
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２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

新潟県 有限会社グランブーケ 8110002002109 非対面型ビジネスモデルの導入と既存営業の強化

新潟県 美酒佳肴よんよん － 自家製菓子、惣菜の製造販売卸し事業

新潟県 ＴＲＢＯＸ － イベントのインターネット配信事業

新潟県 Ａｔｔａｉｎ（アテイン） － 非対面型サービス対策事業

新潟県 株式会社ユースフルハウス 7110001028857 「非対面型販路開拓事業」～オンラインで家づくりを始めよう！！～

新潟県 ＡｔｅｌｉｅｒＣＨＩＡＮＴＩ － カヌレの通信販売および店舗でのテイクアウト

新潟県 Ｐｅａｒｌｍｏｏｎ株式会社 3110001034371 たるみケアのオリジナル化粧品のネット通販の販路開拓

新潟県 株式会社シエナホームデザイン 9110001009616 在宅で家づくり

新潟県 ＴＨＡＬＥＩＡ － ｗｉｔｈコロナに向けたＥＣ販売の着手と新たな販促ツール製作

新潟県 ＳＵＮＤＡＹ　ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ － イベント告知、写真販売用ＥＣサイトの作成と商品開発

新潟県 みどりデザイン研究所 － ＨＰとＥＣ連携で“緑の潤いお届けサービス”のシステム構築

新潟県 株式会社篠原商店 9110001002562 市場規模が拡大している産直サイトでネット通販事業に参入

新潟県 株式会社満天 2110001009531 ネット販売や非対面型商談の実現により内装塗装事業への販路拡大

新潟県 有限会社こがね鮨 1110002002387 宅配、テイクアウト強化で売上維持、新規顧客の獲得で目指す６０周年

新潟県 かなで行政書士事務所 － オンライン完結事業の開始とＨＰリニューアルで新規顧客を獲得

新潟県 焼肉ハウス柳月 － 《コロナに負けず、店もつぶさず、お客様には満足を！》

新潟県 株式会社ＳＨＩＰ 5110001028850 長岡市・上越市でイベント告知とオンライン参加

新潟県 株式会社Ｍ＆Ｍ 4110001031888 お肉料理のデリバリー、広告

新潟県 株式会社ＫＩＢＵ設備 4110001009323 株式会社ＫＩＢＵ設備

新潟県 株式会社ＭＯＭＥＮＴＳ 8110001032750 社会的距離を確保した座席の増設と換気窓の設置

新潟県 株式会社青柳不動産 1110001029282 非対面ビジネス強化のための自社サイトの改修

新潟県 ワンワード － 音楽制作、映像製作の設備拡充による非対面型受注実現と新規開拓

新潟県 ＡｉｄＳｔａｔｉｏｎ － 販売価格を押さえる為の受注体制整備とＨＰによる自社の告知

新潟県 有限会社松澤酒店 9110002006158 ホームページの構築で、新規顧客の獲得と既存顧客の囲い込み

新潟県 代表者 － 三密を避け、コロナ時代に対応するサロン拡充事業

新潟県 ＡＲＣＨ　ｌａｂ． － ｗｅｂ事業強化によるキッズ、ウエディングオンリーワンリモート撮影販売

新潟県 有限会社錦屋酒店 2110002005026 販路拡大のための非接触型有料試飲設置とオンライン蔵元会開催

新潟県 コインランドリーＨＩＲＯ － ｗｅｂカメラを利用した密を避け、空いてる時間の稼働率向上企画

新潟県 新潟整骨工房 － 学生層取り込みと治療機器導入による密接を避けた施術の取組

新潟県 平田酒店 － 予約機能付きＥＣサイト構築と宅配事業見直しによる売上拡大

新潟県 Ｍｏｒｅ　ｆｕｎ合同会社 9110003002940 商品内製化のための設備投資による新商品開発

新潟県 酒場ダイニングＰＡＬ － 地域の方への一層の販路拡大

新潟県 Ｋｉｔｅ－ｍｅ － 各講座のオンライン化とＥＣサイト構築による販売拡大

新潟県 株式会社ＧＮＳ 3110002012236 非対面型にて光触媒コーティング販売による販路開拓

新潟県 にいがたバルＯＬＭＯ － テイクアウト・宅配に特化したホームページ開設による販路開拓

新潟県 有限会社星山名商事 5110002001575 新規顧客獲得の為の情報発信事業
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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

新潟県 ＣｕＲＡ！ － 自社サイト制作とＥＣ販売機能構築による非対面ビジネスへの参入

新潟県 ＡＬＯＨＡ英会話 － どのような状況下でも学びを止めない非対面型指導への転換

新潟県 株式会社藤井石油 6110001004768 車に乗りながら洗車に給油にカーメンテ

新潟県 株式会社フラワーアベニュー 9110001008733 ネットショップ販売事業

新潟県 有限会社東横 4110002004406 熱々ラーメンどこでもＴＯＵＹＯＫＯお届け計画

新潟県 株式会社あららぎ 2110001008871 デリバリー、テイクアウトの強化

新潟県 株式会社未来テラス － ホームページの新設及び、非対面募集の環境整備

新潟県 ＵＴＯＰＩＡ － 「Ｐａｓｓ　Ｔｈｅ　ＭＡＳＫ」の開発と通販事業の立ち上げ

新潟県 スタジオＡＮＹＯ － 足つぼオンライン講座・動画販売・物販

新潟県 瀬賀カイロプラクティックセンター － オンライン型スクール事業の新規開設

新潟県 トミタ　カズキ － 制作・教育事業の拡充と非対面対応による生産性の向上と販路開拓

新潟県 株式会社あんフーズ新潟 8110001009939 自社サイト改修およびＥＣ販売システム構築による新事業展開

新潟県 株式会社ｌｅ　ｃｈｅｎｅ 9110001031082 アフターコロナを見据えた業容転換による収益増進計画

新潟県 モイスティーヌ女池サロン － オンライン対応メニュー開発で心とお肌のサポートを実現。

新潟県 株式会社Ｐｈａｒｍａ　Ｊｏｂ 1110001032245 オンライン買取査定システムによる非対面ビジネスモデル構築計画

新潟県 合同会社ジープラン 3110003003977 ハサップ管理アプリ開発による非対面型モデル構築計画

新潟県 株式会社Ｂ．Ｃ．ＦＯＲＣＥ 7110001032405 ブランドホームページの立ち上げでオンライン販路を拡大する事業

新潟県 嚆矢 － 全力でテイクアウト商品を製造・販売するための改装及び広報事業

新潟県 有限会社和源 4110002011922 亀田縞の織物を用いた和風仕事着の開発とウェブを利用した販売

新潟県 やきトンりゅうちゃん － 非対面型テイクアウト用駐車場の新規駐車場整備工事

新潟県 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ＆Ｙｏｇａたなごころ － ＷＥＢを活用したオンラインダイエットプログラムによる販路開拓

新潟県 株式会社プランアシスト 4110001028447 既存のサイト改修とＷｅｂ広告によるオンラインサポート推進計画

新潟県 株式会社善丸コーポレーション 9110001027361 新潟の食を全国で簡単に！地方飲食店の通販事業並立と雇用創出

新潟県 ｈａｎａ－ｎａ － 家庭で楽しむヘルシーメニューで売上増進計画

新潟県 サイクルショップギンリン － 「旅行用自転車の荷台製造とＥコマースによる販売」

新潟県 有限会社カスタムセレクト 6110002001599 ＳＮＳを利用し、非対面型のビジネスモデルを構築する

新潟県 株式会社ジョイアミーア 9110001006786 新しい生活様式に対応する、持続的な生産性を生む外販事業

新潟県 信濃川ウォーターシャトル株式会社 1110001002553 船内ボックス客席仕切り板設置等設備改善

新潟県 Ｈａｉｒ　Ｐｌａｎｔ － 多目的ビューティー店への進化とラインでのリモート診断と通販

新潟県 株式会社刷屋 4110001010149 オリジナルドッグウエアの商品開発及びオンラインストア販売事業

新潟県 株式会社ＭＡＤ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ 3110001009019 バーチャル会議室を使った若手教育と機材選定コンサルティング

新潟県
美容カイロエステティック＆リラクゼーショ
ンサロンＲｅｆｌｅｕ

－ オンラインコースの構築と集客、サロンづくり

新潟県 古町クラフトビール館 － お家で＆出張クラフトビール館

新潟県 株式会社ｈａｒｕｚｏｒａ－ｃｏｍｐａｎｙ 4110001029040 ・自宅で手軽に食べられる『萬福食堂の美味しい中食』

新潟県 ブラッスリージュ・タドー － 記念日に自宅でフルコース。ブランドを生かしたテイクアウト。

新潟県 美容サロンかのん － 新型コロナ感染リスク軽減のための自宅用洗髪補助具の試作開発
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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

新潟県 有限会社ピアノ技術センター 7110002024186 機材貸出型ＷＥＢピアノ教室

新潟県 有限会社新清興業 1110002024134 家づくりお客様向けＷＥＢ集客ＨＰリニューアル

新潟県 Ｊプロモーション － ・Ｗｅｂの活用で非対面型のサービスの提供を周知する事業

新潟県 居食屋ＹＡＧＡＩＹＡ － 地元農家の野菜を使うレシピを考案。フリーペーパーで紹介！

新潟県 有限会社ハート一級建築士事務所 6110002023305 「自社運用ＳＮＳを活用したオンライン家づくりモデルの構築」

新潟県 株式会社高橋孫左衛門商店 9110001019210 インターネット通販への新規出店・出品及び作業の効率化事業

新潟県 ウォーターメンテナンス － ＥＣサイト活用により国内外の衛生環境促進事業

新潟県 株式会社インサイドアウト 9110001028566
上越市の発酵文化を生かした酵素ドリンク（百日百草）販売を主たるとしたＨ
Ｐによる世

新潟県 ヒマワリ整体 － 民泊「クリーン」が見える化計画

新潟県 合資会社柿屋商店 9110003001232 大型真空包装機導入で販路開拓。伝統の味を全国に！

新潟県 ベル・エトワール － テレワークを使ったオンライン遠隔エステ

新潟県 かじばの馬鹿力 － 衛生面向上を特化した店舗改装工事と非接触型の接客に移行する設備

新潟県 有限会社品田総合設計事務所 9110002027880 整理スペース導入や作業動線改善のための事務所レイアウト変更

新潟県 株式会社ミナミ 1110001029159 ＥＣサイトを利用した販路開拓と基本調味料、天然塩の商品化

新潟県 有限会社ナジラーテ 9110002030810 通信販売とプロモーションによる食品加工事業の立ち上げ

新潟県 株式会社中越 4110001022961 ＥＣサイトでの販売強化及び越後長岡土産品の新商品開発

新潟県 とりい － 〔事業名：待たずに攻める！これまでの知識を活かしたキッチンカー事業〕

新潟県 今井慶子ピアノ教室 － オンラインレッスン導入による生徒維持と動画等による魅力発信

新潟県 有限会社堀石油店 8110002029127 ＥＣサイト構築によるタイヤ等のネット販売とオンライン商談導入

新潟県 フジカラーニコット － ＨＰリニューアルと新システム導入による非対面型インフラの構築

新潟県 有限会社キャロット 1110002027418 飛沫・接触感染リスクを減らして安全にランチを提供する

新潟県 株式会社遠藤米穀 2110001022179 新生活様式下で食味・健康にこだわるコア顧客を囲う通販の構築

新潟県 株式会社星野本店 5110001023455 オンラインでのコミュニケーション・買い物の場の構築

新潟県 笑声のボイストレーニング教室 － レッスン・セミナーのオンライン化による収益構造の転換

新潟県 株式会社北越時報社 1110001023153 製本工程の一部内製化による顧客ニーズへの対応、サービスの向上

新潟県 株式会社朔 2110001027335 オンライン事業拡大のための設備投資と非対面サービスに変更

新潟県 合資会社韮沢商店 7110003001936 自社ＥＣ販売サイトの開設による圏外客への販路拡大

新潟県 ナガオカバルＬｕｉｇｉ － 店内の客席レイアウト変更による、非対面型への対応

新潟県 コルガ合同会社 5110003003918 無店舗通販＆ＥＣサービス代理店事業拡大による売り上げ向上

新潟県 株式会社ヤシロ 5110001023595 非対面での家づくりのオンラインシステムの構築と新規顧客獲得

新潟県 ナチュラルメディカル株式会社 2110001018004 ネット販売とリモートセミナーにより新規販売チャンネルを作る

新潟県 Ｉ’ｍ　ｆｉｎｅ！プロジェクト － 個人専有利用マシントレーニングルームの併設と遠隔指導の導入

新潟県 株式会社タナベ 1110001017428 地産品新企画の強化により新たなＥＣ市場出店による新規顧客獲得

新潟県 Ｌ’ＨＥＲＭＩＴＥ　ＢＬＥＵハーミットブルー － 対面型サービスに依存しない、非対面型の売上の確立

新潟県 五代晴雲原惣右ェ門工房 － ｗｅｂ上の受注・販売プラットフォーム構築による新規販路開拓

新潟県 有限会社よねやま電器 2110002021072 地域店の非対面型コミュニケーションへの転換による販路拡大

3 / 22 ページ



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２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

新潟県 有限会社ヴィーナス 1110002021247 オンラインサロンをベースに、リモ飲みと店のみの融合で新規顧客開拓

新潟県 ＳＯＹＬｃａｆｅ － 中食産業の需要増に伴う自社商品のブランディング及びネット販売

新潟県 株式会社みずの 1110001014739 「非対面サービスの提供と関係性強化による顧客囲い込み事業」

新潟県 鯛Ｃａｆｅ － 鯛Ｃａｆｅのコロナ対策販売・新規開拓計画

新潟県 あづみ家 － テイクアウト＆デリバリー用ＥＣサイトによる販路拡大

新潟県 ＢＡＲ　ＳＡＬＯＮ － ＢＡＲが作る「ＢＡＲ飯」テイクアウト事業

新潟県 株式会社ヤマトキ製作所 2110001014779 非対面で営業するための製品カタログの制作事業

新潟県 株式会社Ｋ・ハートデザイン 1110001016702 テレビ電話によるオンライン施工相談実施とテレワーク環境整備

新潟県 ＥＡＴ － 「３密」を回避する移動販売車による販路拡大事業

新潟県 株式会社イイヅカカズキ建築事務所 3110001034520 ＷＥＢ上での問合せ動線確立と双方向打合せシステムの構築事業

新潟県 有限会社栗林菓子店 7110002017033 オンラインショッピング対応による販路開拓事業

新潟県 株式会社中越 6110001014412 非対面化に伴う、お花のサブスクリプションサービス事業の確立

新潟県 有限会社小林研磨工業 9110002017072 「いままで培ってきた職人技術を生か医療分野への挑戦」

新潟県 株式会社山上スクリーン印刷 5110001017011 自社プリントグラス製品ＥＣ通販による収益確保

新潟県 旬菜酒房健八 － ウイルス社会を耐え抜くインフラ整備とテイクアウト事業の拡大

新潟県 岩福農園 － 直売率１００％と農福連携拡大のためのホームページ作成

新潟県 株式会社帝樹園庭正 4110001034684 オンライン商談の導入と新商材のＥＣサイトでの販売

新潟県 Ｐａｒｔｉｔａ － 市場動向と顧客ニーズから導き出したテイクアウト型カフェの新設

新潟県 学習塾てらこや － 集団授業とオンライン授業のハイブリッド授業。

新潟県 街角こんぱす株式会社 6110001028115 地元に特化したギフトカタログとＷＥＢサイト改修による販路開拓

新潟県 有限会社小泉商事 9110002015021 デリバリー／テイクアウトの検索サイトの構築及び開発

新潟県 登喜和 － 店舗人気メニューの商品化と店舗外販売計画

新潟県 ＪＡＭ　新発田店 － ソーシャルディスタンス、テイクアウトに対応したつけ麺専門店

新潟県 合同会社ＭＡＳＵＧＡＴＡ 8110003000904 「ＢＢＱ食材セット」＆「鍋食材セット」のネット販売

新潟県 江戸屋クリーニング店 － ウエットクリーニング作業効率化事業

新潟県 てのひら食堂 － てのひら　ｓｃｏｎｅ　ｌａｂ（スコーン　研究所）　～ＯＺ（オズ）～

新潟県 ＴＭＣＴ － オンラインフェスシステムの構築による収益倍増計画

新潟県 ワクイルーフ －
新型コロナウイルス対策！ホームページ作成にともない、ＳＮＳでの販路開
拓！

新潟県 株式会社三方舎 5110001033512 既存サイト改良による店舗販売拡充とウェブ販売開拓の新規事業

新潟県 タカツカ農園 － 切り餅商品の安定生産と贈答対応のための機械化推進

新潟県 明治みるくる。宅配センター － 新しい宅配管理ソフトの導入による多様化する「宅配」への対応

新潟県 株式会社富田刃物 1110001016116 米国との貿易主力製品の安定生産のための電気設備の更新

新潟県 有限会社大真産業 8110002018773 高級包丁「竜神」で非対面型ビジネスの構築・販売の確立

新潟県 株式会社ｉ－Ｄ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 6110001016788 非対面で全国の美容経営者に販売可能な「オンラインセミナー」の導入

新潟県 Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ｍｏｍｏ － オンライン講座対応と販売促進のためのＥＣサイト構築

新潟県 居酒屋まこと － 食品衛生を考えたキッチンカーによるケータリング・移動販売事業
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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２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

新潟県 Ｏｆｆｉｃｅ　ＡＫ２ － オンライン講座と販売促進の為のＥＣサイト

新潟県 小さな花屋Ｔｅｔｔｅ － 店舗増改築による３密回避とＥＣサイト構築による新規顧客獲得

新潟県 株式会社イチカラ畑 3110001028836 「製粉工程の内製化に必要な設備導入と新規開拓営業の能力強化」

新潟県 ストーリオ株式会社 7110001025565 新常態対応型商品の開発と、ネット販売を通じた新規顧客獲得

新潟県 株式会社山呉 2110001021701 美容と健康をテーマに非対面型ビジネスモデルへ販路拡大

新潟県 株式会社アド・クリーク 8110001021531 オンラインに特化した映像事業のパッケージ化と非対面営業の促進

新潟県 里山工房ふくふく － 今後の需要に備える！商品イメージＵＰ！商談会出展で販路拡大！

新潟県 株式会社エスディーコーポレーション 5110001021483 シュリンク包装機の導入と拠点集約による業務効率向上

新潟県 有限会社繁蔵 7110002025589 非接触型ビジネスの強化によりお客様と十日市・田麦そばを守る

新潟県 ＰＭｏｆｆｉｃｅ眞 － 地域のテレワーク人材を活用したアウトソーシングＬＡＢサービス

新潟県 ｎａｚｏｃａｆｅ － 松之山温泉の源泉を使っての山塩製造・販売事業

新潟県 中華料理・らーめん天空 － デリバリー開始とテイクアウト拡充による新規客獲得及び販路拡大

新潟県 さくらサービス － 営業力強化のためのＨＰ開設と遠隔商談システムの導入

新潟県 メダカ・活餌専門店 － ネット販売へ移行

新潟県 株式会社割烹山重 9110001015168 真空パックした総菜の贈答、土産物品の開発、販路開拓事業。

新潟県 中田製作所 － 新潟ブラックらーめんのテイクアウト対応による新たな販路開拓

新潟県 株式会社ＣＡＲＡＶＡＮ 1110001033697 家庭で楽しむキャンプ飯による収益増進計画

新潟県 小池ろうそく店 － 日本伝統の「和ろうそく」の文化事業持続化と販路拡大。

新潟県 ユーレカ工房 － Ｗｅｂ広告中心による販路開拓と、塾や個人向けの製品開発

新潟県 株式会社みなもとＦＡＣＴＯＲＹ 3110001033076 ＤｔｏＣへの参入と栄養成分表示の対応

新潟県 春夏秋冬　東店、豊栄店 － 新聞折り込みと見せる店頭で売上げアップ作戦

新潟県 株式会社ＰＯＩＮＴ５ 2110001027921 カフェエリアと工房の統合に伴う非接触オーダーシステムの実現

新潟県 有限会社新し屋酒店 8110002007933 ワインセラー改装で顧客、売上ＵＰ！目指せワイン＆日本酒二刀流

新潟県 有限会社椎谷建具店 6110002008090 雑誌の広告掲載、フライヤーの作成・配布、ＥＣサイトの立ち上げ

新潟県 にいがた補助金支援センター － ５Ｇ時代を先取り、動画を使った新たな営業モデルの構築と新規開拓

新潟県 ライトイングス － 「プライベートフォトレッスン」

富山県 有限会社コム 5230002001258 県外潜在客をターゲットとしたネット通販サイトの開設

富山県 川西国際行政書士事務所 － 特定技能外国人活用促進のためのＷＥＢサイト等の作成

富山県 来来亭富山稲荷店 － 「新メニュー（弁当）の作成＋デリバリーシステムの構築」

富山県 株式会社ＧＥＮ風景 9230001016550 非対面型ビジネスモデルへの転換

富山県 有限会社アーム興産 7230002000217 常時空間除菌による安全・安心を提供し、事業の持続化を図る

富山県 株式会社塗元 1230001014974 『一目でわかる看板づくり！』と『ＩＴを活用した集客』

富山県 Ｃｒｅｐｅ＆Ｔａｐｉｏｃａうーたんはうす － テイクアウト、宅配サービスの強化と新商品開発及びコロナ対策

富山県 インディオホールディングス株式会社 2230001006376 駐車場運営事業拡大による非対面型ビジネスの強化（遡及申請）

富山県 クリスコート株式会社 2230001015947 サプライチェーンの毀損に対応するための新商品開発と販路拡大

富山県 Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ＡＲＥＡ１ － 宅配市場開拓やイベントによる非対面型ビジネスモデルへの転換
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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２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

富山県 キュリオステーション掛尾店 － オンラインで出来る教室運営

富山県 株式会社ＦｕＫｕＴａ　Ｉｎｃ． 6230001016586 家もつ福多のテイクアウト＆デリバリー事業

富山県 ライズエンタープライズ株式会社 6230001016306 アンテナ工事に特化したＨＰ新設と非対面型のオンライン化事業

富山県 株式会社Ｒｅ住まいる 4230001016571 顧客に安心を与える非対面リフォーム相談の仕組み作りと販促事業

富山県 光春 － 電子雑誌への記事掲載によるネット通販の売上拡大

富山県 アロマスクール＆サロンアジアンルーム － オンライン講座の導入とインターネットによる周知の取り組み

富山県 株式会社Ａ－ＳＴＹＬＥ 7010601037391 非対面型ビジネスモデルとしての通販事業立ち上げと販路拡大

富山県 特定非営利活動法人　にぎやか 7230005001451 ライブ配信を通して、つながりを取り戻そう

富山県 ＦＲＵＣＲＵ － オンラインショッピング参入によるヴィーガンスイーツの販売強化

富山県 新サム株式会社 1230001004661 卓球個人レッスン受付における衛生面向上のための環境整備

富山県 ＴＲＵＳＴ　ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 7230001017906 コーポレートサイトの作成・運用

富山県 朝活ネットワーク富山 － オンライン講座の開設、動画配信等による販路開拓

富山県 ｙａｃｃｈｉ － オリジナルＥＣサイト構築による販路開拓と新規顧客開拓

富山県 エステティックサロン　ＰＲＯＤＩＧＥ － 『新生活様式に順応する為のセルフエステ事業』

富山県 Ｌｅｇｉｔ － ヘアメイクやスキンケアもオンラインレッスンアドバイスで！

富山県 しちりん居酒屋よっしゃ － 居酒屋メニューをデリバリーやテイクアウトサービスで！

富山県 株式会社大 8230001005760 夜のフリー客の増客と弁当・オードブルの販路開拓

富山県 Ｖｉｖａ富山駅前店 － 新商品によるテイクアウトの販売強化と結婚式の二次会強化事業

富山県 エアーストリーム － テイクアウト事業（非対面型ビジネスへの転換）と利益率向上

富山県 和らぎ処心酔 － 販売状況を分析し、集客につなげる仕組み作り

富山県 株式会社ビッグウインド 5230001006217 個人・法人に対する宅配弁当等の販売強化事業

富山県 エステサロン花しずく － セルフエステの普及推進と感染防止対策の徹底

富山県 石川カイロプラクティック － スキルアッププログラムオンデマンド通信教育の開設

富山県 お好み焼き＆鉄板焼きラシック － 新しい売上の柱としてテイクアウト事業の強化

富山県 有限会社よつばのクローバー － おっそわけマーケットプレイス・ツクツクでの物販など施術券の電子商取引

富山県 ＰｅｒＳｏｎａ（ペルソーナ） － テイクアウトの予約注文ができるＨＰ作成による新規顧客獲得

富山県 色創夢～Ａｒｔ－Ｍ～ － オンライン教室の仕組みの構築

富山県 株式会社Ｔａｎｉｄｅｓｉｇｎ 6230001017741 当社ブランド商品開発と二ヶ国語ＥＣショップ開設

富山県 ＭＫＴ合同会社 7230003000934 オリジナルアイテムのＥＣサイト構築による売上増

富山県 株式会社あおき 6230001003782 オンライン着付教室サービスの展開とＥＣサイト着物販売サイトの構築

富山県 Ｌ＆Ｍ　ｈａｉｒ － ＰＯＳレジと連携されたアプリのハード・ソフトの導入

富山県 合同会社ウィステート 9230003001063 ＷＥＢ媒体を活用したエンドユーザーへの直接情報収集

富山県 株式会社電陽社建設 8230001005926 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」計画

富山県 合同会社シェアライフ富山 3230003000780 【事業名：管理民泊宿完全非対面化及び貸切宿泊プラン推進事業】

富山県 株式会社よつば 5230001016629 社員食堂への販売のための食品衛生管理体制の構築

富山県 Ｉｎ　ｓｅｎｓｅ －
【事業名：仲間との情報共有・記録・速度アップを容易に。営業活動再開事
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２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

富山県 サムシングブルー － 既存顧客のフォロー強化！顧客満足度向上から紹介発生を狙う

富山県 ＯｌｄＮｅｗ － 「富山のお好み焼き」をお取り寄せグルメとして全国へ！

富山県 株式会社矢野 4230001011085 ＥＣサイト強化による非対面直販モデルへの転換

富山県 新川宣伝事務所 － アートギャラリーのオンライン運営システム構築

富山県 可西舞踊研究所 － 自社サイト再構築によるオンラインレッスン体制の整備

富山県 有限会社角久旅館 1230002010849 非対面システム導入と施設改修による感染症対策強化

富山県 有限会社天狗乃肉　林本店 8230002011592 ＥＣサイトの構築による県産ブランド牛の全国販売

富山県 株式会社美都家 9230001011023 インターネット販売の本格参入による非対面サービスモデルの構築

富山県 株式会社次元 2230001015484 ＥＣサイト構築とデジタルマーケティングの実行

富山県 有限会社仁光園 9230002011716 生産者直送！　富山県産「卵」のＥＣ販売強化事業

富山県 串道楽潤 － 「テイクアウト宅配市場の開拓による非対面型ビジネスモデルへの転換」

富山県 スリムアイランド本店 － 非対面でも健康的に痩せられるセミナーをお客さまに

富山県 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＴｅｍｐｏＦｅｌｉｃｅ － 非対面型サービスの強化による生き残り戦略

富山県 ＭＹ企画 － ネット集客ソリューションを活用した販路拡大事業

富山県 株式会社後藤 2230001018231 遠隔ミーティング及び安否確認システムによる販路拡大事業

富山県 有限会社氷見麺業美濃屋 5230002013071 店舗衛生面の強化による新イメージでの再発進

富山県 小顔ニキビ専門サロンＢｌｕｅ　ｓｋｙ － ネットを活用したワンストップシステムによる販路拡大

富山県 株式会社ヨシエスポーツ 1230001011138 バスケ商品に付加価値を生み出す機械導入及び自社ＥＣサイト構築

富山県 ＴＳクリーン － 自宅・店内清掃のオンライン相談サービスの実施

富山県 Ｌａｔｔｉｃｅｗｏｒｋ　ＢＲＥＷＩＮＧ － 瓶製品の製造による販路拡大

富山県 株式会社寿文 9230001016999 新名物「うなぎ」を活用した“持ち帰り・ネット販売”の販売拡大

富山県 Ｋ＆Ｆ株式会社 9230001016583 「コッテロ」のテイクアウト事業および光触媒による感染予防事業

富山県 株式会社ヤナギヤ洋服店 1230001011088 顧客リストを活用した紳士服店の宅配・集配と自社ＥＣサイト構築

富山県 らーめん菜館はじめ － 新商品開発（手羽先のロースト）とデリバリー事業による新規販路開拓

富山県 株式会社ビー・ベスト 5230001017957 顧客ニーズＮＯ１ショップＥＣサイト（Ｄ２Ｃ）構築事業

富山県 株式会社ＣＯＵＰ 3230001012191 オンライン注文での事前決済及び、ドライブスルーでの商品提供

富山県 有限会社アイランド 7230002010538 自宅でできる「傷まない白髪染めと潤いのある髪」提供事業

富山県 株式会社インフィニティ 2230001014734 セミナー事業を非対面型で提供する販路開拓プロジェクト

富山県 株式会社小泉製作所 3230001009989 音をテーマにしたオンラインショップの開設

富山県 株式会社夢創建 1230001015618 ホームページ改良による非対面型ビジネスモデルへの転換

富山県 農業生産法人土のちから株式会社 4230001015268 農産加工品の新たな販売チャネル開拓にむけたＷＥＢ事業

富山県 土合農園 － シェフとコラボした付加価値の高い農産加工品開発事業

富山県 株式会社匠屋 6230001016132 サービス提供体制整備と大型看板設置による新イメージでの再発進

富山県 株式会社よしだや 9230002013209 物販製品の開発とその販路開拓の実行

富山県 レストラントロイカ － 店舗衛生環境向上およびテイクアウト事業の育成による再成長

富山県 グリーンノートレーベル株式会社 8010001126934 カフェとホテルの通販サイト「Ｌｕｐｅ」システム開発事業
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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２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

富山県 株式会社アルプス 5230001013353 非対面型フィットネスモデルへ向けた取組

富山県 株式会社新湊かまぼこ 3230001012448 ＥＣサイト構築とデジタルマーケティングの実行

富山県 有限会社放生若狭屋 1230002013819 ネットと実店舗の連携による販路開拓の実行

富山県
株式会社ＮＳＰいづみミュージックスクー
ル

4230001015540 「オンラインスクール開講＆業務効率化」でコロナ禍を乗り切る！

富山県 有限会社富山教育企画 9230002007739 オンライン授業の構築と新規開講、それに伴う広告宣伝活動

富山県 ラルブル － 自社ＥＣサイト導入！「富山のスイーツ」を全国に届けて売上ＵＰ

富山県 ミキモト化粧品Ｍ２営業所 － ホームページ開設による非対面型ビジネスの進出と新規客獲得

富山県 砺波製麺協業組合 4230005005447 キャッシュレス化を導入した新たな通販サイトでの販路開拓

富山県 福助 － こだわり蕎麦商品の物販製品化事業

富山県 合同会社美楽（蕎麦かふぇ美楽） 230003001436 移動販売車を活用したデリバリー型飲食提供

富山県 株式会社ＴＯＣＯ 2230001015518 ＨＰの制作及びｗｅｂマーケティング

富山県 株式会社アントリー 1230001014207 ベトナム雑貨のオンライン販売

富山県 有限会社ジェノバ 2230002008058 テイクアウト事業拡大による非対面型ビジネスモデルへの転換

富山県 有限会社島田 9230002008051 和とジャズの融合空間演出に伴う事業活性化プロジェクト

富山県 株式会社丸五 8230001007427 地域再活性化に向けたサービス提供体制の強化

石川県 株式会社日本料理福よし 4220001005170 アプリを活用したテイクアウト・デリバリーお料理提供事業

石川県 ラッピングアトリエ金澤くるみ － 非対面型水引講座の開発とアフターコロナに向けての新プラン提案

石川県 Ｓｏｐｈｉａｇｅ合同会社 9220003002789 小顔エステスクールのオンライン化事業

石川県 有限会社Ｖ４ミュージック 9220002010017 音楽ライブ無観客インターネット動画配信

石川県 株式会社Ｄｙｎａｖｅ 4220003002174 集客専用のホームページを使った非対面型集客／営業体制の構築

石川県 株式会社Ａｌｌ　Ｄａｓｈ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 7220001021826 ＥＣサイト構築によるプリンの全国展開

石川県 株式会社タケノメンテナンス 5220001015235 低コストで綺麗に仕上がるカーペットクリーニング事業

石川県 ＫＥＤＤＥＲＵ － アバターを使ったホームページの作成による非対面型販売と肌診断

石川県 スクールオークＭ香林坊 － 自宅で安心・安全に学習を継続できるオンライン授業の確立

石川県 山本　基 － 世界に向けたＶＲギャラリーの発信とＥＣ販売システム構築

石川県 歌志軒　金沢　桜田店 － 県内初！新業態のケータリングスタイルによる油そば販路開拓事業

石川県 新鮮酒場キサラギ － テイクアウト・ネット販売の充実化のためのスペース確保

石川県 山内会計事務所 － 『ＷＥＢを活用したオンライン相談、ウェビナーによる新規顧客開拓』

石川県 株式会社真田製あん 4220001003083 金澤あんを全国の食卓に！～ＥＣサイト新設プロジェクト～

石川県 有限会社Ｃ‐ＲＩＳＥ 7230002013482 Ｗｅｂプロモーション強化による新規顧客の開拓

石川県 株式会社ＡＳＳコンサルティングラボ 6220001022544 非対面型セルフ脱毛エステシステム導入事業

石川県 有限会社ガウス 6220002001786 バーチャル試着によるアクセサリーの非対面型販売

石川県 オリエンタルブルーイング株式会社 7220001020885 新店舗における効果的な看板設置による来店率ＵＰ事業

石川県 株式会社ｐａｓ　ａ　ｐａｓ 9220001022475 外的要因に影響されない自社仕入れを強化して強い経営基盤を作る

石川県 株式会社五郎八 6220001002843 新たな販路拡と新規顧の獲得

石川県 装姫 － 金沢の伝統工芸加賀友禅振袖をレンタルできる新プランの販路開拓
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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２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

石川県 合同会社クリクリエイト 1220003002680
インターネット配信映像関連事業の構築とインターネットを通じた新規顧客獲
得

石川県 Ｂｅａｕｔｙ＆Ｃｏ － ＳＮＳ・検索サイト広告でホームエステのハウツー動画配信

石川県 株式会社茶のみ仲間 5220001018592 茶類のＯＥＭ製造の需要開拓とテレワークオフィス需要の掘り起し

石川県 株式会社ｏｎｄｏ 5220001022669 通販商品の開発・販路開拓とワインの通販

石川県 有限会社金堤堂 3220002002143 美術工芸品販売及びギャラリーの非対面対応に向けた取組

石川県 株式会社フリーライフ 8220001021643 非対面型トランクルームの運営

石川県 ＡＭＤ合同会社 3220003002431 新たな販路開拓におけるＥＣサイト構築とパッケージデザイン更新

石川県 松本健 － ないない尽くしの自立型非対面ビジネスでのレンタルスペース活用

石川県 有限会社タツタ 4220002003727 ＨＰ制作、ＥＣサイト構築による販路開拓

石川県 三栄工業株式会社 2220001002847 体験キットと動画配信で石川の工芸を発信するコンテンツ開発

石川県 囲碁サロン石心 － 新教材の通信講座と教材ネット販売での新顧客獲得

石川県 株式会社ジェイ・エム・エス・エー 4220001007869 ＨＰスマホ対応とエントリー決済システム・ＥＣサイト構築

石川県 ＝１１　イコールイレブン － ネット活用によるイベント改革と撮影後の感動サービスを充実

石川県 株式会社カウンタープレートジャパン 8220001014861 北米印刷紙器会社への非対面型販売の取り組み

石川県 伸恵建設株式会社 9220001003203 住まいのホームドクターとしての非対面型ホームページの整備

石川県 ＳＴＡＲ　ＣＬＡＳＳ － 体知識やサロン内容を伝える動画配信・通信スクールの開始

石川県 経営サポートマイミッション － 飲食不況を救え！飲食コンサルタントの新しい挑戦

石川県 篠田楽器 － オンライン事業への本格参入と利用促進のための広報戦略

石川県 株式会社東方美人 4220001018882 接触リスクを下げながら経営効率を高めるＩＴ推進型の整骨院運営

石川県
Ａ＆Ｄダンスカンパニー・マロン・ド・バレ
エ

－ 新しい生活様式に対応したバレエ教室

石川県 金沢米粉料理ラボＳＯＭＡ － オンラインでのグルテンフリー料理教室によるサブスク事業

石川県 三匠不動産株式会社 5220001001433 ３Ｄウォークスルー動画を活用したＷｅｂ集客

石川県 株式会社ウィズプランニング 7220001008617 新規顧客獲得のためのＳＮＳによる販路開拓

石川県 豊水産 － 金劇サンドの販売

石川県 パルファンカルム － 新規・既存メニューのオンライン化と、自社販売サイトの立ち上げ

石川県 Ｋ－ｉｎｎｏｖａｔｅ株式会社 9220001023192 販路の拡大による顧客増大事業

石川県 株式会社マルハ商店 5220001006770 冷蔵・冷凍設備の拡充及びＷｅｂショップによる販路拡大

石川県 株式会社谷口 2220001004174 ブランド再構築によるグローバルなＨＰの作成

石川県 ＤＦ．ｉｄｅａｌ － オンラインカウンセリングサービスと店頭販売による新規顧客開拓

石川県 ルビーナ・インターナショナル株式会社 4220001022819 Ｌｕｘｕｒｙ　Ｉｎｄｉａ　Ｒｕｂｉｎａ　対コロナ非対面型事業

石川県 株式会社エステート２１ 2120001054139 非対面型内見会の拡充による販路拡大

石川県 荒木 千恵子 － テレワーク推奨企業向けのサテライトオフィス開設

石川県 ｈｏｏｄ － 「運動強度見える化オンラインシステムの構築」

石川県 Ｎｕａｇｅ － 花のロスをなくし長期間鮮度を保つ冷蔵庫の導入とＰＲ動画の制作

石川県 焼肉　飛天龍 － 老舗焼肉店の挑戦！炭火とこたつが掘り起こす新たな顧客層

石川県 大口商事株式会社 2220001001535 ●弁当、総菜の店頭販売、自社製品のインターネット販売
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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２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

石川県 アトムランソリューション株式会社 9220001008524 電子システム導入・業務効率化による新規顧客獲得

石川県 株式会社わくわくプロダクション 1220001022656 旅館施設の非対面チェックインと新規レンタルスペース事業

石川県 ＲＩＭＡＹＡ猫桜ＭＯＦ － 猫ブリーダー非対面型サービスによる購買意欲向上の為の販路開拓

石川県 工房さいち － デザイン性、機能性が優れている夏物マスクの安全な量産

石川県 有限会社スクープ 2220002008579 新しいライフスタイルの提案と非対面営業方法の確立

石川県 株式会社ブルー・ローズ 7220001023285 自社サービスのポータルサイトの構築とオンライン化への転換

石川県 金沢法律事務所 － 遠隔ツール等を活用した新しい顧問・相談サービスのＰＲ

石川県 株式会社栄輝工建 9220001001339 「オンライン接客・非対面営業・非対面接客」により集客ＵＰ

石川県 株式会社ＲＥＡＣＨ 8220001023111 販路開拓及びＷＥＢサイトの改修事業

石川県 酔い処さくら － テイクアウト商品を活用し、新規顧客獲得と売上を伸ばす。

石川県 株式会社再生科学研究所 8490001007913 コスメ製品をテレビＣＭ等で宣伝することによるＢ２Ｃモデルへの転換

石川県 裕杏丸（ゆうきまる） － 漁師から直接自宅にお届け！直送便「漁師の森」

石川県 ＳＡＬＵＤ－ＶＥＧＥ　ＤＥＬＩＣＡＴＥＳＳＥＮ － 新しい生活様式に見合った食事の提供、持ち帰りを広く宣伝広告

石川県 株式会社丸開鉄工 6220001012462 高精度建設機械部品検査体制内製化事業

石川県 株式会社ももい 5220001023139 ＳＮＳ広告・ホームページを用いた『骨のある』ブランディングと全国的販売

石川県 株式会社エムシー 5210001016548 除菌液スタンドの販路拡大と受注効率化の取り組み

石川県 合同会社グリーンジョブ 7220003002618 スキンケア和紙ミトンの開発、販路開拓

石川県 北陸車両整備株式会社 5220001021365 リビルト製品内製化及び待合室増設確保による売上向上事業

石川県 １７Ｃｏｌｏｒｓ株式会社 7220001023079 石川初！完全オリジナルいちご専門店の開業

石川県 村中製菓株式会社 5220001012496 お祝い事に和菓子を！老舗和菓子店が行う新しい風習の提案

石川県 株式会社フーズネクスト 1220001012780
データセンターを活用し、出社しなくてもシステム開発ができるテレワークシス
テムの構

石川県 ＆Ｂ　ＳＴＵＤＩＯ（アンドビースタジオ） － 地域の稼ぐチカラ応援事業～コロナ終息を見据えて～

石川県 株式会社家守 7220001014870 ＨＰ改修、ＥＣサイトによる建材及び家具販売による販路開拓

石川県 有限会社ワタ 8220002011420 完全自社内製によるカーラッピング施工業

石川県 株式会社ピーオーケー 2220001022952 物と思い出を大切に。従来業務周辺の見逃していた需要を取り込む

石川県 株式会社岸商店 7220001021025 ＨＰ及び動画にてわかりやすく魅力を発信し販路拡大を目指す

石川県 有限会社ベルエキップ 9220002013571 本格フレンチをご自宅で！フレンチレストランの挑戦

石川県 魚菜工房壱 － 日本料理店のテイクアウト商品開発事業

石川県 田村　薫 － 「新たな日常」対応強化事業

石川県 ｇｒｉｎ　ａｇｅｎｔ合同会社 1220001023539 お客様の安全を第１に、飲食店ができるコロナ対策による販路開拓

石川県 宮竹株式会社 3220001012473 住宅ローン返済に困った人向けオンライン窓口開設による販路開拓

石川県 株式会社北製材所 2220001011906 プロモーション動画で非対面商談時の訴求力を高める！プラン

石川県 玲瓏餃子 － ＨＰを用いて、新規顧客の囲い込みに努める

石川県 レストランブロッサム － オンライン販売体制の構築とオンライン販売用商品の開発

石川県 株式会社上村産業 9220001015280 超低温フリーザーを利用したスノードライアイスによる新規需要開拓

石川県 Ｖｉｌｌａ　ｄｅｌｌａ　Ｐａｃｅ － 店内における感染拡大防止対策とオンライン販売の新規展開

10 / 22 ページ



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２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

石川県 十三屋 － 能登の伝統和菓子「長まし・椿餅」の生産能力向上と全国展開事業の取組

石川県 Ｈａｉｒｓ　Ａｃｅ － 非対面サービスで実現する『コンサルティング型』美容室の挑戦

石川県 ｈａｉｒエードシー － オンラインカウセリングの実施による美容室の販路開拓事業の展開

石川県 鶏とまつば － 石川から全国へ！美味しさを超えた新たな価値をあなたの元に

石川県 あっさんぷらーじゅ合同会社 9220003002021 新規顧客開拓のための、オンライン接客サービスの導入

石川県 旬彩旬魚あぐら － 地魚を活用した新商品開発と通信販売による販路拡大事業

石川県 灘 － 能登ふぐを活用した新商品開発と通信販売による新規売上獲得

石川県 ここーね － こだわりの無添加お惣菜の保存性を改善して受注拡大を目指す事業

石川県 七尾街づくりセンター株式会社 1220001015453 見て、選んで、能登七尾。丸ごとチョイス・システム

石川県 株式会社おやゆびカンパニー 8220001021429 テイクアウト環境の整備及び利用客の接触機会の削減

石川県 Ｏｎｅ・Ｄａｙ・Ｆａｍ － 新たな仕事と休暇の形『ワーケーション』の需要の獲得で販路拡大

石川県 輪島塗ぬり工房　楽 － 非対面ビジネスに対応するための商談ルーム整備事業

石川県 有限会社新橋 5220002015523 趣味旅ターゲットを絞って日本国内での非対面営業で誘客

石川県 鼎舎（かなえや） － 販路開拓・顧客満足のためのＩＴ化と自社ブランドの確立

石川県 有限会社宮脇薬店 2220002015617 新型コロナと共存社会の中での、心と身体のケアサービス提供

石川県 八重門漆器店 － 当店紹介ホームページの開設

石川県 おかず屋　じゅてーむ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

石川県 ヒデちゃんのコロッケ屋 － キッチンカーによる移動販売

石川県 村井建築株式会社 2200101017176 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

石川県 株式会社げんば堂 1220001013184 自社の想いを伝えられるサイトとネット販売による新規顧客の獲得

石川県 株式会社九谷美陶園 1220001013647 店舗販売からネット販売への移行による売り上げ拡大

石川県 スイーツ屋ハレルヤ － ハレルヤタルト（エッグタルト）焼菓子・ホールケーキの販路開拓

石川県 株式会社ハートアンドピース 8220001018318 広告・看板設置と店舗改装での集客と無人接客

石川県 合同会社加賀温泉 8220003001494 加賀温泉郷ＥＣサイト事業

石川県 有限会社あさ井 7220002016073 非対面型販売の強化生産ラインの改善とお客様の居心地の良さを追求

石川県 株式会社いづみや 6220001016884 ＥＣサイトの構築と得意分野の加賀友禅を周知する事業

石川県 櫻田酒造株式会社 8220001016899 大型保冷庫導入による日本酒の低温貯蔵での品質維持と販売の拡充

石川県 株式会社揚げ浜 9220001019918 店舗改装による新たな顧客拡大及びＰＲ強化

石川県 株式会社來斗工建 6220001022684 地域密着型屋根工事業の非対面型ビジネスモデル構築及び販路開拓

石川県 株式会社ＭＯＲＩＴＡ　ＭＴＣ 8220001007106 内製化による安定供給と、テレワークの環境整備でリスク回避

石川県 株式会社ＤＲＥＡＭＷＯＲＫＳ 7220001021735 感染症予防の為の店舗空間の整備と販路開拓

石川県 スタミナ軒 － 黒毛和牛を手軽に味わっていただく新たなビジネスモデルへの転換

石川県 株式会社和泉 3220001008991 対面型接客からＷＥＢ接客への転換による注文住宅の販路開拓事業

石川県 マリオ代行 － 衛生管理の徹底で安心安全確保と販促ツール充実でリピート客向上

石川県 株式会社ニコイチ 2220001022762 ホームページ制作及びＰＲ動画制作による販路拡大事業

石川県 Ａｒｏｎａ － 「家にいながら頭皮のケア！頭皮のリモートカウンセリング」
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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２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

石川県 炭火焼鳥凱 － 急速冷凍を活用した石川ブランド商品開発と通販事業

石川県 有限会社リバティ 6220002017238 飲食部門以外での売上の獲得

長野県 ｃｌｏｖｅｒ－ｃｌｏｖｅｒ － インターネット販売による焼菓子の販路拡大

長野県 株式会社和茶 6100001025212 美肌再生プログラムのリモートサービスの導入とネット通販の構築

長野県 長野造形株式会社 2100001010093 バーチャルショールーム・展示会で地域企業の営業支援

長野県 株式会社アドバン 4100001010521 建築系自社ソフトの販売店向けデモンストレーションビデオの作成

長野県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｇｌｉｔｔｅｒ － コロナ疲れを癒しませんか？新たな美容サービス始めます！

長野県 ＦＹＧ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｇｕｉｄｅｓ － ウェブサイトの再構築、オンライン登山技術講習会システム構築

長野県 有限会社セキ精肉店 1100002014276 移動販売車の活用による新規顧客獲得並びに売上向上

長野県 有限会社竹内製綿所 7100002014304 販路開拓のためのオンライン販売への転換

長野県 アイ写真工房 － ＨＰで写真関連商品販売開始＆新多目的スペース設置で販路開拓！

長野県 有限会社蒼希 4100002015593 新型コロナ対策音楽等文化交流配信システム

長野県 特定非営利活動法人リベルテ 6100005011266 地元食材をつかった「ありがとうございまＳ．Ｏ．Ｕ．Ｐ」

長野県 ダイニングＧＡＴＴＵＫＩ － アフターコロナを生き抜く居酒屋のニュースタイル

長野県 ＡｓＯｎｅ － 日本語教育アプリの開発による非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 株式会社ハピアデザイン 2100001026338 ＶＲを使ったＷＥＢ見学会による新規顧客開拓事業

長野県 有限会社松尾カメラ 4100002014785 中古カメラのネットショップによる販路開拓と商材確保

長野県 株式会社深山 4100001009877 きのこのオンライン販売開始で新規顧客獲得と個人客増を実現！

長野県 太郎茶屋鎌倉上田店 － テイクアウトを訴求し既存のターゲット層以外の新規顧客を獲得

長野県 株式会社ハビタット 1100001011258 ウェブサイトを非対面式で活用するためのリニューアル

長野県 有限会社セムトータルエージェンツ 7100002013867 １グループ限定！プライベート空間で心も体もリフレッシュ！

長野県 株式会社箱山食糧販売店 1100001010219 インターネット販売開始による早期売上回復および売上比率の改革

長野県 ａｒｂｒｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 美容室で出来る非対面型サービスの提供と効率化含めた魅力づくり

長野県 有限会社リンク 4100002015354 最新システム導入と会員特別ページ開設による高付加価値化

長野県 リモージュコンサート株式会社 8100001011788 接触を少なくして芸術に親しむシステムの構築

長野県 株式会社松籟亭 2100001026156 オンライン販売の実現とその広報による売上安定化

長野県 やきとり番長 － あなたのお側に「ちょうどいい！」番長無料アプリ開発

長野県
株式会社ＳＡＬＡＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
ＪＡＰＡＮ

8100001030648 海外市場に特化した一元化販売管理システムの構築

長野県 株式会社スーパーバード 4100001001561 テイクアウトと感染対策で販売強化

長野県 中国料理つた弥 － 『テイクアウト商品の販売とホームページにより宣伝』

長野県 行政書士法人リーガルイースト － 外出不要で行う相談業務　ソレイユリモート相談室

長野県 そば八 － 持ち帰り生そば・弁当販売で販路開拓

長野県 株式会社ノーボーダー 5100001006015 箱詰め、カット野菜提供の環境整備による販路開拓

長野県 株式会社ＴＲプロモーション 1100001031363 毀損取引先の回復ならびに新規サプライチェーンの構築

長野県 協同建設株式会社 5100001000785 ＷＥＢ上でも出来る住宅見学導入

長野県 Ｌｉｍａｇｅ － 映像制作の全国への広告宣伝と機材充実化による直販率アップ
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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２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

長野県 有限会社フリーブック 1100002007453 テイクアウトメニュー紹介サイト「おうちｄｅごちそう」飲食店応援事業

長野県 女性ホルモンサポートサロンパルムレ － ３密回避と新販路開拓のための店舗改装とオンライン事業

長野県 グルーバーライン － 非対面型販売の拡充と新規設備導入による新製品の開発

長野県 有限会社只今 5100002003091 自社ホームページ拡充による予約拡大とテイクアウト販売強化

長野県 日本料理旬花 － お土産商品販売とＨＰ　リニューアルで顧客満足度向上と新顧客獲得

長野県 ａｂｏｎｄ株式会社 8100001029789 路面店で行うテイクアウト・移動販売

長野県 株式会社ライフ・アドバンス 4100001018127 非対面に対応できる不動産会社への変革

長野県 ｃｏ打開フットサルゼミ － ｃｏ打開オンラインフットサル

長野県 Ｌａ　ｎａｔｕｒｅ　ｂｅａｕｔｅ － シャンプー、ドライヤー自動化による非対面へのシフト

長野県 浜焼太郎長野駅前店 － アフターコロナ適応事業

長野県 萌木屋 － ウェブサイト・ナチュナル萌木屋・手仕事・地産・地消！！

長野県 有限会社小池新聞店 1100002001662 ＨＰを活用して、物販の販路拡大事業

長野県 有限会社マルマグリーンサービス 8100002004931 非対面型の植木屋への転換の潜在ニーズの掘り起こし・販路開拓

長野県 サンティエール － 販路拡大に伴う為店舗改装と機器導入とｗｅｂサイトリニューアル

長野県 株式会社フォルテ 1100001018039 非対面型セミナー集客への転換

長野県 有限会社酒井製麺 4100002001924 オーダーメイド麺専門店による小ロット絶品生麺の新規販路開拓

長野県 株式会社フラワーステージながの 8100001025747 コロナ禍における販路拡大を目的としたＷＥＢサイトリニューアル

長野県 株式会社ウェルケアビューティー 5100001026707 感染症対策商品の内製化による安定供給と販路開拓事業

長野県 有限会社セキ理容所 4100002002682 施術空間の個室化パーテーション設置と感染防止設備付トイレ改修

長野県 ダンススタジオブロードウェイ － リモート撮影を取り入れた新たなダンススタジオの展開

長野県 有限会社ニュー大倉 100002003961 店舗内での３密回避し、安心安全の食を提供

長野県 株式会社もりたサポートオフィス 6100001006030 高額弁当の予約注文の拡大と対面機会減少のための券売機導入

長野県 合資会社武野屋呉服店 9100003000177 「すりだね」の商品化とＥＣ販売サイト構築による販路開拓

長野県 株式会社イツワフードサービス 7100001031234 液体凍結システムによる冷凍麺等の通販事業

長野県 株式会社エーアイエム 3100001025578 新プランの導入とオンライン相談可能な旅行業の本格導入

長野県 Ｌａ，ｅｓｐａｃｉｏ － 「三蜜」回避の新しいエステスタイル「おひとりエステ」

長野県 蕎麦　イワタヤ － 長野駅前で夜でも信州そばが食べられるお店ＰＲ大作戦

長野県 クラブ海月 － オンラインキャバクラによる新規顧客獲得事業

長野県 株式会社ａｎｇｅ 8100001002886 非対面に向けた接客及び商材商品陳列の取り組み

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サイトを活用した日本の食文化継承プロジェクト～

長野県 株式会社Ｔｙｗａホールディングス 4100001032879 ＷＥＢ商談システムの導入による販路開拓

長野県 真・熟成肉魚　とや － 積極的なＰＲによる知名度の向上とリピーターの獲得

長野県 美容室デコレ － アプリの導入で非対面型ビジネスモデルの構築

長野県 株式会社ケイアイエスエス 7100001005139 ミャンマーの衣食の商品開発とネット販売システムの充実

長野県 ディベルテンテ － ウェブマーケティングの導入と看板設置

長野県 桑原経営コンサルタント事務所 － 【オンライン経営相談体制の構築と３密回避の商談スペースの確保】
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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２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

長野県 有限会社テンヤマ食堂 7100002003298 ・テイクアウト事業への挑戦による経営存続、売上回復計画。

長野県 ｉｒｏｄｏｒｉｚｍ － ｘＲ（ＶＲ・ＡＲ・ＭＲ）を活用した新時代映像アクティブ化事業

長野県 ほろ屋 － 会計のセミセルフ化による衛生管理と満足度向上による固定客増加

長野県 ＣＵＢＥ － ネット販売の構築とオリジナル商品の自家製産

長野県 株式会社長野ＦＰ設計事務所 1100001031512 非対面の新たなサービス提供方式による付加価値創出事業

長野県 合同会社花一生花店 4100003004372 サイトリニューアルによる非対面ビジネスへの転換と売上向上計画

長野県 ながのキャンパル － ホームページ及びＥＣサイト開設による、販路開拓と集客力強化

長野県 有限会社ライフプロダクツ 2100002005646 女性本来の美に基づく化粧品の製造と販売事業

長野県 拉麺阿吽 － 拉麺専門店のスープ、麺の通信販売

長野県 株式会社侍 5100001029032 日本文化遺産である剣道及び剣道具の普及発展事業

長野県 株式会社日報社 2100001002768 「ホームページ開設による企業ＰＲと販路拡大事業」

長野県
特定非営利活動法人長野県ＮＰＯセン
ター

8100005001835 持続可能な長野をつくる「ユースリーチオンライン」

長野県 ｇｌａｍｃｒｅｗ － 美容室で販売している美容室専売商品をＥＣで販売

長野県 合同会社Ｅｌｐｅｌｏ 6100003003496 受付業務非対面化及び施術室の環境整備とその周知。

長野県 株式会社石家 4100001005389 スマートフォン対応したＥＣサイトの構築

長野県 株式会社ＣＲＥＥＫＳ 7100001027843 ＣＲＥＥＫＳオンラインコミュニティ形成事業

長野県 合同会社ｍａｍａｃｏｒｔｅ 2100003005117 ３密対策時のシェアサロン予約サイト構築と新規顧客獲得計画

長野県 株式会社サフィックス 4100001032284 新規顧客獲得のため、自社ウエッブサイトでの販売システム構築

長野県 酒然みちのか － 非対面型ビジネスモデルの導入と新たな販路拡大

長野県 株式会社ＧＯＥＮ 1100001032188 リモート環境を導入し顧客満足向上と業務効率の向上を図る。

長野県 株式会社アップネット 7100001028619 非対面ビジネスへの転換による売り上げ回復計画

長野県 株式会社ＫＡＩＨＡＴＳＵ 2100001005102 真空パックの信州料理を日本中へ発送事業

長野県 株式会社エルズグランドケアアカデミー 9100001028402 ３密回避の新しい美容スタイル「おうちエステ」事業

長野県 株式会社総合開発設計社 8100001001681 徹底した非対面を図り地球に優しいコインランドリーを目指す

長野県 ＢＩＳＢＥＥ　ＳＰＩＣＥ － 「近隣の方に求められているランチを、なるべく非対面で提供」

長野県 行政書士小西勝事務所 － 損保に特化した民需の入札手続きを支援・媒介するサイトの構築

長野県 リョウカーペントリー合同会社 3100003005628 自社の周知拡散をすることによる販路の開拓をめざす事業

長野県 なかじまフォート － ＨＰによる非対面での新しい写真館ビジネスモデルの構築

長野県 株式会社キティック 1100001000723 動画制作の主力事業化、および早期収益化を目的とした事業

長野県 株式会社信州ツーリストサービス 5100001025997 旅行業におけるコロナ対策ガイドラインによる非対面型販売強化

長野県 そば処ものぐさ － 郷土料理の通販及びテイクアウトの強化

長野県 合資会社冨士之湯 3100003001643 おうちに居ながら旅気分・旅館のごはんをご自宅で大作戦

長野県 ＭｉｎｋａＨｏｕｓｅ － 鉄加工業参入による非対面化、かつ冬季等閑散期の売上安定化事業

長野県 有限会社ジューク 5100002020304 赤外線サーモグラフィカメラによる非対面型イベント入場者管理

長野県 日本医食株式会社 8100001016127 コロナウィルスに負けない新事業！！精肉店直売デリバリー

長野県 村山人形店 － 節句人形店の高画質映像によるホスピタリティへの取り組み
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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２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

長野県 株式会社ウィン 9100001016051 ＷＥＢ相談、ＳＮＳを活用した情報発信の構築と新規顧客開拓

長野県 有限会社コラル 5100002020015 テイクアウト事業における生産性の向上と売上増加計画

長野県 小料理　いとう家 － 新しい営業スタイルの構築

長野県 ＶｉＶｉ　Ａｉｌｅｓ － 自社化粧品開発・ネット販売

長野県 有限会社ホテルニューことぶき 6100002021474 利用者に安心できる衛生面の向上計画

長野県 総合治療院　真氣 － インターネットを活用した３つの販路開拓大作戦

長野県 合同会社Ｐｒｉｍｅ 5100003005576 移動販売車を用いたテイクアウト型スイーツ専門店と就労支援

長野県 松本ゲストハウスｔａｂｉ－ｓｈｉｒｏ － ジェラードのオンライン販売導入による販路拡大事業

長野県 ＯＬＤＩＥＳ　Ｂ　ＧＯＯＤＩＥＳ － ＩＴ活用による販路拡大と設備投資（）

長野県 有限会社総合美容マルヤマ 9100002020481 長野の理美容界に活気を取り戻す！微酸性次亜塩素酸水の製造販売

長野県 有限会社ルナインターナショナル 9100002025720 オンライン講義導入とウェブサイト改善（携帯対応）

長野県 ＬＵＶ　ＣＬＯＶＥＲ（ラヴクローバー） － 【花のある生活提案と、オートクチュールギフトのＥＣサイトの構築】

長野県 株式会社たかぎ 9100001013486 冷凍蕎麦の製品化及びキッチンカーで卸売りの販売促進

長野県 株式会社ロスレス 2100001033210 日本製の良さを前面に押し出した商品開発と販売促進策

長野県 有限会社加藤理髪店 8100002019624 新型コロナ感染拡大防止策の徹底による顧客来店周期回復増収事業

長野県 まるにし － 高齢者向け弁当配食サービスの実施

長野県 株式会社拓寿工業 5100001031392 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

長野県 井箟商店 － 新たなＷＥＢリニューアルによるビジネス転換で売上向上計画

長野県 Ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ　Ｈｉｐｐｏｐｏｔａｍｕｓ　Ｈｏｓｔｅｌ － 宿屋がはじめるオリジナルＴシャツの製造販売

長野県 株式会社燕 2100001013162 「燕の暖」遠赤外線床暖房システム等をＩＴ活用した販売の構築

長野県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ａｌｅｔｔａ － 冷凍ピザの食品通販市場への進出と企業向け販売の販路開拓

長野県 松本トレーニングジム － オンライントレーニングによる集客強化と収益改善

長野県 Ｈｉｇｈ－Ｆｉｖｅ　ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ － オフィス向けコーヒーのデリバリー、及び通信販売の促進

長野県 ＣＨＩＬＬ　ＨＯＵＳＥ － 効率性を高めたお料理の提供とテイクアウト商品による販路拡大

長野県 合同会社Ｆｌａｖｏｒｓ 4100003004323 中食需要に対応したピッツァ商品の開発

長野県 合資会社柳屋商店 8100003002018 感染症の影響を乗り越える為ネットショップの専門性を高める事業

長野県 望月音楽教室 － 非対面でレッスンを行うための環境作りの実施

長野県 コニファープラン株式会社 2100001016470 宿泊施設の感染症対策用機器・設備の導入

長野県 Ｓｔｏｒｙｈｏｕｓｅ　Ｃａｆｅ　＆　Ｂａｒ － 「ローカルビジネス」の強化

長野県 ＲｅｓｔＤｏｏｒ株式会社 4100001032821 同業者向けコンサル事業オンライン化と既存店集客

長野県 有限会社ミルクネット 2100002021809 宅配商品とパン類のネット販売での新規顧客の獲得と既存客の売上アップ

長野県 有限会社一梅 1100002022907 コロナに負けない新規デリバリー事業とバリアフリー対策による販路拡大

長野県 さとやまエネルギー株式会社 8100001026902 企業ブランディング強化、地域循環事業展開のためのＨＰリニューアル

長野県 ｃａｆｅＬａｒｃｈ － ＥＣサイトを通じた、焼菓子とコーヒーの販路拡大事業

長野県 株式会社松本青果物流通センター 9100001014071 「生フルーツゼリー」のＥＣ販売事業立ち上げと贈答品強化

長野県 ネイルサロンＭＩＹＡＶＩ － 新規顧客獲得に向けたカート機能つきＷＥＢサイト製作
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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２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

長野県 ＶｅｌｖｅｔＣｈｅｅｓｅｃａｋｅ － インターネット販売による販路拡大

長野県 株式会社割烹旅館桃山 2100001012940 カジュアルな割烹仕出し弁当の宅配事業

長野県 株式会社上高地ホテル 1100001014475 地元業者とコラボしたお土産セットやオリジナル商品を扱う通販部門の新設

長野県 結婚サポートｙａｍａｔｏ － 結婚までをサポートする非接触型モデルの構築で顧客拡大

長野県
ＢＡＲ＆ＧＲＩＬＬ　ＢＵＲＧＥＲ　ＣＨＯＰ－Ｓ
ＴＥＡＫ　ＨＡ

－ デリバリーでランチ需要開拓＆換気強化でイートインの売上回復

長野県 ＹＵＫＩ．ＲＩ － テイクアウトメニューの拡充と生産力、販売力強化事業

長野県 栞日 － 焼菓子製造所の新設および通販サイトの開設

長野県 有限会社菅野台テニスクラブ 9100002020390 ３密を回避する為のＷＥＢ受付・レンタルコートシステムの導入

長野県 合同会社Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 5100003004545 オンラインフィットネス事業への進出とＥＣサイトによる販路拡大

長野県 合同会社ＲＩＧＨＴＭＡＮＧＲＯＵＰ 4100003004686 自分で出来る生徒のやる気を引き出すＥＣサイトによる売上向上

長野県 株式会社アガタベーカリー 3100001030586 安心してご来店いただけるお店作り

長野県 有限会社琴光堂和楽器店 7100002019761 和楽器文化を広めるためのサイト構築

長野県 株式会社ビーワン・クリエイト 8100001032685 コンサルティング業務のオンライン化の推進

長野県 ペンションマドンナ － 乗鞍高原の自然を満喫できる非対面型宿泊システム構築

長野県 有限会社末広 4100002020379 テイクアウトメニューの充実、販売促進、冷凍食品通販事業の開始

長野県 瓦ＲＥＣＯＲＤ － グッズによるＥＣサイトの展開と、安心空間構築のための店内改装

長野県 魅惑の酒屋ｍｉｋａｍｉ － 「ＩＴを活用した非対面型飲食店への移行と地産地消への転換」

長野県 秀鍵ゼミナール － 塾内学習環境スタビリティ化、広告周知、非対面型モデル化事業

長野県 浅田淑子土地家屋調査士事務所 － 土地家屋調査士合格のためのｅラ－ニング導入による新規顧客獲得

長野県 ＲａｓｐｂｅｒｒｙＧｉｒｌ（Ｒ） － オンラインレッスンを活用した販路拡大事業

長野県 株式会社笑和 5100001030519 ３Ｍ対策完了店舗改装キャンペーン

長野県 株式会社ランドサービス 5100002025476 ＜自社ホームページ活用した新しいサービスと販売事業＞

長野県 島内しみず整骨院しみずカラダ研究所 － オンライン整体とセルフケア用品ＥＣサイトで販路開拓

長野県 ＳＭＩＬＥＦＡＣＴＯＲＹ － コロナ太り解消　パーソナルダイエットセッション

長野県 えん処こばく亭 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 エグゼクティブツアー株式会社 9100001023857 「岡ちゃんオススメ！美味しいにっぽん」ＰＲプロジェクト

長野県 月と群青と珈琲と － ＥＣサイトによる販路拡大、コロナ対策と今後の事業拡大への挑戦

長野県 株式会社フジサワ 6100001028553 顧客管理のクラウド化による、テレワークの環境整備

長野県 株式会社松本ブルワリー 7100001029006 非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 オフィスもりた － ＷＥＢサイトによる笛教室、ライブ、笛ヒーリングの全国配信

長野県 ＤＡＲＡ － ステイホームを充実させるデザートを地方から都市圏へ発送！

長野県 入船寿司 － テイクアウト向けの高付加価値商品の開発販売

長野県 信州電力株式会社 6100001029667 販路拡大と非対面型ビジネスモデルへの転換の両立

長野県 わくわく手相 － 【手相鑑定のオンライン化とネット通販向け吉運カレンダー開発】

長野県 丸萬　加藤商店 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 書道教室立花 － 家でも出来る美文字通信教育とネット販売の新規顧客獲得
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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２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

長野県 いい塾かなえる教室 － 安全な学習空間の確保とオンライン授業の発展による感染症対策

長野県 株式会社セイブアパーソンズ 7100001032430 「天ぷら鯛焼き」で新規顧客を獲得し飯田の新名物を目指す

長野県 有限会社染物処スミツネ 3100002036649 暖簾製品に特化したホームページの活用で、販路開拓を行う。

長野県 横田商事株式会社 9100001022834 ウェブ・セルフ住宅展示場を制作し住宅広告新媒体で販路開拓

長野県 炉ばた焼三亀／四季の揚物串亭 － インターネットによる調理済み冷凍メニューの周知および販路拡大

長野県 和光楽器 － 飯田から全国へ！ＨＰリニューアルによる販路・売上拡大の実現

長野県 オールドウエスト － スチームコンベクションを導入したテイクアウトの拡充戦略

長野県 株式会社ＣＬＩＭＡＸ 6100001031887 タッチパネルを導入した非対面型受注システムの構築

長野県 株式会社総合住宅サービス 3100001020133 非対面打ち合わせへの切り替えとＬＰでの施工内容ＰＲによる拡販

長野県 日本化材株式会社 7100001019691 ホームページを改善しＢ　ｔｏ　Ｃマーケットへの参入事業

長野県 有限会社千客万来 8100002031422 ホームページ刷新及び販売商品拡充に向けた調理場の改修工事

長野県 有限会社坂西カメラ店 9100002031280 減少した売上の回復に向けた情報発信の強化事業

長野県 つつじ亭 － テイクアウト事業強化のためのＨＰ作成と在庫保存庫の導入

長野県 Ｅ＆Ｅ＿Ｓｏｌｕｔｉｏｎ － 新たな顧客ニーズ獲得＆支援スタイル変革に向けたネット環境整備

長野県 株式会社エンジョイワークス 1100001031652 オンラインセールスに挑戦して訪問せずとも受注を取る！

長野県 有限会社山田写真館 9100002031982 ＷＥＢ見積りシステム導入とウエディング事業拡大のためのＰＲ

長野県 カク山木材建設有限会社 6100002031119 動画とＷｅｂ会議システムを組み合わせた一次取得者層の販路開拓

長野県 株式会社協和精工 3100001019456 新製品の新たな販路開拓に向けたＰＲと検査工程の内製化

長野県 来々軒 － テイクアウト需要の獲得と安全な店舗づくりによる売上向上計画

長野県 有限会社若宮糀屋 1100002032071 ＥＣ機能を連携させたＨＰによる自社ブランディング強化事業

長野県 旬菜庵もとき － 法人・個人客向け仕出し情報を発信するＨＰ開設および換気設備工事

長野県 株式会社みどりや 3100001019786 ＥＣ機能を拡充させたホームページ更新と情報発信による販路開拓

長野県 株式会社金久 2100001020308 販路開拓と売上増を目指したインターネット販売の強化事業

長野県 きもの屋そねはら － ネット戦略事業部「きものＫＵＲＥＨＡ」の設立

長野県 ＨＡＩＲＣＬＵＢ　Ｊ － 飲食店営業許可を活用したテイクアウトメニューによる販路開拓

長野県 味澤リフォーム － 非対面式ビジネスモデルで新たな顧客獲得・販路開拓事業

長野県 ＦＯＲＺＡ － 本格ピザテイクアウトで非接触と販路拡大、ニューノーマルへ

長野県 合同会社ｚｅｒｏ１ 2100003005694 開発案件発掘強化と人材マッチングによる販促強化事業

長野県 株式会社ジェノベーション 8100001026530 オンライン研修サービスの提供・ＰＲによる新規顧客獲得

長野県 有限会社ニシキ精機 1100002031610 新規顧客獲得に向けて短納期を可能とする生産管理システムの構築

長野県 シフォンケーキストアＫＩＮＯ － ＨＰ作成で非対面の情報発信と来店率ＵＰによる製造体制の拡充

長野県 合同会社猫の手 7100003003561 映像制作のプロの指導とＩＣＴ活用によるバーチャル学習塾の創造

長野県 株式会社ＪＹＰ 2100001031742 オンラインショップ開設事業＆非対面型オーダーシステム導入計画

長野県 合同会社キャネットワークス 3100003004282 ＢｔｏＣ対応型ＥＣサイト構築によるライトパネル等の新規顧客獲得

長野県 有限会社琴光堂和楽器店 9100002028062 オンライン、楽譜のダウンロード販売サイト構築

長野県 ぱおず屋陽太 － テイクアウト商品・外販商品の開発、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２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

長野県 有限会社名取鶏卵 8100002028666 「感染予防強化プラス新しい形のスイーツ提供」

長野県 こころ屋 － 移動販売事業の仕組み化事業

長野県 リンパサロンミネラル － お家サロンアドバイザー事業の新設

長野県 株式会社ＩＤＥ 1100001026545 新規事業開始（テイクアウト部門、ランチ営業）による販路開拓事業

長野県 あゆみ食堂 － お店でもお持ち帰りでも美味しい！！新しい食堂の形を作る。

長野県 みつ葉ＫＩＴＣＨＥＮ － 健康志向を意識した新メニュー開発と情報発信強化事業

長野県 ｉｌａｃｈｉｃ － ・新サービスの販売と自宅でも心も体もケアできる仕組み事業

長野県 都路本 － 自宅会席の仕出しメニューの販売とそれを利用した販促事業

長野県 ふるさと茶屋はな里 － 「お部屋呑み」セット商品の開発による販路拡大事業

長野県 有限会社スペースイン 7100002029351 ネットを通じた新規顧客開拓と住宅設計の差別化を図る

長野県 伊藤　佳美 － ・商品の開発と新たな販売方法（非対面営業）の仕組みづくり事業

長野県 ＣＡＮＤＹ　ＳＴＯＲＥ －
・セミオーダーする結婚指輪の商品開発とＷＥＢページの改装・機能追加事
業

長野県 株式会社Ｍａｋｅ（メイク） 3100001020265 「感染症対策を整えて安心して利用できる旅館になる」

長野県 株式会社丸安精機製作所 2100001020175 ３Ｄプリンタ導入による部品の内製化

長野県 大手ワイン食堂　びっけ － 信州をまるごと楽しめる洋食屋への業態変換と販路拡大事業

長野県 つなぐばとん － 販売エリア拡大、買い物困難者向けの移動販売車

長野県 ＣＡＦＥ食堂１０９３ － １０９３総菜・スイーツのテイクアウトの開発・販路開拓

長野県 有限会社松沢自転車店 3100002028910 物置を新店舗（保管場所売場作業場）に改築し一般車の販路拡大

長野県 ＣａｆｅＴａｃ － テイクアウトと宅配による売上確保と新規顧客の獲得

長野県 マスヤゲストハウス － 「ゲストハウスの可能性を広げ、販路拡大へ」

長野県 有限会社テックドリーム 8100002029292 『衛生管理の徹底による安心・安全な空間で美味しい食事を』

長野県 有限会社進工機械製作所 2100002028325 マシンバイス導入で、高精度製品供給で販路拡大

長野県 株式会社ＭＴＣ 5100001026005 斬新なテイクアウト「からあげ」

長野県 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｂａｒ　ＳＡＢＯ － ・既存店の好評メニューをテイクアウト・デリバリー事業に展開

長野県 楠わいなりー株式会社 1100001024128 新商品開発と大手ＥＣサイトやＳＮＳを活用した新規顧客獲得

長野県 穂助産院 － 妊婦・産後母子フィジカルケア助産師問事業

長野県 有限会社ジャイロ 3100002009118 キーレススマートシステム導入に伴う非対面サービス提供事業

長野県 エヌスタイル － コロナに打ち勝つ地場産フルーツ健康スムージーのテイクアウト

長野県 デザイン工房スプリングフィールド － テキスタイル、水彩画作品の情報発信用ＷＥＢページの制作事業

長野県 ペンションぷれじーる － 製菓製パン業工房開設と通信販売による新規顧客獲得プロジェクト

長野県 古道具そらしま － オンライン販売へ向けた商品撮影場と、仕入先へ向けたチラシ制作

長野県 フレーシュマリッジサポート － オンラインお見合いの推進

長野県 サカイ技研 － 製造・検査工程の改善による外注依存からの脱却と販路開拓の取組

長野県 壱刻 － 信州そば発祥の地のご当地そば及び新名物　鹿南蛮そばの発送販売

長野県
間島佳代子ポピューラー・ジャズピアノ教
室

－ オンラインレッスン（対話型・講義型）

長野県 有限会社信濃梱包 3100002032879 ＨＰリニューアルによる販売販路拡大事業
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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２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

長野県 古町あかはね － 「新しい生活様式」で、地元客や観光客が安心できる菓子店舗づくり

長野県 ｎｏｌ － 「真空調理機を活用した、真空パック商品の販売」

長野県 信州あそびの杜学園 － オンラインスクール「いっぽ！」～新しい学校をみんなで創る

長野県 こはるｃｏｆｆｅｅ － 移動販売車の製作により商品の生産性向上および販路開拓

長野県 株式会社エイピース 2100001022015 ホームページリニューアルによる非対面型営業への転換

長野県 有限会社南信花園 6100002033115 オンラインでの生け花の関係者への花材の販売システムの構築

長野県 株式会社サーリューション 6100001021830 ＨＰ刷新による当社サービスの非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 鉄板焼坊主 － テイクアウト用新商品の開発と非対面接客営業の促進

長野県 アリマックス株式会社 9100001020557 ○カッティングマシン用の新加工器具導入による新用途製品開発

長野県 みのやさくら亭 － スチームコンベクションオーブン導入によるテイクアウトの充実

長野県 株式会社信州畑工房 4100001023977 業務用から一般消費者向けへの販路転換（ブランディングとＥＣ）

長野県 ＣｈｅｒｒｅＢｌｏｓｓｏｍ － 安心安全なテイクアウト事業。

長野県 アルプス住設 － 溶接工事参入新たなステージへのステップアッププロジェクト

長野県 金井映像舎 － ライブ配信に対応するため、機材車の改造事業

長野県 株式会社ハルピニズム 1100001027238 テイクアウト・ドライブスルーでの販売

長野県 株式会社匠屋 2100001024845 左官職人のボランタリーチェーン化とＷＥＢサービスの開発

長野県 ＣＣさぽーと － 営業コーチングへの非対面型のオンライン講座開発による販路開拓

長野県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＭＡＳＡＫＩ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 モナミ美容室 － 【お客様の信頼を勝ち取り安心を伝えるための動画作成】

長野県 株式会社プロノハーツ 8100001016449 動画を活用した非対面型営業スタイル（ホームページ含む）の構築

長野県 株式会社ＩＴマネジメント 7100001027711 クラウドサービスの販売・導入支援事業の立ち上げ

長野県 有限会社ミキ・コーポレーション 8100002012777 新規顧客獲得のためのＥＣサイトの構築

長野県 ネクストデザインオート株式会社 7100001031820 業務管理のＩＴ化とＥＣサイト開設による安定的な売上アップ

長野県 天狗温泉浅間山荘 － テレワークのできるリゾート地　ワーケーション顧客の獲得

長野県 有限会社ジオ・パラダイス 4100002012509 テレワークと価値創造の場としてのショールーム改装計画

長野県 青雲館 － 対新型コロナウィルス、完全非対面・非接触型宿泊システムの構築

長野県 有限会社丁子屋 3100002012600 職人技術を生かした観光外食業の新たな販路開拓事業

長野県 株式会社夢ハーベスト 4100001029842 非対面型モデルへの展開のための機材整備事業

長野県 モダン割烹ほとなり － 非対面型ビジネスモデルへ転換するための店内改装

長野県 グルービジョン － 「コロナに負けるか」風通しが良いダンススタジオの設備強化

長野県 特定非営利活動法人こもろの杜 6100005003908 付加価値の高い着物再生商品の開発、ネットによる販路拡大

長野県 株式会社アベファニチャー 7100001011995 ＨＰ改新によるショッピングページの新規作成

長野県 デザインハウスプランクリエ － バラのまち信州中野「バラプレ」ＥＣサイト開設

長野県 中高果実加工株式会社 6100001012094 長野県産「旬ジャム」のＥＣ販売事業立ち上げとＯＥＭ受注の拡大

長野県 天領誉酒造株式会社 2100001012098 新規販路拡大、開拓事業

長野県 Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ － 販促情報の映像化による非対面型営業ツール構築
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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２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

長野県 株式会社ぷらんつ 3100001028572 青汁の対面販売が全て中止。非対面の通信販売型にするための施策

長野県 駒ヶ根ユースホステル － 「フードコート＆ＢＡＲでワイワイ盛り上がろう！」

長野県 株式会社ワクワクカンパニー 8100001027669 ジャム事業を２年後に年間５００万円利益を生む事業に拡大させる

長野県 株式会社イノベートデザイン 6100001029163 新しい結婚式のかたち。「オンライン結婚式」の実施

長野県 合同会社きりの実ダイニング 6100003004957 オーニング設置でテラス席を活用した３密を避ける環境作り

長野県 ＮＩＲＶＡＳＨ － 音楽ライブリモート配信事業

長野県 株式会社ファミリア長野 9100001032305 新メニューのテイクアウト化による販路・売上拡大事業

長野県 株式会社我夢 8100001021886 通信販売・テイクアウト需要を見込んだｗｅｂサイト制作

長野県 有限会社倉科製粉所 3100002026323 新たな生活様式に対応する為の機能充実ホームページの再構築

長野県 ビストロカフェミルフィーユ － 「洋食店シェフのデリ」をご自宅で！販路拡大強化プラン

長野県 レストランくんくん － テイクアウト用新商品開発と生産能力アップで目指すは増益！

長野県 合同会社プレシュアリー 8100003004105 内製ＶＲ作成環境の整備。及び、非対面型営業の仕組み構築。

長野県 株式会社宿満久 4100001030395 オンラインショップの開設・運用

長野県 ポップズカフェ － オリジナル商品のインターネットを介した通信販売

長野県 工藤食品 － 冷凍冷蔵車の使用による新規販路拡大

長野県 合同会社Ｍ＆Ｓ　Ｔｓｕｔｓｕｊｉ　ｔｏ　Ｋａｅｄｅ 1100003004937 インターホン設置、客室リニューアルで感染対策と経営の安定。

長野県 ｃｕｃｉｎａＫＩＭＵＲＡ － インターネット通販用・イタリア伝統菓子等・製造販売事業

長野県 ゲストハウスクロイツェル － ｗｉｔｈコロナ時代の非接触・非対面型「地方でテレワーク」の実用化

長野県 株式会社ファンクリップ 2100001020340 ＷＥＢサイトリニューアルによる集客強化と非対面型講座の提供

長野県 株式会社蓼科企画 7100001025649 非対面型不動産物件紹介等の営業支援のオンライン化

長野県 有限会社コダイラ 4100002030361 非対面型サービスの提供及びコロナ感染症対策事業

長野県 ＡｍｕＳｅ　ｈａｉｒ － スマホ専用オリジナルアプリでＥＣ販売

長野県 株式会社エルハウス 6080401011806 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 フォトスタジオカリーノ － 非対面型ネット予約ネット注文によるハウススタジオ付加価値向上

長野県 でき太くんの算数クラブ － ベトナム通信教育事業開始プラン

長野県 写真家山内悠 － オンライン展覧会やイベント、デジタル作品による新たな創造事業

長野県 サワルージュ － 「密」を避ける、広いテラス席のあるカフェに改装

長野県 星ノ杜 － 星ノ杜ヨガホームページの改修とインターネット広告による集客拡大

長野県 ペパーミントジャム － 感染拡大防止のための店舗改装

長野県 ｅｒｉｍａｙａ．ｃｏ中村理恵 － 手作り製品の磨き上げとネット・宅配サービスによる新規顧客獲得

長野県 有限会社フィールドマシナリー 6100002032372 長野県初！建機トラックのオークションシステムの構築と拡販

長野県 株式会社アクアドリーム 9100001029532 特殊飲料水の高品質ＰＲとネットを通じた新規顧客獲得

長野県 株式会社オレンジゼリー本舗 3100001018961 新商品のプロモーションによる販路拡大と顧客獲得

長野県 フィールドノート －
コロナウィルス感染症による売上減少対策として蓼科らしい新規商品の開
発・販路開拓

長野県 株式会社ピーター 8100001019484 ボールミキサー導入による増産体制の構築

長野県 株式会社丸中食品 3100001019217 ケアミート・ケアフィッシュの販路開拓
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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２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

長野県 有限会社甲信代理店 3100002030346 ＷＥＢシステムを活用した販路拡大と在宅勤務体制構築

長野県 有限会社ピッコトラディショナル 9100002029408 店舗の３密回避とテイクアウトメニュー開発による販路開拓

長野県 有限会社丸井伊藤商店 1100002030488 ・新しい生活様式に対応した自社商品の販路開拓、除菌商品の開発

長野県 茅野アスレチックスアカデミー － 感染対策・オンライン事業による販路拡大と売上アップ

長野県 マイクロフィルム － 非対面型新規顧客開拓及び業務遂行システム構築

長野県 株式会社土屋酒造店 3100001007832 地域風土を販売するＥＣ機能を持つ自社ウェブサイトの構築

長野県 いわむらだ鍼灸・整骨院 － 「自宅に居ながら手軽にオンライントレーニング」

長野県 癒し処　天空 － 【青空マッサージの提供拡大とＥＣサイト構築による新規販売事業】

長野県 九尾の狐 － コロナや人材不足に左右されない新しい飲食店経営に取り組む

長野県 おいまつえん － 地元民向けステイホテル！ワンストップの旅キャンペーン

長野県 Ｉ’ｍｙｕ　ｂｅａｕｔｙ＆ｅｙｅｌａｓｈ － ＥＣサイトによる既存客との関係性維持と新たな収入の柱の形成

長野県 整体テラピーバランスリメイク － オンラインでのコンテンツ販売、コミュニティ開設

長野県 中込カメラ － 【学校行事写真注文の非対面ネット販売と新スタジオの設営事業】

長野県 株式会社佐久平土地開発 1100001030489 インターネット環境の整備による非対面型の業務の拡充

長野県 アルティジャーノデザイン － クライアントの商品を販売する新事業「ＥＣセレクトショップの開設」

長野県 依田板金塗装工場 － ＩＴを利活用した接客時間短縮と集客力向上

長野県 株式会社つばさ公益社 8100001030193 「葬祭ホール待機時におけるホール無人運営」

長野県 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　ｇｒａｍ － コロナ対策と駐車場整備による顧客満足度の向上事業

長野県 株式会社初谷温泉 2100001007387 新しい生活スタイルに対応する湯宿での過ごし方

長野県 ｃｏｓｏｌａ － オンラインによる個別指導型痩身プログラムの導入

長野県 ＦＰ事務所ｆ－ｄｅｓｉｇｎ － 地方生活のオンライン相談ができるＦＰサービス

長野県 オレガノ食堂 － ＳＮＳ、ＳＥＯを活用したテイクアウト促進と新規顧客獲得

長野県 有限会社米耕農 5100002012879 家庭向けの米のネット販売の強化

長野県 株式会社ベストプランニング 3100002012195 「新しいライフスタイル提案と非対面打合せ環境の整備事業」

長野県 エルアンドエフ － オンライン写真教室事業

長野県 有限会社石田屋 1100002017015 通販売上アップして飲食宿泊につなげるｗｉｎｗｉｎな連携

長野県 ユキ美容室 － ホームページ・予約システム導入等による「安心」提供事業

長野県 米持製菓株式会社 8100001011912 ネット事業の拡大とネットショップ限定新商品の開発

長野県 株式会社藤澤蒔絵 6100001026879 ネット販売システムの構築と商品開発

長野県 ｌａ　Ｆｅｒｍｅ　Ｙｏｄａｋｅｎ － 【コロナ影響に対応した販売戦略の立案と新商品開発とその販促強化】

長野県 竹内毛糸店 － リノベーション店舗にミシン＆レジを導入し、若者にも販路拡大！

長野県 こんどう書道教室 － 書道教室三密の解消とオンライン化の準備

長野県 有限会社　北川運送 8100002009344 クラウドシステム導入による不用品回収事業のテレワーク環境整備

長野県 ｃａｆｅ自転車屋 － 「食肉製品製造施設開設によるソーセージ等の販売事業」

長野県 星野屋 － ３密を避け、清潔感あふれる店舗でお客様をお迎えします

長野県 有限会社平林物産 9100002009517 ホームページを開設し売上増を目指したい。
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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

長野県 株式会社島田板金工業 4100001006164 ホームページ開設に伴う需要開拓とモバイルワークによる販路開拓

長野県 Ｒｕｂｅｌｌ － オンライン授業サービスとＷＥＢプログラミング教室構築事業

長野県 長野経営コンサルティング － 商談、学習、相談の完全オンライン化による非対面ビジネス構築

長野県 ウィズ・ナチュラル・コーチング － 非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 スマートクリア － 障害者が監修するバリアフリーを広げるネットを通じた顧客獲得

新潟県 株式会社ＣＡＲＲＹＯＮ 8110001032239 【真空包装機の導入によるネット販売で販路開拓とＰＲ強化】

新潟県 株式会社マキトー・コンフォート 2110001006875 ネット販売拡大の為、商品写真品質向上と集中的広告投資の拡大。

新潟県 株式会社Ｒａｐｐｏｒｔ 6110001009750 傾聴ウェビナーとオンラインカウンセリングによる業容拡大計画

新潟県 有限会社山崎銅鉄店 110002008251 法人向け無人型廃棄物回収ステーションの新規開設

富山県 ピッツェリア　オ・マエスト － 「テイクアウト市場の開拓による非対面型ビジネスモデルへの転換」

石川県 ライトアップ － オンラインでホームページ担当者を育成する事業

石川県 株式会社サヴェージクリエイティブ 6220001017115 「主婦がシェフになる」お料理販売

長野県 株式会社ＣｏｃｏＣｈｏｕＣｈｏｕ － 規格外フルーツを使ったアレルギー対応アイスクリームの製造販売

長野県 ｔｏｒａｎｔｏｒｏａ３３ － ＥＣサイト立ち上げ及び、それに伴う量産化事業

長野県 ＪａｐａｎｅｓｅびしゅＤｉｎｉｎｇ爛漫 － テイクアウト・窓口販売に対応するための真空器包装器の導入
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