合同会社ネットワークコネクション 6080103002153 オンラインショップ事業

3970 静岡県 株式会社ＴＯＣオフィスコンサルティング 8080403003923 税務調査支援に特化したオンライン窓口つきの新サイト開設

3971 静岡県 ＮＯＢＡＮＡ 安心安全に商品を届けるための販売用ネットショップの構築

3972 静岡県 オーチェナック web制作業及び商品撮影事業の展開

3973 静岡県 株式会社シルフィ 1080001020609 静岡県外の顧客獲得のためのオンラインサイトの新設と広報活動

3974 静岡県 ドッグズ－ライフ 自社サイトでの生体販売の強化及び犬具のネットショップ開設

3975 静岡県 ｂｒｉｄｇｅｙｏｕ 全国から参加できる元劇団四季講師たちによるオンラインレッスン

3976 静岡県 峯尾塾 公式LINE・ランディングページの作成とSNS広告配信

3977 静岡県 エサひろ 売上アップの為のキャッシュレス決済対応ＰＯＳレジ導入事業

3978 静岡県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌ＆Ｒ 「白さよ戻れ！」非接触型セルフホワイトニング事業

3979 静岡県 株式会社丸共掛川製茶 4080401014496 グリーンアップの予備撹拌軸の導入による接触減と品質向上

3980 静岡県 株式会社Ｃ．Ｄ．Ｕ． 5080101022996 オンラインヨガレッスンとオーガニック・健康食品EC販売事業

3981 静岡県 有限会社Ｑｕｉｌｔｓ 4080102006520 完全予約制のプライベート美容室

3982 静岡県 大德興業 非対面での打ち合わせと新顧客開拓のための活動

3983 静岡県 有限会社ノーターゲット 1080002007035 ユニフォーム・オリジナルグッズ作製のためのプリント機械設備導

3984 静岡県 デントリペア森本 オンライン打合せの広報を中心としたHP改修と事務所消毒作業

3985 静岡県 ＲＥＯＮ 個室完結型に要する仕切り及び各種設備の設置

3986 静岡県 ジェイドリームコンサルティング 自社ホームページ作成による「グローバルホームページ」認知向上

3987 静岡県 カリツバ KariTsuba

3988 静岡県 ファーストブランディング合同会社 6010403014276 廃材を再利用した「世界に１つだけのART」制作/ EC販売

3989 愛知県 株式会社いちまるさん 6180001073716 海鮮茶屋味香美にて冷凍自動販売機による非対面販売の導入

3990 愛知県 エムレッスン オンライン事業開始によるハイブリッド料理教室への転換

3991 愛知県 株式会社リーフス 6180301025169 暮らしの悩みリモート相談マッチングサイトと対応例動画制作

3992 愛知県 小川精肉店 にく屋の味に自信あり！冷凍自動販売機でクールに販路拡大作戦

3993 愛知県 株式会社アミー 4180001120321 増築により接触機会を減らすことによる感染対策及び売上増加策

3994 愛知県 株式会社梅坪電気工事 3180301021352 電子黒板を活用したオンライン会議の導入により利益向上を実現

3995 愛知県 ＩＤｏＰｒｏｊｅｃｔ ～SDGｓ～主体的に生きる全ての「表現者」のための稽古場を

3996 愛知県 ＮＯＩＳＥＴＴＥ 郊外のスペースを活かしたパン販売事業

3997 愛知県 市川琢磨 非対面形式の音楽、音声を扱う技術サービスの展開

3998 愛知県 株式会社アシユール 9180001033849 非接触、密対策、時間短縮でも付加価値の高い新たな美容サービス

3999 愛知県 ＢｅｌｌａｓＢｅａｕｔｙＳｐａ HP・ECサイトの構築で新たな販路開拓と感染防止対策

4000 愛知県 株式会社サンイー 8180001133303 ＬＩＮＥアプリ「マトカ」による3密防止対策と売上回復事業
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4001 愛知県 トータルエステサロン　アジュール わたしの身体を知るオンライン美容講座・商品販売促進事業

4002 愛知県 ＰＥＴＯＲＹ コロナ禍においてパートの自宅作業を可能にして生産性を上げる

4003 愛知県 有限会社鈴木青果 9180302014936 対人接触機会減少型焼き芋店の冷凍焼き芋のネット販売事業

4004 愛知県 信濃工業株式会社 3180001097899 ３６５日開催！ＷＥＢ展示会開催で新規顧客を獲得！

4005 愛知県 Ｃｈｅｚ　ＮＯ－ＭＡ 非接触でのスイーツ販売のための「冷凍用自動販売機」の設置事業

4006 愛知県 有限会社万石 5180002029024 オンラインシステム活用による、持ち帰り用寿司のオンライン販売

4007 愛知県 御菓子司　美乃雀 ＥＣ販売用新商品の開発、製造能力等強化、地元大学との連携事業

4008 愛知県 ＭＩＫＡＷＡ愛作 自宅で食べたい時にお店の味が堪能できる真空パック商品の開発

4009 愛知県 株式会社アポイント 6180001001569 新規弁当事業の開業

4010 愛知県 小林　麻里子 小麦アレルギー対応チーズケーキのEC構築事業

4011 愛知県 有限会社山藤屋 9180002091854 時間を気にしない無人ロッカーでの受け取りと時間短縮可能な受付

4012 愛知県 チャンネルワンスタジオ ネット技術の特徴を活かしたパーソナライズオンラインレッスン

4013 愛知県 山宗本店 新テイクアウトサービス開始による新たな顧客層への販路開拓事業

4014 愛知県 ヴィンジアンシューシャイン 在宅しながら靴磨きサービスを依頼できる非接触のサービス展開！

4015 愛知県 アイタリスト オンライン教室等、デジタルマーケットを拡大し、売上向上を図る

4016 愛知県 ちゃのまのごちそう 新事業サービス実施による売上増を目指した野菜保管庫の充実強化

4017 愛知県 株式会社庭史 5180001068345 オンライン活用で非接触でも庭空間を楽しむ広報のしくみづくり

4018 愛知県 ＣＯＣＯＲＯＣＡＦＥ モーニング人気店の自慢メニューを家で！キッチントレーラー導入

4019 愛知県 株式会社ケンタープライズ 2180001093585 非接触でのオーダー実現によるウィズコロナ事業

4020 愛知県 株式会社ＫＭサービス 2180301017013 トンボロ干潟を眺めるバケーションレンタル（貸別荘）

4021 愛知県 株式会社えん 7180301032098 ECサイトで新商品名物穴子料理を全国にお届け

4022 愛知県 尾頭橋米穀店 「のし餅切機」導入によるコロナ対策、生産性向上及び新製品挑戦

4023 愛知県 まつもと接骨院 セルフ肌診断機による新サービスでポストコロナを乗り切る

4024 愛知県 有限会社クラルテ 3180002053769 冷凍ケーキ自販機及びオンラインショップによる非対面販売

4025 愛知県 株式会社プロファクト 4180001097799 顧客の声と当社の強みから生まれた高機能ペット小屋直販事業

4026 愛知県 アオサンズ キッチンカーを活用したテイクアウト商品の他地域への販売

4027 愛知県 オンマー キッチンカー導入による販路拡大及び新規顧客獲得

4028 愛知県 ＴＯＭＯＥ もっと身近に健康を、免疫力アップ食品甘酒オンライン通販事業

4029 愛知県 合同会社マイクロヘブン 4180003019512 オンラインビジネスマッチング開催できるWEBページを構築する

4030 愛知県 いろは也　ＬＡＮＤ　ＳＣＡＰＥ　ＤＥＣＯＲ いろは也インターネット促進戦略事業

4031 愛知県 株式会社ＣＥＫ 3180001022246 コロナ禍でもオンラインで厨房機器導入提案による販路開拓事業

4032 愛知県 Ｋｕｐｐｙ　Ｃａｆｅ クレープ専門店の美味しさを24時間楽しめる

4033 愛知県 株式会社宿福 7180301028229 登録文化財でテイクアウト！ネスプレッソとガーデンカフェ事業

4034 愛知県 うまうまディマーレ 多店舗経営広報戦略型ホームページ

4035 愛知県 ニュー旭 ECサイト構築によりお宿自慢のしらす料理で販路拡大を図る

4036 愛知県 株式会社後藤壮建築事務所 2180001140684 通風シミュレーションソフトを活用したポストコロナ住宅設計事業

4037 愛知県 ホルモン岡ちゃん 「ホルモン岡ちゃん」の新鮮ホルモンのテイクアウト販売事業

4038 愛知県 株式会社ＲＯＯＴ　ＰＯＲＴ 5180301035656 オンライン面談等を活用した新規介護事業の非対面サービス拡充

4039 愛知県 株式会社ＭＴカンパニー 8180301031231 西尾の抹茶スイーツのテイクアウト販売で売上回復を実現する

4040 愛知県 ＢＡＫＥＲＹｍａｋｉｍａｋｉ 新たな販売チャネル構築冷凍パンのEC販売スタートアップ事業

4041 愛知県 月と蓮 ビビンバやキンパなど韓国料理を販売するためのキッチンカー導入

4042 愛知県 おざ鍼灸院 接触減少で安心！ＨＰ上の動画施術と予約システム構築事業

4043 愛知県 しあわせカフェらふぃおら 冷凍自販機による離乳食総菜の24H販売で親子世帯の食生活支援

4044 愛知県 柏木 店外に物販自動販売機を設置し、当店自慢の商品を非接触で販売！

4045 愛知県 合同会社ＦＩＳＴ 5180003015411 顧客管理システムによる業務効率化とオンライン講習、器材販売

4046 愛知県 株式会社アンジュールプラス 1180001138283 自動販売機導入で健康系チョコドリンクの非接触型販売を実現する

4047 愛知県 福弥 ウィズコロナ・アフターコロナを踏まえたテイクアウト拡大事業

4048 愛知県 株式会社ｋａｓｈｉｍａ 9180001122528 ＨＰ予約システムによりショールームでの接触機会減少の集客実現

4049 愛知県 株式会社メランザーネ 1180301008005 移動式キッチンカー導入によるテイクアウト需要の取り込み

4050 愛知県 稲武製材株式会社 4180301019981 デジタルマーケティングシステムを活用した非接触営業体制の構築
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4051 愛知県 合同会社Ｍｏｔｔｙ 4180003009926 大手塾人気NO.１講師によるオンライン塾を動画で集客・拡販！

4052 愛知県 株式会社ＩＮＢ 1180001130653 テイクアウトサービスを開始する為ＨＰからの予約システム構築！

4053 愛知県 花ひで オンラインサイトによるテイクアウト事業拡大で業態転換を図る

4054 愛知県 広客栄 予約・テイクアウト注文のオンライン化による効率化とウェブ集客

4055 愛知県 株式会社イーヤス 2180001060511 「会社のオリジナル体操動画制作」サービスの販促ＰＲ事業

4056 愛知県 有限会社ブリッジ 9180002041280 全国の中高生から選ばれるオンライン英会話対策No1スクールへ

4057 愛知県 株式会社Ｊｅｉｐｅｅ＆Ｃｏ． 6180301035886 キッチンカーで過疎地域や買い物難民に買い物の機会を提供する

4058 愛知県 与加楼 与加楼さんのお惣菜を、自宅で待ってる家族と一緒に食べようよ！

4059 愛知県 そば一笑 ご家庭でも手軽に十割そばが味わえるテイクアウトの導入

4060 愛知県 ルビーズアイ 感染リスクを減らしながら西尾市ナンバーワンのサロンへ。

4061 愛知県 天婦羅亀彦 キッチンカーを導入し、老舗天婦羅屋の味を地域に届ける！

4062 愛知県 ガネーシャ ジュエリー職人の工房直販オンラインショップ計画

4063 愛知県 株式会社安形建築 6180301026695 WEBとドローンで完全非対面型災害復旧工事商談システムの構築

4064 愛知県 株式会社あおみ創建 6180301024724 産業用ドローン導入による非対面非接触サービスの展開と販路拡大

4065 愛知県 特定非営利活動法人つばさ吃音相談室 1180005016353 言語セラピーの完全オンライン化で感染リスクＤＯＷＮと集客ＵＰ

4066 愛知県 株式会社ＣｒｏｓｓＷｏｒｋｓ 9180001118096 キッチンカーによる販路拡大、及び自店の宣伝販売強化

4067 愛知県 株式会社Ｆｒｅｅ　Ｆｏｏｄｓ 8180001105847 飲食店の商品を家庭に届ける食品配送を

4068 愛知県 株式会社カレッジ 8180301028756 「おうちでエステ小顔・痩身・美肌」のHP制作とPR事業

4069 愛知県 イトウスパッタリング株式会社 5180301025525 オンライン工場見学による商談機会の創出および生産効率向上

4070 愛知県 株式会社ビクシーズ 6180001138270 コロナ禍を乗りきる為の環境制御装置遠隔商談対応整備事業

4071 愛知県 つくで田舎レストランすがもり キッチンカーで移動販売！接触機会を低減し売上UPを図る

4072 愛知県 特定非営利活動法人みち 8180305008639 古民家の個室と請求ソフトの導入で蜜を回避し業務を効率化

4073 愛知県 太田産業株式会社 9180001029715 コロナ禍での一般建築部門販路開拓に伴うHP改修事業

4074 愛知県 株式会社氷感サプライズ 9180001110202 コロナ禍でも遠隔地で商品説明、取扱説明を可能とする動画の作成

4075 愛知県 民宿竹見荘 自慢の海産物をECサイト販売で全国展開を図る

4076 愛知県 名古屋流通商事 伝統工芸品有松絞りの「２４時間お土産販売」自動販売機の設置

4077 愛知県 有限会社宮本精肉店 2180302015981 急速冷凍による細胞を壊さない焼肉用冷凍肉テイクアウト販売事業

4078 愛知県 髪倶楽部ジグザグ 機械導入により接触回数減少、時短で感染リスクを下げるサービス

4079 愛知県 Ｐｈａｔ　Ｆｉｅｌｄ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ ライブ配信を対人非接触で実現する画期的なシステム構築

4080 愛知県 有限会社ぷちトマト 8180002079033 リモート接客の実現のための機器の導入と店舗の改装

4081 愛知県 株式会社Ｇｌｏｓｓｙ　ｌｉｐｓ 6180301034327 女子力アップ！プロテイン・サプリメントのECサイト構築

4082 愛知県 株式会社金蝶堂 4180001035412 「おうちdeパティスリー」～ロールケーキの冷凍宅配便～

4083 愛知県 ＣＯＶＯ株式会社 8180001136363 コロナ禍でも安心！絶品イタリアンをネットで気軽にテイクアウト

4084 愛知県 シェルパ 人気創作料理のテイクアウトサービス化による販路拡大を図る

4085 愛知県 ハチスカ株式会社 7180301001763 作業服のオンライン商談サービス

4086 愛知県 株式会社フューテックホールディングズ 2180001055899 コロナ禍の状況での非接触のデータ処理と効率的Web集客の実現

4087 愛知県 株式会社キクタケ 9180001016449 ウェブサイトを活用した新規顧客獲得と顧客定着、社会貢献の取組

4088 愛知県 おそうじ本舗新守山駅前店 お客様現場での作業時間の短縮を図り高品質な作業の提供を目指す

4089 愛知県 株式会社ジュリアン 3180001148173 セルフ脱毛・エステ施術システム導入とWEB広告での集客力向上

4090 愛知県 丸豊 しらすのネット販売による非対面ビジネスで販路拡大を図る

4091 愛知県 株式会社ナカイチ住研 9180301006645 非接触商談と全方位写真システムの導入で対人接触時間削減

4092 愛知県 音楽教室のはじまりの音 インスタ集客からの非対面対応の説明会・レッスン申込み導線

4093 愛知県 株式会社Ｒ＆Ａ 9180001124581 感染対策に特化した新規プライベートサロン

4094 愛知県 株式会社ＩＣＨＩＮＡＲＵ 1180301034158 造園＋抗菌！非対面で見積・契約・作業完了まで一貫サービス構築

4095 愛知県 株式会社スミサービス 1180301031659 水回りリフォーム4点パック事業の集客と非対面式営業の仕組構築

4096 愛知県 大円商店 大自然の中で楽しむ唯一無二のオリジナル家具

4097 愛知県 株式会社愛知在宅生活支援機構 6180001124634 コロナ禍の訪問医療・介護 をIT(LINE)実装により活性化

4098 愛知県 株式会社セイント 8013201010189 オリジナルアプリでテイクアウト効率化！SNSでしっかり販促

4099 愛知県 アトリエ　ド　シューケット 菓子教室から特別感ある食べ比べセットの通信販売への転換

4100 愛知県 株式会社ツーライド 1180001131123 EC・Web予約システム構築と自社HP改善による事業拡大
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4101 愛知県 株式会社華 5180001134865 飲食店の新たな挑戦！最先端の刺しゅうミシンによるものづくり事

4102 愛知県 ｕｆ（ウフ） 【UF】web広告活用による認知拡大・新規顧客獲得

4103 愛知県 有限会社アイ・エム・オー 3180002061598 ラジオパーソナリティーのためのオンラインサロン・サポート

4104 愛知県 株式会社僊 7180301009526 出来立て料理を家庭の食卓へ！急速冷凍を用いた食品小売事業強化

4105 愛知県 株式会社ワイルドボア 3180001090920 非対面でネイルサロン級！自身で出来るジェルネイルシールの開発

4106 愛知県 Ｈｅａｒｔｙ　ｎｅｗｂｏｒｎｐｈｏｔｏ 不安を取り除き記念に残せるニューボーンフォトの撮影事業新設

4107 愛知県 きものゆあん 【きものゆあん】着物小売から完全予約制／非対面型着物レンタル

4108 愛知県 土屋千扇 食生活改善講座のオンライン配信システム導入とECサイト構築

4109 愛知県 ＮＴＣ株式会社 9180001130431 自社ECサイトを構築し、心地良い非接触生活用品を販売する。

4110 愛知県 株式会社アトリエシーズー 8180001118865 「オンライン相談・バーチャルツアー」事業と新規顧客獲得

4111 愛知県 株式会社ｉｎｆｉｎｉｔｙ 6180001142735 コミュニケーションアプリ利用の低感染リスクと利便性の向上事業

4112 愛知県 ボディケアのお店　ブルースター セルフ美容機器と個室ブース設置による非接触ポストコロナ事業

4113 愛知県 らぅめん考房ありがた屋 抗菌シート付き最新タッチパネル券売機導入による感染症予防

4114 愛知県 有限会社ながさき苑 6180002032092 テイクアウトサービス挑戦とWEBサイト制作で販路開拓事業

4115 愛知県 ボディケアルームＬａｍｍｙ プライベートサロンで安心！新メニューとオンラインで満足度UP

4116 愛知県 Ｑｕｅｓｔ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 1180001135438 非対面での保険相談に向けた保険代理業のDX化

4117 愛知県 アジアンキッチン　バイトーン お家で！職場で！どこでも美味しいバイトーンのアジアン料理

4118 愛知県 有限会社オフィス菊理 7180302011563 オンライン学校公演用動画作成とＰＲホームページ作成で売上回復

4119 愛知県 ＥＮ．ＭＯＴＩＯＮ 動画制作における対人接触機会減少のためのオンライン化計画

4120 愛知県 大漁屋 人気とらふぐ料理を強みにお宿の味をEC販売で販路拡大を図る

4121 愛知県 はねよし 酒屋が新たに「発酵食品」販売事業の開始・推進計画

4122 愛知県 ダイコック ダイコック「昭和の親父のオンライン戦略への初挑戦」

4123 愛知県 ヘアーサロン　ピース セルフドライヤー等導入による対面サービス回避及び売上向上計画

4124 愛知県 有限会社ナガサカ建窓 2180302002303 非対面による水廻りリフォーム受注獲得へ向けた取り組み

4125 愛知県 ｌａ　ｌｕｍｉｅｒｅ EC販売とオンライン講習会による新たな営業手段の構築を図る

4126 愛知県 トゥグンドゥグン ウィズコロナを見据えた換気装置とモバイルオーダーシステム

4127 愛知県 しき葉 オンラインカウンセリングを取り入れた自社専用サイトを構築する

4128 愛知県 Ｅｔｅｒｎｏ オンラインで開催するカメラマン養成講座及び表情筋トレーニング

4129 愛知県 有限会社梅原 6180002023892 オンラインツール導入による接触機会減少で施術数増大・売上拡大

4130 愛知県 からかさ亭 新分野展開による非接触型販売に向けた体制の構築で売上高向上

4131 愛知県 株式会社鈴木工務店 1180301024134 若い世代とのつながりを創る非接触営業手法の確立及び生産性向上

4132 愛知県 ライフイズシェアリング 店内緩和のためにテイクアウト販売の拡充と製造場所の構築

4133 愛知県 高木ピアノ教室 ピアノ教室のオンライン化と新規おうちリトミック開始で販路開拓

4134 愛知県 株式会社スコール 3180001146846 「券売機とカードリーダーの導入」

4135 愛知県 西牟田コンサルティング株式会社 2180001144710 技術コンサルティングのオールオンライン化事業

4136 愛知県 滝瓦工業株式会社 8180001092565 書店内スペースを活用した子供向け教室の感染対策＆受講者獲得策

4137 愛知県 フィル企画有限会社 1180002089856 本場の味「台湾カステラ」テイクアウト戦略でコロナに打ち克つ！

4138 愛知県 ＴＷＩＮＫＬＥ アイシングクッキーの動画レッスン販売による非接触型教室運営

4139 愛知県 株式会社Ｍａｒｕ 8180001119599 米粉を使ったスイーツのテイクアウト事業の実施

4140 愛知県 美容室ドロップアウト 感染リスク回避と新メニューの為の新型シャンプー台導入

4141 愛知県 合資会社瀬戸本業窯 3180003010703 HPの一新、ECサイト構築により感染防止と売上確保を目指す

4142 愛知県 有限会社光明堂 1180302021972 リモートを活用した販路拡大と業務の効率化

4143 愛知県 Ｍ＆Ｂ　ｓｔｕｄｉｏ 自宅から参加できるバレエのオンラインレッスンの導入

4144 愛知県 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｓｐａｃｅ　Ｋ 樹木医によるオンライン樹木の生育・病害虫相談Webサイト構築

4145 愛知県 株式会社芋花恋 6180001111640 独自商品をリスク感染の低いオンラインで販路し収益を拡大する

4146 愛知県 株式会社ユーコー 1180002074049 「おうちで大分中津からあげ」地域密着型デリバリーサービス

4147 愛知県 株式会社イザヴェル 8180001088761 弊社オリジナル商品【蔵元の雫】をECサイトで拡販したい

4148 愛知県 ゼネラルトランス株式会社 7180301026059 尿素水販売事業の EC サイト立ち上げ

4149 愛知県 スタジオズイ 当スタジオのリフォームにより、集客増及び業務効率UPを目指す

4150 愛知県 株式会社ＣＯＬＴ 7180001109659 予約機能付WEBサイト制作及び空気清浄機導入事業
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4151 愛知県 有限会社ワイワイメディカルサポート 8180002039177 EC販売とオーラルケアカウンセリングによる販路拡大を実現する

4152 愛知県 大場はりきゅう接骨院 低接触型筋力トレーニング

4153 愛知県 ＳＯＵＰ 自社スタジオを開設し、対人接触機会の少ない1対1撮影の促進

4154 愛知県 コーヒー空 対人接触機会減少へ向けたテイクアウト事業の展開

4155 愛知県 合同会社良美津 2180003020950 コロナを乗り超える入居募集を取組み入居率向上

4156 愛知県 株式会社カロンクリエイト 5180001101345 非接触型の個室改装でコロナ禍の不安払底による来客増売上アップ

4157 愛知県 株式会社Ｔｗｅｎｔｙ　Ｆｏｕｒ　Ｈｉｌｌ 2180301030924 英語対応のＨＰを新設して海外取引を希望する企業へのＰＲ強化

4158 愛知県 古出来ユアサ電気有限会社 7180002004173 ネット販売の活用による売上の拡大と新規客の獲得

4159 愛知県 丸山会計事務所 事業承継支援と集客をオンライン化し商圏拡大と新規顧客を獲得

4160 愛知県 エン・コネクト株式会社 8180001134937 EC販売とオンラインによる無料カウンセリングで販路拡大を図る

4161 愛知県 株式会社久保田商店 6180001035567 お客様の緊急時にも遠隔対応可能なHPで非対面営業拡大

4162 愛知県 株式会社ＡＮＮＥＸ篠原 4180301032084 インスタグラム運用による顧客フォロー、新規顧客開拓

4163 愛知県 Ｓａｙｕｒｉ’ｓ　ｃｈｉｆｆｏｎ お菓子の自動販売機導入による非接触で持続的な販売機会の確保

4164 愛知県 渡邉農場 栽培用ハウスの増設による感染対策と増産事業

4165 愛知県 セレンディピティ ポストコロナを踏まえた非接触型サービス提供モデルの確立

4166 愛知県 株式会社中畑ホールディングス 7180301033815 多肉植物のインターネット販売のためのECサイト制作

4167 愛知県 株式会社ｂｉｑｕｅｔｔｅ 8180001146890 名古屋から全国へ！伝統と革新の創作焼き菓子のEC販売

4168 愛知県 ちいさな美容室庵 コロナ疲れを癒やす低感染リスク型美容室の新店舗設立

4169 愛知県 有限会社ピュアレ 9180002058408 対面とオンラインカウンセリング併用でもっと「なりたい自分」へ

4170 愛知県 特定非営利活動法人桜茶ｍｅｅｔ 2180005017953 海外の富裕層をターゲットにした高級抹茶のEC構築

4171 愛知県 ちょい飲み酒場２ｎｄ テイクアウト・デリバリーの導入および新規HPの作成

4172 愛知県 株式会社西岡電機工業 7180301003553 動画活用、英語対応のＨＰに改訂、海外含む中小企業へのＰＲ強化

4173 愛知県 フジテックス株式会社 3180301029478 飲食・サービス業経験者による移動販売事業

4174 愛知県 ザベリーサンドイッチ サンドイッチ屋が始める移動販売とデリバリー型店舗

4175 愛知県 まるいち 非接触ビジネスモデル構築のための新規テイクアウトサービス事業

4176 愛知県 株式会社ＬＵＸＥ 5180001141011 非対面での営業、打ち合わせスキームを確立し新営業スタイルへ！

4177 愛知県 株式会社財音商事 4180001129461 コロナの影響を受けない販路開拓としてのECサイト導入

4178 愛知県 マルニシ　リノベーション＆クリエーション サテライトオフィスの導入による地方の作業員の感染リスク低減

4179 愛知県 チキン王国 コロナ禍のランチ需要増加に対応できる大型キッチンカーの導入

4180 愛知県 屋台や翔家 アフターコロナのニューノーマルに沿った店舗内装の工事

4181 愛知県 三伸照明有限会社 2180002000672 ウィズコロナを生き残る！HPとECサイト構築で新たな販路開拓

4182 愛知県 富士電設工業株式会社 2180001052450 オンラインシステム導入による感染防止と技術伝承

4183 愛知県 フェリシテハクサン プレミアセルフエステ開業とウェビナーによる集客

4184 愛知県 株式会社ジーオーディ・ジャパン 5180001145557 仮想空間および3Dモデルを活用した低感染リスクビジネスの展開

4185 愛知県 ＫＩＴＣＨＥＮ　ｍａｃｈａ 日間賀島産の食材を使用した料理のテイクアウト販売事業へ転換

4186 愛知県 鈴木畳店 畳をもっと身近に気軽に！オンラインで畳をオーダーする事業

4187 愛知県 サロン・ド・ハーモニー美 県下No.1小顔施術師が勧める自宅で小顔グッズのEC販売

4188 愛知県 株式会社翔栄 9180001056536 外的要因を払拭するバーチャル内見サービスの導入と集客計画

4189 愛知県 小さな居酒屋のピクニッチ 店で評判のワッフルをキッチンカーで移動販売展開

4190 愛知県 宮川 カタログ通販による、低感染リスク型販路拡大計画

4191 愛知県 丹羽住宅 リフォーム業におけるDX活用での生産性向上に向けたサイト構築

4192 愛知県 合資会社だんぞう 2180003012989 大正時代創業の呉服屋が行うオンラインショップによる経営改善

4193 愛知県 ＷＩＴＨ　ＡＬＯＨＡ テイクアウト予約機能付WEBサイト制作・空気清浄機導入事業

4194 愛知県 ＭＳＫ株式会社 4180001149864 精肉卸売業から一般消費者向けの商品開発・販売の新事業開拓

4195 愛知県 腸セラピーサロンｈｏｃｏｎｉｃｏ 非対面型腸セラピーサービス専用HPの制作

4196 愛知県 樹カフェ コロナ禍に創業したカフェの知名度向上・テイクアウト開始！

4197 愛知県 ライフサイズ キッチンカー広場で非対面型の飲食サービスの提供

4198 愛知県 株式会社プログレスクリエイト 7180001068038 もつ鍋、精肉販売事業

4199 愛知県 サンズシステムソリューション株式会社 5180001089151 総合ＨＰ・ＥＣサイトの新規開設からオンライン商談手段の確立

4200 愛知県 株式会社高木総業 2180001119019 足場材の特性を生かしたスチール棚の開発とECでの非対面販売事
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4201 愛知県 株式会社つつみ 7180001023918 ホームページを活用した２４時間型WEB募集体制確立事業

4202 愛知県 有限会社國水管工 1180002053358 密時間短縮を目的とする作業場確保のためのカーポート設営

4203 愛知県 株式会社ロイヤルイタリア 6180001093929 ジュエリー販売ECサイトの構築によるネット販売スタート

4204 愛知県 有限会社東海装建 1180002091696 Withコロナ時代の工場、倉庫の塗装工事元請け化事業

4205 愛知県 食品百貨有限会社鈴木屋食料品店 3180302013217 ECサイト開設で籠盛依存からの脱却～自社PRから販売まで～

4206 愛知県 株式会社キング 2180001126023 自動ブレーキシステム点検作業のIT化により集客力の向上を図る

4207 愛知県 鈴良農園 新たな機械を取り入れ生産性を上げＥＣサイトで販売し売上回復！

4208 愛知県 株式会社ＬＩＢＥＲＡＬ 6180001145416 創作イタリアンの惣菜販売による新業態で販路拡大を図る

4209 愛知県 Ｄｏｌｃｅ コロナ禍の顧客を癒すための新サービスと非対面営業力の強化

4210 愛知県 株式会社ＤＭＹファーマシー 9180001142740 感染リスク低減になるシステム導入による安心薬局の確立事業

4211 愛知県 株式会社Ｎ．Ｅｓｙｎｅｒｇｙ 3180001144098 非対面でオリジナル菓子とコーヒーが購入できるEC構築

4212 愛知県 フォーグ 性教育もできる小中学生向け吸収型生理用パンツの新規販路開

4213 愛知県 株式会社ＨＩＬＬ．ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 5180301031218 非対面システムの導入とECサイト開設で販路拡大

4214 愛知県 株式会社ＡＢＣＤｐｒｏｍｏ 3180001141632 非対面セルフエステ事業による新たな売上の創出

4215 愛知県 株式会社美建 9180001136486 職人技術を動画に監修し、安定的な講習会の実施を実現する

4216 愛知県 漫遊堂 買取ができる不用品処分

4217 愛知県 株式会社グイズコーポレーション 5180001140293 オンラインレッスン「スピード中国語習得」で全国の受講生を獲得

4218 愛知県 アイ創研株式会社 5180001104835 在宅ワーク者の腰痛防止に向けた胴体伸長器具の製造販売の準備

4219 愛知県 株式会社ゾーン・シー 9180001046652 ポーターズペイント販売のためのホームページ作成

4220 愛知県 韓国料理大田 店内混雑状況を配信し密状況をお知らせ！安心な店舗

4221 愛知県 株式会社マリモ 1180001032825 世界を笑顔にするユニバーサルデザイン靴下事業

4222 愛知県 インフイニチ 「ブラジリアン・オンライン経営塾」の創設

4223 愛知県 有限会社貴建 1180002088965 オフィシャルホームページや公式LINEを介してリモートで運営

4224 愛知県 ベストトレード 気持ちの明るくなる介護下着等のネット通販事業

4225 愛知県 有限会社フレッシュ 8180002085502 コロナ対策水回り施工のオンライン営業化の取り組み

4226 愛知県 株式会社りんねしゃ 9180001096697 通販ギフト事業と宅配事業をリニューアルして非接触型販売を強化

4227 愛知県 ヴィブラヴィブレ キッチンカーによる韓国家庭料理販売

4228 愛知県 特定非営利活動法人しんしろドリーム荘 4180305007850 歌声オンラインサロンの開発

4229 愛知県 ミッチーズ　クッキー HP導入で挑むクッキー屋の新たな販売スタイル確立への挑戦

4230 愛知県 株式会社水谷 9180001106076 (女性専門)出張整体事業で新たな販路開拓

4231 愛知県 合同会社ＹＳＴ 8180303004400 ECサイトを使った焼肉笑徳のテイクアウト事業の実施

4232 愛知県 有限会社岡崎保険サービス 1180302000563 ホームページの作成による非接触型営業の推進と販路拡大事業

4233 愛知県 ヨサパークボニー オリジナルプログラムのオンライン提供サービスによる売上拡大

4234 愛知県 Ｈａｐｐｙ　Ｓｍｉｌｅ 非対面型事業のためのECウェブサイト構築

4235 愛知県 株式会社Ｍｅｇｅｒｅ 8180301026693 キッチンカー導入による新規売上開拓事業

4236 愛知県 株式会社ダイコー産業 6180001077411 WEB活用で効率的な駐車場ライン工事の新規顧客開拓事業

4237 愛知県 おもちまん株式会社 5180001137793 高齢者や障害者向け低接触型旅行の促進と移動式電動カート導入

4238 愛知県 株式会社Ｋ２ＰＲＯＤＵＣＴＳ 2180001066005 自社ブランド力を生かしたオフィシャル通信販売サイト構築

4239 愛知県 西尾いとう接骨院 密にならないプライベート空間での新しい形の接骨院

4240 愛知県 加藤晃敏法律事務所 弁護士をもっと身近な存在に！弁護士業界のIT化推進事業

4241 愛知県 株式会社富士加 9180001068176 当店の味を全国へ！商圏範囲及びコロナ対策のＥＣサイト構築！

4242 愛知県 Ｃａｒ＆ｍｏｔｏ　ｃｕｓｔｏｍ　ＦＫ　Ｗｏｒｋｓ 完全非対面対応のオンライン買取査定体制を構築で販路拡大を図る

4243 愛知県 株式会社フードアイデア 9180001143037 素材にこだわった自家製レモンジャムのEC販売で販路拡大を図る

4244 愛知県 立山建機リース株式会社 6180001020016 リース事業のオンライン化及びリスティング広告事業

4245 愛知県 すっぴん茶屋 すっぴん茶のウェブサイト販売とキッチンカーでの対面販売事業

4246 愛知県 カフェアシンメトリー 西三河初、スイーツドルチェ缶の自動販売機事業

4247 愛知県 株式会社エアリアル 8180301021406 【株式会社エアリアル】eスポーツ層を対象としたカーレースシミ

4248 愛知県 焼肉　太平楽 非対面販売ルート(ECサイト)構築と低感染リスク型店舗構築

4249 愛知県 エンダモロジー専門サロンＳｋｙ ウィズコロナに対応したエステ事業のためのセルフエステの実現

4250 愛知県 伊藤・松永法律事務所 オンラインセミナー用の特設サイト新設
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4251 愛知県 ｌｅ　Ｌｏｔｕｓ オンライン決済連携を中心とした非接触対応による新規顧客獲得

4252 愛知県 エスティーイー エルステップ導入で効果的・効率的・積極的にお店をＰＲ

4253 愛知県 名古屋もつ焼き　ひとすじ 自慢の鉄板メニューのテイクアウトサービスで販路拡大を図る

4254 愛知県 ｃｏｌｏｒｓ　ａｕｔｏ　ｓｅｒｖｉｃｅ 通信販売事業の新規展開による感染リスク抑制と売上回復計画

4255 愛知県 新都工業株式会社 6180001098127 オンラインセミナーを活用した集客システムの導入

4256 愛知県 有限会社蔵屋 6180002050144 新規顧客獲得を見込んだ水回りリフォームの非対面販売！

4257 愛知県 ボルダリングハウスノット ボルダリングジムの発展に繋げる新規事業参入による販路拡大

4258 愛知県 株式会社Ｈ＆Ｃ 3180301028942 セルフ美容機導入で非対人接触新サービスの提供で売上回復！

4259 愛知県 トータルリフォームアリタ コロナ禍でもオンライン快適リフォーム提案による販路開拓事業

4260 愛知県 丸装 ネイルサロンの有効活用策としての脱毛エステサービスとの融合化

4261 愛知県 ＳＵＰ　ＳＨＯＰ　海楽 キッチンカー導入による露出効果による流動客への販売向上

4262 愛知県 ウィルトン英会話 オンライン授業による生徒拡大計画

4263 愛知県 株式会社マンガラ 8180001141322 幸福度診断管理システムを構築してのオンライン型新サービス展開

4264 愛知県 あい美す東海株式会社 9180001130183 理美容サロン向けECサイトの構築

4265 愛知県 Ｌｕｘｅｌｅ 予約機能付き商品販売用ECサイトの構築

4266 愛知県 美容室ｐⅰーｎａ 非対面を推進する店舗改装でコロナ禍でも安心安全を提供！

4267 愛知県 アイ・ディ・エヌ ネットショップのブランド化及び販売力強化

4268 愛知県 有限会社未来縫製 6180002020329 動画制作による持続可能な服飾お直しサロンのＰＲで売上拡大

4269 愛知県 有限会社光陽産業 5180002065894 WEB決済によるサウナ設置サービスで非対面の売上増加を実現

4270 愛知県 クロックワークス 完全非対面でのサービス提供による新規顧客開拓と売上回復計画

4271 愛知県 美容整体・接骨院リカフル オンライン診断サイト構築で接触機会を減らして新規顧客を獲得！

4272 愛知県 株式会社ねことたんぽぽ 8180301035414 高齢者施設におけるレクリエーションツールの新たな提供

4273 愛知県 パーソナルトレーニングスタジオ　ウィヴォ　コンディショニング お家でできるフィットネスサイトの導入及び PR

4274 愛知県 株式会社コンフィデンス 7180001063245 ポストコロナに向けたホームページの改修及び新規顧客の獲得

4275 愛知県 株式会社アットカマル 4180301035806 オンラインによる商談・セミナーで非接触サービスの開始

4276 愛知県 居酒屋そわか 幸せと笑顔を運ぶ焼き鳥屋さんで知名度アップ事業

4277 愛知県 カモメのサイフォン珈琲店 サイフォン式ドリンクと有機栽培野菜惣菜のテイクアウトサービス

4278 愛知県 サクセスファクター株式会社 7180001114361 配信者と配信代行を別室に　感染リスクを下げる配信専用ルーム

4279 愛知県 チタ　チーム　ビジェイジェイ 柔術教室の予約システムを導入し接触機会減少と販路開拓！

4280 愛知県 フィトン サイマティクスセラピー提供サロンを改装する事でコロナ対策

4281 愛知県 株式会社綿鍬商店 8180001027686 WEB受注に特化したWEBサイトを構築し、新規顧客創出を狙う

4282 愛知県 川瀬オフィス 会員専用オンラインサイトを構築し、リモートによる講座を展開

4283 愛知県 株式会社ＡＷＯＹＡ 5180001147751 新たな非接触型エステ・脱毛サービスの開始による販路開拓

4284 愛知県 有限会社サンライズ 5180002060111 ＲＰＡ導入によるテレワーク実現

4285 愛知県 ＴＡＣＨＩＫＡＷＡ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 2180001145923 非対面型コンサルティングとネット通販の両輪運営用Web制作

4286 愛知県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＲＯＮＤＯＮＥ インターネットを利用した、デザート、菓子類の販売事業

4287 愛知県 すぱいすじゃんきー 「キッチンカーで美味しいルーロー飯をお届け！」事業開始

4288 愛知県 ケントシーリング 非対人接触型での販路及び雇用拡大のためのWEBサイト制作事業

4289 愛知県 株式会社ばんだい 9180001015319 LPとパンフレットで福祉施設向け食事提供サービスの営業力強化

4290 愛知県 株式会社マネーシフト 4180001135526 親子向け非対面型金融教育サービスのPRと集客導線構築

4291 愛知県 株式会社タケハラ電子 3180001000730 『共晶はんだ』という固有技術を武器に販路拡大につなげる

4292 愛知県 カマダ屋 集客や音楽活動の宣伝に繋がるホームページの制作

4293 愛知県 カラオケ喫茶マドンナ カラオケ機器の対人非接触化で安心安全集客大

4294 愛知県 株式会社青山商店 6180001013969 EC機能付Webサイト導入事業

4295 愛知県 とば接骨院　はり・きゅう院 ネット予約機能付きＨＰによる対人接触機会減少計画

4296 愛知県 魚兼商店 老舗マグロ卸会社が挑戦する消費者向けオンライン通販事業

4297 愛知県 株式会社イーストンホームクリエーション 6180001088417 ホームページを利用した非対面型事業

4298 愛知県 株式会社Ｓｈｉｇｅｔａ　Ｈｏｎｐｏ 1180001146930 催事用商品卸から独自ブランド商品のネット通販への転換

4299 愛知県 合資会社オアシス 6180003001749 ウェブ上での非接触デリバリー、テイクアウトスキームを構築！

4300 愛知県 りんどう学習塾 不登校学生を対象としたオンライン授業の実施

86



＜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6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５月12日(木)以降）。

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

4301 愛知県 さかえサックス サックスのオンラインレッスンと譜面の配信

4302 愛知県 レンスハウススタジオ ポストコロナを踏まえた完全お一人様プライベートサロン

4303 愛知県 茶太郎 餃子専門テイクアウト販売の開始による販路開拓事業

4304 愛知県 キョウコメソッドスタジオ 小さなサロン経営力アップの為の接触機会低減型レッスン

4305 愛知県 結婚相談所　ｆｏｒ　Ｍ オンラインお見合い専用ルームの作成と周知事業

4306 愛知県 株式会社エコウッズカンパニー 4180001113969 ホームページのリニューアルによるＥＣサイトでの販売促進

4307 愛知県 ハート　ルポ WEB 媒体を有効活用して集客力向上と売上向上計画

4308 愛知県 株式会社Ａｒｉｅｓ 9180001147525 HP作成により当社の認知度の向上！企業に新たな風を吹かせる

4309 愛知県 Ｂｒｅｗ　ｃｏｆｆｅｅ　ｒｏａｓｔｅｒｓ 簡便派・こだわり派等に対応したセミオーダー珈琲豆の通販事業

4310 愛知県 株式会社Ｂｏｕｎｔｉｆｕｌ　Ｓｔｙｌｅ 7180001148640 コロナを乗り超えるために非対面のビジネスへチャレンジ

4311 愛知県 シックスパックブレイン 遠隔同時通訳および会議議事録作成＆翻訳サービス提供

4312 愛知県 ミル　ネイル 自宅で簡単にケア・付け替えのできるスカルプネイルのネット販売

4313 愛知県 山下陽平 LINEで婚活！Lステップを活用した魅力アップのサービス開発

4314 愛知県 株式会社Ｆｏｒ　Ａｂｉｌｉｔｙ 5180001147149 HPでの集客及びオンラインミーティングによる円滑な商談

4315 愛知県 グリーンハウス ＰＯＳレジとオーダー端末により非接触型店舗運営の実施

4316 愛知県 ＺＥＺＩ株式会社 5180001139294 今後の需要拡大を見込んだ施策を行い売上回復計画

4317 愛知県 魔法道 非対面でソフトウェアを受注できるＨＰで企業の業務効率化に貢献

4318 愛知県 ケーアイ防災システム オンラインによる広告と非対面の問い合わせ・予約システムの構築

4319 愛知県 松下松長製陶所　陶兵八 外部環境変化に対応する為の新事業創設

4320 愛知県 新井良明会計事務所 オンラインでの業務効率化ツールの開発と非対面型営業の促進

4321 愛知県 有限会社ケイエフエスコンサルタンツ 2180002046609 産廃診断書のオンラインコンサルティング事業

4322 愛知県 ａｎｄ株式会社 3180001147365 ネットからの「採用コンサルタント」認知アップ

4323 愛知県 有限会社トータルクリーン 3180302002013 新規ＥＣサイト開設により非対面型ビジネスモデル販路拡大事業

4324 愛知県 有限会社ウメダ 5180302015161 コロナ禍で安心安全に来店いただける店内環境整備による販路開拓

4325 愛知県 株式会社ＢＬＡＮＣＡ 3180301035220 施術面の個室化による『お客様と従業員と会社を守る』事業

4326 愛知県 ファーム大しま いちじく農家のオリジナル商品のWEB販売対応事業

4327 愛知県 ひらみつ造園 弦楽器用の製作、修理工具のオンライン販売

4328 愛知県 大城ヘッドスパ専門店Ｌｉｅｎ 完全個室化による極上ヘッドスパの提供とヘアケア配信サービス

4329 愛知県 ＡＺＺＵＲＲＯ 対人接触機会を減少させた営業スタイルへ転換し安定した売上確保

4330 愛知県 弁護士法人明日架 8180005016388 受付・相談のオンライン化による新規顧客獲得と紛争防止・解決

4331 愛知県 株式会社天野家 8180001146362 魚のネット注文HP構築とチラシカタログ作成で売上アップ事業

4332 愛知県 有限会社トータルネットワークサービス 4180302011434 非対面で円滑に新事業を推進する人材を採用する仕組みづくり

4333 愛知県 株式会社ｋｌｕｔｃｈ 6180001150151 地産品で消費拡大、地域活性化を実現させる非対面ビジネス戦略

4334 愛知県 有限会社名伸ゴム商会 5180002061349 新規HPとEC導入による新規顧客開拓と販路拡大

4335 愛知県 トライプラス IT導入による学習塾でのハイブリッド授業

4336 愛知県 ヒロキーズスクール お試しオンライン授業の開始による新規顧客の獲得と商圏拡大

4337 愛知県 株式会社壽屋 7180001088721 自律神経の乱れた方へ新技術の開始と販売促進

4338 愛知県 株式会社ＳＵＮＮＹ　ＨＯＭＥ 2180001139834 弱みを強みに変えた非対面営業、打ち合わせ手法で売上回復計画！

4339 愛知県 平川工業株式会社 1180301029190 わかりやすく伝える！キッチンカー事業参入への道。

4340 愛知県 有限会社葵司朗オフィス 2180302000067 コロナ禍、元気を提供する楽曲制作と非対面経営可能な顧客の獲得

4341 愛知県 有限会社レントオール江南 4180002082668 レンタル品の宅配便対応を実現する耐久性プラダンボール箱制作

4342 愛知県 株式会社Ｄｅｖｏｔｉｏｎ 7180001149812 非接触顧客管理システム「CONNECT」の開発と展開

4343 愛知県 合同会社ｓａｎ－ｚｅｎ 3180003018787 三方良しでコロナ環境を克服し新たな満室賃貸経営に向かう

4344 愛知県 モハラプアインターナショナル 非対面式レッスン動画の販売とE Cサイト構築

4345 愛知県 株式会社ワイズ・コンストラクション 2180001128556 コロナ禍でも安心して利用できるプライベートエステサロンの開設

4346 愛知県 Ｒｅ：Ｓｔａｒｔ 顧客と上手くマッチング！オンラインマッチングサイト構築！

4347 愛知県 ヤマバル キッチンカー導入によるホットサンドの販売拡大

4348 愛知県 パーソナルトレーニングジジムビジョン ミールラボの筋肉弁当の販売と認知度向上のためのプロモーション

4349 愛知県 フジイビニール株式会社 4180301001840 卸売も小売も対応！少人数でも経営可能なバーチャル店舗の開設！

4350 愛知県 エクセレントビューティーサロン艶 健康＆美容の意識を高める自宅での美容革命
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4351 愛知県 有限会社オイソ企画 8180302005969 自動券売機と空気清浄機による、コロナ対応対策

4352 愛知県 株式会社アクセルパートナーズ 9180003016744 YouTubeスタジオでのセミナー配信と広告による販路開拓

4353 愛知県 ソルネイル 個室化による低感染リスク対策＋セルフエステ事業

4354 愛知県 色彩共生空間イン・ルーチェ 実店舗スクールのオンライン展開事業

4355 愛知県 ＮＯＺＡＷＡグループホールディングス株式会社 6180001139442 ECコンサルティング事業の開始のためのコーポレートサイト作成

4356 愛知県 美容整体Оｔｉ ハギレ・古着を用いたリメイク品のEC販売で売上の新たな柱を作

4357 愛知県 株式会社山建エステート 8180001027505 WEBでの発信力強化による販路拡大と接触機会の減少の両立

4358 愛知県 Ａｎｕｅｎｕｅ HIFU機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

4359 愛知県 東寿司 感染対策の店舗改装と新規売上確保の為の営業施策

4360 愛知県 ＡＲＲＯＷＳ 美き華書を贈ろう！コロナ禍だからこそ人との繋がりをギフトに！

4361 愛知県 間宮織布合資会社 4180003012392 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型〉

4362 愛知県 有限会社竹宗商店 3180302026268 インターネット予約推進による感染対策及び集客力強化

4363 愛知県 ＣＨＡＩＮＯＮ ネット・非対面仕入れ・販売事業

4364 愛知県 西山事務機株式会社 4180001010803 『TeamViewer』を活用した遠隔ICTサポート提供

4365 愛知県 株式会社ＲＩＳＥ 6180001146380 中古車買取会社によるフードデリバリーサービス利用事業の展開

4366 愛知県 株式会社丸品商事 6180301032413 ポストコロナにおける双方向型越境ECビジネスの構築と顧客開拓

4367 愛知県 リービューティーサロン 顧客層拡大の為の広報活動と自社製品販売の為のサイト立ち上げ

4368 愛知県 ジャパントラスト株式会社 2180001117658 介護事業所と連携し衛生対策向けの男性脱毛サービスを展開

4369 愛知県 有限会社フラッグ大谷 9180002007744 新事業へ挑戦！テニスオリジナルブランドネットショップ開設

4370 愛知県 有限会社オープンアイ 1180302012617 対面集合研修型講座のオンライン化とマーケティング導線の構築

4371 愛知県 株式会社プレゼンツ 9180301004244 豊田市で初！買取専門店が提供する非対面「セルフ脱毛サロン」

4372 愛知県 株式会社児玉ホールディングス 4180001115890 【NOごみ屋敷・DO遺品整理】SNS見積・予約システム構築

4373 愛知県 株式会社ＬＡＮ 6180001090876 オンラインによるスマホの買取強化で売上拡大

4374 愛知県 友松ひとみ コロナ禍で需要急増！非接触での美容機器導入による新規顧客開拓

4375 愛知県 レガシープロジェクツ株式会社 4180001141771 採用業務のオンライン化を通して売上のカバーリングを実現！

4376 愛知県 株式会社プラス・ワン 4180001087098 新規出店からあげ専門店「金肉萬」における非対面機会創出事業

4377 愛知県 株式会社アイシア 5180301025649 夕飯を鮮やかにするテイクアウトサービス開始による販路開拓事業

4378 愛知県 株式会社ＲｅＣ 7180001145357 動画コンテンツを活用したデジタル集客導入の取り組み

4379 愛知県 株式会社佐くら 5180001145004 自宅で海産物を使った料理を楽しむテイクアウトとEC販売

4380 愛知県 株式会社家電プラザ新橋 1180001021729 ネットの活用による販売の取り組みと新規客の獲得

4381 愛知県 ふうりん 感染リスクを抑えた居酒屋へ転身し本物の韓国家庭料理を提供する

4382 愛知県 愛凌建設 発注から施工の完了まで、全てをオンライン化させるHPの制作

4383 愛知県 ミスターリトルサンシャイン 「心もお腹も満足させる!新時代のおもてなし」

4384 愛知県 古民家サロン彩生 新ＨＰを活用した「セミセルフ」フェイシャルサービスの導入

4385 愛知県 シンバッド語学学校 対人接触機会を減少させ販路を拡大する為のオンライン販売事業

4386 愛知県 ボディフル接骨院 新規出入口と待合室の増設による非接触率向上事業

4387 愛知県 Ｓｕｎｌｕｃｅ コロナ禍の顧客ニーズに応えるオンラインレッスンの導入

4388 愛知県 ピープル・ビジネス・コンサルタンツ株式会社 3180001148875 ビジネスメディア　ピープル・ビジネス・オンライン

4389 愛知県 石の恵 非接触型筋トレマシン増台、及びセルフエステ機導入

4390 愛知県 株式会社ロイヤルテント 4180001142877 データの高度・専門分析・ＥＣコンサルティング事業の立上げ

4391 愛知県 小島ＩＴ経営オフィス 中小企業へのDX推進。AIを活用したオンライン相談

4392 愛知県 アデュース EC販売サイトを構築した新たなホームページの作成

4393 愛知県 買取大吉コノミヤ東浦店 非対面営業力を強化するために店舗独自のWEBサイト制作

4394 愛知県 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ｄｅｖｅｌｏｐ 7180001089488 総合生活サポートサイトを制作し非対面での売上向上計画

4395 愛知県 株式会社ライカシャトル 1180001127575 ラピルスDXによる紙の書類の業務プロセス改善

4396 愛知県 ゴリラの森 オンライン型 EC 導入コンサルティング事業

4397 愛知県 リーブル株式会社 6180001115988 無人販売所、移動販売スペース設置事業

4398 愛知県 有限会社ワイエスピー刈谷 3180302019148 創業30年！地元のバイク屋が自転車専門店をスタート

4399 愛知県 Ｋーｍｏｄｅ　ｎａｉｌ セルフネイルのオンラインレッスン可能な専用WEBページを構築

4400 愛知県 宅食ライフ　豊橋西 従業員の非対面化、利用者へキャッシュレス化を図るソフトの導入
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4401 愛知県 株式会社ＬＩＺ 5180001144831 自社HPでの動画コンテンツ等を活用した非接触型営業の推進

4402 愛知県 ティークリエイション株式会社 9180001141981 ホームページ作成により我が社の最高なスキルを最強にアピール！

4403 愛知県 ダイヤモンドネイルズ 新事業「ECサイトでのネイルチップ販売」で売上増加

4404 愛知県 株式会社エイチ 1180301024621 ＳＮＳ広告での顧客発掘とＷＥＢ上でのやり取りで感染症対策

4405 愛知県 ｃｈａーｍａｅ 当店オリジナル韓国風料理の移動販売で西尾市を活気付けたい！

4406 愛知県 Ｓｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ 依頼フォームを設置したWEBサイトを作成し販路拡大と非対面化

4407 愛知県 有限会社美彩社 9180002039390 着付教室運営における感染症対策・オンラインレッスン環境設備

4408 愛知県 株式会社Ａｖａｎｔｉ 8180001127024 空調設備工事のB to B進出による地域の空調環境へ貢献事業

4409 愛知県 マハリシ総合教育研究所　愛知知多センター 瞑想の魅力を伝える体験談動画＆プロモーション動画作成＆広告

4410 愛知県 セブン キッチンカーの追加導入と多品目展開による事業の安定化

4411 愛知県 飛び級教育システムラボ 幼児が家庭で学べるオンライン教育システムの販売・広報システム

4412 愛知県 株式会社あらたびコンサルティング 9180001149050 オンラインで完結！ワンストップで行う終活カウセリングの展開

4413 愛知県 ＭＥＬＩＬＡ　ＴＨＥ　ＢＥＡＵＴＹ 地域初！「黄土モリンガ蒸し」で、免疫力向上のお手伝い

4414 愛知県 中部キーサービス 抗菌・抗ウイルス素材を使用した鍵のキーヘッドの開発と販売

4415 愛知県 株式会社ダブルウッド 8180001125110 おうちで楽しむラーメンの自販機設置による非接触販売

4416 愛知県 てんとワークス テイクアウト専門コーヒー店開店のための空き家リノベーション

4417 愛知県 神谷ふぁーむ 通信販売事業を展開し非対面での顧客層の拡大と売上回復計画

4418 愛知県 ３Ｓ株式会社 1180001143754 購入型クラウドファンディングの有効活用によるEC事業

4419 愛知県 ふもふもはうす オンライン非接触型ビジネスで羊毛フェルト動物の癒しを全国へ

4420 愛知県 Ｌｉｎｋ－ｕｐ 企業のやれば良かったをゼロに！公的支援制度活用モデルの確立

4421 愛知県 ｍｓ＿ｇｏｏｄ＿ｌｕｃｋ お客様が安心して集える環境作りアイテムの開発

4422 愛知県 伊藤実彩 オンラインレッスンへの導入とホームページでの活動PR事業

4423 愛知県 株式会社三好電気 1180301013401 ＨＰでzoom面談システムを構築し非対面での営業、商談活動開

4424 愛知県 合同会社Ｃ７ 8200003004359 zoom 面談及び予約フォームを構築したＨＰで非対面営業強化

4425 愛知県 岩田陽一 Web集客による、自宅で学べるオンライン作曲教室の創設

4426 愛知県 株式会社ケイズライン 1180003017048 集客方法のオンライン化による非対面型転換事業

4427 愛知県 佐枝設計 3次元モデルを使用したリモートによる打ち合わせ及び3次元設

4428 愛知県 株式会社Ｌｅａｐｓ 7180001149911 非接触機会対応決済機能付きホームページとオンライン用動画制作

4429 愛知県 鍼灸美容サロン　Ｈａｒｉ－Ｂｅｅ 予約機能付ホームページ導入事業

4430 愛知県 加納美沙希 非対面でもできる！DX化ホームケアサービスの実現！！

4431 愛知県 石岡真緒 非接触で集客、サービス提供するためのオンライン化策

4432 愛知県 株式会社アドランド 4180001033952 キャンピングカー買取ＥＣサイト開設運営事業

4433 愛知県 武田塾　松阪校 サイバー特訓の導入による非対面の学習体制の構築

4434 愛知県 グッドライフサービス オンラインサロン導入による人材育成と販路拡大の仕組みづくり

4435 愛知県 ＦＴＫプロジェクト株式会社 9180001130159 対人完全非接触スマート個室型AIトレーニングジムの開設

4436 愛知県 サロンシャイン 予約フォームを搭載したHPによる非対面営業と集客効果強化計画

4437 愛知県 Ｈｉｇｈ　ｃｏｎｃｅｐｔ　Ｐｌｕｓ ポストコロナ社会の4K動画オンラインシステム導入

4438 愛知県 大型コインランドリー　マンマチャオ上七軒店 QR決済システム・マルチ自動販売機導入による感染リスク対策

4439 愛知県 ライフステーションｆｍ 店舗仕入れから脱却した非接触型ボーダーレスリピート型EC店舗

4440 愛知県 合同会社マグニフィセント 3180003023440 新規顧客獲得方法のDX化！コルギサロンを全国へ

4441 愛知県 株式会社トラスト 4180001068916 EC サイト構築で新規顧客獲得を狙い販路開拓する事業

4442 愛知県 ＶＡＮＧＵＡＲＤ　ＪＡＰＡＮ ポストコロナを踏まえたアウトドア商品自社開発とECサイト構築

4443 愛知県 ＵＰ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ株式会社 3180001131088 非対面集客への転換

4444 愛知県 株式会社ミュージック・ステーション 9180001141858 SNS広告の活用とホームページリニューアルによる集客

4445 愛知県 株式会社ケンテック 7180301030119 ＷＥＢを活用した新規顧客開拓の仕組み作り

4446 愛知県 ほっとひと息　町の保健室 様々なストレス・孤独に悩む方々と支援者のためのオンライン支援

4447 愛知県 国際行政書士　星野法務事務所 オンライン集客強化とデジタル化による生産性向上

4448 愛知県 ＫＩＰＩ　ＰＥＲＳＯＮＡＬ　ＴＲＩＮＩＮＧ　ＧＹＭ 非接触トレーニングの実践で安心・安全なジム経営

4449 愛知県 有限会社粕谷石油 6180302027288 アウトドア事業のための非接触WEBシステムの構築

4450 愛知県 株式会社Ｒａｗ　Ｍｏｏｎ　Ｍｕｓｉｃ 1180001146484 ポストコロナを踏まえた新たな音楽制作サービスの認知度向上
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4451 愛知県 株式会社ｕｎｉｍｕｎｉ 8180001145950 非接触採用を可能にする「動画付き履歴書」の開発と宣伝

4452 愛知県 株式会社ＷＬ　ｓｕｐｐｏｒｔ 6200001038006 新たなオンラインサービス提供による派遣業、職業紹介業に取組

4453 愛知県 小池社会保険労務士事務所 外国人労働者永住緩和問題をSDG’S社労士がアプリで解決

4454 愛知県 有限会社聖天道院 7180002004520 視力回復・目の健康維持事業の集客およびオンラインでの事業推進

4455 愛知県 株式会社ＫＨデザイン 1180001078488 動画オンライン営業による生産プロセス向上とPR事業

4456 愛知県 高取峻也 キッチンカーでの移動販売

4457 愛知県 くらぶ紫艶 自身の経験を活かした実践向けマナー講師に転身

4458 愛知県 合同会社春 2180303005239 高齢者サポートのためのマッチングシステム・HP構築と宣伝広告

4459 愛知県 イネイトカイロプラクティックオフィス 3密回避実現の地域オンリーワン・カイロプラクティックの立上げ

4460 愛知県 株式会社雫製薬 3180001144065 オンライン販売を開始しCBD製品の効果を非対面販売で全国に！

4461 愛知県 ｓｍｉｌｅ　ａｓｈｈ オンラインカウンセリングを切り口としたコンシェルジュサービス

4462 愛知県 トランキリテ シェア型キッチン（カフェ）を開業し、新規顧客獲得を狙う

4463 愛知県 バーバーショップマッチ 店舗改装による接触機会削減とECサイト構築による販路拡大

4464 愛知県 エフジェイ 感染リスクを抑えた在宅型物流業務の展開

4465 愛知県 有限会社五代目橋本 4180002004119 「五代目橋本テイクアウト　販売事業」

4466 愛知県 株式会社ライズソリューション 1180001137707 非対面営業力と広告宣伝効果強化による新規顧客・売上向上計画

4467 愛知県 ＣＯＮＣＩＥＲＧＥ　ＤＥ　ＤＥＳＴＩＮＹ 動画＆ＳＮＳ＆オンライン相談による非対面型営業

4468 愛知県 株式会社補助金Ｐｒｏ 3180001142985 社会構造の変化に対応し価値の高い情報を自社サイトから発信

4469 愛知県 合同会社めぐる倶楽部 5180003019115 HP制作、SNS活用のシステム構築とリモート打合せ事業

4470 愛知県 ファーストコミュニケーション株式会社 2180001138150 「パチコミュ」サイトの導入契約ウェブサイト完結型システム構築

4471 愛知県 合同会社プラスジー 9180003021959 EC物品販売事業参入による新たな非対面販路の確立

4472 愛知県 ネコメコーヒー コロナで増加するおうちコーヒー需要に向けたECサイトの開設

4473 愛知県 有限会社櫻井 6180002051927 ホームページを活用した非対面営業による新規テナントの確保

4474 愛知県 ソルフォースコンサルティング株式会社 1180001150239 ポストコロナを踏まえた非対面コンサルティングシステムの構築！

4475 愛知県 牧野接骨院 完全個室化とエステメニューの導入、ネット予約・各種決済に対応

4476 愛知県 髪処ハサ田屋 キッチンカー事業に参入。新規顧客及び販路を拡大しコロナに勝つ

4477 愛知県 株式会社ＶＩＬＬＡＧＥ　ＰＩＮＥ 1180001138894 人材研修でVRを併用し対人接触を減少させるサービスの提供

4478 愛知県 有限会社イチノ損害保険センター 7180002087144 WEBサイト構築による顧客による手続きと接点強化

4479 愛知県 株式会社Ｆｉｃｕｓ 7180001145332 オーダースーツ事業の為の非対面非接触システムの導入

4480 愛知県 株式会社サーパスオフィス 7180001057544 自社EC サイトでのプリンタサプライ品のネット販路開拓

4481 愛知県 株式会社ヘルフォード 7180001142981 顧客との非接触リモートサービス提供等への転換

4482 愛知県 リングウエル 対面営業から非対面営業へ！感染対策システムＨＰ製作で販路拡大

4483 愛知県 アトリエＲＯＳＡ オンライン鑑定システム（顧客管理システム）導入による非対面化

4484 愛知県 丸多商工株式会社 6180001093301 オンライン商談を可能とするＨＰ構築による新規顧客開拓事業

4485 愛知県 佐々木保代 完全個室の増毛サロンで、コロナ禍の抜け毛・薄毛の不安解消

4486 愛知県 ほしくず ECサイト構築で全国に販路拡大する事業

4487 愛知県 バーンズ 「24時間営業」と「無人化」の新スタイルの室内ゴルフ練習場

4488 愛知県 アイイロライフ オンライン配信による非対面営業力向上を図り売上と新規顧客確保

4489 愛知県 株式会社ワッグル 3180001145237 ECサイト機能を有する自社ホームページの作成

4490 愛知県 ＡｉＬｉ株式会社 8180001142964 ECサイトを構築しお肌に優しい化粧品の販売で販路開拓！

4491 愛知県 株式会社ＥＷコミュニケーションズ 3180001141137 冷凍ラーメン自動販売機の管理システムの構築と販路拡大事業

4492 愛知県 株式会社三稜商会 6180001139863 対コロナに備えたオンライン完結の非対面営業ツールの導入

4493 愛知県 ｔｈｉｓ　ｉｓ　ｊａｐａｎ株式会社 4180301021277 ネット通販によるシャワーヘッド販売強化で新規顧客と売上を獲得

4494 愛知県 日本中央建物株式会社 3180001140048 店舗での対面からWEBプラットフォームからの集客化に向けた取

4495 愛知県 株式会社塗人 8180001134739 認証付き！オンライン広報

4496 愛知県 株式会社ＧＬＡＤ 7180001101624 対人サービスラーメン店から非接触型のラーメン店へ

4497 愛知県 ９２５ｓｔｕｄｉｏ 経営の型を作ってブランディング 販路拡大と新規顧客獲得

4498 愛知県 花翆 ふるさと納税及びお弁当販売

4499 愛知県 森島設備管工株式会社 7180301019467 職人と仕事の可視化システム導入で生産性向上と若手採用 HP

4500 愛知県 ブライトパートナー 大学受験オンライン個別指導「ドクセン塾」改善策と広報ＰＲ活動
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4501 愛知県 ダイエットサロン　トゥッティカーサ ダイエットサロンのEC開始、販路拡大のため取組み

4502 愛知県 ｂｕｅｎａｓ コロナに負けない小規模サロンの経営計画

4503 愛知県 関節専門院こたろう 枕販売に対する非対面型販売について

4504 愛知県 株式会社伊豆倉工務店 6180001067791 ホームページの新規作成、SNS活用とリモート打合せ事業

4505 愛知県 加藤商店 INE公式アカウントを利用したオンライン予約機能の開発

4506 愛知県 サクライ商会株式会社 6180001036268 ホームページを活用した非対面営業による新規受注と業界健全化

4507 愛知県 有限会社おかだ塗装 6180002089942 キッチンカーでの飲食業進出による売上確保と広告宣伝

4508 愛知県 春日井直人 コロナ禍における新たな演奏家、製作者としての需要の開拓

4509 愛知県 有限会社タヅ美容室 7180002028263 非接触でも付加価値の高いサービス提供

4510 愛知県 だいごろう テイクアウトシステム導入による持続可能な体制づくり

4511 愛知県 坂口塗装 非対面型による一社専属体制から小ロット受注拡大事業

4512 愛知県 オフィス勝 ビジュアライザ機能の付いたムービング用コンソールの導入

4513 愛知県 ＨｏｕｓｅＬａｎｄ株式会社 7180001145407 不動産イメージを根底から変える動画による接客・プロモーション

4514 愛知県 株式会社ワークウェル 3180003020165 青果流通業に特化したオンラインコンサルティング体制の確立

4515 愛知県 株式会社守山施工 1180001129324 自社サイトからオンライン集客を可能にし社会構造の変化に対応

4516 愛知県 おそうじ本舗　天白八事店 新機材・新サービスの導入と作業効率向上による事業拡大

4517 愛知県 株式会社ＧＩＰ 3180301016732 オンライン個別指導コースの開設と㏚事業

4518 愛知県 株式会社ＳＵＮＵＰ 5180301035284 オンライン商談への顧客動線確保の為に新広告・システム構築！

4519 愛知県 清水通商株式会社 7180001131043 ECサイトアパレル総合販売PRものづくりコンサルタント事業

4520 愛知県 金シャチ不動産屋台 【廣田知憲】【一社に乗っからない真のバーチャルレストラン】

4521 愛知県 有限会社新郊通百花園 1180002013898 地域の方々の健康を守る発酵弁当の開発とそれによる花屋のPR

4522 愛知県 株式会社是々非々 4180001060914 テレワーク対応「クラウド型顧客管理・営業支援システム」導入

4523 愛知県 株式会社ＫＴ 7180301016489 非対面式ネット販売システムの導入

4524 愛知県 岩田怜久 新たな券売機導入で感染リスク低減、業務効率化により収益向上

4525 愛知県 株式会社ブラスト 6180001145647 オンラインによる集客活動で対人接触機会の減少と事業継続を両立

4526 愛知県 株式会社ｇｌｏｂａｌ　ｇｒｏｗ 8180001149035 HPを活用し当社の認知度向上！全国の企業をサポート体制の構築

4527 愛知県 ＴＡＫＡＢＬＯ ＷＥＢコンテンツの新規開発とＷＥＢ広告の導入

4528 愛知県 Ｂａｎ座 オンラインでもBAN座！オンラインでビジネスマッチング！

4529 愛知県 株式会社Ｔｅｒｒａｓ 6180001142470 非対面営業スキームを確立！お客様の健康第一で顧客動線の確保

4530 愛知県 臼井　昌巳 輸入！「ＮＡＳシステム」による手間なしＥＣ市場参入計画！

4531 愛知県 エル工業株式会社 3180301035914 新たな設備投資によるコロナ禍での業容拡大計画

4532 愛知県 ラディアント w eb 広告を利用し非接触で、オンラインセミナーの販路拡大

4533 愛知県 ａｌｏａｌｏ オンラインカウンセリングとECでアロマとハーブの癒やしを提供

4534 愛知県 トラストバリュージャパン 残業が無くなった方向けのDX物販レクチャー業！

4535 愛知県 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 6180001144046 最新ハイスピード脱毛機器導入による新規販路開拓

4536 愛知県 西浦直子 行動制限に影響を受けない心と身体の癒しサービスの提供

4537 愛知県 合同会社Ｋ－ＰＬＵＳ 5180003022011 ネット通販によるケーキ販売事業

4538 愛知県 レストランカンパニー三友花 食べるスープ「サラダ・ラタトゥイユ」EC サイト販売

4539 愛知県 あいコンサルティング 診断士の新しいニーズ！愛知県のSDGs達成にチャレンジ！

4540 愛知県 株式会社テクニカルシステム社 1180001051560 整体・マッサージ業界に向けたリラクゼーションバームのEC販売

4541 愛知県 コア・テクノロジー株式会社 3180001120462 ブランドサイト兼ECｻｲﾄの再構築

4542 愛知県 アシュラ 卓球教室が新たに手作り惣菜鉄板焼きのテイクアウト販売事業開始

4543 愛知県 株式会社Ｆｉｖｅ－Ｑ 5180001134188 完全無人24時間営業馬肉専門店でポストコロナニューモデル！

4544 愛知県 ＥＮＧＩＮＥＥＲジャパン合同会社 3180303004974 オンライン相談により低感染リスクでの就職支援を実現

4545 愛知県 ステラプリンス ECサイト構築による非対面販売及び販路拡大

4546 三重県 パセプション 完全非接触居酒屋の実現とテイクアウト部門の生産性向上事業

4547 三重県 株式会社坂本商店 7190001000379 ウィズコロナの販路開拓！対人非接触冷凍販売機で届けるプロの味

4548 三重県 ＳＡＲＥＥ テイクアウトコーナー設置

4549 三重県 希成 感染リスク低減のための完全個室化等による安心安全な売上拡大

4550 三重県 株式会社アンリ 9190001006135 個室ブースとセルフエステが可能な施設の改修とＰＲ事業
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4551 三重県 會津屋 真空包装機を導入し、テイクアウト商品の拡充と満足度向上を図る

4552 三重県 ささ亭 ＥＣモール初出店で店内の人気総菜を全国のご家庭にお届けします

4553 三重県 株式会社いちばんフードサービス 1190001018550 個室完備のための店舗改装

4554 三重県 ＢＥ　ＨＡＰＰＹ！！ちきゅう食 オリジナルビーガンカレーのレトルトパック商品開発とＰＲ事業

4555 三重県 有限会社佐々木製菓 4190002023794 自宅で楽しめる「もちもち草もち」オンライン販売事業の開始

4556 三重県 大道精肉店 オンライン販売体制を確立しコロナに負けず伊賀牛を全国に届ける

4557 三重県 株式会社スマイルアップ不動産 1190001026586 オンライン見学システムで、接触機会を減少させつつ売上確保！

4558 三重県 タケムラ有限会社 2190002005670 密回避と省力化を実現するロープの薩摩編み補助工具の開発事業

4559 三重県 株式会社セイオー技研 8190001009056 対面接触機会減少と売上向上を叶える受注システムの構築

4560 三重県 豊田冷凍 増加するネット購買需要に応える新製品の製造とネット販売

4561 三重県 トータルアシストプラン株式会社 9190001018832 ポストコロナに対応した家具・家電ECを導入し付加価値を高める

4562 三重県 あじへい　桔梗が丘店 タッチパネル式注文による人的接触機会の減少と店舗運営の効率化

4563 三重県 西浦亭 安心して来店できる店舗環境を作りで『本物の価値』を伝え続ける

4564 三重県 株式会社Ｙ’ｓ　Ｆｉｅｌｄ 4190001011809 ペット用の鹿肉販売とペットグッズ販売のＥＣサイト立ち上げ

4565 三重県 鶴田珈琲 自動販売機による珈琲の無人販売を始めるための改装事業

4566 三重県 株式会社ハイジ 6190001019800 ホームページ作成とオンライン写真販売システムの構築

4567 三重県 旬彩酌Ｂｉｓｔｒｏ志摩半島 キッチンカー導入による新規顧客の拡充及び販路拡大

4568 三重県 スナックカトウ コロナ禍に対応するスナックとして予約システム導入で密を避ける

4569 三重県 株式会社トミーフーズ 6190001010395 店舗リニューアルに伴うデジタル化と安心安全美味しい環境構築

4570 三重県 株式会社佛英堂 3190001011512 新型供養サービスの営業を非接触化するための動画制作とPR事業

4571 三重県 西洋肉料理　岡 テイクアウト弁当のオンライン決済導入で非対面販売強化

4572 三重県 Ｍａｉｎ　Ｂａｒ　ＴＡＩＬＬＥＶＥＮＴ BAR経営を活かしたキッチンカーによるドリンクの販売

4573 三重県 Ｒｉｃｃａ　Ｒｉｃｃａ 自動販売機を利用した非対面ビジネスとECサイト構築で販路拡大

4574 三重県 理容　樹 機械導入による非接触化と付加価値の高いサービスの提供

4575 三重県 谷岡ハンカチーフ 自社ブランドの開発、生産、ネット販売

4576 三重県 有限会社ＨＡＲＶＥＳＴ　ＴＩＭＥ 2190002021560 ドライフラワーオンライン講座（ⅬⅠⅤＥ）の為のＷＥＢ開発事業

4577 三重県 伊藤販売所 マッサージ機の導入による非接触型の健康サロン事業

4578 三重県 レストラン　カルティベイト 店内メニューの惣菜製造販売と新商品企画開発部門の立上げ

4579 三重県 エビスヤ三重食品有限会社 6190002000255 伊勢うどん、みそ焼うどんの無人販売機の購入とPR事業

4580 三重県 株式会社高岡電機設備 4190001029017 無店舗・受け身から有店舗・提案営業の電気工事店への安全な転換

4581 三重県 有限会社大成物流 3190002013243 オンラインと小冊子を活用したMG教育事業の認知

4582 三重県 ネオ・フロンティア株式会社 6190001024404 脱コロナで勝コロナへ!映えるテイクアウト専門店事業

4583 三重県 カレーの久兵衛 顧客待ち行列の軽減と販路拡大に向けた新たな配達サービスの取組

4584 三重県 株式会社フランフラン 3190001007790 半セルフレジ導入によるコロナウイルス感染症対策の強化

4585 三重県 ２１３ HACCP対応！安全・安心に利用できる移動販売車の新事業

4586 三重県 株式会社アート・宙 1190001018451 ポストコロナに対応したECサイトでオリジナル家具の販売を促進

4587 三重県 やまもと理容 出張理容サービスの拡充によりコロナショックからの脱却を図る

4588 三重県 ラ・ポアール 対人非接触のオーダーシステム導入による生産性向上と働き方改革

4589 三重県 伊賀の京丸屋 「京丸デザイン」を全国にＰＲし、デザイン事業で売上拡大を図る

4590 三重県 株式会社スマイルファクトリー 9190001023048 有機栽培・無農薬野菜の定期宅配のECサイト構築

4591 三重県 株式会社ＡＭＡＯＴＯ 2190001026494 動画を活用した事業ＰＲと定期配信によるオンライン受講者の拡大

4592 三重県 岡玉種苗 コロナに対応したイチゴ狩り・販売の確立およびSNSによる販売

4593 三重県 合同会社ＯＳＨＡＭＡ 7190003002407 オンラインイベント・ネット大会実施に向けたホームページ改修

4594 三重県 有限会社ＫＯＺＯ　ＢＯＸＩＮＧ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＧＹＭ 3190002018614 新規顧客獲得のための女性のお悩み特化オンライン事業

4595 三重県 有限会社三重電興社 7190002009782 共用工具増設によるコロナ感染対策

4596 三重県 株式会社ハウスエージェント 8190001019047 商談のDX化による接触機会の減少と業務効率化による生産性向上

4597 三重県 佐藤建装 安くてオシャレでハイクオリティ！塗装ブランドの立ち上げ

4598 三重県 フラメンコカンカン 感染対策強化と新サービス貸切個室の設置でコロナを生き残る!

4599 三重県 中国名菜しらかわ 新調理システムによる作業効率、通販売上UP 、労働環境改善

4600 三重県 有限会社出芽金 8190002010194 タッチパネル、セルフレジ導入で付加価値を創出し、勝コロナ事業
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4601 三重県 有限会社福本硝子 3190002014794 省エネ・防災商品の販路拡大と作業効率化による感染防止策

4602 三重県 合同会社ｉｙコーギー 1190003002437 自社集客システムの確立と申込から契約・退去までの電子化

4603 三重県 田中　宏幸 修理ノウハウを活かした 3 つのオンライン新事業

4604 三重県 ホームサロン月のあかり 光の環を広げる運命共同体プロジェクト

4605 三重県 チヂミが自慢の韓国料理居酒屋おんどる 従来の飲食店経営と強みを活かした新たな収益を生み出す仕組み

4606 三重県 株式会社パティスリーコモノ 3190001028894 セミセルフレジの導入による対人接触機会の減少と業務効率化

4607 三重県 株式会社アーリー・バード 7190001007515 オンラインコンサル／研修の商談・受注・提供のためのサイト改修

4608 三重県 料理屋おくやま 設備拡充によるテイクアウトサービスの強化

4609 三重県 株式会社味珍 7190001011616 テイクアウト予約システム導入による、売上確保と接触機会の低減

4610 三重県 株式会社山本ニット 9190001010681 コロナ禍でも安心な直営店とネット販売によるニット工場直売事業

4611 三重県 ＧＲＡＮＦＡ テイクアウト専門の店舗新設と新たな販売方法の構築

4612 三重県 ココネカフェ テイクアウト新商品「いもみちゃん。」試作・開発・ＰＲ事業

4613 三重県 ジェプン オンライン販売始動に向けた新商品開発とSNSによる認知拡大

4614 三重県 株式会社ＯＮＥ　ｐｌｕｓ 1190001029028 知的・精神障がい者向けグループホームをオンライン面談・内覧で

4615 三重県 株式会社山本モータース 2190001026585 お客様との親密度をUP！サービス・整備内容を周知する事業

4616 三重県 四季のご馳走家　味彩 鳥羽の新鮮な海産物のアピールと情報発信のためのECサイト作成

4617 三重県 マルマンリビング ラジコン草刈り機導入で業務の軽労化と感染リスクの軽減を実現

4618 三重県 道乃来 スーパーフリーザーによる冷凍食材開発とテイクアウト販売強化

4619 三重県 株式会社Ｙ’ｓ　Ｃａｒｒｙ 4190001007897 非接触展開にむけたセルフエステマシーン導入による感染対策事業

4620 三重県 株式会社マルタカ農産 4190001024728 米や稲穂を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客の開拓

4621 三重県 高月屋 【高月屋】オンラインストア販売力強化による非接触販路拡充事業

4622 三重県 車屋 密・接触を回避しつつサービスメニュー充実のためのスペース確保

4623 三重県 パティスリー　ラ・セディーユ 自動釣銭機の導入に伴うセミセルフレジ化

4624 三重県 中山農園 キッチンカーを活用した中山農園の認知向上と事業拡大

4625 三重県 ペットのお風呂やさんＷＯＮＷＯＮ鈴鹿店 ペットグッズのEC販売によるブランド力強化と顧客獲得

4626 三重県 アイレ 老若男女問わずキレイに脱毛！地域に親しまれ売上向上を目指す。

4627 三重県 千秋育子 電子黒板を使ったプレゼンシステムの構築と告知の為のHP制作

4628 三重県 Ｏｎｅ　Ｃｒｅｓｔ 施行件数の増加と作業時間短縮のための機械化導入

4629 三重県 株式会社Ｍｏｔｔｏ．ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ 7190001022695 ECサイトの事業展開によるイベント出店者とともに行う販路開拓

4630 三重県 ＦＬＩＣＫＡ 徹底した換気を実施する個室で行うプレミアムなヘッドスパ

4631 三重県 パール・アカンパニー　山本和佳 想いも一緒に届けたい！パール・ザ・バトン

4632 三重県 有限会社フリースタイル 2190002016049 ネット販売開始で商圏の拡大とブームのニーズ獲得で売上高増加

4633 三重県 理容・美容アンナ 「理容・美容アンナ」のセルフ脱毛で単価UP＆売上UP計画

4634 三重県 株式会社サンブンノナナ 5190001025865 地元生産者と共に作るＨＰの力で真珠本来の輝きを全国にＰＲ

4635 三重県 青木農林産 スマート農業による内製化と新事業及びHPによる非接触販売強化

4636 三重県 アシュラ お客様同士の接触が完全0となるメンズ脱毛サロン

4637 三重県 ベルセレージュ 天然成分由来化粧品を活用したセルフエステ事業を展開し販路拡大

4638 三重県 奥谷建設株式会社 6190001027910 測量機器導入による対人接触回数削減事業

4639 三重県 有限会社エスピイエス 3190002007609 最新の機械を導入し作業時間の短縮を図り作業現場での密を避ける

4640 三重県 餃子チャンネル 御自宅でも当店自慢の餃子を楽しめるキッチンカー事業の開始！

4641 三重県 千寿るぅむ セルフタイ古式マッサージ伝授のオンライン化事業

4642 三重県 株式会社ドットピープス 8190001028667 自宅で幼児教育ができる木製知育玩具の開発とEC販売で販路拡大

4643 三重県 美容室＆レンタル着物サロン　きらら 着物クリーニング取扱事業開始によるコロナ禍での売上確保

4644 三重県 有限会社大玉溶材 2190002008426 対人接触を減少させても営業効率が高まるWEBページ構築

4645 三重県 なないろはうす カラーセラピー、セラピスト講座のオンライン化

4646 三重県 株式会社ワキダ 6190001028743 動画配信、販売店へのPR、ネットショップの三本柱で売上UP

4647 三重県 有限会社若松屋 4190002010058 対面型体験事業から非対面でも運営できる新たな体験施設構築事業

4648 三重県 伊藤建築板金 一般顧客層に向けインテリアなどでPRし1次受け獲得事業

4649 三重県 櫻井工業 「当社、顧客がWIN-WINになる！」設備導入で新サービスの

4650 三重県 ちょびころマフィン 安心素材のおやさいマフィンを全国にも広めるネット通販事業
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4651 三重県 オルチキクレープ キッチンカーでオルチキクレープ販売

4652 三重県 株式会社大将 6190001011889 テイクアウト用の販売スペースの構築

4653 三重県 エイトフーズ セルフオーダー＆セルフレジでW効果と換気対策

4654 三重県 Ａｎｙ オリジナルスキンケア商品の開発・店販及びインターネット販売

4655 三重県 有限会社公輝 5190002000537 キャッシュレス冷凍自動販売機で有名店のラーメンを楽しめる計画

4656 三重県 ユメヒサストア 彩る家電ブランドの自社商品開発・展開と販促宣伝

4657 三重県 池田住設 オンライン商談による接触機会の減少と販路拡大事業

4658 三重県 株式会社ダイヤフーズコーポレーション 1190001027238 新事業の立ち上げに伴う新商品開発で経営基盤強化計画

4659 三重県 清水労務相談事務所 WEBサイトの活用による非対面型ビジネスモデルへのシフト

4660 三重県 信和実業グループ有限会社 4190002001890 お客様と従業員との接点を減らす為のセルフオーダー端末の導入

4661 三重県 株式会社Ｍｔ．ＬＥＯ 3190001027962 ホームページ及びECサイト設置による「獅子の竹炭」販路拡大

4662 三重県 株式会社Ｅａｔｒｙ 3190001026774 動画配信、HP、ECサイトの導線を構築し、米穀販売事業を拡大

4663 三重県 有限会社サムテック 6190002010956 伊勢志摩の食の魅力をネットショッピングを通じて発信・販売する

4664 三重県 カーファクトリー　ピッツーラ ホームページの制作とオンライン購入等機能付加による事業拡大

4665 三重県 合同会社やまと舎本舗 9190003003477 認知力と営業力を兼ね備えた自社ホームページを制作

4666 三重県 大塚行政書士事務所 オンライン学習塾の理科特化HPと宇宙教育HPの作成

4667 三重県 ムービーレイズ 営業方法のオンライン化と動画制作による販路開拓

4668 三重県 合同会社ｋｏｍａｙｏｓｈｉ 7190003003875 後継者の為のオンライン事業承継・業務承継支援

4669 三重県 ペットサロンハナコ 施術の効率化で、ペットへの負担軽減と感染リスクの軽減を実現

4670 三重県 ｅｃ　ｓａｌｏｎ　デイジパーム 対人接触機会減少と新メニュー開拓

4671 三重県 有限会社やませ 4190002014637 「ご家庭が懐石料理店」のための商品開発と販売事業。

4672 三重県 株式会社アヤマＮＯＳＡＮ 7190001009214 社生産の伊賀米・米粉、地場食材を使ったテイクアウト事業

4673 三重県 ｓｈｕｃｒｅ津合同会社 7190003003578 予約サイトを拡充し、スタッフが施術に専念できる環境づくり

4674 三重県 Ｇｏｏｄ　ｖｉｂｅｓ コロナ禍対策及び非対面化に伴うホームページ制作

4675 滋賀県 株式会社スピードワゴン 9160001004117 中小企業向けEC伴走サービスの整備と非接触での販促体制の構築

4676 滋賀県 ｏｃｔｐｏｔ 「捨てない」時代の新提案！ オンライン衣服リメイクサービス

4677 滋賀県 カネダ塗装店 テイクアウト塗装工事

4678 滋賀県 アセット　トラバース 元機関投資家FPが教えるオンラインセミナー・相談設備構築

4679 滋賀県 株式会社ジェージーシー滋賀 7160001000869 受注システム・デジタルカタログシステムのオンライン化事業

4680 滋賀県 株式会社テンフィールド 2160001018453 WITHコロナに適応する感染対策と業務効率化を両立した店作り

4681 滋賀県 エクスピーデザインラボ 既存事業の低感染リスク対応と効率化による利益向上計画

4682 滋賀県 髪処おかもと 店内の半個室化とCO2の見える化による適切な換気

4683 滋賀県 株式会社テルマック 7160001003293 「速読のオンライン教室」開講による売上拡大施策を展開

4684 滋賀県 松本麻希 お客様の心と身体に寄り添う完全個室プライベートサロン

4685 滋賀県 株式会社ＳＴＯＶＥ 7160001020909 ウィズコロナに対応した店内環境の整備とテイクアウト販売強化

4686 滋賀県 有限会社今村商店 2160002011886 社内のDX化で顧客化と売上UP！

4687 滋賀県 てんてこ　まるん コロナ禍に適応したデリバリーサービス開始による販路拡大

4688 滋賀県 百匠屋 非接触・非対面による新規事業「お米のサブスク」立ち上げ

4689 滋賀県 中華彩鮮ＲＩＮＭＥＩ 作り置き商品テイクアウト開始による感染リスク低減かつ売上拡大

4690 滋賀県 デトックスハウスビノイヤシオーツーオウミハチマンテン 誰にも会わず個室でまったり綺麗に変身できるエステサロン

4691 滋賀県 下田商店　麺とかつの店　太郎 コロナ禍もテイクアウトECシステムで売上UP&感染対策UP

4692 滋賀県 ＥＮＥＴＥＫ株式会社 7160001017797 極薄炭素繊維織物のプロモーションと通販のためのIT環境整備

4693 滋賀県 カネハチ オリジナル商品の開発による非対面型ビジネスのネット販売力強化

4694 滋賀県 中華屋台　とんとん 『湖南ちゃんぽん』の開発とキッチンカーでの新事業展開

4695 滋賀県 株式会社伊勢幾 5160001008039 老舗料亭の味をご自宅で　真空パックのテイクアウト商材開発事業

4696 滋賀県 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　Ｃｅｒｖｉｎｏ テイクアウト事業で他店との差別化と顧客化

4697 滋賀県 ライトハウス・キャリアエンカレッジ株式会社 7130001045677 コロナ禍でも競争優位性を習得可能なオンライン・グローバル研修

4698 滋賀県 宇野いちご園 地域に愛される朝採り完熟いちごの非対面販売サービス

4699 滋賀県 雑穀と野菜の料理教室　きらり☆つぶつぶワクワクキッチン 健康増進に寄与！雑穀料理教室を非対面オンライン講座で新規開拓

4700 滋賀県 株式会社ＣＯＭＡＲＳ 3160001021712 フルリモートドローン空撮・水中撮影サービスの展開
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4701 滋賀県 株式会社そらとうみ 4130001051728 心理セラピスト養成スクールオンライン化事業

4702 滋賀県 株式会社Ｊｉｄｏｒｉｙａ 3160001019145 強みの自社製造餃子のテイクアウト・デリバリー等販路開拓計画

4703 滋賀県 株式会社Ｐｏｎｏ　Ｄｅｓｉｇｎ 9160001023703 施工事例を掲載したホームページ開設によるオンライン商談の実施

4704 滋賀県 株式会社竹六商店 2160001010039 茶室の詳細説明と販売システムを合わせた個人向けECサイト構築

4705 滋賀県 食彩　古風 ウイズコロナ対応による個室化と洋式トイレによる感染症対策

4706 滋賀県 足つぼ亭 感染対策ゼロ密強化

4707 滋賀県 株式会社Ｒａ・Ｂａｕｍ建築工房 9160001003944 ECサイトによる通信販売の強化と生産性の向上

4708 滋賀県 棚田ハウス ウィズコロナを乗り切る体験型宿泊とネット販売

4709 滋賀県 ｅ－人事株式会社 9160001004224 適性検査及び研修事業のオンライン化サービスの販路開拓

4710 滋賀県 エムズプロデュース オンラインによるパソコンサポートと資格取得支援サービス事業

4711 滋賀県 株式会社ホンネット 9160001013142 新薬情報をデータベース化し、専門的で高品質な内容をHPで提供

4712 滋賀県 有限会社香取 3160002009467 「香取のお弁当」毎日のランチから会議まで配達とPR事業

4713 滋賀県 株式会社Ｆ・Ｌ・Ｂ 3160001019401 LINEを使った営業の自動化・システム化による新規顧客の獲得

4714 滋賀県 有限会社三英 2160002009583 オンラインで行う新しいケトンダイエットサービスの開始

4715 滋賀県 株式会社バイテン 3160001018898 接触機会低減・業務効率向上・購買意欲促進を実現する設備導入

4716 滋賀県 株式会社健恵 3160001021002 BIMによる未来型ビジネスモデルを構築し、売上げ拡大

4717 滋賀県 Ｍｅｓｓｉａｈ　Ｃｏｍｐｌｅｘ株式会社 4160001023476 新型コロナウイルス対応に向けた新規事業

4718 滋賀県 株式会社パティスリーミツヤ 5160001022023 「おうちとギフトにミツヤの洋菓子」のためのオンラインショップ

4719 滋賀県 トイボックス 少人数でのマルチカメラ運用による動画配信・映像制作事業

4720 滋賀県 森産業株式会社 2160001014972 企業訪問営業にかわる新たな新規顧客開拓手法の戦略的展開

4721 滋賀県 いずみ建築設計株式会社 1160001018586 健康な家造りをコンセプトにした非対面営業＆広報構築業務

4722 滋賀県 有限会社ソフィア 3160002004352 低感染リスク対策を講じる事業のウェブサイト・システムの構築

4723 滋賀県 平安写真館 写真販売見本のインターネットでお手軽非接触閲覧

4724 滋賀県 株式会社マツヤ 6160001005472 ECサイト開設による非対面の受注と新規顧客への販売事業

4725 滋賀県 昭和堂楽器株式会社 1160001009957 LINE公式アカウント作成と発信・SNS広告を使ったWEB戦

4726 滋賀県 カットハウスムラキ 頭髪化粧品及び化粧品のネット通販で売上安定及び新規顧客獲得

4727 滋賀県 Ｔｕｒｕ　ｎｏ　Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ 感染リスクを避けて洋食家庭料理を楽しむ個室化空間の提供

4728 滋賀県 齋藤満理子 ペットの健康と家族の快適さを実現するオンラインお掃除教室

4729 滋賀県 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｗｏｏｄ　Ｗｏｒｋ 7160001022649 ホームページの改装とLPで事業拡大と売上UP

4730 滋賀県 ナナイロミュージックボーカルスクール オンラインレッスンが選択できるホームページリニューアル

4731 滋賀県 株式会社にっこう 6160001016916 冷凍自動販売機導入による、新たなテイクアウト方法確立

4732 滋賀県 三川農産 フレコン自動測量機導入で接触機会の減少と販路拡大を図る

4733 滋賀県 讃岐ノ助 キッチンカーによる集客施設への出店とデリバリー事業

4734 滋賀県 ボニータジャパン株式会社 5160001012536 あなたの「美」のスキルが　周りを笑顔に変える　オンライン講座

4735 滋賀県 フォーエバーハッピー 「日常を記念日に」写真撮影ができる美容室ＷＥＢ発信事業

4736 滋賀県 株式会社エムテック 5160002007683 作業員の間隔確保に向けた、接触感染防止事業

4737 滋賀県 株式会社グッドフォーチュン 8160001018662 プライベート空間での足に特化したトータルサービス事業

4738 滋賀県 レ・プゥス・ヴェール 「スイーツ洋総菜自動販売機」の設置事業

4739 滋賀県 もえプロ オリジナルグッズ販売に使用するECサイトの作成

4740 滋賀県 エステティックジュビラン　ロージーリリー カウンセリングのオンライン化で新たなサービスの開拓

4741 滋賀県 合同会社Ｌｉｌｌｙ　Ｇｒａｎｄｅ 7160003001659 エステのオンライン相談システムをチラシポスティングで認知拡大

4742 滋賀県 ｙｏｋｋｏ ウィズコロナ対応のライブ演奏配信とＰＲ用コンテンツ発信事業

4743 滋賀県 株式会社ＡＩｏＴ 8160001020016 SaaS型サービス（リモート見積書生成＋電子署名）の開発展開

4744 滋賀県 西川成巳 従業員の感染を防止するための、職場環境改善の取組み。

4745 滋賀県 ＭＵＳＵＢＩ合同会社 2160003001787 バーチャル空間を活用した、メタバースICT学習塾

4746 滋賀県 合同会社ｏｃｔｓ 8160003002490 オンライン相談サービスの認知度をSNS広告で拡大

4747 滋賀県 株式会社Ｓｅｖｅｎｔｈ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 3160001021357 ポストコロナ禍、運動を入口としたコミュニティとしての価値向上

4748 滋賀県 森岡技建 ホームぺージとWEB広告で新規客へのアプローチと売上確保

4749 滋賀県 中山農園 想いを伝えるホームページを開設し、ECサイトにて販路拡大

4750 滋賀県 栄光電気株式会社 9160001013282 「モンルーベ」オンラインショップ事業
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4751 滋賀県 株式会社たけまえ合同事務所 1160001014536 WEB上の無料相談会システムの構築

4752 滋賀県 ミヤベ 機械の導入による対人接触機会の減少＆作業効率の向上

4753 滋賀県 ミヤザギＣＰ WITHコロナに最適なオンライン型スマホ駆け込み寺

4754 滋賀県 株式会社ラ・ナチュール 3160001021968 店内の感染リスク低減策実行による売上拡大

4755 滋賀県 有限会社かいな 3160002013709 空家管理事業と持続可能なコロナ対策

4756 滋賀県 株式会社ウッディー広瀬 9160001011823 木材販売強化のためのホームページ開設と広報事業

4757 滋賀県 Ｗ．Ｓマーケッツ株式会社 4160001017536 WEB、SNSを使った口コミによる店舗集客強化

4758 滋賀県 早川鉄兵 インターネットを通じた広報の充実と外国語対応

4759 滋賀県 有限会社まつなみ荘 7160002011543 ITツール導入により対面接客の減少を図る予約システムの構築

4760 滋賀県 ＬＡＮＤＰＡＳＳ 今から釣りを楽しむためのオンラインレッスン

4761 滋賀県 合同会社ＭＡＳＴＥＲＰＩＥＣＥ 7160003002137 法改定に伴うエーミング作業の受託によるBtoBへの販路拡大

4762 滋賀県 株式会社アオヤマエコシステム 7160001001660 ものづくり産業の問題解決に挑む動画作成と販路拡大事業

4763 滋賀県 有限会社カタギリ 8160002006179 飼料米の需要増加を狙った設備導入および出荷作業の非接触化

4764 滋賀県 Ｈａｐｐｙｂｏｏ アフターコロナでの中国輸入ＯＥＭ商品販売環境の構築と販路拡大

4765 滋賀県 甲賀ベース ECサイトと SNS を連動させ共感マーケティングで売上拡大

4766 滋賀県 滋賀レイクセレソンジュニアスクール SNSで相談可能なサッカースクール体験会受付サービス

4767 滋賀県 共和木材工業株式会社 9160001000561 チラシとWeb連動の非対面の古民家リノベーション客開拓事業

4768 滋賀県 株式会社タリー 3160001022454 WEBからのリラクゼーション　ひとつの場所での感染リスク少

4769 滋賀県 冨江建築 大容量電池による導入による業務の効率化

4770 滋賀県 ｕｔａｃａ インターネット広報の充実と音楽配信

4771 滋賀県 株式会社片桐商店 1160001006533 ドローンによる生育分析により農家の収量アップへ貢献

4772 滋賀県 パートナーズＨＳＣＭ合同会社 1160003001516 職業紹介業におけるＩoＴを活用した新たなビジネスモデルの構築

4773 滋賀県 櫻家 ラーメン店の冷蔵餃子、本格中華テイクアウト販売

4774 滋賀県 トッドル ウィズコロナ対応「モルタルクラフト」オンラインレッスン事業

4775 滋賀県 ＷＥＦ技術開発株式会社 3160001019649 MAツールを導入したWEBサイトにリニューアルし営業強化

4776 滋賀県 有限会社　キャッツ 8160002004447 感染症対策向上を目的とした蜜空間の解消

4777 滋賀県 佐藤亮久整骨院 【佐藤亮久整骨院】オンラインセルフケアサービスの導入による対

4778 滋賀県 河島美容院 更なる感染防止対策と看板による周知向上事業

4779 滋賀県 株式会社アスキル 7160001003013 世界初のECMS設備を導入して、感染対策と俗人化から脱却する

4780 滋賀県 ＧＡＲＡＧＥＰＯＰ 「整備装置導入・内製化による対人接触機会減少と販売機会向上」

4781 滋賀県 ｌｅｎｄ　ｈｏｕｓｅ株式会社 3160001021497 ホームページ活用による当社古家投資の周知、コンサル事業の展開

4782 滋賀県 ティティプロモーション 528Hzの音楽とスピーカーのセットをECで販売して売上向上

4783 滋賀県 ＷＡＳＯＵ合同会社 3160003001340 海外にむけたECサイトの構築と電気窯の導入

4784 滋賀県 わおん ペット用クッキーギフト商品を開発し、ECで全国販売

4785 滋賀県 有限会社荒松商店 2160002009336 HP新設とオンライン販売開始による新規顧客獲得と販路拡大

4786 滋賀県 株式会社Ｓｏｕｌ　Ｔｒａｉｎ 5160001004509 オンライン環境整備とオリジナルブランド塩を中心とする物販拡大

4787 滋賀県 きたがわ農園株式会社 5160001020844 販路開拓で顧客獲得と食品ロスを減らす

4788 滋賀県 株式会社ＮＯＩ 1160001022472 対人接触機会の少ない個室型エステ事業による新たな収益源の獲得

4789 滋賀県 イーエンタープライズ オリジナルブランドの ネット販売と関連する動画 コンテンツ

4790 滋賀県 伊吹農園 SDGsに貢献する効率的な有機栽培事業

4791 滋賀県 スタジオ　フォトプロ インターネット販売システム導入による販売力強化と収益アップ

4792 滋賀県 ピヌロ 新事業を立ち上げ相乗効果で集客増！

4793 滋賀県 Ｚ．Ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ ECサイトを利用した卸小売複合非対面物流サービス

4794 滋賀県 株式会社プライムサンズ 3160001003801 コロナ禍に適した非対面化!需要の高いデリバリー事業へ参入

4795 滋賀県 スパ・ドゥーム 物販の為のＰＲ動画作成とＷＥＢ広告強化

4796 滋賀県 ネオスヘアーリアン 新型コロナウイルス感染予防対策に向けて店内のリニューアル

4797 滋賀県 株式会社ユーロコンフォート 5160001017279 家具卸売業における感染リスク軽減を図る自社倉庫の改装計画

4798 滋賀県 合同会社アド・コミュニティ 8160003001575 高齢者向け宅食デリバリー展開に伴う地域に根差した宣伝広告事業

4799 滋賀県 谷口企画 「はちみつ」のネット通販におけるPRおよび商品開発

4800 滋賀県 ペスカ 接触を減らし安心できるサロンワーク事業の効率化
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4801 滋賀県 株式会社ベストーナ 2160001019146 SDG ｓに貢献する 「 ER バイオ菌 」販路拡大 事業

4802 京都府 光翔株式会社 1130001004721 コロナ禍の非対面ビジネスに対するネット販売の強化

4803 京都府 株式会社サワダ 4130001050119 ECサイトの構築による伝票レスと顧客嗜好に合わせた商品提案事

4804 京都府 媽媽菜館六花 冷凍真空パック商品を開発しＥＣ販売に取組む

4805 京都府 ホワイト舎 「クリーニング集配サービス」による来店困難者への利便性アップ

4806 京都府 ブラザーベーカーリー　三条店 ITを活用した非対面ビジネスの立ち上げ

4807 京都府 にく屋さん優 待ち時間無し！ドライブスルー導入による対人接触機会の減少

4808 京都府 ｔａｑｕｉｔｏ 一介の革職人によるEC販売を主軸としたブランド構築

4809 京都府 合同会社旨味屋 6130003002719 コロナ禍を乗り切る！テイクアウトECシステム構築で感染症対策

4810 京都府 株式会社リタファーマ 2130001050525 eコマースによる自社ブランド化粧品事業

4811 京都府 合同会社こやまみかん 9130003005909 最新機器を用いたセルフエステサービスの導入

4812 京都府 おもてなし京都 クラウドファンディングと自社サイトによる非対面販路拡大の取組

4813 京都府 スシタイム Sushi time・オンライン飲み会・食事向け宅配オーブル

4814 京都府 株式会社ハイエッグ 5130001007035 電動ハンドリフト導入による入出荷時の接触機会減少と生産性向上

4815 京都府 合同会社叶夢 5130003004484 京都初の「鮮魚が買える自動販売機」を導入したテイクアウト事業

4816 京都府 モンテッソーリ幼児教室 モンテッソーリ幼児教室

4817 京都府 有限会社隅田農園 1130002028975 通販業務にオンラインシステムを導入し非接触型経営～売上増へ

4818 京都府 株式会社倉橋 7130001063027 オリジナル商品開発およびECサイト作成による新規販路開拓

4819 京都府 有限会社タケマサ 5130002020326 クレープ生地製造機を用いたクレープのテイクアウト販売

4820 京都府 株式会社Ｒｅｌａｘａ 2130001070886 コロナでも安心してお買い物出来ます！サービスの開発とPR事業

4821 京都府 有松遼一 オンライン講座の開講・稽古場の感染症対策

4822 京都府 東和束碾茶工場　中井啓人 和束茶サブスクリプションECプラットフォーム構築DX推進事業

4823 京都府 株式会社ルガーロ 6130001067532 感染防止対策と安心感・特別感を意識した店舗改装のPR事業

4824 京都府 ヒグチ養蜂園 HP開設による対人接触対策と事業継承を見据えた販売経路の開拓

4825 京都府 ワイジーラボ 野外移動型スタジオ、オンライン展開する写真試作品の開発

4826 京都府 株式会社ラビシス 3130001064210 非対面・業務効率化を推進するラビシスのオンライン化事業

4827 京都府 マリーバード ECサイト作成とECサイトで販売する製品の開発準備

4828 京都府 株式会社トン’Ｓキッチン 6130001064265 オーダーシステムによる対人接触機会減少とテイクアウト販売増加

4829 京都府 北山貿易株式会社 2130001054344 お客様ご案内動画を活用した感染防止と安全性の訴求

4830 京都府 喫茶ホーボー堂 非接触販売の販路開拓に向けての店舗改装

4831 京都府 奥西佐智子 オンラインバーチャルツアーの開始とHPによる集客

4832 京都府 株式会社Ｆｏｏｄでｐｌｕｓ 7130001065155 冷凍自動販売機（ど冷えもん）の導入

4833 京都府 田村写真舘 対人接触を軽減する為の店舗改装と商品撮影による販路開拓

4834 京都府 有限会社Ｚａｈｎ 7130002022510 歯科技工データ受注とBtoC事業を広報するホームページの構築

4835 京都府 木ノ下整骨院 密を避ける為の自費による訪問整体と院内の感染症拡大防止対策

4836 京都府 株式会社Ｊａｓｍｉｎ　Ｔｒａｖｅｌ 3130001064152 一棟貸し宿泊施設における非対面式チェックインシステム導入

4837 京都府 ＴＫＤ京都 対人接触機会を最小化する空手スクールの開講

4838 京都府 ホロ シャンプー台の個室化でソーシャルディスタンスを確保

4839 京都府 Ｓｉｄｒａ 座席数減・店舗セルフ化により新規サービスのデリバリー開始

4840 京都府 有限会社第一美研 6130002007363 塾の空き時間を活用したコワーキングスペース事業

4841 京都府 青木美穂 お客様とつながる！「おうちでコンサート」「おうちでレッスン」

4842 京都府 フラワー花手箱 オンラインレッスンのPR事業

4843 京都府 ハッピーバイシクル 唯一無二の針金アートを世界に展開するためのECサイトの構築

4844 京都府 中房食品株式会社 3130001015262 ３密回避の生産ライン構築とネット通販等に対応した新商品開発

4845 京都府 株式会社迦音 7130001047624 オンラインカウンセリング施術の強化とオンラインサロンの展開

4846 京都府 ワイン食堂ニコ デリとワインのテイクアウト販売の強化

4847 京都府 有限会社西田春香園 5130002018642 京都宇治茶専門店のHPとECサイトの立ち上げ

4848 京都府 株式会社恵比須屋荘兵衛 9130001062299 自販機de焼き芋

4849 京都府 カフェチェリッシュ 食品製造部門の立ち上げによる、テイクアウト及びEC販路の構築

4850 京都府 株式会社オリエンスカンパニー 6130001054687 「コロナに負けない」就労支援施設がECサイトで自作商品販売
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4851 京都府 株式会社シャーロン 7130001030134 非対面型セルフエステ機導入によるサブスクサービスの提供開始

4852 京都府 ネコのしっぽ デニッシュバーネコのしっぽ非対応による通販システム

4853 京都府 株式会社岸本畜産 8130001056599 キッチンカーを活用した自社商品の移動販売と野外イベント事業

4854 京都府 有限会社京都サイクリングツアープロジェクト 3130002023529 対人接触機会低減のためのオンライン予約、決済、売上管理の導入

4855 京都府 株式会社ヒノボ 3130001057453 人気ラーメン店による餃子とラーメンの無人冷凍販売事業

4856 京都府 株式会社京呉館 2130001023209 振袖のCeremonyサブスク事業

4857 京都府 ジャックファーム ECサイトでの販売に向けた包装内製化開始により販路拡大を実現

4858 京都府 株式会社鶴清 4130001018108 京都の老舗料亭の接触機会を減らすテイクアウト事業

4859 京都府 ぼくらの食堂 テイクアウト用商品開発と新規メニュー開発で売上アップ

4860 京都府 谷慶表具店 非接触でも技術提供が行えるECサイトの構築とHP作成

4861 京都府 有限会社吉岡製作所 4130002001764 無人全自動ブランク（鋼板抜き加工）工場始動と顧客・受注拡大策

4862 京都府 株式会社日の出テント 7130001007116 創業100年企業が挑む、EC販売とHPの新設

4863 京都府 ゆに鍼灸院 オンライン講座の充実と電子カルテ化

4864 京都府 ひろ農林合同会社 4130003005500 作付け方法の省人化とオンラインショップ構築による販路拡大

4865 京都府 Ｗｉｌｄ　Ｓａｌｍｏｎ　Ｓａｓａｋｉ ポストコロナに対応する天然サケの新商品開発、ECとHP整備

4866 京都府 家事支援サービスチューリップ 遺品整理と古物商のサイト制作と給湯器購入

4867 京都府 からく コロナ感染防止対策のためテイクアウト専用窓口設置事業

4868 京都府 京都森澤穀糧株式会社 4130001008934 国産最高級の丹波大納言と丹波黒豆をネット販売するサイトの構築

4869 京都府 エイミーズ キャラクター販売用のECサイト構築

4870 京都府 株式会社ＬＹＮＸ 2130001067668 エンドユーザー向け直販ECサイトの構築

4871 京都府 バーバーズシャインウイズ 訪問理容強化の為のホームページ制作による事業継続の施策

4872 京都府 有限会社スペース 8130002025173 オンライン引越し見積もりシステムの開発とランディングページ制

4873 京都府 ＪＢＩ　ＨＡＬＡＬ　ＦＯＯＤ HALAL対応カレーの自動販売機とPR事業

4874 京都府 株式会社ＵＣＨＩＤＡ 7130001064322 【株式会社UCHIDA】図面・資料・積算・現場管理等システム

4875 京都府 権治 安全安心な店舗作りと手仕事に拘った革製品のPR事業

4876 京都府 タヴェルナ・ピノッキオ 店内改装による個室化

4877 京都府 株式会社ケイエスケー 1130001070904 無人運営型の非対面インドアゴルフ練習場の整備事業

4878 京都府 加夢居 板長のおかずシリーズ真空パック商品開発とECサイト販売

4879 京都府 ルシュルシュル おうち時間をテイクアウトで楽しむためのパスタとソースの開発

4880 京都府 立千株式会社 2140001104536 オンラインシステム構築により、京都を満喫する

4881 京都府 有限会社和光カタヤマ 6130002032948 HPを活用した非対面型販売強化プロジェクトによる売上向上

4882 京都府 株式会社ＫＯＴＯｃａｍｐ 9130001068197 自社ブランドキャンプ用品の開発及びECシステム構築

4883 京都府 杉乃實株式会社 8130001001051 高機能性タオルをオリジナルプリントでの生産システムを構築

4884 京都府 株式会社まんらく 8140001019935 非接触、非対面で販売、買取ができるECサイト作成

4885 京都府 茶房いせはん 持ち帰り専用の小窓を新設し、店内飲食のお客様と密を避ける

4886 京都府 有限会社ナカクラ・エムエス 2130002023546 コロナ禍における顧客との継続的関係性構築に資するアプリ導入

4887 京都府 有限会社なおこう 1130002034809 対人接触低減型ビジネスモデルによる売上、利益回復への取組

4888 京都府 Ｄｉａｍｏｎｄｓ＆Ｗａｔｅｒｓ合同会社 9130003005933 医師＋パーソナル・トレーナーと１年で卒業する発毛サロンの開業

4889 京都府 三条のいろは 自社のホームページ作成・黒毛和牛などのネット販売

4890 京都府 田渕建設株式会社 7130001041511 「１人でできる測量」事業

4891 京都府 居酒屋　ぽ庵 「どこでも、ぽ庵飯！」ホームページ制作及びECサイト制作事業

4892 京都府 ＥＹＥＤＥＮＴＩＴＹ 安心安全の個室サロン経営を実現し対人接触機会の減少を図る取組

4893 京都府 株式会社パントス 2130001033661 エンジン燃費性能計測装置を開発して客先訪問の減少を図る。

4894 京都府 株式会社ｃａｒｏ　ｋｙｏｔｏ 5130001070917 商品非接触型へ店内改装とオンライン接客で高満足度のECサイト

4895 京都府 株式会社ＣＢＴメンタルサポート 5130001070867 オンラインセミナー予約システムの構築

4896 京都府 まるにあん まるにあん　新店舗・通販サイト立ち上げ事業

4897 京都府 株式会社ｎａｉｍａｚｅ 1130001069112 ワインショップの挑戦！非対面の商品説明とECサイトの販売強化

4898 京都府 有限会社Ｊａｓｍｉｎ’ｓ 3130002023041 工芸品に特化したネット販売を新たな収益の柱に育てる

4899 京都府 ミルクディッパー SNS広告配信とECサイト活用による認知向上・販路拡大事業

4900 京都府 ポーラ　ウィンハート オンラインコミュニティ（LINEサロン）で新規顧客獲得！事業
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4901 京都府 ＫＲＫ株式会社 8130001031503 令和流、韓国フライドチキンテイクアウト専門店開業事業

4902 京都府 Ｃｈｏｃｏ　Ｐａｌａｃｅ 家族写真を増やす“撮りたくなるキッチンカー”事業

4903 京都府 合同会社ラウレアグリーンズ 1130003005503 エシカルヴィーガンな新商品とインターネット展開で顧客層拡大

4904 京都府 木薮愛 ライターとしての知見を活かした商品開発とECサイト立ち上げ

4905 京都府 椿姫 国産ヘナと椿油を使用したオリジナル毛染めゲル剤の通信販売

4906 京都府 セルフケアサロン　リプロ 新時代に合わせた完全無人・非接触の24時間セルフエステサロン

4907 京都府 西城設備 新たに始めた外構リフォーム工事をPRするためのHP作成

4908 京都府 紫洸 個室で演出する特別な時間と低感染リスク対策による安心感の実現

4909 京都府 優勝ラーメン 券売機を利用したコロナ対応モデル事業

4910 京都府 オミペイント 非対面型ビジネスの確立～オンライン商談×電子契約システム～

4911 京都府 納佳世 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

4912 京都府 株式会社ＧＲＡＣＥ 8130001062903 タッチパネル式セルフオーダーシステム導入

4913 京都府 株式会社Ｂ＆Ｙ 5130001058219 オンライン漢方カウンセリング、ECサイトでの商品販売

4914 京都府 土家工業 オンラインツールを導入した採用活動の作業効率向上と非対面化

4915 京都府 ２５ アーティストと作る京玉露コラボパッケージ茶

4916 京都府 株式会社稔工務店 8130001065047 オンライン相談会ツールとYouTube動画配信による販路開拓

4917 京都府 アサヒ食材 ＥＣサイト開設による非接触での一般顧客への商品販売

4918 京都府 株式会社ケイプラス 2130001071042 オンラインパーソナルトレーナーソフト『リハサク』導入

4919 京都府 株式会社樹 3130001060127 外装のプロが屋根や壁の病気をオンラインで症状診断

4920 京都府 建築工房タチバナ 見えない箇所を改修する新サービスと非対面受付サイト導入事業

4921 京都府 一級建築士事務所ｂａｎａｎａＬａｂ 環境配慮時代の既設建物の長寿命化によるＳＤＧｓな建築構造設計

4922 京都府 株式会社宇治田原茶直売所 7130001037880 宇治田原の宇治茶ネット販売強化で全国に商品を届けていく

4923 京都府 永松整体療術院 オンラインレッスン用の姿勢矯正具の開発とPR

4924 京都府 株式会社ＰＬＵＳ－Ｂ 5130001056016 非接触型セルフ脱毛サービスの事業展開

4925 京都府 Ｅ ホームページ開設によるネット販売強化と非接触強化の店内改装

4926 京都府 株式会社ＳＲＴコーポレーション 4130001025285 非対面型ビジネスモデル構築のためのシステム等の導入と販路開拓

4927 京都府 株式会社京食 9130001006248 ECサイトとLINEを利用し顧客へのリピート販売と新規客獲得

4928 京都府 合同会社ウキヨ工業 1130003007425 自社マーダーミステリー作品のPR動画配信による非対面広報活動

4929 京都府 オートクラフト ロータリーエンジンスポーツカーに特化した整備業者のIT戦略

4930 京都府 山田白米 対面とオンラインでお稽古！唄・三味線教室の新規生徒獲得事業

4931 京都府 合同会社ＯＡＬ 3130003006953 「マーケティングWebスクールコミュニティ」開発とPR事業

4932 京都府 リーズ法律事務所 チャットbot活用による非対面事業モデル転換と販路拡大計画

4933 京都府 株式会社Ｋ－ｓｔｙｌｅ 1130001070912 洋菓子店における非対面オンライン販売の強化事業

4934 京都府 株式会社ＩＣ 6130001063845 お客様に笑顔を届ける三位一体イベント企画オンライン商談事業。

4935 京都府 ＬＪＴ株式会社 2130001065861 ＳＮＳ対応ＨＰの作成による営業体制の強化

4936 京都府 橋本 非接触型オンライン教室と新規生徒獲得のためのLステップ導入

4937 京都府 株式会社ギャザーリンク 2130001037563 【株式会社ギャザーリンク】業務進捗状況の見える化による顧客サ

4938 京都府 旬菜つばめ家 「つばめ家オンラインショップ」の開設

4939 京都府 株式会社ＴＲＵＳＴ 9130001067249 新たに内装一式工事を始めるための取組実施による新規顧客開拓

4940 京都府 かぼちゃのたね わらび餅加工機導入による生産性向上による売上拡大を図る

4941 京都府 有限会社日本ダイエッティシャン協会 3130002033585 人と人が寄り添える社会に！心と体のトータルサポート事業

4942 京都府 株式会社草川電機製作所 2130001012599 ホームページのリニューアルに伴う新規通販サイト増設等

4943 京都府 合同会社スミレ界 5130003006786 Tapダンス動画配信によるオンライン営業

4944 京都府 ＦＯＲＴＵＮ３ 京大・大市大と共同開発したエイジングケア化粧水のＷＥＢ販売

4945 京都府 立生株式会社 3130001023133 非接触型営業ツールを用いた非対面の営業活動による新規顧客開拓

4946 京都府 ｈａｉｒ＆着付けＲＥＣＯＬＴＥＫｏｉｋｅ 本格的発毛育毛メニューを導入し顧客満足度上げる

4947 京都府 ものや オンライン販売サイトの構築・商品開発による事業拡大

4948 京都府 株式会社松井組 1130001036905 ワンマン測量でコロナに打ち勝ち、売上アップ！！

4949 京都府 株式会社ウエダ・テクニカルエントリー 1130001038298 【対人接触機会の減少の為の完全オンライン業務システム】の開発

4950 京都府 エイジフィートジャパン株式会社 8130001047012 ECサイト・ホームページの開設による新規顧客獲得
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4951 京都府 合同会社Ｍａｒａｍａｒａｍａ 1130003007508 自然栽培食品のオンライン販売と非対面型美容健康イベント

4952 京都府 有限会社喜祥 2130002013596 テイクアウトでおうち京料理、そしてお店で日本庭園

4953 京都府 観光農園江和ランド テラス席改装で大自然を満喫できるレストランのリニューアル事業

4954 京都府 ｋｍ興産株式会社 1130001066927 「ブランドサイトとオンラインショップ」の開設

4955 京都府 サロン・ド・巴里 高齢者を守る！個室から出張まで「気持ちつながる癒しのサロン」

4956 京都府 東野工務店 コロナ禍のテレワークリフォーム新事業のためのECサイト制作

4957 京都府 株式会社エディックス 4130001070364 ビジネスパーソン向け、オンライン学習サービスの提供事業

4958 京都府 株式会社Ｊ．ＲＯＯＭ 3130001064128 ホームページ作成による自社ブランド商品の発信・ネット販売

4959 京都府 株式会社ｐｌｕｍ．ｖｉｌｌａｇｅ 6130001061031 物件買取業務のオンライン化と認知拡大

4960 京都府 中華料理　東来 感染リスク低減の為の店舗改修及び販路開拓の為のPOSレジ導入

4961 京都府 エステはうすＫｉＫｉ オンライン通販を利用した美容ケアサービス

4962 京都府 株式会社ひろ文 4130001005353 非対面での宿泊・ワーケーション事業のオンライン決済への取組

4963 京都府 ＭＪＳメディカル 安心・安全そして素早く強力な洗浄力のカーボンフリーで清潔に！

4964 京都府 山内弘太 ハイクオリティな制作が可能なプライベート録音スタジオの設立

4965 京都府 有限会社オリビア 6130002013519 ＬＧＢＴ向け下着のネット販売による事業再編

4966 京都府 Ｍｉｙａｋｏ　ｆｒｏｍ　ＪＡＰＡＮ 非対面営業力強化による新規会員の獲得事業

4967 京都府 本格手打ちうどん　大河 ITを活用したデリバリー事業の立ち上げ

4968 京都府 株式会社田中建工 2130001005082 「富裕層向けセカンドハウス建築」と「介護事業」への展開

4969 京都府 ＯＦＢグループ合同会社 6130003006645 アフターコロナにおけるＭ＆Ａコンサルティング事業の広報活動

4970 京都府 株式会社河内商事 8130001008039 ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ･検品効率化ｿﾌﾄ導入による減接触化+作業量減

4971 京都府 グレイスフルライフ オンラインによる整理収納アドバイザー養成講座の開講

4972 京都府 ロワウィズモニカ WEB広報～ディスタンスを超えて、知ってほしいROIの魅力～

4973 京都府 株式会社Ｋ＆Ｆ 2130001025849 ラグジュアリーホテル内美容室によるホームページ集客戦略

4974 京都府 ＭＩＲＡＫＵ 非接触・非対面型のオンラインピラティストレーニング事業

4975 京都府 合同会社ａｋａｔｓｕｋｉ 7130003005209 気功教室の海外向けオンライン事業展開とその広報

4976 京都府 株式会社京都胡麻美 2130001051655 胡麻に特化した新ギフト商品を開発しECサイトで販売

4977 京都府 アガペーヒーリングスペース オンラインカウンセリングの導入と認知拡大

4978 京都府 大野維吹 オンラインによるＬＩＮＥマーケター育成講座の設立

4979 京都府 葡萄ハウス家具工房 非対面販売の為のECサイト構築と独自商品の開発

4980 京都府 株式会社ＧｒｅｅｎＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3130001050136 京都市内＆オンラインでの広報基盤構築

4981 京都府 株式会社ダイト産業 2130001001321 非対面でのサービス提供方法の確立による販路拡大

4982 京都府 ＪＡＰＡＮ　ＢＬＵＥ株式会社 1130001039809 新発売『抗ウィルスコーティング剤』ＥＣサイト構築で販路拡大

4983 京都府 ファンテーブルジャパン株式会社 7130001061014 ケータリング事業の為の真空パック商品開発とコスト削減

4984 京都府 株式会社ＨＯＴＴＡ 7130001050487 在庫管理・売上管理アプリ導入よる業務効率化と非接触事業の促進

4985 京都府 合同会社Ｎｏｒｉｚｏｎ 5130003005788 ガレージハウスの入居募集と不動産投資への非対面型PR事業

4986 京都府 齋藤運送 ペットタクシーとＰＲ事業

4987 京都府 永光 申込み～打合わせまでオンラインで完結の非接触型墓参り代行事業

4988 京都府 株式会社パブリックメディア京都 9130001056103 動画コンテンツとデジタルサイネイジによる非接触広告営業拡大

4989 京都府 宇野商会 EC事業参入により売上基盤を安定させる

4990 京都府 原田ホルモン店 おうちで本格焼肉たべない？

4991 京都府 株式会社未来資本製作所 1130001060442 自社予約サイトを活用した若年層向け非対面型FP相談事業

4992 京都府 株式会社日陽トレーディング 5130001069934 ウィズコロナ時代における国際貿易市場の拡大と飲食店移動販売

4993 京都府 株式会社京都サラダ 2130001061274 ＤＭ・メルマガを取り入れた新規顧客開拓

4994 京都府 株式会社ｍｉｎｉｍｕｍｕ 6130001062285 焼き菓子の宅配・屋外イベント事業立ち上げ

4995 京都府 ｃａｆｅ　ｎｏｕｋａ 機器導入による人員削減とテイクアウト部門の充実

4996 京都府 有限会社コンダクター 6130002012207 アフターコロナを見据えたオンライン研修の実現による販路拡大

4997 京都府 サポートデスク／健康マッサージ治療院 対人接触減少訪問医療マッサージの構築と新事業FC加盟店の強化

4998 京都府 株式会社コウショウ 5130001068746 対人接触機会の減少とキャッシュレス決済の導入

4999 京都府 ＶＩＤＡ整体院 非接触型最新痩身機器の導入による販路拡大計画

5000 京都府 サラスヴァティ オンライン鑑定セッション及びスクール導入のための開発事業
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5001 京都府 そらはな 心も身体もモチベーションも引き上げて、私も地域も元気に！！

5002 京都府 株式会社ＣＯＦＦＥＥ　ＢＡＳＥ 4130001064746 スペシャリティコーヒー販売のための専用ＷＥＢサイト作成

5003 京都府 株式会社クリピカＳＳ 4130001060092 非訪問型営業とポストコロナを見据えた営業戦略

5004 京都府 ちとせ社労士事務所 非接触面談を強調したホームページ開設により販路拡大を図る

5005 京都府 丸岩産業株式会社 6130001018857 ホームページを活用した顧客接点確保と販売チャネル再構築

5006 京都府 株式会社ステッグ・コム 8130001031560 塗装事業拡大ための専用ホームページ作成

5007 京都府 アルファマネジメント合同会社 8130003006445 事業シナジーを活かした非対面取引によるＨＰ集客力の向上

5008 京都府 有限会社メイ 5130002017561 店内換気向上とテラス席設置で接触機会減少を図る感染症対策

5009 京都府 ｍｉｓｓ．ｏｕｔｓｈｉｎｅ 認知拡張ブランディング及び新主力ビジネス転換ＥＣサイト構築

5010 京都府 アネモネ オンラインによるフラワーケーキスクール・ショップの開設

5011 京都府 ケイフィルムズ 非対面型新コンサルティングサービスの web プロモーション

5012 京都府 株式会社ＩＥＺＯ 6130001069181 オンライン商談×電子契約で実現する非対面ビジネスモデルの確立

5013 京都府 株式会社近藤工務店 9130001004771 安心・安全のホームページ作成

5014 京都府 ヘアーフェリーチェスリーイー オンラインを活用した美容院の物販ECとサービスECの整備

5015 京都府 トーク 物を使う楽しみ - ポストカードでイメージを届けたい

5016 京都府 株式会社木村工務店 4130001039095 家電ECサイトを導入し顧客ロイヤルティの向上を図る

5017 京都府 ストライクファースト株式会社 2130001067767 オンラインでの商談とエージェント募集を実現させるホームページ

5018 京都府 行政書士ヒロ中村法務事務所 インタラクティブボードでのウェブ面談システムの導入とHP告知

5019 京都府 本打麺刃 真空包装パック機とタッチパネル式券売機の導入による販路拡大

5020 京都府 合同会社ウェルビーイング経営 6130003007247 コロナでも安心！医療の非対面システム構築で明るい社会に

5021 京都府 バラクーダ EC事業参入による事業基盤の強化

5022 京都府 ポトンファーム 作業・販売時に接触機会削減可能な新商品の開発

5023 京都府 有限会社井半 7130002011892 畳職人が提案する住まいのコーディネート

5024 京都府 鈴木　宏明 SNSとポートフォリオサイトを通じた事業アピール戦略

5025 京都府 穂積工務店有限会社 9130002023580 オンラインコンサルを可能にし非対面サービスで新規顧客の獲得

5026 京都府 株式会社ｗｉｔｈ 2130001068146 感染予防対策強化とＥＣサイト機能を有したＷＥＢサイトの確立

5027 京都府 都鈑金工業株式会社 1130001035840 直需入庫電子化　感染対策

5028 京都府 Ｂｉｒｄ　ｆａｂ　ｓｔｕｄｉｏ株式会社 4130001069282 ウェブオンライン商談が可能なシステム開発

5029 京都府 三寿株式会社 2130001063502 ソーシャルディスタンスを担保する多目的スペースの構築

5030 京都府 株式会社京成 8130001064734 心休まる雰囲気の京町家にリモートワークで滞在。HP製作でPR

5031 京都府 株式会社石巻工務店 7130001032329 ホームページリニューアルによるオンライン申込の推奨

5032 京都府 株式会社ボーンズ 5130001055323 お客様との接触や営業活動のデジタル化

5033 京都府 ジーワン株式会社 1130001003079 ミテチョクとアートガチャガチャ

5034 京都府 株式会社タケショー 1130001062240 【株式会社タケショー】塗装のことならタケショーにお任せ！事業

5035 京都府 マリーミーキョウト 葛馬麻里コロナ対策の空間と独自の施術でコロナに負けない身体作

5036 京都府 株式会社丸円化粧品 6130001069280 おうちでオーガニック化粧品でお肌のケア

5037 京都府 株式会社半左衛門 9130001065797 障がい者施設の利用者が働く幸せを得られるECサイトの作成

5038 京都府 株式会社ＰＡＳＳＩＯＮ 4130001062114 飲食店向け　動画マーケテイング活用　新営業手法導入支援

5039 京都府 堀之内渉 金融教育アプリを開発により非対面での事業を強化し売上向上

5040 京都府 ミュージックオフィスクラウド インターネットを使った音楽教育、エンターテイメント事業計画

5041 京都府 株式会社Ｔｏｄｏフォーラム 3130001054673 外国人向けオンライン／オンサイトハイブリッド型語学教室

5042 大阪府 ほぐし処　ＫＯＫＯＣＨＩ セルフメニューの導入のための機器等購入とＰＲ事業

5043 大阪府 グランツ 有料動画配信サイト作成で顧客の定着と新収入源、新規客の確保

5044 大阪府 北村製本株式会社 9120001020019 あなたの想いを形に誰でも簡単！製本キットのオリジナル販売

5045 大阪府 みつばデザイン 地域密着型デザイン事務所から全国リモート対応型へ業態改革事業

5046 大阪府 かしみん焼き弍箱 かしみん焼きを関西で普及させるためテイクアウト販売開始

5047 大阪府 有限会社洋装店パール 1122002011697 デジタイザー導入及びイメージブック作成による業務効率化

5048 大阪府 ＭＥＮ‘Ｓ　ＨＡＩＲ　ＡＺ ヘアケア商品＆サロン施術券のネット通販で物販強化・売上増加

5049 大阪府 金尾音響 低感染リスク型イベントに特化した音響技術環境整備

5050 大阪府 株式会社ヤマヨシ産業 8120001112056 動画説明とECサイトを活用した新たな販売展開
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5051 大阪府 株式会社ビッグシャローズ 7120001226162 HPリニューアルによる感染リスク低減する決済システム等の取組

5052 大阪府 有限会社トマト 9120002046070 事前決済テイクアウト予約システムの開発・導入事業

5053 大阪府 株式会社ＳＹＯＵＳＥＩ 2120001214659 人との接触を7割減らす新しい勤務形態の実現

5054 大阪府 株式会社コーケン 8120001177124 オンライン見積もりシステムの構築による販路開拓

5055 大阪府 株式会社Ｌ・Ｇｒａｎｄｅ 5122001035009 安心な店作りとオンライン講習、販路拡大を実現するHP開設

5056 大阪府 株式会社Ｄｏｇｗｏｏｄ 1120001213819 おうちでkomugiラーメン

5057 大阪府 ＣＲＡＦＴ　ＡＲＴＳ　天 主婦向けＷＥＢサイトとオンライン陶器市による天の器の販路開拓

5058 大阪府 安本商事株式会社 8120001033905 ゴーストレストラン導入でデリバリー事業に参入し販路を拡大

5059 大阪府 斗南電装株式会社 6120101005319 中古看板の活用・オンライン販売事業を開始し新規顧客を開拓！

5060 大阪府 株式会社小谷 8120901031264 高価格帯商品のパッケージ開発及びブランド力向上の為のHP制作

5061 大阪府 ＢＯＭＩ株式会社 8290001072291 ECサイト構築による韓国アパレルショップの開設

5062 大阪府 ＲＥＴＯＮＡ スポーツ選手および一般市民ランナーの非接触による指導事業

5063 大阪府 コッコ　デ　ウッチーナ 卵料理のデリバリー専門店、新感覚オムライスで新規顧客を獲得

5064 大阪府 しゅん須佐見 テイクアウトシステム導入により新たな売上を創出する！

5065 大阪府 まんまる食堂 店舗の味を『中食』で～お手頃価格の本格中華レトルト販売～

5066 大阪府 Ｍｏｎ　Ｓｔｙｌｅ 感染対策・非接触ビジネスの為の什器と美容エプロン製作～販売

5067 大阪府 大幸綜合建設株式会社 7122001003830 チャット機能搭載のホームページ改修でオンライン受注体制を構築

5068 大阪府 谷９バックパッカーズ大阪 淡路島で自然豊かなロケーションを活用しサウナ併設貸切宿泊施設

5069 大阪府 有限会社山崎道場 4140002059050 落語会オンライン配信のリモート共演によるコロナ対策と内容充実

5070 大阪府 株式会社スタジオブランニュー 7120001185243 家づくりオンラインセミナーで新販路開拓

5071 大阪府 アーキデザイン株式会社 6122001027434 オンラインCADシステム導入による設計業務のデジタル化推進

5072 大阪府 クッチーナピアチェーレ イタリア風『お麩サンド』のキッチンカー販売による販路開拓

5073 大阪府 株式会社リバーフィールド 8120901010219 健康と幸せを届けるパンの移動販売車によるB2C販路開拓事業

5074 大阪府 ｇｒｅｉｇｅ 強みを活かしたリタッチカラーとオンライン相談で顧客要望を解決

5075 大阪府 株式会社エコプラッツ 5122001012445 決済機能付きLP開発による新規ユーザー獲得

5076 大阪府 ｈａｐｐｉｎｅｓｓ　ｇａｒｄｅｎ株式会社 3120001197886 セルフエステの導入と個室化によるエステサロンの非接触事業

5077 大阪府 株式会社波々伯部商店 3120001046564 様々なお店の味とお酒を組み合わせて持ち帰られる酒屋

5078 大阪府 下敷領ガイドサービス ＩＴ機器導入で自動運転。リアルとオンラインで売上拡大

5079 大阪府 浜焼き　まるっぽ 完全非対面の刺身用活イカ販売

5080 大阪府 江坂イタリアン　ラッポルティ 【おうちでドルチェ】デザート販売による新規顧客獲得事業

5081 大阪府 金丸真株式会社 2120001011998 オーダーメイド商品のシミュレーションシステムの構築

5082 大阪府 なごみ 新商品のデリバリー・テイクアウト導入による新規顧客獲得事業

5083 大阪府 焼とん　京橋　バビアン おうちで豚肉惣菜シリーズの真空パック商品開発と通販事業

5084 大阪府 株式会社ダイニチ 5120001056594 外壁剥落防止の低感染リスク事業「オンライン診断・見積」の取組

5085 大阪府 株式会社Ｌｉｆｅｗａｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 7120101055998 教室とオンラインのハイブリッドレッスンによるフォロー体制新設

5086 大阪府 株式会社アフェクト 1120001097667 eラーニングを軸とするオンライン研修講座の提供と販路拡大

5087 大阪府 笹川　英二 自動販売機で非接触＆フードロス削減！

5088 大阪府 株式会社ヨコオ 7120001134910 店内飲食の人気商品をギフト商品としてオンラインで販売開始

5089 大阪府 ＭＡＲＡＤＯＮＡＲＥＣＯＲＤＳ レコードを聴いておうち時間を楽しむ！ECサイト開設で販路拡大

5090 大阪府 有限会社エレガントアカデミー 1120102007153 レッスン枠の拡張！新しく「非対面型レッスン」のリリース！

5091 大阪府 株式会社ｉｒｏｄｏｒｉ 7120001229421 健康食品通販・オンライン服薬指導による非接触型事業の構築

5092 大阪府 フェリーチェダイニング 安心安全でおいしいお料理と居心地の良い癒し空間

5093 大阪府 巽紙器工業株式会社 6120001017901 業務効率・売上向上を見込む、ダンボール会社のオンライン化事業

5094 大阪府 ダイニングバー　七 ど冷えもんの設置により『非対面・非接触』で売上増加を目指す！

5095 大阪府 藤井ＦＰ事務所 WEBサイトを活用した、導入企業サービスおよび広報

5096 大阪府 アドバンスビューティー株式会社 4120001167500 天然由来成分配合のクレンジングバームを中国越境EC販売

5097 大阪府 アンティム お正月もご自宅でフレンチを！フレンチおせちの販売

5098 大阪府 株式会社西村工務店 9120001210528 顧客管理システムを中心とする営業活動のＩＴ化推進

5099 大阪府 株式会社ユニックス 8122001009001 オンライン商談ツール導入と感染対策環境ビジネスモデルの構築。

5100 大阪府 ＭＩＮＡＭＩ　ＧＯＬＦ　ＡＣＡＤＥＭＹ GOLFレベルUPオンラインレッスン事業
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5101 大阪府 戴天ふぐ　左右海 個室化による感染防止と新規顧客の獲得

5102 大阪府 個別学習塾　みちしるべ 密の緩和と生徒増に向けたオンライン化に伴う新規ツールの導入

5103 大阪府 バー　北酒場 カレーレトルトの商品化とネットワークを活用した委託販売

5104 大阪府 カフェティンデブエノスアイレス ECサイト制作による物品販売及び顧客管理強化

5105 大阪府 豚竹林 【豚竹林】オンライン、デリバリー販売の経路を新しく作る事業

5106 大阪府 有限会社ブーケ動物病院 6120002004790 対人接触機会の減少を目的とする非対面型予約受付の実現

5107 大阪府 フューチャーラボ AI搭載学習アプリと動画配信アプリの導入で自宅が塾になる

5108 大阪府 株式会社Ｇｒａｎｄｅｕｒ 1120001217489 オンライン化による販路開拓を狙ったオーダーメイド事業

5109 大阪府 上村設備　グルービースタジオ ジム内改装によってソーシャルディスタンスを実現し対人接触減少

5110 大阪府 ポテンシャル FP分散投資コンサルタントのオンライン化とウェブシステム導入

5111 大阪府 拓苑株式会社 1120001204181 客室サービス向上と宿泊施設の非接触業務効率化システムの導入

5112 大阪府 有限会社ＮＥＺ 4120002061529 本格海鮮料理を自宅で愉しむECによるテイクアウト事業

5113 大阪府 ナレッジベースデザイン 3Dプリンタ導入でオンライン会議用試作品を内製しサービス向上

5114 大阪府 キムラ寝具店 非対面でセミオーダー・リフォームの組合せサービスの販路開拓

5115 大阪府 志高株式会社 9120001211492 コロナ禍でも四川料理を届けるLED看板の設置

5116 大阪府 Ｐｒｏｃｅｅｄ８株式会社 8122001033819 町工場とママさんの協業！新商品開発の広報プロジェクト

5117 大阪府 ジェム 感染予防対策空調機設置及び新事業の立上げ

5118 大阪府 ワインプラザＹＵＮＯＫＩ ワインギフトに特化したサイトの立ち上げとPR事業

5119 大阪府 やまとコーポレーション 新商品の取り扱い開始とオンラインショップ開設で売上アップ。

5120 大阪府 株式会社ＳＫＲ 1120001237545 テイクアウト・宅配事業開始とHPを活用した売上強化

5121 大阪府 株式会社ＩＴＴＳ 7120001163793 人と人を繋げる福祉施設と病院クリニックに楽コールシステム

5122 大阪府 株式会社ゴドーテツク 6120101030861 オンライン予約システム導入による非対面商談の実現

5123 大阪府 行政書士なかじま事務所 オンラインによる全国対応　建設業手続き新サービス立上げ事業

5124 大阪府 合同会社エデュカラー 2120003014677 発達が気になる児童への教材開発と制作及びweb店舗での販売

5125 大阪府 ０５５６ｓｔｙｌｅ 非接触型対応の為のWEB・EC サイト構築による販路開拓

5126 大阪府 株式会社ＦＵＮＰＡＮＹ 4120001221091 ECサイト活用によるフードロス事業の売上拡大とブランディング

5127 大阪府 シュ－クリ－ムバー グルテンフリーのこだわり出来立てのシュークリームをデリバリー

5128 大阪府 シャルム　虎屋 Z世代に向けたオンラインブランドによるD2C事業の立ち上げ

5129 大阪府 キレミカ貝塚店 ネット販売機能を設けたHP開設と感染対策強化PRでの販路開拓

5130 大阪府 ティーエーエヌジー株式会社 7010701029297 リアルとオンラインのハイブリット型公演事業「声優朗読劇」

5131 大阪府 株式会社マイト 5120002044342 転倒事故を防ぎ安心安全を提供するASL工法オンラインショール

5132 大阪府 どん・どん 房総ポークトンカツ弁当のテイクアウト事業に対する店舗改修

5133 大阪府 みのる製麺 とり天のテイクアウトとネットショップ開設により売上アップ！

5134 大阪府 合同会社モンティ 1120003016451 非接触に対応するこれからの不動産のあり方と広報

5135 大阪府 ヴィザヴィ withコロナに伴う安心安全な個室空間の美容室へ変貌

5136 大阪府 ＰＲＯＳＴＡＴＵＳ 非対面・非接触によるヒアリング体制の構築と、販売網の確立

5137 大阪府 株式会社ライン 3120001129220 オンラインによるパーソナルカラー診断・骨格診断・顔パーツ診断

5138 大阪府 株式会社加藤特殊産業 5120001214433 自社製品のインターネットでの新規顧客開拓、顧客関係づくり事業

5139 大阪府 いずみアセットパートナーズ合同会社 8120103003442 オンライン面談導入による非対人接触での販路開拓とその周知

5140 大阪府 株式会社ＦＩＲＳＴ 4122001027931 スマート施工管理システムで対人接触機会を減少させる取組

5141 大阪府 Ｌｉｏ　ｎａｉｌ 非接触型セルフエステ×ネイルのトータルビューティーサロン事業

5142 大阪府 泉嘉 オンライン講座でペットライフをサポートする非対面事業の実施

5143 大阪府 株式会社雪月花 5120001173522 ＨＰ作成しテイクアウトとデリバリーを強化！売上アップする計画

5144 大阪府 シャイン合同会社 9120903001561 集客型HPの作成と花屋のオンラインショップ開設

5145 大阪府 株式会社遊空間 2120901030321 ポストコロナ時代に対人接触機会を減少させた収益拡大と人材採用

5146 大阪府 株式会社コーナンブロー工業 6120101054786 原材料の自動輸送による対人接触機会の減少

5147 大阪府 株式会社建築工房高松銘木店 8120101056590 オンライン相談のPRとモデルハウスの動画導入で新規顧客獲得

5148 大阪府 株式会社ＣＲＩ 9120001219180 非対面式事業開始のためのECサイト構築とHP作成で販路拡大！

5149 大阪府 三多国際株式会社 5120001162871 タッチパネルを導入して飛沫飛散防止と非対面オーダーを実現

5150 大阪府 ななこ行政書士事務所 全国の潜在顧客を対象としたオンライン行政書士サービス事業
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5151 大阪府 株式会社鹿島工業 3120001235539 オンラインの充実化を図る、足場工事会社のシステム導入事業

5152 大阪府 第一基礎設計株式会社 6120001056437 地盤調査の達人がオンラインセミナーを開催して新規顧客開拓！

5153 大阪府 株式会社Ａｍｅｒｉ 6122001034224 コロナウイルス感染リスクの低減と新コース実施による売上の確保

5154 大阪府 朝日興産株式会社 6120101026455 客足を取り戻せ！テイクアウトシステムで対人接触減

5155 大阪府 鉄板串焼酒場　赤羽家 創作串焼き店におけるテイクアウトの充実化とネット販売の展開

5156 大阪府 ライフワーキング 美姿勢の為の肩甲骨ケアが自宅で出来る健康器具開発とネット販売

5157 大阪府 株式会社クォーターバックカンパニー 5120001078382 安全対面と、非対面でも対面レベルの接客販売の販路拡大と確立

5158 大阪府 株式会社マミー・クリスタル 3120901042134 オンラインによる「おやこ運動教室の講師養成講座」の開発と広報

5159 大阪府 株式会社ＢＵＮＢＵＮ 4120001212801 起業家をトータルプロデュース！オンライン広報による集客

5160 大阪府 たちばな商店 僧侶向けバッグの商品開発などオリジナルバッグのオンライン受注

5161 大阪府 ファスト 中古品を含めたカー用品のネット通販開始で新規顧客獲得を狙う

5162 大阪府 株式会社あそびゴコロ 5120001232162 非対面を実現できるオンライン栄養指導の開始

5163 大阪府 承宇株式会社 5120001184040 低感染リスク型の飲食店になるための改装工事

5164 大阪府 株式会社ａｇｏｒａ 8120001226244 接触機会減少と労働生産性向上事業

5165 大阪府 大阪シナリオ学校 現役作家の指導を全国でリモート受講のための事業開発とPR事業

5166 大阪府 株式会社イソップアカデミー 3120102019675 出張英会話教室と連携したオンライン英会話教室で売り上げ向上！

5167 大阪府 株式会社明都パネル 2120001021857 オンラインを活用した広報・営業活動強化事業

5168 大阪府 北武開発株式会社 1120901008376 非対面型不動産相談を充実させる為のweb環境整備

5169 大阪府 株式会社吉岡電化サービス 1120901012270 高槻市密着型！電気特化リフォームと補聴器販売の非対面事業

5170 大阪府 森　晴香 新規WEBサポートで女性起業家を救う！非対面型オンライン講座

5171 大阪府 小川工業 トレーサーガス式漏水探知機の導入による漏水調査作業時の密回避

5172 大阪府 エデュコ エステ美容室向けにネット商談とECシステムで美容機器を販売

5173 大阪府 松屋うどん店 地域や社会の変化に対応し新たなターゲット層の獲得に挑む

5174 大阪府 株式会社ＱＵＡＲＩＳ 2120001233080 対人接触を限界まで減らしたネイルサロンに体制転換

5175 大阪府 エムビーネクステージ コロナ対策製品販売及び動画コンテンツ配信に係るECサイト制作

5176 大阪府 株式会社ガイナ 6120001231015 SNS によるマターポート普及のためのホームページ刷新事業

5177 大阪府 プッチカーズ 対人接触機会の減少によるウィズコロナに適合した体制の確立

5178 大阪府 色彩アロマサロン　クローバー 低感染リスク型のクラフトレッスン展開とWebでの新販路構築

5179 大阪府 パライバ　ハート　インターナショナル　カンパニー TOEIC対策講義の動画配信サービス構築とブランディング強化

5180 大阪府 こい希 自社ECサイトによるテイクアウト事業拡充で感染防止対策

5181 大阪府 ゆうあい鍼灸整骨院 熟練バランス調整のプロが行う健康法指導のオンライン教室開始

5182 大阪府 グッドルック 対人非接触ツールの導入で宣伝広報とファーストコンタクトを実現

5183 大阪府 マサヘアー 安心安全な癒し空間と炭酸泉ヘッドスパ

5184 大阪府 株式会社レディースアサノ 7120001092324 自社ECサイト活用オリジナル軽量ショルダーバッグの非接触販売

5185 大阪府 千かな＆Ｃｏｍｐａｎｙ 薬膳茶の商品開発と販売の為のECサイト構築、PR事業

5186 大阪府 株式会社Ｈａｒｅｒｕｙａ 5120001214607 自慢の牛すじカレーパンのインターネットとテイクアウト販売

5187 大阪府 オステオパシー治療院ＴＩＤＥ 患者同士の非接触型レイアウト構築と院内衛生を保つ取り組み

5188 大阪府 クロス・フォーメーション株式会社 5120001177267 テイクアウト事業の認知度向上のためホームページリニューアル

5189 大阪府 ＭＫ　ＳＯＵＮＤ 防音室設備構築による非対面型音楽事業の拡充

5190 大阪府 ＫＳ　ＨＯＭＥ株式会社 8120001240518 オンライン相談会と動画設定のWEBサイト制作で販促

5191 大阪府 ベアーズ株式会社 6120001026803 自社ブランドECサイトを構築し人々に安心安全の料理を提供する

5192 大阪府 ドーナツ屋 キッチンカーを導入して新規の販路を拡大

5193 大阪府 有限会社ペットサロンデューク 4122002016933 HPリニューアル。スマホ対応・WEB予約機能導入で集客力向上

5194 大阪府 株式会社すまいる工房 3122001028278 コロナ感染状況に左右されない接触回避を前提とする事業運営

5195 大阪府 株式会社フジタカ 8120001194292 歯医者さんが作ったサプリメント等販売用ECサイト制作

5196 大阪府 株式会社ワイズネット 3120001130401 多くの 健康と 命を 守り たい！あたたかい想いを繋ぎたい！

5197 大阪府 株式会社ＯＴＥＮＴＯ 4120001240414 『OTENTO』を非対面でも世の中に浸透させるコンテンツ制作

5198 大阪府 ＭＩＦＵＫＵ 非対面でスムーズなテイクアウト販売ができるＥＣサイト制作

5199 大阪府 ワイエス工機株式会社 7122001020669 WEBサイトとデジタルカタログによる非対面商談で販路拡大

5200 大阪府 株式会社エイトライン 7140001080772 自動券売機導入による残土処理料受け渡し時の低感染リスク化
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5201 大阪府 株式会社樹 5120901034344 「デリバリーお弁当」の為の商品開発とPR事業

5202 大阪府 ＮＯＮメンテナンス株式会社 3120901038322 販路拡大・新規顧客獲得に向けたオンラインツールの活用計画

5203 大阪府 巷談舎 新規のお客様へのPR事業とオンライン企画展による販売

5204 大阪府 鶏料理＆ワイン　鶏小路 店舗を活用した婚相談所経営の非対面での情報提供と集客

5205 大阪府 大阪個別指導学院 非対面授業の導入および地域へのPR

5206 大阪府 ｉ－ＰＳ合同会社 9140003011872 未来を生き抜くために必要な『稼ぐ力』を育むCEOキッズ教育

5207 大阪府 Ｍｏｎｅ オンラインショップと営業を担うwebサイト作成で作家活動再開

5208 大阪府 ハチャプリ 大阪初のロシア、ジョージア料理の通販、テイクアウト販売

5209 大阪府 ＤＥＥＰ リモート型リハビリサービスによる顧客獲得事業

5210 大阪府 株式会社エス・デー・シー 9120001149114 電気CADを導入して電気設計、作図作業の効率化と在宅ワーク化

5211 大阪府 あにめ咲く 完全個室のプライベートヘッドスパ店舗を新規開設

5212 大阪府 ミライエ国際特許事務所 オンライン完結型の特許申請専用ホームページ作成とその周知徹底

5213 大阪府 株式会社ＳＴＳ 3120001239382 タッチパネル導入で対人接触機会の減少事業

5214 大阪府 幸の森 オンラインセッション＆オリジナル商品販売のECサイト構築

5215 大阪府 株式会社ウーキー 7120001191992 自社商品の企画開発及びECサイト開発による直接販売体制の構築

5216 大阪府 株式会社飛鳥 6120001034153 非接触の販売チャネル強化と顧客利便性の向上

5217 大阪府 プライベートサロン　よろこ日和 セルフ脱毛をもっと身近にする為の自宅サロンでの事業

5218 大阪府 サンフレックス株式会社 8120001107543 新商品LED蛍光灯の営業を担うスマホ対応webサイトの作成

5219 大阪府 タックトライサ株式会社 4122001004757 ＨＰ作成でエンドユーザーに直接営業！ＥＣ売上へ展開の一歩

5220 大阪府 株式会社標 2120001181156 Webチャットシステムの活用によるオンライン商談の取組み

5221 大阪府 新城針灸治療院 鍼灸のリモート健康相談及びオンラインセミナー事業

5222 大阪府 らぁ麺トリー テイクアウト事業立ち上げのための設備導入

5223 大阪府 株式会社木幡計器製作所 3120001027325 顧客満足度を高める会員制サポートサイト制作による営業のDX化

5224 大阪府 エーピッツァ＆カンパニー株式会社 2120001241174 お土産・お取り寄せ商品開発、テイクアウト強化とPR事業

5225 大阪府 ＰＡＴＥｄｅｓｉｇｎ 自社WEBサイト活用による非対面での新規顧客獲得

5226 大阪府 たつ整骨院 感染リスクを低減した新サービス提供による新規顧客獲得

5227 大阪府 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 9140001097988 非対面での査定相談・事故修理対応のオンライン環境構築

5228 大阪府 株式会社ペトリコール 5120101062344 Webアプリによるリスク診断とオンライン完結する新規獲得事業

5229 大阪府 Ｈａｒｅｆａ株式会社 9120001145204 地域密着・いつまでも安心安全な地域に愛される海鮮居酒屋へ

5230 大阪府 初田悦子 動画を使用しての非接触型オンライン音楽発信事業

5231 大阪府 戸倉塾 コロナ休校下の生徒及び不登校生のオンライン授業による支援事業

5232 大阪府 株式会社ネクステラ 8120001195258 PC修理オンラインサービス申し込み機能付きサービスページ構築

5233 大阪府 株式会社テクノ・エージェンツ 2120001122886 社内集積情報のＤＢ化によるクラウドデータ提供サービス事業

5234 大阪府 株式会社大貴スタジオ 6120001066444 バーチャルスタジオの構築

5235 大阪府 特定非営利活動法人イー・ビーイング 6120005008021 HPのレスポンシブデザイン化による事業活動活性化

5236 大阪府 シルクワーム関西 自社販売サイト構築による輸入ペット商品の販路強化

5237 大阪府 アスモ不動産株式会社 1120001239351 業務のオンライン化による販路拡大

5238 大阪府 日理工業株式会社 9120101035750 新ステンレスにおける顧客開拓・広告宣伝のインターネット活用

5239 大阪府 株式会社アートマネージメント 3120001203999 フリーランスデザイナーと企業案件のマッチングサービス

5240 大阪府 ミツヤ有限会社 7120902019904 ロスの心配なく毎日試飲販売が出来る非接触型設備の設置

5241 大阪府 株式会社ｓｅｅｓａｗ 5120903003000 デザイン業で非対面化を取入れ顧客とコロナを乗り超える！

5242 大阪府 株式会社ＮＡＶＹ　ＢＬＵＥ 6120001141627 海外企業との取引のためのオンライン展示会への出展

5243 大阪府 日本メタル工業株式会社 6120001059497 とにかく見てみて！うちの製品、こんなにすごいんです

5244 大阪府 合同会社Ｆｕｅｅｋ 7120003010408 オリジナル布バックの通信販売を通じてコロナ禍の生活に彩を！

5245 大阪府 〇ちゃん　ｋｉｔｃｈｅｎ 絶品綾鳥の唐揚げ移動販売専門店開業に伴う移動販売車両導入

5246 大阪府 Ｂａｒ７ｔｈ 店舗改装で対人接触機会を減少させ新たな営業モデルを確立

5247 大阪府 びすとろほり伊 化学調味料や冷凍食品を使用しない国産の材料による手作り弁当

5248 大阪府 株式会社Ｍ－ｌｉｎｋ 1120001231374 対人接触機会減に効果的な治療機器導入とオンラインでの販路拡大

5249 大阪府 居酒屋だい助 ＨＰによるテイクアウト及び非対面型貸切り飲食の販路拡大

5250 大阪府 株式会社アバンダンス 6120101049101 アバンダンスオンラインスクール（オンライン動画学習システム）
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5251 大阪府 ルネ 新業態のテイクアウトとネット販売、周辺への周知と売上アップ

5252 大阪府 きゅーん 有料会員制の物販支援WEBアプリを構築し売上向上

5253 大阪府 株式会社インサイト 8120001198087 コロナに影響を受けないＥＣで、複数チャネルによる経営安定化

5254 大阪府 レディ　バード インテリア小物とバレエ舞台衣装のオンラインショップ

5255 大阪府 ＴＲＡＩＮＥＲ大川鍼灸整骨院 ニューノーマル時代による生活習慣病に対応できる院づくり

5256 大阪府 株式会社ＡＤＭＡＸ 1120001233313 高齢者向け住宅のオンライン内覧サービスによる新規契約獲得

5257 大阪府 シャインズ サーキット等での、キッチンカーによる鶏料理の販売事業

5258 大阪府 株式会社ネクストイノベーション 1120901034042 オンライン見積システムの導入で非接触化

5259 大阪府 合同会社ＫＩＫ 6120003013246 オリジナルTシャツブランドのネット販売により新たな売上を創出

5260 大阪府 山下流音 【山下流音】WEBサイトを活用した非対面による化粧品・コスメ

5261 大阪府 株式会社ＬＯＴＩ 6120001230058 非対人接触型のインターネット販売事業の強化

5262 大阪府 チュウカヤクルマ テイクアウト需要に対応できる店に刷新し、売上V字回復！

5263 大阪府 株式会社アイオイ 4120001147312 企業運営の総合的サポートによる三方よしの事業体制の構築

5264 大阪府 株式会社楽読 3120001114453 WEB体験レッスン用のコンテンツで非対面・非接触で効果を体感

5265 大阪府 株式会社７１ＧＡＲＡＧＥ 9120901038218 ハンバーガーのプロが作る地域密着型キッチンカー事業

5266 大阪府 ナカジマ建設株式会社 3120101005123 Webでの顧客及び現場との非接触・非対面対応型遠隔支援の導入

5267 大阪府 田尻工務店 オンラインミーティングと電子契約の実現による非対面化の推進

5268 大阪府 ケアナケア株式会社 7120001236384 サロン向け最先端技術講習のオンライン化・PR 事業

5269 大阪府 高原鍼灸院 電気美容鍼サービスの導入による販路開拓

5270 大阪府 ウイング株式会社 5122001022799 対面型販売からECサイトによるネット販売への転換事業

5271 大阪府 株式会社リープ 5170001014944 ITツールを用いてビレッジハウスの外構等工事需要を取り込む

5272 大阪府 総合住設　エーライフ 小型水道メーターのネット通販強化による売上カバーリング事業

5273 大阪府 株式会社かいご職人 8120901034548 営業ツール動画作成と介護施設入居相談のオンライン化事業

5274 大阪府 合同会社バグース 8122003001781 ラーメン店でのタッチパネル式注文と非対人接触型POSレジ導入

5275 大阪府 庵寿 インターネットオークションを使った非接触販売の強化

5276 大阪府 西田電工株式会社 9120001207978 オンライン機能導入による電工の業務効率化大幅改善事業

5277 大阪府 天ノ家 商品を受け取るだけのテイクアウト販売システム構築事業

5278 大阪府 えい参 ECサイトの導入による新規顧客獲得および販路拡大事業

5279 大阪府 エムラボ GREEN DESIGN

5280 大阪府 野上道場 空手教室のオフラインからオンライン化

5281 大阪府 リーガルクリエイト法務事務所 非対面型サービス展開による販路開拓及び販促活動の推進

5282 大阪府 川崎霧外 ECによる子どもの成長記録動画化サービス確立事業

5283 大阪府 ａｉｎｅｅ EC事業による新たな収益源の獲得と新顧客セグメントの開拓

5284 大阪府 ｐｒｏｐ 事務スキルを活かした女性の独立支援

5285 大阪府 有限会社ディオ 6120002069702 強みを活かした酒の海底熟成サービス立上と非対面集客の構築事業

5286 大阪府 ケードット オンライン見積もりサービスの提供開始による販路開拓

5287 大阪府 花房弘恵 動画収録用の防音工事と機材整備

5288 大阪府 やきとり味頂 冷凍生焼き鳥EC販売事業でコロナ禍でも売上UP＆感染症対策

5289 大阪府 株式会社日進工業 5122001028375 各種オンラインツール活用に向けた新CMS導入

5290 大阪府 国産はちみつ　ｈａｃｈｉｉｒｏ 作業工程効率化と増産システム構築による売上拡大

5291 大阪府 ピッツェリア　オステリア　ラロッチャ ピッツェリアとカフェの融合で新たな営業スタイルの確立

5292 大阪府 株式会社アップソリューション 6120901041372 クラウドVRツアーサイト提供サービス事業

5293 大阪府 アザイ技術コンサルタント株式会社 1120101056671 ＷＥＢコンテンツ活用による自社技術ＰＲ強化と新規顧客開拓

5294 大阪府 有限会社千年前の食品舎 9120002075912 健康食品くろごペプチドのネット通販による売上強化計画

5295 大阪府 有限会社トミナガワークス 8120002062861 スペース拡張による作業効率改善と三密回避

5296 大阪府 株式会社プルーフ 3120001222933 テレワークの自宅環境整備に対するOA機器販売事業の新設

5297 大阪府 合同会社ジェネラル・ハーツ 9120903001124 整体院の予約サイト構築とパーソナルトレーニングサロンへの改修

5298 大阪府 大人のＲＵＮトレ塾 トレーニングメソッドの動画配信事業を行う為のWEB構築

5299 大阪府 ＦＡＬＣＯＭ株式会社 8120001201726 BIMソフトで新型コロナウィルス感染症に打ち勝ちリカバー作戦

5300 大阪府 野田宗建設株式会社 6120001206371 ITツールを用いて小規模店舗に対して非対面ビジネスモデル構築
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5301 大阪府 両国 伝統のオリジナルスープを全国のご家庭へ発送して笑顔の団らん！

5302 大阪府 株式会社ＪＩＮ 3010001133076 対面対応を減らし感染予防、業務効率化を実現する低価格商品開発

5303 大阪府 メガネ工房モッズ メガネ工房モッズオリジナルＥＣサイト構築事業

5304 大阪府 株式会社シーアイエーオー 7120001207947 ＥＣサイト制作及びデジタルサイネージ設置

5305 大阪府 ゼロツーアカデミー マーケティングができる人を育成する研修の開始とweb集客

5306 大阪府 有限会社メイプル 9120902017253 非対面接客サービス導入と告知ページの作成によるHPの一新

5307 大阪府 ＰＯＬＡＴＨＥＢＥＡＵＴＹくずは店 コロナ禍に対応した非接触型エステの新メニューとPR事業

5308 大阪府 株式会社ＶＩＴ　Ｊａｐａｎ 7120001144158 集客活動強化と面談数減を図るための動画作成及びプロモーション

5309 大阪府 株式会社津田商店 7120001010450 日本の伝統的壁紙クロスのインターネット販売事業の新規構築

5310 大阪府 株式会社キュービィ 8122001028331 ITツールを用いて個人宅向けのリフォーム需要を取り込む

5311 大阪府 株式会社セブンスターズフィットネス 2120901039577 ウィズコロナ時代におけるパーソナルトレーニング指導

5312 大阪府 ＪＥＴストリートダンススクール ダンススクールのオンラインシステム等導入・広告事業

5313 大阪府 ハーベスターズ オンラインスクール紹介動画等による非対面ビジネス力強化事業

5314 大阪府 Ｅｘｅ　ｌａｂｏ株式会社 2120901043777 対人接触機会減少によるハイブリッド型パーソナルトレーニング

5315 大阪府 ナチュラルプラス 金属用レーザー溶接機による国内製造とクラウド型在庫管理の導入

5316 大阪府 株式会社Ｌ・ＨＥＡＶＥＮ 2120001128693 顧客満足度と従業員満足度の同時UPを実現するデジタル化

5317 大阪府 株式会社ＴＯＰＬＩＮＥ 7120901028303 日本国内企業向け「食品・健康食品の原材料」EC販促事業

5318 大阪府 えすてくらぶ　ＣＵＲＥ セルフ脱毛器導入による顧客安心度の向上

5319 大阪府 株式会社アインス 6120001197405 保護者とのコミュニケーションツールの電子化

5320 大阪府 菱和精工株式会社 7120101030043 外部からの購入品を内製化して売上拡大と接触機会低減を両立

5321 大阪府 株式会社エスアンドエス企画 2120001003021 「KAJA」web販売でコロナ禍に対応出来る売上の柱を作る！

5322 大阪府 有限会社ティ・アール・コーポレーション 7120002053176 オンライン講習のアイブロウ技術アップで明るいマスク社会を創る

5323 大阪府 ビューティーサロンエムエルヴィヴィ 究極の定額セルフエステ導入の為のセルフエステ機器購入とPR

5324 大阪府 株式会社エコグリーン 6120001125167 大注目の昆虫色を自動販売機、EC販売で全国にお届け

5325 大阪府 株式会社マイライフエフピー 7120901039226 スマホ対応シングルマザー向け動画講座サイトの構築

5326 大阪府 株式会社ＣＯＯＤ 9120901036527 デリバリー強化事業

5327 大阪府 ブレス　フェイバリット　スペース 脱コロナ！セルフケアよもぎ蒸し事業、web事業による収益拡大

5328 大阪府 Ｈｉｃｏｍｐ株式会社 7120001214373 現地に急行せよ！24時間対応可能な配送受注システムの構築

5329 大阪府 フライハイ ヨガレッスンをオンライン配信！２４時間レッスンで売上向上事業

5330 大阪府 株式会社みどりや 9120001131195 店頭一新、HP、修理相談等システムなどによる売上増加事業

5331 大阪府 株式会社コトノ葉 2122001024071 オンライン完結型「副業の学校」事業, 経営者育成短期合宿事業

5332 大阪府 廣田佳穂 サブスクデザインサービス！

5333 大阪府 司法書士法人ＢＥＳＴ 8120005019512 非対面型の相続業務に対応したホームページの開設

5334 大阪府 石工房 ペットメモリアルをサポートするECサイトで顧客獲得

5335 大阪府 株式会社物流情報システム 3120001145977 津山古民家・アウトドア体験プロジェクト

5336 大阪府 三浦千弦 自社サイト制作によるオンライン接客研修サービスの展開

5337 大阪府 株式会社Ｍｏｒｅ　Ｒｅｂｉｒｔｈ 5120001192233 女性向けキャンピングカーのウェブ予約による事業拡大

5338 大阪府 ＳｍＳ有限会社 6120002067763 ヴィーガン専門ECサイトによる非接触型ビジネスの導入

5339 大阪府 立呑みわいわい 居酒屋から業態変更！テイクアウト専門ベーカリーへの転換

5340 大阪府 スニミー 子供服と手作り品販売のネットショップの構築、および販路開

5341 大阪府 株式会社ラビット 6120101055132 通所介護施設の非対面受付ＨＰ(カレンダー機能付き)顧客獲得

5342 大阪府 いなほ鍼灸整骨院 オンラインシステム構築による対人接触機会減少と顧客満足度向上

5343 大阪府 ＬＯＡＦＥＲ ECサイトでトレーニング器具のレンタル・販売・買取

5344 大阪府 株式会社赤阪商店 5120001019394 Web査定サービスサイト制作による非対面買取サービスの実現

5345 大阪府 株式会社ＣＨＩＥＦｏｆＬＩＦＥ 3120001219756 オンライン面談を強化した非接触営業体制の整備

5346 大阪府 ゼー六 非接触決済導入による感染対策事業

5347 大阪府 虹色 オンラインでのカウンセラー育成事業の開始とウェブ集客

5348 大阪府 クラウドナイン 高級美容系商品のオンラインショップ事業

5349 大阪府 株式会社ｎａｔｕｒａｌ 3122001030143 WEBサイトを構築し、オンライン商談で接触回数激減リフォーム

5350 大阪府 一喜一遊 空きスペースを利用した感染拡大防止対策の為の改装計画
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5351 大阪府 アボガドス　メキシカンカフェ 非接触におけるテイクアウト事業の展開によるPR強化

5352 大阪府 株式会社プラナージュ 4120001126365 花植物をもっと身近に！自分用・花植物のインターネット販路開拓

5353 大阪府 株式会社トワニ 5122001033359 非接触タイプのテイクアウト専用窓口の設置

5354 大阪府 株式会社一休 6120101057293 たいやき一休キッチンカー事業

5355 大阪府 金太郎 コロナ渦に対応した新規顧客獲得事業

5356 大阪府 ティコとフラート 美容室内にブースを設置し非接触での雑貨販売事業

5357 大阪府 株式会社プラスキッズ 8120901031462 ホームページによるオンライン教室の構築と新規顧客獲得への取組

5358 大阪府 株式会社ＩＣＨＩ’Ｓ　ＷＯＲＫＳ 2120001203265 新規顧客開拓におけるSNS広告・動画配信を活用した施策

5359 大阪府 株式会社ファヴリオ 8120001003040 オンラインを活用した多分野講師育成講座とその集客事業

5360 大阪府 行政書士えびす事務所 Ｗｅｂサイトリニューアルによる「非対面」での集客力向上計画

5361 大阪府 株式会社リースエンタープライズ 2120001180686 「デザイン／WEB制作shoppingコンテンツ」

5362 大阪府 ハッピー ホームページを介したいつでもどこでも利用可能な通訳サービス

5363 大阪府 たていし労務経営サポートオフィス リアル＆オンライン「ハイブリッド型」社労士顧問サービス

5364 大阪府 森本工業株式会社 9122001020329 デジタル化で対人接触機会の減少

5365 大阪府 えびすホームサービス 非対面での給湯機販売・設置サービス開始による売上を向上

5366 大阪府 まんてん 中食の需要の高まりへ対応する弁当配達ビジネスモデルの構築

5367 大阪府 株式会社阪和製作所 6120001031497 金型デパートのプラットフォーム構築とインターネット活用

5368 大阪府 たんとたんと TOと分析で地域に愛される安心できる店舗作り

5369 大阪府 Ｍｅｔｅｓｙｓ 全て遠隔で完了する心と体の癒しとコーチングオンラインセラピー

5370 大阪府 フジイ・カラーリプロ株式会社 2120001010901 色や形を自由に選べる地球環境にやさしい抗菌シートの販路拡大

5371 大阪府 ステレオノベル テイクアウト販売による事業継続と接触機会減少の取り組み

5372 大阪府 株式会社ＴＡＱＭＩＲＩＧＨＴ 7120901042824 LINE問い合わせシステム導入によるオンライン商談の取組

5373 大阪府 ふじなみ鍼灸整骨院 隔離された施術室の設置による自費治療の導入

5374 大阪府 Ｙｏｃｃｏ＊ｓ　Ｓｗｅｅｔｓ 「想いを形にするお菓子」販売の商品開発とECサイト構築事業

5375 大阪府 株式会社デジャヴ・ラボ 1120001186726 「昆虫ブリーディング商材」ＥＣサイト制作・物販による多角化

5376 大阪府 株式会社Ｅａｒｔｈ　Ｖｉｌｌａｇｅ 3120901044618 キッチンカーでの食料品販売による地産地消と売上向上

5377 大阪府 Ｃｈｉｎａ　ｄｉｎｉｎｇ　華ｎｏｉｓ 席数減少を補う中国料理のワインペアリング提案による収益向上

5378 大阪府 タニ美装 非対面で完結！インターネット活用によるオンライン営業の展開

5379 大阪府 株式会社前田金型製作所 4120002065744 創業100年金型製作工場の熟練の技術を活かしたオンライン活動

5380 大阪府 株式会社オーシャン 3122001034037 オンラインパーソナルトレーニング集客のためのHP制作

5381 大阪府 だいち空情サービス株式会社 7120001230890 ドローンによる新規事業の販路開拓のためのホームページ制作

5382 大阪府 カラオケバー　　まる ウィズコロナ実現のためのワークスペース設置による販路開拓事業

5383 大阪府 株式会社ネクストスタイル 9120901033821 新サービスに伴うアプリ導入と店内のレイアウト変更

5384 大阪府 株式会社ｒｏｓｅｔｔａ 2120901036814 不動産仲介業とリノベーション事業の新規事業展開の為のHP制作

5385 大阪府 ヴィーノマンマルーヴァ ワインソムリエによるネットを用いたイタリアワインと食材の物販

5386 大阪府 株式会社モモヤシステム 1120001127993 ECサイト制作により販路開拓

5387 大阪府 株式会社ＢＥＬＬＹ　ＧＯＯＤＳ 1120001241712 SNS での宣伝と自社 EC サイト構築で新たな販路開拓。

5388 大阪府 株式会社ピュア 8120001176621 WEB ECサイト設置による、非対面営業化と新事業開発

5389 大阪府 株式会社エフイーエステート 5120001181104 オンライン内覧システム付き物件ホームページ構築による事業拡大

5390 大阪府 Ｍａｍａｄｅ SDGsを取り入れたリメイクビジネスの展開と非対面販売の実現

5391 大阪府 アティ産業株式会社 8122001025576 クラウド現場案件管理システム構築

5392 大阪府 特許業務法人バリュープラス 8120005021336 ホームページ制作によるオンライン商談開始の認知度向上

5393 大阪府 合同会社フォレストガンプ 1120103002822 請負作業を増やすためのLPと採用ページの強化

5394 大阪府 ＮＯＮｓｔａ 完全個室で無人運営の女性限定のよもぎ蒸しサロン

5395 大阪府 株式会社Ｉ．Ｃ．Ｇ 8120001163628 電力切り替え営業のプラットフォーム構築による非対面化への転換

5396 大阪府 メナードフェイシャルサロンダイヤモンドフラワー コロナ禍でも笑顔を絶やさず美しくなれる場の提供

5397 大阪府 Ａｖｒａｓｙａ ケバブサンド 移動販売での進出展開

5398 大阪府 株式会社大志プラン 3120001094737 当社主力商品のイベリコ豚の部位を自動販売機で販売し販路開拓

5399 大阪府 有限会社カンコ 1120002009349 オンライン授業の導入及び見学・レッスン予約システムの導入

5400 大阪府 左近千恵子 全てオンラインで非対面で行う！！これからを生きる女性のサロン
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5401 大阪府 徳家 オンライン商談サービスをHPでアピールによる新規顧客獲得事業

5402 大阪府 ＯＴＡＣ株式会社 3120001164556 会社の後継者問題を解決！事業承継スモールM＆Aオンライン相談

5403 大阪府 Ｖｅｎｕｓｕ ＨＰ予約・決済による非接触機会の増加とリスク低下のマッサージ

5404 大阪府 株式会社アライヴ 7120101053589 SDGｓ・リモート営業支店の開設

5405 大阪府 ｉｌｅ プライベートサロン設立

5406 大阪府 リビングアシスト合同会社 2120003019081 ホームページ作成によるEC販売及びオンライン営業への移行

5407 大阪府 コンサポ オンライン秘書の顧客開拓とパートナー募集事業

5408 大阪府 株式会社ａｎｄ　ｌａｂ 7120001224018 パルクール教室の WEB サイトと動画作成

5409 大阪府 レオニス株式会社 6120101007884 海外小売業向けのメディア型ECサイトとオフライン展示会の活用

5410 大阪府 インド・ネパール料理Ｊｕｎ テイクアウト事前注文システムを活用した販路拡大事業

5411 大阪府 ピカスペース 空きガレージを使用した無人販売ジビエ肉餃子事業

5412 大阪府 ヒトツナギ 完全個室付・非対面のポストコロナ型コワーキングスペース

5413 大阪府 池田時計精機 机上でする劣化した時計文字盤作成、別作、分解掃除とPR事業

5414 大阪府 株式会社Ｏｒｉｇａｍｉ 4120101064498 ECサイトで販売する「和文化」商品でwithコロナを制する

5415 大阪府 エレノア 密を避けた空間の創出によるアニバーサリーフォトの販路開拓

5416 大阪府 株式会社エスポワール 5122001028053 就労継続支援事業者の新規事業「ECサイトの販売代行」

5417 大阪府 株式会社フォグランプ 3120001139871 SNSを活用した手軽で安価なプッシュ型広告サービス

5418 大阪府 ＣＲＥＡＶＥＬ株式会社 2120001193985 感染リスクを目的とした高効率デジタル営業による事業再構築

5419 大阪府 株式会社ブレイブ 1122001032380 WEB相談会と動画作成のWEBサイト制作で販売促進

5420 大阪府 株式会社Ｍａｓｔｅｒｐｉｅｃｅ 4120001237501 マーターポートってなに？をなくす自社サイト開設

5421 大阪府 フリーランスシステムエンジニア オンラインサービス導入によるハイブリット事業

5422 大阪府 株式会社藤中 8120001018716 滋賀事業所

5423 大阪府 にほん営業科学株式会社 2120901035923 物流資材・物流システム事業での顧客獲得オンラインセミナー事業

5424 大阪府 湯淺香織 非接触サービスへの転換及びネットを活用した集客への取組

5425 大阪府 Ｌｉｌｉｎａｉｌ 新ネイルサロンを路面店にオープンし新規顧客拡大を図る

5426 大阪府 有限会社谷真珠 9120002055484 生きる価値を伝えたい！独自ブランドによる真珠の直販事業

5427 大阪府 株式会社エバーグリーン 8120001118268 レンタル着物の新店舗と美容サロンのホームページ集客強化

5428 大阪府 行政書士　西田事務所 ZOOM,LINE,YouTubeを活用した業務改革

5429 大阪府 株式会社ジー・ローバル 8120001103419 ＥＣサイト開設による非対面新規開拓及び売上増加事業

5430 大阪府 源工業株式会社 1120001058669 新しいワークスタイルに対応した最新DXシステム基盤の構築

5431 大阪府 株式会社なんぼでも 9122001030518 コロナに負けるな！オンラインカウンセリング専用サイトの構築

5432 大阪府 ルルド 環境によいヘンプ素材商品のオンライン注文とECサイト新規開始

5433 大阪府 株式会社ｂａＲｂａ 5120901032793 ブラジル人選手に特化したマッチング用ホームページ作成

5434 大阪府 感動小包屋 コロナに悩む事業者への非対面広報支援『オン活』の開始

5435 大阪府 有限会社ベストロッジャーズプラン 8122002004380 新しい生活スタイルに応える予約システム導入による業務拡充

5436 大阪府 長島ＦＰ総合事務所 資産運用オンラインセミナーによる売上拡大計画

5437 大阪府 有限会社オザキ 2120902022359 調査表作成のデジタル化とVPN導入によるテレワーク環境の推進

5438 大阪府 ＶＩＰルーム 個室セルフメイクブースの店舗改装による対人接触機会の減少

5439 大阪府 ケイツーフォトスタジオ あなたの振袖に合う小物をオンラインでコーディネイト

5440 大阪府 株式会社ＡＳＡＭＩＮ 4120001202678 副業希望者を講師登録に導く広報活動と講師ＰＲ動画の制作

5441 大阪府 株式会社まどか 5122001015943 弁当レシピの動画提供サービス及びコンサル事業

5442 大阪府 株式会社ＬＭＰ研究所 3120001124262 非接触の配信システムを構築した塾や企業研修の実施

5443 大阪府 ホワイトベリィ LINEを利用した情報発信とホワイトニング商品のネット販売

5444 大阪府 株式会社ライフデザイン・プロデュース 5120901032488 吹田から食を通してコロナに打ち勝つタイ料理のテイクアウト事業

5445 大阪府 ぎょーざやさん テイクアウト商品の開発と通販サイトの活用で新規顧客の獲得

5446 大阪府 野田宗不動産株式会社 2120001171272 ITツールを用いて不動産リフォーム工事に関する訪販事業を開始

5447 大阪府 株式会社ＲＩＣＯ 9180001142229 デジタルコンテンツの開発でオンライン講習制度を開始し売上回復

5448 大阪府 光カンパニー 初心者でもできる本格的シロアリ対策グッズのインターネット販売

5449 大阪府 深尾安規葉 動画とオンラインによる非接触型カウンセリング・セミナー開発

5450 大阪府 三浦　寿彦 受注フォーム付きホームページ制作で情報発信と新規顧客開拓事業
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5451 大阪府 アンセスター 家飲みテイクアウト商品の強化とキャッシュレス決済導入をPR

5452 大阪府 能勢　新 「新」流日本食を全国へ、設備拡充と販売網確立

5453 大阪府 森本哲司 オンラインで行うゼロ感染のゴルフレッスン・指導・セミナー開始

5454 大阪府 ピアノ教室　ぷりも　ぴあっと オンラインクラス開講による販路拡大と業務効率化

5455 大阪府 有限会社パンプ 7122002006634 リピート率を高める顧客管理機能を搭載したECサイトの構築

5456 大阪府 カープロテクションブライト オンラインカーコーティング相談・決済LPサイト

5457 大阪府 デレクト・ビュー株式会社 6120001204680 自社開発製品と国内仕入商品による会員制ネット販売サイト

5458 大阪府 アダマス株式会社 9120001238321 ライブ配信・インフルエンサー活用による韓国コスメのネット販売

5459 大阪府 株式会社メンパクパートナーズ 4120001231792 HPを利用し対人接触機会減少させた営業方法への転換

5460 大阪府 株式会社ヤマキン 5122001022329 オンラインからの問合せを増やす為のHPリニューアル

5461 大阪府 ＯＮＥｂｙＯＮＥ オンライン占い＆国産高級馬肉のECサイト構築事業

5462 大阪府 Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ　Ｂｅｌｌ 内装のリニューアルにより、対人接触の減少と売上回復を目指す。

5463 大阪府 株式会社ｍｉｒａｋｕｌ 9120001232613 建築会社マッチングツール（仮称）の構築事業

5464 大阪府 池田建装 「安心・安全な店舗環境の整備による来客数の増加」

5465 大阪府 株式会社弥生製作所 7120001053111 リモート対応と社内データアクセス対応による商談の充実

5466 大阪府 株式会社ＫＡＮＵＮ 6120001202156 市販されていないサロン専売品のネット販売による新規顧客獲得

5467 大阪府 株式会社Ｓｕｐｐｌｅｎｏ 8122001034668 Web広告とWeb分析でパーソナルサプリを販売するEC事業

5468 大阪府 川口竜太郎 オンライントレーニング環境の整った自社ECサイトの構築

5469 大阪府 株式会社ファブサポート・エムケー 3120001210079 鉄骨加工業者が挑む非対面型ビジネスモデルへの転換事業

5470 大阪府 株式会社グローリーカンパニー 1120001241605 WEB集客を有効活用し、飲食店に特化した施工依頼件数の増加

5471 大阪府 株式会社栄都 8120001242836 対人接触を抑えた新たなサービス導入により販路拡大！

5472 大阪府 株式会社イノバティーボ 3120901040625 動画を活用した肌麗羅販売のためのwebプロモーション

5473 大阪府 株式会社大美野加工センター 7120101001044 オンライン環境を活用した営業活動の実施

5474 大阪府 株式会社Ｇｒｏｗ　Ｗｉｔｈ 3120101058113 海外産カブトムシWeb販売事業

5475 大阪府 株式会社ナチュネイル 3120001128602 ネイルケア用品ＥＣサイト構築事業

5476 大阪府 ウェルネスプロモーション株式会社 5120001126975 非接触型「AI探求コース」の設置

5477 大阪府 株式会社バディズクリエーション 4120001171386 オンラインを活用したホームページでの営業力UPと新規顧客獲得

5478 大阪府 綿井樹里 感染拡大防止のための食券機導入と店内の改装

5479 大阪府 株式会社廣慧 7120001190078 ＥＣサイトで非接触型ビジネスへ。ポストコロナ対応で売上向上へ

5480 大阪府 株式会社ライフトレック 9120901039240 非対人型のオンライン接客よる販路拡大

5481 大阪府 トラストワークス 非対面集客を図るため公式LINE・動画・HPによるファンづく

5482 大阪府 オールリクルーティング 非対面で実施するオンラインレクチャー・セミナー事業

5483 大阪府 旗楽フェス サイト制作による「非対人販売の利益増加」と「地域雇用拡大」

5484 大阪府 インテリア株式会社 6120001218359 ECサイト構築により非接触での販路拡大

5485 大阪府 ラビット オンライン会議機能を使ってのアクセサリー制作教室とPR事業

5486 大阪府 ペットフォトスタジオ　わんこ＊ぷらネット 屋外スタジオ増築×オンラインPR事業

5487 大阪府 合同会社Ｇｕａｒｄｉａｎ 9120003018333 自宅でお仕事相談！利用者に寄り添う就労継続支援B型事業所

5488 大阪府 株式会社Ｓｔａｒｔｅｎｄ 4120001240835 いつでもどこでもオンラインで依頼可能！掃除で地域社会の貢献へ

5489 大阪府 株式会社ＡＩＭ 6120001126735 新たな試み、オンラインショップで生活用品販売

5490 大阪府 株式会社夢道場 6120001239719 ゴーストレストランを活用し新たなビジネススタイルの確立へ

5491 大阪府 株式会社レーザーテック 7120001168256 オンライン上での情報発信力強化と集客力アップ

5492 大阪府 有限会社西京舗道 7120002075856 新ITシステム導入による非対面型人材採用と売上拡大

5493 大阪府 合同会社ｓｉｚｚｌｅ 1120003018497 講演・イベント等撮影業務の「生中継オンライン配信化」事業

5494 大阪府 株式会社アプセ 4120901030468 完全オンラインによるコンビニ経営コンサルティング推進事業

5495 大阪府 株式会社レイクレア 8120001242027 オンラインでフットボールの関心を高められるビジネスモデル構築

5496 大阪府 株式会社ｔｓｕ－ｎａｇｕ 1120001235301 物流サービスのオンライン商談WEBサイトの構築

5497 大阪府 株式会社イエタテヨ 8122001034973 不動産物件検索付きHP導入とオンライン見学会で非対面に転換

5498 大阪府 株式会社ＤＩＳＣ 6120001180831 創業40年超の宝石会社がネットとリアルを融合した受注動線構築

5499 大阪府 株式会社ＳＭＧ 1120001128232 新事業動画撮影スタジオの使用・ＰＲ動画制作による販路拡大

5500 大阪府 コモンズ不動産株式会社 5120001165676 360度カメラで内見可能に、オンライン商談ブースも増設
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5501 大阪府 Ｇｒｅｅｎ　Ｐｌａｎｅｔｓ株式会社 7120901031959 先端技術と新型コロナ死滅対策のオンライン強化による指導

5502 大阪府 株式会社Ｎ．Ｓ電気設備 8120901036536 テイクアウト事業導入で新規顧客と売上金額の増加を図る

5503 大阪府 株式会社スリーエフ技研 4120001157625 社内外での情報共有効率化による営業体制強化

5504 大阪府 Ｔａｙｌｏｒ　ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ 会計事務所における中小企業支援with COVID-19

5505 大阪府 株式会社ワイドブック 3120901015701 新たなオンライン研修を実現する映像制作・管理・配信サーバ構築

5506 大阪府 モグモグハウス オンライン産後12か月サポートプログラム【おやこ0歳教室】

5507 大阪府 株式会社クヴェレーヌ 2120001189991 デジタル化×我が社の長所=自社 EC サイト

5508 大阪府 株式会社ＨＹＢＲＩＤ 4120001224912 新商品と自社の広告の為のLPと顧客情報管理システム製作事業

5509 大阪府 レストランノワ・ド・ココ オンライン導入で非対面事業拡大と感染予防対策に力を入れる

5510 大阪府 株式会社水谷設備工業 4120001237732 Webチャット導入による非対面の商談システムの構築

5511 大阪府 ＹａｐＦａｂ 内製化を特色とする低感染リスク環境でのアウトドア製品開発

5512 大阪府 株式会社ＩＯＢＩ 1020001130735 オンラインビジネスマッチング事業

5513 大阪府 ＰーＳｔｙｌｅ コロナ禍での結婚式ニーズを叶えるブライダル事業への進出

5514 大阪府 ツーフォーフォトグラフィー 「オンライン写真教室」の開催

5515 大阪府 プロスパー　ドローン　ジャパン ドローン講習会向けWEB決済サービスを開始し販売促進を行う

5516 大阪府 ハイ スタジオ撮影で完結する美味しさが溢れ出すスイーツ動画制

5517 大阪府 Ｌｉｎａ株式会社 1120001240937 強みである名物唐揚げのネット販売による販路拡大を図る

5518 大阪府 石井鍼灸あんまマッサージ指圧院 新サービス「完全貸切スタイル外来施術」で業績Ｖ字回復！

5519 大阪府 特定非営利活動法人フリー・あ・ステージ 8122005001417 オンラインを使った音楽療法の実施・普及と療法士の育成事業

5520 大阪府 株式会社ペイントリノベーション 3120101058311 LP・公式LINE作成による施工までの「完全非対面化」計画

5521 大阪府 株式会社八臂人財 1120001225062 新感覚スムージー【amorest】のランディングページ制作

5522 大阪府 株式会社カタリスト 5120001121274 自社業務の効率化を目的としたオンラインシステム導入事業

5523 大阪府 株式会社Ｐｌａｎ　Ｂ 8120901043929 軽量ゴルフクラブ拡販のための販促活動

5524 大阪府 ＮｉｇｈｔｓｔａＤｅｓｉｇｎ オリジナルグッズのオンライン販売事業

5525 大阪府 ＶＡＣＩＯ アウトドアブランドの設立とオンライン販売事業の確立

5526 大阪府 株式会社レグルス 7120001137839 感染対策及び映像授業へのサービス転換とＰＲ事業

5527 大阪府 合同会社クレアネット 8120003014580 ＥＣサイト構築による新規顧客獲得

5528 大阪府 オーブァンファーレ 美味い低糖質スイーツECサイト販売導入による販路拡大計画

5529 大阪府 合同会社Ｃｌｅｍｅｎｔ 5120003018221 働く女性の健康をサポートするオーガニック商品のオンライン販売

5530 大阪府 有限会社セイム・クリエイト 1120002050518 コロナ禍でも起業したい女性を応援するeラーニング事業

5531 大阪府 株式会社シァノワール 8120001231302 健康旬野菜を広げる為のネットショップ運営

5532 大阪府 株式会社スマートグラン 5120901040417 『オンライン占い師養成講座』トータルサイト他広告物作成事業

5533 大阪府 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＲｕｌｌａ 脱毛装置の EC 展開とオンラインでの技術発信による集客

5534 大阪府 吉識智之 オンラインパソコン教室の周知の為ホームページとECサイト作成

5535 大阪府 ネイルサロンアズ 「施術時間の短時間化と感染対策」を強みとしたネイルサロン事業

5536 大阪府 株式会社アイエスティ 3120901000018 働き方や居住地区の選択肢が拡がる３Ｄ－ＣＡＤでテレワーク

5537 大阪府 プレイトレカ SDGｓを取り入れた買取事業の開始と非対面ビジネスの強化

5538 大阪府 合同会社セブン 8120903001703 就労継続支援事業者の収益構造改革「ECサイトでの販売代行」

5539 大阪府 特定非営利活動法人日本ハラール協会 1120005014321 企業の応談、監査にリモート化と国際化の為のサイトリニューアル

5540 大阪府 ダンススタジオドミノ オンライン配信サービスの開始

5541 大阪府 合同会社ＤＩＣＥ 4120003009824 予約機能システム開発と宣伝による販路拡大

5542 大阪府 お茶屋　ふれ葉 ホームページ制作による当店珠玉の商品の周知及びネット販売事業

5543 大阪府 信和株式会社 9120001234642 テイクアウト事業を開始したことをデジタル看板で広告

5544 大阪府 株式会社スリーウェイズ 6122001028531 災害時対策計画！防水工事の自動オンライン受注管理システム

5545 大阪府 ｕｐｄａｔｅ オンラインに対応する為の店舗改装と機械設備導入

5546 大阪府 ＣＯＣＯＲＯｌｉｆｅ株式会社 7120001203987 宿泊事業の経験をいかしてインテリアネットショップの立ち上げ

5547 大阪府 うらた鍼灸院 Ｗｅｂ活用による接触機会減少で患者様の安心推進事業

5548 大阪府 株式会社プラチナステージ 7120001113757 ＷＥＢページを活用した非対面低感染リスク型不動産取引サービス

5549 大阪府 ＫＯＫＡＧＥ 個室シャワールームによる感染症対策と施設看板の新設

5550 大阪府 Ｋ’ｓコンサルティング株式会社 7120901042270 【犬、猫を救う】非対面契約可能な特化型賃貸物件サイトの開設
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5551 大阪府 生活デザイン研究室 地元密着訪問型の脱却！オンラインで広く届けたい

5552 大阪府 ワインショップ　ラミ 新規顧客獲得の為のワインショップ実店舗開店とWEB販売事業

5553 大阪府 株式会社大真工務店 2120101054410 「オンラインのインフラ整備による高性能住宅の普及促進強化」

5554 大阪府 株式会社アーク 8120001111355 セキュリティを重視したリモート業務環境の構築

5555 大阪府 吉田恭子 コロナに打ち勝つ！会員制オンラインサイトの構築

5556 大阪府 株式会社ウェイブ 1120001195545 ECサイト構築で「安全にコロナを退治する」除菌オゾンを全国に

5557 大阪府 ＯＮＥ　Ｊａｐａｎ 大切な着物をスカートに！非対面サービスの構築

5558 大阪府 スナッグ プライベート空間の確保と安心して通える店作り

5559 大阪府 ゆびノさき ＳＮＳ対応ＨＰの作成による非対面の営業活動及びマーケティング

5560 大阪府 有限会社ジーアールシー 3120002050854 保険会社のオンライン面談予約サイト構築と広報動画の作成

5561 大阪府 株式会社Ｆｉｎｅ 6120001243142 非対面での不動産アライアンス事業拡大　事

5562 大阪府 焼鳥ブラック 改装と設備追加による対人接触機会減少と顧客満足度向上の実現

5563 大阪府 株式会社ゼニスアンドカンパニー 9120101029100 ＰR動画制作で非対面型営業への転換

5564 大阪府 アウルホールディングス株式会社 2120001230128 手作りにこだわった「なっちゃんの餃子」の冷凍自販機販売事業

5565 大阪府 杉原あずき 「結婚のご報告ムービー」の撮影と動画作成事業

5566 大阪府 株式会社ルシーダジャパン 2120001226002 セルフフェイシャル機器導入により、集客の獲得と店舗の活用

5567 大阪府 グランデホーム株式会社 9160001018777 不動産購入、売却をお考えのご家庭に配慮した非接触型のＰＲ事業

5568 大阪府 株式会社クラリウム 3120001224244 ＨＰの商談予約機能とＰＲ動画作成による非対面型営業体制の実現

5569 大阪府 マーラ・アンジュ 接客ツールを一斉デジタル化で対人接触減少！

5570 大阪府 Ｌａ　ｂｅｌｌｅ　ｖｉｅ 外見も内面も美しく輝く女性を増やしたい！SNS広告事業

5571 大阪府 ＦＰ不動産オフィス陽 オンライン活用等で社会的弱者に寄り添うFP不動産等PR事業

5572 大阪府 きなりワークス オリジナル商品の開発とECサイト対応ホームページの構築

5573 大阪府 バイクショップステイブル お客様と非接触でバイク買取査定を行うためのＨＰ構築と顧客管理

5574 大阪府 Ｋ＃ＣＯＤＥ 健康寝具のネット販売開始による、健康を全国へ発信計画

5575 大阪府 レスタホームセン 顧客との接触を控えながら営業強化するためのPR事業と開拓方法

5576 大阪府 株式会社Ｍ－ＴＥＣ　ＡＲＴＳ 6120001174379 withコロナ時代に対応した建設業ビジネスモデルの構築

5577 大阪府 株式会社ＳＡＩＫＡ技建 6120001230826 動画で見てホームページで簡単見積りとチラシでの新規顧客の獲得

5578 大阪府 株式会社Ｗａｌｌｅｎｇｅ 5120001225018 対面営業から脱却し、オンライン営業・販売に取り組む。

5579 大阪府 Ｒ． 非接触型ファスティングサポートや耳つぼマッサージ講座の販促

5580 大阪府 株式会社ｉｍｌｅ 5120001242847 オンラインショップとSNS連携による新規ブランド販売促進事業

5581 大阪府 株式会社錦 1120001193128 テイクアウト・デリバリー宣伝のLED看板設置で新規顧客獲得

5582 大阪府 ちゃり亭松田屋 ECサイト販売と宅配による非対面型販路拡大事業

5583 大阪府 株式会社ＪＵＭＰＬＩＦＥ 1120901045634 オンラインに特化したなわとび専門レッスンの新たな取り組み

5584 大阪府 株式会社Ｓｔａｒ　Ｓｈｅｅｐ　Ｃｒａｆｔ 8122001033629 自社製寝具商品の動画作成とECサイトによる販売

5585 大阪府 株式会社弘翔建工 5120101049102 新たなコミュニケーションとなるオンライン環境の構築

5586 大阪府 フォルスマン合同会社 3120003015468 ECサイト制作とオンライン相談で新規顧客獲得

5587 大阪府 カフェソノビーボ 生きづらさの原因、トラウマをやさしく解放させるカウンセリング

5588 大阪府 ゴースターインディアンカリーアンドバー イートインからイートアウト販売への移行

5589 大阪府 仲本加恵 コロナ禍で疲れた心身をリフレッシュさせるパーソナルジム開業

5590 大阪府 坪井秀樹 オンラインツール導入による求職者支援の非対面化

5591 大阪府 ＤＥＡＴＨＢＥＡＲ　ＲＥＣＯＲＤＳ オリジナルアパレルの商品開発とPR事業

5592 大阪府 株式会社ＴＲＵＳＴ　ＥＳＴＡＴＥ 5120001233160 新規顧客獲得！不動産オンラインクリニック

5593 大阪府 株式会社バントウ 9120001207020 デジタルツール導入による非対面型営業の強化

5594 大阪府 近住リフォーム有限会社 8120002073974 端材を利用したオンライン販売でサステナブルな企業変革へ

5595 大阪府 株式会社ケーワイエンジニアリング 6120001094445 自社製品を活かした蓄熱システムのリモート営業による開拓事業

5596 大阪府 株式会社アニマケア 4120901045375 より身近なペット介護へ‐シニアケア商品の宣伝とEC販売化‐

5597 大阪府 株式会社ディクセル 2120001239598 医療機関の運営支援を非接触且つ効率的に行える環境づくり

5598 大阪府 小田原賢土 LPと動画を活用した非対面での販路拡大事業

5599 大阪府 サニースタイル 医療用にも使われる脱毛機で感染リスクを下げながらセルフ脱毛

5600 大阪府 中川商光株式会社 1122001030896 ＯＳＡＫＡ 町工場で作った金物雑貨の商品開発とＰＲ事業
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5601 大阪府 株式会社Ｉｎｅｖｉｎｇ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 5500001022277 ＥＣサイト構築でネット販売を強化！ポストコロナ対策で売上向上

5602 大阪府 Ｆｒｅｅｂ株式会社 6120901035993 体験レッスンをオンラインで申し込み

5603 大阪府 Ｂｓｉｄｅｆｕｎｎｙ株式会社 8120001237638 非対面営業の導入で企業のオンライン化支援ツールを全国に展開

5604 大阪府 エニフ 自社ホームページにECサイト構築で新サービス展開

5605 大阪府 エスポワール整骨院 痛みの根本から治療する整骨院のオンライン化への挑戦

5606 大阪府 鷲沢浪漫 コロナ渦における傷んだ髪の毛を補修する商品の開発・販路戦略

5607 大阪府 小顔リンパストレッチ専門サロン　ビリュー 妊活・妊娠・産後ママ向けリンパストレッチ体操オンライン講座

5608 大阪府 株式会社桜光サービス 8120001234404 「すみのえ情報ポータルサイト」による地域経済活性化事業

5609 大阪府 株式会社ＲＩＳＥ 6120101052204 オンライン集客の仕組み構築により下請け業者依存からの脱却

5610 大阪府 Ｒｅｓａｇｅ 自宅で髪質改善できるヘアケア商品のＥＣ事業の展開

5611 大阪府 葛城商事株式会社 5122001022444 オンライン不動産営業『周知宣伝＆販路拡大』のWebサイト構築

5612 大阪府 リコサロン 「お家でエステ」自社化粧品でコロナ禍でも地域、お客様と繋がる

5613 大阪府 布施精密発條株式会社 1122001008422 新規オンライン事業におけるweb広告を利用した売上向上計画

5614 大阪府 安喜水産 鮮魚を直接食卓へ。漁業の販路開拓計画

5615 大阪府 中国料理福星楼 LED看板でテイクアウト、デリバリー事業のPR活動名

5616 大阪府 からだとあたまの研究所 オンラインでの脳疲労回復で、対人接触機会の減少を実現

5617 大阪府 ユニライズジャパン株式会社 1130001034256 2t平パワーゲート車で小規模店舗に向けた新規受注網構築

5618 大阪府 四辻美和子 スリーランズの訪問プライベートフィットネスの開発

5619 大阪府 合同会社ＰｒｏＧｒｅｓｓ 9120003019629 オンラインを活用したフリーランスへのキャリア支援事業

5620 大阪府 ぞえ鍼灸整骨院 高性能空気清浄機導入と接触、密を避ける動線、施術室の個室化

5621 大阪府 ＭＯＣＡ 中高年も利用しやすいセルフ脱毛サービスを提供するエステ店開設

5622 大阪府 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗａｒｄｒｏｂｅ オンラインでの営業広報支援システム構築による非対面広告営業

5623 大阪府 リッカラン オンラインで完結、PR用インタビュー記事の販売事業

5624 大阪府 株式会社プライムフレーム 5120001236510 EC販売を用いて、額縁業界に新たな風を

5625 大阪府 たこぴん 安心・快適な飲食空間の確保、新商品の販売で客単価増加！

5626 大阪府 株式会社リスペクトフォアライフ 9120101064436 予約機能付きサイト作成によるオンライン事業の展開と販路拡大

5627 大阪府 とと重 テイクアウトのできる海鮮重の販売

5628 大阪府 喫茶館プロコップ 【喫茶館プロコップ】ソフトクリームテイクアウト販売事業

5629 大阪府 株式会社りらくＮｏＮｏ 3120001235522 オンラインによるスキンケア商品の通信販売

5630 大阪府 ネオフロンティアコーポレーション ウェブサイト構築と遠隔会議ツールの導入による事業オンライン化

5631 大阪府 株式会社スリースターレジデンス 3120901043058 スリースターレジデンス商標グラシアスコートのオンライン展開

5632 大阪府 アジアコミュニケーション合同会社 5150003001389 キッチンカー導入事業

5633 大阪府 株式会社Ｙ’ｓエージェンシー 2120003017341 オンラインセールスの自動化とAPI連携による業務効率化

5634 大阪府 株式会社寺井発條製作所 9122001016277 最新型CAD/CAM導入による生産性向上と非対面化の実現

5635 大阪府 株式会社ＫＯＫＥＮ 3120101047842 非接触によるドローンで屋根と外壁診断

5636 大阪府 株式会社Ｋ　ｃｏｍｐａｎｙ 1120101058313 ネットで新規顧客開拓と新体制で感染予防と作業効率アップ

5637 大阪府 ＧＣコンサルタンツ オンラインセミナーの案内動画及びホームページの作成

5638 大阪府 藤谷マンション管理士事務所 ＩＴによる非対面でのマンション組合の相談・商談窓口のＨＰ構築

5639 大阪府 有限会社ジェイエイケイ 9120002051079 経理システムのオンライン化による対人接触機会抑制と業務効率化

5640 大阪府 篠原鉄工有限会社 2122002002076 新たな製品における顧客開拓とインターネット活用

5641 大阪府 石田豪 非接触型店舗とオンライン通販で感染リスクのない販売環境構築

5642 大阪府 株式会社緑のコンサルタント 4120001235109 わかりやすい、誰もが使える林業に適したICT化の構築

5643 大阪府 ｍｉｒａｎｅｌｌｉａ ハンドメイドパーツのECサイト開業による販路開拓

5644 大阪府 Ｎｅｏ　ｗｏｒｋｓ オンライン葬儀サービス開始による新規顧客開拓

5645 大阪府 株式会社ボウルズ 7120001229685 オンライン上での新規顧客獲得

5646 大阪府 めぐり薬店 漢方薬購入相談をオンライン化し販売強化を実現する

5647 大阪府 グータン美容室 セルフエステ機器導入による売上向上計画

5648 大阪府 松田産業株式会社 6122001007147 DtoC展開のためのオンライン展示会とHPリニューアル

5649 大阪府 鍼灸整骨院　Ｒｅｍｅｄｙ 個人経営の靴屋・ネイリスト向け外反母趾改善オンライン講座

5650 大阪府 株式会社梅花堂本店 3120001018480 インターネット通販導入によるBtoC展開
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5651 大阪府 ひだまり鍼灸整骨院 オンラインを利用して食事トレーニングをサポートする。

5652 大阪府 株式会社永豊堂 8120001041610 油絵のオンライン販売による非対面での販路開拓

5653 大阪府 整体院戎 オンラインでの婦人科疾患改善や、痛みに対するセルフケア指導

5654 大阪府 株式会社Ｅｒｗｉｎ 1120001236456 オンラインによる住宅購入に関する問い合わせと紹介

5655 大阪府 マール 自動予約システム付HPの導入による出張サービスの開始

5656 大阪府 株式会社高槻ガラス店 3120901011394 自動見積フォーム作成によるサービスの非対面化

5657 大阪府 合同会社陽だまり 6120003014558 宅配サービス導入による非対面の販売経路拡大事業

5658 大阪府 満天マルコ株式会社 5120001237541 店内の換気強化とＳＮＳの強化

5659 大阪府 ユミミュージックスクール オンラインレッスン化の加速とPR事業

5660 大阪府 株式会社ストーク 2120001149855 パンフレットによる非対面での営業活動と新規顧客開拓事業

5661 大阪府 株式会社桑野商店 3120001009629 会えなくても気持ちを届けよう～贈り物で～

5662 大阪府 山田浩美 おうちでセルフ美容オンラインエステレッスン及びEC運用事業

5663 大阪府 泉州プリント株式会社 1120101049122 新型コロナウイルス感染対策と接触低減をしながら売上増を目指す

5664 大阪府 音揃技建株式会社 2120101053445 防災・減災インフラ整備土木工事受注強化のための非対面営業強化

5665 大阪府 金子精密株式会社 5120001218450 町工場のOPEN FACTORY

5666 大阪府 株式会社手束商店 9120101052688 オンライン相談対応とＥＣサイト構築による販売促進

5667 大阪府 花工房　Ｓｅｒｉｕ ドライフラワー等のオンラインショップ＆オンライン教室の開催

5668 大阪府 ラ・ジェーン 体が軽くなるデトックスパーマで在宅勤務の「自粛痛」を改善する

5669 大阪府 濱田産業株式会社 3120001046589 非接触での商品PRおよび情報発信による売上促進と新規顧客獲得

5670 大阪府 合同会社アンラベル 1120003017417 オンラインで発達障害の親・子が繋がっていけるサービス事業

5671 大阪府 西武不動産販売株式会社 3122001016811 不動産屋さんのライフサポートの周知、ビジネス拡大

5672 大阪府 株式会社ＨＯＮＥＹ　ＢＬＡＤＥ 4120001237393 「自宅でサロンのエステ」販売システムの構築と PR

5673 大阪府 Ｒ＆Ａダイバーズ ダイビングツアーのPRとオンライン決済で新事業を展開！

5674 大阪府 コンポステラ 自社ブランド商品と、テイクアウト販売の為のECサイト構築

5675 大阪府 Ｃｏｍｆｏｄｅｘ ザ・伝えるコツ ワークショップ付きＷＥＢセミナー事業

5676 大阪府 小川真澄 ウィズ・コロナ時代に対応した完全個室・マンツーマンのサロン

5677 大阪府 原田タクシー ネット・自動販売機で有機野菜

5678 大阪府 株式会社木村インターナショナル 3120001215730 中小企業向け「オンラインによる経理の家庭教師」事業

5679 大阪府 ＭＳＣ行政書士法人 4120005022057 コロナ渦でもＺＯＯＭで会える優しい笑顔の専門家

5680 大阪府 ａｇｉｎｇ　ｃａｒｅ　ｓａｌｏｎ　ＩＶＹ セルフエステ導入で顧客単価アップ！

5681 大阪府 アイファイブ 予約機能付きホームページ作成による新サービス開始と宣伝広告

5682 大阪府 フロンティアコンサルティング Webコンテンツ活用によるウイズコロナ社会での新規顧客獲得

5683 大阪府 株式会社ＥＣＯ－ＦＩＶＥ－ＪＡＰＡＮ 1120101064220 HPリニューアルによるオンラインマーケティングの強化

5684 大阪府 Ｕｎｅ　ｊｏｌｉｅ　ｍａｍａｎ 外出のモチベーションアップ効果を目指した美意識の活性化

5685 大阪府 アックスタイムズ株式会社 7120001237184 低感染対応する自主企画ビジネスのWeb販売・業務管理システム

5686 大阪府 有限会社明光ステンレス 9122002004974 販路拡大から雇用拡大までのスキームづくり！

5687 大阪府 株式会社ＭＡＹＡ 1120001219642 思い出の詰まった鞄を再生しませんか？非対面システムの導入

5688 大阪府 Ｖｉｓｔａ　Ｊａｐａｎ株式会社 4120001227592 置き型ＬＥＤビジョン看板のオンラインレンタル事業の構築

5689 大阪府 株式会社ビーター 8120901044480 リネンサプライ事業者向け開発製品ＰＲ動画配信サービス

5690 大阪府 株式会社ＢＳＳ 8120001240369 オンライン型コンサルティングのための非対面型システム導入

5691 大阪府 カフェアンドパン汎茶 ホームページ作成し、ネットショップ立上げ、換気付エアコン設置

5692 大阪府 株式会社Ｌｉｅｎ　ｆｏｒｔ 9120001225195 【反響攻める営業】

5693 大阪府 合同会社笑顔工房 1122003002191 販路拡大のための楽天出店、受注システムと配送外注の導入

5694 大阪府 株式会社八雲 2120001029982 配達注文の強化・促進

5695 大阪府 ＲＥＭＡＲＫ 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

5696 大阪府 ジャックナップス 自社サイト制作によるオンラインコンサルティングサービスの展開

5697 大阪府 結鍼灸整骨院 最新温熱機器によるセルフ治療で免疫力+生産性を向上

5698 大阪府 合同会社チルフ 8120003020488 オンライン上で解決！完全非対面を可能にした発注システム開設

5699 大阪府 有限会社泉州通信システム 2120102024255 EC物品販売事業参入による非対面事業の確立

5700 大阪府 有限会社クリエイトホーム 6120102021042 物件と入居者をつなぐ架け橋。ホームページで販路開拓！
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5701 大阪府 株式会社フレンドシップ 8120001211691 独自のコミュニティーを活かしたイベント事業の販路拡大

5702 大阪府 ｇＬ設計 ＩＴツールによる非対面型ビジネスモデルへの転換

5703 大阪府 ｍｏｍｏｊｉｒｏ急便 動画制作による非対面営業の拡充と新規顧客獲得による売上向上

5704 大阪府 合同会社ｎａｔｕｒａｌ＆ｌｉｆｅ 7122003001881 HPを作成し、デリバリーとテイクアウトの強化で売上アップ事業

5705 大阪府 株式会社フルカワ建設 7120901040902 顧客・求職者情報一元管理ツール導入による事業の効率・非対面化

5706 大阪府 前川雅幸 オンライン絵画講座開設と絵画制作動画配信で新規顧客開拓

5707 大阪府 ＨＡＮＡＢＵＳＡ．ＡＧＣｏｒｐ ＥＣサイト構築でテイクアウトと自店デリバリー強化！売上向上へ

5708 大阪府 ラッテ パルクール指導についてのＷＥＢサイトと普及用の動画作成

5709 大阪府 Ｌｉｌｙ　ＵＰ コロナ時代のセルフエステサービス

5710 大阪府 株式会社クリエイクス 7120001235857 アプリを用いた大阪特価型ビジネスマッチング事業

5711 大阪府 オシエビト合同会社 5120103004286 非接触環境下でステークホルダーを巻き込む教育格差是正計画

5712 大阪府 株式会社フォースコンサルタント 8120001233208 感染リスク解消をホームページ、ＤＭ等でＰＲし事業基盤確立事業

5713 大阪府 株式会社ファーマ通信予備校 1120001189968 現状のアプリ及びeラーニングのアップデートによる非対面式通信

5714 大阪府 住まいるドクター オンラインから顧客獲得、LINE で簡易調査を実施

5715 大阪府 有限会社ティーズ・ピュア・サポート 6120002000492 「癒しのパワーブレスレット」のための商品開発とＰＲ事業

5716 大阪府 鶏乃家 【鶏乃家　田中　誠】まつ毛美容液販売のための自社サイト制作

5717 大阪府 株式会社ＨＩＴＯＮＯＭＡ 8120101064321 非接触型セルフオーダー決済導入によるキッチンカー事業の展開

5718 大阪府 リッツＦＰ総合事務所株式会社 4120101062460 リモートシステムと自社ホームページの構築で売上向上

5719 大阪府 ユリイカジャパン 完全オンラインによる集客システムの構築

5720 大阪府 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｆｉｎ 3122001034227 ファネル集客100％オンライン活用による対人接触機会の減少

5721 大阪府 株式会社セレクト 6120901043699 若い世代に向け「LINE」を使ったオンライン商談

5722 大阪府 Ｂ．Ｂ．Ｌｉｆｅ株式会社 6120001240362 お客様との距離を保ちつつ、感染防止のため非接触販売導入事業

5723 大阪府 株式会社ジョーラム 5120001136289 自社ブランド下着を非対面・非接触で認知・販売するための取組

5724 大阪府 ビストロ　リシアン オンライン予約とテイクアウト事業で新規顧客開拓

5725 大阪府 株式会社Ｃｈａｐｔｅｒ１ 3120003016334 EC機能付きホームページ作成によるオンラインサービス開始

5726 大阪府 合同会社かわい塾 7120003020563 全国対象どこでもいつでも利用できるオンライン自習学習システム

5727 大阪府 割烹　角わき テイクアウト、デリバリー事業の強化、感染防止対策の強化

5728 大阪府 株式会社ＩＮＦＩＮＩＴＹ 7120001219463 自社ホームページ作成により新規顧客獲得

5729 大阪府 有限会社イーエスコンサルティング 2120002034115 対人接触機会削減のためのプリンター・ソフト導入事業

5730 大阪府 株式会社ＲＩＧＡＴＯＡ 1120001142167 ECサイトの制作及び新ブランド立ち上げ

5731 大阪府 笑堂 相談したい時に相談できるオンラインでコンサルタント

5732 大阪府 ｓｔｕｄｉｏ　ｅｖｅ 完全プライベートでコロナ疲れを癒すピラティススタジオ

5733 大阪府 ビデオクリア 業務効率の改善を目的とした、写真屋さんのDX化推進事業

5734 大阪府 株式会社Ｅ－Ｌｉｎｅ 4120001164893 EC事業参入により経営基盤の安定を目指す

5735 大阪府 株式会社ハピネストライン 6120101051197 オンライン卸売サブスクモデルによる販路開拓促進事業計画

5736 大阪府 大輪勝則 リモート操作で完全非接触での録音ができる貸し出し機材構築事業

5737 大阪府 スラッシュヘリタージュ オーダースーツ屋「感染防止対策＆オンライン化」推進計画

5738 大阪府 ＳｅｎＱｕｅ合同会社 3120903003588 人気作家の鳥雑貨作品をオンライン接客とライブ配信で販売

5739 大阪府 株式会社ＱＵＢＥ 8120001233934 ECサイトHP開設による非対面型サービス

5740 大阪府 久家　貴志 Osaka Jazz Channelオンライン

5741 大阪府 ワンステップビヨンド 低リスクにともなうオンライン化促進事業

5742 大阪府 セゾンキッチン 発酵調味料『納豆麴』のオンライン販売により全国に届ける

5743 大阪府 株式会社ＲｉｓｅＯｒｂｉｔ 2120001239219 自社メディアを作成し、対面営業の機会を削減する。

5744 大阪府 ＯＣＣ貿易株式会社 7120001191596 ECサイト活用による、新販売方法非対面販売と新販路開拓

5745 大阪府 川岸整骨鍼灸院 セルフケア情報を動画配信。 セルフケアの為の空間を創る。

5746 大阪府 株式会社Ｆｉｆｔｙ　Ｓｅａｓｏｎｓ 9120001238932 コンサルティング、カウンセラーのオンライン集客への転換

5747 大阪府 音色システム開発 事業のオンライン化による販路開拓

5748 大阪府 エイチティージェイ 「便利性より特別感を」のための内装工事

5749 大阪府 ブランコ コロナ禍におけるネットの活用術！

5750 大阪府 株式会社九思 4120001238193 ふぐの出張料理と宅配事業をECサイト販路開拓
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5751 大阪府 Ｌｉｎｏｍａｎａ オンライン星読みカウンセリング認知度向上の為の販促開拓事業

5752 大阪府 Ｉｎｔｅｌｌｅｃｔｕａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 5120001242938 広告活用によるデジタルマーケティング促進で非対面事業拡大

5753 大阪府 錦盛株式会社 4120001217874 自宅で本格中華が食べられる！オンラインで食材を販売

5754 大阪府 ホロストリィ クラウドファンディング活用による新規商品開発と販路拡大

5755 大阪府 有限会社加茂野商会 8120102001562 オンライン重視のWebページ作成

5756 大阪府 システムリーチ株式会社 5120001230934 「いつでもビデオ通話」機能の導入で人と会う必要性をゼロに！

5757 大阪府 株式会社ＡＲＩＳＴＯＮ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 7120001204127 自社ブランド開発・ECサイト構築によるオンライン通販

5758 大阪府 ボーニ 笑みが溢れるパンを星田から各地へ届けるオンライン販売の新事業

5759 大阪府 ニューピュアプラス オンラインショップ強化の為の自店ホームページリニューアル事業

5760 大阪府 株式会社コレイル 1120001172924 新たに始めるオンライン配信事業の集客強化

5761 大阪府 株式会社Ｔｅｌｅ　Ｂｒｉｄｇｅ 9120001241291 フリーランサーと立ち上げる広告代理事業及び販売システム構築

5762 大阪府 ネオフェミ 女性の雇用創出を目指すオンラインサロンの立ち上げ計画

5763 大阪府 有限会社桐栄社 4120002031853 面談1回ウェブ活用人材紹介事業

5764 大阪府 ひつじ堂書店 移動販売車「ひつじの本屋さん」で販路拡大＆買取事業PR

5765 大阪府 喜界島担々麺　香 希少な国産ごま担々麺のネット通販で売上回復を実現

5766 大阪府 合同会社ベルフラワー 9120003013458 コロナ禍における非対面営業の開始と子育て世帯の新規顧客獲得

5767 大阪府 株式会社池正 7120101000541 HPリニューアルでコロナに屈せず204％アップ

5768 大阪府 ＥＱＩ株式会社 5120001202371 ＥＣサイトおよび非対面型営業確立による新規美容液の販売開

5769 大阪府 ボラール・パハロ１９８５有限会社 9122002012738 完全非対面接触での滞在事業

5770 大阪府 合同会社ゆめこころ 2120003015246 パフォーマー登録WEBサイト制作及びイベントのオンライン配信

5771 大阪府 かわわき整骨院 電気治療器ハイボルテージを使用した短時間施術の導入

5772 大阪府 テキトコ 通気性向上の為の店舗改修及びテイクアウト専用の機器拡充とPR

5773 大阪府 株式会社丸昌 1120001201807 新規集客のためのLP（ランディングページ）作成

5774 大阪府 株式会社仲柾 2122001029302 非対面による見積り、オンライン相談の導入による新規顧客の獲得

5775 大阪府 アミューズ・フォトスクール株式会社 6120001243407 「写真教室」のニューノーマルをいち早く確立するための諸施策。

5776 大阪府 株式会社アンド・エム 6120001074281 ECサイトでの下着販売

5777 大阪府 石田商店 非対面型販路開拓のためのwebサイト作成とPR事業

5778 大阪府 合同会社Ｅ－ＡＮＤｅｓｉｇｎ 6120003011175 非対面でのBtoC化粧品販売の新事業の立ち上げ

5779 大阪府 鄭相勲 繊細なお子さん(HSC)の母親のための商品開発とPR事業

5780 大阪府 マイ　ヘアメイク 技術セミナーのオンライン化とホームページを利用した集客促進

5781 大阪府 ＣＡＦＥ　ＣＹＡＮＴ 高まる持帰り需要に伴う投資-焙煎機導入による生産力アップ-

5782 大阪府 有限会社藤村自動車鈑金 1120902001421 ホームページリニューアルによる新規個人顧客の獲得

5783 大阪府 Ｂｒｉｄｇｅ 新規事業（デリバリー）の拡大

5784 大阪府 Ｍ＆Ｈ　ＪＡＰＡＮ合同会社 4120003020756 鍼灸院の代替サービス完全オンラインサービス化事業

5785 大阪府 サロン　プルメリア オンラインによるサプリメント商品の通信販売

5786 大阪府 ジョナグッドマン オンライン取材、密回避のための環境整備

5787 大阪府 株式会社ユーフィット 6120001189022 コロナに負けない身体づくり　子供から高齢者までを運動で健康に

5788 大阪府 合同会社Ｊ２ 2010403019601 自社ECアプリの開発・運営による販路開拓

5789 大阪府 訪問鍼灸たなか鍼灸院 訪問診療にも対応可能なセルフ式医療機器の導入

5790 大阪府 ＬａＴｏｗａ合同会社 2120003020808 卸先開拓用の販促物・自社サイト作成による非対面での販路拡大

5791 大阪府 桜トレード株式会社 6120001153820 ECサイトでの非接触販売開始による経営回復・安定の取り組み

5792 大阪府 宮本自動車販売株式会社 8120001148744 感染対策しながら顧客との関係構築できる安心な店づくり

5793 大阪府 ＳａｌｏｎｄｅＲＩＣＨＥＳＳＥ ECサイト構築によるホームケア用品の小売事業の開始

5794 大阪府 株式会社ＴＲＹＯＮ　ＪＡＰＡＮ 5120101057410 ECサイトによる非接触型販売体制の確立

5795 大阪府 株式会社イリアモデルエージェンシー 2120001195668 オンラインでモデルをスターダムに！新しい販路を掴む美少女図鑑

5796 大阪府 株式会社ＨＯＧＵＧＵテクノロジーズ 5120001217865 マンツーマン型マッサージサービスのインターネット展開

5797 大阪府 ヒロティー商会株式会社 1120001230574 FP向けに「知識」をDX化させるホームページ作成

5798 大阪府 ＫＡＮＡＲＵ 売れ筋商品を軸に物販事業をECサイト構築で強化

5799 大阪府 アジヤマ株式会社 1122001034690 「ウレタン製品のインターネット販売強化」のためのHP作成

5800 大阪府 株式会社Ｌ＆Ａ 5122001035413 「住居」のスペシャリストが快適な空間を提案！HPで顧客獲得
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5801 大阪府 にこママＬｉｆｅ －１０歳省エネ若見えオンライン美容講座の開講

5802 大阪府 株式会社キットウェル 4120001220036 アフターコロナに対応し、事業継続するためのECサイト広告強化

5803 大阪府 合同会社ｔｉｍｓ 2120003008448 運送業者がテイクアウトの配送チームを作る！

5804 大阪府 株式会社Ｍｏｖｅｄ 8122001032069 オンラインメディアコマース事業

5805 大阪府 プラネストホームズ ポスティング集客・オンライン商談

5806 大阪府 株式会社ピープルスキル 6120001236030 ハートグラム診断士養成オンラインスクールの開講

5807 大阪府 さわもと工務 生徒同士が非接触、衛生的快適空間で立腰体操

5808 大阪府 株式会社リクマチ 1122001033577 新規集客のためLP（ランディングページ）作成

5809 大阪府 ディアンヌ ペットのからだ喜ぶ『ぽてみつ』（仮）ネット販売事業

5810 大阪府 株式会社インクリメント 4120001185551 仲間と物件集まれ！シェアハウスコンセプト投稿サイト「ゆびとま

5811 大阪府 株式会社ケアネクスト 5120001242855 非対面非接触によるWITHコロナ戦略！

5812 大阪府 日本断熱塗料株式会社 7120101059363 HP作成、チラシ印刷による『ポールマン・リペア』の販路拡大

5813 大阪府 インディアンロータス オンラインを活用したインド式カウンセリングで新規顧客を獲得

5814 大阪府 ＰＬＥＮ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社 9120001206633 オンライン営業を可能にする環境構築

5815 大阪府 グラフィック オンラインで完結する個人向け講座の販売と、グッズ販売

5816 大阪府 ＧＴＳ 新規事業！IoTソリューションとDX導入支援で販路拡大！

5817 大阪府 株式会社トワール 9120001085945 仕上げプレス用の、業務用スチームアイロンの導入

5818 大阪府 アーティスト堀江遊 ＨＰリニューアルによるオンラインの個展・ワークショップ開催

5819 大阪府 Ｗａｋｕｔｏ．ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ ジェンダーフリー化粧品販売に向けたWEBマーケティングの確立

5820 大阪府 株式会社ボクシーズ 1130001044841 コロナ対策の為に、デザインや動画を外注して HP を強化する

5821 大阪府 合同会社ａｔ　ｌｏｇｉｃ 5290003011481 ゼロヒャク道場の販売促進のためLステップ構築

5822 大阪府 株式会社リンクアンドシェア 5120001184924 対面販売のテイクアウトスイーツブランドの出店事業

5823 大阪府 英白商事 購入型クラウドファンディングによる非対面ECビジネスの構築

5824 大阪府 株式会社ＺＯＯＭ　ＤＥＳＩＧＮ 9122001034650 鉄の一輪挿し『鉄一凛』の商品開発と販路拡大のためのPR事業

5825 大阪府 トモラボ 不要車両の引取と特殊車両処理販売コンサルティング

5826 大阪府 井上達也 オンラインで「せどり」を教える為の集客とコンサル事業

5827 大阪府 玲明 玲明

5828 大阪府 株式会社ＴＵＮＡＧＯ 5120001241931 非対面営業の推進のためのHP改修、LP制作・リスティング広告

5829 大阪府 ライズゲート株式会社 3120001192581 CBDオイル事業オンライン商談予約サイト構築と広報動画の作成

5830 大阪府 株式会社メビウスＬｉｎｋ 5120002036158 オンライン予約による非接触事業の促進

5831 大阪府 株式会社帝商産業 4120001185254 ライフステージに合わせたテイショウノーマライゼーションの構築

5832 大阪府 ＴＲＡＮＳ合同会社 2120003017606 営業のオンライン化でコロナ禍に対応した新サービスを展開

5833 大阪府 オフィス・ビーグル 「使い棄てシートカートリッジ式衝立」商品販売事業

5834 大阪府 株式会社勇進堂 2120001125542 動画でPR！コロナ対策店舗の安心感の提供

5835 大阪府 焼肉富士 来店予約システムとサイネージ広告導入でファミリー層を開拓する

5836 大阪府 幸せへの近道 ECサイトで大阪一のオンラインカウンセラー養成スクール

5837 大阪府 藤カレー サブスク型オンラインカレー教室の web プロモーション

5838 大阪府 ＯＮＥ－ＳＴＹＬＥ株式会社 3120101062775 おうち時間を充実させる外構工事を訴求するWEBサイト構築！

5839 大阪府 株式会社ブラウン 9120001133662 誰にでもわかりやすく、安全なネットショップ

5840 大阪府 株式会社リベレックス 8122001033975 ECサイトを通して大阪府の伝統工芸である天満切子の販売促進

5841 大阪府 ラフクリエイト 顧客拡大の為の営業活動とノウハウ販売サイトの構築

5842 大阪府 寿プロデュース オンラインでのマーケティングセミナー開催に向けての取り組み

5843 大阪府 ウーワン フォロアー1万人のSNSを活用し犬関連商品のEC販売で売上増

5844 大阪府 レクスト 非対面でのサブスクリプションデザインサービス

5845 大阪府 株式会社Ｈ＆Ｙ　ｄｕｐｌｅ 2120101006089 HY-duple発酵ドリンク発行食に特化した移動式販売事業

5846 大阪府 株式会社サイバーポート 1120001185546 WEBシステムを活用した事前決済・完全予約制の非対面型飲食店

5847 大阪府 おりょうり田なべ 日本料理店の客席個室工事と感染対策用品の設置で売上増を目指す

5848 大阪府 株式会社Ｓｔａｇｅ 7120001242201 トレーニングこそ先手の医療　脳科学ダイエットプロジェクト

5849 兵庫県 株式会社兄弟商事 1140001099174 ベトナム風サンドウィッチのテイクアウト専門店の開業

5850 兵庫県 有限会社足立花義 6140002034407 ECサイト開設によるコロナ禍に対応した新たな収益構造の構築
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5851 兵庫県 株式会社ヤマイチ 3140001077888 業務の非対面化とコロナ禍に負けない売上向上への挑戦

5852 兵庫県 伊賀良子 リモート通訳プラットフォームを利用したオンライン通訳

5853 兵庫県 平成水産 獲れたて新鮮な水産物を食卓へ！牡蠣のEC販売

5854 兵庫県 肌能力回復エステｓａｒｉ 美容ホームセルフケア商品のネットショップ事業

5855 兵庫県 株式会社営繕はせ川 8140001123332 オンライン見積もり、依頼相談システム構築による販路拡大事業

5856 兵庫県 アルティジャーナロッソ 竹林プロジェクトによってコロナ禍でも売上げ増加！

5857 兵庫県 ｃａｆｅ　Ｍｏｎ 店内間仕切り個室化と非対面型セルフオーダーシステム導入大作戦

5858 兵庫県 らーめんももふく 感染リスク削減のための、タッチパネル式券売機の購入と広報事

5859 兵庫県 プランツプラス 少人数制「多肉植物の寄せ植え体験」のための専用教室の整備事業

5860 兵庫県 わが家 店内密状態解消の為の店外弁当販売スペース確保事業

5861 兵庫県 Ｂｉｂｂｉｄｉ－Ｂｏｏ 個室化で顧客満足度&リピート集客を上げる再ブランディング施策

5862 兵庫県 大上印刷 オンラインを活用した非対面デジタル営業導入による販路拡大計画

5863 兵庫県 株式会社未来工房 4140001106456 なないろカフェの尼崎城公園来場者向けの販路開拓

5864 兵庫県 株式会社尼米商店 6140001047525 真空冷凍システム導入による「お取り寄せ老舗練り天」ネット販売

5865 兵庫県 平和オートセンター 車検整備の強化に向けた広報ツール設置と非接触型トイレの新設

5866 兵庫県 福本涼駕 ゴーストレストラン展開に向けたECサイト構築と広告

5867 兵庫県 スマイル 感染リスク軽減施策を行い安心してお買い物できるお店の構築事業

5868 兵庫県 株式会社あおやま菓匠 5140001027429 感染対策の徹底した店舗づくりとECサイトによる新規販路開拓

5869 兵庫県 有限会社モリタフーヅプランニング 2140002032307 24時間営業！イタリア料理店の自動販売機

5870 兵庫県 有限会社グローバルフーズ・ジャパン 5120002062971 宅配アプリ導入による非接触型営業への取組とそのＰＲ事業

5871 兵庫県 株式会社Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ 3140001122512 シミュレーションソフトを使ったオンライン上での塗装提案事業

5872 兵庫県 ロコ 家島諸島の海産物を活用した移動販売による地域貢献事業

5873 兵庫県 株式会社Ｓａｂｕｒｏｋｕ 3140001067286 自社開発総菜の自動販売機による24時間無人販売

5874 兵庫県 釜楽うどん三心 冷凍うどんで非接触・販路拡大。廃棄ロス削減で原価率の向上事業

5875 兵庫県 合同会社Ｌｏｃｕｓ 8140003014125 お肌が綺麗になる幸せを届けたい！非対面の物販・サービスの構築

5876 兵庫県 農家八百よろず 農家の食材を生かした低感染型テイクアウト事業展開

5877 兵庫県 カフェブラッスリーイレラ クレームブリュレをテイクアウトとネット販売

5878 兵庫県 賀名生漆工芸 ECサイト構築および国内外へ漆普及のための広報力強化事業

5879 兵庫県 株式会社フィジカル・アイ 6140001087694 非接触型予約システム等の機能を備えたPOSレジ導入

5880 兵庫県 株式会社ＫＵＲＡＳＥＲＵ 1140001107738 公式ＬＩＮＥを活用したケアマネジャーへのコンテンツ配信

5881 兵庫県 株式会社ＥＤＧＥ　ＪＡＰＡＮ 8140001109934 ダンス教室運営・イベント開催のオンライン導入事業

5882 兵庫県 華の居酒屋　幸ぜん 設備投資・免許取得によるテイクアウト販売の強化

5883 兵庫県 株式会社やまや鯛焼き本舗 5140001104707 冷凍の自動販売機で冷凍鯛焼きを販売することによる販路拡大計画

5884 兵庫県 Ｃａｆｅ　＆　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｈａｓｏｒａ パティシエの経験をいかした、特注ケーキと焼き菓子の販売強化

5885 兵庫県 中町オートサイクル 予約システムを用いたレクチャー・フィットネスによる販路拡大

5886 兵庫県 ＧＲＡＮＤ　ＭＥＲＥ、ＧＲＡＮＤ　ＰＥＲＥ キッチンカーによる新規販路開拓とテイクアウト強化

5887 兵庫県 ＨＲＮ　Ｔａｋｅ　Ｏｕｔ　Ｃａｆｅ 低感染リスク型ビジネス枠

5888 兵庫県 ｆｏｒ　Ｔｏｍｏｒｒｏｗ株式会社 6010401159379 自社着物ブランドの越境EC開設とSNS促進による国内EC拡大

5889 兵庫県 有限会社ＪＣＫリンクス 9140002053544 オンライン商談システム構築で新規客獲得！物販売上アップ！

5890 兵庫県 ヘアースタジオコロン 感染対策を伴う店舗リフォーム

5891 兵庫県 精伸工業株式会社 5140001013354 「足りない栄養素をプラス！」健康志向の食品をネット販売開始

5892 兵庫県 芦屋サポートセンター ドローン及び発電機導入による脱密、時短で消毒事業の売上ＵＰ！

5893 兵庫県 株式会社ＴＥＲＲＡＳＳ 4140001108221 完全個室で大人世代向け高単価サロンの実現

5894 兵庫県 たんば古民家キッチン志ｅｎ 自宅で安心・楽しめる志enの調味料・本格的創作料理の提供

5895 兵庫県 佐々木工業株式会社 5140001103733 オンラインツール活用による非対面化と採用効率向上への取組の為

5896 兵庫県 たきがわ鍼灸指圧院 ホームページのリニューアルと予約・問診システム構築

5897 兵庫県 スタンドまるしかく 多様な食志向に対応するテイクアウト・デリバリー特化型事業

5898 兵庫県 株式会社圭味食品 6140001054414 選定機械導入による工程の見通しで感染ダウン・売上アップ事業！

5899 兵庫県 ｓｍｉｔｈ　＆　ｃｏｍｅｔ 自社ＥＣ・商品力強化とＳＮＳ活用によるオンラインビジネス転換

5900 兵庫県 渡辺金属工業株式会社 8140001062290 「オンライン商談」のための社内商談室と撮影ルーム新設
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5901 兵庫県 天結 オンラインで取得できる、糀ニスト養成アカデミー

5902 兵庫県 Ｈｏｓｔｅｌ　Ａｃｔ 宿泊事業における非接触強化のための設備及びIT機器整備

5903 兵庫県 肥塚商店 抗ウィルス自販機利用の観光地における姫路地ビール販売計画

5904 兵庫県 合同会社エスナ 7140003009877 小動物・昆虫に特化した販売プラットフォーム構築による販路開拓

5905 兵庫県 現代マナーズ研究会 対面での講座や研修から、非接触のオンラインサービス提供へ

5906 兵庫県 株式会社センターサービス 2140001023224 スポーツ施設向けの課題解決動画配信によるオンライン営業戦略

5907 兵庫県 株式会社ノアドココ 7140001113870 自社ブランド商品開発とweb販売によるwithコロナ対策

5908 兵庫県 ＩＳＢ財産コンサルタンツ オンラインからの冊子贈呈や動画及びセミナー配信による顧客開拓

5909 兵庫県 Ｓｍａｒｔ　Ｄｅｓｉｇｎ 来店不要でiPhoneの修理ができる『おてがる郵送修理』事業

5910 兵庫県 合同会社ＫＯＢＥ　ＡＸＩＳ 2140003013900 予約フォームによる肉餃子専門店のテイクアウト販売事業

5911 兵庫県 株式会社あおいブレース 6140001115397 3D-CADCAM導入による身体形状取得の非接触化

5912 兵庫県 てて 完全貸切サロンへの移行に伴う感染防止対策及び付加価値の獲得

5913 兵庫県 自然療法ホリスティックサロンビオナチュラル 事業継続のための新たな取り組み

5914 兵庫県 井ノ原司法書士事務所 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

5915 兵庫県 おかしなこうじや 【おかしなこうじや】新たにECを活用した販売拠点の確立と製造

5916 兵庫県 時流堂 ECサイトの構築及びインスタグラムを活用したブランド強化事業

5917 兵庫県 合同会社ＮＯＥＬ 3140003014591 モバイルオーダーシステム導入による安心安全な食事の提供

5918 兵庫県 ハリニックよこい鍼灸整体院 対人接触を低減できる個室でのセルフマッサージ機の実施

5919 兵庫県 淺井菓子舗 看板商品の赤飯を核に風習慣の復活と商圏拡大をネット通販で実現

5920 兵庫県 有限会社ドラッグ林崎 9140002029321 タブレット活用による３密回避 ・オンライン化実現事業

5921 兵庫県 株式会社東洋技研 6140001027915 工場内装置・消耗品のオンライン販売開始で非対面事業を強化

5922 兵庫県 ンヴェトッキ 動画活用とSNS広告によるECサイトの強化と販路拡大

5923 兵庫県 バールイルフルット コロナ禍でも気軽に楽しむ本格ラテをテイクアウト

5924 兵庫県 民宿　若鮎荘 当店特製『鮎のあめ煮』真空パック商品開発とＰＲ事業

5925 兵庫県 島田真理 オンラインフィットネス・サブスクリプション

5926 兵庫県 株式会社ズッカ 5140001027726 新ブランド立ち上げ及びEC事業の展開事業

5927 兵庫県 ＦＩＧＴＲＥＥ 受付の自動化、支払いのキャッシュレス化

5928 兵庫県 牛匠えん 「テーブルセルフオーダーシステム」の導入事業

5929 兵庫県 やすだ健康院 予約機能搭載ホームページの導入による顧客層拡大事業

5930 兵庫県 リアン LP制作と店内改装(客席縮小と空間作り)による集客強化

5931 兵庫県 Ｔ＇ｓ　Ｒｏｏｍ 在宅機会増加に適応するためのテイクアウト・EC販売の活用

5932 兵庫県 有限会社デルタベーシック 4140002024070 越境ECで地元神戸の魅力発信！感染リスク低減・収益改善を実現

5933 兵庫県 明石レディース鍼灸院 非接触でセルフ施術も可能な鍼灸以外の新たな施術の導入

5934 兵庫県 株式会社タヴィラジオ 8140001088798 明石でリスタート！テイクアウトとポストコロナ移転事業

5935 兵庫県 てらきち 無農薬台湾茶オンライン講座制作とネットショップ開始

5936 兵庫県 株式会社静かな向かい風 4140001065462 キッチンカー導入による販路拡大

5937 兵庫県 株式会社ＡＣＲＯ 6140001088420 カフェ事業進出！モバイルオーダーシステムを導入し対人接触減少

5938 兵庫県 水池克明税理士事務所 非常時だからこそ真のサポートを！異なるスキルや知識の必要性！

5939 兵庫県 インジニアス　クリエイティブ　キッチン ECサイトを使った人参ドレッシング商品化と販売事業

5940 兵庫県 株式会社ハラダ 6140001036271 新型遠隔操作機器導入による低感染リスク型サービスの展開

5941 兵庫県 有限会社トライブ 7140002067752 ホームページによる自動説明会及びECサイトによる販路拡大

5942 兵庫県 北井商店 祭りの伝統を受け継ぐ楽しさと明るさを運ぶキッチンカー販売事業

5943 兵庫県 有限会社三宅保険事務所 4140002051148 新規顧客獲得の為の新たな集客方法確立と非対面ビジネスへの転換

5944 兵庫県 共栄ゴルフ工業株式会社 6140001063407 当社が製造したゴルフクラブを販売するECサイト構築とPR事業

5945 兵庫県 有限会社吉田建装 5140002043086 機能性塗料と接触機会を減らす工期短縮塗装作業・相談の販路開拓

5946 兵庫県 株式会社工デザイン 1140001059954 プランと見積をチーム一丸で行い、ウィズコロナ時代に対応！

5947 兵庫県 株式会社プレスティージ 3140001000718 化粧品販売オンライン化で低感染リスクでの事業実施と成長を

5948 兵庫県 株式会社医芯 9140001047051 デイサービスの見学不要非対面型オンラインプロモーション事業

5949 兵庫県 農家民宿はるりｈａｒｕｒｉ 地元野菜と薪で作るピザのキッチンカー

5950 兵庫県 鶏笑　神戸甲南店 テイクアウトコンテンツを含むHP制作と動画配信による販路開拓
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5951 兵庫県 株式会社トレヴェルデ 7120001142558 リアルタイム授業配信とデジタルサイネージの展開

5952 兵庫県 Ａｉｋａｒａ 独自の「脳科学＋食事＝ダイエット」をオンラインで提供！

5953 兵庫県 ＡＩ（アイ）法務司法書士事務所 面談業務のオンライン化及び身元保証業務の周知と新規顧客獲得

5954 兵庫県 株式会社フィルムズ 5140001116603 ロケーション撮影(屋外出張撮影)サービス開始による増収計画

5955 兵庫県 株式会社Ｊｅｎｎｙ 5140001090690 ラーメン屋のテイクアウト向けの店舗改装と公式サイト構築

5956 兵庫県 株式会社細川土地 6140001086580 VR内覧・チャットボットでWithコロナ時代の不動産スタイル

5957 兵庫県 株式会社ＨＰＨ 2140001114948 安心、信頼のオンラインサポートサービス

5958 兵庫県 魚盛 鮮魚店で対人接触の機会を減らす新POSシステムの導入

5959 兵庫県 ランドグラフィックス ココロ宿るギフトセレクトのお手伝いサービスによる新規顧客獲得

5960 兵庫県 株式会社アナザーウインズ 3140001113296 クリニックdesign.com(仮称)

5961 兵庫県 株式会社德侍郎 9140001089606 自動販売機設置による新たな販売形態の構築と新メニューの開発

5962 兵庫県 有限会社エンドレス松本 2140002040160 3年後に向けた非対面ビジネスの確立とブランディングの強化事業

5963 兵庫県 サンクライフ株式会社 3140001120243 不動産業務のリモート化推進による顧客満足度の向上事業

5964 兵庫県 駒商株式会社 6140001082695 非対面ビジネス部門新設に伴うホームページ改修と販路拡大計画

5965 兵庫県 井上進木工所 ECサイトにてオリジナル商品を販売

5966 兵庫県 げんき鍼灸整骨院山本院 壁で間仕切りした個室化で感染リスク軽減とイメージアップを図る

5967 兵庫県 株式会社ＮＥＥＤＳ２４ 1140001088722 障がい者の生活・雇用をサポートするオンライン新事業の開始

5968 兵庫県 株式会社スリーミールズ 4140001112207 八百屋のネットスーパー「やおすけネット」とPR事業

5969 兵庫県 エンペラーサウンド ボイシングルームの個室化と楽曲編集オンラインレッスンの実施

5970 兵庫県 株式会社藤村建装 1140001083954 オンラインツール導入による、採用活動の強化

5971 兵庫県 藤永不動産有限会社 2140002036522 焼肉店で対人接触の機会を減らす新ＰＯＳシステム導入

5972 兵庫県 有限会社グランコンフォール 5140002060882 オンラインサービスパック販売による非対面での家づくり事業

5973 兵庫県 米田　元 ゴーストレストランと地域限定デリバリーシステムの構築

5974 兵庫県 ラブネイルズ ネイルへの概念を覆す『ネイルサービスの可能性』の周知拡大計画

5975 兵庫県 有限会社ルッカ 5140002021521 オーダーシステムで生産性ＵＰとテイクアウト事業の収益アップ

5976 兵庫県 ユモカンパニー オリジナル革製品の開発とネット販売開始で売上アップ！

5977 兵庫県 土屋椅子製作所 ＥＣサイト制作により見積サービスで新規顧客獲得・販路拡大

5978 兵庫県 株式会社もりきよ 8140001118415 独自雇用確保及び開拓のため配達員登録のオンライン化事業

5979 兵庫県 縁樹 お灸のオンライン講座とネット販売で、販路拡大

5980 兵庫県 青山直也 事前予約サービス開始による接触機会減少レンタルプロセスの改善

5981 兵庫県 株式会社藤和ホーム 5140001075576 コロナ対策した商談場所改修及びスマホ対応のHPにリニューアル

5982 兵庫県 鍼灸院ルーツコウベ オンラインでの施術カウンセリング・健康サポートで新規顧客獲得

5983 兵庫県 高見鍼灸院・接骨院 オンライン環境におけるシステム構築＆セルフケアサービス事業

5984 兵庫県 株式会社創伸 8140001093724 越境ECサイト通信販売事業

5985 兵庫県 行政書士事務所昌代 オンラインＢＰＯサービスの提供

5986 兵庫県 Ｋｕｒｏｋｏｎ 「ミロクなシート」販売用WEBシステムの構築

5987 兵庫県 串天婦羅いろり乃膳 作り立て料理のテイクアウト・デリバリー販売開始

5988 兵庫県 はるき整骨院・骨盤本舗 オンライン施術の開始で、新規顧客獲得＆売上回復計画

5989 兵庫県 有限会社メジャー 3140002059910 オンライン会議システムの導入及びWEBサイト受入態勢整備事業

5990 兵庫県 さくら美容室合同会社 6140003016981 ECサイトと非対面式サービスで販路拡大

5991 兵庫県 株式会社ＫＵＮＩＨＩＲＯ 7140001112699 自習室内の非対面型空間を充実させて、新しいサービスを提供する

5992 兵庫県 株式会社オーシャンベスト 5140001022132 新ブランド「***スモーク」の立ち上げによる新規顧客の獲得！

5993 兵庫県 有限会社菅野商店 4140002001755 ECサイト開設・運営による対人接触機会の減少と売上の回復

5994 兵庫県 ＯＡＫ技研株式会社 2140001118222 オンライン営業・商談用PRホームページ制作による販売促進事業

5995 兵庫県 東神工業 新設備導入による感染症対策を徹底した新規顧客獲得

5996 兵庫県 ｖａｌｏｎ　ｔｉｌａ インスタライブを利用したお花教室配信

5997 兵庫県 有限会社ムラカミ精機 2140002042826 システム導入による三密回避と受注管理効率化で販路拡大計画！

5998 兵庫県 株式会社ｃｌａｐ 2140001117323 CMSシステム導入サイト構築による非接触営業の実現

5999 兵庫県 フーマンプラス 顧客獲得のための美容健康総合商社的ネットショップ付きHP開設

6000 兵庫県 株式会社池田保険事務所 8140001067934 リモート営業を伴う新規保険販売事業
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6001 兵庫県 株式会社久栄 4140001110004 LED看板設置による認知度アップで本場の中国料理をお家でも

6002 兵庫県 有限会社ランドシャフト 5140002016496 感染防止対策を徹底した安心・安全・快適なオフィスへの転換

6003 兵庫県 パティスリーコトノミ 認知度アップと全国の皆様に愛されるお店に

6004 兵庫県 プライベートサロン　ソンブレイユ ECサイト構築および非接触型エステ等新サービス展開事業

6005 兵庫県 とばた整骨院 新規発毛事業に伴う、オンラインカウンセリングの導入と広告展開

6006 兵庫県 ｌｅ－ｎｏｎ　ｈａｉｒ 「フェイシャルケア」メニューの導入及びPRによる増客計画

6007 兵庫県 ラミアフレグランサ コロナ後を見据えたサロンリニューアルとオンラインビジネス

6008 兵庫県 ＹＡＨＯＨＯ！ オンラインとリアルでハイブリッドにつながる子育て交流スタジオ

6009 兵庫県 株式会社旭測器 1140001057586 WEB販売・受発注システム構築による顧客ニーズ対応の拡充

6010 兵庫県 有限会社中嶋義浩製革所 6140002033466 従業員間の人的接触機会を減少させるレザー生産システムの導入

6011 兵庫県 い草 対人接触を極力減らした、完全キャッシュレスのお弁当デリバリー

6012 兵庫県 六甲もり鍼灸整体院 WEB予約システムの構築とオンラインパーソナルトレーニング

6013 兵庫県 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＫＥＥＮ 知名度向上のためのセット動画配信及びEC構築、空気清浄機設置

6014 兵庫県 エンムス合同会社 1140003016805 中小企業を支援するマッチングプラットフォームの構築

6015 兵庫県 株式会社Ｃｏｎｎｎｅｘｉｏ　ｈｏｍｅ 7140001096579 ホームページ開設によるオンライン面談の強化

6016 兵庫県 ＮＫ　ＳＡＬＯＮ コロナ禍でも安心できる地域密着のエステサロン事業

6017 兵庫県 いとう鍼灸整骨院 新サービス「訪問鍼灸事業」開始と感染症対策による売上向上

6018 兵庫県 ＴＯＭＩ　ＨＡＲＵ スィーツ路面販売と居酒屋メニューのテイクアウト事業

6019 兵庫県 株式会社ＭＩＬＬＥ 2140001123593 高品質非対面営業システム構築による販路開拓

6020 兵庫県 黒兵衛　箕面総本店 逸品「チャ－シュ－」等を原材料とした、ご当地缶詰の試作・開発

6021 兵庫県 菊谷修平 Webを活用した対人接触時間削減、PR活動、業務効率化計画

6022 兵庫県 Ｈａｉｒ＆Ｎａｉｌ　Ｊｅｄｉ 美容師ノウハウを活かした画期的な美容液の企画販売への挑戦

6023 兵庫県 株式会社ＪＩＸ 8140001034182 スペシャルティコーヒーのテイクアウト事業推進計画

6024 兵庫県 Ｓ＆Ｙ合同会社 8140003015858 自社ECサイト・自社倉庫の改築と商品PR

6025 兵庫県 鮮魚と焼とり酒場　花火 自家製商品通信販売ECサイト制作と新時代のメディア戦略の活用

6026 兵庫県 株式会社スナガワ 9140001044024 住宅販売×家電ecサイトによる新サービスで付加価値を生み出す

6027 兵庫県 株式会社ＮＤＫシステム 5140001104608 店舗の混雑状況を見える化及び対人接触時間の減少図ったＨＰ製作

6028 兵庫県 株式会社創園舎 5140001080386 お客様と弊社が相互に資する対人接触機会の減少化事業

6029 兵庫県 国際美薬膳堂合同会社 2140003016597 薬膳と無添加料理のオンラインレッスン事業

6030 兵庫県 株式会社ＴＡＫＥ－Ｏ 5140001116652 ECサイト構築によるタンナー出身革問屋のビジネスモデル刷新

6031 兵庫県 頭と首と顔のマッサージＰａｃｈｕｃａ オンラインでも繋がり続ける「働く女性のサポーター」事業

6032 兵庫県 有限会社ホーライカメラ店 8140002061944 オンライン商談が可能なHP作成により、接触機会の減少

6033 兵庫県 株式会社三能工業 3140001102010 アフターコロナ時代の業容拡大のために人材採用活動の活性化

6034 兵庫県 株式会社広初サービス 6140001041271 遺品に対する不要物「鑑定」と個人の不要物処理事業

6035 兵庫県 株式会社Ｎｅｘｔ 4140001114269 不動産仲介におけるオンライン接客・内見の導入と案内サイト構築

6036 兵庫県 ｏｎｅ　ｓｔａｒ合同会社 7140003015660 在庫リスクゼロから始める自社ECサイトでの販売

6037 兵庫県 まほろ整骨院 新規設備導入とリラクゼーションコーナー設置による売り上げ拡大

6038 兵庫県 和酒茶屋チル 移動販売　キッチンカー

6039 兵庫県 エクリュ 新たな顧客層に「接触機会を減らし手作りの楽しみ」をお届け

6040 兵庫県 レッドワゴン 感染防止対策対応スペースの改修で新規顧客獲得！

6041 兵庫県 ネイルサロンエピィ テナントの個室化と換気・衛生設備導入で感染リスクを軽減

6042 兵庫県 ｃａｌｉｄａｄ　ＭＵＫＯＮＯＳＯＵ 美容院のサロン専売商品をIT活用してネット販売事業開始

6043 兵庫県 長澤和司 LINE構築とWeb広告の活用による新規顧客の獲得と売上拡大

6044 兵庫県 ワインエックス株式会社 2140001120954 サブスク型自社輸入ワインとおつまみセットの販売システム構築

6045 兵庫県 東興株式会社 5140001088041 LED看板による中国・東北料理と新サービスのPR事業

6046 兵庫県 井直商事株式会社 8140001067604 『ナノウエル®』ブランド再構築事業

6047 兵庫県 Ｏｒｙｏｒｉ武井 ゆっくりと贅沢な時間と日本料理で非日常をテイクアウト

6048 兵庫県 ニッコーリファイン株式会社 3140001073680 分析機購入による分析内製化で接触機会減少と製品品質向上を図る

6049 兵庫県 株式会社相互住建 4140002054365 HP新設による非対面での不動産物件の紹介と案内サービスの構築

6050 兵庫県 合資会社フクタケ 5140003005960 完全個室化のオンラインショールーム事業のための店舗改装
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6051 兵庫県 株式会社吉丸 8140001026626 EC販売サイト開設による売上高向上計画

6052 兵庫県 ｈｉｒａｓｈｉｘｘ 感染予防対策を徹底したセルフホワイトニング事業

6053 兵庫県 株式会社ＭＵＴＳＵＫＩ　ＷＯＲＫＳ 5140001123509 オンライン動画教材で学ぶ反転学習の仕組みを取り入れた研修事業

6054 兵庫県 葦田ひとみ HP作成によるオンラインヨガレッスンの新規顧客獲得計画

6055 兵庫県 有限会社長崎屋 6140002003493 接触機会の低減による感染対策を考えた半無人化店舗の運営

6056 兵庫県 善竹忠亮 国内外に向けた狂言オンライン講座の開講とPR体制の構築

6057 兵庫県 株式会社ＧＵＢＡ 8140001122929 隠さず堂々と気分を上げる男性用ウィッグのオンライン販売

6058 兵庫県 安田亮公認会計士・税理士事務所 オンライン完結型の補助金申請サポートのためのWebサイト構築

6059 兵庫県 株式会社ＨＰＳＴＹＬＥ 3140001065538 「ウォンシャチキン＆キンパ」「焼鳥串揚」のデリバリー事業

6060 兵庫県 ピカオール 安全安心な住空間を提供するため抗菌コーティング事業を広報展開

6061 兵庫県 ごはんＤＯ！ 弁当、豚まんなどのテイクアウト販売及び店内の感染対策強化

6062 兵庫県 ひょうごや整骨院 ひょうごや整骨院

6063 兵庫県 靴専科　西宮北口店 オンライン見積りによる販路拡大

6064 兵庫県 鳴尾ぴっと骨盤整体院 ECサイト構築によるオンラインサービス及びSNS・HP宣伝広

6065 兵庫県 カーファクトリー亜衣 来店予約システム導入とサイネージ広告導入での集客力ＵＰを図る

6066 兵庫県 ｏ．ｔ．ｈ メーカーとの非接触取引のためのランディングページ制作事業

6067 兵庫県 株式会社ＭＴＷ 4140001033072 SPDシステムのオンラインデモによる販売促進

6068 兵庫県 やまだ屋 オンラインによる簡単！安心！非接触型買取査定

6069 兵庫県 後藤法律事務所 ＨＰによるＷＥＢ予約及び法律相談システムの作成と広報の実施

6070 兵庫県 株式会社ＳＹ’ｓＤ 6140001123912 利用者さまの体調に合わせた介助ができる浴室のリフォーム事業

6071 兵庫県 タイニーエレファント 生徒の安全・安心を確保した環境づくりで売上を確保

6072 兵庫県 播磨ＳＴドローン株式会社 8140001124628 一次産業の販売を支援するインターネット販売事業

6073 兵庫県 エステティックサロン　リアン 最小限の接触で最大の顧客満足を提供するサロンでコロナ脱却

6074 兵庫県 オンリーワン インターネット通販にてペット関連グッズの販売展開を強化する！

6075 兵庫県 ルーナ キッチンカー導入によるアイスクリームの移動販売で新規顧客獲得

6076 兵庫県 合同会社迎客デザイン研究所 6140003013681 小規模事業者向けオンライン集客実施支援サービス提供のPR事業

6077 兵庫県 すみれ鍼灸整骨院 感染症対策としての予約システム・電子決済の導入とPR事業

6078 兵庫県 株式会社Ｓｕｎ　Ｃｌｉｍｂ 7140001119281 完全オンラインで行う不動産賃貸の仲介

6079 兵庫県 株式会社サミット 4140001111919 中古車販売もオンラインで。～コロナ禍のニーズに応える～

6080 兵庫県 ＡＯＢＡ　ＰＯＴＴＥＲＹ チラシ効果で売上UP!

6081 兵庫県 株式会社望月印刷 1140001028018 CMS機能を組み込んだホームページ制作による非接触営業の活用

6082 兵庫県 よねくら訪問鍼灸院 非接触と学生若年層をテーマにした施術による新たな戦略

6083 兵庫県 工房円 感染拡大に伴う映像配信の需要増加と、カメラマンの感染対策。

6084 兵庫県 情報センターバード セミセルフレジの導入による対人接触機会の減少と業務効率の向上

6085 兵庫県 株式会社わかば教育セミナー 7140001077018 「自宅でネット学習」の導入による生徒の増加計画

6086 兵庫県 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ｍ．ｃ　ｂｅｌｌ コロナ禍でも安心な個室を備えたトータルビューティーサロン

6087 兵庫県 大畑商店 お家に居ても極上の健康美～アロマ×ガーデン～」のための商品開

6088 兵庫県 株式会社Ｆｅｉｎ 6140001121321 「自宅で本格エステ」の開発とPR事業

6089 兵庫県 まるふくｃａｆｅ トレーラー式キッチンカーの購入による売上アップと販路拡大

6090 兵庫県 松本裕介 オンライン物件紹介サービスと紹介動画制作サービス

6091 兵庫県 えんぴつまうす 商品販売代行EC「バーチャル百貨店」立ち上げで新規顧客開拓

6092 兵庫県 株式会社福助ファーム 7140001096166 いちご等の農作物を24時間非接触で直販できる自動販売機の導入

6093 兵庫県 エムエス電子株式会社 5140001089931 販路開拓品の設計開発とHP改定・非対面営業モデルの構築

6094 兵庫県 ジョブホ株式会社 2140001117653 柔道整復師・鍼灸師の就職・転職支援サービスの実施

6095 兵庫県 アダムビューティーサロン 自宅でできる「オンラインセルフフェイシャル施術」事業

6096 兵庫県 ＣＨＥＲＲＹＢＯＮＪＯＵＲ 「カヌレの魔女」認定カヌレ講師の完全オンライン型養成講座構築

6097 兵庫県 ネクストキャンドフーズ株式会社 7140001117319 新商品「ランチパック缶詰」を開発し自動販売機業界へ宣戦布告！

6098 兵庫県 株式会社Ａｆｅｐ 8140001118448 オンラインカウンセリングの紹介、予約、決済HP作成

6099 兵庫県 ビューティースタジオ アフターコロナに向けての美容オンラインエステ事業

6100 兵庫県 ＭｙＣＯＳＭＥ合同会社 2430003005083 非対面施術のセルフ脱毛サロン立ち上げ
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6101 兵庫県 ＲＡＪＩＬＬ　ｂｙ　ｃｒｅａ アプリを活用した来店機会促進と行ってみたいと思えるお店作り

6102 兵庫県 株式会社マッキンエナジージャパン 4140001098925 営業活動におけるIT化を推進し生産性を向上させる

6103 兵庫県 バンダン オンライン・デジタル活動の強化、楽天旗艦店での販売促進

6104 兵庫県 株式会社ネットワイ 7140001025075 Web チャットシステムの導入と HP 制作による非対面営業

6105 兵庫県 ＨＡＩＲ’Ｓ　ＦＩＥＬＤ　ＬＯＣＯ 来店予約機能・ECサイトを含んだHP作成によりコロナ禍に対応

6106 兵庫県 株式会社昴 7120101036742 プロモーションノウハウを楽しく学ぼう!『八の会』

6107 兵庫県 癒しの水晶館 ポストコロナを踏まえた非対面ビジネス（サブスク事業）への転換

6108 兵庫県 ＡＥ合同会社 5140003015935 足官足法による健康事業

6109 兵庫県 シンコー油脂株式会社 9140001049130 非接触で製品を幅広く認知して貰えるホームページ等の作成

6110 兵庫県 株式会社長井珈琲 5140001018650 コーヒー豆の「テイクアウト」販売強化で利益アップ

6111 兵庫県 ＳＤジャパン株式会社 5140001070783 ECサイト及び動画配信による新規顧客創出事業

6112 兵庫県 カフェ　ド　リンリン 安心安全なキッズスペースの新設と予約制の導入

6113 兵庫県 介護ステーションすずらん株式会社 7140001083478 スムーズな地域移行を進める為の情報発信ツールの開発とPR事業

6114 兵庫県 こころ美 低リスク、低予算で気軽に通えるセルフエステ

6115 兵庫県 株式会社ブレイズ 1140001027382 ショッピングモール型ＥＣサイトと自社ＨＰを複合した靴の販売

6116 兵庫県 株式会社ｔｒｅｓａｌｌｉｒ 6020001139714 従来型のリラクゼーションサロンから非対面型事業への転換

6117 兵庫県 ＹＨパートナーズ 感染リスクを考えた自社倉庫での発送と販売商品の見直し

6118 兵庫県 株式会社神戸地建 3140001111548 CMS機能を組み込んだホームページ制作による非接触営業の活用

6119 兵庫県 株式会社Ｈｏｕｓｅ　ＢＥＳＴＡ 6140001121734 不動産賃貸インターネットマッチング事業

6120 兵庫県 おたからやＪＲ伊丹店 安心の販売実績！中古ブランド品のネット通販で売上向上を実現

6121 兵庫県 サンシン工業株式会社 3140001059093 非接触での販路拡大を実現するチャット機能付きHPの新設

6122 兵庫県 株式会社コラボ 3140001077062 店舗設計相談のオンライン化と創業支援一体型サービス提供の取組

6123 兵庫県 Ｔｏｔａｌ　ｂｅａｕｔｙ　ｐｒｏｄｕｃｅ　３． 小規模事業者持続化補助金〈低感染リスク型ビジネス枠〉

6124 兵庫県 仲屋不動産合同会社 9140003016112 「不動産売買プラットフォーム」構築+非対面商談による販路開拓

6125 兵庫県 合同会社リライト 9140003013431 ホームページリニューアルとSNSを活用した新規顧客獲得

6126 兵庫県 みつや社労士事務所 非対面相談・お打ち合わせに繋げるHP作成事業

6127 兵庫県 有限会社アイマ 1140002027539 時代の趨勢に適合した集客手段強化と物件への付加価値付与

6128 兵庫県 穐本　浩之 ITツールを活用した非対面型の営業による販路開拓

6129 兵庫県 Ｔｏｔａｌ　ｂｏｄｙ　ｃａｒｅ　Ｓｋｙ　宝塚 オンライン宣伝・予約を取り入れての安全な事業実施と宣伝活動

6130 兵庫県 株式会社フルハート 4140001114228 動画を活用したLステップ構築で新規事業サロンの販売促進

6131 兵庫県 株式会社ＶＩＳＴＡ 7140001117120 オンライン販売提案を行う為の高品質写真動画提供

6132 兵庫県 株式会社ＡＶＡＬＩＮＫ 8120901041313 BtoBからBtoCへ！ECサイトで非対面取引による安心販売

6133 兵庫県 ステラディモード インフォマーシャル、オンライン展示会を用いた集客手法の導入

6134 兵庫県 有限会社オフィスレオン 2140002024642 HP,WEB広告を利用した「換気の可視化」のPR

6135 兵庫県 蛇草真寛 オンライン説明会の開始と web プロモーション

6136 兵庫県 ロケットチョップ株式会社 8140001122334 地元密着型のグルメメディア「あんかけ姫路」で三方良し大作戦！

6137 兵庫県 ２ｔｏｐ合同会社 2140003015649 オンライン面談＋対面販売のハイブリット型商品提供の仕組み構築

6138 兵庫県 アワーフード株式会社 1140001124741 日本初補完食メーカーによるEC販売を通じた販路開拓事業

6139 兵庫県 株式会社ＳＴクラフト 4140001056503 お墓用品のネット販売による新たな売上創出

6140 兵庫県 株式会社天マ屋 5140001060157 360度カメラによるセルフバーチャルギャラリーの開設

6141 兵庫県 北荘 「お家でジェエリー内見と少人数予約制受注会」の設備整備事業

6142 兵庫県 株式会社志鳳 7140001008377 修理難民のための時計修理工房と店頭前ビジュアル広告

6143 兵庫県 大田産業株式会社 6140001044497 オンライン打合せサイトの構築とハイドロフォーミングの技術開発

6144 兵庫県 ビークル不動産企画株式会社 3140001123337 不動産業務支援システムの導入で対人接触減少と業務効率化の両立

6145 兵庫県 株式会社ｅＭカンパニー 2120001193424 ECサイト・ランディングページの構築によるオンライン販売開始

6146 兵庫県 株式会社クリエイション 9140001022517 機密性の高い専用ブースによるオンラインセミナー・相談会の実施

6147 兵庫県 西宮プロボディケアサロンロロ 身体の状態を改善するオンライン物販及びコンサルタント

6148 兵庫県 株式会社むすひ 8140001124173 オンラインを活用した武道及び和文化の技術指導

6149 兵庫県 Ｏ４　ｅｖｅｒ　ｂｅａｕｔｙ　ｌａｂｏ 新規サービスのPR事業と店内の対人接触機会減少の強化

6150 兵庫県 ワニワケンチク 非対面での営業スタイルを実現するためのシステムサイト制作
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6151 兵庫県 ヒラックス株式会社 4120001087987 音楽プロモーション・クリエイターのDXプラットフォーム運営

6152 兵庫県 株式会社平田精密 5140001114326 リモート商談の促進を目的としたホームページ構築による販路開拓

6153 兵庫県 Ｍｏｔｏｒ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｓｃｈｏｏｌ　ａｎｄ　Ｌａｂ 足底圧計測システムによる対人接触機会減少対策とリモート指導

6154 兵庫県 平尾防虫管理 ＨＰを活用した新規顧客の獲得と非接触型の現場把握・見積作成

6155 兵庫県 ジェイネット株式会社 9140001024892 不用オフィス用機器・家具の回収・リユース事業

6156 兵庫県 ３６５ｔｈｉｎｇｓ合同会社 6140003015760 LP制作・チャットシステム導入による非対面型受注システム

6157 兵庫県 合同会社Ｎｕｍｂｅｒ　Ｅｉｇｈｔ 4140003016133 ハウスクリーニングの依頼をオンライン見積もりで業務効率化

6158 兵庫県 株式会社ホームメイク 8140001027806 オンライン商談のためのホームページリニューアル

6159 兵庫県 スープカフェすうぷ コロナ徹底対策、テイクアウト商品強化のための店舗移転事業

6160 兵庫県 日本アドカスタム株式会社 4120001163557 完全非対面で冷凍スープ販売事業へ拡大のため動画付LP作成

6161 兵庫県 ブライトコーチング　ミリア オンラインによる需要獲得で、利益アップ

6162 兵庫県 テアトロ・フリー・デ・アレー 「テイクアウト事業参入及び缶詰製造販売による販路拡大の構築」

6163 兵庫県 播州夢街道　高砂物語 宅配会席料理、テイクアウトメニューの開発と販売事業

6164 兵庫県 吞処　紫菜野 全てのお客様が安心して飲食できる席の配置と席数の確保

6165 兵庫県 ＳＨＯＪＩ　ＬＵＸＥ　ＨＯＭＥ 非接触型のペット同伴の家族旅行に対応した民泊サービス

6166 兵庫県 サロンドアネラ ECサイト立ち上げで新規顧客と非対面での販路を構築

6167 兵庫県 株式会社ぼくらの事務さん 4140001120226 自社サービスの発信と受注強化・採用力向上事業

6168 兵庫県 ｒｏｓａ　ｒｏｓａｔａ 業界一番の顔ヨガ教室、地域一番のサロンに向かって「新規顧客」

6169 兵庫県 神戸北野屋合同会社 2140003017001 ECサイトとホームページ制作で販路拡大

6170 兵庫県 エステ塾 ４人部屋から換気の良い個室でのマッサージ。遠隔でゴルフ指導

6171 兵庫県 小泉ユリナリラクゼーションｗｉｔｈミュージック 相部屋の施術室を仕切って個室化 。リモート で 健康指導。

6172 兵庫県 株式会社ｃａｒｉｎｏ 7140001032798 ヴィーガンスイーツのオンライン販売事業

6173 兵庫県 福島　悟 移動が出来る「キッチンカーたこちゃん」によるたこ焼販売事業

6174 兵庫県 横川　敏光 WEB交流会を開催するためのECサイトと動画の制作

6175 兵庫県 やまもと鍼灸整骨院 測定器を利用した感染リスクを軽減したフットケア事業の強化

6176 兵庫県 カークラブ プラスチックリサイクル業への参入による売上向上事業

6177 兵庫県 からだ工房ＺＥＲＯ セルフケア指導とPR動画制作による販路拡大事業

6178 兵庫県 おとりっぷ グーダドラムオンラインレッスン事業とサブスクモデルの導入計画

6179 兵庫県 アミ オンライン物販スクールのLINEアカウント運用による販路開拓

6180 兵庫県 Ｃｏｚｙ　Ｃａｆｅ 隠れ家カフェ及びデリ・弁当の自社配達・予約サイト構築事業

6181 兵庫県 ビー・エヌ・ワイ 動画配信による非対面型の集客・販路開拓事業

6182 兵庫県 ＲＹＭ ECサイト通信販売で生き残り

6183 兵庫県 株式会社バースディ 8140001120817 コーヒーメーカー設置による非対面型喫茶店の開業

6184 兵庫県 株式会社プロジェニサイトジャパン 9140001116351 患者さん等移動が難しい方々の為のオンラインコンサートシステム

6185 兵庫県 ハーツ コロナ禍での事業を可能とする施策＝ECサイトの導入

6186 兵庫県 名谷たか整骨院 ポストコロナ　個室・オンライン・訪問診療など低感染型院の運営

6187 兵庫県 株式会社ｇｕｕＤｈａａｒｔｈａａ 7140001112815 移動販売車（キッチンカー）導入

6188 兵庫県 Ｕｃｈｉ　ｇａ　Ｓｕｋｉ！ コロナ禍の人間関係を改善！コミュニケーション講座オンライン化

6189 兵庫県 ポテガク ECサイトとテイクアウトサービスによる販路拡大

6190 兵庫県 エトワールラボ HP及び動画活用による英語教室のオンライン化と販路拡大

6191 兵庫県 株式会社令和教育研究所 2140001124352 売上獲得のための自家製焼肉タレのテイクアウト販売の開始

6192 兵庫県 株式会社エスエスホーム 8140001111436 2台の対面モニターによる非接触応対

6193 兵庫県 株式会社ＪＵＮ 6140001123706 オンラインツール導入により、非対面化を強力に推進する補助事業

6194 兵庫県 アイシス入佐浩平 リモート営業スタイルの導入と販促資料作成

6195 兵庫県 ライトルーム 【満山恵理】新規顧客獲得のためのLステップ導入

6196 兵庫県 向井　正太 主力取り扱い物件のUR賃貸住宅を案内するウェブサイトの構築

6197 兵庫県 合同会社Ｅａｒｔｈ 1140003016607 独立したい方へ物販が学べるWEB動画をECサイトで販売

6198 兵庫県 ちょう鍼灸整体院 ポストコロナに向けたホームページでの非対面型予約システム導入

6199 兵庫県 株式会社ポルト・ブル 1140001121045 『フリーランスコミュニティサロン』の為の広告制作に関する事業

6200 兵庫県 岩本　千佳子 チラシ、ポスティングに強い飲食店向け非対面型コンサルティング
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6201 兵庫県 川西ＡＸＩＳ整体院 整体院開業に伴う、集客ツールの拡充と顧客満足の追求

6202 兵庫県 りらくす 【りらくす】店内の防菌、抗菌と周知の推進による新規顧客獲得

6203 兵庫県 グローバルイマジネーション Z世代・ミレニアル世代向けの体験型入浴剤の通販事業

6204 兵庫県 宝塚ｍａｉｓｏｎ　ｌｅ　ｃｈｉｅｎ 顧客・スタッフの低リスク感染型店舗と工房新設工事

6205 兵庫県 結びの社 オンラインによる非対面カウンセリング及びコンサルティング事業

6206 兵庫県 串カツ酒場　村一番 串カツ酒場　村一番　テイクアウト　たこ焼きコーナーの設置

6207 兵庫県 株式会社ハリミツ 7140001041254 従来とは異なるメディアを通じた新商品の特徴や性能の情報発信

6208 兵庫県 ＲＩＣＣＡ オーダーメイドでの贈答花サービスを全国展開

6209 兵庫県 株式会社アインズラボ 8140001033639 海外製化粧品に関する適法調査のリモート化事業

6210 兵庫県 株式会社アクト・ラボ 9140001119957 介護事業所向け夜間入居前清掃＋除菌サービス

6211 兵庫県 有限会社創思舎 4140002047947 接触機会の減少のための設備改修を行い新規顧客の開拓を目指す

6212 兵庫県 安達 対人接触機会の減少を目的としたオンライン経営塾の新規事業

6213 兵庫県 Ｃｌｏｕｄｌｅｓｓ 全国の高技術リペア職人に直接依頼するマッチングサイト運営事業

6214 兵庫県 株式会社Ｂｏｘ　ｔｏ　Ｂｏｘ 5140001120299 簡単見積もりサイトの作成

6215 兵庫県 株式会社オフィス神﨑 3140001119392 ECショップ向け動画制作コンサルティング事業

6216 兵庫県 ファーベル ピザを中心としたテイクアウト販売強化に向けた投資とPR強化

6217 兵庫県 ワールプール 地元淡路島産フルーツを使ったスイーツでのEC販売参入

6218 兵庫県 有限会社宏誠工業製作所 1140002048444 ビニールハウス特注部品のカタログを作りハウス施工会社ＰＲ活動

6219 兵庫県 ハサミキッチン 「手軽に丸ごと淡路島」のためのネット販売の取り組み

6220 兵庫県 アン・ジュール キッチンカー

6221 兵庫県 周波数サロン　希づき サロンも呼ぶ時代！安全安心な設備とサービスを届ける事業

6222 兵庫県 メンテナンスリンパサロン　ｍｏｔｈｅｒ 女性を元気にするプライベートサロン運営withコロナ

6223 兵庫県 呉羽技研株式会社 5140001053805 3DCADを導入・利用して非対面の作業を増やす

6224 兵庫県 株式会社Ｃｏｔａｔｓｕ奉仕会 8140001102823 企業支援とコミュニケーションUPのオンラインサロン開設

6225 兵庫県 株式会社ビーフラット 2140001111029 アイラッシュ専門店のホームページ構築とWeb広告戦略

6226 兵庫県 ヨロズヤコンサルティングカンパニー オンライン取引が可能な海外バイヤー販路開拓

6227 兵庫県 ａｌｗａｙｓ　ｂｅ　ＡＬＯＨＡ 対面ビジネスの非対面ビジネス化への移行（事業のオンライン化）

6228 兵庫県 株式会社ケイズエステート 4140001113659 店内モニターの設置により接触機会を減らし料理提供を迅速に行う

6229 兵庫県 リアーナ Ｒｉａｎａオンラインレッスン新規開講とＥＣサイトの新設

6230 兵庫県 合同会社アワテック 8140003015577 オンライン商談システムを備えたホームページの開発

6231 兵庫県 プライベートサロンＦＥＲＮＡ 女性が健康美を手に入れられる食事や腸活のオンライン講座

6232 兵庫県 Ｔａｋａｍｏｃｏｒｉ　Ｔａｃｈｉｎｏｍｉ オンライン・ワイン教室のPRビデオ制作

6233 兵庫県 株式会社スイング 4140001096862 非接触での新規顧客獲得のためのホームページ開設

6234 兵庫県 たさか工務店 完全非対面型の集客と営業活動による販路拡大と雇用創出

6235 兵庫県 サロンドノアール オンラインエステサービスの提供とPR事業

6236 兵庫県 濱地　技建 建築補修業におけるブランディング強化と人材採用体制構築

6237 兵庫県 喜多めぐみ 感染リスク減少・安心＆満足度ＵＰで来店頻度増・新規顧客開拓

6238 奈良県 有限会社志津香 2150002000865 セルフレジ導入とキッチンプリンタ増設で少人数体制の営業効率化

6239 奈良県 Ｂｉｌｌｙ ライブ配信サービスの開始による稼働率の向上と新規顧客の獲得

6240 奈良県 コリアンダイニングネオソウル テイクアウトと弁当への販売戦略

6241 奈良県 木村石材 『スマート供養』コロナ禍の自粛生活における身近な供養

6242 奈良県 株式会社Ｖｅｇｅ・Ｐｉａｔｔｏ 1150001004430 店内改装と自販機設置による集客力と認知度向上での売上強化事業

6243 奈良県 ｎｉｔｏｔｏ 地元野菜を使った持ち帰りサンドイッチの商品開発と導入

6244 奈良県 銀河食堂 「わざわざ来てくれんでもこっちから行きまんねや銀河食堂」事業

6245 奈良県 中村農園 非対面転換へのECサイト新設とブランディングによる販売強化

6246 奈良県 ならまち　招福庵 外販商品のパッケージデザイン変更及びＰＲ事業（販路拡大含む）

6247 奈良県 トゥトゥトゥレコード WEBを駆使したレコード用エコバッグの宣伝

6248 奈良県 ｓａｌｏｎｂｆ 非接触セルフ介護脱毛によるウィズコロナ型店舗の運営

6249 奈良県 小谷商店 WEB ツールの導入による販売促進・販路拡大・非対面化計画

6250 奈良県 株式会社庵フーズ 3150001016457 対人接触機会減少と従業員負担低減店舗づくり
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6251 奈良県 株式会社島田商事 7150001008871 非接触での販路と効率を強化するためのマイクロスタジオ導入

6252 奈良県 中嶌草履工業所 草履の匠による挑戦！非対面型営業による寺院専用サービスの構築

6253 奈良県 シャーングルン 『本場タイ料理』移動販売事業

6254 奈良県 個別指導　ＯＮＬＹ　ＯＮＥ 【個別指導ONLY ONE】双方型オンライン授業の積極的販路

6255 奈良県 有限会社タクミ 3150002007587 エステスペースの個室化による対人接触機会の最小化

6256 奈良県 洋菓子工房ユービー 自動釣銭機の導入に伴うセルフレジ化

6257 奈良県 炭火イタリアンワインバル元町ニュース オリジナルソースの開発とオンライン販売による販路開拓事業

6258 奈良県 生パスタ専門店レアーレ 「食で健康サポート」による集客増及び麵販売開始

6259 奈良県 倉本工芸 デザインのプロによるワンオペ体制での完全非接触工程の確立

6260 奈良県 旬のお料理桜 ウィズコロナとライフスタイルの変化に対応した日本料理店の改装

6261 奈良県 株式会社ナチュラレッツァ 5150001017239 デリバリーでの販路拡大と対人接触機会減少に向けた人員配置

6262 奈良県 ＳＣＯＰＯ株式会社 9150001018373 非接触型　経営者オンライン教育事業

6263 奈良県 更谷萬業株式会社 9150001015668 感染拡大に配慮したスタッドレスタイヤ販売・交換サービスの実施

6264 奈良県 ゆめの飴 巣ごもり需要を取り込む！オンライン料理教室開始による販路開拓

6265 奈良県 ビジネス旅館やまべ OTA予約サイトからの脱却！自社ウェブサイトからの販路拡大

6266 奈良県 もみの木鍼灸整骨院 LINE自動配信で当院宣伝＆当院サービスの動画コンテンツ販売

6267 奈良県 合資会社大阪屋 1150003000007 観光土産品販売のオンライン販売事業の開始

6268 奈良県 岡田啓秀　税理士事務所 完全オンライン対応の認定支援機関による財務支援サービス

6269 奈良県 あゆちフォト 感染リスク低減！おうちへ出張フォトスタジオサービスの開始

6270 奈良県 株式会社ＯＲＩＪＩＮ 4150001012117 ウィズコロナスタイル構築と業務効率化

6271 奈良県 ゲストハウス大淀 初心でも安心！充実設備のBBQ＆キャンププランで新規顧客獲得

6272 奈良県 ２０７ＰＬＡＹＥＲＳ 整備ライン構築による対人接触を軽減したクイック整備事業

6273 奈良県 ＧＩＶＥＮＥＳＳ＆Ｃｏ．株式会社 9150001021229 デジタル化促進及びオンライン療育の開発と PR 事業

6274 奈良県 合同会社Ａｗｅｓｏｍｅ 7150003002360 新規顧客獲得戦略と業務無人化で接触を減らした感染対策

6275 奈良県 ビューティーパレット 【ラジャンへナ】のオンライン通販事業

6276 奈良県 株式会社Ｃｈｅｒｉ 9150001019264 客席を半個室に。安心と居心地の良さと追求した店内環境づくり

6277 奈良県 郡山兼辰青果市場株式会社 1150001005800 ライブ配信サービスつき音楽発表会とキャッシュレス決済の導入

6278 奈良県 株式会社リライト 8010001177077 理学療法士が送る介護士向けのリハビリ動画配信事業

6279 奈良県 古白・七福食堂 ポストコロナに対応した設備投資とEC構築・改修で新規顧客

6280 奈良県 菓子工房秦製菓株式会社 4150001019590 作業場増設で三密回避と売上回復事業

6281 奈良県 癒しレディースカイロｋｅｉ カイロプラクティックによるトータルサポートで新規顧客増加計画

6282 奈良県 株式会社シキヤオート 9150001020437 エアコンステーション導入による従業員同士の密解消

6283 奈良県 大和ホーム株式会社 2150001022522 ＷＥＢ内覧会・ＷＥＢ見積もりによる非対面新規顧客開拓事業

6284 奈良県 井上ふとん店 非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへの転換

6285 奈良県 ＭＩＮＯＲＩ・ＣＯＭＰＡＮＹ 福祉支援商品のオンライン販売化による販路拡大とPR強化

6286 奈良県 裕伸工業 非対面による広範囲な採用活動と営業活動の活発化

6287 奈良県 株式会社Ａｃｅ－Ｇｒｏｕｐ 5150001023419 LPとリスティング広告を活用した非接触での販路開拓事業

6288 奈良県 企業カウンセリング「サポート」 働きやすい社会を作る、オンラインを活用したカウンセリング事業

6289 奈良県 ヘアーメイクコラソン 対人接触機会を減少させる個室アイラッシュ事業

6290 奈良県 ＨＡＩＲＺ　ＳＨＩＮ 非接触で安心接客・WEBで安全販売！

6291 奈良県 株式会社杉山電工 9150001019792 3Dパース作成ツールの導入で非対面化且つ提案力強化へ

6292 奈良県 川原電気サービス 「接触機会の減少」と「高所作業の安心」を資する機材導入

6293 奈良県 ＺＯＯＥ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ ECサイトを設立し、ハンドメイド作家と共に売上拡大と販路開拓

6294 奈良県 ＣｒｅａｔｉｖｅＴＲＹ ドローン を 活用 した 映像制作 と イベント の 映像配

6295 奈良県 ビルバンテ 2階全面個室でコロナ禍でも安心して来店できるイタリアン

6296 奈良県 八百勝 WEBを活用した一般消費者・業者向け小売・卸売非対面化計画

6297 奈良県 尾上製麺所 非対面型での「そうめん需要の開拓」に向けたホームページ構築

6298 奈良県 Ｆ・Ｋマネジメント 感染防止対策におけるWebフォームツール等の構築PR事業

6299 奈良県 特定非営利活動法人アクト 2150005008724 個別レッスンによる新規顧客の獲得とコロナ対策

6300 奈良県 株式会社オーブ 7150001019902 非対面のオンラインスクール「姿勢改善Lab」宣伝と販路拡大
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6301 奈良県 カフェ　きまぐれ 自社サイト・公式ラインからのテイクアウトメニュー販売促進計画

6302 奈良県 トップワークデンタルラボラトリー 低感染リスク型ビジネスのためのテラスの設置

6303 奈良県 株式会社金井畜産 6150001022667 接触機会を減らし、業務効率化するためのセルフレジ導入

6304 奈良県 株式会社トルク・レンタ＆リース 5150001018633 日本でここだけ！モアナ・ブライダルカーサービスPR事業

6305 奈良県 学園前アート株式会社 9150001000521 FRONTウッドデッキ増設＆TOGO強化計画。

6306 奈良県 オクトー税理士事務所 対面営業からHP活用でのオンライン営業への転換・強化事業

6307 奈良県 ＨｉＬａｓｈ 長持ち&スピーディの新メニューと感染対策でお客様安心サロンに

6308 奈良県 合同会社モグワイ 7150003001437 映像コンテンツとの相乗効果をねらった音楽オンラインレッスン

6309 奈良県 総合サービス友福 WEB サイトを活用した非対面の推進・案件獲得と販路拡大計画

6310 奈良県 株式会社小泉機械重量 2150001006483 荷物預かりサービスのオンライン決済導入で売上を増加！

6311 奈良県 楠川昌平 オンラインレッスンの導入とオンラインサロン動画の充実と拡散

6312 奈良県 株式会社ヨネカワ 5150001011927 「太陽光発電所O&M推進」による販路拡大事業

6313 奈良県 株式会社飛鳥 8150001009670 感染拡大防止対策による非対面での自社宣伝補助事業

6314 奈良県 シアージュトーン オンラインでのアロマサービス

6315 奈良県 株式会社三六〇 5150001021348 ライブ配信事業でウィズコロナ時代の大切な思い出作りサポート

6316 奈良県 株式会社ＴＳＵＭＵＧＩ 1150001024643 動画を活用した非対面でのサービス紹介による販路拡大事業

6317 奈良県 スマイル食堂。 弁当の宅配エリア拡大と生産性向上の為の空調設備改善

6318 奈良県 ヘッドスペース オンラインカウンセリングの新規立ち上げとPR事業

6319 奈良県 スタヂオ百年 非対面・非接触型DTM教室の構築（オンラインではない）

6320 奈良県 ＯＴＯＮＯＫＩ音楽教室 子ども達の笑顔を取り戻す！ＳＤを確保した明るい教室づくり

6321 奈良県 まほろのディアブルーイング株式会社 6150001019845 贈答品用の開発とネット販売による新規顧客の開拓

6322 奈良県 徳光建機株式会社 5150001022767 事務所リニューアルによる対人接触機会の減少計画

6323 奈良県 かねはな堂 テイクアウトを利用した感染防止対策と新たな販売方法の構築

6324 奈良県 ＴＨＣ商店株式会社 6150001024721 予約問い合わせフォームを導入し軽油配達サービスICT化の実現

6325 奈良県 株式会社ダントツスタイル 9150001012013 既存サービスとオンライン施術に伴う販売促進活動

6326 奈良県 株式会社シマダ 2150001017761 ECサイトを構築して、販路拡大

6327 奈良県 辨天整骨院 ホームページとＥＣサイトを構築。ネット販売で売上向上する事業

6328 奈良県 きと庵 テイクアウトによる販路拡大と感染防止対策強化

6329 奈良県 ＳＵＩ　ＩＮＴＥＲＩＯＲ からだに優しいお素材で長く生活に寄り添うインテリアショップ

6330 奈良県 南　大嗣 オンラインイベント企画

6331 和歌山県 ひだまり鍼灸院 セミナー部門と物販部門のオンライン化に伴う各種事業

6332 和歌山県 ピザハウスミュウ 真空・冷凍設備導入にて非接触での新たな販売体制を構築

6333 和歌山県 御殿 ネット販売着手による新たな顧客獲得・売上増加計画

6334 和歌山県 山野愛子どろんこ美容和歌山店 対人接触機会減少を実現するエステサロン運営事業

6335 和歌山県 株式会社白木工務店 3170001001556 宅内の気密性能及び換気環境の改善・向上と現場立会の省略促進

6336 和歌山県 マウントウエスト株式会社 9170001006459 徹底した感染症対策で、１年目に130名会員数を伸ばす。

6337 和歌山県 パティスリークスギン 急速冷凍技術の導入によるオンラインショップ強化

6338 和歌山県 有限会社畑自動車 6170002010842 出張型点検・診断サービスによる積極的販路拡大

6339 和歌山県 彩雨書道教室 Withコロナ過に適した教育環境作りによる売上増加計画

6340 和歌山県 有限会社谷脇商店 4170002006751 ＳＤＧｓ経営を意識した新商品開発とＥＣサイト新設による販促

6341 和歌山県 津森行政社労士事務所 非接触型デジタルコミュニケーション社労士事業で働き方改革推進

6342 和歌山県 田倉漆芸株式会社 8170001005742 新たなニーズに合わせた新商品開発にあたっての作業場改装工事

6343 和歌山県 和ネクト 地域農産物の宅配お届けサービス

6344 和歌山県 名越電技住専店 自社サイトとLINEを活用した業務のオンライン化事業

6345 和歌山県 ホームビルド工房 対人接触機会を減らし仕事量を増やすためのオンラインツール導入

6346 和歌山県 株式会社加藤工業 8170001012813 自社ホームページの制作とオンライン商談機能の実装

6347 和歌山県 森本パイル織物株式会社 6170001011098 地元特産果物のドライフルーツ化事業

6348 和歌山県 みかんのみっちゃん農園 みかんのオンライン販売強化事業

6349 和歌山県 水辺焼肉ミートミート 着物の「端切れ」を活用した新規事業でSDGsへ貢献します

6350 和歌山県 ＴＯＫＯＹＡｎｏ糸田 自動洗髪機導入で身も心も癒すリトリート計画
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6351 和歌山県 株式会社Ｃ・ＢＡＳＥ 6170001016477 自宅でできる、専門インストラクターによるオンラインヨガ事業

6352 和歌山県 株式会社惣菜ネゴロ 7170001008457 「目利き」と「調理」のプロによる生鮮食材、惣菜をＰＲする事業

6353 和歌山県 Ａｓｔｅｒ　Ｗｏｒｋ WEB システム導入による非接触型営業への転換事業

6354 和歌山県 株式会社大覚総本舗 6170001010884 生産性向上・従業員同士の接触機会減少を狙ったポンプ装置の導入

6355 和歌山県 レーヴ コロナ禍でも安心・安全のセルフ脱毛事業

6356 和歌山県 株式会社ユー・シート 6170001003459 抗菌シートの効果及び、美しく貼付できる施工事例をＰＲする事業

6357 和歌山県 下向工業 オンラインツール活用による非対面型事業と経営課題の解決

6358 和歌山県 マルヤマ食品株式会社 4170001009268 SNS広告を活用した各イベント企画と梅干し定期販売事業

6359 和歌山県 井上　友美 いのっちメソッドを全国に広めたい

6360 和歌山県 株式会社あめ家不動産 7170001014364 非対人接触型での販路拡大のためのWEBサイト構築

6361 和歌山県 オクムラ理容 対人接触機会減少を実現する出張理容サービスの実施

6362 和歌山県 株式会社ホワイトスペース 4170001008906 非対面非接触販売と平日営業再開に向けた商品開発

6363 和歌山県 イロドリ ポストコロナに向けた、オンラインショップ・講座の開始

6364 和歌山県 亀岡食品販売株式会社 1170001000683 ネット販売システムを構築し、消費者に非対面で直接販売する事業

6365 和歌山県 株式会社松本愛栄社 2170001011077 オンライン葬儀に対応したインターネット通販サイト構築

6366 和歌山県 ＦＬＯＷＭＩＮＥ 感染症予防に特化した完全個室パーソナルジムのPR

6367 和歌山県 有限会社露弥水産 2170002006761 非対面を妨げるボトルネック解消による新規顧客開拓事業

6368 和歌山県 美細胞活性サロンロジェ スピリチュアルエステを用いた非対面型のオンライン講座構築事業

6369 和歌山県 Ｃｈｒｏｎｏ　Ｋｎｉｇｈｔｓ 商品の魅力を引き出す撮影をする非対面型キッキンスタジオの開設

6370 和歌山県 合同会社ラクンカ 6170003001502 ipe wakayama ECサイトの開設及び運営

6371 和歌山県 株式会社三貴 9170001015179 開運夢工房 オンライン鑑定とオンラインスクールの導入

6372 和歌山県 株式会社ＪＫクリエイティブ 6170001012699 非対面による販促を充実させる企業ＰＲ動画作成事業

6373 和歌山県 テラスワン株式会社 3120101063550 自社就労支援センター運営のECサイト設立

6374 和歌山県 合同会社白本左官店 5170003000372 建材卸業特化型ECサイトの構築及びHP改修

6375 和歌山県 ＡＬＯＨＡｓｈｉｒａｈａｍａ ハワイアン食堂からハワイアン弁当へ！新規テイクアウト事業

6376 和歌山県 ＳａｎＢｏｎＬｉｎｅ株式会社 6170001016114 Webダイレクトメールによるビジネスプラットフォームへの集客

6377 和歌山県 有限会社岩井器械店 3170002000400 ポストコロナに向けた自社ブランドのオーラルケア商品の開発

6378 和歌山県 株式会社ＲＩＫＳＥＥＤ 9120001208893 オート化による対面接触時間の削減と時間単位内の生産性向上事業

6379 和歌山県 リン　ショップ 悩める女性に向けてフェムテック商品をネットショップで販売

6380 和歌山県 書の天歌 気持ちを込めて、御中元や年賀状に。オンラインで解決、書の天下

6381 和歌山県 株式会社つなぐ 4170001016776 和歌山特産品のネット販売による売上獲得及び事業拡大の実現

6382 和歌山県 株式会社セイコーグループ 8170001008332 農産物のパウダー化商品のインターネット通販システム構築

6383 和歌山県 古座川みのり農園 昇降機導入で対人接触機会の減少と生産性の向上

6384 和歌山県 ラ・リュエル ウェアTシャツweb販売、オンライングループヨガレッスン

6385 和歌山県 ＧＯＯＤＷＯＲＬＤ和歌山株式会社 3170001016315 非対面接客と出張サービス広報のためのWEB構築事業

6386 和歌山県 株式会社アート・シンクタンク＆月下の一群 2170001016836 ホームページによる絵画のオンライン販売

6387 和歌山県 温泉民宿　望海 セルフチェックインアウトシステム等の導入による非接触型経営

6388 和歌山県 岩谷拓也 オンラインでキャンプグッズを販売するための仕組み作り

6389 鳥取県 Ｄｅｌｉ－Ａｒｔ合同会社 1270003001208 ハンガリー伝統菓子の通信販売等による低感染と売上拡大の取組み

6390 鳥取県 森のガレージキノビ ウィズコロナに対応したオンライン＆屋外（天空）レッスンの導入

6391 鳥取県 株式会社Ｂａｍｂｏｏ　ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 6120001207980 酵素美浴で美と健康を全国の家庭に届ける、販路拡大事業

6392 鳥取県 株式会社四季 5270001008201 非接触型自動精算機レジ導入によるDX化で生産性向上

6393 鳥取県 森の隠れ家　ｂｅｎｔｏ　ｐｉｃｃｏｌｏ 冷凍弁当、冷凍資材を法人や個人宅へ配達事業

6394 鳥取県 株式会社オールラウンド 1270001005961 鳥取初・非接触で安心「自分好みにアレンジサワー」とPR事業

6395 鳥取県 ロングトオン 感染リスク回避に向けた店内スペースの拡大及び対面機会の低減

6396 鳥取県 がんこラーメン華漸 オリジナルアプリ導入により感染リスク軽減と集客アップ

6397 鳥取県 ヘアーサロン尾坂 お客様同士の接触を解消！　専用車両の中で安心安全な散髪事業

6398 鳥取県 原商店 非接触による校庭整備需要獲得のためのビジュアルマーケティング

6399 鳥取県 合同会社もりのひと 7270003000798 動画による訴求力ある情報発信とECサイトによる非対面販路開拓

6400 鳥取県 エスネイル セルフエステによる顧客獲得・売上増加
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6401 鳥取県 居酒屋さくら 新商品開発と持ち帰りサービスの導入による新規顧客の獲得

6402 鳥取県 有限会社ライフライズ 4270002001395 EC販売による全国向けメダカの販売事業

6403 鳥取県 鶏吉 屋台風・旨いラーメン！安心・安全！楽しいひと時！店舗開発事業

6404 鳥取県 Ｒｅｐｏｍｅ（ルポム） 非接触、蜜回避の為の対策及びオンラインレッスン開催準備と宣伝

6405 鳥取県 株式会社リハビリネクスト 8270001007794 店舗展開及び個人向けストレッチ動画配信サービス事業

6406 鳥取県 株式会社ＨＩＲＡＧＩ 1270001008163 SNSを介した処方箋受け取り予約による売上・利益の向上

6407 鳥取県 アロマリラクゼーションサロンコンジェ 動画編集ビジネス用ウェブサイト制作

6408 鳥取県 有限会社ベッライタリア 2270002005836 SNS連動した自社ショッピングサイトの制作

6409 鳥取県 お墓の相談所 WEBと営業ツールを活用したハイブリッド営業による顧客獲得

6410 鳥取県 ツワブキ株式会社 8270001008264 『Chiaus社製リハビリパンツ・ネット販売』の為のPR事業

6411 鳥取県 福砂 テイクアウト事業への進出

6412 島根県 有限会社ヤマサキ企画 3280002004935 感染リスクの低い葬儀及びオンライン葬儀サービスの実施事業

6413 島根県 天空 真空パック冷凍ラーメン・つけ麺の開発・製造・販売と販路開拓

6414 島根県 エンジョイ 店舗移転による「密空間」解消とオンラインサービスの構築

6415 島根県 酒房若竹 接触回数の削減と効率化による少人数でも事業継続可能な店づくり

6416 島根県 料理以久満 猪鍋（ししなべ）の発送販売事業拡大に向けた食肉処理場設置

6417 島根県 株式会社四季荘 5280001007417 密接密集対策のための施設整備による新規サウナ利用客獲得事業

6418 島根県 ＴＯＺＡＩ株式会社 3120001197201 パンの無人販売・ネット販売等による新たな販路開拓

6419 島根県 株式会社ＳＯＬ　ＪＡＰＡＮ 5280002001419 設備導入による接触機会低減と販路拡大へ向けた新生産プロセス

6420 島根県 ガラス工房Ｉｚｕｍｏ デジタルサイネージ端末を利用した接触機会逓減と訴求力向上事業

6421 島根県 足立ぶどう園 ぶどう狩りオンライン事前決済を活用して販売強化を実現

6422 島根県 紬麦 中山間地域からまちへ…来店困難な人へパンの自動販売機設置

6423 島根県 七屋 オンラインを使ったアクセサリー制作体験講座の試作・考案

6424 島根県 花音 感染症予防策強化とオンラインでお客様との縁を繋ぎとめる

6425 島根県 Ｂ．ｌｏｌｉｐｏｐｓ合同会社 6280003001136 低感染リスク体制の構築によるまつ毛美容サービス拡大

6426 島根県 株式会社御船組 5280001003325 非対面での集客・情報発信・情報共有による新規顧客獲得事業

6427 島根県 オフィスヤマネ フラ愛好家向けECサイト構築と販売

6428 島根県 ファーム浮布株式会社 6280001004041 ネットショップの改修とレシピ動画の活用による販路拡大

6429 島根県 知夫里水産株式会社 9280001008262 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

6430 島根県 株式会社川端 9280001006902 かわばたデリバリー・コース料理も膳付きデリバリー

6431 島根県 整体院～かいとう～ 対人接触が減ってもオンライン施術でお客様の笑顔を取り戻す！

6432 島根県 ネロリヘアーズホーム 接触感染リスク低減の為のキャッシュレス決済端末導入事業

6433 島根県 有限会社三興 8280002005524 ドローン導入による建築・土木点検調査

6434 島根県 株式会社きずな 3280001008210 雇用拡大と販路開拓のためのEC事業スタート

6435 島根県 有限会社イイダ 1280002008095 ＱＲ注文システムの導入

6436 岡山県 東児の花窯 オリジナル備前焼商品のネット販売と屋外陶芸教室の開始

6437 岡山県 株式会社ＩＣＨＩ 7260001031326 真空包装機の導入よる持ち帰りサービスで接触機会を低減

6438 岡山県 らぁ麺はんにゃ 店内での顧客同士の感染を防止しテイクアウト事業を加速させる

6439 岡山県 有限会社マリア 5260002021253 環境配慮型キッチンカーで感染対策を徹底した本格イタリアンを！

6440 岡山県 ドレッシング工房ＣｏｏｋＨｏｍｅ ドレッシングの自動販売機による非対面での販売促進と販路拡大

6441 岡山県 株式会社Ｌ．Ｉ．Ｂ 1260001000906 すくい縫いミシン導入による製造方法の転換：人力から機械へ

6442 岡山県 有限会社城山企画 9260002018931 幻の千屋牛の握りずしで観光客大満足！テイクアウト窓口設置事業

6443 岡山県 チャチャ オンラインを利用した新サービスの導入とECサイトでの販路拡大

6444 岡山県 土居酒舗 令和の安心・安全な非接触型角打ちで売上UP

6445 岡山県 株式会社のんのん 1260001014410 手作り冷凍お好み焼きのネット販売を開始し、新規顧客獲得を図る

6446 岡山県 株式会社襟立製帽所 1260001025135 新製品の室内着用品をネットで販売するためのECサイト構築

6447 岡山県 アルティジャーノ お客様に安心安全なヘアーサロンでのサービスを提供します。

6448 岡山県 台湾ドリンク専門店好日 コロナに負けない販売チャンネルの開拓

6449 岡山県 Ｋ－ＤＥＳＩＧＮＷＯＲＫＳ．． 非対面でも他社に勝る提案力強化と販路拡大のための売上向上計画

6450 岡山県 株式会社靖幸 6260001028521 冷凍自販機設置と冷凍餃子の全国販売による売上拡大
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6451 岡山県 美容室ヘアーストーリー 親子2代で取り組む美容室の感染対策強化

6452 岡山県 おしゃれのいとう ウェブサイト構築による商圏拡大とCX向上による売上拡大

6453 岡山県 株式会社Ｏｍｅｌｅｔｅ　Ｒｉｃｅ 8260001021929 テイクアウト商品の開発と周知活動による売上向上

6454 岡山県 アルピニ キッチンカー事業開始による感染リスク低下及び売上高増加

6455 岡山県 パティスリー　コモル オリジナル商品でネット販売事業に進出し経営の安定化を図る

6456 岡山県 鉄板食堂りべるたぁぱんだ テイクアウトと店頭外での販売に特化した非接触による販売の展開

6457 岡山県 オトノハ オンラインでの幼児教育事業

6458 岡山県 きれいなからだ 安心して美と健康を！「セルフ施術サービス」の提供

6459 岡山県 ケーキ工房ポム 保冷ロッカー活用による非対面販構築事業構築事業

6460 岡山県 株式会社ＬＵＣＫ 3260001031288 販売促進のため対人接触を大幅に削減するセルフ脱毛サービス

6461 岡山県 韓和厨房　櫻や テーブルオーダーシステムによるコロナ対策と業務効率化の実施

6462 岡山県 有限会社東心 9260002013940 国産大豆と手作りにこだわった豆腐の移動販売による販路開拓

6463 岡山県 ケイエムティサービス BtoC強化と感染症対策の両立でコロナ後に備えた経営体制構築

6464 岡山県 旭英フォルム株式会社 7260001013043 キャンプ用品のEC販売によるBtoC新規販路開拓

6465 岡山県 株式会社多胡本家酒造場 6260003000981 高付加価値日本酒の定期便で製造工程の省力化と家呑みの需要喚起

6466 岡山県 ＣｕｒｒｙＮａＮａ倉敷店 カレールゥの真空パックの販売

6467 岡山県 有限会社中山精肉店 9260002027123 急速冷凍機導入によるネット販売等強化事業

6468 岡山県 Ｒｉｃｏｎｕｔｓ　Ｂｅｌｌｙｄａｎｃｅ　Ｓｃｈｏｏｌ コロナ渦でも女性の心身を綺麗に！お家でオンラインベリーダンス

6469 岡山県 Ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　ｓｈｅｅｔｓ コロナ禍の経営克服に向けて鳥料理提供と個室化による集客向上

6470 岡山県 株式会社トーカイ阿新 1260001023964 出張サービスによる非対面メンテナンス修理体制の構築

6471 岡山県 六花園 テイクアウト拡充のため新商品ソフトクリームの販売

6472 岡山県 西谷製袋株式会社 8260001024056 自社ショップサイトでの非対面による商圏拡大・売上拡大

6473 岡山県 神根産業株式会社 8260001021276 作業工程の見直により安定した生産と安定供給への取り組み

6474 岡山県 ナチュラスタイル ユニセックス・環境に優しい素材の死装束のEC販売での売上拡大

6475 岡山県 有限会社椎本商店 7260002024551 荷物を運ぶ！お客様の思いも運ぶ！貨物軽自動車運送事業の展開

6476 岡山県 木の雫 OEMの受注とオンラインでの技術指導

6477 岡山県 創作きもの明和美 オリジナル商品のPRと非接触販売の為のWEBサイト制作事業

6478 岡山県 合同会社Ｅｄｇｅｃａｐｅ 6260003003051 高身長細身男性の為のデニムパンツ制作とオンライン販売PR事業

6479 岡山県 有限会社まつや食品 6260002029452 ECサイトを活用した真空パック商品の販売

6480 岡山県 株式会社にこ 7260001032613 非対面型営業ツールの導入による営業力の強化

6481 岡山県 株式会社エタニティー 3260001011942 自家焙煎スペシャルティコーヒーを自宅で楽しむ非接触環境の提案

6482 岡山県 株式会社ハンド・イン・ハンド 8260001032851 フォトプラン事業における非対面での集客事業

6483 岡山県 主婦のミカタ！ゆかりのおうちレストラン 全国初「薬膳ミールキット」サービスへの事業転換と販路拡大

6484 岡山県 ＨＵＮＴ キッチンカーによる移動販売事業の進出と販路拡大

6485 岡山県 株式会社ｉＢｌｏｏｍ 5260001010158 デザインのプロがサポートするオンライン印刷入稿システム

6486 岡山県 株式会社ＴｈｒｅｅＡｒｒｏｗｓ 3260001029456 非接触・非対面でのサービス提供のためのテイクアウト販売

6487 岡山県 ゼコー株式会社 5260001013747 ウェブサイト活用によるコロナ下での非対面での事業活動継続

6488 岡山県 家庭食堂ＲＯＯＦ 小規模飲食と宅配需要の獲得で売上アップ

6489 岡山県 矢掛本陣目高 ネット上でめだかを販売し売り上げを回復させる為のECサイト制

6490 岡山県 根本工業株式会社 6260001014397 Webコミュニケーションツール導入による営業効率化と雇用強化

6491 岡山県 シェリエ HPリニューアル及びオンラインカウンセリング・EC販売の導入

6492 岡山県 磯山ＦＰ事務所 コロナ過でのお金に関するリスク対策と資産運用FPサービス構築

6493 岡山県 株式会社グラムス 7260001030245 非対面営業を実現するホームページと動画コンテンツの制作

6494 岡山県 株式会社ブランジュ 8260001029641 オンライン美容相談とEC等による新規顧客獲得事業

6495 岡山県 カフェスイーツいちぢく 「ガーデンテラス」の設置による感染対策と収益性向上事業

6496 岡山県 けいこ保健師事務所 保健・助産等のお悩み相談オンラインモールの窓口整備と販拡

6497 岡山県 株式会社とよも 1260001028220 格安のオリジナルサウンドロゴ制作サービス開始に伴うＰＲ事業

6498 岡山県 キャンピングイクイップメントストア 対人接触機会を低減させた出張BBQの宣伝強化に向けた取り組み

6499 岡山県 株式会社ＡＣＴＩＶＥ 4260002009068 非対面相談システムの構築と一括見積サイトの構築

6500 岡山県 株式会社進材木店 9260001022901 銘木の販売拡大に向けたECサイトの開設
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6501 岡山県 有限会社藤原印刷 5260002008795 非接触営業体制の確立による広告企画・デザインの受注拡大

6502 岡山県 オートサービスベルズスポーツ 故障診断機導入とECサイト構築によるコロナ禍での売上拡大

6503 岡山県 丸米醤油醸造合同会社 6260003003035 非対面型接客のための醤油自販販売機の設置とPR事業

6504 岡山県 有限会社グローブデザイン 6260002011534 プロフェッショナル機材による非対面の動画配信で営業機会の拡大

6505 岡山県 リペアステージ Webサイトによる新塗料の卸売り事業と塗装加工サービス

6506 岡山県 友成工業株式会社 5260001027887 ドライアイスブラスト導入による対人接触機会の減少

6507 岡山県 ジムフィールド岡山スタジオ 既存スペースを利用した低感染症リスクの新たな体のケアサービス

6508 岡山県 有限会社タルイストアー 4260002028794 新サービス「お弁当宅配」メニュー拡大設備導入と情報発信の強化

6509 岡山県 なんば農園 ネット広告を活用した新規集客とリピート販売による持続的成長

6510 岡山県 株式会社ＵＭＡＮＯ 3260001026486 リラクゼーション店で販売するデニム小物雑貨の自社縫製設備等導

6511 岡山県 有限会社ノア 2260002025298 美容室が使用するシャンプーのネット販売強化で売上回復を実現！

6512 岡山県 ＡＴＲインターナショナル株式会社 9260001009452 美と健康に貢献する高純度アフリカスクワランオイルのネット販売

6513 岡山県 ビューティーバランス オンライントレーニングの開始と広報強化による売上拡大事業

6514 岡山県 株式会社かんでん 8260001035978 新たな売上の柱として、防犯カメラの販売・設置への参入事業

6515 岡山県 佐藤食堂 テイクアウト実施等のサービスを充実し3密回避で売上向上へ

6516 岡山県 ＲｅＢｏｄｙ 機械によるリラクゼーションスペースと個室ジムの開設

6517 岡山県 株式会社ＣＲＥＷ 8260001034294 空撮＆運搬ドローン導入による業務効率アップと新サービスの提供

6518 岡山県 ＳＥＫＡＩＪＵ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 7260001027753 バーチャル展示場の認知度向上に向けたプロモーション

6519 岡山県 株式会社トーマカンパニー 5260001031344 高単価定額制オンライン音楽レッスンの開講とＰＲ事業

6520 岡山県 シンリレーション オンラインレッスンのための防音リフォームと新規受講生の獲得

6521 岡山県 あわい 珈琲豆の販売用パッケージ制作及びPRによる販路開拓事業

6522 岡山県 小林建設 『事業価値向上とオンラインによる新規顧客開拓』

6523 岡山県 井原エネルギー株式会社 7260001018513 ＬＰガス集中監視システム導入による非対面型ビジネス

6524 岡山県 ｈａｉｒ　ｈａｐｐｉｎｅｓｓ　ｈｅＡｒｔ 全席半個室化による「感染リスク軽減」と「サービスの拡充」

6525 岡山県 株式会社清水工業 1260001025936 説明会から契約までを非対面対応SNSを活用し若い力を採用

6526 岡山県 山脇フーズ有限会社 7260002024089 個室居酒屋へ一部改装することで売上維持を目指す

6527 岡山県 かなみつ SNSを活用した接触低減買取と青空市での接触低減販売事業

6528 岡山県 株式会社アドバンスＡ 6260001029684 商談ルームの個室化によるWithコロナの営業体制

6529 岡山県 ａｔｅｌｉｅｒ青音－ＡＮＯＮ－ 飲食＆物販を組み合わせた移動式雑貨カフェ事業

6530 岡山県 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓａｌｏｎ　Ｒｅｂｏｎ セルフサービスによる安全で高品質な「痩身サービス」の提供

6531 岡山県 クラック 店舗移転スペース拡大で感染対策強化とテイクアウト専門売場新設

6532 岡山県 株式会社豊徳ウェルスマネジメント 6260001034156 総合金融アドバイス業務をオンライン化する

6533 岡山県 三木興産株式会社 8260001006384 若い世代を取り込み新規顧客獲得　EC物品販売事業の参入

6534 岡山県 カフェ　ワフト 県内初！ワッフルバー自販機での真備地域復興を通じた地域活性化

6535 岡山県 有限会社カムコ 9260002011390 完全非接触での店頭無人販売を実施し販売力を強化する

6536 岡山県 оｃｅａｎ 地域の産業を活用した環境配慮型移動販売事業の

6537 岡山県 松原徹音楽事務所 オンライン教室開始による販路拡大事業

6538 岡山県 株式会社ライゼスト 5260001028555 手軽でおいしいテイクアウト専門唐揚げ事業で販路拡大

6539 岡山県 ダブルエーオート 修理・点検売上拡大のためのオンライン対応可能な販売促進

6540 岡山県 田中養蜂場 採蜜量の向上のための養蜂トータルサポートサービス展開

6541 岡山県 アルバンモー　ヴィーガン＆オーガニックフード 低糖質焼き菓子の商品化とネット通販による売上拡大

6542 岡山県 株式会社ＬＯＯＰ　ＦＡＲＭ 1260001035670 手軽に使え、日常使いできる「レンコン」提供の全国展開

6543 岡山県 いいもの見つけたショップ 起業初心者に向けた画像作成サポートのオンライン化で新規開拓

6544 岡山県 有限会社松浦製作所 5260002014587 オンライン商談の実施とECサイトでの自社製品の販売強化

6545 岡山県 株式会社Ｌｉａ 4260001035429 オンライン相談開始と広報強化による販路拡大事業

6546 岡山県 入屋 SNS映えする鮮やかな色の和食器「ビゼンブルー」のネット販売

6547 岡山県 ｐａｔｔｅｒｎｓｔｏｒａｇｅ株式会社 1260001034037 サービス説明動画とホームページリニューアルで販売促進を図る

6548 岡山県 倉敷酒商いときち ウィズコロナに即した体制整備とネットショップ開設での販売強化

6549 岡山県 株式会社トマリ 4260001033853 相談・商談・面談まで現場面談いりません。

6550 岡山県 株式会社ＬｕＬｕ　ｃｉｅ　Ｌａ． 6260001031509 コロナ対策強化【完全個室型美容室】で新規顧客開拓
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6551 岡山県 Ｐｅａｒｃｈ ママのためのオンラインサロン&講座の構築とPR事業

6552 岡山県 手もみ屋本舗妹尾店 完全個室で感染対策と効率化を図り新規脱毛事業で売上を拡大

6553 岡山県 もんたわ鍼灸整骨院 移動型ペットマッサージサービスへの進出

6554 岡山県 株式会社アクティブ哲西 1260001019302 三世代を囲い込み！地域に唯一の駄菓子屋併設道の駅への改修

6555 岡山県 株式会社日向総業 1260001034292 オンライン見積・相談開始に伴う販促事業

6556 岡山県 ｆｅｅｌ　ｆｒｅｅ　ｎａｉｌ 完全予約制個室空間でのネイルサロン運営及びPR事業

6557 岡山県 小河原塗装株式会社 2260001017560 デキスパートの導入による非接触・生産性向上事業

6558 岡山県 株式会社年貢 3260001033672 リアルな農業体験からバーチャルな農業体験へ

6559 岡山県 株式会社Ｔ＆Ｃ 4260001032772 オンライン時代に対応できる「AI分析システム」の開発事業

6560 岡山県 株式会社アップライブリー 1260001027635 餃子・唐揚げ・弁当のテイクアウト飲食事業の開始による売上拡大

6561 岡山県 ＣＯＣＯＳＩＡ アプリケーション開発による販路拡大事業

6562 岡山県 ｎｅｗ 店舗以外でお客さん対応・新規顧客開拓のためのキッチンカー！

6563 岡山県 ｕｔａ　Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ． 美容設備の導入による施術時間の短縮と集客に向けた宣伝広告

6564 岡山県 有限会社一晃 8260002024311 アリババを活用した非対面下での販路拡大・事業間シナジーの創出

6565 岡山県 さくらクラブ結婚相談所 コロナ禍で気づく家族の大切さ、最適なパートナーを見つけよう！

6566 岡山県 株式会社木村石油 4260001013005 ガス検針票発行業務のWEB化、非接触型顧客対応と業務効率向上

6567 岡山県 ウォーム 「非接触型次世代瘦身マシン」導入による非対面セルフエステ事業

6568 岡山県 ミエール 【エミール】腸活のセルフケア動画配信と関連商品のネット販売

6569 岡山県 モンテッソーリ親子教室　ここいろ オンライン教室のプラットフォームとなるホームページの立ち上げ

6570 岡山県 モイスティーヌ藤崎サロン 水素吸入機導入による「美容」×「健康」を提供するサロン経営

6571 岡山県 ＢＡＧＵＳ　ＪＡＴＩ 脱毛器導入による非対面接客サービスで回転率の向上

6572 岡山県 株式会社ファーイーストエンタープライズ 8260002024740 ポストコロナに向けたテイクアウト販売事業の開始

6573 岡山県 吉延石油株式会社 6260001021732 カーコーティング剤自社 EC サイトの構築で PR 強化

6574 岡山県 公文桜が丘が東緑道沿い書写教室 コロナ禍の学習環境整備＆動画制作配信事業

6575 岡山県 株式会社エコロステーション 5260001032482 太陽光発電メンテナンス報告書のオンライン化事業

6576 岡山県 らーめん道 対人接触機会を減少させる為のセミセルフレジの導入

6577 岡山県 岡山ジャワガムラン教室 オンラインミュージックショップ開設事業

6578 岡山県 岡山電波株式会社 3260001001209 WEBを利用した自社商品のPR拡大

6579 岡山県 歩空楽舎 低感染リスクを考慮した販路拡大と試作品作りプロセスの再構築

6580 岡山県 家計のミカタ スマホ料金見直しサービス利用拡大のためのLP作成と広告宣伝

6581 岡山県 有限会社サークルメンテナンス 4260002023259 岡山県内戸建内装工事による新規顧客獲得及び事業再起計画

6582 岡山県 美容室ｆｉｎｏ ウッドデッキ新設で３密回避・自然を活用した店舗による販売促進

6583 岡山県 春告鳥之聲 オンラインレッスン事業を開始することで販路拡大

6584 岡山県 小原寛之 被服のプリント依頼を受注するためのECサイト開設

6585 岡山県 株式会社けやきホールディングス 9260001011516 物件と周辺の映像を制作しウェブ上で非接触の内覧を実現する事業

6586 岡山県 株式会社デルタテック 8260003003215 遠隔リモートシステムを利用した業務管理とPR事業

6587 岡山県 エムズテック web販売化による販路拡大および販売拡大

6588 岡山県 岡良美 心身を癒すナチュラル系ルームウェアブランドのECサイト展開

6589 広島県 ｔｅｎｏｈｉｒａ ＥＣサイトでの通信販売／オーブン導入による接触機会と密の減少

6590 広島県 リアン 個人向けに対人接触なく指導を行うon-lineサロン新設

6591 広島県 株式会社チェルシー 2240001052840 保育士の業務軽減と接触機会減少のための保育システムの導入

6592 広島県 株式会社序破急 6240001018243 新たなターゲットの販路拡大におけるWEB戦略

6593 広島県 橋口司法書士事務所 感染防止のためのハイブリット面談とリモートワーク対応設備導入

6594 広島県 ＥＭＯＮ オンライン芸術鑑賞会とVRパフォーマンス動画で利益向上

6595 広島県 焼肉　霜吟 お店の味をご自宅で楽しめる通信販売の体制構築と㏚

6596 広島県 株式会社イシオカ 6240001045915 新規客層等の店舗利用維持のための半製品化商品開発と販売

6597 広島県 ポライトリヴィング マシン活用のオンラインレッスン提供とホームページリニューアル

6598 広島県 株式会社モンテドール 3240001016695 移動販売車を設置し客単価向上及び地域交流の場を提供する。

6599 広島県 Ｋｕ．ｒｕｍｉｘ オンラインでも自然を体感！密を避ける郊外型サロン

6600 広島県 有限会社山福 7240002052827 日配品出荷強化による店舗主体営業からの脱却
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6601 広島県 株式会社仿古堂 1240001036209 対面販売から通信販売への改革プロジェクト

6602 広島県 株式会社橋本商店 6240001008896 新ブランド立上げによる売上のEC比率大幅UPプロジェクト

6603 広島県 広島やきとり処よし坊 店舗提供依存から脱却。対人接触削減での販売に向けた新体制構築

6604 広島県 有限会社アール・ブランチ 7240002054138 テイクアウト・外販強化に向けたオーブン導入による生産体制強化

6605 広島県 旨味処　朋 真空包装機で人気の店内メニューをパウチテイクアウト販売

6606 広島県 有限会社ランニングメイトサービス 5240002054610 感染症対策を徹底した無添加石鹸づくりとWEB活用で販路拡大

6607 広島県 株式会社サカ恵 5240001050180 ブラストチラーにて安心安全な商品の提供

6608 広島県 三宅珠穂 一方通行型待合室設置による音楽教室対人接触機会減少の取り組み

6609 広島県 パーソナルトレーニングジムルート オンライン事業のための新規ホームページ制作ならびにSNS活用

6610 広島県 ムージックジャズシンギング ジャズボーカル活動のためのオンラインシステム構築

6611 広島県 ナーシング・ヘルスケアラボ 孤独な経営者を支えるオンラインカウンセリング用HPの導入

6612 広島県 食彩工房なかむらや キッチンカー営業による対人接触減と新規販路開拓

6613 広島県 株式会社広島パークレーン 8240001019438 オンラインサービス開発で新たな顧客獲得・ファン創出を実現

6614 広島県 株式会社ファミリーひらた 5240001037351 「自宅で試して寝」～接触リスクを抑えた寝具の出張販売～

6615 広島県 有限会社モアイ 7240002052125 釣り道具用自動販売機の設置による24時間無人販売の実施

6616 広島県 株式会社菁文社 2240001024451 生産性・正確性向上及び対人接触機会減少のための自動計数機導入

6617 広島県 ソイネパン ネット予約できる天然酵母パンの移動販売

6618 広島県 クロパグコーヒー 自動販売機設置と通信販売力強化で非対面販売ツールの拡充

6619 広島県 有限会社オフィスニシウラ 7240002021600 デリバリー専用宅配バイクの導入で非対面型営業スタイルへの転換

6620 広島県 株式会社ＤｒｅｓｓＥＹＥ 6240001046186 トータルビューティーを目指した個室化

6621 広島県 橘工業株式会社 9240001033099 遠隔監視システムによる省人化・省力化で生産効率を向上する

6622 広島県 ひつじ屋塗料株式会社 4240001009847 接触機会ゼロを実現するサインのWeb受注システムの導入

6623 広島県 小野酒造株式会社 5240001023913 お客様の利便性を高めるオンラインストア構築で販路拡大を目指す

6624 広島県 イーエルカンパニー株式会社 8240001051572 WEBによる非対面型での販路拡大と集客

6625 広島県 ＮＯＲＩ　ＳＯＵＮＤ ＷＥＢ予約を導入した無人化と24時間営業による経営改善事業

6626 広島県 中国料理万福 新規設備導入による新たなテイクアウト商品の販路開拓事業

6627 広島県 合同会社福新テック 3240003005242 キッチンカーに設置できる部品を販売するECサイトを制作する

6628 広島県 ラーメン・つけ麵　よろしく ラーメン・つけ麵よろしく

6629 広島県 株式会社レクリエ 2240001054184 低感染型新サービス「ガードアップ」の販売促進HPの作成

6630 広島県 こめのはな オンラインショップを含むＳＮＳと連動させたＨＰの制作

6631 広島県 株式会社ミチ 5011501017774 非対面コミュニケーションの円滑化・効果向上を目指す体制強化

6632 広島県 株式会社アミラル 5240001057498 日中から営業する会員制バー事業

6633 広島県 有限会社ワカムラ 2240002034532 自動販売機導入による自社製野菜の非対面型販売・広報事業

6634 広島県 株式会社マイナス６００ミリボルト 6240001034835 水素の魅力を全国に、水素化粧品の非対面型EC販売体制の構築

6635 広島県 ル　シュシュ　ヨウザン 地域初！オリジナル酵素を使用した酵素風呂サービスの開始

6636 広島県 株式会社広島市民葬儀 2240001055934 葬儀見積りシステム作成及びGoogle広告発信

6637 広島県 株式会社共栄経営センター 3240001002662 非対面就活面談とマッチング増加のための男性向け就活サイト構築

6638 広島県 有限会社大国堂 5240002031502 自社ECサイトの構築による和菓子の「個食」需要獲得事業

6639 広島県 ほぐすん 施術部屋増設による整体施術と感染防止対策の同時並行体制の構築

6640 広島県 ラ・アベントゥーラ オンライン予約導入と非対面型オンライン講座窓口の整備

6641 広島県 Ｇａｒｄｅｎ　Ｔｅｒｒａｃｅ　Ｋｉｍｉ 急速冷凍庫の導入によるジェラートのネット販売強化

6642 広島県 ドットコミュ 人気の無添加ジビエソーセージがいつでも買える！冷凍自販機販売

6643 広島県 有限会社アースハンド 4240002000202 新規顧客を惹きつけるホームページによる非対面型営業

6644 広島県 株式会社しま川 9240001054888 「来て安心、自宅でもお店の味を」セルフオーダーと商品開発

6645 広島県 山口カイロプラクティック院 健康食品の通販開始強化で対面しなくても売上を確保していく！

6646 広島県 株式会社ヘイルカンパニー 6240001035866 個室化による感染リスク減少と看板の設置による認知強化

6647 広島県 ＬＩＨＲＩＴ 商談から手続きまでオンライン化。非対面営業の本格化

6648 広島県 リラクゼーションスミレ 高濃度水素吸入サービス投入と感染防止対策強化による顧客の増加

6649 広島県 株式会社第一塗装 4240001057961 外壁塗装工事における作業員人数削減と効率化のための設備導入

6650 広島県 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓａｌｏｎ　ＭＩＹＡＢＩ 接触機会低減を実現する「よもぎ蒸しハーブサウナ」の導入
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6651 広島県 Ｈａｐｐｙ　Ｓｅｅｄｓ 自動販売機導入で非接触とチョコレートの24時間販売の実現

6652 広島県 木原睦美 オンラインを活用したマンツーマンゴルフレッスンの開始

6653 広島県 株式会社バズクロ 3240001055735 オンラインマーケティング及びＰＲの強化事業

6654 広島県 株式会社Ｉ’ｓ　Ｂｒａｉｎ 9240001028966 法人需要を取り込むための非対面な新WEB戦略の実行

6655 広島県 くじら鍼灸院 セルフ式機器導入で非対面施術により安心で安全な施術環境の提供

6656 広島県 タスカル 見積フォーム付きHP設立による対人接触の減少と施工件数の増加

6657 広島県 株式会社ブランパートナーズ 4240001035802 コロナ禍でも人とモノをつなぐ！オンライン化対応の職場環境整備

6658 広島県 株式会社ナンバー・イレブン 3250001015003 新規ECサイト構築による自社釣具オリジナルブランド販売事業

6659 広島県 鶏番長 注文会計時に濃厚接触を避ける非接触型注文会計システムの導入

6660 広島県 株式会社コンフォート 9240001054681 ポストコロナに対応するためのテイクアウト販売事業

6661 広島県 一栄精工 CNCレーザー加工機導入による付加価値強化事業

6662 広島県 センナリ株式会社 2240001005583 SDGs対応：「自然発酵のお酢」非対面ネット直販体制の確立

6663 広島県 赤防株式会社 3240001042254 消防点検リモートワーク化による感染症対策及び働き方改革

6664 広島県 株式会社リアン 1240001046199 脱毛サロンの『セルフ』店舗出店による高収益事業へのチャレンジ

6665 広島県 コンフィアンス株式会社 1240001046488 非対面型での宅配買取り強化とGoogleマイビジネス連携

6666 広島県 ｃｏｂｕ－ｈｏｕｓｅ 【cobu-house】非接触に向けてオンライン化へ移行

6667 広島県 大坂たこ焼き　こなもん庄原店 動け！キッチンカー！比和から美味しい笑顔をつめ込んで！

6668 広島県 有限会社エンブ・モップ 5240002002494 刺繍ソフト導入による生産性向上とテレワーク対応

6669 広島県 株式会社萌木野 1240001027777 各種設備導入による人と人の密を避けながら集客を図る事業

6670 広島県 株式会社Ｄｒｅｓｓ 6240001035585 お客様の安心・安全を確保するための施術室の個室化

6671 広島県 株式会社兼田水産 2240001027479 飛沫感染防止とお客様ニーズ対応のため、すだれ式仕切りの導入

6672 広島県 シーサイドカフェアルファ テイクアウト強化による繁忙期の感染リスクを抑える取組

6673 広島県 Ｃａｆｅ　ａｎｄ　Ｂａｒ　Ｄａｉｓｈｉｎ 洋食店が作る本格焼肉による飲食事業再建と英会話事業の宣伝強化

6674 広島県 株式会社長崎屋 6240001007832 広島名産品の事前決済販売を強化して売上をカバーリング！

6675 広島県 株式会社真心デイズ 5240001057044 液体急速凍結機と真空包装機を導入した冷凍お好み焼きの販売

6676 広島県 株式会社ＪＤＣ 7240001045600 店舗内の滞在時間を短縮して密を防ぐ取組

6677 広島県 有限会社Ｈｏｎｅ 7240002025130 キッチンカー導入による「瑞輝弁当」の販売体制拡充

6678 広島県 ルソワ 通販ショップで売上UP

6679 広島県 Ｌｉｆｅ　ｉｓ　Ｏｄｙｓｓｅｙ 無人・非接触・オンラインで実現する新ボードゲーム事業

6680 広島県 ｃｏｔｏｒｉ 配送可能な新商品開発とECサイト再構築による販路拡大

6681 広島県 林酒造株式会社 1240001026845 対人機会の減少のため自動販売機の設置とそれに伴う商品開発

6682 広島県 株式会社坪川毛筆刷毛製作所 2240001026893 筆洗浄剤の使用方法の動画制作と低感染対策によるプロモーション

6683 広島県 安芸備後株式会社 2240001059051 購入者の対人接触機会を削減する事で販売数を増加する！

6684 広島県 有限会社ミサキ工業 9240002026671 事業所内での対人接触減少と管理体制強化のためのシステム導入

6685 広島県 株式会社アール・スタジオ・マルコ 6240001040602 訪問機会を低減するオンライン商談を活用し改修の機会損失を防ぐ

6686 広島県 Ｈ＇ｓ　Ｂｕｒｇｅｒ　ｓｔａｎｄ　＆　Ｂａｒ ＥＣサイトやテイクアウトでの冷凍ハンバーガーキットの販売

6687 広島県 ハッピータイムズ 非対面販売と非対面相談による販路拡大への取り組み

6688 広島県 Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ｅｙｅｖｏｒｙ 『ウィズコロナでも問題なしのビジネスモデル』

6689 広島県 二階堂商事有限会社 3240002037716 コロナ時代をＩＣＴ技術と共に！

6690 広島県 株式会社ＫＥＮＬＥＡＦ 8030001099204 文具・オフィス用品の新規インターネット販売による販路開拓

6691 広島県 美由輝整体 接触型施術と新たなメニューやデジタル化導入の組み合わせ

6692 広島県 ホットブルースカフェ キッチンカ―を使ったコーヒーの移動販売

6693 広島県 株式会社新生住宅 3240001052030 IT活用による非面談営業の強化

6694 広島県 ケイエイチ・ソリューション ホームページ開設による非対面での広報・新規受講者の獲得

6695 広島県 デシカ 冷凍自販機で非対面の冷凍食品セレクトショップ事業を展開する

6696 広島県 株式会社フォルディア 8240001052208 広島から全国へPR活動の活性化とキャッシュレス化の促進

6697 広島県 ＥＮＬＩＧＨＴＥＮ オンラインレッスンの開発・専用Webサイト構築とPR活動

6698 広島県 ＡＢＣ株式会社 9240001045078 移動販売車によるテイクアウト事業のための取り組み

6699 広島県 ＫＳ産業株式会社 8240001054666 中古家具をアイアンリメイクして販売する為のECサイト制作

6700 広島県 株式会社アスルート 3240001044077 「小中高生を対象にしたオンライントレーニング教室」の運営。
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6701 広島県 株式会社Ａｃｔ　Ｌｏｇｉｃ 8240001052133 ECサイト事業への展開でより安定した売上の確保を

6702 広島県 株式会社正伸 6240001041047 ECサイトを利用して非対面でアイアン家具を販売

6703 広島県 ＲｅーＣｌｏｕｄ 様々な企画書作成及び小ロット・多品種化への内製化事業

6704 広島県 プティボワ 新たなHPによるオンラインショップとオンラインレッスン強化

6705 広島県 株式会社キュリアス 9240001054632 ECサイト構築による対人非接触機会の軽減と物品販売の事業化

6706 広島県 整骨院ＹＯＵ 施術スペース個室化による感染防止と他店にない特別感の差別化

6707 広島県 ベストアドバイス 非対面に特化した発電所メンテナンス事業への新規事業展開

6708 広島県 株式会社福山ワールド美容 4240001041635 アフターコロナに向けたウェブ販売システムの構築

6709 広島県 水田　裕二 リモート配信のシステム強化事業

6710 広島県 合同会社ルート 2240003002991 オンライン販売の開始で好きと美味しいを全国へ！

6711 広島県 みうら・ラタン株式会社 7240001011305 SNSとリアルを連携したブランディングおよび情報発信力強化

6712 広島県 はり・マッサージサロンｍｏｒｒｏｗ 健康用品のネット販売とPR動画で非対面事業による売上を確保

6713 広島県 株式会社ＮＥＸＵＳ 6240001050295 感染防止に伴うMAXHUBを用いた歯科技工オンライン事業

6714 広島県 アトリエ金折 オンライン展示会やオンライン指導の導入による新規顧客の獲得

6715 広島県 フタバ建設株式会社 9240001032010 非接触型営業ツールを用いた非対面型活動による販路開拓

6716 広島県 ＴＩＡ　ＭＡＲＩＡ キッチンカーで本場ジャークチキンを販売して売上確保

6717 広島県 株式会社ｔｒｅｅｓ 3240001058630 ITツールを活用した非来店・非対面型サービスへの取り組み

6718 広島県 株式会社ＳＴＡＲＴＳ 2240001054399 消防意識向上を浸透させるBtoC販路拡大戦略

6719 広島県 株式会社ＦＢＭ 9240001052339 自社の特徴をWEBでアピールし、営業効率化による売上向上

6720 広島県 エヌズフォト ガイドラインで衣装選択等接触機会・リスク低減を図る撮影体制整

6721 広島県 己斐なかむら鍼灸接骨院 オンラインの活用で接触時間減少と満足度上昇の両立を目指す

6722 広島県 Ｇｒａｃｅ　Ｌｉｆｅ オンラインを強化した、魅力あるメイク講座の発信

6723 広島県 マルコ珈琲商会 非接触販売のために新たな販路としてＥＣサイトの開設

6724 広島県 有限会社皆川水産 1240002048599 新たなニーズへの対応とアフターコロナを見据えた店づくり

6725 広島県 春の蘭 キャッシュレス化をして集客活動の拡大へ

6726 広島県 Ｎ総合研究所 オンラインを活用した「恋愛教育」×「マッチングサービス」事業

6727 広島県 有限会社倉島屋 4240002005201 情報誌型ECサイト新設で新商品販売、全国に売上拡大

6728 広島県 株式会社ドットバレット 8240001058659 海上貨物輸送における商船警備の認知拡大と貨物管理システム構築

6729 広島県 株式会社食は生命なり 3240001032841 券売機導入による非接触機会とキャッシュレス決済対応を目指す

6730 広島県 株式会社ティカ．ティカ 3240001046610 小規模工務店・個人向け照明提案ツールのオンライン化と販路開拓

6731 広島県 株式会社Ｎフロンティア 3240001057137 面談に依存しない人材派遣事業を実現するためのWEB環境構築

6732 広島県 門田商事株式会社 4240001032411 Web系商材の仕入先開発、システム活用事業

6733 広島県 ｈａｒｒｙ QRLの質を高める訪問鍼灸マッサージHP新設で健康推進

6734 広島県 株式会社ＫＰＣ 4240001053077 低感染リスクを講じた自動車修理事業への参入

6735 広島県 発酵工房あや WEBサイト&ECサイトを通した新規販路の開拓

6736 広島県 株式会社モナミ 6240001034950 非対面で気軽に相談できるチャットボット付き相談窓口

6737 広島県 有限会社栗原藥局 6240002047992 ECサイト拡充と非対面式見積＆商談システム構築による販路拡大

6738 広島県 有限会社お墓の日光 8240002024759 対人接触機会低減のためのWeb面談機能及びチャット機能導入

6739 広島県 合同会社夢 3240003004343 自家焙煎コーヒーのネット販売とテイクアウト商品開発と店内対策

6740 広島県 株式会社城ケ野組 2240001051248 コロナ禍における採用活動の活性化及び事業拡大

6741 広島県 株式会社リンク 7240001055269 ウェブマーケティング対応の非対面営業による売上増大

6742 広島県 株式会社ルーツ 5240001058331 作業服メーカーから作業服を仕入れ販売する為のECサイトの製作

6743 広島県 田中　賢 ポストコロナに向けたオンライン完結型サービスの開発とPR

6744 広島県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ａｎｄ　Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｔｅｌｑｕｅｌ オンラインによる「オンライン・スクールの作り方」講座で販路拡

6745 広島県 なめら接骨鍼灸院 体組成計機によるセルフ計測結果を活用した非接触型施術への転換

6746 広島県 大戸　悦子 マインドフルネス瞑想のオンライン指導の為の設備整備とPR活動

6747 広島県 合同会社とこらぼ 7240003005040 自動販売機やネットショップと予約システム導入による売上増加

6748 広島県 オノミチ　ファンシーミート　ラボ キッチンカーによる移動販売と認知度向上計画

6749 広島県 株式会社リンク 6240001047688 来店・テイクアウトへ促す看板設置とSNS強化

6750 広島県 有限会社金田カーサービス 1240002040052 自社ホームページ新設及びオンライン商談システムの構築
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6751 広島県 アルタス株式会社 1240001041233 マッサージ業のオンライン予約サイト構築と検索広告事業

6752 広島県 有限会社森崎農園 1240002052469 ECサイト構築によるポストコロナを踏まえた新規顧客の開拓事業

6753 広島県 瀬戸内クラフトレモネード 事業のEC販売への完全移行に伴う製造強化の為の改装

6754 広島県 ボディーショップサコダ株式会社 3240001035695 オンラインでコンテナを販売する為のECサイト制作

6755 広島県 株式会社グローブ 8240001015338 ホームページシステム改修によるSNSを活用したオンライン受注

6756 広島県 株式会社Ｉ．Ｎ．Ｏ 4240001041998 非対面予約で観光客のハートを掴む公式ホームページ作成

6757 広島県 小笠原総建株式会社 2240001058524 外壁・リフォーム工事におけるオンライン中心の営業・販路開拓

6758 広島県 株式会社ＨＡＬＵ－ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 6240001054511 低感染リスクを講じた無店舗型リユース、リサイクル事業への参入

6759 広島県 味壱 宅配用バイクでのデリバリー

6760 広島県 チャイナサービス株式会社 6240001019803 自社HP及びECサイトのリニューアルで売上拡大を目指す

6761 広島県 Ｃｒｅａ　Ｗｏｒｋｓ　＆　Ｃｏ． Web制作分野で人材×仕事をマッチングするオンラインコミュニ

6762 広島県 左官建築川本 廃材肥料化事業

6763 広島県 株式会社フリーダムシェイプ 7240001059212 商品が販売できる・オンラインで査定ができるホームページ制作

6764 広島県 広島ファイナンシャルプランナーズ HP作成とSNS運用による非対面での新規獲得・セミナー企画

6765 広島県 Ａｎｇｅｌ　Ｃａｌｍ ECサイトによる商品販売とオンラインカウンセリングの実現

6766 広島県 株式会社ランドアート 5240001044884 ECサイトへの販売移行と高精度写真の掲載で売上アップ

6767 広島県 株式会社ＳＮＣ 4240001055858 水廻りリフォームを導入し、顧客密着型提案企業への転換

6768 広島県 触れ愛療法さろん　繋がり 子育てメンタルケアプログラム動画サービス開始と販路拡大

6769 広島県 夢工房　楽　和 ICカードを使用した非接触型情報伝達システムの構築

6770 広島県 ボッタマロンズ コロナの影響を受けない！非対面で実施できるセルフエステ事業

6771 広島県 エスアンドエス 作業性、対面時間の減少で収益アップ

6772 広島県 Ｌｕｍｉｅｒｅ 体メンタル睡眠のトータルケアの為のオンライン教材事業

6773 広島県 有限会社クリスコーポレーション 2240002023956 有限会社クリスコーポレーション

6774 広島県 株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ　Ｇｒｏｕｐ 5240001058281 LINEでの求人システム構築事業

6775 広島県 煉保険コンサルティング株式会社 8240001058163 ITを利用したWEB契約事業

6776 広島県 プレイスハリス EQT素材を用いたネックバンド販売事業

6777 広島県 Ｔｒｅｎｄ　ｉｔｅｍ　ｓｈｏｐ 商品管理システム導入による対人接触機会減少と売上拡大への取組

6778 広島県 アーク オンライン商談を組み込んだWEBサイト新規制作

6779 山口県 有限会社フジモト写真 3250002016792 受注システム導入によるネットを活用した非接触写真販売の開始

6780 山口県 ライスアンドリカーショップＵＥＴＡ 廃棄ロス回避の為の米屋による米粉スイーツのデリバリー事業

6781 山口県 ナカモトクレープ 山口県初出店！テイクアウトのクレープ専門店による賑わいの創出

6782 山口県 株式会社岩新工業 5250001013987 杭ナビによる生産性向上と三密回避で持続可能な生産体制を目指す

6783 山口県 シェア 施術ブースの個室化と感染予防備品の購入　広告宣伝費

6784 山口県 有限会社長門不動産 3250002013971 VR非対面物件内覧・非対面相談可能な不動産サイト構築

6785 山口県 ヘアーアンドコネクトカイ コロナ疲れに癒やしを！ヘッドスパで心と体をリフレッシュ！

6786 山口県 パンとおやつのはるこめ 急速冷凍機導入による米粉パンの生産性向上とネット販売強化

6787 山口県 株式会社都コーポレーション 2250001015648 「コロナと共に生きる事業展開」のための設備投資

6788 山口県 寿司魚政 当店人気のちらし寿司のオンライン事前決済で売上をカバーリング

6789 山口県 有限会社津山鮮魚店 1250002002340 山口の魚を全国へ！ネット販売と店舗リニューアルでBtoC強化

6790 山口県 古松商店 EC特化の広告でECサイトの売り上げアップ

6791 山口県 デザインプラス オンライン内覧可能なホームページと看板作成による非対面営業

6792 山口県 鶏工房Ａｏｍｉｚｕ 新規出店店舗での感染対策を目的とした対人接触機会減少化事業

6793 山口県 ドッグケアハウス伝 安心満足老犬介護事業の新展開とHPリニューアルで新規顧客獲得

6794 山口県 ｔｅｎのてしごと HPの再編と店内換気対策による新規・既存販路拡充事業

6795 山口県 株式会社共創 9250001013926 コロナ禍をチャンスにする不動産業者のIT重説に対応する取組

6796 山口県 相本建設合同会社 8250003001203 「抗菌・節水水回りリフォーム工事パック」の非対面事業の開始

6797 山口県 有限会社山本屋 9250002016845 ネット販売開始による新規顧客獲得と地元商品の発信

6798 山口県 合同会社Ｍｅｓｔｉｌｏ 4250003002709 テイクアウト健康メニューとアスリートメニュー開発ＰＲ事業

6799 山口県 Ａｓｔｅｒｉｓｋ合同会社 3250003002759 サービスのリモートかつリアルタイムでの情報共有体制の構築

6800 山口県 有限会社尾中商店 6250002002930 手売りから酒自動販売機導入による非接触ビジネスモデル事業
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6801 山口県 有限会社トリート 8030002065394 セルフケア動画で行う非接触型サービスで症状改善の新常識を

6802 山口県 株式会社パンプローナ 9250001001617 キッチンカーの改装による移動販売の実施

6803 山口県 有限会社サンソウ 5250002002733 ドローンによる漏水調査と個人受注増のためのＨＰリニューアル

6804 山口県 ビービービー 録音映像制作事業

6805 山口県 ブルーカラー株式会社 5250001017501 スマホで簡単依頼！草刈作業請負サービス

6806 山口県 オリオリコンサルティング 動画配信システム構築による営業研修のオンライン化と自動化

6807 山口県 ＢｏｎＶｉｖａｎｔ 自宅でケトルベルトレーニング！オンラインジムの構築とPR事業

6808 山口県 川村鮮魚店民宿シーサイドインこどまり 総菜の卸売りと移動販売事業

6809 山口県 七輪焼ホルモンえび壽 冷凍自販機設置でもっと気軽に気楽に″お家deえび壽”

6810 山口県 Ｇモバイル株式会社 5250001016817 オンライン決済を活用した修理サービスをリリースし売上を回復

6811 山口県 お好み焼　水音 テイクアウト受取窓口リフォーム工事

6812 山口県 株式会社ピースメーカー 6250001004457 新サービス展開による新規顧客の開拓

6813 山口県 オフィスサキムラ テイクアウト商品の開発による販路拡大並びにコロナ対応の拡充

6814 山口県 ＴＲＩＮＩＴＹ 感染対策に十分配慮した個室型ドライヘッドスパの開始

6815 山口県 バブルファクトリー 新設備導入による対人接触低減と内製化

6816 山口県 Ｌｅｍｏｎ　ｇｒａｓｓ セルフエステグッズのオンライン販売と美容メディアの構築

6817 山口県 下関メモリー 家族葬ホールの感染予防対策のための店舗改装

6818 山口県 プライベートスタジオＬ．Ｌ．Ｂ． 非接触型で行うセルフ健康管理と３次元振動トレーニング事業

6819 山口県 クチーナ　アグーバンビーノ 非接触型料理教室とオンライン受講及び動画配信サイトの開設

6820 山口県 アイタルファーム 唐辛子をもっと手軽に楽しめる商品開発とネット販売強化

6821 山口県 山口県萩市大字堀内２２４番地　藤本直 オンライン類語辞典の機能改善及びサブスク導入による収益性向上

6822 山口県 米粉シフォンルキンフォー 移動販売車にて安心安全な米粉の販路拡大へ

6823 山口県 地産馳走飛寅 店舗運営の効率化とＥＣ事業

6824 山口県 株式会社おのだ 7250001004803 ジビエフードでペットの健康を応援！！

6825 山口県 株式会社フジデンシ・ドットコム 6290001027743 ECショップ構築とオンライン写真展システムの開発

6826 山口県 ヘッズダンスアカデミー ダンスレッスンのオンライン化の環境整備と新たな収益事業の開始

6827 山口県 株式会社アヴァンツァーレ 4250001015191 デジタルセールスの確立による売り上げ・利益の増大

6828 山口県 ウェルネスパイス合同会社 1250003002538 飲食店におけるセルフオーダーシステムの導入及びECサイト開設

6829 山口県 カフェまくら セルフレジ導入による感染症対策強化

6830 山口県 合同会社Ｑｕｅｅｎ 1250003002694 安心した非対面化営業システムの構築と低感染リスク対策

6831 山口県 ルーヴォ HPを活用した新規顧客の獲得と物販の拡販を進めるための事業

6832 山口県 ドッグスクールＳｕｅ 飼い主向けオンライン指導及び悩み相談

6833 山口県 株式会社Ｈａｍｓａ 4250001013955 低接触型痩身マシンの導入

6834 山口県 Ｔグループ　まごころキッチン DM（ダイレクトメール）手法の営業により対人接触機会が減少

6835 山口県 モアシステム ネットによるレセプト作成ソフト販売管理システム構築

6836 山口県 ローメルブル 非対面・非接触の完全貸切型トレーニングジム開設事業

6837 山口県 有限会社キョーエーキャドサポート 9250002004552 非対面型の商談に対応したHPの全面リニューアル

6838 山口県 有限会社ヒラオ 5250002010645 自動釣銭釣札機の導入による会計時における非接触化

6839 山口県 謝豚屋 【謝豚屋】チェーン店に負けないテイクアウトの考案

6840 山口県 サイクル 移動販売車の導入による新たな営業の開拓

6841 山口県 船津造船 対人接触機会減のための設備更新

6842 山口県 あやらぎ第一整骨院 定額制 整骨型サービス 業務用マッサージ器 セルフボディーケ

6843 山口県 シャロームＮＡОＣО 正しい化粧品の選び方と使用法・より美しくなる化粧法動画作成

6844 山口県 株式会社弘富会 8250001013308 有料マッサージチェアの設置と監視カメラの設置

6845 山口県 筒口裕二 パソコン教室マニュアル販売の為のホームページ作成

6846 山口県 ベル セルフ脱毛器導入による新規事業・収益事業の確立

6847 山口県 有限会社日の丸印室 7250002015873 日の丸印室オンラインショップ計画

6848 徳島県 ＮＩＣＯＮＬＬ建築事務所株式会社 2480001010080 接触機会の減少を減らすための｢テイクアウト事業｣の開始

6849 徳島県 ル・シエル 地元の特産品とゆるキャラをつかった通販用新商品の開発販売事業

6850 徳島県 Ｔファームいしい株式会社 9480001009554 自動販売機とECサイトを利用したトマト直販事業
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6851 徳島県 イタリアン　ドーニ・デッラ・テーラ テイクアウトで集客につなげるためのメニュー開発とPR事業

6852 徳島県 フジムラコーヒ 顧客ニーズに応えるオンラインを活用した珈琲専門店の新たな挑戦

6853 徳島県 アッタロード カフェ事業進出による衛生管理徹底とテイクアウトで顧客獲得

6854 徳島県 有限会社香蘭キムチ 4480002012454 本格韓国焼肉専門店のテイクアウト参画事業

6855 徳島県 株式会社シンテック 3480001003752 非接触工程管理システム導入による感染リスク低減と短納期の実現

6856 徳島県 さくら庵 キッチンカー導入でポストコロナの市場に沿った新たな販路の開拓

6857 徳島県 株式会社岡本織布工場 8480001008111 オンラインでの藍染商品の販路拡大と絞り工程の生産性向上

6858 徳島県 新生工房 赤外線カメラ搭載ドローンによる作業リスク低減と新たなビジネス

6859 徳島県 内田商事有限会社 9480002000479 ホームページ作成による新規非接触型販売経路の獲得

6860 徳島県 株式会社中央開発 3480001004585 非接触型機器の導入による新たな工事プロセス事業

6861 徳島県 中橋塗装 最新ＤＸツール導入による対人接触機会の減少と収益拡大の両立

6862 徳島県 焼肉寿苑 非接触型販売チャネルを構築し顧客を全国に拡大する

6863 徳島県 ヘアラボ 美容室でも家でも美をサポートし地元１愛される新しいサロン

6864 徳島県 ＴＲＩＡＮＧＬＥ 低感染売上向上を見据えた新商品の為の機材導入と今後の経営設計

6865 徳島県 東洋ビル美装管理有限会社 7480002014885 過疎の先進地域こそ必要とされるリモートお墓参り代行サービス

6866 徳島県 とうのまる制作室 「１日２組限定のフォトスタジオ」設置のための改装工事事業

6867 徳島県 よあけ ECサイト制作による支那そばセットの販売促進

6868 徳島県 有限会社たかはしフードサービス 2480002012373 有限会社たかはしフードサービス

6869 徳島県 後藤田商事 キッチンカー事業のオンライン化による多角化戦略

6870 徳島県 株式会社アズマ四国 9480001006592 ホームページが営業社員の代わりとなる集客ストーリー創造事業

6871 徳島県 有限会社Ｄａｉｓｉｅｓ 3480002016126 オンラインで提供できる新サービス開発及び集客システムの構築

6872 徳島県 株式会社フクブル 3480001001987 インターネットによる解体工事の相談窓口

6873 徳島県 有限会社みやざき商会 6480002004912 HP構築による非対面での新規顧客開拓および営業力向上

6874 徳島県 合同会社ＳＹＫＴＨ　ｏＲＩＧＩＮＡＬ　ｉｎｔｅｎｔｉｏＮ 8480003001576 お客様に安心して利用してもらえるプライベートサロンの実現

6875 徳島県 ｒｅｌａｘｓａｌｏｎｐａｕｍｅｂｏｎｈｅｕｒ 低感染の新メニューの為の人材雇用と物販のリニューアル

6876 徳島県 ポラリス株式会社 5480001008956 ＷＥＢ決済システム導入による非接触化推進と顧客獲得計画

6877 徳島県 株式会社データプロリンクス 8480001010356 打ち合わせ用webツールの開発による感染症対策

6878 徳島県 ラウンジラネージュ 店舗内装の変更によりお客様の来店頻度、来店数向上を目指す

6879 徳島県 有限会社三色スタジオ 8480002001577 コロナ感染対策に対応するためのラミネーター機器の購入

6880 徳島県 藤井鉄工建設株式会社 4480001006829 建設DXへ、はじめの一歩！

6881 徳島県 合同会社Ａｕ　ｎａｔｕｒａｌ 9480003001674 非接触型の新サービスの提供と新規顧客の獲得

6882 徳島県 田中詠子 占い事業開始による手技の会得と安定売上の確保

6883 徳島県 有限会社松本養鶏場 9480002004496 非対面式卵の自動販売機導入

6884 徳島県 株式会社Ｎ－ＲＯＵＴＥ 4480001010806 徳島から全国へ！ECサイトでのジェラート販売でファンを獲得

6885 徳島県 株式会社Ｒｅｎａｔｉ　ｔｕｒａ 9480001008713 コロナ禍でのストレス解消への貢献のための精油商品強化事業

6886 徳島県 大津　絵梨 オンラインレッスンのシステム構築

6887 徳島県 Ｈｉｒａｋｕ合同会社 9480003001716 全国を対象に提供可能な商材の導入

6888 徳島県 ＡｒｏｍａＲｅｌａｘａｔｉｏｎＳａｌｏｎＰａｌｍ 低感染新事業の塩製造と販売、セルフスキンケア商品販売開始

6889 徳島県 あぽろ オンラインでの勤怠管理システム導入＆販売用サイト構築

6890 徳島県 有限会社山永設備 7480002008689 新たな柱のネット販売で売上を上げる為の広告費

6891 徳島県 みらい接骨院 ホームページ作成で集客増とパソコン購入で予約管理！

6892 徳島県 株式会社田中軽天工業 8480001009852 常圧専用エアコンプレッサ購入とコンサルティングサポート導入

6893 香川県 はやし整骨院 感染対策として予約・決済・問診のオンライン化及び通販事業

6894 香川県 有限会社ＨＯＴ・ハウス 6470002010374 リフォームオンライン相談による売上改善と新規顧客獲得

6895 香川県 直島ガーデン株式会社 2470001006658 密回避のため、屋外テラス席の新設と待合所の拡張事業

6896 香川県 ＨＯＭＥＭＡＫＥＲＳ 店内飲食からテイクアウト・農産物加工品販売中心への転換

6897 香川県 癒楽木 お家時間を楽しむ木工キットの新規開発とネット販売強化で売拡大

6898 香川県 オッペン化粧品ビショップ営業所 ３日間化粧品サンプルを使用したスキンケア体験教室オンライン化

6899 香川県 有限会社あきやま 4470002000609 HP、ECサイト、パンフ制作で鮮熟干物の知名度、売上アップ

6900 香川県 ヨシタク株式会社 3470001015261 余った塗料を活用した家具の塗り直し事業とオンライン化事業
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6901 香川県 株式会社由賀 5470001013362 セミセルフレジ導入による感染症対策及びオペレーションの省力化

6902 香川県 ナガイガス設備 Iot-Rを活用した情報入手による対面機会減少と業務効率向上

6903 香川県 はやしばら有限会社 3470002000394 新プロジェクトHP、リーフレット活用で販路拡大と売上アップ

6904 香川県 癒し処清風 筋膜リリースマシーンをつかったセルフサービスの開始とPR事業

6905 香川県 居酒屋どっこいしょ お客様が安全安心して来店　テイクアウトができるお店　空間づく

6906 香川県 はなまる農園 チラシとＥＣサイト制作による非接触型インターネット販売の確立

6907 香川県 有限会社リースキン讃岐 6470002007437 感染拡大を防ぐ！幼稚園・保育園から広げる家庭の抗菌化事業

6908 香川県 瀬戸内フレンチ食堂ＯＧＵＮＩ お店の味を家庭で手軽に楽しめるテイクアウト販売事業

6909 香川県 自力整体　料理教室 食育指導サービスを非接触で行うための広告宣伝媒体の作成

6910 香川県 松本ゆかり 在宅を余儀なくされている方のためのオンライン姿勢改善スクール

6911 香川県 四国プランニング株式会社 1470001004893 地域課題解決にもつながるシェアサイクルの非対面型営業展開事業

6912 香川県 株式会社森岡不動産 5470001014889 オリジナル商品販売とＰＲを兼ねた自動販売機による物販事業

6913 香川県 有限会社中野餅屋 8470002012030 製造工程の機械化による作業効率化と新商品開発

6914 香川県 株式会社ふろーら 8470001010836 小麦粉を使用しないバスクチーズケーキの通販による販路拡大事業

6915 香川県 増谷憲政 接触機会低減を実現するアパレルのオンライン販売

6916 香川県 ＬＡ　ＢＥＬＬＡ 自動販売でのサンドイッチ、キッシュなどの非接触型販売

6917 香川県 オリーブアニバーサリー オンライン司会を主にしたビジネスサポート事業の販路拡大

6918 香川県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ｃｈａｍｂｏｒｄ お客様へ非対面のサービス「通販サイト・動画」の導入

6919 香川県 株式会社種蒔く人 7470001018434 自宅で楽しむ専門店の味！本格的カヌレのEC販売戦略

6920 香川県 有限会社サヌキ・プランニング 6470002015332 焼菓子のEC販売による全国への販路拡大で認知度・売上アップ！

6921 香川県 西﨑肇志司法書士事務所 セルフチェックインシステム導入による接触機会の軽減

6922 香川県 香西接骨院 ネットと個室を活用した対人接触機会のない整動鍼事業

6923 香川県 ココカラ 感染リスクを低減したポストコロナを見据えた新規顧客の開拓事業

6924 香川県 高松整骨院 鍼灸師によるオンライン・ヨガ&リズム体操教室事業

6925 香川県 有限会社中西製麺 1470002005065 通販事業の強化と予約システムによる低感染リスク環境の強化

6926 香川県 新誠トータルサポート株式会社 6470001011935 システム環境の再構築によるオンライン化

6927 香川県 Ｈｉｐｐｏｐｏ　Ｖｉｏｌｉｎ マイクロバスによる出張調整販売の販路拡大

6928 香川県 骨付鳥・鍋　花音 テイクアウト事業をオンライン注文システム導入による低感染化

6929 香川県 香川潜水 HPリニューアルとECサイト制作による非対面型ビジネスへ転換

6930 香川県 前川ファーム 予約システムとECサイト構築による一次産業の産地廃棄減少

6931 香川県 合同会社ＦＰ　Ｌｉｆｅｓｔｅｐ 4470003001333 デザイン部門用非対面型営業を目指したウェブコンテンツ制作事業

6932 香川県 株式会社ｍｏｒｅａｕｔｙ 4470001018569 非接触診断により新たなサービスと顧客獲得へ！！

6933 香川県 学園通り接骨院 自宅でのセルフケアをサポートするホームページ制作事業

6934 香川県 苺愛工房株式会社 3470001017836 ECサイトの構築と積極的活用による自社製品の販路開拓

6935 香川県 株式会社ＭＣＭ 5470001016217 オーブンと真空包装機を活用したネット販売・食品ロス削減事業

6936 香川県 フラワーローズ 無添加、手づくりの犬用おやつの製造販売

6937 香川県 ユアベストプラン 非接触型で集客する為のネット広告による販路拡大

6938 香川県 河田商事株式会社 7470001009846 保険内容説明業務のオンライン化による感染リスクの削減

6939 香川県 エナジーフード株式会社 8470001017501 ネットを利用した接触機会の減少と売り上げアップ！

6940 香川県 株式会社絆 2470001016285 塗装業者が、インターネット利用で取り組む低感染リスク型ビジネ

6941 香川県 ＴＯＭカンパニー 香川から発信！サイト制作による集客・販路拡大とSDGｓの推進

6942 香川県 たこず たこず(Tako's×Tako's Base)アフターコロナ

6943 香川県 株式会社いっぷく 5470001012067 当店のうどんをご自宅でも楽しめるようECサイト構築し非対面提

6944 香川県 株式会社幸建 3470001017753 地方再生をテーマにしたまちづくりオンラインとオフライン事業

6945 香川県 有限会社川西工務店 3470002017620 対面回数減少と顧客開拓を目的としたHPによる情報発信事業

6946 香川県 ＥＮＧＡＧＥＭＥＮＴ株式会社 2470001016905 インタラクティブ動画を使い、新商材案内と非対面サービス強化

6947 香川県 株式会社旺建 7470001004707 オリーブ牛のＡ５に特化したネット通販事業の構築

6948 香川県 ＣＯＣＯＮＡＩＬＳ 低感染型エステ事業への参入による新規顧客開拓事業

6949 香川県 ＷｈｉｔｅＳ 越境ECの構築による地元特産品の販路拡大事業

6950 香川県 せとうち整骨院 対人接触機会を減らすためのホームページ・システム制作事業
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6951 香川県 有限会社さぬき家本舗 8470002010463 感染防止と事業継続の為に、お土産品を自動販売機で販売

6952 香川県 株式会社相互設計工務 9470001002378 LED電子看板の新設備導入による新規顧客の開拓

6953 香川県 欽ちゃんの手羽先 人と人、そして地域をつなぐ！キッチンカーによる手羽先販売事業

6954 香川県 県ユニフォーム株式会社 9470001001413 対人接触機会の減少を図り町の制服屋さんから全国の制服屋さんへ

6955 香川県 株式会社われ 9470001018804 犬猫用ジャーキ―の非対面型への事業拡大

6956 香川県 餃子白姫 「宇都宮直送の冷凍餃子」の自動販売機導入事業

6957 香川県 サンフラッシュ有限会社 8470002015611 オートネイルマシンによるセルフネイル

6958 香川県 Ｌｅａ　Ｌｅａ マッサージ店によるセルフ・フェイシャルエステ事業の準備と導入

6959 香川県 株式会社ルトレッフル 7470001016405 オンライン人材育成研修の展開とHP活用による顧客獲得推進

6960 香川県 創麺屋株式会社 9470001012393 ネットショップの改修とPR活動による販路拡大

6961 香川県 有限会社原帯屋園 8470002005554 「原ヲビヤ園茶舗サイト」での商品案内と相談、来店予約

6962 香川県 株式会社ソレユアタ 2470001018959 保険への理解、情報提供を対面説明からオンラインで可能にする！

6963 愛媛県 キッチン　ダーリン 感染リスクを減少させ、出来立て熱々とり天で集客アップ事業

6964 愛媛県 喫茶と雑貨　アルパカ ベーグルの生産性向上と販売強化のための機器導入

6965 愛媛県 須賀谷沙木子 ワイヤレス照明を用いた少人数でのセッティング可能な照明事業

6966 愛媛県 株式会社Ｍａｎａｂｉ． 3500003002163 販売システム導入による接触機会の減少と販路拡大による売上増

6967 愛媛県 有限会社クジャク屋足袋店 2500002002388 非接触型予約制オンライン接客のためのスタジオ型ショップの開設

6968 愛媛県 高宮農園 農業生産資材高騰に対応できる持続可能な露地野菜の生産

6969 愛媛県 麺酒場かもがわ 全国1位の鍋セットの自動販売

6970 愛媛県 株式会社アート工藝社 4500001000259 ドローンを活用した看板点検・メンテナンスで新たな収益源を開拓

6971 愛媛県 寒山鳥聲　鶏舎 冷凍中食用地鶏製品の製造・宣伝・販売により高収益体制を確立

6972 愛媛県 おそうじ本舗松山城北店・松山城東店 伸長するハウスクリーニングサービスのオンライン販売で売上強化

6973 愛媛県 食い道楽 テイクアウト事業の強化と完全個室化による感染対策と事業継続

6974 愛媛県 こはく製菓 移動販売車導入で地域店舗と新しい売場づくりによる新顧客獲得

6975 愛媛県 まるみ農園 オンライン販売へのシフトチェンジ及び新規農作物への挑戦

6976 愛媛県 アールズネイル 感染防止のためのネイルサロン店舗新設計画

6977 愛媛県 ジャパニーズダイニングにの 店舗に入らずロードサイドからの対面販売で低感染リスク実施事業

6978 愛媛県 伊藤寿司 自動包装機導入による従業員同士の密の回避及び包装数の増加

6979 愛媛県 有限会社遠藤青汁 6500002001527 ECサイト向け商品開発と生産性向上による利益拡大

6980 愛媛県 しまなみ流通大三島 宅配代行の事業化による新規顧客の獲得

6981 愛媛県 株式会社ＹＯＫＯＴＡ 9500001021580 非対面での継続治療を実現するオンライン融合型接骨院の構築

6982 愛媛県 岩波土建 感染リスクを抑えた相談スペース開設による新規顧客獲得事業

6983 愛媛県 田那部本舗 愛媛県特産の新商品開発と EC サイトの構築

6984 愛媛県 クラージュ 愛媛から全国へ！オンラインでレンタル事業拡販へ！

6985 愛媛県 平田商店 非接触の為のテイクアウト＆デリバリー事業による売上拡大

6986 愛媛県 伊予水引株式会社 7500001014553 HP刷新とECサイト開設によるBtoC志向への転換

6987 愛媛県 株式会社燧灘水産 6500001022474 首都圏卸売市場への活魚水槽出荷で新たな収益源を開拓

6988 愛媛県 ビューティーサロン白ばら 非接触型注文予約サイトの制作及び広報周知による販路開拓事業

6989 愛媛県 逢社労士事務所 Web限定の給与計算サービスＰＲ

6990 愛媛県 株式会社ｇｌｉｔｔｅｒ　ｇｒｏｗ 2500001016331 対面販売減少に係る自社製品販売サイト構築

6991 愛媛県 株式会社ヤマサキ電機 6500001022078 オリジナルデモ機導入による作業効率の大幅な向上の実現

6992 愛媛県 株式会社ＴＨＥ　ＤＡＹ 7500001022317 低感染に配慮したヴィンテージ着物を活用した新ビジネスの展開

6993 愛媛県 ＯｒａｎｇｅＢａｓｅ 作業効率化と自社ECサイト開設による売上拡大事業

6994 愛媛県 建築工房たかとり株式会社 4500001017237 建築現場のデジタル化促進による生産性向上と販路拡大

6995 愛媛県 おこのみかふぇＭｏＣｏ 市内唯一のお好み焼きデリバリーとテイクアウト用窓口の設置事業

6996 愛媛県 はりきゅう　たもん オンラインでの診療・機能訓練・健康サポート事業の新規展開

6997 愛媛県 ダイニングカフェ　のまん テラス席拡張と空調設備増強による「新しい生活様式」への対応

6998 愛媛県 合同会社さんど 1500003002677 SANDO店舗設備における効率化・無人化推進事業

6999 愛媛県 フワカフェアンドスイーツ カフェ店舗の完全テイクアウト化による販売拡大

7000 愛媛県 株式会社Ｒフード 3500001023987 急速冷凍機を活用したいつでもどこでも美味しいおにぎりの販売
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7001 愛媛県 株式会社やなぎさわや 3500001022080 居酒屋のテイクアウト事業の本格参入による新たな事業の柱の育成

7002 愛媛県 禅コーポレーション 内面から美しく「真のトータルビューティサロン」への転身

7003 愛媛県 株式会社ＨＩＬＯ　Ｈｏｕｓｅ 5500001023663 機械導入で整備の内製化による利率向上、ＳＮＳを使ったＰＲ推進

7004 愛媛県 風早いちや 「リラックスオーダーシステム」で目指す感染リスク軽減と経費削

7005 愛媛県 イオタス オンライン、オフラインを融合した店舗兼アトリエへのリフォーム

7006 愛媛県 株式会社スペースヒロ 7500001020997 バカ売れホットケーキのオンライン全国販売

7007 愛媛県 ラシャンドシエル テイクアウト商品をキッチンカーで販売

7008 愛媛県 ジュヴィアヴェック　フルール ECサイト活用による新商品販売＆インスタグラムで新規顧客開拓

7009 愛媛県 株式会社ＴＨＲＥＥ　ＦＩＳＨ　ＣＯＭＰＡＮＹ 6500001023027 テイクアウト自販機でECサイトに相乗効果を

7010 愛媛県 有限会社脇製茶場 4500002022153 WEBサイトリニューアルとECサイトによる非対面通販強化

7011 愛媛県 経絡鍼灸　睛明 非接触施術の導入によるリピート客増加ならびに新規顧客の獲得

7012 愛媛県 有限会社肉の大西 2500002000103 スライサー導入による生産性向上と営業活動による新規顧客の開拓

7013 愛媛県 株式会社ゆりのき 9500001023742 コロナ禍でも保育園の魅力を伝えるＳＮＳを活用したＰＲ事業

7014 愛媛県 ＮＰＯ法人エンジョイ 2500005007327 WEBを活用したオンライン見積もり・相談と工場の換気向上

7015 愛媛県 株式会社ＭＳＳ 6500001020610 地元飲食店のメニューや食材をパッケージ販売するＥＣサイト事業

7016 愛媛県 お食事処ひより POS・OESの導入でデジタル化と感染症対策

7017 愛媛県 アフリカート キッチンカー移動販売開始による販路開拓事業

7018 愛媛県 自家焙煎店　珈琲道場 顧客年齢層若返りに伴う非接触決済の導入計画

7019 愛媛県 株式会社ＹｏｕＬｉｂ 6011101094866 オリジナルアプリの広告宣伝による収益改善

7020 愛媛県 株式会社マーニー 1500001019896 愛媛県内初導入の低感染型美容機器導入による施術時間短縮

7021 愛媛県 四国ベンディング株式会社 6500001001981 ホームページの開設と、オンライン商談・見積もりシステムの導入

7022 愛媛県 株式会社言の葉 5500001020966 配達時の非対面化に向けたキャッシュレス決済等の導入

7023 愛媛県 株式会社小泉組 7500001007020 新型測量機導入による効率化

7024 愛媛県 セラピニスタ律 施術室の個室化、半個室化とそれに伴う施設設備とデザインの変更

7025 愛媛県 有限会社慶美 7500002002581 HPとSNSを連携し、オンラインテイクアウト受注の開始

7026 愛媛県 ほぐしのたくみ 予約・販売機能を搭載した自社ホームページの構築

7027 愛媛県 株式会社Ｌｅａｐ　Ｎｅｘｔ 3500001019432 革新的な自動車のオンライン販売

7028 愛媛県 有限会社三原産業 3500002006660 MAツール導入に係る自社WEBサイト制作

7029 愛媛県 株式会社Ｒファーム 2500001023988 ITを活用し愛媛の美味しい農産物を全国の皆様にお届けします

7030 愛媛県 株式会社匠ＰＡＩＮＴ 3500001021925 新サービス！【塗装現場管理システム】を広告活動で売上拡大

7031 愛媛県 有限会社滝平工務店 5500002023605 オンライン見学会・オンライン打合せサービスの導入事業

7032 愛媛県 ＣＨＥＥＣＫ クラウド型ＰＯＳシステム導入による非接触型サービスの実現

7033 愛媛県 松岡商事 コロナ後を見据え更なる非対面かつ効率化を図り新規事業参入

7034 愛媛県 加工工房　ＴＥＩＺＵＩ オンラインによるオリジナル写真フレーム販売の実現

7035 愛媛県 カベリ 行列回避セルフオーダーシステム導入

7036 愛媛県 Ｓｏｗａｎ 非対面型サービスの導入

7037 愛媛県 ガジュマル テイクアウト販売開始のための倉庫改装工事

7038 高知県 株式会社Ｃｉｅｒｔｏ 3490001008305 非接触型オンライン相談・受注体制確立および自社HPによる広報

7039 高知県 ヘアーズ　アーバァ 綺麗をあなたに非接触型ドライヤー導入による安心サービス事業

7040 高知県 株式会社ドリームメーカー 3490001003685 子どもたちの運動不足解消するための非接触型新イベントの開発

7041 高知県 勇榮合同会社 4490003001570 高鮮度キンメダイの冷凍商品販売への挑戦

7042 高知県 オリジナル ＯRIGINALオンラインショップの開設による新規顧客獲得

7043 高知県 ヤマシン ECサイト構築により非対面販売強化に取組む

7044 高知県 株式会社パクスジャポニカ 4120901038008 幼児が家庭で学べるオンライン教育システムの構築

7045 高知県 株式会社コネクトパートナーズ 4490001008543 直接相談増加による収益力アップへ向けた認知度向上の取組

7046 高知県 ＣＲＥＣＥＲ オンラインバスケットスクール～あなたの専属スキルコーチ～

7047 高知県 新富 低感染対策・少人数オペレーションによる生産性の向上

7048 高知県 あおぞら 耳の遠い人のための集音器を３Ｄプリンターで製造し販売する

7049 高知県 蕗の薹 「アフリカレー」・「アフリ麺」の冷凍販売のリニューアル事業

7050 高知県 株式会社ヴィータ・ローザ 7490001004449 ウェブ販売や出張教室、挙式数向上への見本広告のシステム整備
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7051 高知県 リッカパレット レンタルブース事業拡充に伴う什器の導入

7052 高知県 タカラインハルト ネット販売力強化のための集客ブースター導入とインスタ運用

7053 高知県 株式会社肉技 1490001010007 冷凍食品自販機「ど冷えもん」導入による非対面型販売機会の創出

7054 高知県 株式会社いちじゃもの 4490001009260 高知の四万十地栗をいちじゃものから全国へ！

7055 高知県 ｙｕｍｏｃａ 移動販売車両の導入による感染リスク低減を伴う新規販路開拓事業

7056 高知県 チロル美容室 非接触でも付加価値の高いサービス提供

7057 高知県 織田建設有限会社 9490002010031 ワンマン測量機導入による対人非接触と作業効率安定化の構築

7058 高知県 おそうじ本舗高知朝倉店 チラシ広告によるおそうじプラン新規キャンペーンの告知

7059 高知県 有限会社高橋豆富 9490002003175 金属検出機の導入による作業者感染リスク低減と生産効率の向上

7060 高知県 株式会社ベース 1490001009602 コロナ禍で人気の”うな重”テイクアウト事業の実施！

7061 高知県 高知酒造株式会社 1490001005535 ECサイトを活用した従来型販売モデルからの脱却と新たなターゲ

7062 高知県 よつば司法書士法人 8490005006259 相続登記業務の非来所型対応に伴う広報および販路開拓事業

7063 高知県 株式会社ＢＳＡ 3490001004758 「美」を追求したカラー材で新規顧客獲得。低感染リスク美容室

7064 高知県 森のスタジオ 会場のオンライン化とPR事業

7065 高知県 つちといろ 屋外整備によるコロナ禍でも安心し楽しめる環境づくりと販売強化

7066 高知県 株式会社マンジェ・土佐 3490001004725 券売機利用で接触機会を減らす

7067 高知県 ウィメンズケアヨーガ 非接触で集客、サービスを提供するためのオンライン強化策

7068 高知県 株式会社Ｙｏｕ　ＭｅＲａｆｔｉｎｇ 4490001009252 ECサイトを活用したネットショッピングのビジネス展開

7069 高知県 株式会社理孔 1490001009627 EC事業の参入による非対面ビジネスの確立

7070 高知県 株式会社叶 2490001009650 『かに千』の新メニュー認知度を拡大する為の WEB 広告出稿

7071 高知県 ツヨニー カーボンニュートラルな製品のオンライン販売

7072 福岡県 スタジオ　ピーチ おうちで理想の体型へ！オンライントレーニングの提供体制確立

7073 福岡県 ＰＩオフィス 完全非接触型のオンライン目標達成コーチングの販路開拓事業

7074 福岡県 トータルリペアサンクススタジアム カーコーティングの非対面化事業で売上のカバーリングを実現！

7075 福岡県 株式会社クロノス 7290001060371 非対面販売（青果物の通信販売）開始による売上の拡大

7076 福岡県 どすこい唐揚げ　大ちゃん ネット通販とデリバリーに参入・PR動画作成による新規顧客獲得

7077 福岡県 バルババ 安心して食事ができるための店舗改装、テイクアウト事業の強化

7078 福岡県 旅人カレー オリジナルスパイス・グッズのネット販売と動画による販売促進

7079 福岡県 リンパサロンアンドスクールブリリアント オンラインでのリンパセラピスト養成講座の実施とEC市場参入

7080 福岡県 Ｂ－ｔｅｃｈ オンライン現地調査とオンライン決済の導入で新規顧客獲得を狙う

7081 福岡県 オステリアリンダ 店内人気メニュー品のテイクアウト販売強化による売上回復！

7082 福岡県 糸島ラーメンゆうゆう 「糸島ラーメンを手軽に食卓に！」を目標としたECサイトの構築

7083 福岡県 たてやま 加工食品のテイクアウト販売強化による新事業の成長を実現

7084 福岡県 有川譲二 解剖学講座のオンライン化と、解剖学教材の販売事業

7085 福岡県 炭焼き　正義 テイクアウト販売事業を実施。安心して食事を楽しめる店舗へ

7086 福岡県 まだらキッチン テイクアウト専門店でwithコロナの新しい事業を実施

7087 福岡県 稜庵 人気鮨会席の「鮨のお土産」テイクアウト販売で売上回復を実現

7088 福岡県 酒と肉バルソラ こだわりが詰まったハンバーガーのテイクアウト事業で売上回復

7089 福岡県 旬味食彩　えんまる 個人重視したサービス向上と、コロナ対応型安心安全な店づくり

7090 福岡県 三器 ECサイトとホームページの連動による非対面販売の運用

7091 福岡県 池元整骨院 接触機会削減と滞在時間短縮のための小型低周波治療器の導入

7092 福岡県 アイシー株式会社 8290001057004 小顔矯正の未来～DXで新しいエステの経営へ～

7093 福岡県 高田創献株式会社 5290001095618 市場環境の変化に対応できる移動販売事業で、売上利益アップ

7094 福岡県 トラットリア　デル　チェーロ 本場イタリアンのテイクアウト・デリバリー事業

7095 福岡県 有限会社柳川よし 5290002054705 当店自慢の料理を自動販売機で24時間販売へ

7096 福岡県 株式会社ＮＣＣＡヒューマンズ 8290001062920 ＥＣサイトによる非対面型ビジネスの構築

7097 福岡県 エミカビューティーサン メンズメニュー強化とリモートエステ・ネットショップで販路開拓

7098 福岡県 ｃａｎｔｉｎａ　ＧＡＳＨＩＹＯ アプリを使った自社テイクアウト販売で、テイクアウト利用を促進

7099 福岡県 まつざき オリジナル書道具を中心としたEC販売による非対面型販路開拓

7100 福岡県 Ｈａｉｒ＆ＳＰＡＬｉｆｅＦｌｉｐ お家で健康な髪美容の実現と、安心してくつろげる癒し空間づくり
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7101 福岡県 糸島食堂ほもり テイクアウト需要拡大構築のための販促で事業拡大を！

7102 福岡県 長浜うどん 冷凍からあげの自動販売機販販売の為の商品開発とPR事業

7103 福岡県 サラベリーダンススタジオ 対人接触減でも新旧顧客満足度UP！ダンス教室オンライン化事業

7104 福岡県 マツフジ管理株式会社 7290001054943 「スマートランドリー」認知拡大による新規顧客の獲得

7105 福岡県 ペットサロンポコアポコ 当社オリジナル　ウェットタイプの冷凍ペットフードのネット販売

7106 福岡県 株式会社りぼん 3290001059954 ECサイトの構築でホルモン鍋の通販事業を再構築

7107 福岡県 株式会社ベアバリー 5290001051364 オンライン授業と対面授業をかけあわせたハイブリット学習コース

7108 福岡県 味工房　くま本 オンライン決済システム導入による感染拡大防止と売上アップ

7109 福岡県 株式会社ヒロトサービス 4290001078326 少人数経営だからこそDX化、リフォーム会社のSFAツール導入

7110 福岡県 福岡美人工房アロマムーン エステマシン『グロッティ』の導入による非接触施術の提供

7111 福岡県 Ｌｅ　Ｌｉｅｎ ビオスチームによる、非対面型サービス事業

7112 福岡県 司建装 車庫から庭までなんでもオンライン相談窓口サイトの開設！

7113 福岡県 ラグメンマサ 非接触型セルフホワイトニング事業への進出

7114 福岡県 有限会社味平 1290002054849 セルフ会計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

7115 福岡県 株式会社岩﨑製作所 7290801007927 新分野展開・営業力強化のためのWEBサイト構築による売上回復

7116 福岡県 おたからや片島店 オンライン営業導入により顧客に愛される買取業者に。

7117 福岡県 鍼灸サロンシンヴィア 妊活特化型セミオーダー式セルフケアコンテンツ作成・販路開拓

7118 福岡県 ル・ジャンジャンブル 気軽に立ち寄れる新サービス及びテイクアウトサービスの取り組み

7119 福岡県 ビューティープロデュース　ハピネス 3つのオンラインシステムを活用した業務転換と売上向上事業

7120 福岡県 株式会社イーグルコミュニケーションズ 3013301034605 コロナ後の新マーケティングによる非接触ビジネススタイルの確立

7121 福岡県 デンザラウンジングルーム ＨＰ連動型オンライン予約システムによる混雑可視化の新感染対策

7122 福岡県 オーダー＆ファッションリフォームビブ ネットショップViBu「ネットで受付、宅配リフォーム」開設

7123 福岡県 株式会社ＡＰＳ 5290801008092 レストラン自家製調味料のネット通販で売上回復を実現する

7124 福岡県 株式会社ハウジングサポート 8290801010905 ウェブを活用しての販路拡大

7125 福岡県 有限会社やかた 4290002017968 SNSと連動させたネット通販サイトの開設と運営

7126 福岡県 有限会社テイ・ワイ・エム 4290002016359 既存店舗の古民家を活かした個室カフェ、テイクアウト事業

7127 福岡県 株式会社永寿堂 4290001087302 街の調剤薬局が提供するメディカル商品のネット販売サービス構築

7128 福岡県 株式会社ＩＣＭエンジニアリング 1290001046533 夜間工事受注増加による交代制導入と接触機会減少の取組

7129 福岡県 秋山貴金属装身具店 接触リスクを回避しプライベート空間で心躍る特別なジュエリーを

7130 福岡県 フランスフード合同会社 9290003009398 フランス料理を身近に！オンライン料理教室+通販による販路拡大

7131 福岡県 圭建築工房 オンライン（非対面）で住まいの相談サービスを実施して売上拡大

7132 福岡県 ラポワール インスタ映え‼ケーキとカットフルーツのオンラインレッスン

7133 福岡県 志らとり 保存可能な仕出し商品の開発による新規客の開拓

7134 福岡県 味・竹林 仕出し弁当のオンライン注文開始で新規顧客獲得と売上増加を実現

7135 福岡県 居酒屋じゅうじゅうぅ ソーシャルディスタンスを徹底した安全安心な居酒屋の実現

7136 福岡県 Ａｉｒｅ 自宅でスペイン旅行気分を!スペイン料理テイクアウトPR事業

7137 福岡県 なお整骨院 完全個室診療およびオンライン販売で販路開拓

7138 福岡県 ＭＯＤＥＲＮ　ＳＴＹＬＥ合同会社 7290003007503 「オンラインを活用した不動産セミナー」の為のHP制作PR事業

7139 福岡県 有限会社馬場桐板店 8290002047482 オンライン商談とEC販売による対面営業からの脱却計画

7140 福岡県 フクオカギャレックス株式会社 3290801017723 WEB受注システム導入による非対面販売方式の確立と業務効率化

7141 福岡県 ＢＯＮＮＹ 半個室化によるお客様同士の接触機会をなくす取り組み。

7142 福岡県 有限会社オフィスノアール 6290002010112 レッスンサービスのオンライン提供とテレワーク実施の感染対策

7143 福岡県 キッチンアンドバーブロウ テイクアウト事業と小規模宴会で収益アップ

7144 福岡県 株式会社津留建設 8290001053564 オンライン住宅リフォームセミナーによる新規顧客の開拓

7145 福岡県 株式会社ワイズヒル 3290001073393 機械化IT化によるコロナに負けない効率的な清掃業務の販路開拓

7146 福岡県 古賀プロパン 感染リスク低減のためのLPWA端末設置事業

7147 福岡県 ゴナージ ベテランフードコーディネータによる非対面でのインスタ映え教室

7148 福岡県 Ａｓｔｅｒ オンライン操作説明でのフォトウエディングビジネスの構築

7149 福岡県 株式会社ＨＡＲＵ’Ｓホーム 9290001061723 安心して通えるデイサービス映像体験と万全のコロナ対策PR事業

7150 福岡県 Ａ５　ＢＬＵＥ　ＳＴＵＤＩＯ ワンオペレーション動画撮影体制構築事業
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7151 福岡県 諏訪ｓｓスポーツジム 新規オンラインサービス及び物販強化による販路拡大事業

7152 福岡県 寿司好 対人接触機会を減少させる為のテイクアウト用冷凍すし商品の開発

7153 福岡県 海産物問屋カネゲン 乾物袋詰め加工オンライン商談及び加工場見学サイトの開設！

7154 福岡県 ＦＰオフィス　ミラボ オンラインを活用した新規顧客獲得と顧客の定着化推進

7155 福岡県 株式会社ｃａｕｄｅｘ 7290001088685 新機器導入によるテイクアウト事業で新規顧客の獲得を行う

7156 福岡県 中島勇人 海外に向けての日本のスケート技術のオンライン販売

7157 福岡県 ベルマーノ 自動整体マシンの新規導入とPR事業

7158 福岡県 ココルタン 販路開拓のための新事業の立ち上げとPR事業

7159 福岡県 株式会社明光商事 8290801027296 地域資源を活用した自社商品展開におけるWEB構築

7160 福岡県 キーズ株式会社 4290001070646 オリジナル雑貨制作のお手伝い！キーズ卸売WEB販売サイト事業

7161 福岡県 株式会社西部クリーン 9290001049025 契約から決済まで非対面で楽々！患者様の個人洗濯サービス開始！

7162 福岡県 合同会社ＣＥＮＴＲＩＶＥＲ 1290003011576 「どこにいても九大に合格できる環境を」のオンライン授業の提供

7163 福岡県 餐・炊・惣　楽 無人冷凍自動販売機「ど冷えもん」を活用した非対面モデルの構築

7164 福岡県 株式会社ＴＯＭ　ＳＴＹＬＥ 6290001076583 カウンターを中心とした店舗改装による常連顧客の獲得

7165 福岡県 加来不動産株式会社 5290801018505 動画セミナー　de　相談会！

7166 福岡県 ゆみ整骨院 個別に「オーダーボディー」と個人で「セルフ筋トレ」

7167 福岡県 キナリ テイクアウトサービスをアプリで自動化。無理のない事業実施へ

7168 福岡県 株式会社ネイバー・シンク 4290001062692 非対面型による「自社媒体とWEB広告パッケージ」全国拡大事業

7169 福岡県 玉家の焼肉・韓国料理　オビリ 店内改装による個室化でコロナに負けない店舗作りを！

7170 福岡県 有限会社永幸設備 9290802022147 民間事業用ＨＰの刷新と、営業・業務プロセス改革によるDX推進

7171 福岡県 ＡＲＴＭＡＴＩＣ　Ｄｅｓｉｇｎｓ 日本海外ECサイト進出の為の商品開発とPR事業

7172 福岡県 株式会社理健商事 5290001072468 店舗向けに特化したLED照明などの通信販売事業

7173 福岡県 株式会社ＣＲＡＦＩＴ 7290001094626 オンラインによる固定資産税評価額算定調査の周知と説明及び販売

7174 福岡県 オオキタ建設株式会社 9290001047136 3DCAD導入による営業活動のＩT化及び業務効率化

7175 福岡県 株式会社銘酒館倉松 9290803001298 自社ECサイト構築で「銘酒館倉松」のファンを全国拡大！

7176 福岡県 すざき町食心旬ぎく 本格和惣菜ネット通販による新規販路開拓により売上を回復！

7177 福岡県 株式会社Ｔ－ｓｙｎｅｒｇｙ 9290001074709 コロナ対策による非接触・３密対応個室などの店舗改修工事

7178 福岡県 合同会社ＢＥＬＬＥＬＵＮＡ 6290003010103 オンラインツールを駆使した非対面型腸活コンテンツの販路拡大

7179 福岡県 日建装株式会社 5290001054879 脱毛サロンのオンラインカウンセリングと美容商品のEC販売事業

7180 福岡県 有限会社宗像日通プロパン 5290002035498 LPWA端末設置による非接触型ビジネスモデル構築

7181 福岡県 焼鳥あかまる 有名人も来る焼き鳥屋の美味しい炭火焼レトルト通販

7182 福岡県 キッチンカー縁 キッチンカーによる移動販売

7183 福岡県 株式会社ケントク 7290001031604 サイテック3Dとサイトスコープで遠くにいても現場が見える化

7184 福岡県 中川学社会保険労務士事務所 オンラインによる低感染リスク対応セミナーの開催

7185 福岡県 合同会社ウィズトレーニング 6290003011646 自宅で安心安全に個別トレーニングを体感できるシステム構

7186 福岡県 丸貴ラーメン 『24時間』『無人非対面』での自動販売開始で中食市場へ挑戦！

7187 福岡県 遠藤ブドウ園 自社栽培高品質ぶどうのインターネットによる非対面販売強化事業

7188 福岡県 便利屋　宝満 建築のプロによるオンライン住宅診断サービス事業で新規開拓！

7189 福岡県 まる富ラーメン 【まる富ラーメン】排煙ダクトを設置し焼肉の提供を開始

7190 福岡県 花田農機 リモコン草刈機導入による対人接触減少・省人化と顧客開拓

7191 福岡県 オフィスキムラ オンラインアクターズマーケットの立上げ

7192 福岡県 スタイル 「おうち美容」に向けた非対面サービス体制の確立

7193 福岡県 マインズ有限会社 5290002013173 「不動産売却を任せていただける」売主のお悩み解決サイトの運営

7194 福岡県 株式会社佳音 3290801012939 高齢者向け音楽療法プログラムのオンライン配信事業

7195 福岡県 魚いち 『自宅で鮮魚』のための真空パック商品開発とPR事業

7196 福岡県 直方ドッグスクール トリミング事業の強化とホームページの刷新

7197 福岡県 ＮＯＩＺ 動画と音楽のワンパッケージ制作事業

7198 福岡県 株式会社土屋グループ 1290001082487 ハイエンド輸入家具のインターネット販売事業

7199 福岡県 株式会社トレードラボ 6290001079900 不動産売買における非接触型商談システムの導入

7200 福岡県 美安樹 温活ホームケアレッスン、温活セラピスト養成講座事業
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7201 福岡県 Ｙｕｔａｋａ　Ｄｅｓｉｇｎ ドローン事業の開始と町おこしに向けたオンライン商店街構築事業

7202 福岡県 桜坂フーズ株式会社 4290001068946 対人接触を低減できる新しい営業戦略にシフトする事業

7203 福岡県 株式会社アシスト 9290001039546 オンライン商談システムを取り入れたベニヤ販売特化サイト

7204 福岡県 エイチ合同会社 7290003006629 フリーアナウンサーによる非対面リモートトークレッスン！

7205 福岡県 想家工房株式会社 8290001058415 感染防止と営業機会創出を実現するオンラインシステム導入

7206 福岡県 株式会社ちとせ 5290001093910 電子薬歴ツール導入で業務効率化と感染リスク低減

7207 福岡県 さわらたけのこの里　森のパン工房 対人接触機会を抑制させる販売チャネル拡大と移動販売用商品開発

7208 福岡県 ＡＹＫフーズ株式会社 4290001027407 新商品開発によるテイクアウト等の販売強化事業

7209 福岡県 松尾　武 オンライン内覧ホームページ開設及び物件写真撮影機器の導入事業

7210 福岡県 サイモンスタジオ 教育分野で非対面型に特化した「ライブ配信事業」の構築

7211 福岡県 株式会社リノール 2290001096569 非対面営業、顧客管理システム導入でサロン専売商品の通信販売

7212 福岡県 あだち音楽教室 感染症に強い教室に改装し、生徒数と講師を増やし事業を拡大する

7213 福岡県 和膳まるみつ 仕出し弁当・惣菜のオンライン決済で対人接触機会低減と売上回復

7214 福岡県 ウバティー オンライン占いの新サービスで販路を全国に拡大

7215 福岡県 有限会社プラグレス・ヒロ 3290002037835 非接触の為のお寿司　自販機導入プロジェクト

7216 福岡県 公文式赤坂けやき通り教室 公文式赤坂けやき通り教室

7217 福岡県 ハル行政書士事務所 専門特化WEBサイトの開設による非対面型営業の確立と販路拡大

7218 福岡県 有限会社松田住宅機器 9290002034182 クラウド工事管理システム導入で在宅ワークを可能にする

7219 福岡県 ミュージックあとりえｔｅｍｉｔｅｌｕ Withコロナに対応したコンサートと音楽教室

7220 福岡県 有限会社若葉薬局 3290002014801 漢方相談のオンライン化に向けた環境整備

7221 福岡県 マイモン西中洲 茶道をイメージした和の香りの商品開発とECサイト構築

7222 福岡県 オリオンコーヒー合同会社 6290003011687 当店オリジナルブレンドコーヒー豆のオンライン予約及び販売開始

7223 福岡県 株式会社ＩＴ樋口 6290001092738 産地直送食品EC制作事業の認知向上とオンライン商談の体制構築

7224 福岡県 株式会社ＴｅａＴｒｅｅ 4290001074358 スカッシュコートの空き時間の有効活用と高輝度看板の設置

7225 福岡県 さんかくしかく テイクアウト販売サイト開設による非対面販売促進プロジェクト

7226 福岡県 松本コミュニケーション研究所 オンライン予約導入による顧客獲得・売上回復計画

7227 福岡県 Ｐ　ｔｏｍｏ チャネリングタロット占い・占い講座の開発及び販路開拓

7228 福岡県 株式会社トリックスター 7290001089361 ECサイトにより全国へ商圏を広げ、売上の回復・UPを目指す！

7229 福岡県 北九州プロパン瓦斯株式会社 1290001036476 LPWA端末設置による非接触型ビジネスモデル構築

7230 福岡県 ＣＬＥＩＳ オンラインでの非接触販売・レッスンへの転換と、贈答商品開発

7231 福岡県 株式会社中村商会メディカル事業部 3290001050079 ウェブサイトと動画を活用したオンラインでの販路拡大

7232 福岡県 株式会社ＡＳＩＡＮ　ＦＡＣＴＯＲＹ 9290001091209 非対面型 語学学習（第二外国語）事業

7233 福岡県 両筑ゴルフセンター 安全・安心な練習場づくりを目指した自動ティーアップ機の導入

7234 福岡県 ｌ’ｏｎｄｅ オリジナル衣類の開発と通販導入による非対面式販路の拡大

7235 福岡県 株式会社瀧屋 8290001083165 接触機会を減らすお花のオンライン教室新設と予約システム

7236 福岡県 ＰｉＥＡＣＥ株式会社 9290001095845 太陽光発電の駆けつけメンテナンスサブスク事業！福岡から全国へ

7237 福岡県 株式会社ライトスタッフ 3290001025931 プリント作業場の移設・増床による密対策と能率アップで売上回復

7238 福岡県 ふんばり 自動販売機で三密防止！自動販売機を利用した非接触販売

7239 福岡県 株式会社ＧＳＥコンサルティンググループ 5290001094124 新しい時代の女性自立支援サポート販路開拓事業

7240 福岡県 カルチャーアーツ ECサイト制作によるレトロゲーム通販チャネルの確立

7241 福岡県 Ｌｉｔ＇ｚ クリエイター特化型クラウドソーシングサービス

7242 福岡県 有限会社サイト 1290802011124 感染リスク軽減の店舗改装でお店もお客様もWinWin

7243 福岡県 ゴーグアパレル トレーニングを生活の一部に～オンライン・1on1トレーニング

7244 福岡県 三貴創実株式会社 1120001142761 新規生徒獲得に向けたオンライン予約・顧客管理実現事業

7245 福岡県 株式会社ｃｋｈａｐｐｙ 9290801026561 非接触を目的とした静養室個室化のための改装工事

7246 福岡県 サロンドスパ　マハロミ 接触機会の減少で安心をアピール！セルフエステ美容機器の導入

7247 福岡県 テックナブ ポータルサイト「遊漁船サーチ」のための広告とコンテンツ充実

7248 福岡県 バニラ美容室 非接触型オートシャンプー機で新型コロナウィルスの感染防止

7249 福岡県 美肌とリンパドレナージュサロンＢ．Ｌａｂｏ 肌解析機器等の導入によるお客様との接触時間の短縮と顧客の獲得

7250 福岡県 朱雀ラーメン 地域で愛される豚骨ラーメン、創業３７年の味を守りたい
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7251 福岡県 株式会社ワイド・ライフ・クリエーション 4290001051646 商談プロセスと顧客管理の刷新による革新的な営業体制の構築

7252 福岡県 ブランシュ　リィ 非対面サービスの導入・告知と感染症対策強化に向けた店舗改装

7253 福岡県 炭焼豚丼と塩ホルモンの店　西北の杜 通信販売に向けた自社独自の新商品開発と大量生産体制構築

7254 福岡県 株式会社かっちゃんフーズ 6290001085667 ECサイトを活用した新業態での再出店を成功させるための施策

7255 福岡県 リサイクル生活館 新たなシステムを活用した非対面の促進と業務効率化の推進事業

7256 福岡県 株式会社ヨシノ 5290801011328 代理店向けオンライン研修のための動画と配信サイト制作

7257 福岡県 テリハジュニアアールジー 新体操と体幹トレーニングが学べるオンラインスクールの開講

7258 福岡県 テール 感染対策徹底のための施術環境構築事業

7259 福岡県 有限会社中島商店 4290002005469 感染リスク減少のための個室打ち合わせ兼休憩室の新設

7260 福岡県 株式会社ＡｍｉＴ 4290001087608 Web問診シートでRPAツールの拡販！！業界のDX促進へ…

7261 福岡県 株式会社トゥルーチームコンサルティング 5290001066305 オンライン勉強会による企業マネジメント層支援事業

7262 福岡県 有限会社にこにこ 8290002026511 筋膜リリース大規模広報とオンラインセミナー開講

7263 福岡県 株式会社シーソー 8290001086795 出産祝い特設ページ作成とWEB広告による売上増加と顧客の獲得

7264 福岡県 増田おじさんのグルメ工房 地元に根付く移動販売により猫型菓子の新規顧客と販路の拡大

7265 福岡県 株式会社アルファ 7290001011457 集客用WEBサイトを構築し、デジタル営業力を高め販路開拓

7266 福岡県 株式会社７Ｎｅｕｔｒａｌ 5290001095675 子育てママの経済的自立支援オンライン化事業

7267 福岡県 ＬＩＦＥ 海を眺めながら至福の時間をキッチンカーでお届け。

7268 福岡県 株式会社プロデュース 8290001065774 新規民泊事業（自社施工＆管理のリゾート施設）のブランディング

7269 福岡県 有限会社長寿堂 7290002042328 運動スペースの準個室化による非接触・感染リスクの体制の構築

7270 福岡県 林商店 ＥＣサイトによる販路拡大と売上増加を実現

7271 福岡県 ＧＡＲＤＥＮ オンライン制作／CLINICホームページテンプレートプラン

7272 福岡県 合名会社サンエル 8290003002651 出張型トリミングサービスの事業展開による非接触型の事業推進

7273 福岡県 マハロ・ワークス株式会社 2290001083947 日本初の動物病院・各専門家と連携したオンライントレーニング

7274 福岡県 オッカン本舗株式会社 3250001016736 新しい揚げ物、惣菜屋のマイクロチェーンビジネス。

7275 福岡県 合同会社ライフワンシステム 3290003011005 リフォーム工事の相談・見積もりのオンライン化で非対面を強化

7276 福岡県 川﨑美奈子 パーソナルトレーナーとしてのブランディングで収益UP!

7277 福岡県 ｖｉｏｌｅｔａ 感染防止に配慮したオンラインによるスタイリングサービスの広報

7278 福岡県 アンビションホールディングス株式会社 4290001063955 オンライン内覧システムを活用して非対面型ＩＴ戦略販路開拓事業

7279 福岡県 セッション オンラインイベント配信プランによる、事業の拡大

7280 福岡県 ビストロシンク 『こだわりスイーツ』の商品開発とテイクアウト事業の強化

7281 福岡県 アントワープ合同会社 6290003008782 ECサイト販売によって『非対面・非接触』での売上増加を目指す

7282 福岡県 隈本浩美 オンライン決済によるオンラインレッスンで対人接触機会を減少

7283 福岡県 梶原工務店 地域の大工さんが教える、本格派オンラインDIY教室開講

7284 福岡県 株式会社エイトホーム 2290001090373 非対面で行う低感染リスク型営業スタイルへの転換

7285 福岡県 カットカラーアール 対人接触を減少させる施術スペースの個室化

7286 福岡県 ふわふわ堂 非接触・無人・個室のレンタルジム

7287 福岡県 ルーフタイル　タナカ 自宅をトータルサポート。屋根工事業が提案するリフォーム

7288 福岡県 ヘッドスパ専門ユウフクドメヘッドスパサロン オンラインによるヘッドスパのセルフケア講座及び製品の通信販売

7289 福岡県 オクトウェイ合同会社 4290003007480 オンライン教育事業新設とECサイト構築による通販事業への挑戦

7290 福岡県 株式会社ＣＣ　ＰＲＯＪＥＣＴ 5290001094231 ちーずとけーき。自慢のチーズケーキをECサイトで全国展開！

7291 福岡県 ｋｏｂｏ インターネットを活用したDtoC事業

7292 福岡県 宮本大輔 ECサイトによるオリジナルグッズのオンライン販売事業

7293 福岡県 福岡さちこ カウンセリング事業におけるオンライン集客のためのPR動画

7294 福岡県 アクアプラン株式会社 9290801027295 「水のある、いやしの空間を創る」インテリア水槽の販促強化

7295 福岡県 ささき整骨院 患者様のセルフ治療によるコロナ対策と新治療メニューの確立

7296 福岡県 株式会社ＳＢＨ 7290801026927 生産性UPと３密解消の為に、かかりつけ薬局となる為の設備投資

7297 福岡県 井手商店 ECサイト運用による非接触型販売の実現

7298 福岡県 からあげの篤 「白いからあげ」を通販サイトで全国に発信し販路拡大

7299 福岡県 株式会社美顔整骨協会 9290001090664 『女性の為のケアオイル開発と通信販売』

7300 福岡県 株式会社ｃｏｎｎｅｃｔ　ｈｏｍｅ 5290801026895 非対面営業活動強化のためのホームページ刷新で売上最大化！

146



＜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6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５月12日(木)以降）。

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

7301 福岡県 吹きガラス工房　琥珀 新商品と体験イベント導入によるポストコロナへの取組

7302 福岡県 ビットテック株式会社 2290001079656 オンラインによるWEB上での非対面型見積もりサービスの構築

7303 福岡県 健康デザイン． 特設サイトで知名度向上およびECサイトでの販売拡大

7304 福岡県 オーシヤンブルー株式会社 1330001017488 低感染リスク型ビジネス枠

7305 福岡県 合同会社ｓｃｅｎｅｒｙ 2290003012086 オリジナルの家具や空間演出をオンラインで非対面での販路拡大

7306 福岡県 香月信二 新システムで対面接触機会低減と非対面型EC事業サイト構築挑戦

7307 福岡県 ほっとさん 自動販売機導入

7308 福岡県 Ｂｅｅ　Ｃｒｅａｔｅｓ 個人や企業、自治体のための記念品などの商品開発と広報事業

7309 福岡県 千代田農場 高密度播種苗栽培導入による作業省力化と経費削減

7310 福岡県 株式会社ＬＩＷＯＮ 8290001075253 美と健康に特化したZOOM営業コンサルティングサービスの展開

7311 福岡県 株式会社ウイングル 8290001080237 コインランドリーに非接触決済システムを導入し感染防止対策

7312 福岡県 ＶＩＬＬ合同会社 8290003008599 「自宅で個別オンラインコンサルタント」の為のHP制作PR事業

7313 福岡県 ＬＵＣＩＥ株式会社 7290001059892 非対面型ヘッドスパ(オンラインレッスン×ライブコマース）

7314 福岡県 有限会社三角 4290002007325 マッサージルームの個室化とオンラインカウンセリング

7315 福岡県 株式会社レイワ 6290801025839 ICT機器導入による土木工事のテレワーク化

7316 福岡県 ダンシティ株式会社 8290001030910 コロナと共存が可能な新しいエンタメ文化を革新する配信事業

7317 福岡県 石橋製油株式会社 7290001048367 新商品開発と自社ECサイトによるブランディングと販路拡大事業

7318 福岡県 株式会社咲ら化粧品 3290001026269 オンラインを使ったコーチング及び集客コンテンツの環境整備

7319 福岡県 株式会社Ｂ．Ｆｅａｔ　Ｄｉｎｉｎｇ 4290001095676 テイクアウト・デリバリー専門のグルメバーガー店

7320 福岡県 串焼き藤間 絶品串焼きのテイクアウト事業及び高輝度 LED 看板の設置

7321 福岡県 小竹りか行政書士事務所 ＤＸやオンライン申請を機会と捉えたネット集客による販路拡大

7322 福岡県 有限会社坂田工務店 5290802020773 ICT技術導入における生産効率の向上、接触機会の削減

7323 福岡県 有限会社ピュアーフィールド 8290002027749 顧客第一に向けて業務効率UP

7324 福岡県 株式会社魚駿 9290001000210 新規ＥＣサイト設置による非対面型水産物販売モデルの新規構築

7325 福岡県 雅琉株式会社 6290001090691 ＥＣサイトの構築とオンライン営業による小売・卸売販売の拡大

7326 福岡県 株式会社タイヤチップセンター 5290002039490 WEB上でのオンライン自動見積サービスを提供し販路開拓

7327 福岡県 Ｆｏｘ ペットの顔を描いたオリジナルペット皿の販売事業

7328 福岡県 ＬＩＬＩＳ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ ポストコロナ時代に向けた新しい美容室の営業スタイル確立事業

7329 福岡県 オーナーズショップツカモト 自動車会社におけるデジタル化を通じた業務効率の改善

7330 福岡県 ＳＡＣＨＩ オンラインで販売できる自社ブランドの化粧品開発と販路開拓

7331 福岡県 緒方通信株式会社 5290001047866 商談の非対面化を実現する電気通信工事相談のＤＸ化事業

7332 福岡県 株式会社ＡＣＴ　ＪＡＰＡＮ　ＧＲＯＵＰ 1290001030339 幹細胞培養上清液使用のエイジングケアメニューの開発

7333 福岡県 シドラボ合同会社 5290803003884 完全非接触型オンラインサービス拡充による新規顧客開拓事業

7334 福岡県 愛真 オンラインスクールにて施術・起業の一貫サポートパックの販売

7335 福岡県 ＩＭＳ コロナ禍に立ち向かう飲食店オンラインサポート事業

7336 福岡県 株式会社ジェイセレクト 2290001074129 コロナ渦に対応した置き配が出来る自社ブランド商品専用箱の開発

7337 福岡県 株式会社ＶＯＬＵＴＴＡ 4290001094983 メリハリのあるボディーを目指し、潜在的な女性の魅力を引き出す

7338 福岡県 赤帽カノウ運送 多機能デジタルツールを用いた非対面完結型運送サービスの実現

7339 福岡県 株式会社ＳＡＱ 1290001094227 レーザー加工補助事業

7340 福岡県 サムカリー 「おうちで本格スパイスカレー」のための真空パック商品開発

7341 福岡県 ＯＦＦＳＨＯＲＥ　ＶＩＬＬＡＧＥ 新規開業！コロナに負けない移動販売業

7342 福岡県 ｍｏｇ　ｓａｌａｄ 感染対策と両立する後発出店組としての移動販売の開始

7343 福岡県 公文式　久留米城南教室 算数文章問題等を映像視覚化したデジタル指導補助教材の作成

7344 福岡県 波多江レンタカー コロナ禍に対応した非対面型レンタカー貸出サービスの開始

7345 福岡県 株式会社松原正商店 6290001016696 劇的！業務フロー改善による作業効率最大化戦略！

7346 福岡県 ラッキィ・キャット 大型家具＆家電の引越しオンラインサービスで売上拡大！

7347 福岡県 ＬＵＳＳＯＣＵＯＲＥ 身体に優しいコンフォートシューズ（特小～特大サイズ）の販売

7348 福岡県 株式会社ＯＲＡＮＧＥコミュニケーション 2290001058338 HPの特設サイト構築　感染防止特化モニター広告

7349 福岡県 合同会社ＮＡＲＡＢＥＬ 6290803003768 YOU TUBEによるSNS広告事業

7350 福岡県 シニスターアレイ キッチンカー導入による販路拡大事業
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7351 福岡県 テオン ヘッドスパのホームケア、セルフケアオンラインレッスン事業

7352 福岡県 ドッグサロンチーズ ペットの健康を考えた機械導入及び従業員の作業スペースの改善

7353 福岡県 合同会社アクアステラ 7290003006430 無添加天然塩の製品開発・改良及び、WEB販売PR事業。

7354 福岡県 おそうじ本舗　黒崎店 除菌クリーニング、コーティングによる対人接触機会減少の事業

7355 福岡県 ディスコバーｂ＿ｃｈ 中洲から暖かいお弁当をお届けウーバーを利用した宅配

7356 福岡県 株式会社緑ヶ丘ガーデン 9290001043135 インターネット及びSNSでの特殊植物の販売事業

7357 福岡県 合同会社梅田紳士服 6290003011935 ECサイト作成とLP作成と宣伝で販路拡大

7358 福岡県 エフイノベーション E-LearningによるSNSコンサルとLPによる新規開拓

7359 福岡県 納富米穀店 ホームページ開設によるネット販売とPR事業

7360 福岡県 パフォーマンスＳｅｎｓｅ 収入源を増やし、コロナ時代に対応したビジネスモデルを確立!

7361 福岡県 林有花梨 ～ペットの個性を引き立てる～オリジナル小物グッズのＥＣ事業

7362 福岡県 Ｓｕｎ　Ｇｌａｎｚ株式会社 1290801027641 台湾カステラ集客LPの作成と動画制作

7363 福岡県 有限会社ソートライ 9290002024588 ビデオ制作編集システムのオンライン化対人接触減少と売上UP

7364 福岡県 末次　琢八 コロナ禍に対応した低感染リスク型映像制作

7365 福岡県 ショップフラミンゴ キッチンカーによる「フラミンゴドッグ(ホットドッグ)販売

7366 福岡県 株式会社十三社 4290001076544 FC加盟店拡大のための、オンライン商談ツールの実装

7367 福岡県 Ｅｒｉｃａ 【調理師レシピ】正しい食事で好印象、成婚率アップ

7368 福岡県 株式会社クロムコード 2290801028168 自社ホームページで動画を活用した営業活動及び販路開拓

7369 福岡県 アルバ 通信販売業と EC サイトのストア構築

7370 福岡県 スナックリブ ノンアルコールカクテル(モクテル)テイクアウト専門店

7371 福岡県 Ｓｈｈｈｃｏｆｆｅｅ カフェバーおける非接触型コミュニケーションツールの構築

7372 福岡県 ダイニングバーライン コーヒー豆の通信販売事業立ち上げおよび認知拡大と来店促進

7373 福岡県 マツモト看板店 これまでのイメージを払拭した多角的な事業による新たな売上構築

7374 福岡県 合同会社ＧＲＥＥＮＰＥＡＣＥ 6290803003017 オンライン来店予約導入による来店促進・売上回復を実現

7375 福岡県 麺や十壱 withコロナに対応したテイクアウト・デリバリー販売強化事業

7376 福岡県 株式会社プリマクラッセ 5290001080999 オンラインマネーセミナーの開催及びコンテンツ強化

7377 福岡県 有限会社オールバーグ 9290002026956 動画配信システムを利用した研修・講演、カウンセリングの実施

7378 福岡県 株式会社ＫＳサポート 2290001074616 まだまだ使えるリユース商品をオンラインで全国に販売

7379 福岡県 堀脇　英美 体に優しい足つぼと非接触で免疫力アップするマシンで健康増進！

7380 福岡県 コリアンダイニング　Ｇｏｎｃｈａｎｇ ECサイトと広告の運用により商圏の拡大で顧客を全国に！

7381 福岡県 神之湊株式会社 9290001088477 新規業務開始に伴うＷＥＢサイトとＥＣサイトによる販路開拓

7382 福岡県 土地家屋調査士武藤事務所 登記の完全なオンライン申請を果たすためのITツール導入

7383 福岡県 株式会社アズアイム 1290001070392 ECサイト作成による新規顧客獲得と業務効率化

7384 福岡県 合同会社シンプルトレーディング 2290003004868 自社物件を活用したテレワークスペース、ワーケーションスペース

7385 福岡県 合資会社泉田商店 6290003000715 お家でいずみ田

7386 福岡県 Ｆｌｙ８ｅｉｇｈｔ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ｐｒｏｄｕｃｅ Eラーニングによるサブスクモデル構築と商品動画の販売促進事業

7387 福岡県 結婚コンサルタント　マゼンダ 男性向け婚活コンサルティングの実施と販路開拓

7388 福岡県 ナカガワアクティビティ ウェブ予約システム導入、事業車に広告効果のある装飾で顧客獲得

7389 福岡県 株式会社ＣＡＮＤＹ 1290801027170 非対面営業に対応できるホームページの作成

7390 福岡県 株式会社ＳＵＮＨＡＬＯ 5290001094256 ライブイベント等のオンライン事業強化による認知向上と販路拡大

7391 福岡県 ｉｎｃｏｍｐｉｕｔｏ オンラインにてファッションコーディネートの提案を！

7392 福岡県 志岐商事株式会社 5290801027472 セルフ美容脱毛とオート会計システムサービス

7393 福岡県 株式会社ＥＮＯＭＯＴＯ 5290001093340 ライブ配信にての非対面での不動産販売事業

7394 福岡県 ｂ－ｔｈｒｅｅ＆Ｃｏ． オンライン（非対面）の美容機器導入コンサルティングで売上拡大

7395 福岡県 ジャパン賃貸株式会社 7290001070387 非対面型オンライン内見

7396 福岡県 株式会社フィルムラボ 1290001087560 webを活用し、オンライン見積サービスでデジタル営業を強化

7397 福岡県 木下真希 地域密着で友達と一緒に受けられるオンライン・キッズ・ヨガ

7398 福岡県 株式会社リーダス 6290001090485 オリジナルギフト商品開発と信頼・笑顔と笑顔を繋ぐECショップ

7399 福岡県 株式会社エスケイワイ 6290001075701 非対面で業務内容ならびに必要書類を入手できるクラウドシステム

7400 福岡県 株式会社アムズ 9290801000153 簡単プリント印刷機導入によりオンリーワン商品の提供
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7401 福岡県 株式会社ネクストロード 5290003006630 コロナ禍に対応した非対面型営業

7402 福岡県 株式会社ジエイエムシー音楽研究所 4290001040789 「トーサイ音楽教室」の立ち上げと運営・音楽電子書籍の出版

7403 福岡県 ソウバイジョージ 顧客が求めるサロン・ヘアケア商品のオンライン販売を強化する

7404 福岡県 アールズ デジタル化システム導入「後」のサポートのオンライン販売！

7405 福岡県 株式会社ＨＢＣ 3290801024133 自社ECサイトを通じた高品質ペットサプリの販売

7406 福岡県 まりもうどん 一石二鳥！券売機の導入！

7407 福岡県 株式会社九州ホームリファイン 1290001033952 クラウド化した業務管理システムによる接触機会減少への取組み

7408 福岡県 ロジスティクスジャパン 産後治療専門の整体師監修のママの骨盤をサポートする商品の販促

7409 福岡県 オーバーカム 車両型店舗及びECを拠点とした自社アパレル商品の販売

7410 福岡県 ＳＳＲ株式会社 2290001095769 髪質改善復元の情報発信による新規顧客開拓と多様な働き方の実現

7411 福岡県 ヒカリサロン 顧客管理アプリの活用

7412 福岡県 光工業株式会社 8290801016885 ICT活用による人的接触作業削減施工

7413 福岡県 ＮＰ－Ｌａｂ株式会社 3290001092559 自社ECサイト構築事業

7414 福岡県 株式会社フチガミ 2290001091198 冷凍おにぎりのネット販売

7415 福岡県 株式会社和みの家 3290001094217 デジタルとアナログの融合で気持ちの伝わるPRツール作成

7416 福岡県 児玉陸 輸入商品の販売によるオンラインサロン利用者の増加施策

7417 福岡県 高橋龍広 ピンチはチャンス！個室プライベート空間で満足度アップ！

7418 福岡県 ポーラＦＩＮＥ オンラインセミナーと公式LINEを活用し新たな販促を行なう

7419 福岡県 ワンアンドワン合同会社 3290003007036 自社ECサイトの構築とECコンサルティングのオンライン化

7420 福岡県 合同会社Ａｌｄｅｓｉｇｎ 2290003011641 ホームページリニューアル及びLINE連携顧客管理システム開発

7421 福岡県 株式会社アタカ 1290001063917 健康補助食品「日向当帰」「日向当帰茶」販売

7422 福岡県 Ｒｅｌａｉｒ テラヘルツ鉱石を使った浄水機器の独自プラットフォーム構築

7423 福岡県 叶夢 女性一人起業家支援コンサルサービスの販売構築とPR事業

7424 福岡県 合同会社ＳＳプランニング 8290003011561 自社ウェブサイト開設によるブランド認知拡大・購入率向上

7425 福岡県 グレイス天神本店 非対面で安心して相談できる最先端・低価格脱毛サロン販路開拓

7426 福岡県 アタッチメント 無料試着サービス導入によるPR事業と自社ECサイト制作事業

7427 福岡県 株式会社Ｖ．Ｍ　ｃｒｅａｔｅ 7290001091953 非対面営業を確立し顧客動線の確保を行う為のＨＰ製作で売上向上

7428 福岡県 株式会社真咲工務店 6290001095542 非対面・非接触に伴うデジタル化に特化した最先端の終の棲家計画

7429 福岡県 石田　和也 美容に関するオンライン情報サイトの制作により新規顧客獲得！

7430 福岡県 ステーキハウス茜家 専門店の味をお持ち帰り

7431 福岡県 有限会社アミューズワーク 4290802000669 花火打揚げ自動点火指示システムによる独自の最新花火演出

7432 福岡県 ｕｐｓｃｒｉｐｔ合同会社 7290003008410 コロナ禍でも売上拡大できる消臭自社ブランドの開発と確立

7433 福岡県 みつわ ターゲットを絞ったオンラインでの相談サービスの開始と集客

7434 福岡県 株式会社グリットストーン 1010801028741 非対面営業＆コンサルと認知度向上施策による販路拡大

7435 福岡県 蘊日本茶専門店 非対面で日本茶の奥深さを発信し、生活・健康の向上へ

7436 福岡県 株式会社イエミル 8290801027239 自社HP作成とECサイトを活用した事業拡大

7437 福岡県 株式会社クリエイト足場 1290001091224 テレビ電話を活用してコロナを追い風に売上を伸ばしていく！

7438 福岡県 株式会社ｆｌａｇ　ｓｈｉｐ 7290001094758 非接触で出来るセルフ痩身の導入

7439 福岡県 西本英語塾 万全なオンライン環境整備とそのPR事業

7440 福岡県 おそうじ本舗那珂川店 対人接触機会減少目的のナノエッジフロアクリーニング事業

7441 福岡県 ｔｅａｍ．ＬＩＦＥ オンラインサロンなど非対面型サービスの開発と新規顧客獲得

7442 福岡県 Ｔ＆Ｙ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 非対面ビジネスモデルであるEC事業で売上確保を目指す

7443 福岡県 合同会社ココロス 3290003008034 HPとSNSを連動し、他社に負けない商品PR

7444 福岡県 ホームリメイク株式会社 5290001031218 新型コロナ感染対策をツールに新規顧客開拓

7445 福岡県 М／Ｎ 九州のヒトコトメディアサイト運営事業

7446 福岡県 株式会社ビーディー 4290001093622 DM営業による対人接触機会減少

7447 福岡県 下野藍 「季節のクッキーとパウンドケーキ」の商品開発とPR事業

7448 佐賀県 株式会社タラッタ 6300001009211 テレワーク受注システム確立で感染リスクの低減と売上拡大

7449 佐賀県 おしゃれの店きしかわ 個室化と目元関連美容へ展開　接触減らす専門店のオペレーション

7450 佐賀県 水田建設株式会社 2300001009710 対人接触機会低減のため360度モニター導入でＷEB内覧会開催
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7451 佐賀県 有限会社シンゴスポーツ 1300002004331 オーダーメイド野球用グローブ販売サイトの開設

7452 佐賀県 カフェトミタ 低感染リスク型ビジネス枠（自動販売機での販売）

7453 佐賀県 アルファー教室 リモート教育・講習の活用と新規ネット販売事業への取組

7454 佐賀県 カフェアンドダイニングバーアイル 店内感染リスク削減のための、テイクアウト販売の開始

7455 佐賀県 Ａｎｄ　Ｆａｒｍｅｒｓ株式会社 6300001012314 特選野菜セットのネット販売よる非対面型ビジネスの販路開拓

7456 佐賀県 ｖｏｉｃｅ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｂａｒ３３ 店舗イメージ向上と軽食サービス取扱いにおける事業継続計画

7457 佐賀県 カーピット福岡 【非対面ビジネスモデル転換】中古車パーツ通販事業で売上回復！

7458 佐賀県 有限会社田嶋畜産 2300002007102 簡単！スキャンで豚肉IT化、効率化による新事業販路拡大

7459 佐賀県 大吉陶苑株式会社 1310002012416 ３万人を超えるSNSフォロワーを武器に取り組むネット販売事業

7460 佐賀県 松浦屋 ２４時間非接触販売体制の構築による利益アップ

7461 佐賀県 株式会社副島組 7300001008047 ワンマン測量システム導入による対人接触機会減少と業務の効率化

7462 佐賀県 有限会社ミヤキ緑化土木 4300002009468 対人接触機会低減を図る一人測量機器導入とテレワーク推進事業

7463 佐賀県 有限会社エトワール・ホリエ 5300002007677 伊万里の銘菓　来店型から転換　ふるさとの思い伝えるネット販売

7464 佐賀県 ビューティサロンルーチェ 個室化したサロンで時短する安心の脱毛施術とセルフ美顔の導入

7465 佐賀県 有限会社山崎鮮魚店 9300002006056 有明海＆玄界灘の海の幸セット通販のプロモーション事業

7466 佐賀県 蓮華草 高齢者向け・宅配サービスで接触機会の減少！

7467 佐賀県 アート・ヘアー・バズ コロナ対策用個室設置及び換気衛生設備設置による感染対策強化等

7468 佐賀県 合同会社Ｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｔｅａ 1300003001071 嬉野抹茶ををネットショップで販売全国にお届け!

7469 佐賀県 株式会社ａｉＬ 4300001010360 サロン専売ホームケア用品のオンラインカウンセリングとPR事業

7470 佐賀県 黒木農園 生産農家から全国へPR！ネット通販強化で販路を開拓！

7471 佐賀県 猫カフェコロン 猫の飼育商品のECサイトでの非接触の販売事業

7472 佐賀県 百と十 当店の人気焼き菓子を、【呼子土産】に育てる為の設備投資

7473 佐賀県 まつもと整体 非接触型の待合室設置で安心安全のサロン運営

7474 佐賀県 うちのふうど 三密防止！　安心して学べる低感染リスク『レッスンスタジオ』

7475 佐賀県 有限会社フカヤ 7300002011082 ガス屋のデジタル化「安全安心のための自動検針システム」

7476 佐賀県 株式会社ＫＡＮＥＯＫＡモビリティーサービス 3300001012300 新車リースの販促強化による売上増加および販路拡大を計画

7477 佐賀県 虹色サロン 感染リスク低減と事業継続のための設備導入による新サービス事業

7478 佐賀県 アンジェルクス株式会社 1300001007054 24時間営業の無人店舗でおいしいものをお買い物

7479 佐賀県 ニコニコ車検オートセンター WEBサイト作成による非対面での販促強化計画

7480 佐賀県 美容室マホウツカイ お得意様がシンデレラに変身するための顧客管理システムの構築

7481 佐賀県 トモダガーデン 接触機会と移動コスト減少のためのITツール導入事業

7482 佐賀県 合同会社大坪重信Ｂｌｄｇ． 3300003001466 空きテナントを利用した幼児学習塾の開業

7483 佐賀県 大堅工業株式会社 8300001010266 新たなメニュー提供による移動販売業のＶ字回復計画！

7484 佐賀県 株式会社ＯＡアイランド 3300001012705 ZOOM非対面営業とコンサルティング事業への転換

7485 佐賀県 峰下建設株式会社 2300001005057 感染機会減少のためのワンマン測量機器と施工支援システムの導入

7486 佐賀県 キュブリエジャパン株式会社 5300001011341 非接触型セルフ脱毛ＰＲの複合的販売促進展開

7487 佐賀県 ひかる建築設計室 建物造りお悩み相談窓口の新サービス提供によるホームページ作成

7488 佐賀県 西村庸 健康を守る手助け、コロナ禍でも安心して通えるサービスの提供

7489 長崎県 株式会社壱岐カントリー倶楽部 5310001010210 ポストコロナに向けた県外顧客を呼び戻すための顧客満足度向上事

7490 長崎県 お菓子の雲仙堂 店舗リニューアルとLINEによる通販強化で販路拡大

7491 長崎県 株式会社興徳商事 3310001003769 お客様のスムーズなチェックインと安心できる客室の提供。

7492 長崎県 ユトリパンコヤ　ブランブラン 「焼きたて」を保てる急速冷凍機とサブスク（定期購入）通販導入

7493 長崎県 サンドイッチオソトヤ テイクアウト需要を高め、自然をより体感して頂く事業

7494 長崎県 塩見　信行 『かりーにょの味を全国に』パスタソースのレトルト販売

7495 長崎県 チャイルドボックス 新メニュー“長崎やきそば”の開発とテイクアウト事業による販路

7496 長崎県 吉岡青果 自社ECサイトの新規構築による販路拡大事業

7497 長崎県 有限会社台湾亭 9310002008118 LINEアプリ導入によるテイクアウト拡大と新規顧客開拓事業

7498 長崎県 お菓子の末広屋 コロナ拡大防止による　ECサイト・QRコードを使用した販売

7499 長崎県 カフェ　マルハチ 観光施設内飲食店から園外移転とテイクアウト専門店への転換

7500 長崎県 カットハウス伽羅 生産性と非接触性の向上で憩いの「リラックス移動理美容室」
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7501 長崎県 Ｌｉｌｌａ　Ｌｏｔｔａ 米粉の焼菓子通販のECサイトと生産性を向上させる設備の導入

7502 長崎県 キーマスター長崎 【オンライン対応】カギのトラブル解決サービス事業で売上回復！

7503 長崎県 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　Ｆａｃｉｌｅ 脱毛後のデリケートゾーンの悩みを解消！国内最高品質のスクラブ

7504 長崎県 わかば堂 新商品開発及び EC サイト制作による「おうち時間」充実事業

7505 長崎県 株式会社武田兄弟商会 4310001015763 ハンバーガーテイクアウト事業拡大に伴う商品開発及びＰＲ活動

7506 長崎県 大平製麺 自社ショッピングサイト構築による利益率向上

7507 長崎県 松尾農園 魅力的な冷凍スイーツを、自動販売機で24時間無人販売！

7508 長崎県 株式会社ｎｅｕｈａｕｓｅ 5310001009962 新規顧客獲得の為の非対面型ビジネスモデルの導入と広告宣伝

7509 長崎県 株式会社燦セラ 3310001016713 感染リスク対策と生産体制の強化

7510 長崎県 ＲＯＯＴＳ 店内換気機能向上とHP新設による予約システムで新規顧客獲得

7511 長崎県 有限会社小田あみもの 9310002001015 スマホ閲覧がメインのaupayマーケットのための店舗作り

7512 長崎県 有限会社ガトー・サンジ 9310002001163 自社アプリを開発！ケーキを簡単注文・取り置きできるケーキ屋

7513 長崎県 ロフティマーケット インターネット販売による感染拡大防止と売り上げ向上の両立

7514 長崎県 壱岐酒販株式会社 9310001015057 感染防止と事業継続のための会議室新設

7515 長崎県 株式会社ビーブランド 7310001015182 感染拡大防止非対面型ビジネスに向けた業態オンライン化

7516 長崎県 ヨガスペーススーリヤ オンラインヨガの強化とECサイトによる販路開拓

7517 長崎県 株式会社スカルパ 2310001002524 CRM導入によるEC販売強化とクラウド会計による事業のDX化

7518 長崎県 株式会社ＮＩＣＯ 6310001017097 機械導入で「非接触・短時間で髪と爪のキレイ」が叶う美容室

7519 長崎県 田中測量設計有限会社 7310002010752 感染症のリスク軽減、品質の向上で売上の拡大を図る

7520 長崎県 合同会社ＰＥＡＣＥ 7310003003846 「プチ贅沢」志向を捉えてコロナ禍でも販路開拓

7521 長崎県 おがわ建設 工事での対人接触機会の減少とオリジナル家具製作による受注拡大

7522 長崎県 ＢＡＲえんにち 長崎ブランド豚加工品のＥＣサイトでの販売

7523 長崎県 ムーンライト HP活用による新たな情報発信と感染拡大防止強化による売上改善

7524 長崎県 株式会社太陽建設 9310001006808 最新測量機械導入で対人接触機会は減小、売上は増加計画！

7525 長崎県 宮スポーツ整骨院 患者様へ思い出していただきたい！コロナ禍前の健康習慣を！

7526 長崎県 ＬＥＡＤ オンライン対応可能アピールと新事業にて幅広い顧客層の確保へ

7527 長崎県 ドライヘッドスパことん 接触機会を減らし安心安全・最高のリラックスタイムを提供

7528 長崎県 株式会社ともに 9310001014232 あぐー豚加工品の新たな製造プロセス導入による接触機会の減少

7529 長崎県 リフレッシュサロン　リフレ DX ツールの導入による業務効率改善と対人接触機会の減少

7530 長崎県 アクロ整骨院 整骨院で完全パーソナルトレーニング＆ダイエットプログラム

7531 長崎県 メープルクローバー 個室バストアップサロンの接触を減らした新サービスの開始

7532 長崎県 ヘアーデザインクロノ 美容室のイメージを一新！コロナ禍でも安心して足を運べる美容室

7533 長崎県 入江製菓舗 ECサイト販売で新規販路開拓・感染症対策

7534 長崎県 株式会社Ｃ－ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3310001014246 醍醐味オリジナル焼肉のタレをネット販売売上拡大事業

7535 長崎県 株式会社ガッタライ 3310001016886 キッチンカー導入によるランチテイクアウト新規事業実施

7536 長崎県 有限会社平尾ダンボール 7310002004630 従業員密集を緩和する新事業＆自社ECサイトの構築で販路拡大

7537 長崎県 イトヤマ株式会社 2310001009024 小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞

7538 長崎県 合同会社ランナー 1310003003546 【合同会社ランナー】動画配信とSNS発信の相乗効果で新規顧客

7539 長崎県 株式会社Ａｒｉ・Ｌ 1310001017036 オンラインスクール（独立＆副業コンサル）事業で売上拡大！

7540 長崎県 山口自動車整備工場 ITの活用で『来店しない・させない』を実現する事業

7541 長崎県 和こう整骨院 「最新の機械G-NEXTの導入による、非接触型施術」の提供

7542 長崎県 合同会社Ｂｏｄｙ　Ｄｅｓｉｇｎ　２４ 6310003003723 「ジムでも個室」のための感染対策個室整備とその広報事業

7543 長崎県 Ｂ．Ｃｒｏｐ－ＢＬＡＣＫ 「光脱毛」と「光フェイシャル」

7544 長崎県 有限会社ライテツクヨシダ 5310002006042 WebマーケティングによるSDGs推進事業の新規販路開拓

7545 長崎県 テマヒマ フリーペーパーのクロスメディア化とブランディング強化事業

7546 長崎県 イングリッシュバード 自然にもからだにもやさしいハーブのめぐみ

7547 長崎県 株式会社教倫堂 3310002001490 システム開発によりWeb事業を立ち上げ、売上の拡大構築を図る

7548 長崎県 サイリンクス株式会社 9310001010355 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6回

7549 長崎県 有限会社アカイケ 4310002018658 Iot-R設置による非接触型ビジネスモデルの構築

7550 長崎県 Ｈ＆Ｆ コロナ禍でのセキュリティ対策アプリ開発
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7551 長崎県 株式会社伊勢屋 2310002016894 宴会場感染対策、及び遊休テラス利活用による間隔確保

7552 長崎県 宝雲亭本店　とり福 ECサイト組みこみとテイクアウト開始で接触機会減少中食計画

7553 熊本県 株式会社村上観光 3330001004609 オンライン面談対応ルーム設置と内製化による異業種への参入

7554 熊本県 串焼き　一月三日 焼き鳥自動販売機を設置し、熊本のおいしさを24時間提供

7555 熊本県 合同会社セレモニー・スタッフｗｈｉｔｅ　ＭＵＭ 7330003008190 オンライン体制の構築と非接触型・遺品整理事業のスタート

7556 熊本県 有限会社四丸七八 7330002011303 非接触型の新規事業を安定・成長させるための新設備導入

7557 熊本県 キャベッジフラワースタイリング フラワーメッセージのデリバリー事業参入と受注システムの構築

7558 熊本県 炭火焼きとり居酒屋和み 最新非対人接触販売ツール、ど冷えもん誕生！

7559 熊本県 民宿廣嶋屋 老舗民宿の伝統の味を活かした健康食サービスの開発及び販売事業

7560 熊本県 中村俊之 ECサイト「くるみ食堂ONLINE」の構築における販路拡大

7561 熊本県 Ｒｉｎｏｎｋａ ECサイトの構築とWebの最適化による新規顧客の開拓

7562 熊本県 株式会社ｇｒａｆｆｉｃｅ 2330001025597 脱毛スクールのオンライン化で非接触サービスを新たに提供

7563 熊本県 スピラーレ 外出できない子育てママに癒しを提供するオンラインサロンの運営

7564 熊本県 有限会社東洋軒 3330002007239 西京漬けのネット通販強化による日本全国へ販路拡大！

7565 熊本県 有限会社ＭＩＮＡＮＯ 4330002027302 顧客ニーズを掴む！新サービス展開による販路拡大事業

7566 熊本県 農園カフェマイトリー テラス席新設による感染対策防止でテイクアウト販売強化事業

7567 熊本県 株式会社お茶の五木園 7330001015874 最高の良質であるお茶の葉製品の販路開拓事業

7568 熊本県 天草かついち株式会社 7330001021534 天草産限定おさかな自動販売機導入による非接触販路開拓事業

7569 熊本県 株式会社ナラキコーポレーション 2330001009798 自動販売機設置による売上回復事業

7570 熊本県 餃子のぶっちょう面 テイクアウト専用のカウンターを設置し、飲食客との接触を回避

7571 熊本県 みなみ阿蘇ビール株式会社 2330001028724 阿蘇産ホップのクラフトビールを活用した新たな仕組みのEC事業

7572 熊本県 尾方　航 ドローンでの空撮サービス導入による販路開拓及び差別化

7573 熊本県 Ｓｔｅｌｌａｔｉｅｒ 腸活・温活・妊活も安心の非対面型体質改善

7574 熊本県 移動販売専門　タマヤ キッチンカー導入で「移動販売専門 タマヤ」本格的に始動開始!

7575 熊本県 有限会社フレンドフラワー 7330002017267 自動販売機の導入による非接触販売の実現

7576 熊本県 炭火焼肉ビヨンド 本格炭火焼肉を自動販売機で気軽にテイクアウト

7577 熊本県 有限会社神園交通トラベル 4330002025685 オンラインによる募集型企画商品の販売及び周知

7578 熊本県 氷川燃料有限会社 6330002026748 業務効率化のための環境整備

7579 熊本県 Ｍａｇｎｏｌｉａ 個室化による感染症対策及び新規客獲得への営業力強化

7580 熊本県 株式会社東光物産 8330001010024 Withコロナ！　訪問営業からITツールを活用した事業拡大

7581 熊本県 ＡＭＡＫＵＳＡ　ＷＯＲＫＥＲＳ合同会社 3330003007493 「おうちで﨑津ペスカトーレ」のための商品開発とPR事業

7582 熊本県 神栄 漁師が作るコノシロ４種珍味セットのネット販路開拓事業

7583 熊本県 酒食麵処「ふくろう」 コロナ禍の顧客ニーズを捉えた販路拡大事業

7584 熊本県 株式会社スマートブレイン 9330001020559 フィッティングルーム増設とオーダーレディーススーツ事業の開始

7585 熊本県 シェリー セルフ脱毛による低感染リスクの取組み

7586 熊本県 本條秀咲会 オンライン三味線レッスン講座新設のためのwebサイト構築

7587 熊本県 拉麺魚雷 名物辛辛ラーメンを冷凍自動販売機にて販売し新たに収益確保する

7588 熊本県 ジェロの似顔絵製作所 リアルとオンラインを繋ぐ！無人の作品展示会の開催と販路拡大

7589 熊本県 淀川産業株式会社 5330001015364 越境ECサイト構築及び多言語化によるアパレル商品の海外展開

7590 熊本県 たくみ農園 動画で売り込め！withコロナ次代の新たな販売戦略構築事業

7591 熊本県 株式会社古じょう庵 1330001010708 販路拡大！熊本の味を全国へ。

7592 熊本県 ティアラ 店舗改装と新技術導入により低感染リスク型エステを実現する

7593 熊本県 りらくぜーしょん　ゆる夢 オンラインによるカウンセリング・セルフリンパケア販促事業

7594 熊本県 有限会社ライズセットクリエイティブ 3330002021470 グループ利用にも対応する個室を設けた空間づくり

7595 熊本県 フードファイト株式会社 3330001020102 自社の急速冷凍機をフル活用した冷凍自動販売機の新規導入事業

7596 熊本県 ネイルサロンデイジー 個室スペースの整備によるセルフ脱毛サービスの導入

7597 熊本県 向心 テラス席新設のためのウッドデッキ改装

7598 熊本県 やきとり　すみ田 お箸でも食べられる「焼き豚足」のネット販売による販路開拓事業

7599 熊本県 森山商店 「キッチンカ―の導入により、コロナ禍に強い事業展開を図る」

7600 熊本県 有限会社エム．ナンバースリー 4330002029661 鮮魚卸小売業から鮮魚加工サービス業への転換
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7601 熊本県 アベニールグランツ 移動販売車導入によるアパレル出張サービス展開で売上回復計画

7602 熊本県 合同会社ＩＣＣＯ 9330003005723 感染対策！理容室を個室化した新しいカタチの理美容店づくり

7603 熊本県 有限会社日本料理原口 5330002008004 コロナ禍で見える化。『おうち贅沢』を楽しむ持帰り推進事業

7604 熊本県 アロマサロンＭｉｋａ コロナ禍にも強いオンラインアロマスクールの開業

7605 熊本県 アオグデザイン株式会社 6330001027945 出張茶会の事業継続拡大のため対人接触機会の減少と衛生環境向上

7606 熊本県 お茶の慈芳堂 サーキュラーエコノミーで取り組むコロナ対策と経営基盤強化

7607 熊本県 光整骨院 web予約推進のための広報動画作成で院内の対人接触機会を減少

7608 熊本県 有限会社三喜企画 1330002004361 オンライン内見システムを導入し非接触型営業への転換。

7609 熊本県 居酒屋　藤家 個室化で安心安全な空間提供による新規顧客獲得とファンづくり

7610 熊本県 有限会社藤村海苔 7330002021178 熱烈なファンの思いに応える地元海苔直売店のIT化挑戦事業

7611 熊本県 井元建築 非対面型のサービス導入による業務効率化促進事業

7612 熊本県 そえだみき 「こんなクリエイター探してた！」信頼も獲得のECサイト

7613 熊本県 リ　アプリシエ　つぼい 心と体に癒しと美しさをお届けするための安心空間サロン計画

7614 熊本県 エースハウジング 独自のホームページを構築し集客・非対面減少にて売上増加

7615 熊本県 ＳＯＵＰ 「おうちごはんの手作りすうぷセット」の販路拡大とPR事業

7616 熊本県 緑の杜整体院 姿勢も改善！接触機会を減らすオンラインダイエットメニュー

7617 熊本県 有限会社徳田美容 9330002026118 老舗美容室の生き残りをかけた顧客満足度向上事業

7618 熊本県 山田和弘 非接触型キッチンカー導入による移動販売事業

7619 熊本県 喰い処　あほや テイクアウト事業強化のための調理スペース拡張と設備導入

7620 熊本県 うきしま整骨院 最新機器と非接触型機器の導入で対人接触の低減と感染症対策強化

7621 熊本県 徳永健次 お米を活用した商品開発とネット販売による非対面ビジネスの構築

7622 熊本県 株式会社ＣＬＡＰＳ 6330002015370 アパレル事業以外の販路拡大

7623 熊本県 モルトエルアンドエー 配達・テイクアウトの拡大成長の為の事業

7624 熊本県 株式会社テクノの森 1330001012357 全リモート対応システムの開発と新しい販路の開拓

7625 熊本県 株式会社サクタン 3330001019978 「刺繍機活用OEM～非接触型事業の立ち上げ～」

7626 熊本県 山下慶恵 ネット通販で女性向けのコスメ・アパレル・ベビー服の販売

7627 熊本県 株式会社歌瀬アウトドアライフ 4330001017196 無人販売機の設置による売上と利便性の向上

7628 熊本県 合同会社フォーシーズ 1330003004963 非対面・非接触で安心・安全な宅配ボックスの設置

7629 熊本県 メンタルケア心安 全国の緘黙児と親を救う！非対面オンライン講座の新規開始

7630 熊本県 Ｅ－Ｄｒｅａｍ株式会社 7330001028430 非対面チケット販売システム構築で海上レジャー施設認知度UP

7631 熊本県 ベイジビューティ 自社ホームページ制作、ECサイト構築による広告宣伝及び販売促

7632 熊本県 カフェレストランナナ 新サービスの実施とそのオンライン集客の構築事業

7633 熊本県 リフレッシュアＣｏＣｏ　ｒｏｏｍ Webメディア・SNS販促とZoom問い合わせサービス事業

7634 熊本県 早田工務店株式会社 2330001027073 動画・写真によるＰＲで非対面営業を実現し新規顧客獲得事業

7635 熊本県 旬彩　おが田 テイクアウト及び通販商材を開発。熊本の和食を全国へ。

7636 熊本県 有限会社村中酒店 6330002021237 アルコール自動販売機の導入で感染リスク軽減による売り上げ向上

7637 熊本県 株式会社Ｆｏｒｅｑｕｅ 3330001022874 デジタルコンテンツを使用した売上アップのプロモーション作り

7638 熊本県 玄遊舎 ECサイトを活用した貴重な記録と資料のデジタル化サービス事業

7639 熊本県 坂口　尚実 セルフ脱毛サービスで非対面ビジネスの導入

7640 熊本県 合資会社きくや家具店 1330003003882 IoT-R 端末設置による非接触型ビジネスへの転換

7641 熊本県 嶺敦 宴会スペースを安心して食事が出来る個室に改修します

7642 熊本県 株式会社アクセント 2330001008775 不動産業向け、低感染型ASPサービス開発・拡販事業

7643 熊本県 南阿蘇オーガニック株式会社 3330001019540 非対面取引が可能なＢtoBホームぺージへのリニューアル事業

7644 熊本県 ヒロＤＩＶＥ ホームページ(EC)活用による非対面型の営業力強化で乗り切る

7645 熊本県 ノーサイド行政書士法人 6330005010385 業務特化サイトとＬステップを活用した業務フローの半自動化

7646 熊本県 有限会社ＭＩＣ　ｏｆｆｉｃｅ 2330002025043 ECサイトの立ち上げによる非対面ビジネスの構築

7647 熊本県 井上　彩佳 オンラインダイエットの導入と理学療法士トレーナーのニーズ調査

7648 熊本県 小手川トレーニングジム 完全貸切非接触！コロナ禍で戦う人吉市民の健康をジムでサポート

7649 熊本県 株式会社桜の風 8330001017366 対人接触機会を減らしたリハビリ特化介護施設を目指して

7650 熊本県 機密情報管理株式会社 9330001022225 ラインとHPを活用し非接触で完結するサービス体制を構築する
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7651 熊本県 株式会社ベストライフ 6330001025008 新規機械導入及び公式LINE運用による非対面ビジネス構築

7652 熊本県 しゃぶ×バル　ＴＡＭＡＲＩ 対人接触機会減少による売上回復のための新規通販サイト開設

7653 熊本県 株式会社郷原組 8330001025071 ホームページ・パンフレット作成による非接触型経営強化事業

7654 熊本県 本励寺 布教活動のオンライン化とHP作成による視聴環境の整備

7655 熊本県 株式会社ラピスラズリ 8330001023372 オンライン新サービスによる新規販路＆新規顧客獲得事業

7656 熊本県 有限会社緒方製作所 8330002001798 非接触化対応ユニット型商談ブース設置による販路拡大構築事業

7657 熊本県 合資会社旅館朝陽 7330003002689 「自販機導入」少しでも売上の改善に寄与する為の計画

7658 熊本県 桑原りさ マインドフルネススクール「imacoco」

7659 熊本県 ＮＭＯＮ株式会社 6330001029223 パソコンのトラブル解決・オンラインサービスで販路拡大

7660 熊本県 Ｂａｒｂｅｒ．Ｋｉｎｇ！ セルフ脱毛器導入による非接触サービスの新設

7661 熊本県 株式会社ＭＹ　ＳＴＹＬＥ．ＪＡＰＡＮ 7330001029197 「おうちカフェ」のための新商品開発と生産性向上の実現

7662 熊本県 味民 自社保有車両の改造を行った無人販売店設置による売上拡大事業

7663 熊本県 あなべる ３密を避けるスペース確保により地域コミュニティ提供・集客ＵＰ

7664 熊本県 株式会社ＰＲＥＳＴ 6330001028076 パーソナルジムによるキッチンカーバナナジュース販売事業

7665 熊本県 青空食堂 店舗内改装による感染症対策強化。

7666 熊本県 ラフルール 新機材導入による低感染リスク型エステサービスの実現

7667 熊本県 ＫＡＳＴＡＮＯＰＬＡＮＴＳ コロナに負けない！安心WEB購入「グリーンライフ」

7668 熊本県 ピエスコーディネーション オンラインの非接触型ワインセミナーの実現と換気設備の強化

7669 熊本県 フィール在宅マッサージ 『インド式ヘッドケアサロン』フィールチャンピの新規開設

7670 熊本県 司法書士矢野・山田事務所 夫婦の話し合い支援事業の開始及び個室相談室の創設事業

7671 熊本県 ｅ－ｓｐｅａｒ株式会社 7330001026590 オンラインによるニューノーマルｅスポーツ事業プロジェクト

7672 熊本県 有限会社インフィックス 7330002012573 換気効率を高めコロナ対策を施した店舗アップグレードの実施

7673 熊本県 ひろぱん 定期的なオンライン教室による販路開拓

7674 熊本県 株式会社ｙｏｕ工房 2330001022578 新規事業で九州産高級黒毛和牛の通販を開始し経営継続を実現

7675 熊本県 ヒゴライン 非対面形式エステサービスとレンタルスペース事業の導入

7676 熊本県 有限会社マリオネット 4330002009960 【有限会社マリオネット】非対面型顧客対応（営業対応）及び遠隔

7677 熊本県 峰松孝次 コスプレ衣装販売サイト構築により低感染リスク型ビジネスを実現

7678 熊本県 株式会社トラスト・エステート 4330001028771 オンライン（ＡＩ）を活用した接触機会減少可能な不動産売買事業

7679 熊本県 アールセレクション オンライン集客による活性化のためのWebサイト等構築事業

7680 熊本県 株式会社結不動産 2330001019178 オンライン商談の開拓、オンライン完結型取引の実現

7681 熊本県 ＮＯＮコーポレーション株式会社 5330001026964 自社ホームページ作成に伴う予約システム問い合わせシステム導入

7682 熊本県 花華 オンライン飲み会システムによる非対面型ビジネスモデルの構築

7683 熊本県 株式会社Ｋクリーン総合サービス 3330001020110 『リモートでリフォーム相談』感染拡大防止に配意した集客を図る

7684 熊本県 日創立花株式会社 9330001010304 太陽熱温水器販路拡大の為の非対面営業の強化

7685 熊本県 ゴールドカサブランカ お客様の安心・満足度・売上の向上を同時に獲得する設備導入事業

7686 熊本県 ボタニカルアトリエ　スイウ 新型コロナウイルス感染症対策と時代に応じた販路開拓・集客事業

7687 熊本県 彩輝企画 ネットで気軽に見積もりを！住まいの何でも屋サイト構築事業

7688 熊本県 エススタイル 新規顧客獲得と顧客管理システム導入

7689 熊本県 合同会社Ｆｅｌｉｎｏ 4330003007889 「経営・資産形成」に関する情報を提供するホームページの構築

7690 熊本県 キャリア・コンシェルジュ HPを活用した自社サービスのPRによる販路拡大と集客力強化

7691 熊本県 株式会社グロースケイパビリティ 4330001029175 オンラインでのチーム対抗型ランニングアプリケーション開発

7692 熊本県 株式会社ＢＯＮＤ 2330001027040 非接触型注文サイト構築による販路拡大

7693 熊本県 株式会社楽陽開発 2330001017925 接触機会減少の見積額自動計算と安心を与えるＨＰで新規顧客獲得

7694 熊本県 株式会社Ｌｉａｎｇｅ 9330001024072 男性向け脱毛関連サービスの実施及びサポート体制構築事業

7695 熊本県 鍼灸あんりゅう 往診施術展開と健康美容鍼

7696 熊本県 コトリスショップ熊本本店 他販路拡大をさせる為のECサイト構築事業

7697 熊本県 マコリネイル 「美容」から「癒し」へ。ケア強化の為の個室強化および感染予防

7698 熊本県 有限会社コスモ企画 7330002004001 アンバサダー販促とZoomオンライン問い合わせサービス事業

7699 熊本県 ソノアクアリュースエステサロン 非接触型セルフ脱毛機導入による新たな事業展開及び事業の継続

7700 熊本県 グッド・プロジェクト株式会社 8330001011245 デジタルマーケティングを活用した商品企画の掘り起こし事業
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7701 熊本県 行政書士　キュウマ事務所 YouTube広告を使った幅広い世代への販路拡大事業

7702 熊本県 有限会社西合志特産品振興会 5330002017450 国産穀物・飼料用稲生産の作業効率改善と従業員接触機会削減

7703 熊本県 ｍｅｔｒｏ　ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ 地域密着型ゲストハウス発！山鹿の美味しい商品開発とPR事業

7704 熊本県 株式会社Ｃｉｒｃｕｌｉｆｅ 8330001029196 自社及び商品の認知度向上と新たに地場産品販売のECサイト構築

7705 熊本県 おそうじ本舗　八代北店 ウルトラファインバブルエアコンクリーニング事業

7706 熊本県 モモン ヘッドスパ開始によるお客様のストレス解消

7707 熊本県 株式会社ヒマリホーム 2330001028765 事務所を店舗にして「アパマネ」の集客力向上とPR事業

7708 熊本県 有限会社古寺工務店 9330002023255 機械導入とＨP更新で新事業のオンライン決済通販による販路開拓

7709 熊本県 株式会社サニーサイド熊本 2330001029037 キッチンカーでの飲食業開業による売上拡大・新規顧客獲得

7710 熊本県 こころ オンラインコーチング&カウンセリングと動画による販路拡大

7711 熊本県 株式会社荒尾電工 3330001019722 コロナ禍での対人接触機会の減少、新たなビジネススタイルの実現

7712 熊本県 スリランカくまもと ネット販売開始による対人接触を減らし販路拡大で新規顧客獲得

7713 熊本県 Ｂａｍｂｏｏ　かぐや 介護者のからだと心の健康を保持・充実するオンライン商品開発

7714 熊本県 学習塾森三館 低感染リスク型指導への転換とオンライン指導の導入、PR事業

7715 熊本県 ＴＯＵＴ　Ｒｏｓｅｓ－Ｂｌｅｕ オンライン需要の高まりに合わせた新規顧客と養成講座への集客

7716 熊本県 株式会社ＭＵＫＵ 6330001029165 ヒト幹細胞培養上清液を活用した美容エステとオンライン診療

7717 熊本県 Ｒ＆Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ株式会社 7330001027408 オンライン指導による新たなビジネスモデル構築で販路拡大！

7718 熊本県 フォトスタジオそら組 写真パネルECとアンバサダー販促事業

7719 熊本県 ジャビットカンパニー グッズのデザイン等の受発注システムの構築とグッズ製造販売事業

7720 大分県 合同会社やいの夢 8320003003225 印象に残る移動販売を起点とした非接触型直販システムの構築

7721 大分県 佐藤鮮魚 大分県初！佐伯産の鮮魚を使った海鮮丼の移動販売事業

7722 大分県 株式会社のぼる商店 2320001017414 新サービス、ランチ・テイクアウト・デリバリー事業での販路開拓

7723 大分県 ふるさとキッチン　かのん テイクアウト商品のネット注文の開始及び配達による販路開拓

7724 大分県 株式会社雲雀 9320001018645 日本料理専門店のテイクアウト商品「和食の旅シリーズ」の開発

7725 大分県 おっくんラボ 育て方とレシピ動画による固定種の種のオンライン販売

7726 大分県 小林久美子 オンラインレッスンの環境整備とPR事業

7727 大分県 有限会社はせがわ 3320002010169 メニューの心機一転による新たな顧客層の開拓

7728 大分県 日隈いちご園 生産者の手で作るいちごの加工品のネット販売で販路を拡大する

7729 大分県 こだわり厨房てんてけ オリジナル商品のEC販売による低感染リスク型の販路拡大

7730 大分県 株式会社鷲頭牧場 5320001016958 高原の風と食事が満喫できる中庭整備による新規顧客獲得事業

7731 大分県 有限会社菊屋ファーム 7320002008903 オンライン決済を活用したヨツバノ弁当提供による売上改善計画

7732 大分県 タズヌール商店 持続可能な飲食店サービスの展開と将来的な需要を見据えたハラル

7733 大分県 有限会社ちはる 6320002009869 対人接触機会減少に向けた店内環境改善とテイクアウト強化事業

7734 大分県 株式会社キソウクリエイト 7320001017970 ステイホームの空調メンテ需要を担うLINEで見積予約サービス

7735 大分県 メンテナンスサービス 非接触と業務効率化を実現するオンラインシステムの導入

7736 大分県 大宮自働車 【非対面サービス】格安中古車の通販サービス事業で売上拡大！

7737 大分県 デザインスタジオビットワークス コロナ禍で落ち込む広告事業に対応したWEBコンテンツ制作

7738 大分県 有限会社ホテル南山荘 9320002019956 人気商品「地鶏炭火焼」の加工品開発販売事業

7739 大分県 有限会社市原プレスセンター 3320002013295 貸切フィットネスサービスの開始

7740 大分県 特定非営利活動法人タオ・オーガニック・ファミリー・ユニオン 6320005006665 新サービスの展開とHP完全リニューアルによる新規顧客獲得

7741 大分県 スピニングヘアティアナ オンラインカウンセリングによる感染予防と売上拡大の両立

7742 大分県 有限会社白十字薬局 4320002003659 継続的な広告出稿による認知度の増大とサービスのオンライン化

7743 大分県 すし処おこぜ 老舗の枠を超えたメニューを創作販売するためのキッチンカー作成

7744 大分県 キュキュロン オンラインでもオンリーワンの担当者のためのHP制作とPR事業

7745 大分県 株式会社花音 5320001015662 テイクアウトによる売上増加大作戦

7746 大分県 うなぎの幸栄 自社デリバリーを強化！自社アプリを開発して、売上拡大を狙う

7747 大分県 株式会社リンク 7320001017021 WEB予約システムを用いた面談・授業の完全非対面化

7748 大分県 庭仕事ジベタ 自家焙煎珈琲販売と珈琲かすの特殊肥料活用事業

7749 大分県 合同会社仁之蔵 8320003002747 外出自粛におけるテイクアウトへの対応と祝宴の新しいカタチ

7750 大分県 民泊ほたるの宿 これからのニューノーマルな別府民泊「ほたるの宿」DX大作戦！
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7751 大分県 株式会社広瀬装研 7320001006486 新規顧客獲得及び既存顧客との取引強化の為のECサイト制作

7752 大分県 アヴェニュープラス 非接触型エステメニューの導入による新顧客層の開拓

7753 大分県 株式会社零ＳＰＡＣＥ 8320001013572 接触時間の短縮を目的とした360度カメラとシステムの連携事業

7754 大分県 ミセイ行政書士事務所 オンライン受注システムの構築による、非対面でのサービス提供の

7755 大分県 日輪食堂 コロナ禍での非対面型事業開始による販路拡大事業

7756 大分県 安部畳店 畳のオンライン見積サービスとEC開設によるデジタル化の展開

7757 大分県 ヤマト食肉株式会社 7320201000165 ユネスコ食文化創造都市より食材のオンライン販売による販路拡大

7758 大分県 榎園歩希 有料コンテンツ配信による子供の美術体験サービス新規開拓事業

7759 大分県 自然派カフェレスト鈴ご コロナ禍での新事業展開「ECサイト構築」による販路拡大

7760 大分県 株式会社かまぷろライフ 7320002016542 コロナ禍のLPガス自動検針と集中監視サービス安全性の合理化

7761 大分県 もみのき 中々里帰り出来ない家族の為の「もみの木セット」の外注商品開発

7762 大分県 株式会社ＶＳＤ 6320001011933 家飲みでも楽しめる、ミクソロジーカクテルのオンラインレクチャ

7763 大分県 合同会社エスペランサコンパルティール 2320003002950 貸会議室における少人数利用に適した予約システムの構築

7764 大分県 有限会社サイモン 5320002011421 プログラミング学習を取り入れた塾経営と万全な感染防止対策

7765 大分県 有限会社百姓和樂 9320002014833 ぶどう農家が行うテイクアウト事業と低感染リスク体制の構築

7766 大分県 熊本ラーメン　わさもん亭 「すぐに持ち帰れる熊本ラーメンとギョーザと丼」来てはいょ！

7767 大分県 公文式別府竹の内教室 未就園児に対する遠隔による読書指導

7768 大分県 株式会社ｏｈａｎａ本舗 2320001011912 ポストコロナに対応した情報伝達手段の構築

7769 大分県 株式会社スマイルラボ 8320001013878 イートイン・テイクアウト事業強化による売上回復と販路の拡大

7770 大分県 株式会社栄工社 1320001000585 クラウドを利用したプリントサービス及び図面・文書管理サービス

7771 大分県 Ｇｌａｎｚｏａｔ 業務効率化や売上の安定化を目指す、車屋の管理・発信の強化事業

7772 大分県 株式会社四季のこみち 5320001007222 はな村の料理で大切な時間に彩りを！ECサイト制作

7773 大分県 さやもと整骨院 オンラインセルフケアサービス

7774 大分県 有限会社県北浄化槽センター 7320002013861 ドローンやデジタル資料を活用し、人的接触を半分以下へ！

7775 大分県 Ｍｉｅｕｂｌａｎ 完全個室の感染対策を行ったエステサロンの開業

7776 大分県 エム．エス．ティ．デザイン コロナ禍でも安心！「高画質ライブ配信サービス」

7777 大分県 光陽商事有限会社 1320002002630 地域No.1の不動産を目指すための広告とオンライン相談構築

7778 大分県 ｈａｉｒ　Ｅｖｅｒｉｅｓ 対人接触機会を減らす美容室設計と認知拡大のための施策

7779 大分県 工房こひる 自家栽培コットン製品販売と自家製ハーブワークショップ

7780 大分県 山口大輝 動画を活用した非対面でのサービス紹介による拡大事業

7781 大分県 合同会社良いまち不動産 8320003003605 自家製農産品の地産地消を豊後高田昭和の町で実践

7782 大分県 国際コンサルティングジャパン合資会社 6320003001593 地産地消創作フレンチ・イタリアンによるデリバリー・宅食事業

7783 大分県 合同会社美美会 8320003003704 結婚相談所のオンライン化とECサイト作成

7784 大分県 ｎｅｋｏｎｏｔｅ合同会社 3320003003675 小規模事業者のセルフWEBサイト制作のオンラインスクール開講

7785 大分県 里山カフェちぃまりん テイクアウト専門店オープンと試作努力と経営設計

7786 大分県 茶旅庵蓮 店頭・ECで無添加加工品の販売開始と安心できる宿泊環境整備

7787 大分県 グラフィック 医・食・獣の共有　薬剤師のオンラインカウンセリングとサブスク

7788 大分県 リラクゼーションサロン　ｂｒｉｇｈｔ 店舗ホームページ作成とネット予約システム

7789 大分県 有限会社福良工業 1320002008248 会議室に個室を設け安心してミーティングができる空間

7790 大分県 手羽先酒場「手羽キング」 店舗ホームページでのオンライン予約とオンラインショップ

7791 大分県 有限会社高村ふとん店 6320202000306 オーダーメイド寝具等のオンライン販売による販路開拓

7792 宮崎県 Ｋｏｋｏｙａ　ｄｅ　ｋｏｂａｙａｓｈｉ コロナ禍を生き抜くための真空パック商品開発とドレッシング販売

7793 宮崎県 インド料理　サジョワン キッチンカーとドライブスルーのPR事業とネット販売の構築

7794 宮崎県 青空エール合同会社 6350003002705 ひむかの女神シリーズによるフルーツビール販売強化事業

7795 宮崎県 株式会社Ｓｏｕｌ　Ｆｏｏｄｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4350001013788 ウィズコロナに対応したビジネスモデルの強化と販路の開拓

7796 宮崎県 ａｓａＢＡＫＥ　ＣＯＦＦＥＥ コロナ感染拡大防止のためのテイクアウト専門店への業態転換

7797 宮崎県 炭火焼吉兆 テイクアウト設備導入事業

7798 宮崎県 ジーリ 陶芸窯を導入し本格イタリアン料理用の食器を物販する事業計画

7799 宮崎県 有限会社セルグッズ 2350002002552 販売促進イベントの定期化と地域密着型サービスの実施

7800 宮崎県 大阪たこやき　おおきに ケータリングカーBOXによる感染対策強化・販売強化
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7801 宮崎県 Ｄｅｅｑｒｅｗ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ 中小企業診断士によるオンデマンド配信型動画教材販売と導入支援

7802 宮崎県 シャンリード 体と健康に気づかうヘルシーな料理テイクアウト・デリバリー展開

7803 宮崎県 ＳｅａＧｌａｓｓ コロナに左右されにくいアニメ事業への参入～新しい事業の形へ～

7804 宮崎県 岩下果樹園 ECサイトによる非対面販売の拡大と販促物等の刷新

7805 宮崎県 井上光明 自動販売機導入による感染リスク低減及び販路開拓事業

7806 宮崎県 弁当屋ペロ 「気軽にお店の味を楽しむ」ための商品販売用自動販売機の導入

7807 宮崎県 株式会社園田茶舗 5350001000918 安心して利用できる店舗内空間の提供とテイクアウトの売上増

7808 宮崎県 有限会社エ・パングル 6350002000676 非対面販売創出、接触を減らす工事と取組告知する看板で新集客へ

7809 宮崎県 ｈａｉｒｐｒｏｄｕｃｅ　ＮＩＮＥ 非対面型で安心安全なサービス提供と最新機器による新規顧客獲得

7810 宮崎県 麵処みなみ デリバリー事業の本格稼働及びネット通販事業の開始

7811 宮崎県 冨加見建設 水回りリフォームパックのＷＥＢ決済による非対面の実現

7812 宮崎県 タイニーキッチンミヤザキ 地場産食材を使ったチョコレートの全国展開事業

7813 宮崎県 株式会社シエナ・シノ 1350001016109 フードコーディネート業強化のための撮影スタジオ改修工事

7814 宮崎県 しゃぶしゃぶ・すき焼き懐石後藤 当店人気のウニソースの販路開拓および新ソースの開発

7815 宮崎県 合同会社日高時計宝飾店 4350003000124 ふたりで手作り指輪　お家で製作キットによる販路拡大

7816 宮崎県 株式会社Ｒｅｖｉｖｅ．Ｒ 8350001017240 販促用SNSの導入による非対面での健康サービス提供とEC開始

7817 宮崎県 カフェアンドバー　カルム これからの健康需要に対応した完全個室対応のサロン事業

7818 宮崎県 株式会社新緑園 2350001005787 密を避け安心安全の商品出荷で販路拡大

7819 宮崎県 株式会社笑顔拡大 8350001016432 働くお母さんを元気にするための新規エステティック事業開発計画

7820 宮崎県 株式会社オカラテクノロジズ 2010401137108 ECサイト向け新主食商品の開発とSNSを通じた新規顧客獲得

7821 宮崎県 ｆｌｅｕｒｍｅｌｏｄｙ 「心に花を咲かせよう」ECショッピングサイト構築事業

7822 宮崎県 日吉だんご有限会社 5350002011286 ポストコロナを見据えたネット販売環境整備及びロゴマーク統一

7823 宮崎県 ｂａｋｅｗｏｏｄ 焼きたてパンを提供！機械導入による衛生面強化で売上拡大計画

7824 宮崎県 ＹＡＫＩＴＯＲＩ　ＢＡＬ　ＴＯＲＩＫＯ お客様のもとへ会いに行くキッチンカーによる新規顧客獲得事業

7825 宮崎県 株式会社ビートコアジャパン 9350001017157 トレーニング器具の効果検証と使い方動画提供でのネット通販強化

7826 宮崎県 株式会社侑 3350001013178 感染防止対策の機器でフェイシャルエステの対人接触機会の減少

7827 宮崎県 株式会社さいと薬局 4350001011073 オンラインによる対面機会減少と３密回避事業への取組み

7828 宮崎県 ケイ・エス・パートナーズ株式会社 7350001013967 医療福祉業界に特化した非対面型人材紹介マッチングサイトの構築

7829 宮崎県 株式会社マタウマリンサービス 9350001013965 XRテクノロジーを活用した地域密着型、映像、コンテンツの制作

7830 宮崎県 タバン草乃家 ウィズコロナに対応した通信販売への進出と真空パック機械の導入

7831 宮崎県 ７０３ロック ステイホーム需要を獲得する非接触の販売事業

7832 宮崎県 福岡正人 社会保険労務士業務のＤＸ化で生産性向上と感染リスク低減を図る

7833 宮崎県 ペイフォワード株式会社 8350001017232 注文用アプリを導入し接触機会の低減と売上向上の仕掛けを作る

7834 宮崎県 華御形株式会社 9350001014699 コロナ禍のニーズに合致したテイクアウト部門推進事業

7835 宮崎県 株式会社スタボーン 1350001015242 オンライン予約・お家需要販売対応HP制作で新規獲得

7836 宮崎県 Ｈａｎｄｍａｄｅ　ＡＺ ミニチュアクラフト制作とネットショップ開設による販売促進事業

7837 宮崎県 合同会社ドリームジャパン 9350003003659 冷凍食品自動販売機を用いた非対面型ビジネスによる売上向上計画

7838 宮崎県 株式会社創未家 2350001015290 オンライン営業強化の為の高品質な商品カタログの製作事業

7839 宮崎県 有限会社奥口商店 8350002009261 非接触型レンタサイクル事業確立の為のモニター運用実験

7840 宮崎県 寅八ＳｈｏｗＫａｉ 事務所商談での新型コロナウイルス感染予防と非対面販売促進事業

7841 宮崎県 株式会社服地のサカモト 5350001001478 経歴30年以上のプロが教えるプライベートマンツーマン洋裁教室

7842 宮崎県 ＪＵＪＵ IT活用による非対面型の集客実現と感染予防機器の導入

7843 宮崎県 林林鉢株式会社 8350001002184 オリジナル木製品のオンライン接客に伴う新たなシステム導入

7844 宮崎県 松岡　豪之 新型コロナウイルス感染症対策を講じた店舗改装工事

7845 宮崎県 Ｋａｗａｎｏエンタープライズ株式会社 8350001011350 1組限定利用のBARへの改装による感染リスクの低減

7846 宮崎県 岩田工業 非対面営業を可能とするWEBサイトの構築による顧客開拓

7847 宮崎県 てくのらいふカネマル 街のでんき屋さんの感染対策実施による「安心安全」な空間づくり

7848 宮崎県 サロンドトット コロナ禍に立ち向かうため感染対策をしながら売上向上を目指す

7849 宮崎県 ＣＳ６０タブの木 おうちでも体と心のトータルケアサポート

7850 宮崎県 フォトレア 写真技術を活かした出品商品コンサル型ECサイトの構築・運営
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7851 宮崎県 健康くらぶ 低接触型電磁パルス機器導入による短時間集客・収益率のアップ

7852 宮崎県 寿海酒造株式会社 5350001010586 B to C の販売ルートでの売上機会拡大事業

7853 宮崎県 株式会社甲斐ミルクセンター延岡 7350001011525 コロナ禍における牛乳宅配広報強化による販路拡大事業

7854 宮崎県 若松屋有限会社 1350002017171 ホームページ開設とネット販売による販路拡大事業

7855 宮崎県 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ 2270001008278 コスト削減サービスのwebチャットシステムによる非対面化事業

7856 宮崎県 フリースペースかもしれない。 子どもたちの活動場所の拡大と個室増

7857 宮崎県 ｏｔｔａｌａ食堂 コロナ感染拡大防止の為の個室化事業

7858 宮崎県 ｔｗｅｎｔｙ　ｆｏｕｒ‐ｓｅｖｅｎ お一人様サービスの推進と作業効率化による短時間施術の提供

7859 宮崎県 合同会社マルチビリオネア 9350003003130 地方における不動産活用企業経営塾のホームページによる宣伝広告

7860 宮崎県 レイズアップ SNSを活用した非接触でできる経営改革のコンサル事業の取組

7861 鹿児島県 株式会社オーニング太陽 9340001006672 トナープリンター導入とＥＣサイト構築による新規事業と販路開拓

7862 鹿児島県 食彩空間たばた 外部ECサイトで新商品を販売して販路開拓

7863 鹿児島県 岩城写真館 岩城写真館における感染症対策撮影計画

7864 鹿児島県 合同会社善力 5340003003639 ２４時間販売開始！自動販売機導入による「冷凍餃子」の販売

7865 鹿児島県 佐藤建設株式会社 4340001007262 ICカードシステム導入による感染防止と生産性向上

7866 鹿児島県 Ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ　Ａｄｏｎｉｓ株式会社 6340001019545 自社サイトリニューアルによるオリジナル家具受注システムの構築

7867 鹿児島県 キンボシ 「おうちでキンボシ」ネット販売

7868 鹿児島県 株式会社シャッツフードカンパニー 1340001020846 ＥＣ機能付ＨＰのリニューアルによる「商品販売」部門の販路拡大

7869 鹿児島県 ＭａｎａｂｌｅＧａｔｅ 「場づくり仕事術」オンライン講座の新規開発とＰＲ事業

7870 鹿児島県 株式会社西尾 9340001011499 セルフで非対面。安全で安心な施術環境の提供。

7871 鹿児島県 株式会社リーフエッヂ 7340001019305 店内における客同士の密防止の為の屋外飲食スペースの整備

7872 鹿児島県 カレイドスコープ 屋久島森林セラピーカード通販とSDGs/ESDオンライン授業

7873 鹿児島県 株式会社今村製茶 7340001016418 ECサイトによる自社オリジナル商品の販路開拓と売上増進

7874 鹿児島県 ＭＩＧＨＴＹ　ＷＯＲＫＳ．ＪＡＰＡＮ株式会社 7340001021013 人気アパレルブランドEC販売よる非対面型ビジネスの強化

7875 鹿児島県 窪田織物株式会社 8340001001484 織物の魅力を動画発信で体験感覚に富むHP・ECサイト制作。

7876 鹿児島県 有限会社リゼ 5340002023051 ポストコロナを見据えたＥＣサイト構築及び新店舗の展開事業

7877 鹿児島県 奄美つり倶楽部 対人接触機会減少の為のオンライン集客サイト導入事業

7878 鹿児島県 株式会社政武 6340001017581 いつでも簡単にお店の料理があじわえる商品を開発し販路拡大

7879 鹿児島県 株式会社大内田商店 2340001000673 米専門店が提供する「銘柄米おにぎり」テイクアウト事業開始

7880 鹿児島県 有限会社長命ヘルシン酢醸造 4340002013862 自社・商品のリブランディングとECサイト開設による現状打開

7881 鹿児島県 有限会社東製茶 8340002012530 対人接触を低減した茶生産・販売プロセスの新規導入

7882 鹿児島県 屋久島の友 テイクアウト専門店の開業

7883 鹿児島県 株式会社春日園川路製茶 9340001006177 ポストコロナへ向けたECサイト新規導入による販売拡大の取組

7884 鹿児島県 はんぱもん キッチンカーによる有機野菜の販売と焼き芋等の製造販売

7885 鹿児島県 有限会社島おこしの里 5340002021542 通販の商品を紹介するページ制作及びリスティング広告事業

7886 鹿児島県 さつま縫房 顧客ニーズに呼応した「真空パック商品シリーズ」の新事業展開

7887 鹿児島県 有限会社北﨑水産加工 2340002027690 自動精算機を導入し対人接触を減らすことで安心できる店舗づくり

7888 鹿児島県 有限会社川村ふとん店 5340002015651 ECサイトによる非接触ビジネスの構築で安定した売上げを作る

7889 鹿児島県 有限会社もりやす 3340002027129 真空・急速冷凍を 活用し食品ロスを考えた 精肉販売業

7890 鹿児島県 株式会社ＯＣＴＯ 9340001024187 非接触を取り入れた、こだわりたこ焼きの販売事業。

7891 鹿児島県 中村 オンラインショップを活用した市場開拓と新ブランド野菜の開発

7892 鹿児島県 ＬＩＡ　ＢＯＤＹ　ＦＩＴＮＥＳＳ 新しいジムで感染対策スペース確保、新たなトレーニングの開発！

7893 鹿児島県 はぴはぴえいご 授業と教材のオンライン転換とウェブ宣伝事業

7894 鹿児島県 有限会社寿屋 1340002004006 ECサイト構築によるかごしま郷土菓子ネット通販事業の立ち上げ

7895 鹿児島県 ホープフリー 焼酎粕を再利用したボディクリームの開発と販売体制構築

7896 鹿児島県 株式会社アティテュード 5340001021007 対面・接触を減少させるためのセット椅子の半個室化改装事業

7897 鹿児島県 株式会社エイ・エヌ・ディー 9340001016250 移動販売車ビジネス

7898 鹿児島県 トータルコンディショニングＨＩＧＡＳＨＩ 接触機会減少で安心安全な顧客満足度最優先のパーソナルジム事業

7899 鹿児島県 ｈａｃｏ合同会社 8340003003529 ポストコロナ時代に向けた美容室作り、ECサイトによる販路拡大

7900 鹿児島県 株式会社ひかり 6340001012582 インターネット上での葬儀費用等見積りとお支払いツールの導入

158



＜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6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５月12日(木)以降）。

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

7901 鹿児島県 パーソナルトレーニングジムアクシアス オンラインパーソナルトレーニングの実施と動画配信の導入

7902 鹿児島県 有限会社松山産業 1340002015416 コロナ対策を重視したお客様を大切にす移動販売車両の導入。

7903 鹿児島県 ＡＬＷＡＹＳ　ＣＡＦＥ　２ＮＤ レジャーニーズに対応したドライブスルー施設の設置

7904 鹿児島県 ニキビケア専門サロン　ミロ 腸活のオンラインセミナーの実施とECサイトの導入

7905 鹿児島県 株式会社ＭＡＲＧＡＲＩＴＡ１９９１ 8340001021854 ネットショップ開設及び新商品開発と包装パッケージの開発

7906 鹿児島県 株式会社八幡屋 7340001018934 おうちで居酒屋メニューを楽しめるテイクアウト事業

7907 鹿児島県 ｖｉｖｉｒ　ｅｎ　ｅｓｅｎｃｉａ オンライン法人向けサブスク型ストレスクリアコーチング事業

7908 鹿児島県 合同会社Ｍ１０４ 1340003002363 長旅でも快適で安心の非接触型マッサージの機器購入事業

7909 鹿児島県 加茂川 【加茂川】企業・家庭向け卸販売事業

7910 鹿児島県 ＫＵＵ～くう～ 安心安全な鹿児島産の野菜スープを作り全国へ発送し販路開拓

7911 鹿児島県 カメＧ テイクアウトについてのLPの制作及びリスティング広告事業

7912 鹿児島県 リアライズ有限会社 5340002011907 オンライン講座導入とスマホ対応型ホームページへリニューアル

7913 鹿児島県 ＰＬＡＹＥＲＳ セキュリティサービスのLP及びリスティング広告事業

7914 鹿児島県 株式会社ＴＷＳ 2340001023567 からあげのテイクアウト専門店と屋台営業

7915 鹿児島県 福山かしわ店 コロナ禍でも鳥刺しを届けたい！販売機導入で非対面販売を確立！

7916 鹿児島県 株式会社Ｒｅｂｒａｎｄ 3340001022997 最新治療機器を使った非対面ヘルスケア事業

7917 鹿児島県 株式会社岩崎木材工芸 1340001013791 ECサイト構築による新たな需要の開拓

7918 鹿児島県 有限会社国分ハウス 8340002013644 リモート・趣味部屋需要に応えるユニットハウスの販路拡大

7919 鹿児島県 南九州市１０００本ブルーベリー園 非対面型事業開始の為のオンライン受注サイト作成

7920 鹿児島県 ＡＧＥ株式会社 8340001021904 新たな販売経路の確立と、非対面ビジネスモデルの確立

7921 鹿児島県 Ｐ！ｃｏ ECサイトで卓球用品の販売

7922 鹿児島県 株式会社デラセーラ 4340001014696 ネット予約の強化とWEB広告出稿による低感染型集客の実施

7923 鹿児島県 株式会社インフォメーション住宅産業 1340001021555 商談・打ち合わせなどのオンライン化で感染リスクの減少へ

7924 鹿児島県 ゆめのおと SNSを活用する為のオンラインスクール事業

7925 鹿児島県 株式会社Ｓ．Ｉ．コンサルティング 1340001023089 コロナ感染症構築事業

7926 鹿児島県 新大隅観光株式会社 6340001015016 自社宿泊予約システムを導入し生産性を向上させる事業

7927 鹿児島県 大迫保険事務所 コロナ禍における集客および情報提供のためのホームページの導入

7928 鹿児島県 雑貨　メルティングポット ICTを活用した自社サイト型のECサイト立ち上げ

7929 鹿児島県 ａｍｅｂｌａｎｃｅ 対人接触機会の減少による美と健康のトータルサポートで新規開拓

7930 鹿児島県 学習塾ペガサス国分教室 子供たちの学力をサポートするコロナ対策を徹底した学習環境整備

7931 沖縄県 ブルーポエム 県産品を軸に、ネット販売可能な商品を開発し販売する。

7932 沖縄県 マリンクラブＧｉｇｉ 対人接触機会ゼロでできるセルフ脱毛サロンの運営

7933 沖縄県 株式会社明光産業 9360001015399 冷凍餃子販売による新たな顧客獲得と販路開拓の取り組み

7934 沖縄県 株式会社タブローズ 4360001017490 ＥＣサイトを活用した沖縄フレンチの全国販売

7935 沖縄県 パーソナルトレーニングジムアンドレンタルジム　シュービル 完全個室で3蜜を回避、安心・安全に運動する機会と場を提供する

7936 沖縄県 仲本太郎 感染対策強化とオリジナルの新サービス展開で売上拡大

7937 沖縄県 トゥインクルシード オンライン英会話教室・教材販売のためのECサイト構築

7938 沖縄県 有限会社服部 8360002002538 クラウド予約顧客管理システム導入よる新規顧客獲得と業務効率化

7939 沖縄県 ブランジュジュ HPによる情報発信、機能強化と衣装浴衣のレンタル・リース受

7940 沖縄県 じんく屋 真空パック機導入により、テイクアウト、通信販売の販路開拓事業

7941 沖縄県 琉球ファンタジスタ株式会社 3360001021956 予約管理/ライセンスのオンライン講習で業務効率化と売上増加

7942 沖縄県 焼肉ゆん コロナ禍でも事業継続でき接触機会を減らすアプリの導入計画

7943 沖縄県 株式会社ナンバー腕 9360001029192 あかまさ商店　テイクアウト事業とＰＲ事業

7944 沖縄県 株式会社仲間商店 1360001013146 「仲間商店」HP/ECサイト構築によるBtoC販路開拓事業

7945 沖縄県 有限会社亀吉 4360002010148 亀吉特製ざるもずくを全国のご家庭へ

7946 沖縄県 ヘアーアンドビューティー　トコマジコ 非接触オンラインヘアケアカウンセリング

7947 沖縄県 アポロ 感染リスクを最大限抑えたモバイルオーダーシステムの導入

7948 沖縄県 株式会社アクアチーム 2360001006165 ポストコロナ的デジタルログデータの開発運用とHPリニューアル

7949 沖縄県 バニヤンズ 自社製品の無人販売・ネット販売を開始

7950 沖縄県 ＭａｎｔａＦｒｏｇ　ＧａｔｅＷａｙ合同会社 2012703002220 ECサイトの再構築・「石垣島クッキー缶」導入による事業の拡大
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7951 沖縄県 ＬｕａｎａＣｏｎｎｅｃｔ オンラインダイエットと食育で家族の健康を叶える販売促進事業

7952 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

7953 沖縄県 ネイチャーサウンズ 自家製ヘナパウダーの加工・商品化とネット商品販売ＨＰの作成

7954 沖縄県 食菜酒楽あずまや posれじとオーダーエントリーシステムの導入計画

7955 沖縄県 なずな文庫 「なずな文庫」商品開発と店内環境整備による誘客強化事業

7956 沖縄県 ぐしちゃん銀バナナ農園 Ａ級品贈答用県産バナナのEC販売向上

7957 沖縄県 株式会社ＵＰＢＥＲＲＹ 9360001015589 来店型エステを転換、自社商品開発の非接触通信販売で利益向上へ

7958 沖縄県 ティラミス テイクアウト弁当販売とケータリング事業

7959 沖縄県 株式会社リンクファクトリー 8360001024038 就職支援講座・キャリア教育授業のオンラインプラットフォーム

7960 沖縄県 カフェゴッサ 外食から中食へ！地元食材を使用したテイクアウト惣菜の販売

7961 沖縄県 ＰＮ５株式会社 3360001028258 家具付き輸入コンテナハウスのホームページ拡充とPR事業

7962 沖縄県 ＭＡＫＩ　ＵＥＤＡ合同会社 7360003011002 香りのオンラインツーリズム・コンテンツの開発

7963 沖縄県 ジュエルホワイトニング 医師によるオンライン診療の導入とＨＰ作成によるＷＥＢ予約拡充

7964 沖縄県 株式会社ＭＩＺＫＩ 5360003009477 沖縄の新たな観光コンテンツ構築＆非対面展示会

7965 沖縄県 ピースロックカフェ 新しい商品開発とデリバリーで新規顧客獲得

7966 沖縄県 栗原恒雄行政書士事務所 オンライン面談システム導入による非対面化と集客促進

7967 沖縄県 宮古島の釣り船栄真丸 六次産業化事業マグロ釣りロボット導入で近海マグロをネット販売

7968 沖縄県 普天間　晃 ＥＣサイトで全国「オルチャンメイク化」プロジェクト

7969 沖縄県 シャウティングチキン 対人接触機会の減少を図るため、非接触のテイクアウト事業

7970 沖縄県 みなもとや 対人接触機会を減少させるための自販機導入による売上確保

7971 沖縄県 和菓子屋春風堂 自動販売機による和菓子の24時間非対面販売事業

7972 沖縄県 株式会社島藍農園 5360001015469 ReブランディングとHP/ECサイト構築による新規顧客獲得

7973 沖縄県 熊野商業株式会社 8360001028856 キッチンカー販売による密にならない販売

7974 沖縄県 合同会社ＡＯ　ＷＯＲＫＳ 9360003010084 テイクアウトサービスと物販事業促進の二軸における事業改革

7975 沖縄県 あかばな沖縄 非対面型販売（ＥＣ）を強化し、県外の新規顧客獲得と販路拡大

7976 沖縄県 株式会社仲田企画 7360001015756 コーヒー豆が自動販売機で買える

7977 沖縄県 秀斗学院 一人も取り残さない！いつでも振返り受講可能なオンライン学習塾

7978 沖縄県 ジャックとマイロの木 接触機会軽減と安心のための店舗作り

7979 沖縄県 株式会社ＮＩＮＥＷＯＲＫＳ 2020001119819 コンテナ撮影スタジオによる新たなビジネスの展開

7980 沖縄県 リュウキュウシィーウィード 感染防止対策として、共同作業場の分離と作業効率をアップ。

7981 沖縄県 Ｙ’ｓｓｈｉｎｅｅｈｏｏｄ 地元有名店とコラボ！肉まんと点心の冷凍自販機販売で販路開

7982 沖縄県 株式会社シュガートレイン 5360001006022 沖縄の映像コンテンツ商品オンライン提供地域拡大事業

7983 沖縄県 Ｐａｓｓａｇｅ株式会社 3360001029834 テレアポの在宅ワーク推奨による感染拡大防止対策事業

7984 沖縄県 ＦＬＡＴＧＯＯＤ株式会社 9360001026990 新規通販サイト創設

7985 沖縄県 株式会社Ｅｌｅｖｅｎ　ｈａｌＦ 6360001026886 ECショップ活用による熱帯魚・水槽用品販売・メンテナンス事業

7986 沖縄県 株式会社ＭＹ企画 6360001029906 【株式会社MY企画】人手不足も解消するセミセルフレジの導入

7987 沖縄県 ＳＵＮＳ キッチンカーの導入によるテイクアウトメニューの販売

7988 沖縄県 ブライトスパークス リゾートホテル向け卸販売による販路開拓

7989 沖縄県 株式会社Ｔｒｉｅｄ　ａｎｄ　Ｔｒｕｅ 3360001023498 非接触会員様情報システム構築

7990 沖縄県 株式会社カセイ 3360001014919 デニッシュパンの販売チャネル拡大と事業拡大の仕組化

7991 沖縄県 フリーライフクリエイト 『hug-kumu』事業におけるECサイトの構築事業

7992 沖縄県 ＳＡＩツーリスト株式会社 8120001143646 顧客ニーズに対応する宿泊施設の改修及び感染防止対策

7993 沖縄県 有限会社琉津 8360002019367 ECサイトと通販システム構築による非対面型販売強化と商品開発

7994 沖縄県 ｃｈｉｃｈｉｔｅｅｄａ 県産加工品の制作及びインターネット利用での非接触型販売事業

7995 沖縄県 Ｆｕｌｌ　Ｖｏｉｃｅ ［オンデマンド配信］話し方eラーニングスクール非対面型講座

7996 沖縄県 株式会社リュウセン 3350001014498 新たな機械を導入し、感染対策と新たな販路開拓を行う。

7997 沖縄県 ＬａＬａ♪ベビ 情報発信力と保育環境の強化によるブランディングおよび販路開拓

7998 沖縄県 株式会社トゥーザコア沖縄 7360001028865 オンライン集客の仕組み構築による新事業の活性化

7999 沖縄県 フリーパーソナリティ玉城愛 いちゃりばスクールAIOKINAWA

8000 沖縄県 ミュージックバーイーエルイー キッチンカーでテイクアウトとキャッシュレス化を図り販路拡大
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8001 沖縄県 ピースアンドセレニティ 販路開拓によるサービスの提供と社会貢献できる人材育成

8002 沖縄県 ビーチヴィレッジ野底 完全非対面チェックイン、テイクアウト窓工事とテラス席の設置

8003 沖縄県 Ｒ－ＭＡＴＥＳ ダイビングアイテムのEC販売事業

8004 沖縄県 ホランイキッチン 冷凍食品の自動販売機による完全非接触販売と新たな販路の開拓

8005 沖縄県 ウェルス ヘアサロンの新ソーシャルディスタンス

8006 沖縄県 ベアーズ 宮古島唯一の！HP動画制作とSNS連携相乗効果で売上アップ！

8007 沖縄県 ｐｈｙｓｉｏ整体サロンｓｍｉｌｅＲＵＮ 整体院のオンライン化及びオンラインサービス拡大による売上確立

8008 沖縄県 サクらエル株式会社 8360001027874 ２０年以上の営業経験と介護施設に特化した販路拡大で売上増大

8009 沖縄県 餃子の河童軒 24時間非対面冷凍自販機設置

8010 沖縄県 ブラック・ダイアモンド・グループ CBD関連商品の輸入、製造、販売への販路開拓

8011 沖縄県 沖縄マリンブルー マリンブルーネット店　真空パックのメール便可能商品の販売

8012 沖縄県 上門　優 入谷式足底板導入で日常をリハビリに！新たなインソール事業

8013 沖縄県 美肌館 オンライン腸活セラピーと腸活グッズ販売で皆を健康に！

8014 沖縄県 株式会社ＤＩＧＩＴＡＬ 6360001007399 セルフ精算機クレカ対応機器取付による感染リスク軽減と業務効率

8015 沖縄県 Ｏ２Ｎａｔｕｒａ 非接触でのヘルスケアサポートによる売上拡大計画

8016 沖縄県 サロン・カルネ 「イベント秘書」オンラインに特化したブランド構築とPR事業

8017 沖縄県 てつなぎおきなわ 「糀ハーブ薬膳のテイクアウトキッチン」の整備及びPR拡大事業

8018 沖縄県 ＵＭＩ 低感染リスク対策型美容室の運営と美容商品のリモート物販

8019 沖縄県 合同会社島の元気研究所 8360003005878 アフターコロナに向けた新商品の情報発信事業

8020 沖縄県 合同会社オフィスＫ 9360003007122 ボクシングジムにおける間接的トレーニングの導入

8021 沖縄県 農業生産法人合資会社稲穂産業 3360003004496 移動式販売を窓口としたECビジネス計画

8022 沖縄県 シェノン 営業から販売まで完全非対面化。新しい場所で新顧客獲得を目指す

8023 沖縄県 ラニビューティガーデン セルフ脱毛機導入で対人接触軽減、感染予防と顧客開拓の両立

8024 沖縄県 ベルアンジュ オンラインで学べる頭皮ケア＆スパ二スト育成技術のサービス提供

8025 沖縄県 ＳＴＵＤＩＯ　０２ 沖縄食材を使ったスイーツを開発しECサイトで販路拡大

8026 沖縄県 アールビービー株式会社 9013201012738 新規ECサイト制作による新規事業の非対面型販売モデルの構築

8027 沖縄県 株式会社優暖コーポレーション 2360001028408 「おうち時間」を豊かにする通販事業による売上拡大計画

8028 沖縄県 やど有 新規ターゲットに向けたHPのリニューアルと集客販売導線の構築

8029 沖縄県 じゅごんの里 団体旅行頼みから脱却！個人客向けプラン＆お土産の開発とPR

8030 沖縄県 株式会社Ｌｅｉ 9360001020184 ダイビングスクールや物販をアプリで便利に集客・仕組みづくり

8031 沖縄県 株式会社ＡｌｇａｌｅＸ 5050001048789 人的接触を低減する生産オペレーション効率化への取組

8032 沖縄県 渡久山長淳 感染対策を兼ねた新しいステーキ専門店

8033 沖縄県 アクアカーレンタル AQUA Car Rental

8034 沖縄県 縦横四海イーオーシャン オンウェブでお客様との接触を減らすマリンサ－ビス

8035 沖縄県 一石二鶏　親慶原店 煙とにおい対策で生産効率アップと感染症拡大防止対策

8036 沖縄県 ｙｏｇａ　ｓｔｕｄｉｏ　ｉｎｓｐｉｒａｔｉｏｎ　ｌａｂ WEBコンテンツの充実化で販路拡大！

8037 沖縄県 ｐｉｃ 専用機材の導入によるWeb会議品質の向上化計画

8038 沖縄県 株式会社Ｊ＆Ｓ　ｉｎｔｅｒ　ｎａｔｉｏｎａｌ 4360001010033 ウイルス感染対策による抗菌・抗ウイルス性の建材で安心できる空

8039 沖縄県 株式会社パインスリーコーポレーション 7360001029830 感染リスクも痛みも少ない新感覚完全予約制脱毛サロン事業

8040 沖縄県 果実家 人件費削減と24時間いつでも自販機を活用し販路拡大
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