
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

福井県 欧風食堂サラマンジェフ － 外販惣菜、スイーツ販売のリニューアル及び強化

福井県 株式会社リテック 2210001011221 新たなモール型ショッピングサイトの出店による販路開拓

福井県 有限会社トイ企画 5210002010442 自社ＥＣサイトの新規作成による販路拡大

福井県 株式会社カネト 5210001010501 自社ＥＣサイトの新規作成による新たな販路開拓

福井県 株式会社Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ 9210001011363 新たな販路開拓の為の、モール型ショッピングサイトへの出店

福井県 株式会社エムディエス 4210001013629 ライブコマースサイトを使ったネット販売システムの構築

福井県 株式会社ヒライ 1210001014010 空き家情報専用ホームページの開設による社会課題解決事業

福井県 有限会社いとしん 6210002009021 コロナおよび災害対策向け商品のオンラインショップ化による販路拡大

福井県 有限会社銘菓処笑福堂 6210002010739 自社ショッピングサイトのリニューアルによる販路開拓

福井県 株式会社清水建装 3210001010577 自社ＥＣサイト新規作成（家キャンプ用品）による新規顧客の開拓

福井県 Ｃｕｓｔｏｍ＆Ｃａｒ　Ａｕｄｉｏ　　ＰＡＲＡＤＡ － 新鋭のＥＣモール新規出店によるカー用品の販路開拓

福井県 Ｍｉｌｌ　ｒｅｅｆ － ヘアケア用品の販路開拓の為の自社ＥＣサイトの新規作成

福井県 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｔｏｔｏｎｏｅ － ＨＰの再構築による新サービスのビジュアル的なＰＲによる販路拡大

福井県 有限会社オプト．デュオ 7210002012833 ＳＮＳを活用した消費者向け情報発信とＥＣ販売の新規展開

福井県 有限会社山文岸野商店 4210002013974 呉服専用ホームページおよびＳＮＳによる情報発信強化事業

福井県 株式会社Ｆｒｏｍ　ｓｍｉｌｅ 8210001017790 実店舗同様のストーリーが感じられる心安らぐＥＣ販売

福井県 有限会社　グレイス 5210002012926 ＺＯＯＭ機能搭載！クロージングできるホームページの新規設立。

福井県 横田建設株式会社 7210001009962 非対面型接客の導入及びブランディングによる広告効果の最大化

福井県 株式会社折玉 9210001000837 再利用可能なオリジナルテイクアウトボックスの開発

福井県 有限会社なご呉服店 4210002010468 新たな販路開拓の為の自社ＥＣサイトの新規作成

福井県 ワンフリード － 新たな販路開拓の為の自社ＥＣサイトの構築

福井県 豊酒造株式会社 5210001013363 ホームページ新設による営業力強化及びネット販売強化への取組

福井県 有限会社フィーダ縫機商会 3210002003002 日本製自社製品（カーテン）のインターネット販売の強化・拡大

福井県 古谷製材所 － 新たな販路開拓の為の『鯖商品販売事業部』ＥＣサイトの新規作成

福井県 株式会社気比の里 5210001011318 自社ショッピングサイトの構築による非対面受注

福井県 いろはダンスセンター － オンライン上のダンスクラス創設による新たな顧客獲得事業

福井県 ｎａｔｕｒａｌ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ＳＡＬ － デリバリー需要獲得のためのホームページ制作事業

福井県 有限会社クリエ 6210002011530 ピンチをチャンスに！ショッピングサイトへの出店で新規顧客獲得

福井県 有限会社糀谷医療介護センター 9210002011247 パーソナル＆リモートフィットネス！コロナ禍でも健康寿命延伸！

福井県 はっけんすく～る　うえの － オンライン授業導入を周知する広報展開と安心安全な教室環境整備

福井県 株式会社スタジオロット 1210001015784 オンラインサービスを使って似顔絵サービスの提供

福井県 ＳＤＭ － 業務一貫性（刺繍）による売上向上計画

福井県 株式会社　オフィスタクト 6210001000823 抗菌グッズ（インナーマスク・バッチなど）の商品開発とネットによる販路開拓

福井県 ｍａｎｏｎまのん － Ｚｏｏｍと動画配信で新サービスＰＲと販路拡大と集客を狙う事業

福井県 株式会社キッソオ 5210001012811 コロナから地域を守るための、新商品販路開拓推進事業
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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

福井県 有限会社ＭＡＣＲＯ 2210002009289 チーズ系スイーツ専門ＥＣサイトの構築による売上創出事業

福井県 福井電力株式会社 4210001016474 単なる電気小売事業者の枠を超えた業務展開による売上創出事業

福井県 株式会社ＯＸＸＳ 3210001016830 「非対面型ビジネスモデルへの転換」

福井県 水口木材株式会社 6210001003768 福井県産材を活用した国産スウェーデントーチ専用サイト等の制作

福井県 結乃樹屋 － オウレン畑の支障木・残材活用及び「木こりの作品」開発

福井県 有限会社イッセイホーム 6210002008691 オンライン相談可能なホームページ再構築と感染症対策リフォーム

福井県 ＡＭＢＩＥＮＣＥ － コロナ禍を契機としたＥＣサイト構築と衛生管理を徹底した店舗作り

福井県 三六酒場まるこめ － 店舗周辺のデリバリー需要喚起による売上創出事業

福井県 株式会社べるべーる 9210001012766 「真空低温調理」による仕込み済み食材の販売

福井県 合同会社Ｓａｉｇｏｎ　ｃａｆｅ 4210003001193 ベトナムスイーツ（シントー）普及プロジェクト

福井県 青山眼鏡株式会社 2210001000125 メガネブランド「ＦＡＣＴＯＲＹ９００」のＥＣ販売展開事業

福井県 株式会社タジマカンパニー 2210001016518 「移動販売車導入による販路拡大及び雇用の維持」

滋賀県 有限会社花宗商店 5160002001430 非対面販売のためのＨＰ改修とオンライン機能の強化

滋賀県 心温家 － たこ焼きネット販売、心温家会員券販売サイト（ＥＣサイト）

滋賀県
滋賀ローリング療法治院／ＲＯＬＬＩＮＧ　Ｍ
ＥＤＩＣＯ　ＣＡＳＳＩＮＯ

－ 有料会員サイト（有料動画、コラムの配信、ビデオチャット）

滋賀県 株式会社石川技研 7160001007955 ●ＥＣサイト構築、ＨＰリニューアルによるブランドコンセプトの認知度を向上

滋賀県 株式会社サビア 1130001029710 テレワーク営業による画像配信システム・凹凸印刷の拡販事業

滋賀県 有限会社デジタルストライブ 9160002014742 卓球業界初！ラケットサブスクリプション

滋賀県 株式会社和み 7160001020586 飲食店だがセルフオーダーの導入で人との接触を最低限に！

滋賀県 有限会社上又畳産業 5160002000226 ＥＣサイトによる置き畳の販売など非対面ビジネスの構築

滋賀県 ＮｕｍａｎＬａｂｏ合同会社 5160003001834 認知症の治療薬及び治療方法の実現化

滋賀県 整体サロン　ｒｅ－ｆｌｏｗ － 【ストレッチ指導・ベビーマッサージ教室の実施と動画発信事業！】

滋賀県 株式会社ヤスオン 1160001018198 非対面遠隔生演奏の為の設備投資と認知度向上の為の販路開拓

滋賀県 株式会社アドバンスクラフト 5160001011728 商品撮影リモートプランの導入と、動画作成事業参入

滋賀県 株式会社ＧｌｏｂａｌｅＩｓｍ 6160001019200 オンラインレッスンでセルフ・コンディショニングを世界に伝える

滋賀県 イタリア料理チャンチャーレ － 【通販型新規販路開拓と蜜状態からの転換】

滋賀県 イイダ － ３０分エクササイズとオンラインで新たな健康増進スタイルの定着

滋賀県 ＴＵＭＵＧＵ － インターネットを利用した会員制コンディションプログラムの提供

滋賀県 博善社印刷株式会社 5160001015340 表彰状に特化したインターネット販売サイト構築事業

滋賀県 株式会社Ｒｏｓｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ 4160001018006 定期便（サブスクリプション）サービスの整備とＰＲの実施

滋賀県 株式会社ハコデザインプランニング 9160001019247 リフォーム工事の備品による販促戦略と非対面広報活動

滋賀県 滋賀中央遊船株式会社 7160001021980 ＡＲ導入による非対面ビジネスモデルの構築

滋賀県 ミナト経営株式会社 9160001021814 経営塾オンライン化によるリアルとウェブでの経営基盤安定化

滋賀県 メナード化粧品冨士見台若葉代行店 － オリジナル人材育成講座による、販売システムの強化

滋賀県 株式会社太陽 3160001008437 新商品の国内外での販売促進と非対面型受注チャネルの構築
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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

滋賀県 ＮＰＯ法人エスピロッサ 5160005005759 スポーツクラブのＷＥＢを活用した会員獲得・商材販売の販路開拓

滋賀県 ｉｒｕｔｏｃｏ．福井栄里二級建築士事務所 － 女性目線のホームステージングサービスをオンラインで全国にも

滋賀県 株式会社創 8160001003433 ＜実店舗とＥＣサイトを組合せた新業態「ライブキッチン」の展開＞

滋賀県
日本コンサルティング総合研究所株式会
社

3160001021241 オンライン相談に対応したｗｅｂマーケティングの構築

滋賀県 株式会社ジェイプラス 9160001011716 オンライン商談の実現で消費者の不安を払拭し、反響獲得！

滋賀県 ＳｈｉｇＡｐｐｓ株式会社 7160001018003 Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｌｏｕｄ　を活用していただくためのアプリ開発

滋賀県 Ｗｅｌｌｂｅｉｎｇ　Ｓｐａ　＆　Ｓｃｈｏｏｌひまわり － 非対面型オンライン講座、通信教育型スクールの開設事業

滋賀県 安心コンサル　有限会社 5160002004796 非対面対応型ホームページへの改善とオンライン商談の体制整備

滋賀県 Ａｌｔｅｒｏ　Ｃｕｓｔｏｍ　Ｇｕｉｔａｒｓ － イベント出展、インターネットでの広告展開及び新製品通信販売

滋賀県 株式会社ブライダル・ポート 7130001027816 生中継型結婚式の開発と普及で滋賀県内の結婚式場を活性化

滋賀県 ＺＯＡ － オンライン教材販売ＥＣサイト構築＆ＷＥＢ教室事業の開始

滋賀県 ＮＰＯ法人ＭＩＯスポーツクラブ 3160005009935 サッカークラブ立ち上げと運営のコンサルティングサービス

滋賀県 ロンロヌマン － ネット注文販路開拓とシャルキュトリーショップとしての事業拡大

滋賀県 株式会社ｓｕｎｎｙ　ｐｌａｃｅ 7160001021312 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ、不動産業者の認知度向上による販路開拓

京都府 株式会社吉　兆 2130001016931 オンラインでリアルタイムな提案とコーディネイト

京都府 有限会社ワイズロード 9130002035196 ３次元造形技術を活用したオーラルケア商品の開発と販売

京都府 スパイスチャンバー － どこにでもカレーという名の元気を届けるプロジェクト

京都府 嵐山　五木茶屋 － ＶＲを用いたＥＣサイトの開設と店舗のウイルス対策

京都府 竹と雑貨とやさしい暮らし　千鳥 － Ｗｅｂ販売を増加させるための動画による商品紹介及びＳＮＳ広告

京都府 株式会社ゲンキジャパン 6130001048598 商品プロモーション動画で販売するネットショップサイトの構築

京都府 株式会社ＣＡＮＶＡＳ 5130001062427 経営者クラブのオンライン化と経営に関するコンテンツ販売

京都府 タイムレス － 音楽と連動したコーディネーション・トレーニング事業

京都府 株式会社岳企画 4010001166728 ＷＥＢセミナーを活用した営業活動とメールマガジン発行について

京都府 株式会社舎那利 9130001053050 ショッピング機能付き自社ホームページ作成による販売機能強化

京都府 有限会社河長 1130002019140 デットストック金物のオンライン販売事業（ＢｔｏＣ）

京都府 クレーム×プリュス － インターネット販売向け新ブランド商品の開発とＥＣサイト構築

京都府 ジョイフル　文蛾 － お弁当宅配の導入とＥＣサイト構築による販路開拓事業

京都府 有限会社エムフードプラン 3130002006780 ＶＲを利用したコンサルの確立と事務所の抗ウイルス対策

京都府 放課後酒場リスタ － 地域密着の配食サービス“リスタク”

京都府 ＫＹＯＴＯ．ＬＡＮＤＭＡＲＫ株式会社 9130001066787 ＶＲ技術を活用した物件案内サイトの構築

京都府 岡安　いつ美 － 非対面サービス「個人向け写真プラン」新設に当たるＨＰ制作

京都府 株式会社城陽モータース 6130001038442 車検・一般整備と新規サービス提供基盤の整備

京都府 しんやさい京都 － 生産直売所の新設とＥＣサイト販売による販路開拓事業

京都府 株式会社ｊｏｚｅ 3130001050516 接触頻度を減らす為の自動洗髪機の導入

京都府 株式会社ＣＨＲＯＮＯ　ＴＲＩＰ 9130001060146 観光地をアピールした商品のネット販売事業
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京都府 株式会社蔵元中野商店 5130001062732 伝統製法で作る　天然酢の動画を使ったＥＣサイトで販売開始

京都府 株式会社メタバーズ 4011001070267 ビデオ通話・チャットボット融合システムの非対面リモート拡販

京都府 有限会社ウェイポート 8130002022303 販路開拓の為の広告出稿とクラウド型顧客管理システムの導入

京都府 有限会社　田中工芸刺繍 5130002003982 社員・パートの在宅勤務による生産の安定供給体制の構築

京都府 城南印刷所 － 大判プリンター

京都府 合同会社ＭＯＲＩＸ 7130003006413 オンライン野球レッスン強化及び治療機器導入による生産性向上

京都府 株式会社エスティー・グループ 3130001050375 面接不要の人材登録システムとキャリコン面談システムの構築

京都府 ＰＯＷＥＲエイジング・ＬＩＦＥ － 会員様向けの動画によるオンライントレーニングサービスの構築

京都府 有限会社ＫＡＣＣＯ 5130002021241 新たな販路獲得のための　ＥＣ　サイト構築と宣伝

京都府 株式会社アドプランツコーポレーション 1130001047349 サステナブル商品の開発とＥＣサイト制作に伴う販売体制の構築

京都府 株式会社グッドランプ 6130001061519 おうちで焼肉！４つのこだわり和牛をネットで販路開拓。

京都府 川上聡建築設計事務所 － 非対面の営業活動の実施とテレワークの推進で未来につなげる

京都府 有限会社み彌け 6130002026974 機械導入による安定した人形部品調達の実現および販路開拓

京都府 株式会社　宝島 6130001056592 ＷＥＢを利用した蜂蜜漬高麗人参セットの販売

京都府
ＯＭＵＲＯ　ＧＲＥＥＮ　ＨＯＵＳＥＣａｆｅ＆Ｇｉｆ
ｔ

－ サイト改修とネット広告による、非対面ビジネスモデルへの転換

京都府 有限会社フラワーハウスおむろ 2130002001452 国内サイトの再設計と再構築で、非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 株式会社タムラ 5130001018024 中国ＥＣサイトＴＭＡＬＬ出店の為のホームページ作成

京都府 ＮＡＩＬ　ＥＮＶＹ － ネイルチップ等ネイル用品のネット販売による売上向上策

京都府 コトスタイル株式会社 3130001047594 店舗出店ノウハウを活かした、住宅業界へのリノベーション事業。

京都府 喫酒幾星 － 薬草リキュール及び芳香蒸留水の量り売り販売

京都府 株式会社平八茶屋 2130001007236 Ｗｅｂサイトの多言語対応と予約受付機能の拡張

京都府 中畝酒店 － 新たな販路獲得のためのＥＣサイト構築と宣伝

京都府 カフェ　デ　コラソン － 焼菓子通販するために許認可上必要な厨房の改装

京都府 株式会社壹錢洋食 8130001009012 通販事業の強化・ＣＭＳ導入による管理業務のテレワーク化

京都府 協和精工株式会社 6130001029994 テレワーク、社内の生産性向上に向けた取り組み

京都府 株式会社ＢＬＡＮＧＫ 2130001065878 オンラインストアで持続的な売上を上げるためのシステム構築

京都府 株式会社クリエイティブコモンズ 6130001049373 プロ向けオンライン配信支援サービスの開発・販路開拓

京都府 有限会社農業法人京都特産ぽーく 5130002011325 ＢｔｏＣ顧客獲得を目的とした直売会及び配達取組の実施

京都府 瓦工房ＹＯＵ家 － 新たな瓦産業構築への新製品開発、非対面販売構築事業

京都府 紅椿それいゆ － 工芸品販売のオンラインショップ開設・ネット販売システム構築

京都府 株式会社綱 5130001053780 【自宅で楽しむ！家族参加型　寿司職人による子ども握り寿司教室】

京都府 有限会社潜龍 5130002023584 コロナ対策に対応する店舗改修及び動画制作による販路開拓

京都府 ＵＳボーカル教室西院校 － テレワークによるオンラインレッスンの導入及び新規生徒の獲得

京都府 株式会社ライフドア 2130001062363 ＩＴを活用した内覧システムの構築による非対面型販路拡大事業

京都府 移動する竹村商店 － ｗｉｔｈコロナ時代に対応したＥＣサイトの販路開拓
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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

京都府 株式会社きたやま南山 7130001006209 放牧系国産赤身肉の精肉販売とお弁当や総菜のテイクアウト事業

京都府 株式会社ＴＯＷＡエグメント 6130001045777 非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 ティーズシー株式会社 4130001045639 「親子で楽しもう！美味しい団子作り」商品開発事業

京都府 ワインコラーニング － バラ寿司宅配及び３密回避の取組・工事による新規顧客の開拓活動

京都府 繁の － 「創業１２０年の味を届けて、免疫力向上、繁の移動販売車計画」

京都府 株式会社快縁 9130001045601 ＨＰを通じて、お客様のハレの場の装いを演出できる仕組みの構築

京都府 株式会社ｒｕｎＯ 8130001061789 ＷＥＢ受講体制構築による、非接触型講座の確立及び生産性の向上

京都府 三都株式会社 3130001004835 顧客データベースとＨＰを活用した新サプライチェーンの構築

京都府 株式会社ｉｌ　ｓｏｌｅ 2030001099903 オリジナルサイト作成によるオンラインサロンへの集客

京都府 株式会社ＨＧＫ２ 7130001061765 自社ＨＰ作成と顧客管理システム構築による集客と営業手法の改善

京都府 株式会社エコ・グリーン 8130001055915 コロナに負けない非接客のＥＣサイト、オンラインレッスンの構築

京都府 株式会社萬福 7130001048044 ネット販売テイクアウト販売デリバリー対応による売上向上

京都府 プント株式会社 6130001060264 オンラインショップのリニューアルで売り上げ回復を図る

京都府 森田農園 － ホームページ制作とＥＣサイト構築による新たな販路開拓事業

京都府 Ｗｉｎｅｓｈｏｐ　ＡＺＵＲＥＢＬＵＥ － 食卓を彩るワイン・サブスクリプションとＥＣページ構築

京都府 直七法衣店株式会社 2130001065944 既存事業および新ブランドのＥＣサイト販売による抜本的改革

京都府 株式会社自然力研究所 5130001050992 Ｗｉｔｈ＆Ａｆｔｅｒコロナ社会対応ＳＤＧｓ経営支援

京都府 株式会社ＳＤＨ 7130001062334 国内外の若者に、京都のフォトジェニックな空間を非対面でも提供

京都府 株式会社ＥＮＡ 9130001064320 外国語教室オンライン授業のＰＲ事業

京都府 夢路 － ｚｏｏｍ会議システムの発信基地、スタジオの構築による販路開拓

京都府 有限会社グッドウッドＫＹＯＴＯ 6130001048598 Ｗｅｂチャットボット導入した即時対応できる試作サイトの構築

京都府 株式会社ユーサイド 5130001033213 Ｗｅｂチャットボット導入による調味料ＯＥＭ受託サイトの構築

京都府 ＩＮ　ＳＴＵＤＩＯ － ＶＲソフトの導入及びショールーム設置による販路拡大の取組

京都府 株式会社たち花 1130001017979 オンラインＢｔｏＢシステムの構築事業

京都府 ＩＤＥＡＬＥ － オンラインによる新規販路開拓

京都府 株式会社さんじやクレープス 1130001028134 ＥＣサイトの構築と光触媒による店舗の抗ウイルス対策

京都府 株式会社リターン 4130001066346 京都脳梗塞リハビリセンターの開設とオンライン面談・指導の提供

京都府 竹岡醤油株式会社 3130001035665 ＴＡＫＥＯＫＡオンラインショップの開設

京都府 有限会社蓮月 3130002018207 リモートワークに適したサテライトオフィス提供

京都府 有限会社　帯のこくりょう 2130002002161 三密を避けた小規模展示会とＨＰを活用した非対面による販売活動

京都府 合同会社一村企画 1130003004380 オンライン授業等をＰＲするホームページの開設

京都府 本のムシ速読教室 － インターネットビデオ通話環境構築及び会員用ウェブサイトの構築

京都府 株式会社　ＲｅＢｏｒｎ 3130001065489 ｗｅｂサイトのリニューアルをし、オンラインでの集客、収益を増やす

京都府 有限会社高橋工芸 5130002016745 飲食店専用システム構築サイト

京都府 株式会社弘徳 3130001054979 【インバウンド向け（通訳ガイド付き）の飲食店・ｔｏ　Ｃ】（販路拡大の取り組み）
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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

京都府 株式会社ｅ　ＳＴＡＹ 8130001062572 国内顧客の発掘と新規販売ルート開拓

京都府 株式会社キューブエイチ 3130001040228 非対面型ビジネスモデルへの転換促進と対面ビジネス衛生環境整備

京都府 ｃａｆｅ一期一会 － ホームページコンテンツとサービスの拡充

京都府 ハリリア京都 － 美容鍼灸動画配信による顧客獲得およびシール鍼の販売

京都府 京都亮茶房 － 事業のオンライン化への移行と動画番組制作による事業・販路開拓

京都府 有限会社巧人形 6130002002570 オンラインにおける集客・接客・アフターフォロー環境の構築

京都府 株式会社ライフスタンダード 1130001058932 生活雑貨業界の課題を解決するプラットフォーム作り

京都府 株式会社デザインハウス風 8130001005143 スキャナ導入でアーカイブを活用したプリント生地ＥＣ直販を構築

京都府 株式会社京ククル 8130001014689 ＰＲ業務のオンライン研修

京都府 株式会社ＷＡＢＩＳＵＫＥ 3130001059409 「平飼い卵」を使用したプリンの販路開拓事業

京都府 清新 － ホームページ再構築とスマホ対応ネット販売ＰＲによる販路拡充

京都府 アズール － テレワーク導入によるワークスペースのリフォーム事業

京都府 エニシア株式会社 5130001060240 カルテ要約ＡＩ技術を活かした受託開発の体制整備および販路開拓

京都府 株式会社三味洪庵 5130001009312 秘伝の出汁を使った蕎麦の通販事業

京都府 株式会社篠笛文化研究社 4120101045473 非対面型サービス（通販）とホームページのデザイン性の向上

京都府 株式会社ＡＴＥＬＩＥＲ　ＳＨＩＭＵＲＡ 8130001055667 ＰＯＳとＣＲＭを統合したオンラインショップ作成

京都府 株式会社ＶＩＫＡＳＡ 3130001059763 非対面型ビジネスモデルへの転換とスタジオ改装・整備工事

京都府 ＦＲＡＵ － オートシャンプー・バックシャンプー型シャンプー台の導入

京都府 京都海運 － 非対面型中古車売買及び高性能機材を用いた新規販路開拓

京都府 株式会社デコ・ジャパン 3130001027679 日本の文化に根ざしたデザイナーブランドの双方向ネット海外展開

京都府 株式会社Ｉｍｐｒｏｖｅ　ｌａｂ． 1130001063370 有料動画、有料マガジンの配信、テレビ通話でのトレーニング

京都府 ＭＡＲＣＩＡＮ － 非対面型ビジネスによるオンライン講座の導入及び新規顧客の獲得

京都府 株式会社ネーカーズ 6130001056246 Ｄ２Ｃの販売網構築と裁断工程の内製化による業務効率化

京都府 すまいの雑貨店ｓｕｍａｏ － オリジナル家具「もくわく」の魅力を伝えるＥＣ機能付ＨＰの構築

京都府 板山翔税理士事務所 － オンラインセミナーを活用した、新規顧問先の開拓事業

京都府 ｋａｌａ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － ＥＣサイト機能・予約機能を備えたＷｅｂサイトページ作成

京都府 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ＲＩＺＥ － リモート美容サービスの提供と自粛後を見据えた来店強化策

京都府 有限会社橋本陶苑 3130002010130 新たな販路獲得のためのＥＣサイト再構築と強化

京都府 山田農園 － ホームページとＥＣサイト構築による新規顧客開拓と販路開拓事業

京都府 Ｍ－Ｔｅｃｈ － 動画素材ネット販売システムの構築及び、販売促進用のウエブサイト制作

京都府 蛸益 － 抗菌・抗ウイルス対策と顧客との接触の減少対策

京都府 Ｋｉｙｏ　ｔｏ－ｂｏ株式会社 5130001059571 陶芸ポータルサイトの開発による販路開拓

京都府 株式会社シマプリ 9130001044909 書類電子データ化サービスの本格展開のための設備投資と販売促進

京都府 合同会社ミライヲ 7130003006165 プログラミングスキル向上・リモートオンライン講座ＰＲ活動

京都府 株式会社戸川 6130001011259 駅近立地と駐車場付き！ベンチャー企業向けテナント誘致事業
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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

京都府 チカキッサ　タブコ － 製菓部門を独立させ店外販売を強化する

京都府 有限会社ジョブトラスト 9130002080842 ①セルフキャリアドッグ研修　②宿泊施設コンサル　③産学連携

京都府 株式会社アタッチメント 3130001060432 新規個人顧客への販路開拓による非対面型ビジネスの実現

京都府 株式会社京翠 5130001060439 「製品のＨＣＣＰ対応と販売拡大・物流システムへの対応事業」

京都府 株式会社クラベスト 3130001065902 不動産仲介のＶＲ内覧の導入モデル事業

京都府 Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｈｏｐみち － ＳＮＳ動画とＥＣサイト販売による新規顧客開拓と販路開拓事業

京都府 富士山家具修復所 － 在宅ワーク用家具に改造するサービス専用ＥＣサイト開設

京都府 株式会社京都きもの協会 2130001012120 顧客データベースとＨＰを活用した新サプライチェーンの構築

京都府 南村工業株式会社 3130001032885 グリーンレンタル販路開拓強化事業

京都府 株式会社ひらきアーキテック 5130001037544 当社発行独自情報誌を活用した顧客への販促案内事業

京都府 株式会社湯波吉 1130001023044 オンラインショップ構築によるＥＣサイトの強化

京都府 有限会社山田工業 8130002011636 打刻式刻印からレーザー刻印へシフトし新規販路へ進出する事業

京都府 田中そろばん塾 － 端末貸与による珠算家庭学習の充実とプログラミング教室の併設

京都府 中源株式会社 3130001005206 非対面型の顧客の現場案件の管理の徹底、対応の迅速化。

京都府 有限会社ワックジャパン 1130002006502 日本文化体験の講師紹介ビデオ作製及び指名予約システムの構築

京都府 株式会社ハチノジ 9130001052639 空き家相談や物件内見のオンライン完結型不動産ｗｅｂサービス

京都府 株式会社プットアップ・スタイル 2130001039469 スリッター加工内製化計画

京都府 Ｖｏｉｃｅ　Ｌａｂ． － 事業の多角化・販路の複数化

京都府 ゆうきいずがあでん － ＷＥＢ構築とネット広告による、非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 有限会社ツジイイングリッシュスクール 1130002022739 ２４時間どこでも講座とオンライン配信で全国へ販促強化大作戦

京都府 ＴｉｎｋｅｒＢｅｌｌ － 非対応型の新しいサロンスタイルの構築と新規集客

京都府 株式会社　宇野商店 4130001004388 非対面型販売での売上向上を図る自社ＥＣサイトでの取組

大阪府 ＩＰＵＳＥ特許事務所 － 経営法務のお悩みワンストップ解決サイト『士業．ｃｏｍ（仮）』

大阪府 株式会社虎熊 6120001220983 沖縄料理のテイクアウト化とＥＣ　サイト導入による拡販事業

大阪府 日ノ本寝具株式会社 6120001087878 羽毛布団のリフォームサービスを完全非対面で全国展開する事業

大阪府 アイビーミュージック － インターネット広告の事務をテレワークで行う

大阪府 門真ゼミナール － 学習塾再開を新しい形で－できるだけ真正面を避ける塾環境

大阪府 株式会社ＷＯＯＤ　ＢＡＳＥ・Ｆ 7120101056699 会社外観に看板サイン　を付け、周知を促し、新規顧客を取り込む。

大阪府 レストラン乃呂 － テイクアウト及び宅配事業推進計画

大阪府 フォーイー株式会社 5120001212593 化粧品などの販売をオンライン化して、専売商品の開発促進

大阪府 有限会社ＣＲ－ＡＳＳＩＳＴ 7120002060338 ＣＬＩＰ　ＷＥＢＳＨＯＰ開設計画

大阪府 都島英会話教室 － 【直接の講習、授業ができなくてもリモートで対応】

大阪府 肉彩ビストロひなた － 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化

大阪府 ロータスプランニング － 悩みを喜びに！～新たな顧客層獲得を目指して～

大阪府 堂島語学教室 － 直接の講習、授業ができなくてもリモートで対応
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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

大阪府 ＦＲＡＮＫ　Ｒｉｄｅ　ａｎｄ　Ｅａｔ 4140001083200 コロナ環境でのフランクの売上増大計画

大阪府 有限会社カイヤ 3120002010890 コロナ禍対策の販売チャネル転換とテレワーク環境整備

大阪府 Ｋ＆Ｔインダストリー株式会社 9122001031672 ＷＥＢサイトページ増加による非対面型営業モデルへの転換施策

大阪府 株式会社Ｐ．Ｉ． 7120001221576 テーブルフォトブース　ＥＣサイト販売とマーケティング整備

大阪府 司法書士法人ＣＯＭＭＯＮ事務所 9120005021137 奈良県を対象としたウェブ媒体・チラシによる販路開拓

大阪府 有限会社赤玉漢方薬局 2120002008969 オリジナル商品の販促、昨今の状況に応じた商品の開発・販路開拓

大阪府 株式会社アウラ 6120001128013 ＩＴツールの導入とコンサルティングサービスの開発による差別化

大阪府 岩田　妙 － 婚活サービス　・美容サービス　の自社アプリ開発による販路拡大

大阪府 株式会社カリス 8120101055948 「みそ焼き鶏坊」新規デリバリー事業の構築】

大阪府 株式会社雨宮事務所 9120001154733 無訪問型営業＆ウェブセミナーに対応した営業システムの構築

大阪府 株式会社ブリングアップトーク 6120001219828 脱密でっせ！！「すごい面談」習得塾オンラインスクールオープン

大阪府 株式会社向日葵 2120101050673 直接の施術が出来なくても会話を楽しんでいただく支援」

大阪府 株式会社　中嶋春秋堂 1120001008244 ネット注文の導入及びテレワークの実施

大阪府 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｅｄｇｅ 8120901040422 オンライン授業の新規開発とＷｅｂを活用した認知獲得事業

大阪府 神並 － 動画上でオンライン販売を確立し非対面販売を確立させる

大阪府 Ｈｅａｌｉａ － いつまでも美しく！美意識の高いお客様獲得を目指して

大阪府 なかひがし会計事務所 － 完全非対面型税理士事務所への転換事業

大阪府 Ｆｉｇａｒｏ　Ｒｅ － セルフ脱毛スペースとオンラインカウンセリング

大阪府 ｏｓａｋａｆｏｏｄｓｔｙｌｅ株式会社 1120001214305 最短ルートで料理上手になるオンライン料理教室の開発・販路開拓

大阪府 ビスケット － ペットホテル事業におけるリモート健康管理の充実等

大阪府 株式会社ポスタリテイト 2120001189125 売掛回収不良の改善及び営業拡大、テレワーク対応

大阪府 株式会社　神立屋 5122001001605 オンラインとカタログ販売を活用した日本美術工芸品の発信

大阪府 株式会社ピー・ビー 7120001218036 既存店より安価なサロンとしてリニューアル

大阪府 ＡｕｔｏＬａｂｏ － 「感染リスクが少なく安価な移動手段、選べるバイクの移動販売業」

大阪府 株式会社プラステコ 6120901022546 機械設備からの脱却と非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 フタバ呉服 － ホームページを作成することによる商品アピールと販売

大阪府 Ｄインベストメント株式会社 7120901040126 オンラインでの販売に対応したＨＰ制作

大阪府 Ｄ’ｚ　Ｌｉｆｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ株式会社 12001224913 Ｄ’ｚ　Ｆａｍｉｌｙ　ｏｆｆｉｃｅサービス

大阪府 合同会社ＭＩＮＡＴＯ　ｏｆｆｉｃｅ 8120003013558 ＷＥＢセミナーコンテンツの開発と、オリジナル商品の開発・販売

大阪府 Ｍ×Ａ×Ｏ － 作り手と使い手を繋ぐ試作から始めるオウンドメディアＥＣ

大阪府 株式会社Ｄｏ　Ｔｅｍｐｏ． 9120101053851 宅配買取りサービス導入による非対面型ビジネスモデルへの移行

大阪府 株式会社Ｓｈｉｒｏｌｏｇｉ 7120001125728 人員＆新規顧客獲得の為、自社ＨＰの改修及びテレワークの導入

大阪府 ＢＡＲ　ＳＫ　ＯＣＥＡＮＳ － オンラインから生まれる新たな出会いのＢａｒ（場）

大阪府 Ｒｅｑｒｅｅ株式会社 6010701035420 ウェブ上でいつでも内覧可能なシェアハウス検索サイトの開設

大阪府 株式会社まある 1120101027912 『インターネット通販自社ＥＣサイトの新設事業』
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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

大阪府 株式会社豊優 6120001209408 非対面型宿泊施設へのリニューアル」

大阪府 齋藤　太郎 － 「ＤＩＹリフォーム動画→オンライン建材販売プロジェクト」

大阪府 大阪西天満司法書士事務所 － ＷＥＢ集客によるリモート相談「おうちでかんたん相続相談」事業

大阪府 ビレッジピクス － ｗｅｂ広告・チラシ・ＤＭを使い企業に直接アプローチする。

大阪府 株式会社インテグティ 8120001205776 予防医療診断士によるオンライントレーニングと栄養指導の展開

大阪府 ＣＨＩＳＨＩＮ　ｇｒｏｕｐ株式会社 8120001216360 おうちでＤＩＹリフォーム指南動画の作成・販売

大阪府 Ａｌｉｚｅｔｉ － 非対面事業への転換のためのＨＰ作成・店舗集客への看板設置

大阪府 マーメイドＢｏａｔＳｃｈｏｏｌ － ２級ボート免許オンライン学科講座の開発

大阪府 株式会社レイコネクション 7120001171623 大阪わくわくベースウィズコロナ対策

大阪府 ＬＥ　ＳＵＣＲＥ　ＳＵＣＲＥ － ＥＣサイト活用による新規販路拡大

大阪府 合同会社らいふあっぷ 9120003012419 換気・衛生管理工事によるサプライチェーンの毀損への対応事業

大阪府 本場博多ラーメン・油そば　麺匠　一号艇 － 医療従事者と疲弊している地元顧客へのストレス、負担軽減事業

大阪府 株式会社ＷＩＮＨＯＯＰ 8120001146608 各事業別総合ウェブサイト構築プロジェクト

大阪府 炭火串焼　鳥堂 － 『テイクアウトとイベント、ＥＣ販売を整備し、販路開拓強化を行う』

大阪府 ＡＬＬＰＡＹＣＬＵＢ株式会社 4120901041069 プロデューサ－支援で案件仕入先・発注先ダブルゲット＠東京

大阪府 ＲＩＲＩＬＡ　ＪＡＰＡＮ合同会社 1120003015734 ＳｔａｙＨｏｍｅを応援するリラックスクツシタのネット集客

大阪府 エデュプラン － 「オンラインフィットネス・スタジオ開店に関する宣伝・広報事業」

大阪府 ＴＡＩＳＨＩ　ＣＯ．株式会社 6120001104815 通販事業の拡大と顧客のリピート化事業

大阪府 三和紙工業株式会社 7120901010979 企業信用力の向上及び拡販のためのＷｅｂサイトの共有活用

大阪府 株式会社５００Ｇ 8120001180334 レンタルスタジオ稼働率向上・動画案件の設備整備

大阪府 株式会社住まい壱番館 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 コアレイズ株式会社 2120901040007 非対面型ビジネスモデルへの転換　販路の拡大

大阪府 ＳｅａＳｔａｔｉｏｎ － 動画上でオンライン販売を確立し非対面販売を確立させる

大阪府 株式会社ビヨンド・クリエイション 4120001218278 『物販事業継続拡大のための販売促進事業』

大阪府 株式会社Ｐ．Ｏ．Ｃ．ｆｉｅｌｄ 7120001133235 日本発信の世界に通じる英会話レッスンオンライン化事業

大阪府 ＴＡＫＯＮＵＢＯ － 皆で試練を乗り切る。新しいコロナ対策提案型シェアハウスの運営

大阪府 フットコーチング － どこでもオンラインフットケア

大阪府 ＨａｉｒＳａｌｏｎ　ＢＥＳ － 美容ノウハウ動画の非対面販売プロジェクト

大阪府 いづつ － 非対面型ビジネスモデルの導入と新規顧客の取り込み

大阪府 株式会社イーハーバー 7120001212492 物販・版権事業のオンライン販売完結モデル

大阪府 合同会社カツヤ書房 120103003498 書籍の非対面配達方式の導入と小規模事業者向け経営支援事業

大阪府 ケイ・エイチ工業株式会社 7120101002050 展示会出展のオンライン化

大阪府 Ｂｅｌｌｅ　Ｍｉａ － 女性向けのヘアカットテクニックの指南

大阪府 株式会社トライアングル 120001210295 非対面型ビジネスモデルへの転換による販売数の増加の実現

大阪府 Ｅｉｇｈｔ － テレワーク環境でＢＬＯＣＫＣＨＡＩＮ教育
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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

大阪府 ＯＮＥ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ － ライブストリーミングサービス

大阪府 ミハラ商店 － ＥＣサイト構築により鶴橋ブランドを全国民に届ける！

大阪府 株式会社クエーキーセンス 2120001227041 オリジナルＥＣサイト構築による売上拡大とブランディング

大阪府 塩瀬　琴羽 － 自社ＥＣサイトでのアパレル商品の販売とｗｅｂ集客

大阪府 ＧＯＬＦ　Ｓｔｕｄｉｏ　スイングパズル － ３密回避の為の店舗拡張

大阪府 株式会社Ｋａｅｒｕ 9120001167306 リモート接客ができる換気の良いＢａｒに業態変換

大阪府 Ｓ３（エススリー） － オンライン研修で新たな販路を開拓し、デジタル評価制度の確立

大阪府 株式会社ＥＰＯＣＨ　ＦＯＯＤ 6120901041810 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化

大阪府 株式会社シアンウォールズ 5120001228020 Ｗｅｂでの求人掲載募集による販路開拓

大阪府 クリーン石川 － 訪問清掃作業用非対面監視評価システムの構築と告知

大阪府 ダイヤ事務機株式会社 4120001066405 感染症予防対策と新たな付加価値サービスの提供で売上向上

大阪府 ＦＲＥＥＷＡＮ － ｅセレクトショップ構築の為のホームページのリニューアル

大阪府 株式会社梁亜楼 7120001192454 おうちも本場シンガポール料理。ＷＥＢを用いた販促活動の取組

大阪府 ライフスタイル・ラボ － オンライン対応できるｗｅｂページの作成

大阪府 有限会社ホワイト急便メイワ 9120902009151 お家で楽々クリーニング

大阪府 ＰＥＲＭＡＮＥＮＴ　ＤＥＳＩＧＮ － 生産効率向上、自社製品開発販売、ＥＣ活用における販路拡大事業

大阪府 株式会社エコパーツ 6260002014231 新規機械導入と海外向け買物代行新規事業で販路開拓

大阪府 関西ホームサービス株式会社 7120901031083 ＬＰ導入における非対面式ビジネスモデルの変換

大阪府 株式会社南薩食鳥販売 2120101004019 ＢｔｏＣへの新規販路開拓事業

大阪府 Ｒｅｂｏｒｎ　ｏｓａｋａ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ＳＳツアーアシスト株式会社 6120001165964 ホームページの活用で簡単に予約、支払いができる事業

大阪府 麺麓 － 鴨ラーメンのネット販売事業

大阪府 合同会社エデュセンス 1120003009059 新しい文化芸術の形を創出するデジタル型体験イベントの構築

大阪府 ｔａｓｃａｌ　ｂａｂｙ － 顧客が自分でよもぎ蒸しを行う「セルフ温活」店舗開発事業

大阪府 リハイムレシピ － オンラインマンツーマンコンサルティングと訪問時の感染症対策

大阪府 井上　寧　税理士事務所 － ４．５万人のブログ読者に向けた税務サービスのオンライン化推進事業

大阪府 西日本不動産株式会社 5122001027897 ＨＰ上でのＶＲコンテンツによる販路拡大事業

大阪府 アドマックス株式会社 2120001115130 高額グラスワイン提供で顧客単価アップを図る

大阪府 有限会社鈴木弦楽器 3120002036440 新ビジネスモデルの構築及び店舗リニューアル他

大阪府 ＮＰＯ法人Ｃｏ．ｔｏ．ｈａｎａ 9120005014314 ０円ではじめるパッケージデザインサービスの販路開拓

大阪府 アートマン － オンライン完結型のビジネスモデル構築

大阪府 Ｆ　ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ株式会社 5170001014291 対面営業から非対面型ビジネスモデルへ

大阪府 プリントファースト － ＷＥＢ戦略！ＡＲ技術を使った新サービスで販路開拓！

大阪府 京進スクール・ワン　江坂垂水教室 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 アイガー株式会社 6130001055586 オウンドメディアサイト制作
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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

大阪府 ＡＺＵＲＥ（アズール） － 新規事業における集客・販売体制の基盤づくり

大阪府 株式会社アチーブメントストラテジー社 1120001008161 新規顧客獲得やオンライン面談を可能にするためのｗｅｂ戦略

大阪府 アクセル・ワン有限会社 9120102013409 訪問理容業者とユーザーを繋ぐポータルサイトで新規顧客開拓

大阪府 再光堂整体院 － コロナウイルス感染対策の手洗いと、マスクによる肌荒れ対策

大阪府 ＥＰＡ村田 － 電子書籍出版

大阪府 千葉拓也 － オンライン・レッスン開始に伴うネット情報発信事業

大阪府 合同会社フィールズ 9120103003557 インターネットを利用した遠隔物件案内と自社ＨＰによる広告宣伝

大阪府 株式会社アート工作所 2120901031732 ＩＴ活用で生産性向上と顧客開拓によるリフォーム業の高収益化

大阪府 株式会社スマイルブーケ 120901031781 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化

大阪府 リペアホームズ － バーチャルリアリティシステム導入によるリフォーム接客

大阪府 谷一塗装 － 非対面による顧客の獲得

大阪府 アースチャレンジ － ランナー向けファンクラブとイベントの非対面型化・販路開拓

大阪府 酒蔵なかやま － 非対面接客を考慮したオンラインによる新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ａ．ａ．ｃ． 3120001138386 自社独自商品の非対面販売転換

大阪府 株式会社Ｂｅ　ａｒｏｕｎｄ 6120001187463 サロン事業の店舗移転と教室事業のオンライン化よる顧客の獲得

大阪府 ひとくる － 歯科業界に特化した人材紹介に係るオンライン面談システム構築

大阪府 株式会社エムアンドシー研究所 7120001022545 Ｍ＆Ｃオンラインミーティング

大阪府 サルニークリエイション － Ｔシャツ型翻訳ツールを用いた外国人技能実習支援

大阪府 株式会社ゆきざき真珠 2120001163055 新たな販路開拓の為のモール型ショッピングサイトへの出店

大阪府 株式会社ｋｉｔｅ　ｄ’ｏｒ 2120901030404 衣料品非対面販売のための環境整備と新規顧客開拓事業

大阪府 Ｐｌｅａｔｓ　Ｎａｉｌ＆Ｂｅａｕｔｙ － 感染症対策を徹底した安心できるプライベートネイルサロン

大阪府 創作空間ｃａｆｅアトリエ － 創作空間ｃａｆｅアトリエ委託販売サービス「マイギャラリー」

大阪府 株式会社昆虫食のｅｎｔｏｍｏ 4120101057213 ライブ配信セミナー開始と新商品紹介サイト開設による販促事業

大阪府 株式会社ＧＳ 5120001222460 上質なお肉のテイクアウトと通販による売り上げアップ

大阪府 シンパシー － 外壁塗装特化型サイトの作成と非対面ビジネスへの転換で販路拡大

大阪府 冷麺館　谷町店 － 冷麺館の秘伝の味をそのままテイクアウトでご家庭に！

大阪府 株式会社個別塾グループ 7120001224100 非対面ビジネスのための　Ｚｏｏｍ　を用いた授業の周知計画

大阪府 株式会社ｂｅｌｌｙ　ｒｏｌｌ　ｆｉｌｍ 1120001218792 ハイクオリティライブ配信サービス

大阪府 ＰＵＺＺＬＥ － 革財布・帽子の非対面型ビジネスでの販路開拓

大阪府 ＭｏｍＡ株式会社 2120001217637 代理店様オンライン営業システム＆動画制作スクール事業

大阪府 Ａｒａｋａｗａ　事務所 － ＩＴ活用による情報提供、ＨＰ・システム作成による販路開拓

大阪府 有限会社漢方の葵堂薬局 6120102006761 非対面型、漢方カウンセリングシステムの構築

大阪府 株式会社ブルーオニオン 6120001132304 店舗改装、ＨＰ・ＥＣサイト開設による売上ＵＰ

大阪府 仏教コンサルティング － ５０万人の人の悩みにこたえきるオンラインサービスの確立

大阪府 広島お好み焼き・鉄板焼き　かん吉 － 熱々の本格的広島お好焼きを自宅で味わって頂く事業への転換事業
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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

大阪府 合同会社ビィクティ 4120903001252 大型スタジオレッスンの利用を円滑に進めるためのプログラム

大阪府 株式会社　ＮＡＲＵ 2120901036079 人材コンサルタント・コーチング事業のオンライン化

大阪府 桂　福丸 － ネット配信型落語会と、メディアダウンロード販売の構築

大阪府 特定非営利活動法人フロー 5120905005639 日本全国の子ども達を笑顔に！ＺＯＯＭ運動レッスン

大阪府 株式会社スイッチ 5122001032773 リユースビジネスのデジタルシフト

大阪府 チャイルドアイズ － 子育ての悩みを解消する会員制コミュニティサイトプレミア

大阪府 りんくうネイル教室 － 直接の講習、授業ができなくてもリモートで対応

大阪府 アイランデクス株式会社 6120001210638 テレワーク環境整備とリアルと動画を組み合わせた新広告事業

大阪府 有限会社ハローサポート 9120002051070 取引先とのテレワーク・ＶＰＮ環境を構築して非対面型保守にする

大阪府 てらや呉服店 － 和装の記念写真の魅力を発信し、ＷＥＢからの新たな販路開拓

大阪府 株式会社七福神 9122001033256 新型コロナウイルス感染症の感染リスクを抑える為のお店作り

大阪府 株式会社大善 3120001000703 大善製パーツフィーダをブランド化するためのツール製作

大阪府 株式会社ＧＵＤ 4120001189890 アフターコロナ時代を生き抜く　自己実現ビジネスモデル養成講座

大阪府 ＶＯＤＫＡ（ウォッカ） － “拘り”を伝えるＥＣ　ショップとコンテツの発信

大阪府 Ｖｉｂｅｓ　Ｃｈｅｆ’ｓ － 高級宅配弁当サ－ビス　「バイブスボックス　デリバリー」

大阪府 ＭＳＰ株式会社 8120001228728 ＥＣサイト構築による早期販路拡大

大阪府 ＥＭエージェンシー － 新規仕入先確保と販売サイト構築による売上拡大事業

大阪府 株式会社Ｆａｌｌ 7120001226583 高級スイーツをメイン商品としたＥＣサイトによる販路開拓

大阪府 株式会社ラドルフ 4120001203726 コロナウィルス対応、非対面ビジネス及びテレワーク環境の整備。

大阪府 春日工業株式会社 3122001018072 赤外線撮影による防水不良個所の見える化で防水工事販売促進

大阪府 ＤＯＮＵＴＳ　ＤＥＰＴ － 「他所に依存しない中食への対応商品の開発販売と広報宣伝」

大阪府 株式会社ハイエンドミュージック 7120001202915 自社製品のギター、ベースの販路開拓・宣伝

大阪府 株式会社ネコシステム 5120901015848 非対面取引による「商品検索システム」の販路拡大事業

大阪府 ギルド － 非対面で商品説明できるサイト制作とメモリアルブック制作事業

大阪府 株式会社Ｗｏｒｋ　Ｓｈｉｆｔ 1120901034777 オンラインサービス事業による販路拡大

大阪府 鎌倉音楽製作所 － プロフェッショナル品質の出前レッスンを開始とその販売促進事業

大阪府 齋藤公認会計士事務所 － ＷＥＢ面談　および　記帳指導システムの導入

大阪府 山くら － 中食需要に対応するテイクアウト・ＥＣ事業

大阪府 株式会社ＪＯＳＨＯ 3120902021707 非対面型内見スマートフォンでできるお部屋探し

大阪府 トップオフィスシステム株式会社 9120001045858 体験型ウェブセミナーによる見積システムの全国展開事業

大阪府 藤丸塗装 － 藤丸塗装サイト構築による販路拡大のための環境整備事業

大阪府 株式会社Ａ．Ｐ．Ｕ． 1120001171868 コロナウィルス時代対応型、非対面型システム構築

大阪府 手作りパンのお店ぱんぷりる － 新商品スイーツセットの販売とバーチャルパン教室の開始

大阪府 魚串ＢＡＲ － 新商品であるネット通販用の鯛出汁メニューの開発と販路拡大

大阪府 ハイスピリッツアンドユウ株式会社 4120001133304 自社ウェブサイトおよびＳＮＳの充実ならびに新規取引先の開拓
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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

大阪府 規工川建設株式会社 3120001014620 ＳＮＳやオンライン営業活用による、店舗案件受注・販路開拓

大阪府 株式会社Ｔｅｒｒａｃｅ 7120001121784 非対面でも安心して微調整もお願いできる靴通販！

大阪府 Ｍ－ＪＡＰＡＮ株式会社 3122001033311 非対面型ビジネスの構築と新規販路開拓

大阪府 株式会社ワンダーフレンズ 9120001181728 オンライン見学会の作成と周知の為の公報活動

大阪府 正心亭 － 美味しさと幸せがぎゅっと詰まった大阪おでんを全国に届ける事業

大阪府 株式会社ＣＣＳ 9120001224395 （女性・外国人向け）起業家＆投資家マッチングサービス

大阪府 ＪＵＧＥＭ　ＲＥＡＬＴＹ － アフターコロナの早期インバウンド需要の回復

大阪府 トルクーヘン － 「出来立てパフェをご自宅で」

大阪府
ＰＩＺＺＡＲＩＡ　Ｅ　ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＦＯＲＴＩＳ
ＳＩＭＯ

－ 飲食業（ナポリピッツァと南イタリア家庭料理）

大阪府 株式会社中一メディカル 8120001106611 通信販売事業に関するテレワークの導入と事業拡大

大阪府 株式会社ＤＥＣＯＭＥＳ．ＢＢ 8011801024567 お遍路バックの魅力を全国の消費者に発信するシステムづくり

大阪府 ウェブニティ － オンラインセミナーシステム導入とサービス周知のチラシ作成

大阪府 株式会社ベイルインテリア 6120001183743 オンライン活用！ブランディングによる新たな販売ルートの確立

大阪府 株式会社ＢＯＭＡＨＯ 6120001165799 日本初のダンス通信制高校＆スクールオンラインレッスン対応事業

大阪府 株式会社レスアンドモア 4120001166774 コンベアー乾燥機導入による生産プロセス改善による生産効率化

大阪府 株式会社キングリフォーム 6120901034574 オンラインフォロー型ＤＩＹ商品販売事業

大阪府 ＲＵＢＡＮ－ＣＨＩＣ － 痛くない髪留めの商品開発及びネットショップの構築

大阪府 Ｐｌａｙ　ｈａｉｒ　Ｍａｉｆ － 自社オリジナル商品とサービス開発による販路拡大と競合との差別化

大阪府 ダイワ塗装 － バーチャルリアリティシステム導入によるリフォーム接客

大阪府 株式会社小鳥遊 6120001214291 育児参加を啓蒙する情報発信コンテンツの作成

大阪府 あっと株式会社 4120001140845 毛細血管観察装置のコロナ対策備品開発とガイドブック制作事業

大阪府 キングラム阪急淡路店 － キングラム阪急淡路店インターネット部門

大阪府 リ・エイト合同会社 2120903002905 「ネットを通じて見積から受注に至るリフォーム特化のシステム構築」

大阪府 株式会社山善金型 1122001007580 金型カレンダーとＭＯＢＩＯ　人形製作による販路開拓と加工先調達

大阪府 ＮＫＧＷ株式会社 4120001214434 オンラインマッチングサイトの完成

大阪府
ナースウエル・インターナショナル株式会
社

6120901035713 医療人材がリードする中国患者向け医療インバウンド支援拡大事業

大阪府 株式会社オネスト 4120001146545 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 合同会社グルーン 2120103002144 「アフターコロナに向けた新アウトドアブランドの立ち上げ」

大阪府 株式会社Ａｄｄｉｔｉｏｎａｌ 7120001217310 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化

大阪府 株式会社エンロバ 8120901037740 新製品のＨＰへのブラッシュアップとＢＴＢ関連機械の開発

大阪府 清本建装 － 今里で一番安心なオンライン対応可能な塗装店

大阪府 合同会社ハートデザインラボ 3120003010584 ｗｅｂ　講演・研修受注システム構築

大阪府 株式会社クルーズ・ワールド 2120001203728 クルーズワールドプレミアム会員券の発行及びｗｅｂページの制作

大阪府 株式会社グランディール 1120001198176 ウイルス・菌の消毒、抗ウイルスコーテイングの施工事業

大阪府 株式会社ＴＡＭＩＳＨ 2120901031022 ラーメンたれを使った特製ソースを日本から世界発信する
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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

大阪府 株式会社Ｌａｖｉｅｒｅ 2120901016337 ＥＣサイト、自社ホームページの制作　自社ホームページの広告

大阪府 株式会社イルーム 6120003011654 インターネットでの卸販売サイトの構築

大阪府 木村酒類販売株式会社 7120001157325 自社商品のネット販売と木村茂酒類研究所スタート！

大阪府 株式会社ＰｈｏｅｎｉｘＤｉａｍｏｎｄ 8120001193617 ネットショップ及びＳＮＳを使った新規顧客開拓事業

大阪府 株式会社みゆき工務店 8120001201305 オンラインを使って建築・改装・不動産紹介を行う提案事業

大阪府 Ｈ．ｉｍｓ株式会社 9120901034290 サプライチェーンの再構築と新しいビジネスモデル（営業）の構築

大阪府 株式会社南勝 120001161991 ３６０度カメラ導入による非対面型インスペクション

大阪府 株式会社　ＢｌｏｏｍＣｏｌｏｒＳｔｕｄｉｏ 9140001073980 ウエブ型レッスン開発と販路開拓のシステム整備

大阪府 ＯＮＥ＆ＯＮＬＹ － 会員様向けの動画によるオンライントレーニングサービスの構築

大阪府 Ａｍｂｅｒ　ｅｙｅｓ － 新規顧客の獲得と来店前オンラインカウンセリング＆指導

大阪府 株式会社ルカコ 5120901035978 ネット通販強化！個別対応のＪＯＩＮ　ＨＯＭＥ型で転換率ＵＰ

大阪府 あさひリアルティ株式会社 5120001208138 宿帳・旅券登録システム付ＨＰ、海外向け不動産物件掲載ＨＰ作成

大阪府 株式会社ａｄｄｗｉｓｔｅｒｉａ 9120901036312 地方在住者が在宅で参加できるオンライン講座を立ち上げ事業

大阪府 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｐｌａｉｓｉｒ － ルーシーダットン・タイ式ヨガのオンラインレッスン開講

大阪府 さつき珈琲 － 対面型の喫茶主体から非対面型の珈琲豆販売主体への転換事業

大阪府 オルトウェブ株式会社 3122001013899 ＳＣ毀損対応の設備導入並びにＷＥＢ広告による非対面顧客の獲得

大阪府 社内食品株式会社 9122001018752 ぶ厚い手あげの復刻と直売の拡大

大阪府 新和ジャパン有限会社 6120102026727 Ｗｅｂ営業・コミュニケーションツールの活用による事業のリモート化

大阪府 株式会社Ａｃｕｒｅ 3120001225936 非対面型のサービスを提供するシステム構築

大阪府 株式会社ＫＳパートナーズ 1120001145153 小型生産拠点を障碍者施設に作り、国内展示室を開設

大阪府 株式会社ＳＹＮＣＳ 9120901033086 自社オリジナル製品の拡大と新ブランドの立ち上げ

大阪府 株式会社鳥づ串 6122001013459 宅配や通販等販路開拓のためのＨＰリニューアルと広告

大阪府 ソウルプロダクツ － オンラインによるビジネス系「自立塾」で販路開拓

大阪府 焼肉文禄庵 － テイクアウトによるランチ営業の開始

大阪府 株式会社三都屋 7120001132864 非対面型ビジネスの強化

大阪府 有限会社　グラツィア 4150002000574 ＡＩチャットボットを実装したネットショップの構築

大阪府 ＴＴ　ＡＵＴＯ － 在宅ワークおよび非来訪型移動オフィスによる新車販売事業拡大

大阪府 株式会社インテリア森田 120001157110 ＥＣサイト構築によるネット販売販促推進事業

大阪府 きしわだネイル教室 － 直接の講習、授業ができなくてもリモートで対応

大阪府 株式会社まほらま 5120001225034 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化

大阪府 ＧＲＡＮＤ　ＪＥＴＥ － オンラインでのアロマセラピー指導の確立及びＥＣサイトの構築

大阪府 ビックトーク － 作ります！あなただけのオリジナルドリップコーヒー

大阪府 Ｅｎｏｔｅｃａ　Ｉｄｅｎｔｉｔａ － 自社輸入による【関西で唯一の品揃え】一般向けワイン販売事業

大阪府 株式会社ＴＲＹＡＮＧＬＥ＆ＣＯ． 7120101052252 ＭＡ導入で工数削減による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社キャリ・ソフィア 9120901018822 オンラインによるオリジナルブランドセミナー販路開拓
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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

大阪府 三浦整骨院 － 接触時間を短縮しながらも治療効果の向上を図りコロナ感染防止に配慮

大阪府 株式会社Ａｃｔｉｖｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 4120101056999 東洋医学に関する悩み相談サイト運営事業の拡大

大阪府 浅沼食品　こっこ家 － 街の中華料理屋のウィズコロナ・アフターコロナの取組と販路開拓

大阪府 株式会社Ｆｒｅｓｈ　Ｂｒｅｅｚｅ　４ 9120001196049 ホームページによる広告と非対面コンサルティングへの転換

大阪府 小山梅花堂 － 大手宅配サービス業者に対する自社製品増産の為の一部機械化

大阪府 ハートフル － ハートフルの新感覚チーズケーキで笑顔を全国に広めよう大作戦！

大阪府 プルデント株式会社 5120001216198 『自社ウェブサイト設置によるダイレクトマーケティング体制の確立』

大阪府 株式会社アパートメーカー 7120001171391 動画や媒体による売上強化事業

大阪府 合同会社グローバル仁 6120903001622 住まいを必要とする全ての人に優しい賃貸ブランドの開発・販路開拓

大阪府 インテリジェンス合同会社 6120903002785 ＲＰＡによる業務改善サービスのネットによる販売促進

大阪府 Ｍａｋａｄｉｉ － ネット販売でパンのあるライフスタイルの提案で売上増加計画

大阪府 Ｇｕｔｓ＆ｋ合同会社 9120003011651 カーボニック除菌水の自社ネット販売

大阪府 ＰａｌｅｔｔｅＪａｐａｎ － 国内海外向けオンライン講座開始とＥＣサイト改善・販促

大阪府 ＯｎｅＳｔｅｐＢｅｙｏｎｄ － ４スタンスオンライントレーニング指導の販路開拓

大阪府 有限会社益田恒産 8120002015910 ウェルカム（ＩＴを用いた、外国人住民への相談対応業務）

大阪府 株式会社日和橋倉庫 3120001029692 Ｗｅｂ不動産コンサルティング（非対面型　不動産コンサルティング）

大阪府 おさんぽ日和 － オンライン双方向食物アレルギー対応お料理教室と感染症対策

大阪府 株式会社ＳｃｅｎｅｒｙＳｃｅｎｔ 1120001219782 香り演出機器セントマシン除菌剤噴霧用への刷新開発事業

大阪府 ヘアメイク合同会社 6120003016884 『店舗広告と非対面型動画制作配信システムの導入』

大阪府 株式会社インソムニア 6120001180278 ＷＥＢサービス設計計画

大阪府 株式会社ノルニル 6120901032413 オンライン優良塾

大阪府 株式会社ハッピーシェアリング 4120001209541 「非対面方式の面会交流」を実現するシステム導入で事業収益化

大阪府 株式会社フェイス・ジャパン 7130001054926 健康経営を実現させる法人需要の販路開拓

大阪府 株式会社ＦＰコンサルティング 3120001100544 「オンライン・ライフプランセミナー」構築および販路開拓

大阪府 株式会社アトラクション 1140001109156 運動の必要性の周知の広報事業と新型コロナ感染症拡大防止事業

大阪府 株式会社ＳＮＯＷＡＩＤ 5120001208212 「外傷研修の集客・サービス提供の非対面対応化」事業

大阪府 株式会社ｏｌｉ 1120001220088 「実店舗×オンライン」カフェによる２ＷＡＹ販売事業

大阪府 株式会社ＢｉｔＲｅｃｈ 9120001220790 遠隔でも・誰にでも伝わる「商品説明ツール」で受注率回復

大阪府 株式会社　ＺＩＯＮ 5120001196036 有料でのオンライン配信型の興行イベント

大阪府 一花株式会社 6120901032999 独自企画Ｗｅｂサービスの開発提供による売上拡大

大阪府 株式会社Ｇ－ＢＲＯＳ 2120001228064 ＥＣサイトによる販売促進と、事前オーダーによる濃厚接触の回避

大阪府 Ｃｈａｒｍａｎｔ － 自分でセレクトできるオンライン花屋さん

大阪府 Ｒｅｃｉｐｒｏ－ｓｅｅｄｓ － 中小企業・ビジネスパーソン向けのオンライン研修開発と販路開拓

大阪府 リュッカ株式会社 120101037539 安心安全のお約束。オンラインサロンの構築

大阪府 Ｆ．Ｂ．Ｄ．Ａ．株式会社 9120001199472 授業のオンライン化，　非対面型シェアスペースへの転換
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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

大阪府 株式会社らむかな工房 1120001146762 オンラインレッスン・オンラインコミュニケーション環境の構築

大阪府 トータルビューティースペースウイウイ － 自社ホームページを利用した、非対面販売と新規顧客獲得への取組

大阪府 有限会社ピーツー 4120102013090 新抗菌商品の内製化による販路拡大とコロナからのＶ字回復計画

大阪府 さふらん駅前本店 － テイクアウト事業の開発

大阪府 康又美株式会社 3120001188349 新しい販促多言語サイトの制作とＳＮＳプロモーション

大阪府 向山　歩 － 向山歩のオンラインレッスン

大阪府 株式会社フィール 6120101020631
レーザー加工機を導入し、国産使い捨てフェイスシールドとアクリルパーテー
ションの製

大阪府 株式会社ＫＩＮＴＳＵ　ＧＲＯＵＰ 9120001139899 インターネットサイト販売事業

大阪府 ｇａスクール株式会社 1120001224345 非対面型オンライン授業のＨＰとＰＲ

大阪府 Ｈｅａｙｓ　ｐａｎｔｒｙ － オンライン販売の強化（ＥＣサイトリニューアル）

大阪府 アサオ整骨院 － ホームページ制作におけるオンライン講座の開設等

大阪府 Ｔ．Ｒ．Ｙ建設株式会社 8120001214711 新規顧客獲得に向けたホームページ立ち上げ等による宣伝広告事業

大阪府 マルは呉服店　枚岡本店 － 宅配型着物レンタルサービスの開始に合わせた販路開拓事業

大阪府 株式会社打越会計事務所 9120001181406 スタートアップに特化したバックオフィス支援業務（シェア経理）

大阪府 株式会社ゴールデンツリー 6120001119697 女性を対象にした黒ずみ解消美白ケアクリームのＷＥＢ販売事業

大阪府 リンクシェア合同会社 1120003011056 『データベースマーケティングによる顧客開拓』

大阪府 株式会社ｓｅｉｗａ 1011001107609 『ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ新規開拓』『ｅラーニング環境クラウド化』

大阪府 株式会社Ｄ－Ｖｉｎ 8120001193138 ワインと楽しむお好み焼きプチ・オコと料理のネット販売

大阪府 株式会社ダイネット 7120001108170 新型コロナに影響を受けない自社完結型レーザ検査体制の構築

大阪府 株式会社Ｃｈｉｖａｌｒｙ　ＪＡＰＡＮ 2120001208446 顧客データベースを活用した情報発信による、新サプライチェーンの構築

大阪府 プロリンク株式会社 3120001162972 非対面型ビジネスモデルの構築とテレワーク環境の整備

大阪府 株式会社クロノス 6120001209431 オンラインによる無料相談実施の告知と解決策の提供と実行

大阪府 手羽先からあげ　まるちゅう － 動画上でオンライン販売を確立し非対面販売を確立させる

大阪府 Ｏｒａｎｇｅ　ｍｏｏｎ － シロダーラマシン導入による施術の非対面化・効率化とブランド化

大阪府 株式会社プロフィットバンク 3120001208338 ＥＣサイト販売による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

大阪府 さぽちぃ － 中小企業の業務のオンライン化をオンラインで支援する事業

大阪府 ＫＡＺＡＩ株式会社 3120001225614 ウェブ媒体を用いた情報発信による販路開拓

大阪府 梅径 － オンライン講座とサロン設立の「自宅で書道教室」で売上拡大作戦

大阪府 有限会社サーチディストリビューション 5120902022562 オンライン展示会等の活用によるオリジナルブランドの販路拡大

大阪府 株式会社ｆｌｕｘ 1120001124909 教育のオンライン化，　非対面ビジネスとしてＥＣサイトの立ち上げ

大阪府 株式会社ガジェットタカラボ 2120901040304 リラクゼーションを非対面型で提供する事業のブランド化

大阪府 ＮｉｎｅＣｌｏｕｄ － インターネット広告を利用した新規開拓に向けた制作と広告運用

大阪府 有限会社丸一金属 9122002014858 自社ＩＴ化の推進と非対面型小売事業への挑戦

大阪府 漢方鍼灸院　大阪市てんま吉祥堂 － 自分で免疫力を守る「オンラインサポート」

大阪府 有限会社上町珈琲 6120002012546 ＷＥＢ面談による個人指導サイトの構築とＥＣサイトの集客強化
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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

大阪府 ＣＡＲＯ － 癒しと安心の空間作りといつでも思い出していただけるお店へ

大阪府 総合学習塾まなびや － 非対面型カウンセリング及び時間貸しカウンセリングスペース事業

大阪府 アイコンパス株式会社 4120001176047 『リフォームにまつわる困りごと手助けＷＥＢサイト』作成

大阪府 株式会社ＬＩＧＨＴＮＩＮＧ 120001172800 ネット配信で地域の個人事業・スモールビジネスの総合サポート

大阪府 旬に居酒屋　心芽 － 豊中市の居酒屋心芽が挑む旬菜ドレッシング＆旨味調味料通販事業

大阪府 なにや弁当 － 宅配強化による販路拡大と効率的な受注体制の確立及び雇用の創出

大阪府 旬食酒家　キッチンハート － １２品盛り合わせの販売とアフターコロナに向けての店内の美化

大阪府 佐保・福井税理士事務所 － 顧客価値を高めるためのホームページリニューアル

大阪府 株式会社ラドテック 3120001214220 医療機関を側面から支える放射線漏洩線量測定業務の販路拡大

大阪府 ｂｌａｎｃ － 癒しのオイル開発と販売サイト構築で物販強化

大阪府 株式会社ＹＡＣＡＮＥ 4120001218253 新規顧客集客プロジェクト

大阪府 株式会社　タビ 9120001226012 『新型コロナに光明！ネットチラシ活用！非対面モデル大作戦』

大阪府 株式会社Ｏｎｅ－Ｔｉｍｅ 9120001220238 人材はいる！求職企業と未来を担う外国人材　と　のご縁を結ぶ。

大阪府 株式会社Ｇ＆Ｇ 1120001124842 オンライン販売

大阪府 株式会社ＭｉＢｙｕｔａ 9120003008615 自社ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ＭＤハウス株式会社 1120901034100 ＷＥＢサイトの改変とＰＲおよびテレワーク環境整備

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｔｏｃｏ － コロナ規制による売上減少を打破する為のＷｅｂサイト開設

大阪府 合同会社ｕｍａｋｕｉｋｕ 8120003012931 効果的な集客と顧客の願望を叶える『ハイブリッド婚活モデル』

大阪府 株式会社ＧＲＯＷ 2120001200155 オンラインサービスの充実と宣伝強化

大阪府 株式会社Ｃａｌｏｎ 8120001163181 自社配達の確立、三密を避けるお弁当の宅配

大阪府 ショウマ － オンラインカタログを作成し、ネット広告とチラシで販路開拓

大阪府 昌英 － 未経験者を短期間でおそうじのプロに育成事業

大阪府 株式会社ニウ・プロパティーズ 7120001189252 利用者自動入退去システムの構築

大阪府 ｓｈｕｎｋｏ　ｃｌｅａｎ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ株式会社 1120001192360 ＬＰ導入による非対面式ビジネスモデルの販路拡大

大阪府 株式会社メイドインジャパングループ 1120001201146 ライブコマースのプラットフォーム化で中小企業の販路拡大大作戦

大阪府 コトバワークス株式会社 7120901038293 オンライン＆動画講座の開発とテレワークによるｗｅｂビジネス化

大阪府 家庭料理おばん菜たつの子 － 家庭料理おばん菜たつの子増床改装客席数増計画

大阪府 シャッフル株式会社 9010001122164 ブライダル市場へのオンライン直売

大阪府 株式会社シェンゲン 9122001027299 日本茶事業におけるＥＣサイト作成

大阪府 フジ金属株式会社 1122001006822 新設備導入による生産現場のテレワークと生産性アップの実現

大阪府 ＥＩＪＩ － オンラインレッスンと映像制作による新規事業

大阪府 綜合レジャー株式会社 9120001139404 動画での物件広告及び物件の用途変更

大阪府 バレンシア － イタリアン総菜（パスタ、前菜盛り合わせ　ｅｔｃ）のテイクアウト

大阪府 ゼク・テック株式会社 3120001185156 ＥＣを確立し、医療従事者の方の安全と商品の安定供給を実現する

大阪府 リボーンバレエ＆ウェルネス協会 － 記入型セルフケアＰＲ小冊子作成＆アフターコロナ交流イベント
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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

大阪府 ミヤザキエッグ － ブランド卵等の高級な商品を導入してネット販売等での販路開拓

大阪府 株式会社タニヨンデザインラボ 1120001135030 日本で唯一の紳士服スーツ用ボタン付属ＥＣサイト構築事業

大阪府 にこにこ教室 － 笑顔の種が全国に届き、笑顔の花が咲く

大阪府 株式会社アソシア貿易 8120001201379 『顧客データ活用によるＥＣ店舗販促の融合』

大阪府 しまだ洋行不動産株式会社 1120001192617 「非対面型不動産サービス」開始に伴う店舗改装（ＯＡ対応）工事

大阪府 エコテックポリマー株式会社 5122001026107 ネット営業本格化促進事業

大阪府 株式会社ｎａｖｉｓ 2120001146407 再生医療商材の小売とネット通販開拓（新規ＷＥＢサイト作成）

大阪府 株式会社アドバンスシフト 8120001181332 トップリーダーズクラブ

大阪府 株式会社リレスト 6120001201505 不動産賃貸物件調達を円滑、効率的に行うシステムの構築、外注化

大阪府 プラスムーブ － 自宅でできる自力骨盤矯正の通信講座事業の集客導線の確立

大阪府 Ｂｌｅｓｓ － Ｗｅｂメディア利用による新規開拓と顧客育成プロジェクト

大阪府 株式会社ディックエステート 6120101058630 自社ＨＰのリニューアルとページ制作

大阪府 ㈱ＫＳホールディングス 9120001214784 内覧いらずの自社サイト構築と新商品遊休不動産活用サイト構築

大阪府 おぐら － 従来型の飲食店からテイクアウト飲食店へのビジネスモデル転換

大阪府 株式会社マイカ 6120901038393 オンラインパーソナルトレーニング指導の導入

大阪府 ｆｅｅｌ　ａｔ　ｈｏｍｅ － ｆｅｅｌ　ａｔ　ｈｏｍｅオンライン・パーソナルレッスンの強化

大阪府 ＫＩ－ＶＥＫＴＯＲ － 子育てママを応援★写真で簡単作成！誰よりも素敵なネームシール

大阪府 株式会社クリオム 1120001137076 新型コロナから復活するための内需拡大に向けた取組み

大阪府 一文字厨器株式会社 5120001074555 戦略的英語ＥＣサイトの再設計

大阪府 ブルーミィ － 卸売業　教室型事業

大阪府 株式会社フェイセス 2120001202531 女性に人気の魚料理のテイクアウト化とＥＣサイトによる販売促進

大阪府 福介家加識株式会社 6120001204664 チラシ・ＥＣサイトによる販路開拓

大阪府 ＴＲＹＡ’Ｄ － テレワークによる女性の為の働き方改革を行い売上上昇を目指す。

大阪府 お茶とお花とモンブラン － 商品を愛でる、オンラインショップ〈メデルマーケット〉の開設

大阪府 株式会社ベルクラブ 4120101057460 「新しいスタイルでの顧客との関係性維持と新規顧客層の開拓」

大阪府 ローストラボ・クレモナ － 新しい焙煎機を導入し生産性を高め、ネット販売に注力する。

大阪府 株式会社北摂回路技研 4120901013431 ＷＥＢ販売の構築とテレワーク事業構築による販売拡張

大阪府 株式会社デプラン 7120001228225 靭イーツ　Ｖｏｌ．２

大阪府 株式会社エムズデザイン 5120001174537 Ｗｅｂカウンセリングによるオーダーメイドジュエリー販売の開始

大阪府 株式会社プログレッシブ 4120001114477 託児所付きオーガニックヘアケアＰＲと通販開始による売上拡大

大阪府 池田咲子法律事務所 － オンライン離婚相談開始による非対面型ビジネス化

大阪府 Ｂｒｉｌｌｉｏ － 「一点もの」の雑貨がある生活をもっと広く広めるための宣伝活動

大阪府 ワーク・アンド・デザイン株式会社 6120001098537 木の家専門店が創る心の安らぎと健康をリノベで新規顧客を増やす

大阪府 株式会社グレートステイ 7120001196901 ３密（密集・密閉・密接）回避の多目的宿泊施設の創出

大阪府 株式会社ウェルテック 8120001193781 ホームページ開設による販路開拓及び業務システム化
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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

大阪府 株式会社昭栄 2120001007724 ＷＥＢシステム商談を実現する店舗改装とＶＲを活用した販路開拓

大阪府 ブレイズ有限会社 7120102012040 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ＡＬＬＤｅｆｅｎｓｅ合同会社 120003014414 『サイバーセキュリティビジネスの販路拡大』

大阪府 株式会社ＯＲＥＳ 2120001176544 ３Ｄアニマル・トリックアート活用３Ｄ型看板のＶＲを活用した販売促進

大阪府 合同会社爽 5120903002101 副業・在宅ワークをめざす動画編集オンライン教室

大阪府 株式会社エスプリドマミ 2120001179407 インテリア書道を学べるオンラインスクール開校と新たな市場開拓

大阪府 有限会社足立電話商会 4120902005213
マーケティングで販路開拓！オーナー、不動産（管理）会社様のお悩みを解
決！

大阪府 株式会社ママズドレス 9120901041634 インターネットを利用した非対面型レンタルサービスの新設

大阪府 ＫＯＫＯ　ｈａｉｒ － 非対面型ヘアケアトータルサポートプログラムの提供

大阪府 アズ不動産株式会社 7122001033431 非対面型の不動産賃貸業（内覧から契約までの完全リモート化）

大阪府 株式会社ユナイテッドシー 6120001097340 ネットショップの強化・Ｗｅｂのリニューアル

大阪府 ｎｉｃｃｏ － 新たな経営環境を構築する為のネット販売を利用した販路開拓。

大阪府 株式会社トクヤ 3120001178366 非対面式移動洋服販売事業

大阪府 株式会社ＲＡＤ 8120001203540 経営コンサル×空家活用テレワークスペース付賃貸住宅の経営

大阪府 株式会社フードスマイル 3120001223683 たこ焼き王国『ＥＣ版』の作成により事業拡大

大阪府 ファッション工房ゆら － ＥＣサイトによる着物リメイクオーダー販売とオンライン教室

大阪府 株式会社ＫＡＲＡ 9120001121584 癒し系ビジネスのビジネスセミナーのオンライン化による販路拡大

大阪府 株式会社Ｌａｋｓｈｉｍｉ 9120901015051 オリジナルプロテイン「コラプロ」販売拡大に向けたＥＣサイト制作

大阪府 合同会社ＡｎｇｅｌＨｏｍｅ 4120003014460 民泊事業復興プロジェクト

大阪府 あま結う － オンライン動画と良き商材の販促ＥＣサイト構築

大阪府 ｏｎ－ＷＡ － 海外のデザインニーズを日本からデザイン提供で販路拡大する作戦

大阪府 プラウトハウス株式会社 4120001113082 オンライン外国人不動産サービス“いきなり山川さん”

大阪府 株式会社バリューダイニング 4120001144318 事業継続のための和食仕出し弁当と海老の加工食品のネット販売

大阪府 サファイア経営法務行政書士事務所 － オンライン終活セミナー・終活サロン開設による新たな販路開拓

大阪府 有限会社プロトコルラウンジ 5120002046520 お取引先支援のためのオンラインサポートシステム構築

大阪府 ＳＨＩＮＥ　ＭＯＯＮ － 自社製品生産体制強化及びＥＣサイト出店による新規販路開拓

大阪府 株式会社正八 9120101022699 地域住民向け、お惣菜のテイクアウト・デリバリー事業の開始

大阪府 株式会社エルグラン 1120001164054 自社ＷＥＢページの構築及びテレワークの準備

大阪府 有限会社五塔 5120902015293 チラシで認知度ＵＰ！事前相談のＷＥＢ化！

大阪府 パン教室ブラウニー － 天然酵母パン教室のオンライン化と販売促進

大阪府 ひぐち治療室 － リアルとオンライン両面から、心身の健康のサポートを強化する

大阪府 株式会社教育総研 2150001017563 オンライン学習パッケージによる遠隔学習モデル構築

大阪府 株式会社ブルーム 8120901016595 テレワークと、Ｗ　ＥＢ　マーケティングで　販路開拓　売　上げ　アップ

大阪府 物種会計事務所 － 不動産所得の確定申告完全オンライン、税理士オンライン顧問

大阪府 巡りごはん　いろは － オンラインショップとデリバリーによるセルフケアサービス強化
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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

大阪府 ｇｕａｒｄｉ　ｃａｂａｌｌｅｒｏｓ株式会社 9120901040297 自社ＥＣサイトによる士業コンサルティングサービス契約の事業化

大阪府 福積　淳 － 外国人向け新規サービスとホームページ立ち上げ

大阪府 株式会社コアピックス 1120001227661 コロナによる外出規制解除後の事業拡大に向けて

大阪府 エル・クラシコ － ＯＥＭ生産による自社商品の開発とＨＰ作成による新規顧客開拓

大阪府 ＲＩ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 7140001091142 ライブ・オンデマンド配信　非対面型ＩＴ人材育成研修の展開

大阪府 魚とごはん　にこ － 真空パック料理の販売開始

大阪府 武川鍼灸整骨院 － 動画を活用した新しい健康プログラム～スマホで健康レッスン～

大阪府 株式会社ＭＪ保険事務所 1120001180365 非対面方式による顧客コンタクトの継続とテレワークの促進

大阪府 Ｃ＆ｔ株式会社 9120001207029 ＥＣ機能付きポータルサイト構築

大阪府 合同会社ｔｏｒａｒｕ 7120003011562 テレワーク支援のオンライ相談サービス“遠隔屋さん召喚”

大阪府 はやし針灸整骨院 － 不妊や逆子で悩む方に対する、「オンライン鍼灸」での顧客開拓

大阪府 内田印刷株式会社 2120001001520 スピード印刷「ＳＰＥＥＤ－ＰＲＥＳＳ．ＢＩＺ」

大阪府 ＡＮＩＭＡｈａｉｒ － 女性客の新規獲得とヘアケア商品の売上増加

大阪府 張替工房 － 訪問営業を縮小し、新たなチラシの作成、頒布、ＨＰの作成

大阪府 株式会社　春光 5120901016111 ＬＰ導入によるビジネスモデルの変換

大阪府 株式会社ルミエールコンサルティング 8120001213440 統合業務パッケージの導入による業容拡大計画

大阪府 株式会社港不動産 8120001004385 非対面による中古物件売買仲介事業

大阪府 株式会社ＳｏＤＡ　大阪営業所 6140001111776 「ドローン撮影事業」を受注から納品まで完全非対面型で実現

大阪府 株式会社ファブリックスケープ 7120001196810 『美術カーテン』を、ネットによる個人顧客確保に挑戦

大阪府 ビズフーズ株式会社 3120001224665 飲食店の新時代を切り開く！在宅需要への新しい支援事業

大阪府 ＦｏｏｔＲｏｃｋ＆ＢＥＥＲＳ － ３６０度ＶＲカメラ導入で臨場感あるライブ配信と来店環境の整備

大阪府 Ｍ’ｓ　ｗｏｒｋｓ － オンライン化で顧客様とのつながりを紡ぐ

大阪府 株式会社リクセル 4120001220250 オンライントレーニング『イエトレ』

大阪府
学生服専門リユースショップ　たけのこＨＯ
ＵＳＥ

－ 非接触型販売に切り替えるためのＥＣサイト導入販路拡大

大阪府 へちまきゅうり － 小回りが利く非対面型の置き宅配を充実させる！

大阪府 市川欽一税理士事務所 － 相続に特化したＨＰ・サービスによりウェブ上のプレゼンス拡大

大阪府 株式会社ＢＥＡＵＴＹ　ＯＦＦ 5120001221792 コロナ経済テロに対抗する為の事業計画

大阪府 株式会社ラヴィコーポレーション 9140001074533 パパママカレッジ・企業の両立支援オンライン化＆訪問化

大阪府 株式会社トモコ・コーポレーション 3120001136547 Ｒ－ＩＩＩ販路開拓強化・推進事業

大阪府 株式会社生活設計ＦＰワーク 9120001142878 ネット・スマホで進める学習コンテンツ１００本制作プロジェクト

大阪府 株式会社ライツェントベアー 4120001150951 接客プロセスの革新と非対面型ビジネスモデルの構築

大阪府 アラウラ － 長期滞在者向け設備の設置

大阪府 株式会社ＪＱＵＡＬＩＡ 9120001172207 企業利益最大化のための体感型業務改善オンライン研修の構築

大阪府 株式会社プリンシプル・エデュケーション 9010701029873 英会話７講座に関する会員サイト、会員向けアプリ提供サイト構築

大阪府 株式会社ひよとこ 5120001202454 深夜帯も対応フードデリバリーサービス”とことこ”の制作事業
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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

大阪府 エイチアジア株式会社 1200001164277 「非対面でお客様の元へ」自販機設置による販路開拓

大阪府 株式会社オタクラウド 4120001206349 ｎａｒｉｋｉｒｉ

大阪府 株式会社Ｇ 7120101056542 ＡＩ導入サービスのオンライン導入のためのホームページ整備

大阪府 株式会社ファーメイカンパニ― 6120001161113 非対面式カウンターを設置した牛肉唐揚げテイクアウト事業

大阪府 Ｙｏｕ　Ｆｉｒｓｔ株式会社 7120001219174 美容に関するノウハウを詰め込んだ動画

大阪府 お好み焼場　やっさん － オリジナルソースの販売で売上アップと店の認知度アップ

大阪府 有限会社ヌーベル美容室 9120102005612 『新規オートシャンプー台設置による感染症対策及び生涯顧客の獲得』

大阪府 合同会社ＡＹＵＭＩサポート 5120003013676 相談受付システムによる賢約サポート業容拡大計画

大阪府 株式会社ＩＭＡＤＯＫＩ 9120001163759 リモート営業体制構築と販促活動強化によるビジネスモデルの転換

大阪府 株式会社ダブルジェイシー 8120001218388 ＶＲ内見導入による非対面型での不動産事業

大阪府 株式会社Ｗｏｒｌｄ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ 1120101029784 ＥＣ販売強化の為のＨＰを活用したサポートサービスのリモート化

大阪府 Ｍｅｘｉｃｏｋｉｔｃｈｅｎ×Ｂａｒ　ｍｕ － チョコレート販売開始による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社Ｒｏｎｉｎ 7120901038599 キッチンカーを使った宣伝と新しいビジネスモテルの構築

大阪府 Ｏｉｍｏ株式会社 4120001226116 ＥＣサイト開設による焼き芋の販路拡大と多機能ＰＯＳレジの導入

大阪府 行政書士事務所こころ － 申請入力ツール開発とＷＥＢ対応導入による生産性向上と販路拡大

大阪府 株式会社ＨＡＳＳＭ 1122001031333 オンラインセミナーへの転換による新規顧客開拓

大阪府 株式会社Ｐｒａｉｏｎ 1120001215014 女性起業家コミュニティの認知度アップと自社商品の開発強化

大阪府 アンジュ － 非対面オンラインコンサルティングと来店環境の改善

大阪府 うどんば　しん － 飲食店の非対面販売への設備投資と経営の安定化及び雇用の維持

大阪府 クレアシオン株式会社 7120001180830 すべて販路開拓と非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ｋｍｕｒｉ－ｙａ － テイクアウトとネット通販の導入によるお肉や燻製の販売

大阪府 コッコレ － エステサロンの将来を左右するオンラインスクールの構築

大阪府 村上ＦＰ事務所 － オンライン型経営コンサルティング事業の立ち上げによる販路開拓

大阪府 投資教育株式会社 8180001116241 求職者供給先開拓の為のビジネスモデル構築

大阪府 高槻あつ整体院 － オンライン指導型商品を導入し広告で新規顧客を獲得していく事業

大阪府 株式会社真魂 6120901022166 対面カウンター飲食店から非対面利用可食堂への転換事業

大阪府 Ｏｆｆｉｃｅ　ＡＬＬＹ － Ｗｅｂカウンセリングの拡大

大阪府 Ｌａ　ｌｉｂｅｒｔａ － テイクアウト用商品（お米のコロッケ）販売による売上増加計画

大阪府 株式会社ｓｏｒａｉｒｏ 4120001206398 「おうちでできる髪質改善ケア」プログラムによるオンライン指導

大阪府 堀内鏡工業株式会社 4120001021632 ＥＣコマースでのＢｔｏＣ販売強化のため魅力あるＥＣサイト構築

大阪府 柊谷熔接所 － 建設業界の資材軽量化需要に対応した生産体制を確立し販路拡大

大阪府 マイリッシュデザイン － お客様の心を豊かにするインテリア事業

大阪府 株式会社ＰＭＩ関西 8120001175111 精神・発達障害者への教育・福祉・就労支援事業のｗｅｂ活用

大阪府 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｏｍｐｌｅｘ　ＴＩＡＲＡ － 非対面でのヨガレッスンの提供

大阪府 トゥモローリンク － 【リモートワーク社員向けの各種オンライン研修・支援事業】
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大阪府 プライベートトレーニングサロンＩｒｉｅ － 動画上でオンライン販売を確立し非対面販売を確立させる

大阪府 株式会社ゲット・ワン 7120001126016 美容室専売メーカーによる通販サイト

大阪府 株式会社アクアリウムトールマン 8122001033380 プレミアムトールマンＴＶショッピング（ＰＴＴＳ）の開設

大阪府 株式会社リーフ 7120002061534 ＺＯＯＭ、ＶＲを利用した新規住宅事業の営業改善への取り組み

大阪府 合同会社和佐塾 3120003016648 家にいながら「体験」し、自己信頼感を育てる

大阪府 株式会社ＣＩＲＫＬＥ 2120001195552 新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社髙安 122001031203 遠隔美容治療部門開設、オンラインカウンセリングで在宅ワーク

大阪府 有限会社ピースアンドグロウ 8120902014747 新ブランド　「ｈｏｎｅｙ＆ａｒｔ」　の開発と広報

大阪府 エヌ・エフ・ジェイ株式会社 1120001102402 精神・発達障害者への福祉・生活・就労支援事業のｗｅｂ活用

大阪府
行政書士コンプライアンスハーツ共同事
務所

－ Ｚｏｏｍ　と　動画　による非対面型ビジネスモデルの確立

大阪府 ロイヤルセキュリティ株式会社 9120001106585 『テレワークと非対面型営業システムの導入』

大阪府 株式会社イズイズ 5120001180840 ＳａａＳ型ＷＥＢサービスのレンタル販売

大阪府 宮﨑郷土料理　どぎゃん － オンライン通販商品開発と近隣宅配強化とＰＲ強化で販路拡大作戦

大阪府 株式会社アールズルート 6120001193255 工務店と職人及び消費者とをマッチングさせるシステムの会員開拓

大阪府 株式会社ＧＲＯＷ 4120101058401 世界にツムグ！！オンラインスポーツ事業

大阪府 有限会社ハートプロ 7120002068389 リモートワークで失敗しないパワハラ防止対策オンライン講座開発

大阪府 ＵＭＩＵＭＩ － 選択と集中！オンライン戦略で新型コロナ感染症に勝利！！

大阪府 ａｍｏｒｅｔｔｏ － 設備強化による味・品質向上×体験型新規サービス事業

大阪府 株式会社クーディビジョン 1120001155631 オンライン婚活！自宅から出会うサポート体制万全の結婚相談所！

大阪府 株式会社ガッツ 1120901031683 非対面販売のライブコマースへの転換

大阪府 株式会社トラベルテックラボ 7120001197965 訪日外国人向けオンライン免税ショッピングアプリ＂ＪａＦｕｎ＂

大阪府 ユニバーサルケア株式会社 4120101052544 ホームページ充実化の販路開拓及びネットワーク事業の開発

大阪府 ＤＲＡＮ －
新薬剤の開発と顧客のつながりを持つオンラインサロン型ホームページの開
設

大阪府 株式会社鈴屋 7120901016480 小さな豚まんの認知度アップとＥＣサイトによる売上増加計画

大阪府 ライド － ネットカメラマン　コロナ対策

大阪府 相和電気工業株式会社 2120001112433 ブランディング戦略で信用度アップ！ＷＥＢ広告で販路開拓！

大阪府 株式会社Ｋｉｎｄｌｙ　Ｌｉｎｋ 3120901031657 老人ホーム対面式オンライン相談・オンライン見学事業

大阪府 ＦＲ株式会社 6120901035928 非対面と個室化によるストレスフリーな滞在型宿へのリニューアル

大阪府 株式会社エムエステート 7120901032387 元チャンピオンがサポート！フィットネス動画で販路拡大の取組み

大阪府 焼鶏　誠 － 遠方を含めたテイクアウトを可能にするＥＣサイトの構築

大阪府
株式会社アウトスタンディングパートナー
ズ

7120101056988 完全オンラインでのセールスコンサルティング事業開始！

大阪府 レストランバー＆カフェ　スタジアムカフェ － 新型コロナウィルス対策・カレーライスランチ営業とＥＣ販売

大阪府 コナツ　コウイチ（ことりちゃん） － オンライン事業（出版・配信事業）の開設・設備投資

大阪府 酒房　まるの台所　Ｐｌｕｓ － 新商品のテイクアウト及び通信販売への新事業展開

大阪府 合同会社堺グリーンホテル・イン 5120103002265 ホテルレストランを利用してのテイクアウト及びデリバリー事業
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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

大阪府 香里まつだ整骨院 － 既存患者の外傷鑑別強化とコロナ対策の為の設備投資

大阪府 株式会社藤居 6120001008504 仏具「はこはか」の新聞写真広告による認知度と検索数の向上

大阪府 エイチアンドダブリュー株式会社 1200001119165 ＥＣ事業におけるさらなる販路拡大

大阪府 Ｓｅｘ＆Ｂｅａｕｔｙ株式会社 2120001212836 新規顧客開拓のための新施術技術開発とオンライン環境の強化

大阪府 養生料理教室いちか － オンライン講座受講促進によるリスク分散及び新規顧客開拓事業

大阪府 株式会社ＣＨＣ 3120001220870 関西を中心とした不動産アライアンスの構築

大阪府 株式会社営業組織強化 9120901042310 オンライン上での受注獲得体制の構築による新規顧客開拓

大阪府 コインタックス株式会社 7120001213094 インターネットコンサルティング

大阪府 シーライヴ株式会社 3120001097070 開発環境のリモートワーク化／商品のネット広告

大阪府 スタートアップ合同会社 4120003016077 『テレワークとホームページ自動販売システムの導入』

大阪府 株式会社シュクラン 6120001217848 ネット販売事業、ＥＣサイト事業による新たな販路開拓

大阪府 ｃｈａｒｍ　ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ － 美容室のＥＣサイト構築による販路拡大と新規顧客獲得

大阪府 合同会社富士グローバルビジネス 1120003015065 コロナ危機をチャンスに変える民泊稼働回復策および安全運用化

大阪府 株式会社システム研究所 1190001010961 コロナ対応！西日本初卵サンド専門店の非対面設備設置推進計画！

大阪府 スマイル英会話カフェ＆スクール － スマイル英会話オンラインコーチングスクール

大阪府 Ｎａｔｕｌｌｙ － 美意識高い女性のサロン～新規顧客獲得を目指して

大阪府 株式会社ハルサク 5120001190815 サプライチェーンの毀損への対応と新規販路開拓によるＶ字回復

大阪府 ＢｅｌＴｅｍｐｏ株式会社 7122001031740 Ｗｅｂ機能付き。医療介護求人ポータルサイト。

大阪府 株式会社ＡＳＴＲＥＸ 7120001210570 和包丁専門越境ＥＣサイト構築による新規顧客開拓

大阪府 ＡＶＡＬＵＥ　ＣＲＥＡＴＥ合同会社 7120003014929 「ＣＩＰＰｏ本町・淀屋橋」チャンネル

大阪府 Ｍａｒｅ － 「ショップの知名度を一気に向上させるＳＮＳ広告の運用」

大阪府 株式会社ニウ・アンド・パートナーズ 4120001165371 在宅型不動産鑑定評価システム構築事業

大阪府 ＦＩＥＬＤ　ＤＯＯＲ株式会社 3120901033926 設備導入により生産性向上、テレワークによる雇用の維持の実現

大阪府 ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － 革製品のオンラインオーダーシステムの構築で売上アップ

大阪府 青霄書法会　泰雅教室 － 書道教室のオンライン化とアピールで販路拡大売上アップする事業

大阪府 合同会社ＴＴインベストメント 5120003015508 ＥＣサイトでリフォーム工事発注・テレワーク確認システムの構築

大阪府 アセットライフコンサルティング株式会社 6140001099863 顧客、企業へのｚｏｏｍの活用によるオンラインセミナー

大阪府 合同会社Ｐ＆Ｂ財務パートナー 6120003016216 ＷＥＢサイトを活用し非対面型のリモート営業体制を構築する事業

大阪府 株式会社プログレ 6120001214325 ネットとＶＲや３Ｄを活用し新規顧客を獲得。テレワークで対応

大阪府 焼肉・韓流鉄板鍋　すずらん － お持帰り用精肉販売及び高品質冷凍による通販用冷凍商品の販売

大阪府 シナジードライブ合同会社 2120003013902 越境ＥＣのオンライン講座の提供

大阪府 コジーコーヒースポット － テイクアウト・デリバリー対応強化事業

大阪府 株式会社ＭＥＥＴＳＨＯＰ 5011001115244 自社オリジナルサプリメントの製品化および通信販売での販路開拓

大阪府 合同会社インプレスビルド 7120003012569 店舗の無人化、およびテレワーク移住者の取り込み

大阪府 ＯＫＯ株式会社 4120001217189 キッチンカーでＶｅｇａｎ向けお好み焼きを販売する事業
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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

大阪府 株式会社レアリザール 1120901031477 オンラインサロン事業

大阪府 株式会社テパルティーコーポレーション 7120001217153 「果物茶」の定着を図りネット販売を強化

大阪府 Ｌｉｌｙｌｅａｔｈｅｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － 自宅で革製品をオーダーメイド！システム構築で売上アップ

大阪府 フードビズ合同会社 7120003014565 大阪を代表する食のまち「福島」に特化したフードデリバリー事業

大阪府 株式会社ＢＬＥＶＥ 8120901042542 ボイスサイズフルオンライン化への環境構築事業

大阪府 株式会社サーモグラフィティクス 3120001138642 ヒートスプレッダー（熱拡散板）の試作対応の迅速化と販路開拓

大阪府 株式会社トニック 4120001222461 ＥＣサイト開設とスマホで処方箋を送れるアプリの開発

大阪府 株式会社ウインズフロム 9120901018764 Ｍａｄｅ　ｉｎ　ＪａｐａｎハワイアンジュエリーのＥＣショップ

兵庫県 合同会社甲子園リアルエステート 3010603004971 スカイガーデンズ物件ＨＰ作成、スマートロックによる遠隔管理

兵庫県 株式会社がいな 2140001102515 うどんで家族の笑顔作ろうセットで全国に広がるうどんと笑顔の輪事業

兵庫県 ＭａｒｒｉａｇｅＳａｌｏｎプリムラ － オンライン婚活導入と販路開拓

兵庫県 ＯＰＵＳ合同会社 3140003013296 ＢＩＳＫ製品の専門販売ショップの立ち上げ

兵庫県 株式会社インクデザイン 1140001101848 日本のお菓子を定額購入できるサービス「ＯＭＯＴＡＳＥ」の開発

兵庫県 オーズクリエイティブ － オンラインカタログを使ってのカスタムＰＣの販路開拓

兵庫県 クロダコーポレーション株式会社 9140001087618 非対面型の新市場開発＆注文機会増出の為の広報活動の強化

兵庫県 タイムハック株式会社 2140001077501 ＳＤＲ（ソフトウェア無線）を活用した簡易計測システム

兵庫県 宮藤真帆 － オンラインレッスンの品質向上と音楽動画制作

兵庫県 岩本工務店 － 営業活動を非対面で行えるシステムを構築

兵庫県 株式会社Ｌｉｎｋｐｌｕｓ 3140001108255 家族でリフォーム＆ＤＩＹ！楽しいスティホーム推進事業

兵庫県 パーペチュア － 洗練と可愛さを両立した安心安全キッズリボンアクセサリーの販促

兵庫県 大西電工 － ＨＰを作成し非対面ビジネスモデルへの転換

兵庫県 美活サロンここあ － 店舗型対面ビジネスから非対面型全国対象ビジネスへの販路開拓

兵庫県 ホームエイド株式会社 2122002010797 ～ピンチをチャンスに変換する勇気をもって～

兵庫県 株式会社ＭｉＣｒｅｗ 1140001104561 オンラインレッスンへの対応・在宅ワークの実施・ヨガ事業参入

兵庫県 ＤＯＳＥＮ － オープンマーケットからの新規案件獲得体制の構築

兵庫県 合同会社センターフォワード 3140003013866 ウェブ媒体等による非対面型での入居者募集、バーチャル現地内覧

兵庫県 株式会社オープンハッセー 5120001171880 オンライン本質ダイエットセミナー

兵庫県 お気に入り空間・プレール － 自宅で綺麗に！動画で繰り返し学べるオンラインレッスンへ！

兵庫県 ｇｕ－ｓｕｎ － 「女性に潤いを」～新たな顧客獲得を目指しＥＣサイト開設

兵庫県 株式会社ジースト 9140001095133 オンライン講座販売による非対面ビジネスモデルへの転換

兵庫県 ＹＵＭＭＹ　Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ － 健康意識の高い方向け美活メニューの開発と非対面の利用客数増加

兵庫県 ポシュテル大阪２４０ － ＩＣＴ技術を活用した旅館業のデジタル化

兵庫県 ＭＩＲＡＩＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ合同会社 7140003014729 小型水耕栽培プラント及び資材・消耗品等のＷＥＢ販売

兵庫県 特定非営利活動法人　婚サポ オンライン婚活事業

兵庫県 小野絶好調らーめん － 「待ち時間なし」テイクアウト事業
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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

兵庫県 ＡＩＤＡ － 非対面ビジネス対応ドライブスルーブースキット非対面販売事業

兵庫県 きしだ英語教室 － 動画配信、オンラインによる教育サービス提供体制の構築

兵庫県 株式会社山旅人 7140001071870 登山家が勧める登山グッズのネット販売と企業研修の集客事業

兵庫県 株式会社レストレーション 6140001108401 クラウドファンディングプロデュース事業

兵庫県 西神土地建物管理株式会社 5140001093784 Ｓ（ｓｐｅｅｄ）Ｏ（ｏｎｌｉｎｅ）Ｓ（ｓｍａｒｔ）発信

兵庫県 大庭社会保険労務士事務所 － ＨＰ・ＥＣサイトによる販路開拓

兵庫県 株式会社デビュー 3140001020311 サスティナブル商品で市場を活性化

兵庫県 ＨＩＧＡＭＥＧＡＮＥ株式会社 ＡＲアプリ（仮想試着）を利用したＷＥＢ販売の取り組み

兵庫県 有限会社勝富 9140002053676 給食による地域の食事支援拡大と非対面受注フォームの導入事業

兵庫県 Ｎｏ．２ｗｏｒｋｓ∞ － コンサルティング事業のオンライン化による収益基盤の再構築

兵庫県 ステッキ・つえ専門店つえ姫 － 神戸発のオリジナル杖を全国へ。ネット販売強化大作戦！！

兵庫県 サゴニューマテリアルギターズ － 多言語に対応した中国向け販売サイトによる販路開拓事業

兵庫県 バーノエル － コロナウイルス終息に向けての新規ホームページよる販路拡大

兵庫県 株式会社ＪＯＨＮ　ＲＥＦＥＲ 4140001098867 インバウンド用ＥＣサイトの構築

兵庫県 株式会社Ｌｕａｎａ 6140001116684 人材育成事業／営業活動のオンライン化による新規開拓事業

兵庫県 有限会社アゼイリア 5120002068647 オンラインレッスン講師を支援するＷｅｂサイト運営

兵庫県 ｃｕｅ’ｓ　ｅｇｇ － マフラー作りのワークショップのＷＥＢ販売事業

兵庫県 株式会社カルティベイトインダストリー 7140001034324
独自のブランドポジションを掴み、ブランド知名度を上げていくためのＨ　Ｐ活用
計画

兵庫県 畠田孝子行政書士事務所 － ＢＣＰを見据えた行政書士事務所におけるテレワーク環境整備

兵庫県 チッチャ － ＥＣサイトを活用したパスタメニュー等の物販事業の新規立上げと販路開拓

兵庫県 株式会社平田建設 6140001065238 ネット販売システム構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 株式会社ＣｌｏｕｄＮｉｎｅ 3140001101326 スポーツＥＣサイトによる、非対面型ビジネスモデルへの転換事業

兵庫県 株式会社ＳｙｎｅｒＧｙｍ 6140001054249 リモートオンラインによるフイットネス事業の拡充

兵庫県 株式会社ペイント工房 1140001074103 職人特化型サイトの作成と非対面ビジネスへの転換で販路拡大

兵庫県 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｈａｒｅｈｏｕｓｅ － 庭改良によるテレワーク　等の空間の整備と非対面案内方式の導入

兵庫県 株式会社ラクラス 8140001112384 ホームページ等を活用した非対面での新規入居者の獲得

兵庫県 Ｓｐｏｏｎ － テイクアウト予約システムの構築による売上向上計画

兵庫県 株式会社トーラス 1140001112119 「（同業者向け）オンライン講座・コンサルティング」提供

兵庫県 株式会社ＯＫＵＴＥＣ 6140001107832 ＣＬＯＳＥＲ事業の非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 株式会社ＮＯＲＩＯＮ 8140001108960 自社製品「家庭用自動収納棚」開発でサプライチェーン毀損に対応

兵庫県 ｋａｇｅｎ － オンラインサイトの開設と新業態の店舗開業による販路開拓事業

兵庫県 神戸フーケ株式会社 5140001102751 ブランディング再構築とｅコマース戦略への取り組み

兵庫県 ファームアンドカンパニー株式会社 2140001074630 非対面型ビジネスとしてＥＣサイトを活用し通信販売を拡大する。

兵庫県 有限会社中野製作所 9140002041904 技術を生かしたアイデア商品を扱うＥＣサイトを使った販路開拓

兵庫県 炭火焼肉新日本 － 非対面ビジネスへの参入と店舗営業の再開
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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

兵庫県 株式会社光百年 2140001107571 新規アイアン工房展開による顧客開拓、付加価値向上

兵庫県 株式会社　扶桑宝飾 5140001043500
お客様とお会いする時間は短くしても、心の絆はずっと長くつながっている。
時間は

兵庫県 ことり企画 － 非対面販売のためのＥＣサイト構築

兵庫県 コンピューターショップＷｅｂ － 遠隔を利用したフレキシブルなＩＴ関連サポート

兵庫県 ｓｔｕｄｉｏ　Ｂａｐｐｌｅ － 非対面型のオンライン音楽配信スタジオへの転換で３　密からも脱却

兵庫県 モーション株式会社 5140001071658 遠隔リアル飲食店“接客＆学び体験”のオンラインサービス

兵庫県 有限会社アームテックパブリシャーズ 4120002071040 持続可能なライブエンターテイメント発信事業

兵庫県 株式会社トライアンフ 8140001073676 集客方法を一部自動化させるシステム構築と広報の強化

兵庫県 有限会社オリエンタルメディカルサービス 8140002056036 かない鍼灸接骨院オンラインセラピー

兵庫県 あらき塾 － 教育用デジタルコンテンツによる非対面型のオンライン塾への転換

兵庫県 アルコ心理オフィス － 遠隔心理カウンセリングとオンラインセミナー体制の構築事業

兵庫県 ＰＭＡ合同会社 9140003010197 自社設備の強化と非対面型ビジネスによる自社商品の販売

兵庫県 株式会社Ｓｔｏｃｋ　Ｐｏｒｔ 3140001115961 不動産業者向け物件ＣＧ動画作成事業による新規開拓事業

兵庫県 まさよお灸操体サロン － 新型コロナに負けない、オンラインで学べる免疫力高い心と体作り

兵庫県 株式会社米寿 1140002058716 ＷＥＢサイトの機能充実とテレ生活を繋げる新規販路開拓

兵庫県 にしやま整骨院 － 完全予約制への移行とオンライン予約受付システムの整備

兵庫県 ロックガーデン神戸 － ＩＯＴ導入でお好きな時間帯に、いつでもトレーニングができる環境を

兵庫県 株式会社あずまや 4140001102967 キッチンカー購入による生産性向上と販路開拓

兵庫県 Ｍｏｎ　Ｎａｔｕｒｅ － ＨＰを用いた身体にやさしいお菓子の販路開拓

兵庫県 灘菊酒造株式会社 3140001060407 対面型直販ビジネスモデルからＥＣ販売へシフトチェック

兵庫県 料理教室ＣａｎｄＣ － オンライン料理教室を可能とする為のテレワーク環境の導入

兵庫県 岩田美術 － ホームページを利用した宅配買取事業

兵庫県 株式会社ＩＮＮＯＣＥＮＴ 8140001065921 オンライン・動画・ＨＰで構築する新ビジネスモデル

兵庫県 自家焙煎珈房ＣａｆｅＢａｕｍ － ネット通販によるコーヒー豆の拡販及び店舗改装による顧客獲得

兵庫県 ハーブティーショップ園 － ハーブティープロデュース

兵庫県 株式会社神戸洋靴 9140001116327 オンラインフィッティング販売

兵庫県 Ｐ経済研究所 － インターネット講演およびオンライン学習指導

兵庫県 株式会社みなとまち神戸のイメージ 7140001104481 テレワーク時代のコーヒー商品開発

兵庫県 ＣＯＴＯ　ｎｏ　ＩＬＯＲ　ＳＨＩＲＴ － コロナウイルス感染症の影響による店舗移転

兵庫県 アートハウス － 持続可能なエンターテインメント発信事業

兵庫県 株式会社ＡＫＩＮＤ 4140001093389
リモートワーク、オンラインミーティングの活性化及び、コロナ収束後のクライア
ント創

兵庫県 Ｋａｒｔｅｒ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｌａｂ － 非対面型オンライン講座をアピールするための新規販路開拓事業

兵庫県 有限会社金井四郎兵衛商店 6140002009813 テイクアウト・ランチボックスの開発と試作品の製作

兵庫県 久保　賢一 － オンラインによる姫路密着型ネットトータルサポート事業

兵庫県 居酒屋あっしゅ － テイクアウトやネット販売などによる販路の拡充
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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

兵庫県 株式会社牧歌舎 8140001080474 書籍編集制作（個人自費出版サービス・法人記念誌制作）

兵庫県 株式会社苅野サービス 3140001108115 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化

兵庫県 株式会社ＰＬＵＳ 7140001099111 ＬＰ広告を運用し保険相談の商圏を全国に拡大する

兵庫県 株式会社ピッコロッソ 1140001112548 新型コロナ禍百貨店売上激減対策・通販販促用チラシの作成送付

兵庫県 株式会社スリーワーズイノベーション 1140001112184 地域産業との繋がりをそのままに神戸の街を全国へ！

兵庫県 エンブリッジ － 家庭学習をサポートする「どこでも個別指導塾」事業

兵庫県 Ｆｅｌｉｃｅ音楽教室 － オンライン指導と動画コンテンツによる非対面モデルの構築

兵庫県 合同会社良姜 3140003014336 予防・遠隔管理体制の構築による安定供給の確保および生産性向上

兵庫県 三崎　智子・フリーアナウンサー － 自宅録音の為の機材購入・環境整備

兵庫県 ＴＡＴＳＵ　辰 － コロナの影響より環境改善・商品とサービス宣伝為に設備投資

兵庫県 フォーチュンボイス － ボイスメンタルセラピスト養成事業

兵庫県 Ｒａｐｉｄ － コロナ等に打ち勝つ３つの新体制構築で売り上げアップ

兵庫県 ＨＦ　ｋｏｂｅ － オンラインで理美容師予約が可能なマッチングアプリの作成

兵庫県 良友酒家 － テイクアウト中心のメニュー作りと地方発送やギフト商品の強化

兵庫県 アイエスシステム株式会社 6140001030019 ＩＣタグを使った真贋判定システムの商品化

兵庫県 株式会社ＯｒｇａＬｉｆｅ 5140001093198 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 株式会社ステイザファクトリー 1130001059245 国内集客強化のためのＷＥＢサイト構築と施設設備の更新

兵庫県 笑売繁盛株式会社 6140001042146 販路拡大！国内初！飲食店消耗品専門通販店運営事業

兵庫県 ＪＥＳＵＳ　ＰＩＺＺＡ － テイクアウト＆デリバリーＰｉｚｚａＳｔｙｌｅの一部へ

兵庫県 スペーストレジャー － 「スピリットボイス」ｅ－ラーニング１８本制作事業

兵庫県 合同会社クマクマオ 7140003014241 遠隔監視システム及び防草シートの導入

兵庫県 植物セラピーあろあろ － 販路拡大に向けた新商品開発と自社ＥＣサイトの制作

兵庫県 ＳＣＩＲＥ － イベント需要減に対応した、高画質動画ライブ配信サービス事業

兵庫県 テーラーヨシダ － コロナウィルス終息を待たないで販路拡大するためのツール作成

兵庫県 けんゆうカイロプラクティック － 心と身体の両面から取り組む非対面型でのアトピー治療

兵庫県 エムズホーム株式会社 3140001030293 コロナを乗り越えるためのＨＰ戦略

兵庫県 株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ 4140002053961 当社独自の牛肉食品の通販事業の立ち上げとデリバリー事業の開始

兵庫県 整体院ｃｉｅｌ － ＥＣサイト及びオンライン配信指導を活用した販路拡大

兵庫県 デザインオフィススイッチ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 今日や － ワイン拡大、店舗改装による新規顧客の開拓事業

兵庫県 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｄ＇ｏｒ 8140001093880 非対面型料理教室のためのオンラインサロン開設

兵庫県 株式会社　フロント 9140001113299 ｆｌｅｕｒ－ｓｅｌｆ

兵庫県 Ｇｒｅａｔ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　Ｉｎｃ．株式会社 8140001074518 アフターコロナを見越した宅配事業の強化、通販型事業への取組

兵庫県 株式会社Ｓｐｉｃａ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 7140001107666 ＥＣサイト販売強化による新規顧客獲得、売上・収益の拡大事業

兵庫県 株式会社エスアイシーコーポレーション 5140001082325 美容通販サイト
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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

兵庫県 ＳＡＫＵＲＡ　ＳＰＡ － エステ・アイラッシュメニュー拡大のための改装、ＥＣサイト開設

兵庫県 株式会社花美姿伝 9140001096783 ネットショップの構築及び既存取引先への発注システムの変更

兵庫県 アンカーキックボクシングジム － 有料動画の配信サービス

兵庫県 スタジオリーヴス株式会社 4140001088694 新規商品　名馬専門写真集の制作・広報活動と新規事業への参入

兵庫県 特定非営利活動法人Ｏｎｅｓｅｌｆ 7140005021723 共用空間改装と非対面案内方式採用でシェアハウス入居率向上

兵庫県 株式会社Ｈ＆Ｋ 1140001109511 Ｗｅｂとチラシで感染症対策を周知し、オンライン予約を受ける

兵庫県 Ｗｅｂ　Ｃａｍｐｅｒ － 動画配信とｚｏｏｍ　を活用した非対面型ビジネスモデルの構築

兵庫県 特定非営利活動法人ｓｏｓｈａｒｅ 4120005015960 実店舗からオンラインマルシェへ非対面型ビジネスモデルへの変換

兵庫県 合同会社２５２５ｓｔｕｄｉｏ 3140003013908 移動販売車と望遠レンズによる非対面写真撮影

兵庫県 株式会社カナダ 4140001075420 テレワーク導入事業

兵庫県 株式会社ＦＯＢＯＮ　ＰＩＣＴＵＲＥＳ 5140001096507 ライブ配信事業の拡充・販路拡大

兵庫県 株式会社モスハウス田端 5140001095970 ピンチはチャンス！新たな集客媒体、非接触型の営業スタイルを。

兵庫県 ＣＡＣＨＥＴＴＥ － ドライブスルー方式の非対面型テイクアウトでで斬新な料理を

兵庫県 合同会社誠心館 5140003009128 オンライン指導＆授業・教室内の安全対策の促進

兵庫県 有限会社スミ・コーポレイション 7140002063660 ウェブ制作で集客・認知度アップ＆店舗認知の外装改装

兵庫県 せはたたかよ － 外国人労働者の言葉の壁を母国語で解決する学習コンテンツの提供

兵庫県 Ｍ　ｃｒａｆｔ － 調達困難な海外タイヤの代替として国産タイヤでサービス体制確立

兵庫県 株式会社　蛮海 7140001023896 テイクアウト・通販等店舗外営業の多角化プロジェクトのＰＲ

兵庫県 ＮＰＯ法人　ＬＯＣＡＬＣＲＥＡＴＩＯＮ 7140005023174 日本全国からネットで完結！クラウドファンディングサポート計画

兵庫県 マジェステ株式会社 7140001116782 中小企業経営者向け経営相談・情報提供プラットフォームの構築

兵庫県 有限会社総合ブライダル館いのうえ 4140002062392 新事業「終活・相続のトータルサポート事業」展開のための顧客開拓

兵庫県 株式会社井藤工務店 4140001057765 ステイホーム時代に対応したリフォーム事業による販路拡大

兵庫県 特定非営利活動法人ひとまちあーと 5140005007906 個室・分散型オフィス及びオンライン面談室の整備事業

兵庫県 みのるこま有限会社 3140002045761 ＥＣにて、非接触・非対面型商品・サービスの開発販売

兵庫県 ＡＤＯＫＡＮ － 紙媒体から革新！ＳＮＳ広告・ＷＥＢマーケティングのトータルサポートへ

兵庫県 ｂｅｌｌｅ　ｍａｇｅ（ベルマージュ） － ホームページでの足と健康とウォーキングのオンライン講座

兵庫県 合同会社リタリンク 5140003014672 国内外向けＥＣ販売

兵庫県 ＬＩＭコンサルティング －
ＷＥＢ会議システムの導入と事務所設備改装およびアピールのためのＨＰ刷
新

兵庫県 ゴルフラーニングスクエア　ブリーズ － ＷＥＢ・動画配信で全国認知度向上！非対面型ビジネスを成功へ

兵庫県 ＲＡＮＧＥ　ｂｏｄｙ － オンラインサービスの自動化によるトレーニングの非対面事業

兵庫県 ＴＨＥ　ＷＥＬＬ － ネット販売事業による販路開拓（ＥＣサイト）

兵庫県 株式会社秀興組 8140001093014 地域に密着した販路開拓～対面することなく見積＆営業～

兵庫県 有限会社オペラインターナショナル 1140002058798 オンラインショップに新規顧客ゲットキャンペーン！！

兵庫県 株式会社Ｂｉｔ　ｐｅｅｐｓ 5140001114945 消防設備点検業における省人化システム提供及び販売促進

兵庫県 有限会社ヴォイラ 6140002068280 元タカラジェンヌによるオンラインアカデミー制作
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兵庫県 パッソ株式会社 8140001023953 自社商品の自社サイト販売ＦｔｏＣ（工場から顧客へ）

兵庫県 ＷＡＡＯ株式会社 8140001115123 スイーツバーＡＳＨＩＯＴＯ　オンライン講座サービス＆物販事業

兵庫県 株式会社アートハウス 8140001083097 ＶＲの導入に伴うＨＰの改善、コロナ予防対策

兵庫県 株式会社いっぽ一歩堂 8120001138035 海外向け越境ＥＣサイトの開設、および手元供養用品の販売強化

兵庫県 ＡＫＩ　Ｆｉｔ － オンラインパーソナルトレーニング

兵庫県 イーマキーナ株式会社 4140001110623 Ｅｖａｓｉの非対面的ビジネスモデルの構築

兵庫県 株式会社トータルリンク 8140001092635 強みを生かした商品の取扱開始と動画ＰＲ及び労務管理見直し事業

兵庫県 株式会社アステッキ 7140001096777 動画視聴サイト構築による継続利用者数の獲得計画

兵庫県 ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ　　ＷＩＺ － テレワーク社員が実践できる非対面型オフィスヨガを告知する

兵庫県 Ｐａｓｔａ＆Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｃｒｅｏ － 自粛要請解除後にも有効となるテイクアウト強化による販路開拓

兵庫県 株式会社宝仙堂 1140001010792 非対面型販売での売上５割確保と販売エリアの拡大

兵庫県 合同会社芦屋ビビッド 9140003009953 バウムクーヘン専門ネットショップの日本一に向けた販売計画

兵庫県 有限会社いせや写真館 6140002068735 ＨＰ改修による非対面型サービスの実現や自社製品のネット販売

兵庫県 株式会社ファミリーエイジェンシー 2140001081949 テレワークによるＣＳＲ向上並びに新規顧客開拓

兵庫県 アミティエ外国語教室 － 語学のプロが専属で担当するオンラインレッスン

兵庫県 ｓｗｉｎｇ　ｂｉｚ株式会社 2140001116275 笑顔と新たな出会いが生まれるオンラインお見合いサービスの展開

兵庫県 アトリエシマノ － ネットショップでの販売と動画配信でのＰＲ活動

兵庫県 ＫＲＡＭ － ネット予約開始に伴うＨＰ　開設新メニュー開発及び告知

兵庫県 ＳＯＬＭＡ　ｐｌｕｓ － 今後の社会に向けたオンデマンド講座サイト構築による販路拡大

兵庫県 株式会社Ｓ＆Ｃ　Ｆａｃｔｏｒｙ 3140001103974 テイクアウト専用窓口によるお持ち帰り販売

兵庫県 トリケラデュエット － 「４輪駆動のレストラン形態でアフターコロナの大地を突き進む事業計画」

兵庫県 株式会社ラーベン・アンド・ニールセン 9140003008720 ＥＣサイト開設によるストックビジネスの構築

兵庫県 株式会社増本商店 7140001075896 非接触販売強化で知名度向上、新規顧客獲得、満足度向上を図る

兵庫県 株式会社ｂｉｔｔｅｒ　ｗｏｏｄ 7140001089293 券売機による顧客との接触対策と光触媒による抗ウイルス対策

兵庫県 濱田会計事務所 － 阪神地区シニア層にむけた相続ニーズの利便性向上

兵庫県 ｓｈａｒｅ　ｂｌｉｓｓ　ａｕｔｏ － コロナウイルスに負けない非対面で販売できるＥＣサイトの構築

兵庫県 太田浩明 － 通関士、貿易実務検定のオンライン授業の構築

兵庫県 有限会社江戸屋 5140002052095 元祖ぷりん大福の再ブランディングによるネット販売増加

兵庫県 佑就塾 － 佑就塾×「音声付き参考書」で最高の学習と結果を！

兵庫県 株式会社ＧＲＡＣＥＴＥＲＲＡ 14000199698 シニアのための「手間なし泡シャンプー」通販事業化と販路開拓

兵庫県 有限会社四国情報サービス 1140002027555 ホームページの作成及びＷｅｂ会議の導入とテレワーク環境の整備

兵庫県 ヤヨイ建設株式会社 6140001062160 ホームページと営業ツールによる主力商品の再構築計画

兵庫県 メディカルリンパ　ダンテブラ － 山岡式メディカルリンパセラピスト育成ＷＥＢスクールの創設

兵庫県 ザ・パフューマリー＆Ｃｏ．株式会社 9140001031749 非対面型接客システムの確立

兵庫県 パン工房ログ － デリバリー、通販参入
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兵庫県 ｓｏｅｕｒ － 非対面ビジネスへのシフトチェンジ

兵庫県 山下水道工業株式会社 4140001082111 顧客の要望を聞き取り可能なホームページ開設

兵庫県 株式会社あとりえ岡田 9140001021898 イメージシミュレーター搭載の決済機能付きＥＣサイトの構築事業

兵庫県 Ｓｉ　Ｔｕ　Ｖｅｕｘ － 密なリレーション構築を強化するウェブマーケティングの導入

兵庫県
株式会社クリエートジェムインターナショナ
ル

2140001024759 国際化ホームページからのインターネット販売事業

兵庫県 ＡＭＡＧＡＳＡＫＩクリエイティブサラダ － キャッシュレス、オンライン事業への強化による商店街の魅力向上

兵庫県 ＺＡＯ　ＪＡＰＡＮ － 若い女性向け新オーガニックメイクアップブランドによる販路開拓

兵庫県 河田　良馬 新規雇用により新型コロナウイルスを乗り越える為の販路拡大

兵庫県 株式会社　Ｙ｀ｓ　オート 2140001108520 ホームページ開設による非対面型ビジネスの確立に伴う顧客確保

兵庫県 まえしげ整体院 － 地域対面店舗型サービスのＥＣ化とオンライン収益化モデルの確立

兵庫県 株式会社ワイジェイグループ 8140001065120 コロナで減少した通信事業の補填の為の自動車関連事業の販路拡大

兵庫県 Ａｂｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｊａｐｏｎ － パリの最先端オーガニックスキンケアブランドによる販路開拓

兵庫県 岸本工業株式会社 5140001095814 顧客の要望を聞き取り可能なホームページ開設

兵庫県 ＣｏｅｕｒＨｏｎｎｅｔｅ － 「御社の製品は必ず売れる！ＷＥＢ物販コンサルティング事業の拡大」

兵庫県 アンセルライフデザイン － テレマーケティングを活用した「非対面型」オンライン保険募集

兵庫県 株式会社マチアケ 9120001211765 短期店舗等の入居促進のための区画改良と非対面案内方式の導入

兵庫県 ６０家 － 一般ユーザーからの商品の買取開始で、仕入を安く利益率向上計画

兵庫県 株式会社コレット 8140001033903 『アクセサリーＥＣサイトの細分化による新規顧客開拓事業』

兵庫県 ＧＦ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － テイクアウト商品開発と物販製造強化用の新店改装工事と設備投資

兵庫県 株式会社ワールドタイムス 2200001016584 美容室

兵庫県 株式会社カレントストン 5120001145190 ツールを導入して市場未成熟な関西で３Ｄ－ＶＲ事業を独自展開。

兵庫県 ｇｏｒｉｙｏｇａ － ｇｏｒｉｙｏｇａリスタートに向けての取り組み

兵庫県 関西メディア株式会社 9140001052869 ワンマン・オペレーションによるＬｉｖｅ動画配信サービス事業

兵庫県 神戸歯科技工クラスター － デジタル歯科技工への変革！対面から非対面型オンライン取引へ

兵庫県 Ｌａ　Ｓａｎｔ’ｅ － オンラインでセルフケアプログラムを構築し、心×体の健康美を！

奈良県 町屋の宿　宮 － 非対面式チェックインシステムの導入、ネットの拡充

奈良県 まほろばの森 － 新しい生活様式に適した商品の開発とネットビジネスへの参入

奈良県 株式会社オールワン 8150001007930 タンしゃぶ鍋と高級ブランド和牛の通販事業】

奈良県 Ｇａｒｄｅｎ － 映像事業への転換及び映像コンサルティング業務の拡大

奈良県 櫻乃庵　有限会社トレンディー 4150005007996 ＥＣサイトの立ち上げによる販売のオムニチャネル化と新商品開発

奈良県 旬彩かづ － 「テイクアウトデリバリーかづ」

奈良県 ビル・エイド株式会社 9150001020569 施工事例を充実させたホームページとＳＮＳ活用による新規販路開拓

奈良県 サージカンパニー － 販路拡大の為のインターネット販売開始と新商材の海外輸入

奈良県 エアラボ － ドローンによる観光プロモーションの確立

奈良県 株式会社スペースドットラボ 8150001008136 既存顧客との繋がり強化及びＥＣサイトの開設
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奈良県 株式会社朱雀技研 8150001018052 ロボット製作部品情報の動画配信環境整備

奈良県 つじもとＦＰ事務所 － 長生きをリスクにしない！「お金と健康の不安」を　ＦＰ　相談で解消

奈良県 丘の上さろんＬｕｃｕ＊Ｌｕｃｕ － 親子サロンが庭で出来る発達遊びを促進する環境整備事業

奈良県 株式会社アンジェスミュージック 9150001020726
お家をイベント会場に！ハイクオリティ音質動画配信と充実したテイクアウトメ
ニューで

奈良県 経営システムの改善 － ＷＥＢシステムによるビジネスモデル転換及び情報発信

奈良県 Ｐｕａ　ｍａｌｉｅ － 五感すべてが安心安全して来ていただけるサロンを目指して

奈良県 トトリエ洋裁教室 － 洋裁教室だからできる！おしゃれで質の良い布マスクの製作販売

奈良県 株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ　ＳＵＭＭＩＴ 9150001023308 日本のプレミアム農産物を世界に届ける専門商社

奈良県 髙井ニット株式会社 9150001012987 安定した自社生産を継続するための設備更新と販路開拓

奈良県 アースワーク － ネット利用で移動販売車強化と販路拡大

奈良県 株式会社ハートボックス 7150001020034 ｅｋｉｍｏ梅田店改修工事とリニューアルオープン販促

奈良県 美腸エステサロン高畑 － 解決方法がわかる健康情報サービス提供事業

奈良県 有限会社オフィス広岡 5150002003576 営業時間半減、満足度倍増、ＷＥＢ活用超効率型営業活動への転換

奈良県 橋本写真館 － 主張移動フォトスタジオ

奈良県 焼肉工房　もく － 『地域の安心重視　顔が見える牛肉宅配事業』

奈良県 株式会社岡井麻布商店 9150001018695 ・新型コロナの影響を受けての販売形態の構築・販路拡大

奈良県 白庭興産株式会社 6150001020233 １・安全で安心な利用環境を整備２・非対面型対応への移行

奈良県 ｂａｒ　ＮＡＬＵ　（バー　ナルー） － キッチンカーによる移動販売

奈良県 美造 － オンライン商品開発とＹｏｕｔｕｂｅ等広告を使った新たな販路開拓

奈良県 リラクゼーション整体ボディバランス － 集客ＷＥＢサイトの拡大（契約社数を増やし、新規のお客様を集客する）

奈良県 奈良万葉法律事務所 － ネット動画で優しく簡単に。依頼者とつながる事務所へ転換

奈良県 ＤＩＮＩＮＧ　ＫＡＲＡＯＫＥ　ＢＯＯＮ － サプライチェーンの毀損への対応

奈良県 濔風西大寺店 － 状況によった需要に対応し投資を行うことによる売上向上をはかる

奈良県 株式会社マグシス 9150001016419 新型コロナウイルスで激減した健康麻雀教室の顧客回復への取組み事業

奈良県 株式会社しあわせ家 6150001007346 真空調理によるお惣菜の通信販売。

奈良県 株式会社樞 2150001021292 人と自然環境の共存・共生「癒しと調和」の食の提供と心身の育成

奈良県 株式会社Ｒｉｃｈｅ　Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ 9150001023365 どら焼きギフト専門通販サイト「古都乃和～ＫＯＴＯＮＯＷＡ」

奈良県 わん好き！ － 新商品ジビエ肉と国産フード発売とＰＲのためのサイトリニューアル

和歌山県 杏亭 － 多ブランド大口デリバリー専門店開業

和歌山県 神出建設企業株式会社 3170001005490 感染リスクを低減させるための最新測量機器導入による売上拡大事業

和歌山県 オーガニック十割蕎麦と地魚やまみち － 「コロナウイルスの飛沫感染防止の為の改装」

和歌山県 株式会社アンドコー 7170001015346 新規顧客獲得に向けたオンラインレンタル事業

和歌山県 株式会社亀田商店 7170001000686 食品の安全及び表示の適正に資する情報提供により増売を図る事業

和歌山県 株式会社フーズファイル 8170001008381 券売機の導入で非対面接客を可能にし、コロナ対策へ

和歌山県 有限会社和歌山マリンサービス 6170002006667 感染リスク軽減し、販売を向上させる仕組み作り
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和歌山県 株式会社中心屋 9170001005444 価値あるテイクアウトメニューを開発し持続的な販路拡大を目指す

和歌山県 株式会社ヤレバ 6170001015999 家庭で作れる本格的なラーメンの開発と通信販売による販路開拓

和歌山県 キャリアアイ － ＷＥＢセミナー、動画教材、非対面型コンサルシステム構築

和歌山県 株式会社ジャバララボラトリー 1170001005419 最終工程の自社内製化で商品供給を柔軟且つ可能にする

和歌山県 さくら学院 － オンライン授業・映像授業の導入

和歌山県 有限会社松房電機 7170002004835 お客様とＷＩＮＷＩＮで逆境を乗り切るサービス展開事業

和歌山県 ＰａｔｉｓｓｅｒｉｅＲａＲｅ － 地域の魅力を全国へ！コロナを乗り切るネット販売事業

和歌山県 谷口農園 － 和歌山県産タケノコの加工工程の内製化及び販路開拓

和歌山県 紀州へら竿和人 － 釣具販売のＥＣ化

和歌山県 ヘブンズ・ファクトリー － 高画質・高音質　動画配信サービス

和歌山県 ｆｅｒｍｅｎｔ　ｗｏｒｋｓ － 通信型少量醸造体験

和歌山県 雄湊　畠中整骨鍼灸院 － 全ての人の日常を取り戻す早期復帰計画と３密防ぐ動画配信体操

和歌山県 菓子工房　喜多亭 － 地元食材にこだわったスイーツのインターネット販売による販路開拓

和歌山県 一富士 － コロナ感染症で多大なる影響を受け、テイクアウト事業に方向転換

和歌山県 Ｏｒｉｇａｍｉ － 新たな時間帯での営業及びデリバリーサービスの提供

和歌山県 株式会社エイコーコジマ 1170001000361 制服メーカーとしての飛躍に向けたＷＥＢ販売計画

和歌山県 ティーズカフェ － 新型コロナ風評被害に伴うサプライチェーンの強化伸展

和歌山県 はなはな － ペットフードのネット販売による業種転換事業

和歌山県 オーガニックアロマテラピーサロンＮａｐｌｕ － 安心できる抗菌型サロンと独立支援型セラピスト育成スクール運営

和歌山県 株式会社Ａｗａｋｅ　ｔｈｅ　Ｓｏｕｌ 8170001015824 ウィズコロナ

和歌山県 ＫＡＩＨＡＭＩ　ＣＡＲＮＥ － 地方性と独自性を生かしたオンラインショップの開店

和歌山県 ＶＣＯＦＦＥＥ － ドリップコーヒーのオリジナルラベルとテイクアウト予約システム

和歌山県 有限会社ティースペック 9170002004718 音楽・イベント配信、無観客配信サポート事業

和歌山県 有限会社榎本家具店 4170002008608 あかね材家具インターネット販売による熊野循環プロジェクト

和歌山県 オフィス　フォレスト － 衛生環境の整備によるテレワーク体制の構築とＤＭによる販売促進

和歌山県 ＥＮＴＥＲ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ田辺 － ハイクオリティなオンラインレッスンサービスの構築

和歌山県 有限会社田舎茶屋 5170020000373 事業継続とお客様への感謝を伝えるお持ち帰り・販促事業

和歌山県 ＴＲＥＮＰＳ － デザイン力と企画力を発信する商圏及び販路拡大事業

和歌山県 まえ田 － 非対面型の和食・デリバリー店への転換。

和歌山県 食楽Ｃｈａｒｌｌ － 自社ブランド食品通販事業の実施と店内飲食のブラッシュアップ

和歌山県 和楽 － 安心安全な店舗作りと予約型テイクアウト販売の展開

和歌山県 レピマルカ － オリジナルアプリの開発で新たな販売形態の確立

和歌山県 ティーズカフェスイーツ － ホームメイドケーキ等製造販売衛生管理の普遍化

和歌山県 風神莫大小株式会社 2170001002828 ネパール等女性や産業支援ＳＤＧｓ配慮型デザイン繊維商品製造販売
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