
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

徳島県 有限会社森工芸 4480002005185 おうち時間を豊かにする製品の提案と販売サイトの設置

徳島県 株式会社はっとり 3480001001863 設備導入による物販強化・ＥＣサイトを通じた県外向け販路拡大

徳島県 廣瀬諭志建築設計事務所 － ＭＯＢＩＬＥ　ＯＦＦＩＣＥ

徳島県 有限会社Ｔ．Ｏ　ＦＵＴＵＲＥ　ＰＬＡＮ 6480002008814 作って！学んで！笑顔であっぱれ！徳島えっとぶりフェスティバル

徳島県 株式会社エーシーネット 1480001003696 「婚活難民」救済事業

徳島県 有限会社高倉工業 4480002013964 県外販路開拓展開に向けた設備投資による事業基盤の強化

徳島県 有限会社ボストン屋 5480002004541 自社対応能力の向上と顧客満足度向上のための新商品開発

徳島県 有限会社コックドール 1480002006203 飲食店の生き残りをかけたテイクアウト用新商品開発事業

香川県 三木　智子 － オンラインレッスン＆声のラジオ体操で非対面型レッスンを構築

香川県 エムケーミュージックスタジオ － オンラインボイストレーニング＆自社完結型の音楽制作事業

香川県 両忘 － 当店謹製チーズケーキのテイクアウト販売

香川県 有限会社かなくま餅 9470002015882 テイクアウト・和菓子部門の強化とネット販売による販路開拓

香川県 株式会社ＵＭＯＧＡ 6470001012900 感染症による需要の減少に伴う販路開拓の取組

香川県 株式会社インペックス 7470001009648 インターネットライブ配信通販番組『ライブショッピング』の開局

香川県 株式会社ビショップ 6470001014046 対面に頼らない集客やアプローチへの移行と新規動画作成事業参入

香川県 株式会社　後藤塾 6470001009640 アンチ３密事業

香川県 サントラベラーズサービス有限会社 6470002012610 エネルギーファンディング事業

香川県 ＵＫドッグアカデミー － オンラインレッスン顧客獲得マーケティングを連動させた動画制作

香川県 株式会社かのん 7470001013212 オンライン研修と教材販売による働き方改革と安定的成長

香川県 （有）ｍａｎｓｏ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ． 3470002013941 ドローンを利用した屋根や高所における家屋等の自然災害調査

香川県 有限会社香松 8470002001933 おうちで香松セット

香川県 ＢＯＯＫ　ＭＡＲＵＴＥ － オンラインショップの強化リニューアル、古書買取り推進事業

香川県 舷喜屋　善通寺店 － 『コロナにまけるな！笑顔、幸せ運ぶ、から揚げ屋さん。』

香川県 株式会社ページボーイ 470002006092 海外製サプリメントの輸入販売

香川県 西森くだもの農園 － 土木機械を利用した果樹の早期成園化

香川県 有限会社電マーク 3470002007704 ビデオ会議システムを用いたＡＩスタジオの設置

香川県 有限会社結月 8470002009084 無人チェックインシステム導入

香川県 悠大整体院 － オンライン施術および院内の感染予防対策の実施による顧客開拓

香川県
ｃｏｃｏｋａｒａ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｐａｃｅ　クリ
エイト

－ 看板工事による認知度向上及び施設利用時の無人対応システム導入

香川県 株式会社プロスパー・サンダ 3470001003662 フィットネスクラブ非対面型展開事業（ウェブ　レッスンの導入）

香川県 株式会社　さこぐち酒店 6470001008756 日本人観光客・地元客の向け店舗改装と食材サプライチェーン確立

香川県 ステーキダイニング人生意気に感ず － 香川県産の果物や野菜を活かしたアイスクリームの商品開発・販路開拓

香川県 合同会社Ｓ・Ｗ・Ｃ 5470003001480 オンライン２事業拡充　「脱！下請け経営塾」＆「洗車用品通販」

香川県 まなべ屋製パン店 － ネット販売システムの構築及び新商品開発

愛媛県 株式会社ＪＡＰＡＮＤＥＭＩＣ　ＣＯＭＰＡＮＹ 9500001021548 樽収納サーバーの製造及びレンタル設置による要冷蔵樽の販路開拓
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愛媛県 すこやか整骨院とべ院 － インナーマッスルを鍛える機械による非対面型ビジネス

愛媛県 ヤマショウ株式会社 3500001006876 “栄光のあゆみ”ＢｔｏＢへの販路開拓事業

愛媛県 株式会社瀬戸内ゆうき農場 8500001019741 ウェブ販売強化プロジェクト。

愛媛県 有限会社富士写真館 6500002013506 アフターコロナ時代のフォトスタジオへの転換

愛媛県 株式会社いっしん 1500001021761 おうちで楽しめるもつ鍋セットのテイクアウト・デリバリー

愛媛県 焼き鳥よつば屋 － 新商品開発による新規販路開拓及び拡大

愛媛県 Ｇｒｉｎ － インターネットを活用した花・植物のオンライン販売サービス事業

愛媛県 有限会社高山時計店 3500002004268 故人の想いに応える「火葬できる時計」の制作

愛媛県 株式会社エイガカン 6011501024365 どこでもデリバリー！　現場調理で本格ステーキをリーズナブルに

愛媛県 有限会社トーカイ食品 5500002004654 地元海産物の消費拡大に貢献するための生産設備強化事業

愛媛県 ＣＡＦＥ　ＢＣ － 新製品開発とネット販売システム構築による販路開拓事業

愛媛県 門間自動車 － 外注削減および収益改善のための整備作業内製化への取組み

愛媛県 Ｌａｓ　ｍａｒｉｐｏｓａｓ － 音漏れを気にせず安心してオンラインレッスンする為の防音室設置

愛媛県 中国菜館　華月 － 最新機械導入による新商品開発及び異業種等への販路開拓

愛媛県 有限会社キホク 3500002002263 抗ウイルス液を布おしぼりの洗濯工程で自動投入する衛生強化装置

愛媛県 Ｓｔｒｅａｍｌｉｎｅ － 手厚くサポートするための既存顧客向けマイページの導入

愛媛県 國枝食品株式会社 6500001022680 ネット通販による一般消費者へ向けた販路拡大事業

愛媛県 愛媛帽鞄有限会社 8500002001368 ＰＣタブレット端末対応通学鞄の開発、販路開拓。自社ＨＰの開設

愛媛県 ＫｕＲｏＣｏ　ｗｏｒｋｓ株式会社 6500001021542 チョコレート事業の非対面販売へのシフトおよび新規事業の展開

愛媛県 株式会社平井アート 6500001003441 「キャラクターアクセサリーの通販事業へのビジネスモデルの転換」

愛媛県 松本陽子健康体操研究所 － 「コロナに負けない健康サポート事業　～新しい高齢者介護予防事業～」

愛媛県 有限会社セッション 8500002010261 オンラインでできる少人数ウエディング及びフォトスタジオ開設

愛媛県 サンサンファミリー株式会社 2500001018105 子育てママからのリアルを発信するドコママホームページ制作

愛媛県 有限会社スタジオ・ツーワン 2500002003700 “来店不要”でアルバムの確認ができるホームページ制作

愛媛県 株式会社メディカルネットワークＣ３ 1500001006647 遠距離サポートを実現するホームページ制作

愛媛県 株式会社レイワン 4500001022055 オンラインでリフォーム依頼を受けるホームページ制作

愛媛県 新居浜ジャンドール － 無観客または少人数イベントのライブ配信・密を避けるための中継業務

愛媛県 株式会社来島シーフードサービス 6500000108753 漁師町のビア　ホールが取組む、新しい飲食店経営の取組み

愛媛県 株式会社ＧＡＴＩ 2500001021959 オンラインインターン実施とＷＥＢでの学生集客システム構築

愛媛県 株式会社アーリーバード 9500001000295 住宅展示場のＶＲ化とリノベーション事業、剣道マスクの販売

愛媛県 合同会社まともや 9500003002397 お弁当デリバリー委託による非対面ビジネス実現及び付加価値向上

愛媛県 Ｔｏｔａｌ　ｂａｌａｎｃｅ－ｕｐ　ＭＡＨＡＮＡ － 人との繋がりが感じられるオンライン化構築で新規客獲得を目指す

愛媛県 藤井智子 － Ｇｏｏｇｌｅ機能等を活用した業務効率化及び新規顧客獲得

愛媛県 ちゃんぽん亭イーグル － 食堂の人気メニューを家でも食べられるよう商品化して販路拡大

愛媛県 株式会社栴檀 9500001006169 インターネット販売の強化で顧客の若返りと新たな顧客層の開拓
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愛媛県 ピストグループ株式会社 3500001017056 ウェブを活用した対面ビジネスからデジタル化への取組み

愛媛県 たぬき本舗株式会社 8500001021607 金属探知機の導入による販路拡大の為の安全安心の商品作り

愛媛県 有限会社ダイヤスポーツ 8500002011755 短納期デリバリー体制の構築

愛媛県 有限会社　風美堂製菓 8500002019922 自宅にいながら今治の味、”しまなみタルト”で旅行気分

愛媛県 有限会社大麦製作所 6500002001733 インターネットホームページ掲載による電気部品事業販路改革

愛媛県 Ｋｏｋｏ’ｏ － 顧客管理ソフトウェアの導入による事業体制の強化

愛媛県 ｈａｉｒ’ｓ　Ｓｗｉｔｃｈ － 高齢者に対する販路開拓、送迎付き理髪サービスの為の駐車場整備

愛媛県 リンク － ホームページ・ＬＩＮＥ等での非対面見積もり強化＆下請け脱却

愛媛県 株式会社サンガーデン松山 4500001006702 テイクアウト、宅配をメインとした飲食事業の立ち上げ

愛媛県 谷口商会 － 非対面型ネットショッピングで高付加価値地元食材加工品販売事業

愛媛県 有限会社マツオカ 2500002006315 徹底的な地域密着型経営で情勢に左右されにくい店作り

愛媛県 坂ダイニング － 業務の効率化を図り、地元愛媛の害獣であるジビエの消費拡大を図る事業

愛媛県 株式会社ＡＲＭＡＰ 4500001017170 新規仕入先確保と新規事業所設置、会社ＰＲのパンフレット作成

愛媛県 ビューティー・プロデュース華みずき － お洋服物販ウェブ販売。

愛媛県 ピッコロロマーナ － 「イタリアンソース」ウェブ広告販売強化プロジェクト

愛媛県 合同会社５ＳＥＣＯＮＤＳ 8500003002019 コロナ対策！！　抗菌・防臭　今治タオルを製作

愛媛県 学習塾　白修学院 － 完全オンライン授業に移行、地方教育の最先端に。

愛媛県 原始焼・おでん山本兵太郎商店 － 持ち帰り事業部の設置で販路拡大

愛媛県 有限会社新宮実業 6500002009099 新たな市場に合わせた新商品制作と通話アプリ等での非対面型営業

愛媛県 Ｌｅｖｅｒａｇｅ － オンラインによる会員制エグゼクティブアドバイザー事業

愛媛県 株式会社ＭｏｎｋｅｙＭａｇｉｃ 5500001013466 ネットショップ開設による販売促進計画事業

愛媛県 ＣＵＲＲＹ＆ＣＨＩＣＫＥＮ　ＰＥＣＯ － 自動券売機導入による非対面型ビジネスモデルへの構築

愛媛県 パイオニア石油株式会社 6500001003276 ステイホーム型の車検整備・メンテナンス促進

愛媛県 ビジョンフーズ － ＥＣサイトで物販の新事業開始と快適な席で客単価を伸ばす事業

愛媛県 株式会社ウィクスト 9500001019385 スマホから受発注できる非対面型ＥＣシステムの導入

愛媛県 株式会社ドーガープロモーション 8500001020897 漫画動画で中小企業の採用支援事業

愛媛県 有限会社福助珍味 9500002005707 ネット注文可能なテイクアウトシステムと顧客獲得のための改革

愛媛県 株式会社新多 9500001018429 地元の素材を大活用作戦

愛媛県 株式会社篠崎工業 7500001022077 非対面式の営業活動を行うためのホームページ制作

愛媛県 株式会社ＣＨＥＶＡＬＩＥＲ 8500001019007 クラウドを使用した非対面レッスンの開始

愛媛県 スターク合同会社 500003002331 非対面型ビジネスを導入した地域活性事業

愛媛県 諒榮 － ネット販売の構築によるフレンチトースト等の販路拡大事業

愛媛県 株式会社　ビジネスアシスト四国 8500001013546 テレワークを活用し、インターネット集客アップを図る

愛媛県 合同会社ライブテラスグループ 7500003001161 新型コロナウイルス対策動画作成　非対面型ビジネス

高知県 合同会社ＴＣ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 4490003001216 動画コンテンツ配信による広告とサブスクリプションでの収益化
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高知県 株式会社石禮工業 2490001007927 製品ＰＲ及び取扱説明を動画にして、非対面でのビジネスに転向

高知県 株式会社イーキューブプラス 4490001009517 オンラインスナックサービスの展開による需要開拓事業

高知県 美味だし家Ｐｌｕｓ － 接触頻度の少ない形態への転換と、テイクアウトを前面に出した展開

高知県 株式会社ダイドウ 2490001001418 土木工事事業者等に貢献する、新型循環式トイレ開発事業

高知県 ＯＦＦＩＣＥ．ＦＩＶＥ　Ｋ　ＳＴＵＤＩＯ　ココカノ － 企業広告用等の対物撮影の受注獲得

高知県 株式会社若草園 3490001002290 高知唯一の日本茶専門店　新販売チャネル構築による収益向上

高知県 ＭＩＫＡダンスプロデュース － ポールスポーツの大会審査員資格保有者によるウェアの製造事業拡大

高知県 株式会社グラディア 4490001004261 家庭を元気にする！オリジナルバーガーキットの開発・販売事業

高知県 合同会社ＳＩＪＡ 5490003001074 “オンライン授業”の導入による塾生維持および商圏の拡大

高知県 マジカルグライダーネット － Ｗｅｂを活用したライブ配信など複合型ライブハウスへの転換

高知県 株式会社オルトル 2490001008355 ＷＥＢ会議システム構築による環境整備、インバウンド需要の拡大
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