
令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

鳥取県 株式会社松和建設 1270001003313 経営環境に基づき策定した販路開拓の取り組みによる売上・利益向上事業

鳥取県 株式会社ちづや 5270001007646 ＰＢ焼肉タレＥＣ販売・プロモーションによる非対面ビジネス強化

鳥取県 株式会社イエヒト 3270001003179 ＣＭ分離発注方式の技術を非対面で提供できる環境整備

鳥取県 株式会社ＳｉＳＳ　鳥取支店 8010601037317
「海上アスレチック事業施設における受け入れ環境整備と非対面サービスの
向上」

島根県 株式会社シーライフ 3280001004770 ＷＥＢサイトを活用した販路開拓活動と受注体制へモデルチェンジ

島根県 有限会社サエキ 5280002008298 ＢｔｏＢ用非対面型ＷＥＢシステムの導入

島根県 グローバーク株式会社 6280001006681 ＥＣ販売の取り組み及び新商品開発

島根県 株式会社ラルジェス 7280001002845 対面式レッスンとオンラインレッスンの併用による生徒獲得

島根県 合同会社カバポスト 1280003001173 ネット通販拡大のためのＥＣサイト改修と新製品開発・委託先開拓

島根県 ル・レストラン・ハラ － 真空包装機導入による、山陰の美味しいフレンチお届けサービス

島根県 トシインターナショナル有限会社 2280002001561 巣ごもり消費に対応！テイクアウト受注拡大事業

島根県 有限会社えんや呉服店 7280002000410 ライブ配信によるオンライン接客での販売取組

岡山県 守屋　信道 － 近隣の方へ販売開始、焼きたての食パンを予約配達

岡山県 ＬＥＧＡＲＥ － インターネット予約サイトの運営と広告

岡山県 株式会社岡崎建材 2260001022131 非対面相談システム導入による新工法リフォーム事業の販売促進

岡山県 ＭＡＹＡＭＡ　ＪＡＰＡＮ 8260001028908 質の高い指導をオンラインでも提供可能に

岡山県 株式会社一歩 3260001032195 テイクアウト専門店『一歩弁当』

岡山県 株式会社ＯＣ 8260001028619 太陽光発電所の監視システムの導入により接触人数の削減

岡山県 株式会社　オリオン 9260001027636 太陽光発電所の遠隔操作システムの導入により接触人数を減らす

岡山県 すぐり － 冷麺・温麺の通信販売

岡山県 さくら堂 － オリジナルスポーツ雑貨の企画制作とネットでの販路開拓

岡山県 Ｂｏｌｌａｒｄ株式会社 4260001030132 国内ネット通販をメインとした冷凍カレーブランドの立ち上げ

岡山県 中華屋桂華 － 冷凍餃子のインターネット販売及び地方発送による販売拡大

岡山県 株式会社スーパーワークス 5260001029082 非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 割烹　真善美 － 新商品のネット通販開始での販路拡大

岡山県 株式会社エアー．プラス 5260001027219 デザインフードステーション及びＰＲ為の販促ツール整備事業

岡山県 アコルドコーヒー － 自宅でいつでも楽しめるカフェタイムの提供による顧客獲得

岡山県 鉄板食堂りべるたぁぱんだ － テイクアウトとデリバリーに特化した店舗の展開

岡山県 喜多商事株式会社 7260001001972 オンライン対応型グランドピアノ常設移動レンタルルーム製作

岡山県 株式会社１９ｊｕｕｋｕ 1260001009278 卸売からＥ．Ｃ事業へ進出し、新たな売上を伸ばす事業

岡山県 アーク株式会社 3260001012239 自社商品ｍｉｅｕｘの非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 森本新店 － パンの増産体制強化の為の機材購入と、店舗の衛生面の改善

岡山県 合同会社カヌレ研究所 3260003002510 非対面販売の強化するためのホームページリニューアル計画

岡山県 株式会社宮脇商店 3260001006546 非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 株式会社ＴＯＴＡＬＢＯＤＹ 9260001016234 会員専用の非接触型　個室トレーニングルームの開設
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

岡山県 有限会社永石運動具店 5260002033059 スポーツ用品出張販売

岡山県 立岡靴工房 － 対面型オーダーメイド靴販売から非対面型への転換事業

岡山県 みのりＨｏｕｓｅ － お料理動画配信や非多面型ホームページ制作と客室改修など

岡山県 株式会社ザ・ムサシコーポレーション 6260001009083 非対面による小規模施設への転換事業。

岡山県 株式会社健康屋 5260001029000 新型コロナウイルス感染予防内容に関するプロモーション企画

岡山県 おこや － 市場という立地を活かした非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 株式会社メゾンフード 7260001012334 店舗販売からＥＣ販売へ！

岡山県 立岡麻子 － インターネット動画配信サービスを用いた非対面型ダンスレッスン

岡山県 株式会社アークコストマネジメント 8260001010700 非対面によるコスト算出でのまちづくり貢献と新規顧客獲得計画

岡山県 株式会社ウインズ 1260001026406 コロナに負けず、黙々と一人作業でコツコツと仕事を維持しよう。

岡山県 有限会社ニシウチ 5260002033083 コロナ禍のストレスを楽しいショッピングで解消してもらう事業

岡山県 株式会社あじ仙 6260001009760 あじ仙　下中野食べデリ

岡山県 ネクストイノベーション株式会社 4260001026873 生産量を増やしＷＥＢでの販売にて原木しいたけを全国に届ける

岡山県 株式会社石原製作所 5260001025767 サプライチェーンの毀損への対応

岡山県 倉敷ハウジング株式会社 6260001013119 オンライン現場見学会の実現による非対面型住宅販売の強化

岡山県 合同会社松浦企画 7260003000898 バッグ・エプロン・小物をアレンジしてオンリーワンのアイテムに

岡山県 株式会社アップビート・バルーン 7260002000429 デライト・メッセンジャー（ＤＭ）

岡山県 有限会社中島呉服店 9260002029037 着せ替えアプリによるネット受注に向けた販路拡大事業

岡山県 ＢＲＡＮＣＨ（ブランチ） － 整備タイヤチェンジャ／ホイールバランサ導入による新サービスと販路拡大

岡山県 有限会社ＥＳＴＥＬ 6260002024387 遠隔地の子世代との非対面型商談システム

岡山県 みのりや株式会社 6260001014950 効果的な広告宣伝活動実施による「福興」の販路拡大

岡山県 株式会社イマガワ 9260001019550 対面営業から非対面営業への転換

岡山県 株式会社ｇｕｒｉｋｏ 9260001034129 持ち帰り・通販に対応するための店舗改装工事と販売促進動画事業

岡山県 農村エナジー株式会社 3260001025216 生産体制の整備とＥＣ市場への新規参入による販路開拓

岡山県 ルポンドレハルヤ － 新型コロナ対策の新たな集客の為のシステムの構築と店舗改装

岡山県 有限会社フェアリー 5260002015346 非対面による無観客配信ライブおよび配信事業の展開

岡山県 ＰｒｉｍａＤｏｎｎａ － いつまでも美しく！新たな獲得・リピート率向上を目指す事業

岡山県 江崎英子ｏｆｆｉｃｅいろは邑 － ＨＰ、チラシによる広報からオンライン講座よる販路開拓

岡山県 石山明弘税理士事務所 － 事務所完全オンライン化によるサービス提供の変更と拡充

岡山県 株式会社プリマドール 8260001012275 １０年後も素敵に美しく！（新規顧客獲得を目指して）

岡山県 サザンクロス － 非対面で健康づくりの場所を提供する！

岡山県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒｉｃｏｒｕ － 化粧品ＥＣサイトを活用した収益確保によるコロナ対策

岡山県 ｙｏｕｓｓｉｅ　ｂａｍｂｉｎａ － ＥＣサイト開設・運営と広告の導入

岡山県 香喜心 － 非対面型ビジネスモデルへの転換による　ＷＥＢサロン開設及び販路開拓

岡山県 株式会社Ｌａ　Ｍａｈａｌｏ 6260001028950 デリバリーのＰＲするためのデジタル掲示板の設置
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

岡山県 株式会社　なかたに 260001022406 サプライチェーンの毀損への対応

岡山県 ＳＧクリエイト株式会社 8260001024964 スマホで手軽にテイクアウトのモバイルオーダーシステムの構築

岡山県 ラ・コア　ローリング － 独自器具の開発による非接触型治療

岡山県 株式会社エコルヴェ 4260001034034 外出自粛でも明るく前向きになれるオンライン講座の開講

岡山県 アッパービレッジ有限会社 6260002014231 インナーブランディング事業の動画配信による販路開拓

岡山県 有限会社京ひろ 1260002017651 真空包装機導入による販路拡大とビジネスモデルの転換

岡山県
Ｂｅｎ’ｓ　Ｇｌａｓｓ　Ｄｅｓｉｇｎｓ（ベンズグラス
デザインズ）

－ 国内・海外それぞれへの販売を強化するための工程改革事業

岡山県 菊池酒造株式会社 2260001012974 酒蔵の良さをいかした清酒以外の商品の柱となる甘酒の製造

岡山県 アトリエ・トノープ － オンライン講座と新規事業貸オフィス展開の為の事業

岡山県 ㈱オーネスト 5260001001470 薪ストーブとアウトドア用品の取扱い販売の開始

岡山県 株式会社ＣＤＬキャリアデザイン研究所 6260001023381 「非対面型！動画媒体・動画配信で人材教育・セミナーの実現」

岡山県 はなうり － ＥＣサイトによる商品販売

岡山県 株式会社ＳＰＹ 5260001016502 進化型ビジネスマンへの新提案で未来を変える！

岡山県 株式会社メタルカネダ 3260001022485 安定的な調達と供給を継続可能にする設備導入事業

岡山県 安永教育学院株式会社 8260001028370 ＩＣＴ導入と教材販路の拡大による非対面ビジネスモデルの拡充

岡山県 ＫＡＰＡＩ － テイクアウトの開始と広報力を高める事業

岡山県 株式会社なかや宗義 8260001022407 お菓子製造工場を非対面型ビジネスモデルへ変換

岡山県 有限会社みどりカメラ 6260002009743 ブライダル衣裳提供の内製化による経営強化及び販路開拓

岡山県 有限会社清代 3260002034249 巣ごもりニーズに応えるＷＥＢを活用した販路拡大事業

岡山県 株式会社オーリス 3260001032179 今までの受託開発のみから、自社オリジナルシステム開発を新規開拓

岡山県 小泉工夢店 － ＩＴを活用した空き家・不在住宅管理サービスによる販路開拓

岡山県 株式会社Ｔｒｙａｎｇｌｅ 3260001032773 店舗改装による新商品提供及びタレの製造販売による、新規客増加

岡山県 ユーイング有限会社 7260002021912 テイクアウト・デリバリーの体制強化による収益基盤の再構築

岡山県 公文式　大内教室 － 子供に安全な教室作りと遠隔授業・テレワークの導入

岡山県 株式会社コノテ 9260001032355 Ｓｅｅｓａｗ～岡山特化型オンラインの先生～

岡山県 グリーンコミュニティ株式会社 8260001033222 生産者と消費者を支えるショッピングサイト開設による販路開拓

岡山県 合同会社さんさんごご 6260003001848 テイクアウト販売強化と貸スペース・個室の改装

岡山県 からあげぜんちゃん － からあげテイクアウト専門店営業開始

岡山県 坂本織物有限会社 8260002018370 伝統技術を使用した新ブランドの商品展開事業

岡山県 ＭｅｌｌｏｗＣｏｆｆｅｅ － ＥＣサイトを活用した販路開拓、非対面型販売システムの改善

岡山県 ふじこや － 宅配事業とテイクアウト事業による販路拡大

岡山県 株式会社ＨＡＵＬ 2260001029309 郵便発送システム改修、顧客管理・出品システム作成

岡山県 有限会社くま 6260002022655 テイクアウト及び３密にならない客席確保のための店舗改装

岡山県 合同会社オニバ 5260003002987 営業自粛時のテイクアウト販売の拡充に取り組む事業

岡山県 株式会社ＬＵＧＺ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 9260001033972 ライブ配信イベント催行における非対面型ビジネスへの事業転換
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

岡山県 キャリアオフィスＴＯＭＯ － 地域密着型独立支援サイトの構築と周知活動

岡山県 株式会社クオレ 1260001011779 ＥＣ販売での販路拡大及び、新商品の開発、販売

岡山県 株式会社絆 8260001019469 マンションをリフォームし、個室を必要とする人に貸し出す事業

岡山県 株式会社ターゲット． 1260001011242 ＢｔｏＢ企業向け非対面型営業支援媒体の運営・販路拡大

岡山県 パウンドハウス西大寺 － 非対面式オーダープラン開発・ＥＣアプリ運営・販路拡大

岡山県 有限会社ビジネスホテル・アポイント 4260002020636 テレワークプランの開始により多様化する働き方改革に対応

岡山県 株式会社ネットナビ 5260002012153 事業継続のための新規顧客開拓と非対面営業を進めるホームページ制作

岡山県 株式会社インフィニットフィールド 6260001012310 業務用パッケージシステムの導入サポート体制のオンライン化取組

岡山県 株式会社彩工房 4260001024695 テレワーク環境の整備による働き方改革の推進

岡山県 倉敷エンターテイメント合同会社 7260003000774 企業向けデジタルコンテンツの販売サイト構築・販路拡大

岡山県 有限会社　信和 2260002018921 観光客への対面販売から、幅広い顧客へネット販売を行う事業転換

広島県 株式会社ゆんたく 3240001039325 沖縄食材オンラインショップ開設とウェブ会議導入による非対面化

広島県 株式会社ＰＬＡＹＷＯＲＫＳ 6240001050709 コロナに負けないハッピーウェディング大作戦

広島県 株式会社プラス 4240001041734 オンラインを活用した非対面型によるＰＲツールの販路拡大事業

広島県 ホワイトツリー － 新規オンライン教材および顧客向け教育動画制作による販路拡大

広島県 松井木工株式会社 8240001034420 受注減少に対応するＥＣ販売が可能なホームページに刷新

広島県 株式会社デンキョウ 3240001040563 ホームページを活用した非対面型の集客事業

広島県 美衣食空間うぃすてりあ － グレイヘアスムーズチェンジオンライン事業

広島県 株式会社インテリアル・ジー 6240001000903 環境変化に伴う新規オペレーション及びテレワークの導入

広島県 株式会社エコラボ 7240001046631 非対面型ビジネスにつなげるホームページへの大幅リニューアル

広島県 Ｂｅｌｌｋｉｄｓ株式会社 240001054870 テレワーク環境に備えてシステム導入と事務所の改装

広島県 グランディール － インターネットを活用した非対面商品開発と新規集客

広島県 テレビ受信障害対策業務 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

広島県 株式会社ＫＡＯＲＩ　ＬＯＧＯ 4240001052343 香りと暮らすＬｉｆｅ　ｏｆ　Ａｒｏｍａブランド構築とネット通販開始

広島県 株式会社旭工務店 4240001027881 ３ＤＣＡＤ導入による遠隔訴求力ＵＰとＬＥＤ看板による広告取組

広島県 有限会社　壱乃藏 7240002044213 カフェ主力商品である、サンドイッチのテイクアウト事業の開始

広島県 むすび － 新規菓子商品開発と全国販売及び配送展開のための体制構築

広島県 株式会社金融財務研究所 8240001041689 ＷＥＢ広告とホームページで非対面型ビジネスモデルへの転換！！

広島県 株式会社ＮＡＫＡＧＡＭＩ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 動画配信の仕組みを活用した新商品の紹介および販売促進活動

広島県 Ｈｏｍｅ　ｓａｌｏｎ　Ｏｒａｎｇｅ － お家にいながらお家にあるもので綺麗を身につけよう♪

広島県 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　Ｃａｒｌｏｔｔａ － テイクアウト及びインターネット販売の実施

広島県 アウラエイジングエステサロン － 脱毛器ＮＥＱＳＴの導入で一部事業をセルフエステに転換させる

広島県 株式会社サンレコ 9240001030815 ライブ撮影、ライブ配信、ＹｏｕｔｕｂｅやＳＮＳを使ったウェブ動画配信事業

広島県 合同会社ＣｏＬａｂｏ 1240003003074 非対面型出力制限機能付きパワコンを有する太陽光発電設備の設置

広島県 Ｍｅｌｌ － 対面・濃厚接触を防ぐための改装
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

広島県 株式会社Ｇｏｊｙｏｕ 2240001029302 体温測定防犯システム導入及び遠隔営業による新たな不動産事業

広島県 ｍｍｍｍ － 生花を有効活用したポプリのインターネット販売事業

広島県 福山きこえ補聴器 － 遠隔操作と個別訪問による補聴器の調整で新規顧客の獲得を図る

広島県 株式会社ＦＯＲ　ＳＴＡＮＤ 6240001053323 非対面型受付・換気・衛生環境が整ったテレ＆ＷＥＢ　会議スペース

広島県 Ｓｔｙｌｉｎｇ　ｃｏｆｆｅｅ － アフターコロナに打ち勝つ！新たな生活様式を取り入れた販売戦略

広島県 東洋電設株式会社 5240001035248 企業向けリモートオフィス・テレワークシステムの販売

広島県 株式会社ファイン 6240001043646 地域ブランドの積極的な情報発信を行う通販サイトの運営

広島県 株式会社たきのぼり不動産 4240001021356 セッション率ＵＰとチャットポッドを活用した応答システムの導入

広島県 有限会社瀬戸設備 1240002008859 Ｗｅｂによる非対面型の給湯器・コンロの販路開拓

広島県 株式会社ココスマ（なごみ施術院） 8240001054055 オンライン診療の導入

広島県 ＡＺＹＡＲＯ － 新事業ネット配信代行サービスによる販路開拓・売上アップ

広島県 株式会社村上製作所 8240001049055 船舶部品受注に特化した専用ホームページ制作による販路の拡大

広島県 株式会社エティック 1240001029955 ひねろー陶芸キットの販路開拓に向けたＨＰ刷新と窯の整備

広島県 有限会社ツーリストスクエア 3240002036701 自宅を改装し「新しい生活様式」に対応したスタイルへの変更

広島県 株式会社Ｍｉｄｏｒｉ 1240001052065 大阪市テレビ会議室新規設置事業

広島県 からあげ専門店ばんぶ － スーパーマーケットとのコラボ商品販売

広島県 株式会社堀江宝飾店 9240001026540 ＩＣＴを活用した非対面販売拡充と遠隔会議システム導入

広島県 ＨＯＫＥＮ　ＳＡＬＯＮ － 建設業向け工事保険の非対面型（オンライン等）集客モデルへの転換

広島県 Ｃｌｅｂｏｎｈｅｕｒ（クレボヌール） － サイトリニューアルと感染防止対策による販路開拓

広島県 古民家カフェ　一葉 － Ｗｉｔｈコロナに向けての新規事業及び店舗改修

広島県 コタニコーヒー － 巣ごもり消費に対応したソーシャル動画制作による販路拡大

広島県 萬国製針株式会社 9240001008811 コロナウイルスに負けないＷＥＢ利用による国内販路開拓

広島県 ビストロ食堂Ｂｏｎａｐｐｅｔｉｔ － 移動レストランでの営業による自社と商品ＰＲ　による売上アップ

広島県 茶ｗａ － オンラインを利用したこだわり茶葉販売とセミナーによる販路開拓

広島県 株式会社府中家具の館中島 6240001034414 巣ごもり消費に対応した絨毯ウェブサイトによる販路拡大

広島県 ＣＵＢＩＳ合同会社 9240003004453 コワーキングスペース事業及びテレワークの推進

広島県 タンしゃぶ亭 － 販路開拓のためＨＰ作成とネットショップ開設による利益のＵＰ

広島県 株式会社カノン 5240001052986 「いぬ語を学ぼう！」オンラインで悩み事を解決し新規顧客開拓！

広島県 讃岐うどん専門店　やまふじ － 接触機会ゼロを実現するオーダリングシステムの導入

広島県 スタジオＰｉｃｋ － オンラインレッスンによるダンス・健康体操のサービス拡張

広島県 株式会社全日建互助会 8240001005578 ＩＴ化による不動産仲介業における企業ＰＲと顧客の獲得促進

広島県 株式会社沼尾工芸 8240001038388 非対面型商談室へリニューアルによる安心した商談環境の提供

広島県 調度品の亀川株式会社 9240001046134 オンラインギャラリーの開設とオンライン展示会の開催

広島県 高橋みえこ一級建築士事務所 － オンラインを活用した住宅相談・建築セミナー開催

広島県 府中焼き・鉄板焼き食堂鉄餞 － テイクアウトフォームを活用したＷｅｂ戦略
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

広島県 沢田公認会計士事務所 － オンライン商談の品質向上により成約率を高める

広島県 合同会社ビスケット 4240003004549 国内ブランドの子供服専用ＥＣサイトの立ち上げ

広島県 株式会社大盛センイ 4240001034291 ＥＣでの双方向コミュニケーションツールと接客コーナーの強化

広島県 東方株式会社 7240001044577 テイクアウト及び宅配の非対面型ビジネスへの新規取組み

広島県 株式会社Ｍ－Ｓｐａ 2240001021993 お客様に安心を提供する機器の導入と収束後の継続来店への取組み

広島県 有限会社福山サービスセンターイトウ 4240002043928 既存Ｗｅｂサイトの改良と着地型旅行の直販サイトの新設

広島県 株式会社営繕本舗 9240001053089 「消毒」サービスの提供による売上アップと社会貢献

広島県 株式会社アジアパートナーズ 6240001019126 コロナに負けない！　徹底消毒で安心・安全なお部屋の提供

広島県 合同会社フォーユー 4240003002643 セントラルキッチン導入による新商品開発及び新市場開拓

広島県 有限会社プロパティ・システムズ 1240002014816 音楽教室講師にリモートレッスンする部屋を提供する事業

広島県 株式会社織 9240001044575 従業員の執務環境改善・感染防止の為のＷｅｂ会議スペース構築

広島県 株式会社お多吉 2240001054649 テイクアウトフォームを利用したＨＰの活用戦略

広島県 金光味噌株式会社 1240001034162 巣ごもり消費：オーガニック味噌に特化したネットショップ構築

広島県 合同会社州光社 6260003003002 発電遠隔監視システム及び防草シートの導入

広島県 Ｆｉｌｍ２１０ － ＡＩボットを利用した非対面式営業

広島県 応原工業株式会社 5240001022428 安心安全な消臭・除菌用　非電解弱酸性次亜塩素酸水の新規製造販売

広島県 株式会社ＮＡＭＡＳＴＥ・ＩＮＤＩＡ 4240001021892 オリジナル冷凍カレー新商品開発及び販売促進

広島県 備後福山ブルーイングカレッジ － 通信販売強化とインターネットによるオンライン教育システム構築計画

広島県 ストリーズコーポレーション － ホームエステセットとオンラインカウンセリングのＥＣ販売

広島県 裏千家金子宗慧茶道教室 － 画像通信を利用した茶道の遠隔稽古

広島県 Ｄ’ｙｓｈｅｅｌ － オンライントレーニングで簡単で効果的な運動を提供する

広島県 谷前住建株式会社 4240001039670 不動産事業を新たな切り口とした広報・集客活動

広島県 株式会社ライフマーケット 7240001044866 通信販売用ＥＣサイトの構築

広島県 株式会社日本彫刻工芸 6240001008145 お客様が伝えたい情報を当社から発信する非対面の新規ビジネス

広島県 若葉家具株式会社 9240001034485 在宅ワーク対応：個室のように仕切る家具「間合」ＥＣサイト開設

広島県 Ｂｒｃｋｅ － 設備導入とオンラインショップ・こだわり新商品よる販路開拓

広島県 株式会社ＴＡＩ＆ＧＥＥ 5240001040710 エリート異端児大学校の創設によるビジネスモデル改革

広島県 株式会社アトリ 5240001053638 接触機会削減・増収に向けてのテイクアウト・デリバリー事業開始

広島県 手作りパンの店小麦屋 － 新型コロナ対策非接触型無人販売・営業時間外販路開拓

広島県 株式会社モンセトス 9240001050202 入居者への安全、安心に配慮した住居サービスの提供

広島県 株式会社ＭＯＣ 6240001055278 コロナウィルス損害からの反転攻勢事業

広島県 工房一会 － 販路開拓に向けたネットショップ開設と作業環境の整備

広島県 アトミックス － ＷＥＢシステムを利用した車販業務の効率化

広島県 株式会社進栄 1240001053278 ＨＰにチャットサポートを導入して非対面営業モデルにする

広島県 ＩＸＩＥＥＤ株式会社 3240001050249 チャットサポート導入で対面から非対面営業に切り替える
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

広島県 相原酒造株式会社 4240001025456 自社ＥＣサイトによる非対面販売への対応と販路拡大

広島県 有限会社冨士写真館 4240002053571 オンライン撮影相談・衣装相談、屋外撮影プラン導入による安全化

山口県 有限会社窪田建築アトリエ 5250002018787 テレワーク環境整備及びホームページ刷新事業

山口県 ｙｕＱｕｒｉ － オンラインショップによる冷凍パンの販売事業

山口県 株式会社ｈａｓｅ 9250001017852 新商品「山口県産ブランド食料品」のオンラインショップ販売事業

山口県 株式会社モンシェール 4250001014350 働き方・生き方を支援する『オンライン－コンサルティング』

山口県 ゼロジ株式会社 1250001017018 商品開発から販売まで独自で行う独立コーヒーリカーブランドの確立

山口県 小林興業株式会社 7250001011337 顧客ニーズに対応した新たな飲食提供方法の導入

山口県 さかな場　Ｈｅｙ　Ｈｅｙ － お魚のテイクアウト・配達と魚のおろし方等のライブ配信事業

山口県 株式会社中島屋酒造場 5250001010035 自社ＨＰ及びオンラインショッピング作成による販路開拓

山口県 ＦＲＯＭ　ＳＴＲＩＮＧ － ライブコマース事業の開始及びブランディングと販路開拓

山口県 株式会社うに甚本舗 9250001005130 うに甚インターネット販売（ｕ－ｓｔｏａ）強化による販路拡大

山口県 株式会社さくや 1250001016110 オンラインサロン導入でお顏の見える化粧品メーカー

山口県 株式会社オムラ 9250001007234 ドローン映像×ＩＯＴ導入によるオンライン商談システムの確立

山口県 株式会社ｓｕｎａｏ 2250001016753 集客研修のオンライン化

山口県 片づけパンダ － 主婦層に対する非対面で提供できるオンラインコンテンツの構築

山口県 海水化学工業株式会社 1250001002011 非対面型ＷＥＢマーケティングができる仕組みの立ち上げ（初期）

山口県 萩焼いとう － ＷｅｂとＥＣサイト新設による萩焼の販路拡大

山口県 株式会社チャンス 9120001167702 リサイクルネットショップの新規事業

山口県 焼肉Ｓａｎｇｍｉ　Ｋｉｍ － 外食から中食へシフトチェンジの為のテールスープ通信販売

山口県 美容室びーだま － 非対面でのウイッグ販売と看板設置による売上ＵＰ

山口県 合同会社ブルーローズ 8250003000790 ｅスポーツ開催と動画アップで集客と満足度向上の相乗効果を狙え

山口県 ユアブランド株式会社 8250001002186 食材デリバリー宅配カブ向けの荷台開発

山口県 Ｍｏｔｔａｉｎａｉ　Ｊａｐａｎ株式会社 8250001017911 豊青果店ネットマーケットの構築

山口県 ｒｕｐａ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ － 簡易スタジオ撮影・ライブ配信サービスによる新規開拓と売上向上

山口県 株式会社ピンフ 7250001017821 健康マージャンの魅力発信と新しい生活様式に対応した施設づくり

山口県 ＳＮＯＢ（スノッブ） － 巣ごもり層・中高年層に訴求する動画広告×新サービス導入

山口県 株式会社テンピン 4250001015290 テンピン発、美味しくて健康になるチョコレートのブランディング

7 / 7 ページ


