
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

茨城県 公文式白鳥教室 － Ｗｅｂ会議システム・電子黒板を利用した非対面型ビジネスの構築

茨城県 加藤雅史建築設計事務所 － コロナ脱却！住宅模型製作とオンライン商談による新規顧客獲得戦略

茨城県 さん酔 － テイクアウトのＰＲと店内環境の整備による客数増加

茨城県 株式会社グレイステック 2050001039881 コロナをチャンスに！ＣＡＤを使って事業再生！市場拡大！

埼玉県 株式会社ファイネスト 6030001017621 キュレーター型マーケティングコンサルティングによる事業拡大

茨城県 エステティックサロンＨａｎａｋｏ － 来店者専用のＥＣショップによる非対面型商品販売の実施

茨城県
メナードフェイシャルサロン　リコべラメン
テ

－ ｙｏｕｔｕｂｅを活用した総合美容サービスの展開

茨城県 ｉｃｏ．ａｄｓｏｌｕｔｉｏｎ － 紙媒体広告から非対面型の動画コンテンツ□□への転換

茨城県 ごま房’Ｓ － 冷凍餃子の発送販売による非対面型販売の強化および店内感染防止

茨城県 レストランマロン － １００人のホームビューイング・テイクアウト販路拡大

茨城県 リューシュブンカムラ － 「ウェディングセラピーメソッド」の対面・非対面モデル提供

茨城県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｌｏｃａｌｅ － 安心安全の本格イタリアン！テイクアウトメニュー開発で顧客獲得

茨城県
株式会社エムシー・くりえーとカルチャー
スタジオＭｕｇｕｅｔミュゲ

8050001035652 自宅をスタジオに！オンラインレッスンの提供

茨城県 株式会社ワインデマミ 1050001019918 ソムリエが選ぶあなたのための美味しいワイン

茨城県 和料理常陸の凡―ｂｏｎ － 弁当事業の強化と店内環境・設備整備による経営安定化

茨城県 ミルプランタン － ＥＣサイトと集客導線確立でテイクアウトとギフト需要の拡大

茨城県 パティスリートモジ － Ｗｅｂサイト等ＩＴ領域の強化による販路拡大および顧客育成強化

茨城県 ｂｏｄｙ　ｃａｒｅ　ｒｏｏｍ　ｋ － 水戸初！鍼灸院併設ヨガのオンラインレッスンで新市場開拓

茨城県 ぱんちゃん － 水戸初！「タッカンマリ」テイクアウトで新市場開拓戦略

茨城県 株式会社アットシス 6050001006250 オンライン会議及びテレワークタスク管理のための環境整備

茨城県 シュシュヴェリテ － ＨＰ活用で接触リスクを低減し、背中を安心に、楽に、きれいに

茨城県 有限会社ブリスト 3050002006161 オンライン受付システム・ネットショッピングの拡充事業

茨城県 株式会社ＫＬＥＮＯＴ　Ｒ 8050001035355 移動販売車導入による販売拡大と地域やお客様への貢献

茨城県
クリエイティブライフ・シャンティプルナ株
式会社

8050001041188 オンラインスクールおよびオンラインサロン開設による業務改善

茨城県 Ｌｕｐｉｎｕｓ（るぴなす） － バレエ留学希望親子のライフキャリア形成支援事業規模拡大

茨城県 のんびりくらし － 新商品を活用した通信販売の強化と感染予防を考慮した喫茶改修

茨城県 憧れ花のアトリエ － オンラインライブアレンジメントと生け方配信によるＢｔｏＣ拡大

茨城県 株式会社ティーエムユニオン 3050001005767 ＥＣショップ開設とマーケティングオートメーションでの販路設計

茨城県 和楽 － 新型コロナウイルス感染症対策で集客回復

茨城県 リラックスサロンＲｉＢＥＲＴＹ － セルフでできる水素発生器により安心な施術を行い顧客獲得を促す

茨城県 畑のＧＯＣＨＩＳＯ － テイクアウト及びドライブスルーに対応した変更

茨城県 サポートスリム － 「健康美ボディストレッチメソッド」の対面・非対面モデル提供

茨城県 有限会社イシイ 2050002004364 北関東発！衣類の廃棄を防ぐ、ＥＣサイトを活用した市場開拓！

茨城県 Ｋ５　ＡＲＴ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ － 移動販売ギャラリー「ＰＵＮＴＯ　Ｖｉａｇｇｉｏ」

茨城県 蕎麦　一久 － 石臼自家製蕎麦で作る本格蕎麦メニューのＥＣ・テイクアウト販売

茨城県 茨城青写真製本株式会社 4050001000172 ＨＰリニューアルによる非対面営業推進・プリント壁紙の販路開拓
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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

茨城県 バックパッカー － ドライブスルー方式のハンバーガーとクラフトビール卸売り事業

茨城県 高田接骨院 － 接骨院併設ストレッチマシンを活用したトレーニングジムの設置

茨城県 有限会社はんこや横山 5050002004576 オンライン受注による売上拡大策及び店内環境の新型コロナ対策

茨城県 ハワイアンカフェロコロコ － コロナで困窮した農家を救う！フードロス対策のキッチンカー！

茨城県 有限会社宮本酒店 2050002003119 インターネット注文とドライブスルー受け渡しによる第二の冷蔵庫

茨城県 Ｐｏｕｒ．Ｙ合同会社 7050003003724 販路の開拓と新商品開発

茨城県 株式会社ディスクメイト 3050001046720 子育て情報誌及び関連イベントの非対面化ビジネスへの転換事業

茨城県 あぐに株式会社 3050001006393 テイクアウトサービス実施のための設備導入及び広告宣伝事業

茨城県 株式会社納豆 5050003004278 免疫力向上！納豆肉の開発によるＥＣ展開とテイクアウト

茨城県 株式会社みらい不動産 5050001044053 動画販促とオンライン内見による新市場開拓戦略

茨城県 有限会社ぬりや 1050002002526 新しい生活様式に対応する客室の整備とリモート法要・会食

茨城県 道ｎｕｔｒｉｔｉｏｎｃａｆｅ － テイクアウトとオンラインサービスによる非接触型事業の強化

茨城県 株式会社ＭＵＲＡＴＡ 1050001005959 オンライン雨漏り検査システムの構築による非対面化事業

茨城県 株式会社ＯＬＳ 4050003002925 トレーラーハウスのシャーシ内製化による事業の継続力強化

茨城県 荷口経営会計・法務事務所 － オールインワンＭｅｅｔｉｎｇボードの利活用による非対面型経営支援モデル

茨城県 くりや － 非対面型ビジネスへの転換及び新商品開発による供給体制強化

茨城県 イエローハーモニー － ネットＬｉｖｅ「シンクロ自宅クッキング」「シンクロ体質リノベーション」

茨城県 笑福食堂 － 仕出し事業の拡充による非対面型ビジネスモデルの確立

茨城県 株式会社ＳＡＴ 7050001011233 リモート立会試験・メンテナンスシステムの実現による受注拡大

茨城県 株式会社ディアス 3050001037595 海外から国内へ、新たなサプライチェーンで新規顧客を開拓

茨城県 株式会社學藝塾 8050001010597 學藝塾“オンライン＆対面”ハイブリッド授業化計画

茨城県 炭火串焼きもん － 「テイクアウト」「宅配サービス」専用の店舗一部改装

茨城県 株式会社ｎａｎａｉｒｏｖｉｓｉｏｎ 7050001046139 ネット販売の販路拡大とネット広告コンサルティング

茨城県 株式会社工匠常陸 9050001045205 熟達した宮大工が丁寧に作り上げた高級な指物と飾り台の製造販売

茨城県 イナノベ流通青果 － ウェブサイト新規作成によるインターネット販売強化

茨城県 株式会社霞月楼 1050001009043 「脱３密×おもてなし×霞月楼＝新しいサービス」の構築事業

茨城県 ＭＹＫ株式会社 1050001039131 蕎麦・うどん打ち機械の導入による麺作りの効率化

茨城県 アリーズ・ケバブ － デリバリー用　新メニューで新規顧客拡大

茨城県 株式会社ＧＳプロシード 2050001041912 冷めても美味しい「厳選焼き鳥家飲みセット」販路拡大事業

茨城県 未来氷カフェ － 店舗拡張による席間隔確保と厨房環境増強・テイクアウトの強化

茨城県 大栄商事株式会社 4050001018438 多目的貸スタジオ並びに貸会議室

茨城県 株式会社小松園 8050001019300 うなぎギフト販売の取り組み強化による新規顧客の開拓

茨城県 有限会社クリフ 7050002030496 健康と安全を考えた店頭対面販売からＷＥＢへの転換とテレワーク環境整備

茨城県 ベストパートナー介護株式会社 3050001024791 非対面型ビジネスモデルへの転換

茨城県 株式会社夢市場 6050001024707
店舗販売比率向上によるリスク分散と、テレワーク環境の充実でのスタッフ満
足度の向上

茨城県 サウンドバッグカフェ － 【オンラインによる病院スタイルの新感覚ボーカルレッスン】
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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

茨城県 株式会社ひたちピーエム商事 7050001023740 非対面型ビジネスモデルへの転換

茨城県 ウィンダンシー － コロナからの復興と再出発

茨城県 合同会社アズオン 2050003002342 多角化戦略の非対面対応への取り組みと販路開拓

茨城県 株式会社あかつき工房 4050001046513 干し芋事業の効率化で規模拡大＆新規事業で安定的な雇用創出！

茨城県 ＳｔｕｄｉｏＢｅｉｎｇ － メタトロン波動測定器導入による非対面型全身測定とセラピー

茨城県 有限会社菊水食品 8050002030438 バーチャル直販店とネット通販型商品による非対面型ビジネス強化

茨城県 本田商店 － 平日働く人の胃袋をゲット、キッチンカーによるテイクアウト販売

茨城県 株式会社アクトサイン 6050001044688 オンライン受注で生涯の想い出をアクリル彫刻に！

茨城県 ピノキオトーイ － 非対面型営業の強化と実店舗のプレミアム店舗化

茨城県 高安桐工芸 － イベント主体からの転換！非対面営業の強化と店舗の整備事業

茨城県 有限会社コヤノ商店 1050002042035 ＨＰの作成、キャッシュレス決済の非対面型のビジネスモデル構築

茨城県 ラーメン香月 － テイクアウト新商品「もっちり手打ち焼きそば」による販路開拓

茨城県 株式会社ナカセツ 7050001033244 ミニショベル導入機動力を上げろ！！

茨城県 ＲＡＮＢＵＬ － 衛生管理された遊戯施設の建設と、非対面型テイクアウト事業

茨城県 若本住建 － ウェブサイトと宣伝チラシを活用したリフォーム販路拡大事業

茨城県 有限会社ＢＩＧＦＡＣＥ 7050002044249 ネット販売新サービスによる非対面ビジネスモデルの構築、強化

茨城県 有限会社アートスタジオレイズ 4050002043633 非対面でサロン専売商品を販売するためのＥＣアプリを導入

茨城県 株式会社ヘルスケアエイド 2050001046093 痛みのない生活を獲得！オーダーメイド型オンラインコーチング

茨城県 硝子茶吹 － ホームページ立ち上げによる非対面型ビジネスモデルの構築

茨城県 株式会社家計まるごと相談室 3050001047017 非対面型ネイル施術に取り組むための設備投資及び販路開拓計画

茨城県 行政書士羽田竜也事務所 － インターネット商談システムの導入による遠隔地取引先の拡大

茨城県 株式会社カルマ 50001032903 ＡＩ体温検知システム等設置事業

茨城県 株式会社イイダモールド 1050001032846 ポストコロナ時代に対応する非対面型ビジネスモデルへの転換

茨城県 吉野農園 － 甘ちゃんトマトソースのインターネット販売による販路開拓

茨城県 有限会社小嶋麺業 7050002042021 【ホームページを活用した非対面販売事業】

茨城県 タムラ看板 － 自社ＰＲ動画作成及びＨＰ作成

茨城県 株式会社新東 4050001031465 非対面式の体温測定器を用いた安全性の向上と宿泊客数の回復

茨城県 合同会社３１５ 6050003004665 地域初！市場に対応した非対面」セルフエステサービスに実施

茨城県 ヒロセ米穀 － 透析患者への非対面型販売モデルと工場内のウイルス対策

茨城県 食彩酒家やまき － 配達バイク導入による出前強化とテラス席導入による安全性の確保

茨城県 有限会社北島酒店 7050002041980 新型コロナに負けるな！あなたの家飲みの為の販路開拓。

茨城県 株式会社ナカヤデリフーズ 9050001033060 出来立て豆腐・豆腐ドーナツのＥＣ販売への取り組み

茨城県 有限会社菜香や 2050002041738 増えるＥＣ販路需要に対応する為の社内冷蔵設備の整備

茨城県 エステサロンｃｌａｉｒ － セルフ肌診断装置の導入による、新型コロナ対策と販路開拓

茨城県 有限会社ことぶき 2050002042026 国内製ユニットへの切替えによるオゾン発生機の拡販事業

茨城県 バカション － 無人オペレートによるネット生配信システムの収益化と応用
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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

茨城県 有限会社バリューアシスト 1050002042398 インターネット商談システムの構築と来客環境の整備

茨城県 藤和商事株式会社 1050001031559 テイクアウト注文オンライン化による新規販路の開拓

茨城県 Ｚ庵（ぜっとあん） － 「自家栽培のソバで作る乾麺のネット販売で新たな販路開拓」

茨城県 株式会社いわた 2050001032449 インターネット販売事業・オンライン結婚式対応の発注システム

茨城県 株式会社武勇 5050001032652 夏酒の新商品開発によるコロナを乗り越える販路開拓事業

茨城県 株式会社ライツ 4050001007523 空き家と高齢者世帯をターゲットとした草刈り代行ビジネスの拡大

茨城県 株式会社ＲＴプランニング － 非対面型「ＳＴＥＡＭ教育バーチャルスタジオ」開設とコンサルティング提供

茨城県 亀屋石材 － デザイン仏具のインターネット販売とリアル店舗販売の促進

茨城県 Ｋ－ｗａ － オンラインシステムの新設、人とペットに優しい環境の整備

茨城県 株式会社玄宝屋 1050001007591 「除菌ルームの設置による布団等の安全性の向上と店内環境整備」

茨城県 有限会社秀玉桜井人形店 7050002008518 新規ホームページの開設・ネット販売システムの構築

茨城県 蒼企画　聴潮庵 － 蒼企画聴潮庵の看板設置並びに画集制作とＨＰ等による認知度向上

茨城県
特定非営利活動法人ヴィーガン認証協
会

7050005008663 「ＰｌａｎｔＢａｃｅｄ」認証及び非対面型営業用コンテンツ開発支援事業

茨城県 株式会社矢口 1050001007716 積算管理システムの連携による作業効率改善とテレワーク業務推進

茨城県 リボーン株式会社 6050001041685 非対面取引に転換するゴルフクラブのサブスクリプション事業

茨城県 カフェレストランフルール － 完全クリーンアップのキッズスペース採用、安らぎのカフェレストラン

茨城県 有限会社ランディング 5050002009402 発掘本立ち読みネット書店と全国プラットフォーム提供事業

茨城県 ダンスエリアＦａｍｅ － オンラインを活用したスタジオレッスンの開始

茨城県 レリッシュ － 店頭販売の為のリフォームと新商品コッペパン開発で新規顧客獲得

茨城県 アジアンダイニング武陵桃源 － 「アジアンテイストのオードブルを中心としたテイクアウトの拡充」

茨城県 ロボット科学教育ｃｒｅｆｕｓ　ひたちなか校 － オンラインクレファス開講

茨城県 ウェディングハウスクレマチス － 「あなたの大切な人と一緒にドレスアップして記念写真を撮ろう」

茨城県 和唐企業合同会社 3050003004833 中華料理のテイクアウト及びデリバリー事業による非対面化事業

茨城県 株式会社スリーハート 4050001007812 販売・在庫管理のオンライン一元化による非対面化及び業務効率化

茨城県 株式会社ねぼけ 5050001007605 オンライン受注体制による高品質テイクアウト・デリバリーの展開

千葉県 有限会社華葉軒 6040002003033 「市場発！新鮮素材の中華を家でたのしむ！」ネット通販事業

千葉県 株式会社ＷＩＴ＆Ｂ 8040001113302 セルフ美顔、痩身コーナの設置

千葉県 株式会社マサ・クリエイティブアーツ 5040001111548 日中友好の懸け橋、オリジナルＯＥＭマスク制作事業

千葉県 株式会社ヨーゼフ 8040001010128 オンラインショップによる自然・アレルギー対応食品販売開始

千葉県 株式会社キーリンクス － 介護施設のＷｅｂ面会、情報共有、介護記録のツール活用促進事業

千葉県 株式会社スタジオホワイトルーム 2040001026591 非対面型相談・販売システムの構築、新パッケージによる販路拡大

千葉県 麺処丹治 － 薬剤師監修の薬膳ラーメンで目指せ月間売上１５０万円

千葉県 女性専用ダイエットサロンｍａｙｕｎａ － 豊かな老後に向けた健康な体づくりケア・サポート

茨城県 合同会社Ｔｒａｉｌｂｌａｚｅｒ 7050003004202 防草シートの設置

栃木県 有限会社辰元 9060002032201 ネット販売システム導入と商品開発販路拡大等事業

栃木県 じょりんぼ － 「独創性に富んだ仕出し弁当で新市場開拓」
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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

栃木県 いとう整体院 － ドラムスクールのリモート室の作成、パーテーションの設置

栃木県 有限会社きっすい 8060002034784 非対面ビジネス実現のためのショッピングサイトの構築と店舗改装

栃木県 荒川技研株式会社 4060001017075 完全非接触型営業システムのホームページ構築による売上増大

栃木県 有限会社トレンディハウス 4060002033922 非対面型ビジネスモデルの導入による収益構造改革・強化事業

栃木県 有限会社小池商事 1060002031945 新たにショッピングサイトを構築し非対面型ビジネスモデルを実現

栃木県 株式会社Ｅコンツェルン 8060001030719 広告宣伝による外国人材紹介サービスの認知度向上

栃木県 きぶな接骨院 － 姿勢分析器導入による患者自身の健康に向けた客観的な意識付け

栃木県 ツインベアーズ・マーケティング合同会社 4060003002777 オンラインレッスン／フィッティング事業

栃木県 アンドガーデン合同会社 4060003002744 「オフィス街における非対面型キッチンカーでのランチの販売」

栃木県 那須倶楽部株式会社 6060001012504 デジタルとアナログを融合した販売促進事業

栃木県 株式会社アペックス 6060001007388 自宅用カーメンテナンスニーズに応える新商品の販路創出

栃木県 ルモンド株式会社 7060001027443 オンラインとスタジオ双方を強化し宇都宮ＮＯ，１ヨガスタジオへ

栃木県 舘河屋酒店 － 老舗酒屋のオンライン受注化による収益向上と生産性向上事業

栃木県 幸麺 － 自宅で幸麺の味を楽しめるようニーズに対応したテイクアウト販売

栃木県 エルライズ株式会社 6060001024251 非電化宣伝告知媒体設置事業

栃木県 有限会社トータルフィットネスサポート 3060002011854 オンラインパーソナルトレーニング

栃木県 ＭａｎａｇｅＤｅｎｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － 非対面営業、非対面販路開拓へビジネスモデルの転換

栃木県 株式会社エスホーム 5060001010756 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換

栃木県 株式会社Ｙｏｋｏｏ 5060001031059 非対面型ビジネスモデルへの転換

栃木県 池上精肉店 － コロナ対策・テイクアウトに重点を置く営業形態への転換。

栃木県 いろどりダイニングいざ酔 － お客様に安心安全にお越し頂く為の環境整備、及び新たな販路拡大。

栃木県 株式会社三樹 7060001001373 「ポチ１つで全国の在宅の方々に宇都宮餃子をお届けします」事業

栃木県 株式会社ＰＲＯＸ 9060001031204 新型コロナ対策ＥＣ事業

栃木県 有限会社石川印刷所 9060002001131 非対面式営業ツール・ホームページリニューアル

栃木県 有限会社レーベンデザイン 5060002013551 建物診断＆建築トラブルのオンラインコンサルサービスの提供

栃木県 株式会社鈴印 2060001021822 “ＺＯＯＭを利用した対面販売の構築とＰＲ”

栃木県 株式会社影澤三左衛門商店 6060001007009 らーめん屋におけるセルフオーダーシステムの導入

栃木県 ＤＡＮＣＥ　ＣＥＮＴＥＲ　Ａｐａｓ － 地域Ｎｏ．１のダンススクールを目指す！スタジオ環境改善作戦。

栃木県 す～さんの結婚相談室 － 結婚相談所が提案する安心安全な低価格のオンライン婚活アプリ

栃木県 Ｄｉｃｕｏｒｅ（ディクォーレ） － 自社商品の開発・製造～新規顧客開拓事業

栃木県 ニコナチュール － 輝く働く女性を増やす！非対面で通えるエステ

栃木県 ならでわ株式会社 5060001026273 ビフォーアフターアプリ新機能の宣伝広告

栃木県 ｅｍｉｎｙ － ＥＣサイトを構築しホームケア商品のネット販売を開始する

栃木県 株式会社栃木リキュール 5060001030481 おうち飲み商品の新開発と工場見学遠隔サービスの新規導入。

栃木県 株式会社まどかの森 1060001023274 らーめん屋におけるセルフオーダーシステムの導入

栃木県 株式会社うつのみや観光 3060001007614 便利屋よろず屋（チームうつのみや観光）事業開発及びテレワーク実施
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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

栃木県 ｅｍｐｔｙ　ｄｅｓｉｇｎ － 非対面用ＰＲ動画制作サービスの構築による売上減少分の補填

栃木県 株式会社興栄 9060001018564 コロナ禍におけるテレワーク化および非対面型新規事業の構築

栃木県 藍絽座 － インターネット販売システムの構築による売上増加計画

栃木県 マルニ商事株式会社 4060001019229 木材加工の内製化・効率化による多品種少量の生産体制の確立

栃木県 酒食道楽じん － テイクアウト専用ブースの新設で売上向上

栃木県 田添秀翔 － ＨＰ制作し販路拡大と受注の機会損失を防ぎ、テレワーク化の推進

栃木県 珈の菓 － 自動販売機導入による非対面型事業への取り組み

栃木県 株式会社ＨＥＬＬＯ 1060001031442 キッチンカーによる移動カフェのオープンで新規顧客獲得

栃木県 ファクトリー有限会社 6060002036849 ストーリーのある服づくりのウェブサイト構築による販路拡大

栃木県 ティーケー・ソリューション合同会社 7060003003228 非対面型営業強化による販売促進

栃木県 有限会社和泉屋 7060002035461 ソーシャルディスタンシングで３密回避の為の店舗改装

栃木県 株式会社Ｍハートプラン 6060001019516 カーテンＮＥＴ販売

栃木県 キムラ美容室 － 「オートシャンプーの導入で作業を効率化と感染リスクを軽減」

栃木県 かんたく接骨院 － セルフホワイトニングの導入とアピール

栃木県 お食事処こばやし － デリバリーによる販路拡大、コロナウイルス感染防止

栃木県 Ｍ－ＮＡｉＬＳ株式会社 3060001019857 非対面接客に伴うシールド並びに紫外線消毒器の設置

栃木県 八蔵 － おやつのテイクアウトを導入し、客単価増加と新規顧客獲得を実現。

栃木県 朝日染色株式会社 7010601008302 工程管理システム（生産量向上）とＷＥＢ会議システム（販路拡大）の導入

栃木県 ＹＡＰエンターテイメント株式会社 5060001019814 対面・接触を回避するための配信設備環境の構築と店舗ＰＲ

栃木県 ガチャマンラボ株式会社 8060001025215 ホームプロダクトの開発およびＷＥＢ専売体制構築。

栃木県 日本硝子工業株式会社 9060001011073 固まる土「透塊ソイル」のＢｔｏＣ需要を取込むＥＣ販売促進事業

栃木県 株式会社グルメコンガーズ 3060001025590 ネット通販システムの構築と対応商品保管梱包等の環境整備

栃木県 株式会社フク 6060001022800 ホームページ改修及び取扱商品のオンライン販売

栃木県 味噌の樽丸 － サイドメニューを主役に！テイクアウトサービスで苦境を打破

栃木県 ＡＮ－ＲＩＺ－Ｌ’ＥＡＵ － 当店初のテイクアウト挑戦で売上減少を回復！

栃木県 根本農園 － 無人直売所設置による省霧化とネット販売で遠隔地顧客獲得の実現

栃木県 株式会社ＩＫホーム 3060001010221 おうちで楽しむ、住まいの散歩道オンライン見学会

栃木県 ＩＴＳｕｐｐｏｒｔパソコン太郎株式会社 6060001026677 オンラインでの絵本を元とするマルチメディア戦略

栃木県 ラーメン山いち － ステイホームでおうちラーメン

栃木県 株式会社小林酒店 4060001010393 家飲みメニューセットの開発とネット販売事業

栃木県 有限会社マーサーズ 3060002021606 効率的なネット・ＳＮＳ活用で新規客倍増計画！

栃木県 有限会社みしま 2060002020971 懐石料理本来の「味」「雰囲気」を壊さず感染防止！

栃木県 中華そば田田 － 非対面施策で安心安全と変わらぬ美味しさを提供

栃木県 大衆炉端かもめ屋 － 照明付き大型看板とＦＡＸクーポンによる発信力と認知度の向上

栃木県 ダイヤモンドベース株式会社 4060001030540 新メニューのテイクアウトを看板とアプリで情報発信

栃木県 マシュマロウ － オンラインショップ事業部の開設でオムニチャンネル化の実現
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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

栃木県 株式会社食・メディア 4060001014329 乾燥機導入によるクオリティーの高い商品管理とＥＣ販売の強化

栃木県 ゴーゴースクーバダイビング － スキューバダイビングショップ

栃木県 たふく － 和食のプロが作る特製テークアウト弁当の販売

栃木県 有限会社ＤＥＶＩＣＥ 8060002031014 サーフスタイルの提案、年齢層にあった商品提供で顧客拡大

栃木県 ベーカリーぱんだぱんだ － 新規顧客獲得と労働生産性の向上に繋がる販路開拓に関する取組み

栃木県 大衆料理ひょうたん － リモ－ト宴会用の食事のデリバリ－提供事業

栃木県 和牛赤身＆ワイン焼肉山 － 他のお客様との対面をなくすテラス席の新設で売上回復

栃木県 株式会社インフィニティー 8011501021831 光触媒スプレーの非対面型ネット販売事業への転換

栃木県 有限会社野沢電気 7060002029059 お客様へ『電気の安心をデリバリー』する取り組み

栃木県 株式会社Ｊ．ｗｏｒｋｓ 4060001031828 新規受注獲得のため、Ｔｉｇ溶接機及びクランプ設備の導入

栃木県 松盛堂株式会社 7060001015407 ウェブ等を活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

栃木県 株式会社アカデミック・ロード 2060001026086 ネット広告での英語専門塾のオンラインレッスン周知と集客アップ

栃木県 すずの木株式会社 5060001015482 新しい生活様式に対応するメニュー強化と訪問美容への進出

栃木県 ＳａｌｏｎＬｕｉｒｅ － 自社媒体による非対面カウンセリング、化粧品販売体制の構築

栃木県 ＥＣＣジュニア　東ニュータウン教室 － オンラインレッスンと安心、安全な教室環境整備で生徒数アップ

栃木県 Ｔｏｏｔｈｍｉｌｅ（トゥースマイル） － 歯型に触れないデータによる歯科技工で２次感染リスクを減らす

栃木県 株式会社リンクゲイン 1060001028216 非対面モデルの修理工賃永久保証付き無料会員サービス

栃木県 ＲｉｏＡｒｅｎａ株式会社 9060001026914 学習の遅れを取り戻せ！オンライン授業を集中告知

栃木県 有限会社川村魚店 3060002014766 真空パック機と電解次亜水生成装置による食品衛生強化

栃木県 株式会社ｓｉｓｉ 6060001031512 ＥＣサイトや店舗でのワークショップ開催事業

栃木県 驛のまえ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

栃木県 ＨＯＵＳＥ　ＴＯＫＩ － ＴＡＫＥ　ＯＵＴ事業拡大

栃木県 株式会社Ｓ．Ｋ．アグリシステム 2060001009116 遠隔での新方式の栽培の提案

栃木県 みちくさ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

栃木県 有限会社ニトリ総合企画 7060002015224 徹底した除菌ハウスクリーニングと除菌商品をネットで販路拡大

栃木県 株式会社Ｆ．Ｇ．Ｓ 7060001025967 ドリップ中華そばのネットを通じた新規顧客獲得

栃木県 有限会社盛永 3060002016242 伝統の和菓子の味の継続及び持続するための販売活路の開拓

栃木県 小休止のうか － 日光蕎麦ぽんの非対面型販路開拓・商品シールによる店舗ＰＲ

栃木県
にこにこカイロプラクティック院　花石町支
店

－ オンライン問診と健康教室の開催、広告とネットで新規顧客獲得

栃木県 パンドリーム － 移動販売用ケータリングトレーラーの導入で販路拡大

栃木県 株式会社Ｇｒｏｗｉｎｇ　Ｆｏｒｔｕｎｅｓ 5060001013692 完全個室化及びテイクアウト整備による非対面型売上の確保

栃木県 餃子専門店あらしの餃子 － ホームページによる情報発信及びＥＣを通じた新規顧客獲得

栃木県 株式会社野のファーム 8060001024753 通販サイトの制作及び出荷場の整備

栃木県 株式会社ラボックス 2060001030963 構造物材料検査、調査の非対面化・オンライン化事業

栃木県 株式会社あきんど 6060001022627 ＨＰ・通信販売サイト作成と看板の設置

栃木県 株式会社太田エレクトロニクス 6060001020275 銀イオンによる除菌・消臭剤の試作開発と販路構築
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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）
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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

栃木県 山越化成工業株式会社 6060001029878 測定器導入による品質向上及び用途開発による新規顧客開拓

栃木県 有限会社絹屋 4060002040480 全ての商品をテイクアウトとデリバリーとして販売

栃木県 福守株式会社 1060001020602 非対面型新規顧客獲得及び売上増加計画

栃木県 株式会社Ｒｅｎ音楽事務所 3060001026853 無観客コンサート等のオンライン配信、オンラインレッスン化

栃木県 ネイルサロン　ミヌ － 美容効果の高い最新美容機器導入による新規顧客開拓への取り組み

栃木県 株式会社６月の森 1060001021732 自社ショッピングサイト構築による非対面型ビジネスモデルの確立

栃木県 Ｄｒ．ｓｔｙｌｅ － オンラインで収益安定化できるＷＥＢページ制作

栃木県 合同会社ＮＤＳ 7060003002931 テレワーク構築による電気工事の積算時間の効率化

栃木県 株式会社井澤電器設備 3060001020229 太陽光発電設備の高度保守管理の促進による販路拡大事業

栃木県 株式会社だいまさ 1060001026129 遠隔監視導入によるルーティン業務のテレワーク化で生産性アツプ

栃木県 佐野市城北針灸治療院 － ホームページの改良。集客と視聴者の増加。セルフケアの向上。

栃木県 やじま印刷株式会社 9060001020685 ジャッンピングミシンに導入よるミシン加工業務の内製化

栃木県 有限会社ＵＳＫ 8060002001529 非対面型のドライブスルー設置でテイクアウト販路拡大

栃木県 株式会社真岡新聞社 3060001009478 ＨＰリニューアルによる地元密着メディアとしての役割拡大事業

栃木県 有限会社荒町私塾 7060002016957 非対面型双方向オンライン講習受講システムの構築

栃木県 有限会社わびさびや高野 3060002038294 和素材ジェラートのウェブ販売による非対面型ビジネスの展開

栃木県 株式会社ＯＮＥ－ＳＴＯＲＹ 6060001026917 対面販売・越境見学の機会を減らす新規事業所開設案

栃木県 フェイバーネット － ホームページの催告地区と首都圏への広告配信

東京都 株式会社ジュエリーバウレット 2010401081966 通販サイトとオンライン接客を採り入れた宝石販売の販路開拓事業

東京都 名称株式会社晴山書店 2010401141373 晴山書店オンラインプラットフォーム構築

東京都 株式会社オンザロード 6011701021427 「人生１００年時代」を支える健康機器のＥＣ事業の開始

東京都 株式会社ＢＥＬＺＺＡ 3010901031445 ＥＣサイト構築および動画を用いた非対面型の施術サービス

東京都 市場食品株式会社 5010003005511 アプリ導入による告知活動とＥＣ事業展開による非対面型事業参入

東京都 フットケアサロンランカ － インターネットを使った非対面型、相談システムの導入

東京都 株式会社ＭＡＲＶＥＬ　ＡＲＲＯＷＳ 2011001132639 素材の味を生かしたプロの料理のご家庭へのお届けによる販路開拓

東京都 日本酒居酒屋海 － 料理の真空パック販売による非対面型サービスへの転換

東京都 合同会社ＷＩＳＤＯＭ 4010403016209 ●オンライン講座スクールシステムの構築を行います

東京都 高橋　拓海 － 書道Ｏｎｌｉｎｅ

東京都 株式会社 ジェイボックス 2011001059403 二人で作る結婚指輪　お家制作キット

東京都 ＫＯＵＴＡ － “アートを創る”ファッション業界，美容業界クオリティー向上事業

東京都 ダブルインパクト － クラスター発生を防ぐ衛生と安全性の為の店舗改装

東京都 株式会社アイリック 1011001066128 オンラインレッスンポータルサイト事業

東京都 ママのアイディア工房株式会社 － 自社ＥＣショップブランド化・販売強化／システム構築で利益確保

東京都 ＦＯＲｍｅｎｔｅ － オンライン授業をおこなえる専用スタジオの構築と店舗移転

東京都
株式会社ミッション・ミッケ人生デザイン研
究所

9010405016706 オンラインで完結する新講座・新商品の開発及び販売

東京都 メルキオール －
【賃貸済物件の空スペースを利用してスタジオに感染症対策を施策する計
画】
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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

東京都 株式会社ハッピーカムカム － 対面型ビジネスモデルへ換し、新規の市場獲得を目指す事業

東京都 ベルツ － デリバリーサイト限定のシェアブランド事業

東京都 株式会社ワックオン 1012401033642 新規顧客獲得のための自社ＥＣサイト改良と自社サイト作成

東京都 ＪＣＳ株式会社 2012801019257 非対面のスマホオンラインサポートサービスによる新規顧客獲得

東京都 ＵＬＩＭ － オンライン対面型ブログ教材販売

東京都 株式会社ＱＵＥＥＮ・Ｔ 4120001023380 ネットマルシェの開催

群馬県 株式会社瀧澤興業 7070001007634 ステイホームでお家づくり相談。Ｗｅｂサイト活用システム

群馬県 株式会社フラスコ 4070001028641 テイクアウト販売周知と販路拡大のためのホームページ制作

群馬県 ゆいの家 － 安心安全な食材を使ったお弁当の販売による新規顧客獲得

群馬県
セルフケアステーション気功スタジオまー
る

－ オンライン教室の拡充及び個別レッスンの充実による新規顧客獲得

群馬県 有限会社エフビーアイ 8070002009018 販売、情報発信のＷＥＢ化による非対面の営業への挑戦

群馬県 京林 － ＥＣサイト開設によるオリジナル着物・リメイク商品等の販路開拓

群馬県 株式会社ドリーブ 3070001029896 足に特化した新メニューと物販強化で非対面顧客開拓と単価アップ

群馬県 株式会社ヒーローズ 8070001025461 テイクアウト及びデリバリーと今後のＥＣ商品製造の為の厨房改装

群馬県 有限会社ＢＣＯＯＬ 7070002008053 中小企業にもわかる営業デジタル化支援ツール開発

群馬県 有限会社新菱工業 5070002010465 ピンチをテコにビジネスモデルチェンジ事業

群馬県 有限会社ファッションバック清水 4070002011761 手芸品の販売代行と手芸品を組入れたオーダーメイド皮革加工

群馬県 合同会社Ｎ－Ｓｔｙｌｅ　Ｓｍｉｌｅ 6070003001842 Ｗｉｔｈコロナを生き抜く！通販・テイクアウト事業

群馬県 株式会社ヨシノ 6070001023558 アスベストの需要獲得へ向けた非対面型ビジネスモデルへの転換

群馬県 くらこことっと － オンライン講座コンテンツ重視から学習経験型へ再構築・全国展開

群馬県 株式会社ベストクリーンジャパン 5070001008304 ウイルスに負けるな！アルカリイオン電解水の販路拡大戦略

群馬県 ＭＡＧ　ＮＥＴ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 3070001012828 ＨＰリニューアルによる非対面での営業体制の構築

群馬県 ミュージックシティプロモーション株式会社 1070001036143 当社スタジオ改装並びに音楽や映像の収録配信用インフラを導入

群馬県 ＭＹｄｅｓｉｇｎ － 〔事業名：来店客増加の為の店舗改装・ＥＣサイト・ＨＰ・看板・チラシ作成〕

群馬県 株式会社寿々屋 5070001007330 宿泊予約のダイナミックプライシング導入による販売機会増

群馬県 吉田製麺 － 新型ショートパスタ開発とＬＰＯによる販売ページの作成と広告

群馬県 やまぐち鍼灸整骨院 － ＬＩＮＥ＠を使ったオンライン栄養指導・販売自動化・作業工程自動化システム

群馬県 しずかや － ＥＣサイトと新聞販売店の販売網を活用した新規事業の展開

群馬県 有限会社イズミ設計 7070002008730 コロナ禍でも販路開拓のための設備投資事業

群馬県 踏氣舎 － ＥＣ立上げにより非対面型ビジネス、コロナ対策バルコニー設置

群馬県 株式会社三美堂 1070001007061 ＥＣ展開に向けた新製品・各種デザインの開発と自社設備の導入

群馬県 ハレルヤ美容院 － 源泉した有機認証取得の高品質ヘナをはじめとした製品のネット販売

群馬県 ボーテ・ド・キュア － オンライン講習の開催等による販路開拓

群馬県 海鮮居酒屋海力 － 素材にこだわった鮮魚居酒屋オリジナルテイクアウト弁当の販売

群馬県 有限会社大栄龍 5070002014490 自社ＥＣサイトによる非対面販売の強化と全国販路の開拓事業

群馬県 旬鮮魚菜くじら － 非対面型のデリバリー事業参入と店内営業の品質向上
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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

群馬県 スマイル企画　雨ザラシ工房 － ＥＣ導入による販路開拓事業及び集客のためのパンフレット制作

群馬県 株式会社ｉｎｃａｒｏｓｅ 5070001034085 強アルカリ電解水生成器導入による抗ウィルス・ＥＣＯ清掃事業

群馬県 有限会社岡村鞄製作所 9070002009231 オリジナル革製品の非対面型ネット販売の推進

群馬県 行政書士しおの法務事務所 － オンラインで相談、打合せ、決済が完了「新しい相談様式」の展開

群馬県 株式会社プレジャーカンパニー 9070001029338 高齢者向け配食事業と店舗改修で挑むコロナ時代の安定強固な経営

群馬県 株式会社リードプランニング 8070001026006 非対面で完結する介護事業者向けＳＮＳ併用型ＨＰの販路拡大事業

群馬県 薬王園漢方薬局 － 「非対面」手段活用による相談業務の充実

群馬県 株式会社ＴＩＮ’ｚ 6070001033615 新たな販売チャネル構築のための生産・販売体制強化事業

群馬県 株式会社糀屋 2070001006863 非対面営業拡充のための企業プロモーション動画によるＰＲ事業

群馬県 株式会社泰山 4070001007562 非対面型茶道教室の開催と自社ＥＣサイトを組み合わせた販路拡大

群馬県 株式会社今井だるま店ＮＡＹＡ 8070001034909 ホームページの多言語化とＥＣ導入による販路開拓事業

群馬県 株式会社金富士ホールディングス 3070001013009 ネット販売事業開始のためのＥＣサイト構築及びチラシ制作

群馬県 株式会社ＲＫ 8070001035221 オンラインでの物販の促進と、同じ治療法のネットワークの構築

群馬県 株式会社ＣＲＵＩＳＥ 5070001035595 Ｗｅｂ集客ページ作成及びオンライン商談・納車による販路開拓

群馬県 ｗｉｎｅ　ｄｉｎｉｎｇ　Ｌｕａｎａ´ － 中食を美味しくする食材・ソース等通信販売

群馬県 株式会社グロウビズ 7070001035222 テレワーク環境の整備とホームページ・看板設置による販路開拓

群馬県 株式会社ＨＡＰＰＹ　ＰＲＯＪＥＣＴ 2070001030847 オンライン注文・決済の促進によるテイクアウト事業の拡大

群馬県 上毛食品工業株式会社 7070001007114 自社ＥＣサイトの構築による非対面型販売の強化

群馬県 ＤＥＬＩＥＮＴＺ株式会社 3070001034285 自宅が名店に早変わり！プロシェフが教えるオンライン料理教室

群馬県 レイアクリス化粧品 － オリジナル基礎化粧品のＥＣ販売とオンラインによるサポート事業

群馬県 イタリア料理アンジェリーノ － 冷蔵食品用ショーケースの購入によるテイクアウト事業の開始

群馬県 ア・リトルエステフェリス － ＥＣサイト開設とオンライン相談による新規顧客の開拓

群馬県 株式会社ＣＨＩＮＥＳＥ・ＦＡＮ 8070001010678 ＥＣサイト開設による通信販売事業強化（非対面販売）

群馬県 有限会社なか川食品 5070002036056 新たな顧客獲得強化、製麺機導入で効率化、高収益化

群馬県 株式会社アリュージュ 2070001034781 非対面型のオンラインによる打ち合わせシステムの構築

群馬県 有限会社富田総合保険プランナーズ 7070002011230 オンライン窓口開設とＷＥＢ改修による非対面型営業強化

群馬県 あんしんどう株式会社 6070001036072 地元で製造した商品のインターネットを活用した新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社ＢＬＡＺＥ 6070001029885 認証工場取得による整備の強化と距離にとらわれない商圏の獲得

群馬県 ＮＥＸＥＥＤ株式会社 7070001035692 コロナに負けない！オンラインを活用した販売促進システムの構築

群馬県 ＲＯＳＳＯ合同会社 7070003003136 仲介業頼りの入居者探しから、自社ＳＮＳ等を活用した新販路開拓

群馬県 ＲＡＩＳＥ株式会社 8070001034611 ランディングページ及びチャット対応サービスによる広報活動

群馬県 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｋｅｌｌｙ － 非対面型『オンライン婚活』により、女性も楽しめるＢａｒへの転換

群馬県 六華 － 非対面型オンライン接客の実施

群馬県 有限会社関東工業開発 7021002027915 ネット販売による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

群馬県 Ｎ’ｓ　Ｐｅｄｕｃａｔｉｏｎ － オンライン窓口とｅラーニングの導入による非対面型営業の確立

群馬県 株式会社Ｒ＆Ｇ 2070001032967 来店客の新規顧客獲得とテイクアウト対応へのファサード改装
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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

群馬県 合同会社きの 9070003003456 コロナウイルスに打ち勝つＤＩＹを活用した空き家再生事業

群馬県 有限会社マルオカ 7070002005083 テイクアウト強化大作戦

群馬県 株式会社オクトコーポレーション 9070001004992 非対面型ビジネスモデルの確立

群馬県 株式会社卓和 5070001034283 高齢者向け・理学療法士による「体力づくり動画」の販路拡大

群馬県 パン工房ＳＹＡＴＯＡ～シャトア～ － パン自動販売機設置による非対面型販売と周知活動による販路開拓

群馬県 食匠なる花 － 『移動販売事業部門強化による新販路開拓』

群馬県 白井屋ホテル株式会社 4070001036405 デジタルコンテンツによる非対面接客サービス品質向上と販路拡大

群馬県 ステージミント株式会社 1070001029411 おうちでプログラミング『Ｓｔａｇｅｍｉｎｔオンライン』

群馬県 株式会社セリオス 6070001030406 誰もが安心して暮らせる高齢化社会に向けた相談窓口の開設

群馬県 有限会社初日 5070002004293 非対面のデリバリー及びテイクアウトを活用した新規販路開拓。

群馬県 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｆｉｔｎｅｓｓ － 新しい生活様式　女性限定　２４時間ＩＴパーソナルトレーニング

群馬県 有限会社富士メディアサービス 1070002007647 オンラインネイルスクール開講に伴うシステム構築と広告宣伝

群馬県 おもてなしカフェ － デリバリーに関する業務及び広告宣伝

群馬県 ＭＯＴＥＧＩＰＡＩＮＴ － ウエブサイト全面改訂による在日外国顧客獲得と別荘特化事業拡大

群馬県 株式会社ツルイチｃｏｍ 2070001027026 個人向けの新たな弁当配達事業と、高齢者、障害者に向けた優しい店づくり

群馬県 有限会社蕎麦仙人 8070002003160 非対面型のサプライチェーンの切り替え及び新規顧客の開拓

群馬県 ＬＡＩＴＡＭＥＳＨＩ － お客様の安全確保と弁当販売部門強化のための店舗改装事業

群馬県 Ｓｗｅｅｔ　Ｂａｕｍ株式会社 9070001033158 乳材料と卸製品を備蓄する為の冷凍庫増設と新得意先の開発

群馬県 人形の島久 － オーダーメイド節句人形通販サイト新設とリーフレット制作

群馬県 ソウル飯店 － テイクアウト新商品開発・ＰＲによる新規顧客獲得

群馬県 株式会社アエルズ 2070001028684 介護家族向けネットを通じたオンライン通話サービス

群馬県 合同会社住まいる 1070003003471 非対面式新規顧客獲得の為の取組み

群馬県 海人 － 最高金賞受賞海人オリジナル「油淋鶏のたれ」販路拡大事業

群馬県 ＴＪＳ株式会社 7010701024612 広報の強化とテレワークの環境整備による非対面販路開拓

群馬県 株式会社ＨＩＭ　ＣＨＡＮＤＲＡ 6070001032278 ホームページ及びチャンドラオンラインショップの開設

群馬県 Ｓ．Ｈ．Ｏ － 非接触・配信型在宅パーソナルトレーニング

群馬県 アトリエベリッシマ － 非対面型接客を活用して顧客ターゲットを拡大する

群馬県 有限会社マツダ商事 6070002024786 ウェブ商談システムを活用した医療・介護業界の顧客拡大事業

群馬県 群馬重機工業株式会社 3070001016572 圧入・抜き取り工程等の内製化による大型重機修理の受注拡大事業

群馬県 絵夢ぱれっと － 自動シャンプー機導入による非接触型洗髪サービスの顧客獲得事業

群馬県 有限会社スペースプロジェクト 5070002023839 非対面型ビジネスモデルへの転換

群馬県 有限会社グラムス 5070002025678 スカジャン生産の歴史と技術を継承するオーダーメイドＥＣ事業

群馬県 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｓｈｏｐはなはる － ＥＣサイト開設による販路開拓及び設備・広告拡充による販路拡大

群馬県 株式会社安田 8070001016683 自社サイトと連動した商品購入ボタン付き自社メディアサイト事業

群馬県 株式会社服飾工房絲 2070001025905 スポーツ関連市場開拓とＥＣサイトによる非対面型事業

群馬県 三洋建設株式会社 5070001016075 高性能住宅（付加断熱Ｇ２の家）の看板およびＷＥＢによる販路開拓
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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

群馬県 合同会社はやせ 1070003003488 コロナ共生時代のスポーツ店と小規模企業向け経営指導業の両立

群馬県 合同会社ＭＡＫＩＴＡ 9070003002383 感染症予防が常識の時代に対応した小規模洋食店の販路開拓戦略

群馬県 有限会社アン・トラン 8070002025709 新しい生活様式に対応した店内環境の整備とテイクアウト強化

群馬県 中井広宣 － 移動販売車「とくし丸」により買い物弱者等へ食料品販売を行う

群馬県 須裁株式会社 2070001016169 自社ブランドの生活雑貨や服飾系アイテムのＥＣショップ構築

群馬県 株式会社ソーシャルデザイン研究所 6070001034670 防災に関するセミナー研修事業の非対面型ビジネスモデルの構築

群馬県 小松屋 － カフェとタイアップした販路開拓をＨＰを使って非対面で実現する

群馬県 株式会社レストランリニュアルデザイン 5070002023839 非対面型ビジネスモデルへの転換

群馬県 ホペイロワークス － オンラインレッスンのマッチング型予約サイトの構築

群馬県 有限会社プラスツーリズム 8070002025683 営業の非対面化と販路拡大を実現するオンラインシステムの構築

群馬県 株式会社アイヒューマン 5070001030456 最先端入浴機器のＥＣ販売による介護業界の販路開拓事業

群馬県 合同会社３ＰＭ 5070003003419 ネット見積システム構築及びＢｔｏＢニーズの開拓による受注増加

群馬県 有限会社婚礼衣裳八木橋 8070002033348 非対面式システム構築による新しいフォトスタジオ営業形態の確立

群馬県 館林林業株式会社 2070001021813 非対面型住宅販売営業システム構築事業

群馬県 Ｃａｑｕｒｅｇａ － エステサロンのオンライン化＆衛生面強化のための店舗改装

群馬県 株式会社コーセンドー 9070001022136 訪日外国人向け非対面型による日本のお土産品販売システム構築

群馬県 らーめん竹三 － 非対面ビジネスと感染症対策の環境構築

群馬県 株式会社ｉｄｅａ 4070001025572 電子媒体を利用した非対面によるケア用品営業戦略事業

群馬県 旬菜和酒　ふうりん － ＥＣを活用したデリバリー事業に本格的に参入して復活を目ざす

群馬県 ひみつきち － ３密防止・販売促進のためのテイクアウトスタイル・カフェ事業

群馬県 株式会社ナチュレス 700001032824 新生活様式「ソーシャル・ディスタンスシング・フード・サービス」

群馬県 きよ治療院 － 動画を活用した鍼灸師によるオンライン健康相談の販路開拓

群馬県 株式会社ベジライン 9070001032250 段ボールからコンテナの利用への切り替えで出荷量を確保する

群馬県 ボー・ベル － 美しく賢く咲顔（えがお）あふれる女性のための応援サイト

群馬県 エリナ販売店 － 自宅でできる美容健康ノウハウの販売ＥＣサイト

群馬県 なつみ総研株式会社 9070001034965 「コロナ対策型事業計画の策定と経営支援」の販路拡大事業

群馬県 緑寿司 － テイクアウトとデリバリーによる新規顧客の開拓

群馬県 ヘアサロンＹＡＭＡＤＡ － 感染症予防対策で安心！「お帰り＆ご自宅ヘナ」の販路拡大事業

群馬県 手打ち蕎麦さとみ － 店内飲食と動線を隔離したセルフ窓口と飲食スペースの新設

群馬県 坂田理容所 － 理容室で免疫力アップ！海泥ヘッドスパの販路拡大

群馬県 赤石屋 － 銘菓・赤石最中のＨＰによるお取り寄せ販路拡大事業

群馬県 有限会社レストラン宮子 70002020038 一般企業及び地域の人々にお昼をお届けする弁当店による販路開拓

群馬県 スピルバーグ有限会社 1070002023842 ＨＰによる外国人向け印鑑販路拡大事業

群馬県 ｅｓ株式会社 8070001030247 配膳ロボットを導入し非対面型ビジネスモデルへの転換を図る事業

群馬県 ラケットショップＫ － ＥＣサイト導入による売上増加と実店舗営業の強化

群馬県 サイトー機械金属株式会社 5070001013353 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

群馬県 有限会社パトスツーリスト 2070002021366 Ｗｅｂ利用による非対面型でのプラン提供と不在時ロスの軽減

群馬県 インターメディアサービス － ネット受注サイトの構築による販路拡大

群馬県 株式会社エムズコーポレーション 8070001015198 ネットショップ構築とサイトリニューアル

群馬県 ＫＨＡＬＩＦＡ － 移動販売車両を活用した移動販売とデリバリーサービスの事業拡大

群馬県 株式会社Ｒエージェント 6070001035999 地域の仕事創出とＷＥＢ上での直接マッチングサービスの開始

群馬県 株式会社花ことば 2070001021185 アプリ導入の広告活動・ＥＣ販売による販路開拓

群馬県 ＯＴＡ　ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 2070001033049 トータルテイクアウト及び、お取り寄せ・宅配ギフトの販路開拓

群馬県 株式会社あったらいいね 2070001035565 ＷＥＢ制作サービス立上げ！対面営業から非対面による反響営業へ

群馬県 株式会社めんでる 3070001020789 ホームページ開設による動画の配信をし、新規顧客を開拓する。

群馬県 てっぱん職人 － テイクアウト事業の強化・衛生環境整備による売上確保

群馬県 ＣｏｍｍＳｔｅｐ合同会社 8070003001790 ３密回避映像セミナーによるオンライン社員研修事業モデルの構築

群馬県 インカローズ － 思い出の生地で作るオーダーメイド小物のネット販路開拓事業

群馬県 株式会社クラインズ 9070001026153 販売に直結する動的ｗｅｂサイトの構築

群馬県 ｇｒａｎｄｉｒ － テイクアウト事業による売り上げ確保とリスク分散

群馬県 薬膳中華希舟航 － ホームページ、チラシを通じ、薬膳同源で希舟航を知ってもらおう

群馬県 伊達裁断 － 作業工程の内製化を図り、新たな産業分野への取引先開拓

群馬県 喫茶喫酒Ｍａｈｏｒｏｂａ － コロナ対策による新営業法の創造と関連業者への仕事を作る。

群馬県 こうこうや － お家居酒屋ができる、こうこうやのテイクアウト

群馬県 ＢｅＦｉｖｅ　ｓｔｕｄｉｏ － 太田店の顧客増加の店舗作りとＷＥＢ認知度を高める。

群馬県 スタジオＣＵＯＲＥ － あなたを美しくするオンライン「美姿勢ボディメイクプログラム」

群馬県 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ｍａｒｉ － 飲食店をオンライン化＆ネット上に仮想Ｃａｆｅｄｅｍａｒｉ構築

群馬県 花カフェシフォン － 新型コロナ対策整備事業による販路拡大

群馬県 株式会社ＲＡＤＩＡＮＣＥ 4070001026934 インターネットレッスン体制の整備と構築

群馬県 株式会社荒木屋本店 6070001022816 食品汎用自動販売機導入による非対面型販売事業

群馬県 株式会社坂井養蜂場 2070001023578 ＰＲ動画による奥利根産蜂蜜の販路拡大事業

群馬県 辰巳屋酒店 － 新型コロナウイルス感染拡大により店頭・ＥＣ型販売強化

群馬県 株式会社ひふみよ 1070001026499 ＨＰのリニューアル

群馬県 日本料理稀家 － 持ち帰り弁当と土産品の新商品開発及び店内衛生環境の向上事業

群馬県 有限会社ホテルアミューズ富岡 1070002016986 Ｗｉｔｈコロナを生き抜く３本柱の事業推進（フェーズ１）

群馬県 コジロウ － 新しい生活様式での安心・安全なゆとりある飲食空間の提供

群馬県 有限会社山本農場 1070002016689 越境ＥＣサイトでの自社商品直販によるビジネスモデルへの挑戦

群馬県 洋食膳処ま・めぞん － コロナ感染症を契機にスタートしたテイクアウト事業の継続拡大

群馬県 合同会社ゴールデングンマー 6030003012141 ＹＡＨＯＯショッピング、楽天市場　販路拡大計画

群馬県 浅見工業株式会社 6070001017436 即応性を上げるためのテレワーク対応ができるＩＣＴ環境づくり

群馬県 株式会社ｎｏｂｕｓ 8021001054265 移動式トレーラーハウス飲食事業

群馬県 株式会社トツキトウカ 2070001036233 Ｗｅｂを活用した集客及びとオンラインによるサービス提供
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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

群馬県 有限会社ワールドアーストラベル 3070002001846 自社ホームページの構築と来店予約・ＷＥＢ商談システムの導入

群馬県 盛廣堂代書人事務所 － 自社ホームページの非対面対応改修事業

群馬県 株式会社育栄 1070001005635 ソ－シャルディスタンスを念頭に次世代に繋ぐ飲食店

神奈川県 焼津ハウスホテル － テレワークもできるセミナールーム付ホテルへの転換

神奈川県 有限会社ビーセレブ 4020002076545 和装に特化したフォトウェディング事業による販路開拓

神奈川県 アイ・リサーチラボ － オンラインによる出店場所選定と立地診断事業開始の為の環境整備

神奈川県 株式会社コミュニティアンドネットワーク 9020001050570 ＳＳ業界における有資格者・シニア層人材紹介サービスサイト構築

神奈川県 Ｓｕｐｅｒ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｒｅｃｉｐｅｓ － 料理教室のレッスンオンライン化

神奈川県 株式会社アクシス 2020001104382 商品企画から販売に至る工程のエンタテイメント化（６次化）

神奈川県 鈴木心 － 弁護士による飲食店向け無断キャンセル料回収サービスの開発

神奈川県 株式会社ミナミ技研 2020001043622
新型コロナウィルスの予防対策として第二工場新設によるソーシャルディスタ
ンスの実現

神奈川県 株式会社教育ネット 7020001106267 学校向けオンライン支援強化事業

神奈川県 株式会社エイアイティジャパン 1020001033137 ＷＥＢ等の利用による海外支店との効率化と非対面販売の構築

神奈川県 株式会社アンビバレンス － 予約やご相談もオンラインで対面接客する！

神奈川県 株式会社ＴＡＯＳ研究所 6020001097508 介護者の状態急変察知機能を搭載した介護見守りモニタ販促の強化

神奈川県 株式会社横浜リーガル地所 1020001050017 非対面型・ＩＴ化ビジネスへの移行事業

神奈川県 しぇりる － 無観客ライブ配信システムとｗｅｂＳＨＯＰ運営

神奈川県 キヨフジダンス＆ヨガスタジオ － 自宅で気軽に本物のダンス・ヨガを！オンライン講座提供

神奈川県 有限会社ナカヤ電気工事 9020002090021 一般電気工事の新規顧客獲得する際の非対面ビジネスモデル

神奈川県 グラッドスタジオ一級建築士事務所 － オンライン動画配信を活用した非対面型集客の促進

神奈川県 Nesgeg Arts 株式会社 7020001117231 ピアノ・ＤＴＭオンラインレッスンの展開

神奈川県 湘南ブライダル協会 － オンラインウェディングの事業化

神奈川県 合同会社タカク 6021003004914 工房の非接触化と鎌倉ブランド強化と知名度向上のファサード改善

神奈川県 わしょクック株式会社 7021001058283 外国人向け料理教室のオンラインと宅配和食レッスン世界展開

神奈川県 チャッピー － 対面イベント自粛による、動画及びオンライン配信ＰＲ事業

埼玉県 初野建材工業株式会社 9030001055404 六価クロム浄化剤「美土里」の認知度アップとＷｅｂ注文の導入

埼玉県 株式会社アーバンプランニング 5030001069028 ＩＴツールの導入と新しいポスティングの提案

埼玉県 浅見　祉慧 － 結婚相談所のＨＰ作成とクラウド電話システム導入による販路拡大

埼玉県 株式会社初音屋 6290001043641 料亭だしパック販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を開始

埼玉県 株式会社志庵 1030001133191 お店の味をご家庭で！冷凍販売開始と非対面型営業の推進

埼玉県 やよい整体 － 睡眠・食事・運動を中心としたセルフケア指導のオンライン化

埼玉県 ディーアンドワイ株式会社 3030001120980 非対面型オンライン留学斡旋事業の構築

埼玉県 株式会社十吉 9030001096902 新たな時代の中で成長し続けるための効率化及び販路開拓事業

埼玉県 そば御膳むさしや － 動画を取り入れた営業活動によるテイクアウト周知と新規顧客開拓

埼玉県 ヘアースタジオ・トレンディ － 安心安全を提供し、売上拡大

埼玉県 ＮＰＯ法人育自の魔法 30005016009 オンライン講座・ワークショップ等の構築と広報
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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

埼玉県 株式会社竹悠 3030001110370 自社商品を日本全国にお届けするための商品づくり。

埼玉県 株式会社日本エコジニア － 【非対面型で新型コロナウイルス感染拡大防止と新たな事業展開】

埼玉県 株式会社ジョア 2030001100083 感染予防対策の店舗環境整備、テレワーク環境の整備に伴う設備導入

埼玉県 ナガラ －
スマホ１台で旅行気分を楽しむエクササイズ　～フィールド（自然な景色）をい
かした運

埼玉県 株式会社ｉｉ 4010001125758 個人向けオンライン講座の開設による販路開拓

埼玉県 株式会社高橋工務店 2030001055113 ホームページの作成とＷＥＢ広告による非対面型ＰＲ

埼玉県 ｅ’ｃｌａｔ　Ｊｕａ － オンライン式エステ、サロン専売品グッズウェブ販売による販路開拓

埼玉県 株式会社貴響 2030001102576 自社の強みを活かした非対面型ビジネスモデルの構築

埼玉県 有限会社新羅ガーデン 3030002077774 創業２１年　Ａ５ランク黒毛和牛焼肉店の焼肉弁当事業の展開

埼玉県 遊びＭａｃｔｈ － 貴方でもできる！遠隔で教えるなんでも代行をシステム化

埼玉県 株式会社藤倉商事 4030001092823 今こそ実現！新事業の立ち上げで安定収益を確保

埼玉県 株式会社マルケイ 2030001058181 オンラインショップの改良とアンテナショップとしての支店改装

埼玉県 有限会社スタジオ・フォーチュンクッキー 6011602023019 どこにも売っていない刺繍布を使った商品開発とネット販売の導入

埼玉県 ＴＫＭ株式会社 1030001126906 除菌用風除室を設置して来館者に安心安全な施設を提供

埼玉県 合同会社浜骨 4030003002937 水素吸入器レンタル事業参入とＨＰ作成による売上拡大

埼玉県 デザイン － ＥＣサイトの構築・販促用チラシ及び広告動画の制作

埼玉県 一六八 － 店舗のＥＣサイト立ち上げ

埼玉県 小江戸鏡山酒造株式会社 7030001058268 ｛タンクから直接ビン詰めした鮮度抜群の日本酒を非対面ネット販売｝

埼玉県 株式会社オムス 1380001024109 リキッドフリーザーによる通販販路開拓と生産者支援でのカキ氷

埼玉県 株式会社佐蔵ファクトリー 4030001129229 非対面型ホームページ作成講座開設

埼玉県 サンスピリッツ株式会社 7030001092044 セミナーライブ配信サービス及びオンライン動画教材作成サービス

埼玉県 ＤＡＫＡ － 店舗改装によるお客様サービスの向上

埼玉県 合同会社ハピ 7030003014608 「心の健康は食事から」オンライン講座システムの構築

埼玉県 有限会社喜京屋 9030002072968 販路拡張により自社製造の焼き鳥ケータリング販売で売上増

埼玉県 有限会社ファイブフォーラック 8030002079221 備品レンタルサービスの展開による新規顧客の獲得

埼玉県 株式会社テクニカルジャパン 5030001092112 Ｗｅｂで受注完結！笑顔とやりがい溢れる職人直営の塗装・防水工事業

埼玉県 小江戸茶屋森田節子 － 「四神酒デザイン関連グッズ製作とネットを通じた新規顧客獲得」

埼玉県 ｃｏｄｉｅｎｃｅ － オンラインレッスンへの転換、及び新規事業の開発・事業展開

埼玉県 合同会社ＧＩＦＴ 8030003010011 オンライン情報発信の強化

埼玉県 グッドドア － 新営業システム導入による販路拡大とＷＥＢ広告による応募強化

埼玉県 株式会社エヴァンタイユ － 感染症対策の客室・非対面型フロントのホテル事業

埼玉県
感動創出工場ジーンファクトリー株式会
社

6030001105632 －６０℃急速冷凍技術を活用！ウェブ漁港の構築及びネット販売

埼玉県 ＴＹ商店 － 他ＥＣサイトへの参入と自社販売サイト構築を行い、集客強化を行う

埼玉県 株式会社豊翔 6030001056834 新規顧客獲得のためのウェブサイト構築及びネット販売

埼玉県 有限会社夢の旅行社 7030002075519 非対面型ビジネスモデルの導入とホームページ開設

埼玉県 有限会社モナミモータース 8030002075344 自社ＰＲ動画の作成と発信
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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

埼玉県 オフィスカムオンミュージック － リモートによるレッスン、レコーディング

埼玉県 株式会社ＰＩＮＰＩＮ 8030001136502 ＢｔｏＣ向け暮らしのコンサルティング事業

埼玉県 日本企業情報株式会社 5010001101188 ＡＳＰやＳａａＳを活用した消費者向け非対面型集客の収益化

埼玉県 ヤマシタ － ＨＰ作成による新規顧客獲得と収益アップ

埼玉県 山崎哲郎事務所 － ・経験値をオンライン講座化しＥＣで販売（ノウハウのデジタル商品化）

埼玉県 やきとりやきとん十四 － 駅前の焼きとん屋が取組む、新たな収入の柱を構築する取組み

埼玉県 株式会社とんとん 2021001057281 Ｃａｒｅｆｏｒサービス導入と顧客集客の販路拡大

埼玉県 Ｊｕｎｏ　Ｗｅｄｄｉｎｇ（ジュノウエディング） － 国内外の顧客ニーズにあわせた新プラン販売と集客サイト作成

埼玉県 スピカアコモデーションズ － 屋上ガーデン新設と地域情報発信によるインバウンド集客事業

埼玉県 アクアレンタリウム － アクアリウム解説動画発信による広告掲載と顧客管理システム構築

埼玉県 エニーシステム株式会社 6030001102423 新スタイルのオンラインビジネス事業の構築と展開

埼玉県 株式会社ＨａｐｐｙＴｏｇｅｔｈｅｒ 9010401105330 ＨＰによる他店美容師向け自社製品（エクステ）ＰＲと販売の展開

埼玉県 株式会社ベロタクシージャパン 2010001139702 倉庫を改装して自社の厨房を新設し、売上向上＆企業向け弁当販売開始。

埼玉県 合同会社グレイス 1030003013169 新型コロナウイルス対策を拡充した遠隔リモート旅館運営

埼玉県 ＴＯＢＥ　ＴＯＭＯＴＡＫＡ － オンラインによるクライアント非対面型自社リモート撮影への転換

埼玉県 株式会社伊田屋本店 8030001073794 複合宣伝によるＥＣ店への誘導

埼玉県 フィルズ － 非対面型サービス提供モデル転換および提供チャネル新規開拓

埼玉県 株式会社フルミチ 1030001081597 弊社施設（にじデイサービスセンター）のホームページの開設

埼玉県 株式会社こまむぐ 8030001114284 国内向け自社直販路強化・ＥＣギフトショップ開設及びＥＣモール出店

埼玉県 個別学習のセルモ戸塚けやき通り教室 － オンライン授業、保護者オンラインセミナー提供及び広告宣伝活動

埼玉県 ＳＨＩＮＤＯ　ＨＡＲＵＫＡ － ジュエリー体験型サービスおよび商品のオンライン最適化

埼玉県 グローバルワーク － 新たな販路拡大のオンライン営業、講座事業及び新規規事業推進

埼玉県 株式会社ＧＯＬＤ 7030001101457 デリバリー・テイクアウト強化

埼玉県 ワンネス教育研究所 － 「三密研修さようなら。双方向オンライン研修の実現

埼玉県 中華ダイニング煌璃 － デリバリー、テイクアウト、ＹｏｕＴｕｂｅ促進事業

埼玉県 株式会社ナガセ 4030001076446 事務所内ＰＣ関連業務のテレワーク化

埼玉県 ＴａｂｌｅＰｌａｎｎｉｎｇＣｈｏｕｅｔｔｅ － テーブルコーディネートレッスンの動画教材の開発

埼玉県 株式会社福島企画 9030001107411 ＶＲ内見導入による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

埼玉県 中日医療サービス株式会社 7030001114319 非対面型のオンライン改善指導とセルフケア指導モデルの構築

埼玉県 株式会社ハセル 3030001102368 非対面型の骨董品ネット販売事業へ転換

埼玉県 株式会社ベイス 7030001077086 ｉｓｏ式高速学習メソッドのｅラーニング授業促進化事業

埼玉県 アルマンド － テイクアウトと店内改装とホームページで新規顧客獲得

埼玉県 アート・ムトウ株式会社 3030001080960 美術品・骨董品の相続鑑定と注目作家の個展のオンライン化

埼玉県 ウッドストックジャパン － コロナでも持続可能な飲食店多様化計画

埼玉県 新井商店株式会社 3030002109560 デリバリー・テイクアウト専用商品開発事業

埼玉県 ヒューマンアップ株式会社 9030001124514 飲食店経営者向けオンラインスクール開発・集客事業

16 / 158 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

埼玉県 栗田亮太 － ＥＣサイト作成による販路拡充、実績ＰＲ

埼玉県 有限会社翔龍 9011402010239 非対面接触で民泊の鍵を提供する

埼玉県 株式会社アイ・ケイ・シー 2030001093716 非対面ビジネスモデルの構築と展開

埼玉県 株式会社日本総業 6030001092235 建築塗装仕事販路開拓プロジェクト

埼玉県 中山陽介税理士事務所 － 完全オンライン税務会計サービスの販売促進とテレワーク環境整備

埼玉県 水野哲也事務所 － ＷＩＴＨコロナ時代の非対面型コンサルティング実施事業

埼玉県 温活美容整体サロンらぶはぴ － テレワーク導入による生産性の向上とＨＰ制作による集客事業

埼玉県 株式会社Ｔ．Ｐ．Ｅ．Ａ　ＦＡＬＰ 9030001135924 ＰＲ活動の強化によるリアル・リモート両面での新規顧客獲得

埼玉県 田本会計事務所 － スモールＭ＆Ａ、事業承継と相続の相談が出来るＨＰサイトの制作

埼玉県 ａｒｐ　ｈｉｌｓ － ＨＰリニューアル、カート機能搭載及びＷＥＢ広告出稿、看板作成

埼玉県 ＪＯＵＲＮＥＹ － ＨＰリニューアルで販売機会増、販路開拓

埼玉県 株式会社メルガ 2030001113746 「ＩＴ動画等を用いた非対面型ビジネスモデルの構築」

埼玉県 河野企画 － オンラインレッスンによる非対面ビジネスモデルへの転換

埼玉県 株式会社コスモボイス 3030001056671 ゴルフオンラインレッスン事業化プロジェクト

埼玉県 株式会社リアムプロモーション 5030001127000 飲食店ＰＲ動画で街おこし

埼玉県 株式会社ＰｉｃｏＷｏｒｋｓ 2030001127309 イベント開催に向けたライブ配信機器の利用

埼玉県 大澤　すずみ － Ｗｅｂシステム構築によるオンラインハラル美容サロン事業

埼玉県 野口英明法律事務所 － シームレスなオンライン法律相談システムの構築

埼玉県 Ｔａｋｕｍｉ～匠～ － テイクアウト強化及びインターネット販売の開始

埼玉県 アプランティ － 自宅で温めて美しく盛り付ける『フランス料理』キット

埼玉県 株式会社ＯＦＦＩＣＥＰＩＥＣＥＯＦＤＲＥＡＭ 8011501018539 非対面型エンタメコンテンツの開発＆ウェブ販売による、販路開拓

埼玉県 Ｋ’ｓウィンストン － ドローンによる現場撮影とインターネット受注による販売促進

埼玉県 株式会社レガロス 7030001124284 オンラインダイエットプログラム

埼玉県 ＲＥＰＬＵＳ－ＤＥＳＩＧＮ株式会社 9030001134661 「店舗向け空調機器販売のためのインターネット販売の開始」

埼玉県 エムズカフェ － デリバリー専用ＨＰによる、デリバリー・テイクアウト事業のＰＲ強化

埼玉県 株式会社うぇぶ屋 7030001088785 【手ぶらで誰でも簡単「動画撮影プラットフォーム」】

埼玉県 大倉　裕幸 － 海外調達原料先の多様化による、国内需要家ＢＣＰ強化支援

埼玉県 株式会社浩 2030001009853 プライベート事務運営事業

埼玉県 ｍａｍａｆｕｗａｒｉ － サロン事業のオンライン化に伴う新規事業展開

埼玉県 タグワークス － 非対面にてイベントを実施するためのライブ配信事業

埼玉県 ＯｐｅｎＫｉｔｃｈｅｎ然 － 自社ＨＰによるレトルト商品販路構築とコロナ対応型店舗への転換

埼玉県 有限会社黒臼洋蘭園 4030002017333 「幸せを届けようプロジェクト」よる非対面型ビジネスの強化

埼玉県 ミノリオト － 発達に心配があるお子様に関わる方々に向けた講座と教材の提供

埼玉県 スリーエスバッテリー株式会社 6030001121679 新事業ＰＲ動画・専用サイト作成とオンライン会議導入

埼玉県 ドリームオート － ヤフオク中古車販売コンサルタント業の立ち上げ

埼玉県 官公庁ビジネス研究会 － 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

埼玉県 Ｈａｐｐｙ－Ｈｙｐｎｏ．ｊｐ － 非対面で全国のあがり症の方に販売できるオンライン講座の提供

埼玉県 岡田板金工業 － 請負依存からの脱却　ホームページとチラシを活用した顧客開拓

埼玉県 健康革命家 － 大人のダイエット塾＠オンライン

埼玉県 アークネス株式会社 7030001107520 リフォーム事業の運営と販路拡大

埼玉県 わせだスポーツ鍼灸治療院 － 治療院に併設の薬店を開設し、インターネットサービスを導入

埼玉県 株式会社イナバプランニングカンパニー 5030003000064 オンライン相談、セミナーシステムの構築と新規顧客開拓

埼玉県 株式会社建成 6030001016755 資産価値が目減りしにくい住宅購入者のためのＷＥＢ利便向上事業

埼玉県 有限会社えすいーえー 5030002001278 非対面型のオンライン学習方法導入による販路拡大

埼玉県 ワークエミネンス － オンラインでのキャリア教育＆企業広報の実施

埼玉県 株式会社ＴＡＢＡＳＡ 7030001019559 「ネット買い取り、ネット販売強化事業」

埼玉県 マデリーフ＆カニールス － 南アフリカハンディクラフト非対面型販売の強化と仕入の安定化

埼玉県 リッチクローバー合同会社 3030003012730 非対面型カウンセリング、ラドン吸入器の内製化レンタル、販売。

埼玉県 エイチ・リンク合同会社 － テレワークによるオンライン高度接客の実現

埼玉県 株式会社ライジングサン 6012701009429 オリジナルホームページを使って在宅イベントを！

埼玉県 株式会社フラワーリテール 3030001017590 販路拡大のためのリモート商談システムの構築と現地スタッフへの教育

埼玉県 株式会社イイリイ 8030001015532 テレワーク時代のネットｄｅ説明会配信事業

埼玉県 おがつ接骨院 － 密集を防ぎテレワーク疲れをケアするためのホームページ作成

埼玉県 ｕｏｃｏｐｐｅｅ － 勤務ママの新しい働き方を応援するライフスタイル提案型カフェ

埼玉県 ６ＧＡＴＥ株式会社 9030001117988 自社ホームページを作成、販路拡大

埼玉県 ｐａｎｃｏ　ｎａｉｌ － ネイルサロン集客スクール

埼玉県 株式会社フォーシー・チルドレン 6030001023495 フォーシーチルドレンの算数教育のデジタル化

埼玉県 株式会社エイト 8011501016369 オンラインコミュニティ構築と特技を生かすｗｉｔｈコロナ

埼玉県 有限会社スプレッド 4030002020320
①コロナ対策　ひんやりマスクの製造販売　②ページ作成専門スッタフのため
のテレワー

埼玉県 アンリ株式会社 3030001130567 ＩＯＴ技術を活用した遠隔管理による無人化経営

埼玉県 Ｇ　Ｃｌｏｕｄ合同会社 4030003012226 インターネットを活用した非対面型接客と遠隔管理への挑戦

埼玉県 株式会社ＮａｎｋａｉＰｌｕｓ． 4010501031539 比対面ビジネスモデルの新規導入

埼玉県 株式会社メイクユアハピネス 7030001063391 ＳＮＳ機能がついた新規自社ネットショップでの販売

埼玉県 株式会社銀虎 8030001017181 オンライン畳相談とテレワーク時代の畳暮らし提案による販路拡大

埼玉県 株式会社Ｄｒｅａｍ　ＬＩＮＫ 2030001129107 新たな販路開拓と拡充及び営業スタイル変換に向けた環境の整備

埼玉県 楠本　亜弓 － セブ島ならではの産品を長期滞在の強みを生かしてネット販売する事業

埼玉県 暮らし住む株式会社 6030001135844 ＷＥＢ内見・ＷＥＢ相談による非対面型不動産サービスの提供

埼玉県 株式会社大宮コーヒーロースター 1030001094970 「ＬｏｖｅｒｓＣｏｆｆｅｅ＆Ｗｉｎｅ」プロジェクト

埼玉県 コスメハウス合同会社 9030003010720 ネットでのリラクゼーションスキンケア製品の定期便

埼玉県 世界のおかん － 世界のおかんの魅力をＨＰで訴求しおもてなしを非対面で実現

埼玉県 シンフォレスト合同会社 8030003013798 来店型に頼らない、オンラインでの施術ができる仕組みの構築

埼玉県 株式会社コミュニティコム 2011501013850 貸会議室をインターネット配信スタジオとしても利用する取り組み
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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

埼玉県 一級建築士事務所おりおん舎 － オンラインのステップマーケティング構築とテレワーク

埼玉県 株式会社メルティサポート － 薬膳スープを温かいままお届け免疫力ＵＰ！新感覚デリバリー店

埼玉県 株式会社エスビーティービー 6030001125110 （ＨＰの充実による）非対面型提案営業

埼玉県 株式会社スタジオパックス 3030001072693 スタジオ生ライブ配信、配信用動画制作サービス

埼玉県 株式会社ハスヌマ電気 8030001009823 ウェブ会議機能付きＨＰと映像、ＤＭの複合的営業で売上拡大する

埼玉県 岩科蓮花事務所 － オンラインシステム導入＆ＨＰリニューアル

埼玉県 仲村　直美 － 発電遠隔監視システム及び防草シートの導入

埼玉県 株式会社棟方 3030001098425 「おうちでつくろう！」自宅で手作り指輪キットの宣伝・販促

埼玉県 有限会社総合メンテナンス 2030002018993 ポンプ専門サービスによる新規顧客獲得戦略

埼玉県 株式会社Ｆｕｎｗａｃｃａ 5030001118131 企画オンライン化とＷｅｂサイト構築による販路拡大

埼玉県 株式会社むさしのくらふと 1030001002966 陶器入りオリジナルカップスイーツの製造販売

埼玉県 弁護士法人法律事務所フォレスト 1030005018653 新規顧客獲得及び新規ビジネス展開に向けた広告宣伝事業

埼玉県 鍼灸サロンゆらぎ － オンラインでのアロマ講座、物販事業による客単価アップ

埼玉県 Ｓａｆｅ　Ｂｅａｕ － 自社ブランド立上げ、認知向上にＰＰＣ広告を活用した販売促進事業

埼玉県 ＳＩＴ － 非対面型販売システムの構築と、ネットを通じた新規顧客獲得

埼玉県 彩ノ国総合研究所合同会社 3030003000891 クラウドシステム活用の非対面営業強化事業

埼玉県 株式会社ぷれしゃすらいふ 1030001115438 医療福祉関係職種へのライフキャリアサポート・オンライン事業

埼玉県 株式会社ヒューマンキュア 7011001122874 地域に密着した販路開拓～対面することなく営業～

埼玉県 司法書士なかむら事務所 － ＷＥＢ会議システムを利用した相談業務による顧客開拓

埼玉県 スロービューティースタイル － 対面レッスンのオンライン講座化と販路開拓

埼玉県 ｃｏｍｆｏｒｔ　ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ － オンラインショップで物販強化と顧客満足度向上の為の店内改装

埼玉県 みな川 － ＥＣショップに開設で新たな収入源を確保！

埼玉県 株式会社園児ぇるビデオ 1030001015092 幼稚園・保育園向け　ビデオ販売サイトによる売上増と新規顧客獲得

埼玉県 有限会社サンオーク 4030002005882 非対面型営業で上得意クリーニング顧客を維持、開拓する取り組み

埼玉県 － テイクアウト及び電話注文、店外商品提供強化、通行者への認知度向上

埼玉県 オフィスリバー － 撮影・配信環境の整備

埼玉県 長谷川浩司 － コンサート演出・ステージプランニングにおけるプレゼン方法の革新

埼玉県 マッシュミュージックスクール － 音楽系オンラインサロンの設立・制作・Ｗｅｂ運営による販路開拓

埼玉県 レイズ建築設計室 － 現場を知る一級建築士だからこそできる家づくりで希望を叶えます

埼玉県 クロブチカフェ － テイクアウト商品生産能力向上のための店内工事・設備の購入

埼玉県 Ｈｅｒｂａｌ　ＭＯＭＯ － ＨＰ改編・動画配信による非対面での顧客の獲得

埼玉県 秀栄堂 － ＥＣサイト構築におけるオンライン上の販路開拓にともなう事業

埼玉県 合同会社Ｓｔｕｄｉｏ　Ｏｒｂｉｔｅｒ 6011003002992 オンライン会議・セミナーの高度化と動画撮影の強化

埼玉県 しずく屋 － 日本酒の魅力を世界へ発信！和食器とミニ樽の越境ＥＣサイト制作

埼玉県 有限会社ワイズアンドコウ 8030002014715 オンラインスクールで育て医療美容師が綺麗を届ける事業

埼玉県 株式会社ＨＤＵＯ 8030001133680 『非対面の販路開拓！ＳＮＳマーケティング成功事例掲載サイト制作事業』
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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

埼玉県 ＴＢＡ － コロナ環境に対応した新規ツールの開発・テスト

埼玉県 株式会社ウィザード 1030001016669 ＡｆｔｅｒＣＯＶＩＤ－１９・ＷｉｔｈＣＯＶＩＤ－１９のあらたな一歩としてのリニュ

埼玉県 ＣＯＣＯＲＵ － 新しい展開を。密にならずにできる非対面ビジネスへの新規客獲得

埼玉県 ミラ・コンサルティング株式会社 1010501039097 アフターコロナ、ウィズコロナ時代のオンライン店舗展開

埼玉県 株式会社デザインウィズ 8030001130760 非対面型営業の導入による建築売上の維持・拡大

埼玉県 ＴＲＩＡＮＧＬＥ － オンライン化推進事業

埼玉県 大宮手打ちそば吉敷末広 － 通信販売で日本中に通も納得の滑らか十割蕎麦を広めよう大作戦

埼玉県 ＨＥＡＴＯＮ株式会社 4030001091668 リスクマネジメント経営オンライン講座の開発・販路開拓

埼玉県 有限会社寿能屋 6030002007159 非対面型ビジネスモデルへの転換

埼玉県 株式会社ホーリ 6030001007746 宝飾研磨で噴出する金粉回収効率化の為、最新集塵機に設備投資

埼玉県 瀬戸内社会保険労務士事務所 － 社労士による小規模事業者支援パック

埼玉県 Ｔ＆Ｏパートナーズ － 対面型社員研修を非対面型のオンライン社員研修に転換事業

埼玉県 荻野金襴織物株式会社 3030001017814 インターネットを活用した非対面的企画・営業の推進。

埼玉県 岩切久人 － Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告を活用したオンライン講座による販路開拓

埼玉県 株式会社ＴＥＡＲ－Ｓ 7021001068464 テレワーク設備を導入して非対面型案件の受注を増やす。

埼玉県 手打ちそば春日 － 飲食・テイクアウトの並行サービス

埼玉県 有限会社ビューティーサロンみゆき 2030002011172 『ＷＥＢ配信で顧客満足度向上によるリピーターと客単価向上の実現』

埼玉県 株式会社しょうがのむし 2030001135105 情報発信基盤・非対面販路開拓基盤としてのＨＰ・ＥＣ整備

埼玉県
合同会社ＪＡＰＡＮＷＯＲＫＩＮＧＳＵＰＰＯＲ
Ｔ

6030003014063 外国人向けオンライン相談システムの導入

埼玉県 株式会社ＩＫＮＥＴＷＯＲＫＳ 1030001012684 夢萌商店のバーチャル店舗開設

埼玉県 株式会社とめきち 5030001127479 ドローンを使用した建物リフォーム診断を通じた新規顧客獲得

埼玉県 Ｅｌｅ　Ｓｔｙｌｅ － 自社ホームページのオンライン相談窓口の設置、及びネットショップの強化

埼玉県 丸野　知美 － ＩＴソフト導入による非対面型ビジネスへの転換

埼玉県 ブロックはかせ．ＬＡＢＯ － ＳＴＥＡＭ教育を導入したオンラインブロック教室

埼玉県 ＶＩＤＡカイロプラクティック大宮整体院 － 非対面のオンラインシステムによる自動化で販路を開拓し売上向上

埼玉県 手島　涼太 － オンライン個別ファイナンシャルプランニング事業

埼玉県 レイス治療院さいたま緑 － テレワークで感染対策と作業効率化で品質向上に挑戦する取組み

埼玉県 株式会社グリーンヒルズ 5030001116622 非対面型の物販・営業、インバウンドで販路開拓

埼玉県 株式会社チアーズ 6030001100600 “お家でレストラン”デリバリー事業の新規立ち上げ

埼玉県 株式会社武蔵浦和会館 2030001008236 『新たな生活様式に対応した、葬儀サービスの提供』

埼玉県 有限会社ナチュラリー 3030002019850 通販サイトの制作による非対面型ビジネスモデルの構築

埼玉県 Ｃａｃｈｅ－ｃａｃｈｅ － ストレスフリーな教室づくり。～防音室で長く愛される教室へ～

埼玉県 株式会社ｅ－ｃｌｅａｎ 6030001013819 イー宅便　無対面型クリーニング集荷サービス

埼玉県 株式会社ＴＥＡＭＯ 5030001116408 非対面型営業オンラインシステムの導入とテレワーク環境整備

埼玉県 株式会社フラッグス 2013301025150 非対面型ゴルフスクールオンラインセミナーで販路開拓

埼玉県 株式会社ワガクリーナース 3030001017335 『非接触型販路とエコの両輪、安全と清潔なクリーニングサービス』
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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

埼玉県 株式会社ＳＡＫＥＬＡＶＯ 4030001131465 ネットで試飲！？味わいを視覚化したＳＡＫＥＬＡＶＯポータルサイト

埼玉県 関口　裕紀 － ネット通販利用者への自社ＥＣサイト構築による販路拡大事業

埼玉県 中山貴大 － 非対面型でのレコーディング設備の整備

埼玉県 合同会社こたつ 2030003012194 オンラインサービスおよび店舗活用のための環境整備

埼玉県 株式会社ペルラ 3010603006530 インフルエンサーとファンのマッチングプラットフォーム事業

埼玉県 株式会社シルバーアロー 6010901022292 中古車個人売買登録代行とオートローン仲介

埼玉県 Ｍ＆Ｍコンサルティング － コロナウイルス対策としての新サービスの開発と営業方法の確立

埼玉県 株式会社ワン・ユー 2030001091604 テレワーク需要獲得のための営業強化と在宅ワーク推進の取組み

埼玉県 合同会社ＢＥＡＲ　ＭＥＥＴ　ＢＥＥＲ 7030003009673 秩父麦酒ＥＣサイト構築とオンライン工場見学の実施

埼玉県 株式会社アクアフロー 7030001092449 既存の営業活動からインターネットを利用した販路開拓への取り組み

埼玉県 旅館比与志 － 魅力的な宿泊プランの創出とコロナ対応型旅館への転身

埼玉県 花Ｒｅｎ － コンシェルジュオーダーシステムによる売上拡大

埼玉県 世界商事株式会社 4030001090793 コロナウイルス対策としての通販強化と業務オペレーション効率化

埼玉県 ＳＴＵＤＩＯ　ＪＯＹ（スタジオ　ジョイ） － ３密を回避するインターネットライブ配信事業の実施

埼玉県 三峰お犬茶屋山麓亭 － コロナに負けるな！オープンエアーの飲食は最高！

埼玉県 株式会社せきた食品 9030001090797 ＥＣサイト新規構築と公式ＨＰの宣伝、新そば案内費用の削減

埼玉県 ＪＩＲＯＫＥＮ株式会社 1030001118341 ＷＥＢを活用した完成見学会の実施とテレワーク促進事業の展開

埼玉県 Ｃｒｅａｔｔａ － コロナウイルス対策としての屋外テラス席の設置と営業強化

埼玉県 武甲酒造株式会社 9030001090913 コロナウイルス感染防止非対面セルフサーバーと除菌装置の設置

埼玉県 株式会社ＭＩＣ 3030001092254 秩父三部作のアニメコラボによる地域振興復興事業

埼玉県 株式会社ハイランダーイン・ジャパン 6030001132214 コロナウイルス対策と販売促進を絡めた屋外テラス設置事業

埼玉県 ＤｏｌｃｅＰｒｏｏｆ － ネイルサロン事業のオープンとドライブスルー方式の導入

埼玉県 株式会社Ｒｅｖｅ 8030001131800 万全なコロナウイルス対策による店内営業の強化と配達事業の展開

埼玉県 井上一寛税理士事務所 － 非対面型の環境整備とＨＰ構築によるＰＲ強化

埼玉県 株式会社秩父物産 4030001114429 新型コロナウイルス対策としてのネット販売強化と体験事業の実施

埼玉県 有限会社せせらぎ荘 2030002121475 新商品の開発とＥＣサイトによる非対面型ビジネスの展開

埼玉県 和心伝酔ＤＡ’ｄＡ － ペットフードおよび委託販売事業への参入

埼玉県 有限会社麻屋商店 4030002121102 オンラインセミナー開催による非対面型ビジネスモデルの構築

埼玉県 田口木工株式会社 7030001090816 お客様の自社獲得。高付加価値事業への転換

埼玉県 エステサロンＬＯＨＡＳ － ｗｉｔｈコロナ時代に合ったＷＥＢ販売とＷＥＢでの新規顧客獲得

埼玉県 オオノガス株式会社 7030001088950
新型コロナウィルスに負けない三方よしの取組みでＳＤＧｓにもとづく持続可
能な住宅環

埼玉県 山本商事株式会社 9030001087133 コロナを逆手（きっかけ）にお客様との新たな接点強化の実現

埼玉県 株式会社ビューティインキュベーション 5030001116523 新型コロナ時代に適応したフリーランス総合支援サービスへの転換

埼玉県 有限会社ふじ井 3030002080877 老舗うなぎ店の味を家庭で！テイクアウト・出前・仕出し強化戦略

埼玉県 ララミーレザー － 「ＷＥＢで名入れ」簡単注文で新規客リピーター化戦略

埼玉県 株式会社和久井 9030001132715 お家時間、家族みんなで心身供に明るく健康で美しく
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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

埼玉県 株式会社ノウカス 8030001088553 ＨＡＣＣＰ対応の加工品製造により安全を実現し新規取引先を開拓

埼玉県 アイウェブ － 講座のオンライン化と動画教材オンライン販売による販路開拓

埼玉県
ナチュラル・ボディ・デザイン・スタジオ・
プーナナ

－ コロナウイルス対抗プロジェクト

埼玉県 深谷観光バス株式会社 7030001086558 路線バス事業の継続による経営安定化

埼玉県 株式会社プラウド 3030001088624 「わかりやすい」「便利」をネット媒体で選ばれる便利屋さんに

埼玉県 ＣＨＩＨＡＲＵＤＯＧＴＲＡＩＮＩＮＧ － 新規オンラインレッスンの環境整備、新規顧客獲得と継続

埼玉県 合同会社Ｑｕｅｓｔ 5030003004412 非対面型サービスの構築と対面型・非対面型サービスの販促事業

埼玉県 株式会社アイナロハ 8030001063382 オンラインによる「家事代行起業」支援講座

埼玉県 株式会社グローブコネクション 4030001104933 ドローンを活用した非対面化ビジネスへのパラダイムシフト

埼玉県 株式会社ＣＡＭＥＯＪＡＰＡＮ 9030001094914 卸販売から自社ＥＣ販売への転換

埼玉県 ラフレシアリサーチ － 内製化のための設備投資及びＷｅｂ販売の強化

埼玉県 ｔｏｃｏｔｔｏキッチン － 「テイクアウト事業を安心・安全に始める。」

埼玉県 菅野英之 － ダンス映像をオンラインで発信するための販路開拓

埼玉県 アカボタンレック － 映像ストリーミング事業とＷＥＢ販売事業

埼玉県 株式会社オフィス・フォー・ユー 1030001102782 販路拡大のためのオンライン集客手段確立

埼玉県 株式会社鍼灸技術研究所 1030001125148 新型コロナウイルス感染予防対策プラン

埼玉県 株式会社所沢自動車 7030001029748 自動車整備事業への設備投資による非対面ビジネスの強化

埼玉県 合同会社ＹｕｔｒｉｌｌｏＭｕｓｉｃＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 8030003006315 在宅ワーク（主に映像編集や音楽制作）強化事業

埼玉県 Ｂｅｌｉｎｄａ － インスタインフルエンサー育成オンラインサロンの開設事業

埼玉県 株式会社ベイ・フィールド 1030001100737 オンライン・収録を活用した講演会、相談会の実施

埼玉県 自家製手もみ麺鈴ノ木 － テイクアウト及び冷凍お土産販売の事業拡大

埼玉県 株式会社ストリームベース 7030001094742 飛沫感染防止対策アクリルパネル製造販売事業。

埼玉県 愛泉道院因泥接骨院 － コロナ渦における顧客満足度向上と新規事業戦略

埼玉県 合同会社所沢ミートセンター 6030003012521 非対面販売実現のためのＥＣサイトへの誘導と商品アイテムの拡充

埼玉県 有限会社新岸 6030002029608 積極的な設備投資等による持ち帰りや店内提供メニューの充実化

埼玉県 株式会社サンエイホーム 5030001024115 「非来店接客」「在宅型業務」スキーム導入による営業機会拡大

埼玉県 ｈａｐｐｙｂｏｄｙｓａｌｏｎ　ＭＡＨＡＬＯ － 美容スクール開設並びに起業支援事業開始に伴うＨＰリニューアル

埼玉県 ＩＤＥＡＬ所沢 － 新エステ機器導入による非対面型メニューの開発と顧客層の拡大

埼玉県 ＣＯＣＯＲＯＮＳＴＵＤＩＯ － テレワークや動画撮影向けスペース作りと、オンラインピアノ教室

埼玉県 塾コア － ウェブ会議ツールＺｏｏｍによるオンライン双方向ライブ授業の提供

埼玉県 ＤＬＬ　ｄａｎｃｅ　ｓｃｈｏｏｌ － ダンス動画配信サービスとテイクアウト弁当開始

埼玉県 パティスリーミチ合同会社 6030003013908 既存レッスンのオンライン事業化

埼玉県 株式会社　鈴木商店 3030001021056 ＥＣサイト立ち上げ、倉庫をコロナ対策型店舗へ転換

埼玉県 株式会社東洋 9030001106677 テイクアウトの強化による販売促進事業

埼玉県 串揚げ磨呂（株式会社マロ） 6030001022596 外食の新たな消費動向に対応した販売方法による販路拡大

埼玉県
ＷＯＷＣＡ蕨ゴルフクラブ（株式会社蕨ゴ
ルフクラブ）

5030001021260 呼び出しブザー等を活用した３密防止によるコロナ対策で販路拡大
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埼玉県 有限会社魚亀 6030002025680 昼間時間帯の新規来店客の獲得と新しいセットプランの提供

埼玉県 やーさん輪業 － 三輪自転車のサブスクとオンライン乗り方指導サービスの展開

埼玉県 有限会社映像工房 3030002025700 リモートシステムを活用した新たな映像コンテンツ事業への展開

埼玉県 くまさんの整骨院 － オンライン診療による体の不調改善サポート事業

埼玉県 ＦＲＥＥＤＯＭ＠ＯＺ － ＯＺ式オンラインレッスンシステムの構築および宣伝

埼玉県 株式会社八光商事 3030001021171 ホームページリニューアルで動画内覧、看板改修で入店数向上

埼玉県 有限会社カドワキ 6030002025796 ネットを活用した販路拡大と安心安全なカフェ経営

埼玉県 有限会社染太郎 1030002026048 デザインを活かした新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

埼玉県 株式会社クリアー 4030001093912 音楽家に向けたオンラインによるセミナー・コンサル・動画配信

埼玉県 ラ・テラス大作 － 地域初！本格オードブル料理デリバリーサービス事業

埼玉県 株式会社ＬＯＴＵＳ 7030001022001 コロナの影響による新たな新規事業とタトゥー環境の改善

埼玉県 匠望工房株式会社 5011601021032 新たな製品の生産要請に応えるための設備投資及び販路拡大

埼玉県 株式会社タケショウ 9030001089464
（１）非対面にてマスクの作り方やミシンの使い方指導ができる仕組み作り事
業　（２）

埼玉県 アドック株式会社 9030001089286
工事内容をわかりやすくご案内できるショールームで付加価値の高い（単価
の高い）工事

埼玉県 朋音キックボクシングジム － 予約管理の簡素化と感染症予防に向けてのＨＰ予約管理サイトの導入

埼玉県 ラルース － 教育プログラムのオンライン化

埼玉県 株式会社ＭｏｒｏｏＫａ 5030001029782 自社ブランド「塗替え工事」のＰＲ事業

埼玉県 魔女のしっぽ － 取扱い動物の紹介と餌、飼育用品の通信販売

埼玉県 株式会社アクア 8030001108914 フィールドセールスからインサイドセールスへの転換

埼玉県 有限会社ワイルドボーイ 9030002056938 一部非対面化の推進と設備充実事業

埼玉県 株式会社ｐｌｕｓＡ 9010801027538 自のクッション封筒をＥＣサイトへの転換、直販比率の向上。

埼玉県 ハーバルホーム株式会社 3030001072990 ＩＴの利活用と対面せずに接客するサービスの環境構築と販路開拓

埼玉県 本谷ＱＯ整体院 － 生活の質が低下した疼痛保持者へ遠隔ヒーリングを提供

埼玉県 自然食の店なず菜 － 広告・宣伝による集客とオンラインショップの運営

埼玉県 インシュアランスネットサービス － 業界初！相続税対策の保険に特化したオンライン相談窓口の創設

埼玉県 株式会社ＶＩＶＩＤ 4030001125467 健康飲料の開発・ショッピングサイトを利用しての販路開拓

埼玉県 ラシェス株式会社 8030001112180 埼玉初！ＦＩＦＵで、セルフ美顔、痩身コーナーの設置！

埼玉県 中山整骨院 － 桃の樹液三宝（桃の樹液・漢方アカシヤ・雪燕）の販売促進

埼玉県 志高理学整復院 － 独自のリハビリ専門技術によるリハビリサポートの提供と普及

埼玉県 株式会社ＦＬＡＶＯＲ 8030001105655 非対面営業の仕組みで近隣一都五県の顧客に自動車サービスを提供

埼玉県 株式会社住タック 7030001042627 非対面型ビジネスモデル・テレワークシステム導入、新規販路獲得

埼玉県 フェルーナ － ＥＣサイト販売事業

埼玉県 ヒサゴ合同会社 7030003013122 顧客の足を参考に細い足向け既成靴を新規開発しＥＣサイトで販売

埼玉県 炭火焼き豚丼松風 － 松風豚丼弁当のデリバリー、テイクアウト、外販販路の拡充

埼玉県 ポルポ － 地域密着型アイデア弁当で販路強化。熱々もつ煮弁当販売計画

埼玉県 有限会社コンチネンタルリンク 3030002037225 デリバリーＥＣサイト構築＆屋台村
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埼玉県 株式会社ＥＣＴ 7030003003206 非対面型ビジネスモデルへの転換

埼玉県 奥山　徹 － デザイン受託事業の認知拡大の為のオンライン化による販路拡大

埼玉県 室賀あい子 － ネット通販での新中古品の出品販売副業起業講座を非対面型で提供

埼玉県 吉田板金 － ホームページによる非対面ワンストップサービスの構築

埼玉県 有限会社エムエムワン 2030000203340 ウェブ注文数、販路開拓の強化事業計画

埼玉県 株式会社躍進館 9030001093296 授業教材のｗｅｂ化による非対面型の学習指導サービスの提供

埼玉県 Ｗ．Ｔ．Ｊａｐａｎ株式会社 3030001112342 Ｄ　ｔｏ　Ｃモデルへの移行

埼玉県 株式会社Ｊスタイルズ 9010601043504 インバウンド事業者向け人材紹介事業のオンライン化

埼玉県 株式会社中央建材センター関東 1030001106619 ホームページリニューアルと材料販売のオンライン販売化

埼玉県 麺屋鯛鯛 － テイクアウト・デリバリー・オンラインショップと麺開発

埼玉県 株式会社Ｄａｉｓｙ　Ｆｒｅｓｈ 6030001035276 【調理加工品のネット通販による販路開拓とそれに伴う在庫冷蔵庫の設置】

埼玉県 武田 伸也 －
オンラインによるコンディショニングやコーチングによるセルフケアサポート集
客の為の

埼玉県 有限会社朋栄ロジスティック 9030002052078 オンラインセルフ見積ツールによる非対面型ビジネスモデルの拡大

埼玉県 株式会社ライフビジョン 5030001126539 非対面により見込客を顕在化させ対面で医療保険を募集する

埼玉県 ＥｘｐｅｒｔＣｏｍｐａｎｙ － 飲食店向けデリバリーと買い物代行サービスによる新規顧客の開拓

埼玉県 小林　秀一 － オンライン営業による住まいの温熱環境快適化推進事業

埼玉県 株式会社イーライズ 4030001040086 オンラインプライベートテニススクール計画

埼玉県 お掃除どんちゃん － ホームページ・広告による販路開拓、非対面型モデルへ移行

埼玉県 株式会社Ｙ＆Ｋ　ＳＴＡＹ　ＧＯＲＤ － 美容・健康商品を販売するＥＣサイトを構築し、販路拡大

埼玉県 自家焙煎珈琲屋カフェレプラホーン － ホームページ創設による新規顧客の開拓とキッチンカーの有効活用

埼玉県 ヨガスタジオＳｅｒｅｎｉｎｔａ － オンラインレッスンによる新規顧客の開拓と、既存客への付加価値強化

埼玉県 インテルホーム株式会社 4030001118660 来店不要を可能にする「ＩＴ内見」等の導入

埼玉県 Ｄｉｎｉｎｇｃａｆｅプティポワ － コロナに負けない、宅配・テイクアウトの販促強化

埼玉県 ＮＡＴＳＵＫＩ　ＦＡＣＴＯＲＹ － プラモデル製作及び塗装業にてＥＣ販売に取り組むための投資

埼玉県 合同会社Ａｉｇｈｔ 1030003013929 賃貸業の非対面化とテレワーク対応

埼玉県
特定非営利活動法人ＪａｐａｎＩｍｐｒｏｖｅｍ
ｅｎｔＡｓｓｏｃ

2030005017902 米粉や草加農産物を使った新商品開発とネット通販での全国展開

埼玉県 有限会社ＬＯＨＡＳ・ＳＱＵＡＲＥ 3010502021655 オンライントレーニングとコロナ感染防止の光触媒塗装で集客

埼玉県 マック産業機器株式会社 5030001051489 オートディスペンス式霧状アルコール噴霧装置の開発試作

埼玉県 株式会社キポット 9030001103195 在宅ワーカー向け研修セミナー事業オンライン化による売上アップ

埼玉県 ｅａｔｏｓｓ － オンラインカフェ［ｃａｆｅ　ｅａｔｏｓｓ］のオープン　「お手当フード」（体に優し

埼玉県 Ａｖｅｎｉｒ － 顧客にオンラインカウンセリングで寄り添うダイエットサロン事業

埼玉県 キオラコーヒー　ロースタリー＆カフェ － ニューノーマルに対応したお店作りとサービス

埼玉県 株式会社ＳＴＯＲＩＥＳ 3010001200693 サイト集客

埼玉県 有限会社ハル 6030002069067 オンライン・教室内リモートレッスンで生き残る音楽教室事業

埼玉県 Ｂｅｓｐｏｋｅ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ － 商品数、メニュー数増加による売り上げ向上計画

埼玉県 齋藤　慶輝 － ＰＲ動画作成による新規顧客の獲得と顧客対応の効率化
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埼玉県 株式会社ＷＯＭＥＮコロシアム 2030001120412 ＤＥＣＯライスケーキによるテイクアウト・デリバリー対応力強化

埼玉県 福島畳店 － アプリ開発による非対面打合せの確立と抗菌処理の簡略化

埼玉県 株式会社スチュワート 9030001053317 非対面型授業と対面型授業との両立を可能にする教室改装事業

埼玉県 烏兎 － 客数（売上）回復のために必要な換気対策の店舗改装工事

埼玉県 株式会社ふくいち 4030001129831 ネットショップとカタログによる販路拡大と販売促進の強化

埼玉県 株式会社プラン、キュー 1030001101009 「Ｑｅｎｇｉｎｅ」自社ブランディングの構築と自社サイトの新規開発

埼玉県 合同会社Ｌｕａｎａ　Ａｉｎａ 6030003013627 食×運動＝健康を実現するオンライン総合ライフプランナー事業

埼玉県 中小企業診断士若林敏郎事務所 － Ｗｅｂを活用したセミナー及びオンライン講座による販路開拓

埼玉県 Ｏｚ　Ｃｒｅａｔｅ － ＨＰの簡単注文システム構築とテレワーク関連ポータルサイト制作

埼玉県 ＭＩＺＵＫＡＭＩ － 歯科技工士による義歯患者のＷｅｂ集客と歯科医院への送客事業

埼玉県 Ｒｉｔｚ　Ｃａｆｅ － アフターコロナ販路開拓事業

埼玉県 Ｂ－Ｇｏｏｄｓ － ＷＥＢで見たままデザイン出来るプリントショップ通販サイトの構築

埼玉県 うなぎ亭一座東越谷店 － テイクアウト、デリバリーの宣伝と新規テイクアウト専門店の開店

埼玉県 五十嵐鍼灸院 － 〔事業名：痛みを抱える在宅患者に直接選んで貰う為の体制作り〕

埼玉県 ＢｉｇＧａｔｅコンサルティング － コーヒー豆ＥＣサイト制作・販路開拓

埼玉県 ポントントーン － 新しいライフスタイルに向けたＥＣ販売とデリバリーサービスの導入

埼玉県 ｎａｔｕｒａｌｃａｆｅ　ＫＩＫＩ － 管理栄養士が創る健康に拘る弁当・総菜の販促ツールの活用

埼玉県 コラボ － 「ドクターフーズ」ブランド設立、ＩＴ化での非接触営業化事業

埼玉県 ＨＡＮＤ　ＭＡＤＥ工房 － オリジナルデザインの要望に応えるマスクキットのネット販売

埼玉県 株式会社ホライズンキャピタル 9030001120249 コロナに対応したオンライン内見による市場浸透戦略

埼玉県 株式会社ジェイネット 4030001065135 Ｊｅｙｅｃｏｒｅ販促活動のオンライン化／効率化

埼玉県 有限会社珈人 9030002085490 珈琲豆販売ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスへの推進

埼玉県 株式会社ワイエムオー 7030001135629 治療技術、接骨院経営のネット販売とネットを通じた新患者の獲得

埼玉県 有限会社ボディー・ケア・プラン 7030002052484 整体院における感染予防対策の為の事業拡大

埼玉県 Ｈｕｇｖｉｅ － 感染防止の為の衛生面の環境改善及び非対面対応に向けた取組

埼玉県 アズサポートシステム有限会社 7030002017339 家庭と塾　ＺＯＯＭを利用した個別オンライン授業による学習支援

埼玉県 株式会社エストーンズ 8030001103064 双方向映像通信システムを利用したサテライトレッスン体制の整備

埼玉県 ｈｔｐｒｏｊｅｃｔ － 「アフターコロナをウエブと共存して人々の身体を元気にする！」

埼玉県 深井千代子 － ３密を避ける宿泊スタイルへの転換による販路拡大事業

埼玉県 株式会社Ａｃｈｉｅｖｅ 5030001132438 デリバリー専用ＷＥＢサイト開設と販路拡大。

埼玉県 合同会社なないろパートナーズ 6030003014253 近隣の高齢者や子育て世帯に求められる中古品を出張で買取・販売

千葉県 株式会社犬吠埼観光ホテル 5040001062007 スビードチェックインを目指せ！非対面非接触サービスの構築

千葉県 有限会社ジップス 4040002005444 オンライン事業開始と展示会出展による販路開拓の取組

千葉県 幸福軒 － 通信販売による商材（豚角煮など）の販路開拓等、経営持続化

千葉県 株式会社ＬＩＮＫＳパートナーズ 7040001086029 パーソナルトレーニングの非対面サービスの提供とその周知

千葉県 株式会社海底熟成研究所 4040001107506 遠隔でのワインスクールからスタートして。
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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

千葉県 キャンディーガーデン － ビーズフラワーの新しいレッスンシステムの構築と広報事業

千葉県 株式会社Ｊ２Ｙ 7040001013676 －テイクアウト及び通信販売業態の追加と小規模宴会場新設－

千葉県 ワインスタンド＆珈琲焙煎所２５ － オンラインショップでの販売強化と新店舗オープンによる販路拡大

千葉県 株式会社ジャンガ・テック 1040001009201 ダイレクトメールを使用した販路拡大

千葉県 ラーメン二郎　千葉店 － 密を避けた新事業「自家製生麺の持ち帰り販売」の立ち上げ

千葉県 Ｐｌｅｕｒｏｔｅ（プルロット） － テイクアウト

千葉県 ＯＦＦＩＣＥ　ＢＡＮＮＡＩ － 非対面型　移動販売車両によるグルメキッチン　Ｂ－１　ＴＡＫＥＯＵＴ

千葉県 有限会社日本そば 4040002008991 テイクアウトと地方発送の新商品開発と生産性向上、販路拡大事業

千葉県 株式会社ｃｏｎｎｅｃｔ 2010901037352 高機能耐環境型ＰＣと３６０度カメラの測量業界への販路開拓

千葉県 ｍｕｓｉｃ　ｂａｒ　ｅｓ　ｃｈｉｂａ － 無観客インターネット配信ライブ

千葉県 オープンロード合同会社 3040003005997 オンライン映像配信事業体制と販促力の強化による新規顧客獲得

千葉県 株式会社セミナル 3040002006410 ３Ｄプリンターによる多種多様部品の製作

千葉県 センリーフ合同会社 5040003012307 レンタルワゴン事業開始と出店・レンタル希望者との非対面型対応

千葉県 ＨＲＪ株式会社 1040001095324 非対面型ビジネスモデルを実現するオールインワン新商品ＨＰ制作

千葉県 河野プロパンガス有限会社 2040002004134 遠隔ガスメーター設置、チラシ活用で快適な生活をご提供する事業

千葉県 公文式稲毛ファミール教室 － 新規生徒入会者獲得のためのＨＰ等による非対面式客拡大

千葉県 有限会社ブルーレース 9040002010191 「日本文化で心豊かにする！」通販・動画サイトの開設

千葉県 ＵＴ合同会社 3040003009759 非対面化とソーシャルディスタンシング化に転換する事業

千葉県 株式会社イノビオット 1040001107062 子供向けオンラインプログラミングサービス

千葉県 関　翔子 － 非対面でのヨガレッスン提供事業

千葉県 合同会社ハッピーライフデザイン 9040003012518 「日本中に癒しを届けるセラピストのためのポータルサイト構築」

千葉県 株式会社アサヒ 8040001016174 宝飾品販売の非対面ビジネスモデルの構築

千葉県 合同会社シンゴウズ 4040003014361 ホームページを充実させて、あなたのお悩み解決します！

千葉県 株式会社ビュート 9040001102460 クルーズ・オンライン予約システムの構築

千葉県 株式会社西尾 3040001005702 ＥＣ＆スマホアプリによる歯科商材受発注と対面営業の相乗化事業

千葉県 オフィスＬＲ － オンラインでの自動車修理事業及びウェブサイトでの中古車販売の促進

千葉県 株式会社フォーエイチ 8040001091333 テレワークで実現する環境の変化に柔軟に適応可能な事業への転換

千葉県 石橋　勇揮 － オンラインライブ配信事業

千葉県 株式会社全栄プロモーション 7040001060933 「動画で思いっきりブランディング！」動画広告サービス事業

千葉県 株式会社ヌーベルモンド 9040001101413 アロマスクール完全オンライン化計画

千葉県 株式会社ＥＤＵＴＡＩＮＥＲＳ 8040001083066 オンラインシステムによる遠隔英語教育

千葉県 ＳＰＲ株式会社 9040001090185 自社保有豚（超力豚）のネット販売事業の展開

千葉県 有限会社フィオリスタうちやま 9040002009861 「新しい繋がりを求め、直販ビジネスモデルへの挑戦」

千葉県 有限会社ホームキュービック 4040002013067 オンライン動画サービスによるブランド力向上と販路開拓

千葉県 株式会社サイクレント 6040001089874 自転車競技ＢＭＸのレッスンのオンライン化

千葉県 株式会社みなお 1040001105999 パフォーマンスマーケット「ぱふぉま」
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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

千葉県 Ａｉｍｙ － オンラインセミナーによる販路開拓

千葉県 ヒマラヤンヨグシャラ － オンラインでのヨガクラスと健康促進セミナー開催で販路開拓

千葉県 ケアスタディ株式会社 4040001042109 高齢者施設向け椅子を在宅高齢者や一般消費者向けに拡販する事業

千葉県 家系ラーメン王道いしい － 休業のお店を業大変し、ニーズあるテイクアウトサービス対応事業

千葉県 合同会社エイティーン 3040003012597 非対面型ビジネスモデルへの転換

千葉県 株式会社アイラッシュカンパニー 3040001087484
グループの相互紹介による通販の販路開拓、およびリピートさせるシステム
の構築

千葉県 コスモ株式会社 7040001057418 千葉県産ピーナッツを活用した新商品開発とＥＣサイト開設による売上向上

千葉県 こっとんカンパニー － 国産の椎茸チップスの開発とＥＣサイトによる販路拡大

千葉県 萩野事務所 － 企業を守る！萩野事務所「助成金オンラインサポート」事業

千葉県 株式会社エアスケープ建築設計事務所 5010401120804 非対面型のオンライン相談窓口強化

千葉県 シード株式会社 5040002002044 早めの対策で安心！「おうちで相続相談」オンラインサービス事業

千葉県 有限会社ラパン・エンタープライズ 1040002016279 ＬＩＶＥ配信サービス

千葉県 株式会社センリーフ 5040001077525 ＳＮＳを活用した広告によるブランディングの強化と新規販路拡大

千葉県 株式会社コレモ 2040001011610 卒園記念品等のＷＥＢ受注促進強化に向けたＨＰ更新と販売促進

千葉県 株式会社ｃｌｅａｒｗｏｏｄｓ 1040001079302 「再生」をテーマにした化粧品のネット販売

千葉県 Ｆｉｖｅ　Ｂｅａｕｔｙ － 自宅でも利用できるリアルタイムオンライレッスンの構築

千葉県 株式会社セキモト 8040001012116 巣ごもり需要をチャンスに！ホームフィットネスジムでリフォーム市場を開拓

千葉県 株式会社リオン 9050001031064 ＷＥＢを用いてのオンライン指導

千葉県 株式会社Ｎｏｆｒａｍｅ 9040001091448 ３６０度の３Ｄ空間撮影を用いた“新しいオンラインコンテンツ”の提供

千葉県 ドラゴンファーム － 当園の作物を使用した新商品開発及びネット販売事業

千葉県 たくえ株式会社 5040001013018 ネット上ショッピングカートによるオリジナルマスク販売

千葉県 ＫＡＩ算数数学教室 － 非対面方式を用いた算数・数学の英才教育の促進授業

千葉県 株式会社菓司庵いずみ野 3040001011493 人気商品「ぼっち畑」のパッケージ開発と非接触型接客の移行事業

千葉県 丸十 － テイクアウトとデリバリーのための注文サイトとデータベース構築

千葉県 株式会社並木商事 3040001100065 ホームページ自動予約によるテイクアウト販売

千葉県 株式会社ＮＴＯコンサルティング 2040001101188 一般個人向け非対面型の教育サービスの提供

千葉県 株式会社オフィス・嶋 7040001016010 「顧客接点・企業ブランド」強化のためのウェブサイトの拡充

千葉県 株式会社ベルエキップ － テイクアウトと安心安全なフランス料理店事業

千葉県 ＣＯ－ＤＥＳＩＧＮ有限会社 6040001095651 オンライン研修システムの構築による非対面ビジネス転換

千葉県 ＨＡＰＰＹ　ＳＥＥＤ合同会社 1040003012839 焼き芋の真空パック販売事業

千葉県 中川経営管理事務所 － オンラインツール、Ｗｅｂツールの活用による事業の拡張・充実

千葉県 株式会社レインカラーズ 9040001112039 オンラインショップ開設とＷＥＢサイトリニューアルし宣伝力強化

千葉県 株式会社スターリー 3040001113141 広告宣伝による無水洗車の認知度向上と全国ＦＣ展開の案内

千葉県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ａｋｉｎｇｄｏｍ － ダンスでコロナウィルスにも勝つ新しい生活様式への挑戦

千葉県 株式会社ワールドビジネスサプライ 6010401102859 非対面販売体制の強化と社会復旧後の展示会への出展

千葉県 森はり・きゅう整骨院 － 新コンセプト整骨院の３密回避策と最新ＩＴ利活用による生産性向上
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千葉県 株式会社ダイナミックス 7040001024120 結婚相手紹介事業直営店ＬＰとチラシ作成で非対面入会訴求広告

千葉県 株式会社傑さく 4040001033660 ＥＣサイト作成販路開拓とチラシ活用した地域認知度向上

千葉県 有限会社クレエ 1040002028051 Ｅコマースの本格的取組

千葉県 ガジェット株式会社 6021001030342 ネット通販向け展示スペースの改修工事及び新規設備導入

千葉県 株式会社パドラボ 2010001165269 非対面・高効率化による企業・店舗・個人向け広告動画制作事業

千葉県 食サポ － ＰＲ動画作成による認知アップと販路拡大

千葉県 ｈｅａｌｉｎｇｒｏｏｍＦＲＡＲＩＳ － ホームページ刷新とサロン改装で新規顧客導線の確立

千葉県 株式会社Ｉｋｏｈ 8010601056242 エステの部屋を非対面型ビジネスモデルの個室にして安心の提供

千葉県 － ＥＣサイトを活用した販路開拓事業

千葉県 宮城商事株式会社 3040001099678 買い物代行サービス×クリーニングサービス×出前サービス

千葉県 ぞうさんカレー － 業務用エアコンの導入による万全な空調環境の維持

千葉県 美容室カリーナ － 商品のＥＣサイト設立、動画配信の開始、自社ＨＰ立ち上げ

千葉県 株式会社山﨑建設 7040001018964 新しい生活様式に対応した住宅モデルの提案プランニング

千葉県 北英商事（ホクエイショウジ） － 肥料・飼料等を取り扱う会社へ当社商品の新たな販路開拓

千葉県 マチ広告デザイン株式会社 7040001034367 ラッピング工程等の完全内製化による短納期対応事業

千葉県 株式会社ＹＲＳ 6040001084875 宿泊施設の非対面システム化推進と国内需要に向けた施設への改装

千葉県 合同会社ＩＳＡＲＩＢＩ 6040003007784 オンライン注文・決済可能な非対面テイクアウト販売事業

千葉県 合同会社Ｃ＆Ｒマネジメント 6040003011043 感染症対策を見据えたスタートアップ支援の為の貸会議室ビジネス

千葉県 カラフル会議室・フルーツ会議室 － 新しいセットプランの提供と情報化への対応

千葉県 井口信之輔 － 全国どこでも繋がれる！コントラバスのオンラインレッスン

千葉県 リンパ療法センターたけうち － 体の歪みを見える化し新たなレンタルサロン活用の顧客獲得事業

千葉県 齋藤　久師 － 演奏・作品発表・ワークショップと商品のオンライン化

千葉県 有限会社時泉堂 3040002022655 ＨＰとチラシ折込による新規販路開拓

千葉県 Ｅｓｔ － 顧客激減から回復の為、新規事業での顧客開拓売上向上計画

千葉県 クレア － オンラインビューティープログラム

千葉県 株式会社ありまじろう － 非対面型ビジネスモデルへの転換

千葉県 ヘア・アーティス － 非対面型による新メニュー「セルフグレイカラー」で顧客開拓

千葉県 コルピスカ合同会社 4040003014758 自社集客強化による新規顧客開拓とレンタルスペースの改良

千葉県 株式会社ＦＲＯＭ　ＢＡＳＥ． 3011001072421 「オンラインレッスン事業と既存事業への結び付け」

千葉県 ＰＡＮＮＡＣＯＴＴＡ － お店の料理を自宅で楽しんでもらうテイクアウト事業

千葉県 株式会社プログレ 5040001078622 筆記具特注製造非対面ビジネスモデル

千葉県 株式会社バリュースクエア 3040001108166 「ポストコロナ時代に勝ち残る学習塾支援、新プログラムの開発」

千葉県 株式会社感動企業Ｌａｂ 6040001112041 オンラインでのチームビルドサポート及びＷＥＢ集客を開始

千葉県 谷　麻美 － お家でらくらくフィットネス・オンラインレッスン

千葉県 株式会社フレンド 9040001019192 移動販売車の取り組みによる飲食業への多角化

千葉県 ピープルスキルズ － 動画配信での認知度の向上による非対面型英語コーチング集客促進
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千葉県 株式会社ラヴァーレ 8040001039992 「非対面型へのスクールモデルへの転換及び新たな販路拡大への挑戦」

千葉県 株式会社Ｅプラン 3040001020214 新型コロナウイルス感染症に有効なＳＡＩＷ製品の新たな市場開拓

千葉県 リフォームショップ株式会社 3040001015528 リフォームのオンライン打ち合わせとＷＥＢ集客

千葉県 合同会社Ｓｋｙｗａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 8040003005679 対面と同等のウェブレッスン及びそれに付随するインフラの構築

千葉県 株式会社なゆた 8040001083033 オンラインフットケア教室で、セルフケアを身に付けよう！

千葉県 有限会社ＲＥＥＴＨＩ 6040002030936 ＢＣＰの策定と販路開拓の仕組づくり

千葉県 株式会社スプリング 5040001087838 自社サイトを充実させネット通販を拡大させる事業

千葉県 整体師　泉沢　隆史 － 直接施術からオンライン講師の道へ！新しい働き方改革で現状打破

千葉県 株式会社ヒューマンインタフェース 2040001018523 オフィスの感染症対策とサービスの非対面化による事業環境の改善

千葉県 さかなとおでんうおべぇ － 厨房機器導入によるテイクアウト強化に向けた生産性向上

千葉県 木更津ギター教室 － オンラインギター教室の開設による非対面型事業展開

千葉県 ｉｎｓｉｄｅｏｕｔ － インターネットオーダーフォームの構築による非対面型販路の確立

千葉県 Ａ　Ｌｉｎｅ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 7040001077886 ネット販売に向けた車両撮影環境の改善と国内サービス体制の充実

千葉県 株式会社落花生工房かずさ屋 2040001052332 新商品開発による新規顧客獲得とネット販売強化事業

千葉県 山崎　康太郎 － 外注加工の自立化とネットを通じた国内外の新たな売上獲得

千葉県 Ｔｓｕｍｉｋｉ － ＨＰ構築による広告宣伝媒体の拡充と非対面型販売経路の確立

千葉県 日向花 － オンラインビューティープログラム・養成講座の新設

千葉県 エル・プランタン合同会社 1040003006568 ニーズに対応した非対面型の販売方式の導入

千葉県 有限会社マサキ印刷 3040002067790 「自社ＨＰの一新とＷＥＢ広告・動画広告の新規取扱による売上構造の変革」

千葉県 宮野指圧鍼灸治療院 － 膝痛腰痛軽減「親指重心インソール」の研究開発とデータ収集事業

千葉県 京葉ＤＰ株式会社 2040001087626 体験型英会話教室のオンライン化・フランチャイズ化

千葉県 ＳｔｕｄｉｏＦＲＯＮＴ － インターネットを活用した新規販路開拓及びスタッフ研修の実施

千葉県 本八幡朝陽法律事務所 － 電話相談導入に対する広報事業及びテレワークシステム導入事業

千葉県 Ｔ－Ｐａｙｍｅｎｔ合同会社 3040003007267 ヤフーショップ店舗の立ち上げ

千葉県 有限会社伊藤海苔店 7040002032535 ＥＣ通販型の売上増加に対応する、市川倉庫の全面改装で生産性アップ！

千葉県 ＭＯＮＯ－ＳＬＣＴ － 日本企業によるゲーミングデバイス製造・販売の推進

千葉県 ｐｕｒｎｉｍａ － ヨガ等のオンラインスクール、非対面での妊活サロン

千葉県 ＣＨＯＯＫＥ － 非対面販売の為のＥＣサイト開拓とそれに向けた商品開発

千葉県 個別学習のセルモ行徳駅前公園教室 － 非接近型授業への転換及びオンライン授業の推進並びにその広報宣伝活動

千葉県 Ｌｉｆｔ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ － スタジオ設立による非対面型ビジネスへのシフトと専門領域の拡大

千葉県 ＥＬＡＬＵＣＥ株式会社 7040001100301 ドッグジュエリー通販事業

千葉県 株式会社トリマティス 9040001030892 新たな販促用Ｅメールシステムの構築とテレワークの環境の整備

千葉県 株式会社伝 6040001034153 動画制作を主軸にしたオールリモート販促支援サービス

千葉県 川島カイロプラクティック － オンライン　ビューティーダイエットプログラム（Ｏ＿ＢＤＰ）

千葉県 株式会社ＤＥＥＥＳ 4040001085132 中古ダイビング器材の国内販売・及び中国を含む海外向け販売拡大

千葉県 ＷＥ　ＨＯＭＥ － 新規顧客開拓及び獲得、テレワーク導入及び施設内設備の拡充
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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

千葉県 株式会社レゾナント・コミュニケーション 8011001044647 アニメ『カラミティ（仮題）』のコロナ対応型プロモーション

千葉県 Ｒ＆Ｆ － オンライントレーニングと超少来店数トレーニング施設開発

千葉県 イズミ建装 － ウェブ反響及びリーフレットによる販売強化

千葉県 アルケミストマジック － 体験できるオンラインマジックショー・科学実験ショー

千葉県 森口　直洋 － 陶芸の非対面型教室の新規導入およびオンライン販売

千葉県 株式会社Ｄプラン 9040001032716 感染拡大も踏まえた事務所作業にとらわれない新しい働き方

千葉県 Ｈａｔｈｏｒ － 施術台増設、メニューの追加による収益アップ及び在宅勤務の推進

千葉県 森田寫眞館 － ニューノーマル撮影式

千葉県 ペットサロンぐるぐる － ペットサロン専用相互フォトギャラリー顧客管理システム開発

千葉県 株式会社スタジオａｍｕ 6011801032737 お店のためのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルコンサルティング事業

千葉県 ＭＫ　＆　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ － ＡＩ人材教育とプロジェクトファシリテーション事業

千葉県 守破離農園 － 無農薬青果＆ジャンボニンニク「破」のＥＣサイト販売

千葉県 セブンウェーブス合同会社 5290003007653 ＥＣサイト通信販売を充実し安定的な売り上げ構築を目指す

千葉県 ＯＡエンタープライズ株式会社 1040001028746 一般住宅被害復旧並びリフォーム工事推進事業

千葉県 Ｓｕｎａｒｉ － オンライン整体構築と、電車に乗らない近隣住民への訴求

千葉県 有限会社チェルシーインターナショナル 8040002028160 新メニューのネット注文受付とテイクアウト、オンラインのみの融合

千葉県 株式会社ＤｉａｍｏｎｄＳｐｉｒｉｔｓ 2040001033308 ファス味噌のオンライン販売により売上を２本柱化する

千葉県 合同会社ジャパン・プライド 1040003013052 非対面型による同業者指導等及びセルフケアサポートの仕組み

千葉県 帽子屋ＷＡＧＡＮＳＥ － オーダーメイド帽子のオンライン接客

千葉県 有限会社気学天祐会 2040002033488 オンラインサロン機能付きのホームページによる集客ＵＰ事業

千葉県 株式会社ＭＣＪ 8010401130115 ホームページＳＮＳ配信による新規顧客開拓計画

千葉県 クリエイティブリゾー太株式会社 4040001083383 内装リニューアル・空調設備改善と注文入力のシステム化

千葉県 株式会社ＣＲＯＷＮエンターテインメント 7040001079800 プロダンサーが教えるどこでも踊れる、オンラインダンス教室開講

千葉県 かぐや姫美容室 － ソーシャルディスタンスを保つ設備とサロンワークの生産性向上

千葉県 株式会社土地改良センター 8040001027080 ＥＣサイト構築による自社製品ＰＳＦ（凝集剤）の販路拡大

千葉県 ｚ－ｗｏｒｋ － ｗｅｂを活用した勉強会及びオンライン講座による販路開拓

千葉県 塾ＫＯＢＥＴＵ（とことん個別指導学院） － 濃厚接触の個別指導塾から教育ＩＴを使う自立学習塾への転換

千葉県 株式会社ネクストエイムズ 8040001086688 映像授業の導入により、感染症予防に寄与する個別指導体制の構築

千葉県 コトトイ百科典 － 新たに菓子製造の工房を自宅に構え、通販も展開していく

千葉県 ＴＲＯＮ株式会社 5040001108370 ＷＥＢを活用したオンラインショップ改良による販路拡大

千葉県 株式会社アンバーアワー 7030001099254 ＰＲ動画＆ネット広告によるＯＲＩＫＡＧＯブランド認知拡大事業

千葉県 有限会社ＢＬＫ沖縄 2040002054360 映像図書館と電子書籍の一体化で「生きる力」を非対面で発信する

千葉県 ＲＦプランニング株式会社 3040001077799 ＷＥＢ対面式個別指導と科目単元別プリント自習式学力補強事業

千葉県 株式会社ホーユープラン 6040001036802 ＤＡＩＳＡＮ　ＤＥ　ＧＯ（ＩＴ利用のお墓代参と思い出の地代行）

千葉県 整体院吉香 － 新ホームページ作成による認知度向上と感染対策への取り組み

千葉県 ウエムラ映像空撮事務所 － 無線制御機材の製作・運用・販売による新規顧客開拓
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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

千葉県 串揚げ工房穂 － テイクアウトによる新規顧客開拓と顧客満足度ＵＰ事業

千葉県 ポアクレンズ － ＰＢ化粧品製造　ウェブショップでの販売　衛生環境の整備

千葉県 ＷＩＬＬゼミ　二十世紀が丘校 － 広報活動を充実した新規顧客獲得と豊富な教材による学習意欲促進

千葉県 株式会社フィーカ 1040001109653 オンラインカウンセリングによるサロン滞在時間短縮計画

千葉県 有限会社トノコーポレーション 7011802027363 （１）オンライン新規サービス　（２）都内商業施設の管理・エリア参入

千葉県 アイ食品株式会社 8010401081795 ＲＩＤＯＳ石鹸国内需要喚起のためのマーケティング事業

千葉県 豊和会 － 「武道道場環境整備による売上回復」

千葉県 株式会社Ａｒｔ　Ｓｔｏｎｅ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 5040001004155 ３ＤのＶＴｕｂｅｒを用いたデジタルエンターテイメントの提供

千葉県 株式会社おもしロジック 8010401116551 テレワーク環境整備、ＨＰの新規制作、開発協力パートナーの募集

千葉県 株式会社ジョイパル 5040002090329 ＥＣサイトの構築とＷＥＢ受注による販路拡大

千葉県 有限会社栄徳 8040002044546 【顧客とサロンを繋ぎ、非対面で利益を生むＥＣサイトの構築】

千葉県 ケアタクシーのぞみ － 「広告による販路拡大」

千葉県 便利屋まっくす － 『ＷＥＢマーケティング戦略と客単価を上げる新規事業構築』

千葉県 株式会社レガロ 1040001097147 ホームページとＳＮＳを活用したリモート販路開拓事業

千葉県 クオーターパストファイブ － リニューアルに伴う店舗及びＥＣサイトの改良、商品開発

千葉県 ハリマ産業株式会社 1040001035197 ふすまＷＥＢ注文システムで非対面受注へ変革と販路開拓を実現

千葉県 アトリエクルー － ＷＥＢ集客と企業向けセミナーのライブ動画配信の内製業務

千葉県 株式会社イワキ産業 5040001034889 現地説明会からオンラインへ。顧客満足度を上げるしくみ作り（２８文字）

千葉県 株式会社Ｌｉｎｃｒｅｗ 8040001086969 マッサージ師向け、オンラインサポートサービス

千葉県 株式会社玉澤商会 9040003003665 非対面で販売できるコーヒー豆のインターネット販売事業

千葉県 ごはんｃａｆｅＬａｑｕｅ － 自動販売機を使った非対面販売でも出来る販路拡大事業

千葉県 八木清商店 － オンライン販売とデジタル化の推進による売上増と利益確保

千葉県 フード＆デザイン株式会社 3040001110790 通信販売事業の模索とテイクアウトの差別化と地域浸透

千葉県 かけわ合同会社 8040003012601 野菜の販路拡大のためのオンラインサイトの構築（類型Ｂ）

千葉県 有限会社サンペイ 7040002081094 ＥＣ事業を主軸としたビジネスモデルへの転換

千葉県 株式会社ＣＵＩＳＳＯＮ 6040001106456 こだわりの焼き菓子を自宅で楽しむ！インターネット通販事業

千葉県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｃｌｏｖｅ － 野外ライブの強化・撮影配信設備強化及びＰＲ

千葉県 有限会社ナルケ薬粧 9040002081398 非対面ビジネスに向けてのホームページ作成・ネット販売の確立

千葉県 株式会社来瞳 3040001087187 レンタルスペースでの非対面型サービスの提供による新規顧客獲得

千葉県 やきとり絶好調 － テイクアウト販売で売上向上を図る為の移動販売車の購入設備改良

千葉県 アロマティークブランブラン － 『アフターコロナに備えた対面・非対面営業への取組み』

千葉県 株式会社伊新伝芯 2040001107739 新規テイクアウト事業のＰＲスペース増設と販路拡大

千葉県 皆輪合同会社 2040003008241 「アフターコロナで生き残る小規模飲食店の店内外併用販売事業」

千葉県 Ｓａｌｏｎ　Ｓ － コロナに負けない。感染予防の店舗改装と男性顧客の販路開拓

千葉県 Ｓｙｓｔｅｍ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂｓ － オンライン教育研修環境の整備による販売強化事業

千葉県 有限会社ＣＬＡ 4040002098678 伊勢海老のパンフ＆自社ＨＰ作成＋ＳＥＯ対策による販路開拓
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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

千葉県 シャンティ － 移動販売キッチンカーで売上げアップ！販路開拓

千葉県 有限会社成久 7040002097396 宅配システム強化、拡大計画。

千葉県 有限会社ジャパン・キャリアー 6040002027866 中古車輸出検査会社ＥＡＡとの共同による検査ラインの敷設

千葉県 キレイと健康の相談室絵夢 － 安心来店に繋がるルーティン構築とオンラインショップ開設

千葉県 株式会社ネクストステージ 4040001072262 人材派遣サービスの販路拡大と研修環境の整備

千葉県 あおぞら接骨院 － ＬＩＮＥ＠を使いオンラインシステムでの非対面販売の自動化

千葉県 株式会社須藤牧場 3040001086825 新型ウイルス対策を考えたカフェモデル確立

千葉県 有限会社秋山酒造店 1040002099134 ＥＣモール出店によるｅコマースのボリュームアップ

千葉県 冨銀 － 制作過程を動画配信する事により非対面オーダーを可能にする

千葉県 株式会社友愛 3040001074516 ＨＰリニューアルによる販路開拓と新サプリメントの試作品開発

千葉県 田中惣一商店 － こだわりオリジナル商品を販売するオンラインショップの構築

千葉県 アカデミック・カレッジ － オンラインを利用した映像授業展開による新たなサービスの提供

千葉県 ソムリエカフェ　イグレック － テイクアウト事業による売上げ増加

千葉県 家具工房つなぎ － 食材ケース・アメニティケース製作専用機械の導入による売上拡大

千葉県 株式会社チロル 4040001076404 おうちへお届け「とんぼの揚げもんじゃ」加工、販売促進事業

千葉県 ルートエー一級建築士事務所 － 高所調査機材および非対面業務システム導入

千葉県 白黒株式会社 2040001104110 館山初オンラインサービスポータルサイト白黒ＴＶ

千葉県 おたからや　４０９号ひじかい店 － 非対面型ビジネスモデルの構築による新規顧客獲得

千葉県 株式会社原板金工業 8040001080872 屋根板金製造のテレワーク等による効率化・販売強化事業

千葉県 ときがね社会保険労務士事務所 － 生産性を高める非対面及び電子化型人事労務コンサルティング事業

千葉県 株式会社Ｙ’ｓインターナショナル 9040001030546 対面販売を脱却するＥＣサイト設立とウイルス対応型の出荷場整備

千葉県 有限会社市東製作所 7040002077375 高性能測定器具の導入による人工呼吸器部品の製造

千葉県 神定電気工業株式会社 7040001078331 ホームページを活用した非接触型工事受注システム

千葉県 Ｎａｔｕｒｅ’ｓ　ｗａｌｋ株式会社 2040001083591 健康のため靴だからこそ、コロナ後も安心のシステム構築

千葉県 株式会社マップ 8040001057530 【ＷＥＢによるヴァーチャル製作所サイトの構築】

千葉県 ティーズ販売株式会社 5040001081072 新聞配達員を活用した宅配サービスによる販路拡大事業

千葉県 南総国際旅行株式会社 5040001057304 団体から個人旅行者にターゲットを変える非対面型販路拡大事業

千葉県 メゾフォルテ － 店舗貸切り予約制の洋服販売とＥＣ通販を連動した販路開拓事業

千葉県 和楽酒房宴 － 店舗営業改革と焼き豚カレーの通信販売による販売促進事業

千葉県 ばっくやーど株式会社 3040001093318 次亜塩素酸水噴霧器及び次亜塩素酸水のＥＣ通販化と国内販路拡大

千葉県 オフィスヨネヤ － 事業所内のＩＴ化及びネット受注システムの構築

千葉県 有限会社丸誠商事 9040002091703 焼とり＆とんかつつかさ新業態及びブランド強化大作戦

千葉県 株式会社Ｓｅｎｅｃａ 4040001107547 非対面化のツール整備＆サイト制作＆スカウト型代理店募集サイト

千葉県 ＣＡＦＥ　ＷＯＬ － カレーテイクアウト・物販強化及びデリバリー事業

千葉県 株式会社日本私学通信社 3010001033210 オンライン進学相談会システムの構築

千葉県 亀鶴屋合同会社 4040003007084 和・輪・話の三つの「わ」を目指し、嗜んで愉しもう！
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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

千葉県 有限会社ＡＴ　ＰＬＵＳ 2070002035011 Ｃｌｏｕｄ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ（ＣＡＰ）

千葉県 フジタ自動車 － コロナ対応非対面型Ｗｅｂ予約・見積りランディングページ作成

千葉県 Ｐｈｙｓｉｏ－ｓｔｕｄｉｏプラスワン － 非対面型のオンライン教育ビジネスの導入

千葉県 ロジストファーム株式会社 2011001072513 余剰在庫等の換金需要に対応する完全非対面買取機能の増強

千葉県 株式会社ハース 9021001030232 非対面型の会員サイト構築及び、感染防止ボード

千葉県 エクサス松戸ＳＣ － コロナ防止！新しいサッカースクールの構築と会員の増強

千葉県 合同会社ＢｉＴＳ　ｅｄｕｔａｉｎｍｅｎｔ． 8040003012122 本格的なオンラインレッスンと動画教材による売上確保

千葉県 Ｓｃｏｎａｉｌ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

千葉県 行政書士西中法務事務所 － ネット広告を利用した非対面による建設業許可申請販路開拓

千葉県 合同会社キュービックプランニング 2040003005115 加工食品の製造販売

千葉県 ＦＥＥＬ　ＣＵＬＴＵＲＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6040001106381 食の多様性に対応した店舗コンサルティング商品の開発

千葉県 社会保険労務士法人リンクス 4040005020028 非対面での効率的な業務遂行体制の構築と新規顧客開拓

千葉県 株式会社ストレートツリー 4040001081040 新しいビジネスモデルの開発並びに供給安定化・新規顧客開拓

千葉県 有限会社モエギコーポレーション 2040002091874 アレルギー対応菓子店存続ならびに販路開拓・顧客満足度向上計画

千葉県 株式会社かどや 3040001065374 公式ネット注文対応ホームページ作成事業

千葉県 ＰｒｉｖａｔｅＳｌｉｍ －
オンライン専門パーソナルトレーニング（ズムトレ）出張型パーソナルトレーニ
ング（お

千葉県 藏持 智明 － 最もリアルに近いオンラインレッスンへの移行と新規顧客の獲得

千葉県 株式会社Ｎｅｕｌａｂ 8040001104152 新規顧客開拓及びシステム改善・強化による業務効率化

千葉県 株式会社エムズフード 6040001096474 デリバリー＆テイクアウトポータルサイト「ウチめし柏」の拡充

千葉県 ｍｏｓｓ　ｄｅｓｉｇｎ － 非対面式で接客“顧客の望む最高の結婚式アイテム”の制作販売

千葉県 ＴｒｉｂａｌＣａｃａｏ株式会社 4010701033863 コロナ禍での環境激変対策と新たな消費活動へのプロモーション

千葉県 こころとからだ整体院 － オンラインカウンセリングによるこころとからだケアサービス構築

千葉県 株式会社フーサワ 5040001066255 通信販売とデリバリーによる販路の拡大

千葉県 たしろ呉服店 － お祝い事中止のお客様への提案と、ＩＴ活用による接触削減企画

千葉県 株式会社正一塗装 － 抗菌内装のご提案　消毒と光触媒のＷ抗菌サービス

千葉県 エステルームジュビランパープル － オンラインで非対面型美容カウンセリングによる販路開拓

千葉県 居酒屋かんしゃ － 営業時間、メニュー等、店舗の情報発信力向上事業

千葉県 株式会社サンパーク 1040001053991 書籍の安定供給の確立と、アフターコロナに備えた料理教室の周知事業

千葉県 合同会社Ｊａｐａｎ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｒａｄｅ 40003005981 非対面でできるインターネットによる宅配買取事業の強化

千葉県 ＡＰＣハウジング株式会社 1040001109026 販路開拓のため自社ホームページ作成とテレワーク環境の整備

千葉県 株式会社自由区域 5040001111358 セミナーのオンライン化事業と広告制作業のＨＰの作成

千葉県 タイドランドブックス － 衛生環境に配慮したテイクアウト商品の拡充と顧客への認知促進

千葉県 株式会社ユニペン 7040001054687 塗料販売と塗装工事の売上アップを実現する新規ホームページ作成

千葉県 秋元技術士事務所 － スタジオからＷＥＢ発信する自社開催セミナーで顧客ニーズに直接対応

千葉県 福田屋書房 － 副業時代を応援！オンラインで通える『稼げるＷｅｂ制作講座』

千葉県 オイルテラピーサロンａｒｕｍ － 機材導入でセルフエステサービスの開始
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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

千葉県 株式会社ＩＣＨ 7040001056428 医療機関に代わる健康診断の直接営業の実施

千葉県 株式会社アソビスキー 2040003008101 オンラインを使用したネットでの販売事業

千葉県 ワミレスサロンｍｅｒｃｉ － 『オンライン講座による新規顧客獲得』

千葉県 有限会社習志野巖翠堂書店 8040002018748 インターネットショップの開店、並びに販売

千葉県 株式会社トロワ 7040001086128 オンラインでのファッションコンサルティング事業

千葉県 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ　ＰＲＯＣＥＳＳ合同会社 1040003005116 オンライン化による新販売経路の確立と顧客数増大の実現

千葉県 冨禮工業株式会社 3040001105618 非対面型の営業と講習による施工工事事業

千葉県 有限会社燈台 5040002019798 Ｗｅｂ予約システム改善による新規顧客獲得

千葉県 有限会社吉野塗装工業 8040002019119 「ＤＩＹ商材・塗装・洗浄商材のネット販売事業」

千葉県 コンフィ － 「本格串焼きのテイクアウト販売」

千葉県 合同会社美らフーズ 8040003013211 非接触型の接客で客数増加タッチパネル型レジの導入

千葉県 ブリリアント・フューチャー － コロナ対策のためのサロン作りとオンラインカウンセリング

千葉県 有限会社創美堂 4040002018553 ＴＶ通販×動画による販路開拓とカタログ・ＨＰ製作

千葉県 有限会社アンドウカンパニー 6040002017933 ３Ｄスキャナーを活用した作図が無い部品のモデリングサービス

千葉県 城南コベッツブレーメン習志野教室 － 学習管理付き映像授業と業務管理アプリ導入による集客と告知

千葉県 株式会社ビッグアイ 7040001015598 新型コロナウィルス対応型　新！リフォーム様式

千葉県 株式会社ケンボヤン 3040001110923 インターネット商品選定（仕入れ効率化）ＷＥＢシステムツール開発

千葉県 株式会社ドリームライフウエスト － 宿泊業のセルフ対応と会社存続の為の新規事業の開拓

千葉県 ＦＬＡＴＵＰＧＹＭ － 健康増進のためのキックボクシング＆フィットネス

千葉県 海成 － 商材・消耗品・廃棄物の入出庫のカメラによる無人管理

千葉県 株式会社アルフホールディングス 40001046449 生花用鮮度保持容器販売事業の技術継承及び新規顧客獲得

千葉県 ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ　ｈｏａ　ｓｅｎ － 非対面型美容器具の導入と消毒スペース確保

千葉県 Ｍａｉｓｏｎ　Ｃｏｃｏ － オンライン講座開講・メンバーシップサイト運用

千葉県 ＴＲＹパートナーズ － オンラインで看板決定！総合看板ショッピングサイト

千葉県 はしらデリ＆カフェ － コロナウィルスにより疲弊した街を当店から活性化させる

千葉県 株式会社フレオデュース 5040001109633 〔事業名〕北海道を楽しめるつぼ八メニューを自宅まで届ける事業

千葉県 すばる司法書士事務所 － 相続ポータルサイトの運営

千葉県 ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎ　ＷＩＺ － ノータッチセルフエステ・テラスでの開放的リゾート空間

千葉県 有限会社三久 9040002058495 テイクアウト販売促進事業

千葉県 株式会社Ｐｕａｍｅｌｉａ 6040001049424 オンラインによるメンタルヘルス相談

千葉県 ｓｅｅｄｓ － オンライン料理教室、食品・加工食品のＥＣサイト販売

千葉県 加納典譲写真事務所 － コロナに負けるな！新しい生活様式の２人の愛に包まれたＰＶ。

千葉県 オルディズモ － ＨＰリニューアル宅配買取強化＆販売・在庫管理システムの効率化

千葉県 イタリアンレストランＺｕｃｃａ － 非対面型ビジネスとしてのギフト発送業務とテイクアウト

千葉県 さくらベール － オンライン着付けレッスンによる新市場開拓戦略

千葉県 あとりえありす － ガーデン雑貨の制作と販売及びネットショップの立ち上げ
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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

千葉県 株式会社ディーゴ 3040001101724 新商品開発による新販路開拓と非対面型ビジネスへのチャレンジ

千葉県 紅屋 － 非対面型ビジネスモデルの構築

千葉県 代表取締役 7040001049522 建築部材の新規サプライチェーンの確保と顧客の開拓

千葉県 城南コベッツ　ユーカリが丘教室 － ＩＣＴ教材を使用し幅広いターゲット層に認知

千葉県 株式会社誠裕 9040001049850 対面に依存しない販路開拓に向けた新しいホームページの開設

千葉県 寿司和食横田 － 感染症対策とテイクアウトサービスを通した新規顧客の獲得

千葉県 株式会社キースタッフ 8040001048465 非対面式コンサルティング実施における販促ツールの作成

千葉県 株式会社ミライリンク 9040001109258 【計画的ワンストップ型ＨＰ！オンライン面談による安心安全の提供】

千葉県 株式会社京櫻 8040001089377 オンラインハイブリッド型授業の整備ならびに新たな販路開拓

千葉県 合同会社ルックアップ 9040003011115 自社オンライン販売サイト物販事業

千葉県 有限会社マグ広告ドットコム 2040002031590 小規模宿泊施設むけ宿泊客名簿管理サービスの販路拡大

千葉県 南インド料理葉菜 － 真空包装機を活用した冷凍カレーの販売

千葉県 有限会社Ｂｌｏｏｍｉｎｇ 6040002030663 非対面型で全国の女性起業家に販売できるオンライン講座の提供

千葉県 合同会社ゴールドウェーブ 5040003007513
宿泊施設と貸し会議室スペースの非対面チェックイン化と国内需要向け施設
への改装

千葉県 アイランドビデオサービス － 自社ホームページの開設、オンライン販売／動画配信への対応、

千葉県 Ｓａｕｓａｇｅ＆Ｂａｒ２ｂｙ － 非対面接客を利用したテイクアウト、配達システムの構築

千葉県 株式会社エイプラスワン 2010501043032 プロモーション動画作成とクラウドサービス

千葉県 合同会社タヤグラ 40003006607 店舗周知と新たな顧客サポートによる販路開拓

千葉県 ｊ－ｂｒａｓｓ音楽企画・制作 － 非対面型オンライン配信事業への転換

千葉県 権藤ミゲル － オンライン日本語スペイン語スクールのシステム導入

千葉県 大吉大和田店 － テイクアウトのみで営業を継続します（飲食の営業は一切しません）

千葉県 キティアイレコーズ － 音楽レッスンのリモート化事業とオンラインコンサートの開催

千葉県 学習塾マリガン － オンライン授業の導入

千葉県 株式会社丸茂海苔店 1040001030025 「美味しい笑顔を届けます！丸茂海苔店ネットショッピング」

千葉県 株式会社彦田 5040001029906 一般消費者および飲食店向け、非対面販売売上拡大のための取組み

千葉県 株式会社ビルテクノサービス 2040001029925 自動床洗浄機の導入による非対面の清掃ビジネスへの転換

千葉県 Ａｌｎａｉｒ － 大人女性に極上の癒しと満足感を与えるネイルサロンの構築と周知

千葉県 伸栄学習会 － 業歴４０年のノウハウ結集したオンライン学習システムの構築

千葉県 北嶋愛季 － オンラインコンサートへの転換と販路開拓

千葉県 株式会社スマートコミュニケーションズ 6040001077680 農・漁業の生産物を産地直送で届ける販売サイト、産直コネクト

千葉県
株式会社ソウルピーナッツ・プロダクショ
ンズ

6010001146224 人と人をつなぐ、オンラインウエディングの音響映像インフラ構築

千葉県 有限会社別府スリッター 6040002043574 非対面の販路開拓のためのＨＰ更改と小ロット配送の業務効率化

千葉県
有限会社加賀屋感動ストアーマネージメ
ント

8040002042765 オンラインでのサービス提供の仕組みづくり

千葉県 有限会社東洋商事 3040002042967 消臭・除菌水の製造・販売

千葉県 丸屋 － オリジナルカレーの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

千葉県 ＭＯＲ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － はぴふる「オーガニック＆グルテンフリー美容講座」
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千葉県 居酒屋山田屋 － ＨＰリニューアルと新規顧客獲得の為のチラシ、動画制作

千葉県 経営改善研究所 － 経営支援およびＩＯＴパッケージのＷＥＢ販売及び非対面ビジネスへの転換

千葉県 株式会社小鷹興業 3040001094043 高速荷揚げ機器の導入とインターネット上での予約・集客強化

千葉県 ブリージョ － ダイエットサロンオーナー向けの健康に痩せる食事術展開

千葉県 尾島信一 － 物件のペット可改修とバーチャル内見による入居者増加を図る

千葉県 株式会社ＡＭＯ 3040001053412 広いスペースを活用したスペースレンタル事業への転換

千葉県 友光学院 － 新型コロナウイルス感染対策のための衛生管理整備事業

千葉県 有限会社かわな 1040002070251 完全非対面に向けて。お客様ニーズに配慮した新しい取り組み

千葉県 株式会社ジュリアコーポレーション 9040001073173 お客様ニーズに対応したお土産事業の立ち上げ

千葉県 有限会社横浜研磨 9040002071911 コロナで落ち込んだ売上を戻し、事業の不確実性を解消する取組

千葉県 医農野菜の会 － 野菜および弁当の非対面型持ち帰りビジネスの構築

千葉県 株式会社ヒート・ワン 6010401025028 超高画質ＶＲ３６０°カメラによる施設や店舗をバーチャルツアー

千葉県 チョロン － テイクアウトの販路開拓とコロナ収束後を見据えた店舗改装

千葉県 Ｗｉｔｃｈ　Ｍａｇｉｃ － 美容サロンとターゲットを同じくする弁当店「おにてい」開業

千葉県 有限会社レーデルオガワ 6040002052583 「新しい販売経路の確立と既成概念からの脱却」

千葉県 ＬＵＸＥ － ＰＲ動画の作成とクラウド電話システム導入による販路拡大

千葉県 おおさわ整体院 － ストレスによる体調不良患者にオンラインで催眠療法を施す

千葉県 株式会社ティー・プロジェクト 5040001040185 オンラインコミュニケーションバーのシステム構築及び運営

千葉県 海老原園芸 － ホームページ作成並びにネットショップ販売体制の構築

千葉県 ブラッスリータケ － テイクアウトとネット販売拡大による販路開拓と売上向上

千葉県 エフエーティシステム株式会社 1040001042094 温浴施設向け環境衛生支援事業のノウハウ伝授研修の事業化

千葉県 株式会社ＴＡＮ－ＳＵ 8040001093503 地域商材・知育教材・子供雑貨の通販サイト拡充。

千葉県 おおひなた整骨院 － 訪問施術を強化、訪問施術が必要な患者に不可欠なケアを行う

千葉県 株式会社グランベリーツー 7040001040778 オンライン（ＺＯＯＭ・Ｓｋｙｐｅ等）でできる自動車購入＆車検

千葉県 のざき鍼灸治療院 － オンラインセルフケア指導システムと会員サロンの構築

千葉県 株式会社なのはな警備 3040001038289 警備人材確保のための警備業務の転換と労働環境改善

千葉県 株式会社ビルオート 8040001080939 クーラー冷媒交換可能な対象車種の拡大事業

千葉県 ドッグサロンＯｎｅ－ｔｏ－Ｗａｎ － 収益モデルのシフトと一部メニューのオンライン化

千葉県 ＳＰＯＲＴＳ　ＣＹＣＬＥ　ＳＨＯＰ　Ｓｗａｃｃｈｉ － ＨＰの最適化とＥＣサイト構築による業務効率化と売上増加

千葉県 株式会社游ダイニングプロジェクト 9040001071020 ＩＴ活用による非対面型接客方式の導入と宅飲み用宅配事業の開始

千葉県 株式会社スポーツ＆ヘルスケア 6040001103899 地域のスポーツ疾患で悩む人を当院に集める仕組み作り

千葉県 クズオカ人材紹介所 － ＷＥＢサイトによるリモート型就職相談サイトの構築

千葉県 株式会社ＪＰＳ 5040001088282 教室の感染防止対策、ネット回線利用及び短期集中集客強化

千葉県 有限会社柳家 4040002052478 テイクアウトと快適安全な店内空間づくりで集客強化

千葉県 Ｈｏｐｅｆｕｌ　Ｆｕｔｕｒｅ株式会社 4040001108776 非対面型ビジネスモデル売上向上

千葉県 有限会社山崎清八商店 3040002052487 生産者と消費者をつなぐネット販売事業
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千葉県 駒井測量事務所 － 最新測量システムとＷＥＢ会議アプリでフレキシブル体制を構築

千葉県 有限会社加藤屋商店 5040002051322 中高年層への売却物件募集広告と非対面型の営業活動

千葉県 池田浩平 － テレワークや非対面式営業による製造技術構築のリモート対応

千葉県 株式会社ＧＲＩＰＳ 4040001109535 認知度向上と非対面型ビジネスモデルへの転換

千葉県 藤田　姿子 － オンラインＭＥＮＵ＆オリジナルストレッチツールで販路拡大！

千葉県 リーパス株式会社 4010001198119 新サービスのブランド認知度向上と売上拡大を目的とした販路開拓

千葉県 学びのコットンスター － 無学年式個別カリキュラム型通信教育の周知ＰＲ

千葉県 坂井　智都子 － オンラインを取り入れた育児専門家紹介と育児情報番組提供

千葉県 個別指導ワンツーレッスン － 非対面型オンライン個別指導を提供するバーチャル分校

千葉県 株式会社ジオグリフ 6040001091921 オンライン学習に伴う課題解決のための学習支援ツール販促事業

千葉県 オディッセア株式会社 7040001113030 リモートワークの加速に合わせた勤怠管理２．０の販路開拓事業

千葉県 チェインズ企画 － ＥＣ商品撮影サービスとＷＥＢサイト開設による販路拡大・開拓

千葉県 株式会社ユナイテッドシェフ 2040001092394 新事業所の改装と自社ホームページ販売への移行で新規顧客の獲得

千葉県 株式会社プランＤＯ 2040001058742 リモート及び対面によるマッチングサービスによる人の繋がり促進

千葉県 株式会社集中力 2140001055531 オンラインにて在宅の会社員、経営者、学生への研修。

東京都 東大野商店Ｄｉｏｎｅ八戸店 － 非対面型営業の推進による顧客と従業員の不安解消事業

東京都 株式会社エバーリソース 3011801032285 オンライン教育コンテンツ配信による非対面型ビジネスの強化

東京都 セブンシーズリレーションズ株式会社 7010601039545
非対面型コミュニケーションを用いたクーポン付ＷＥＢセミナーと効率的なテレ
ワークの

東京都 株式会社ヒューマンスタイリング 6013301029528 外国人向けオンライン面接専用の人材紹介システム構築

東京都 山崎司法書士事務所 － 非対面型「おうちで相続等の相談」事業

東京都 株式会社Ｒ’ｓ 5040001105541 ＨＰ作成による非対面カウンセリング・定額制導入と情報発信強化

東京都 ＦＲＥＥ　ＳＨＩＮＥ株式会社 8040001041313 日本発！コードレス式４３インチデジタルサイネージ

東京都 株式会社フィリアン 8010001205655 オンラインスクール運営による、非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社プラムブック 1040001106551 ＶＲ／ホログラム技術を活用したバーチャル水族館の提供事業

東京都 ブルーオーシャンキャピタル合同会社 7040003007874 ＷＥＢ中心の学校移行及び顧客満足向上と新規会員獲得の環境作成

東京都 株式会社キッチハイク 3011001092758 マグロのＥＣ商品開発・販路開拓

東京都 Ａｘｉｓ＆Ａｒｔｓ合同会社 5010003031581
リアルとネットの未来を育む「未来スタイル」の創造～飲食店がコロナ局面を
乗り越える

東京都 株式会社ムジント 8020001127758 オンライントレーニングの新規マッチングサイトの販路拡大事業

東京都 株式会社ＢＧ 3011001059492 オンライン販売も出来るホームページの作成

東京都 志村公認会計士事務所 － ＷＥＢをフル活用した新規顧客開拓

東京都 Ｒｅｍｅｍｂｅｒ株式会社 5010001181692 対面型ビジネスモデルを非対面型「オンラインデリバリー」へ転換

東京都 和人餃子房俵屋 － 当日製造し当日発送する本物の『生餃子』事業

東京都 Ｐａｎｄａ　ｆａｃｔｏｒｙ － アトリエの改装による作業効率の改善と非対面式展示スペース

東京都 株式会社みずきアセットプランニング 7040001047105 ストックビジネスモデル等の宣伝のためのＨＰ、パンフレット作成

東京都 合同会社岡研 6011403002048 民法改正を踏まえた自筆証書遺言作成支援システムの開発及び販売

東京都 株式会社はるやま 1010001026843 仕入ノウハウを活かした食品通信販売事業への事業転換の取組
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東京都 株式会社セララバアド 3011001114108 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 デンジョルスン株式会社 5010601038788 ○新型コロナウィルス感染症拡大予防対策の徹底・改修工事

東京都 Ｓｗｉｍｍｙ株式会社 7010401143514 オンライン水泳教室、オンライン体操教室の開発及び販路開拓

東京都 和の合株式会社 2011101090084 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 有限会社ショセ 6011002027801 ネット販売システムの構築（卸売り、直営店以外の販路開拓）

東京都 有限会社マサミ 3011802023390 実店舗とＥＣ販売の連携　ＯＮＬＩＮＥ　ＴＯ　ＯＦＦＬＩＮＥ

東京都 株式会社ＹＯＳＣＡ 9011001092562 ＶＲ動画で身につけるインタビュースキル養成講座

東京都 株式会社Ｘ－ＤＥＡＬ 1010601053634 非対面型のオンライン国際婚活サービスの開発・提供

東京都 株式会社つかさ 5011401017668 オンラインによる問診や症状相談、トレーニング講座の開講

東京都 株式会社阿路亜 2011001000878 ウェブサイトでの非対面ビジネスの転換と開発商品での販路拡大

東京都 合同会社ＨＥＡＲＩＧ　ＬＩＢＲＡＲＹ 8010403021072 補聴器使用期間中の遠隔フィッティングの実施

東京都 銀座すゞ木 － お取寄せグルメ事業、ソーシャルスタンスを維持した店舗営業

東京都 森下・桑田真似 － オリジナル商品ＥＣ販売化及び、披露宴等余興動画受注用ＨＰ製作

東京都 有限会社げんごろう 9010602029337 健康朗読事業の通信教材・ｅラーニングを活用したＩＣＴ化

東京都 合同会社ＦＡＣＥ 4011103008438 パーソナルショートムービーの撮影製作事業の販路開拓

東京都 有限会社良友 7010802018232 ３Ｄプリンターによる製品サンプル可視化事業

東京都 有限会社スタジオ藍丸 6011602024017 デジタル配信・ネット販売に対応したホームページ（ＨＰ）作成と周辺環境整備

東京都 御料理処おたふく － あご出汁唐揚げの開発とオフライン・オンライン両面での販売促進

東京都 株式会社カオバ 9011301001537 コロナに負けるな！ブルーム持続化計画

東京都 株式会社オリノ 11201014132 健康志向の女性をターゲットにした手作りチーズのネット通販事業

東京都 ビッグバンミュージック － リモートワークレッスンと教材動画制作及び演奏動画配信

東京都 向井写真事務所 － 非対面型撮影事業

東京都 ソフィアヒューマンキャピタル株式会社 5010401038658 人材教育のオンライン化への変革へ対応する

東京都 峯野保険事務所 － 非対面型保険販売システムの構築及び実行。

東京都 株式会社ディティエスジャパン 130003005047 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 レシる株式会社 5010401126173 法人向けサービスを紹介するオウンドメディアを活用した顧客開拓

東京都 株式会社ＯｎｅＢｉｔ 2011301013415 ライトアップ業務の販路開拓

東京都 株式会社由美プロ 6011001096062 越境ＥＣサイトを利用した中国市場での化粧品販売

東京都 アーティエンス株式会社 3011801023986 企業向け教育研修事業の非対面化へ向けた取り組み

東京都 株式会社オールライズ 7013301027472 事前オンラインカウンセリング導入による非対面受付と集客強化

東京都
技術のもみ処トントン（ヒールプランニン
グ株式会社）

4012401019416 自社ホームページでＥＣサイトを展開し販路拡大

東京都 Ｃａｒｒｙｐｌｕｓ － マイホーム新需要に応える物販事業

東京都 株式会社メリーワークス 1011301014934 どこよりも安全、安心な弱酸性次亜塩素酸水スポーツセラの拡販

東京都 村井紫乃 － 美に関するプロモーション動画とテレワーク導入による販路拡大

東京都 五十嵐真一 － 独立系ＦＰと連携する新型不動産紹介と感染症対策Ｗｅｂ接客

東京都 合同会社リスクコンサルタントオフィス 5010403017388 医療通訳付きＴＶ診療・医療送客システムの構築。

38 / 158 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

東京都 合同会社けなーぶら 7011603001988 非対面ビジネスへの転換及び国内観光客集客の為のシステム構築

東京都 Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ株式会社 5013201018425 看板商品の非対面型ビジネスモデルへの転換による新販路開拓

東京都 株式会社グローシーズ・サポーツ 3010401092748 新しい旅のかたち・ＶＲ動画による在宅旅行の実現

東京都 株式会社エネルギーまちづくり社 8010401131253 ホームページを活用した規格型住宅の非対面型集客システム構築

東京都 株式会社ｍａｋｅａｃｔ 6010401078777 テレワーク体制の構築

東京都 株式会社アンダースタンド 1011301023051 ママへの勤務環境・生活環境改善サービス告知用サイト構築

東京都 株式会社ＨｅｗＯｎｅ‘ｓＷａｙ 9011001105269 全国の空き家に月定額で住めるサービス

東京都 有限会社サロン・ド・ジュエリー秀宝 3013202003007 非対面型ビジネスで販路拡大の強化

東京都 レイテストジャパン株式会社 8011001065370 テイクアウトとＥＣサイトでの販路拡大

東京都 株式会社モテックスジャパン 2011001127647 モテックスピローＰＲ（プロモーション）事業

東京都 株式会社アンクレ 6010001205871 ウェブ広告による新規顧客獲得と美容商品・講習のＥＣサイト構築

東京都
一級建築士事務所渡辺泰敏建築設計事
務所

－ 注文住宅と建売・分譲住宅の新規受注の為のコロナ対策と広告

東京都 ハイブリッドフィットネス株式会社 4010401145018 英会話×パーソナルトレーニング＋オンライン

東京都
匠ファイナンシャル・アドバイザリー合同
会社

10803002324 新時代対応非対面型金融アドバイザリー業務の構築

東京都 浅草友鍼灸整骨院 － 訪問（整体、マッサージ、リハビリ）施術

東京都 株式会社ＷＡＹＴＯＧＯ 9010401107120 「オンラインコンサルティング×業務効率化提案」超強化事業

東京都 合同会社市川商店 3011503003114 竹細工の魅力を伝える！ＥＣシステムの強化と販路開拓

東京都 株式会社ＳＰＩＲＩＴ 6011001128138 顧客訪問からオンライン商談へシフトし、顧客接点回復を図る

東京都 セブンイレブン新宿職安通り店 － 対面販売から非対面販売への移行とお届けサービスの拡充

東京都 株式会社ｎｏｋｋａ 9010001200606 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ｔｏｕｒｃａｎｄｙ株式会社 2020001111387 ｔａｓｔｅｔｒｉｐの飲食店「お土産」商品物販業務構築

東京都 八幡山整体院 － 体の悩みをオンライン上で解決する斬新的な整体院

東京都 株式会社錦添国際 8010001129318 非接触対策を講じたキッチンカーでの「から揚げ弁当販売」の実施

東京都 ビオス株式会社 5010401139638 １，０００円パーソナルトレーニング＋ワンコインオンライン

東京都 榮扇 － ランチ営業とテイクアウトを開始し、なるべく非対面で提供

東京都 株式会社Ｐｏｎｏ　Ｌｉｆｅ 6010401130546 オンラインを活用したセミナー及びオンライン講座による販路開拓

東京都 株式会社カワマングローバル 7011701021104 非対面営業の推進および、シェアハウス物件の改装による販路開拓

東京都 Ａ－Ｚ　Ｏｎｅ　Ｐｒｏｄｕｃｅ － ライブ配信事業（非対面型ビジネスモデル）

東京都 合同会社土曜社 8011003002719 ＳＮＳで「顔の見える」非対面ＥＣ販売

東京都 ウィズスカラーズ株式会社 6011001097985 飛沫感染防止のためのレクの動画化、老人ホーム紹介事業等の強化

東京都 英語総合即戦学校 － オンライン講座の集客のためのプラットフォーム作り

東京都 Ｓｏｌｆｅｇｇｉｏ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 2010901045611 非対面型ビジネス履行環境の整備による顧客開拓

東京都 合同会社フードロケーション 3010803002726 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社Ｔｈｅ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｗｏｒｋｓｈｏｐ 7010901043668 もっと知ってほしい安心・安全新脱毛法シュガーリング

東京都 有限会社ダイレクト 5010902026203 テイクアウト事業とインターネットでのギフトセット販売の併用

東京都 株式会社エムジェイネクスト 4010501033089 新規事業キッチンカーによるテイクアウトランチ販売
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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

東京都 アールエデュケーション － オンライン無料個別説明会及び学習相談等の実施と対面コロナ対策

東京都 株式会社フジタ 4010801010275 在宅消費に対応する眼鏡等販売モデルの再構築

東京都 株式会社ＴＮＹ＆パートナーズ 7010001158581 シェアビジネスアフターコロナ対応プロジェクト

東京都 ＭＩグループ － 音楽リモートワーク事業

東京都 株式会社オフィスコクア 1011101084987 海外店舗管理システムローカライズサービス認知度強化事業

東京都 日本頭脳株式会社 4010001175076 書籍のベストセラー化のためのＰＲ強化事業

東京都 株式会社タックスコム 4010401125003 ネット上で税理士に相談ができる自動マッチングシステムを提供

東京都 株式会社ノーブル 1011801023872 引き出物から保険まで！ブライダル専門ＥＣサイトの構築

東京都 アエラス － クロモテラピー・オンラインレッスンの開設

東京都 バンクオブストラテジー株式会社 4010001172321 Ｍ＆Ａマッチングサイト制作による販路拡大計画

東京都 株式会社外海 9011001059041 オリジナルブランドの販路拡大

東京都 株式会社プロモッソラ 2011401018347 トレーニングコースの新設

東京都 ＶＭＩパートナーズ合同会社 8010003014658 ＷＥＢ集客力を充実させ、非対面指導を実施、持続的経営を目指す。

東京都 株式会社ビーストック 5011101085874 フィットネスクラブの運営

東京都 株式会社ハートメンスタジオ 5011101083096 ＷＥＢ配信イベント及び配信グッズ販売事業

東京都 株式会社ＯｐｅｎｉｎｇＬｉｎｅ 9010001182919 テレワークソリューション基盤開発

東京都 株式会社ＰａｒｔｉｃｌｅＰｉｃｔｕｒｅｓ 1010401091363 営業スペース営業事業

東京都 ｏｆｆｉｃｅ－ｋ － ネット広告による新規顧客開拓およびイランにおける新規事業開拓

東京都 株式会社日独フットボール・アカデミー 2010401127001 自主トレーニング用アプリ開発と販路開拓の新規活動

東京都 合同会社ファミリア 1011103005545 オンライン学習「まなびリア」による遠隔授業サービスの実施

東京都 株式会社福田総合研究所 8010001093571 ネット集客とコンサルティングの非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＨｉＴｏＳｉＡ 7013301038981 自社ブランドシャンプーのネット販売

東京都 株式会社ソーシャルサービス 1010001145734 株式会社ソーシャルサービス

東京都 株式会社グラッド 8011101050561 オンライン営業システムの導入

東京都 株式会社アウトレットドレスＪＪ 6011501016437 非対面型ビジネスモデルの模索・カタログによる通信販売

東京都 ブルージラフ株式会社 6011101035317 オンライン診療ポータルサイトの構築とＦＡＸによる広告

東京都 博多屋台串山笠 － 売上げ維持のための店外営業事業

東京都 株式会社ＵＳＧ 6011001114402 オンライントレーニング事業

東京都 株式会社ツリー・アンド・ツリー 2010001155765 Ｗｉｔｈコロナを前提とした、集いの場のフレキシブル運営事業

東京都 有限会社ＭＡＳＡ 7020002075528 事後対応から事前対応へのデータベース・スタンバイ事業

東京都 有限会社ベアーズ 11502005292 ズーム授業

東京都 株式会社Ａｆｔｅｒ３ 9013201018306 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 もみじどう整体院 － 電子書籍を活用してテレビ電話による症状改善と健康指導を普及

東京都 株式会社クラウドマーケット 5011701015727 美容室への販路拡大、及びクロスセルの展開

東京都 株式会社スノータウンアンドアイスリンク 7010401127723 欧州で人気のスノールームの日本市場およびアジアへの導入

東京都 株式会社Ｃ＆Ｌ 7011001097266 専用受付・引渡しボックス設置による、非対面式受付事業の実施
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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

東京都 立肉家 －
●排気ダクト設置で実現する、提供パフォーマンス向上。①テイクアウト調理
時間短縮②

東京都 株式会社ＳＡＫＡＭＡ 1011001103079 一般消費者への産直鮮魚販売事業

東京都 アウタートップ株式会社 7021001047088 「ＳＨＡＫＥＳ　ＧＲＩＰ」の新製品開発、販路開拓事業

東京都 マシュー広尾 － ヘナの通信販売

東京都 Ｐ＆Ｍコンサルティング株式会社 3010701038590 オンラインを活用し非対面対応に向けたコンサルティングシステムの構築

東京都 オフイス平 － バーチャルで美術展を体感し、作品購入出来るホームページ作り

東京都 有限会社ローズベイ 5010402035027 ファッションロスさよなら！日本可愛い次世代動画オンライン販売

東京都 弁護士法人春田法律事務所 － テレワーク環境の整備

東京都 こまちテラス株式会社 6010401128524 地方の住宅ストックを活用した遠隔ワーク活性化事業

東京都 株式会社ＫＭＳＴ　ＴＯＫＹＯ 9010901039524 ４Ｋ映像普及に伴う４Ｋ　ＵＨＤ　ブルーレイの制作／コンサート配信業務

東京都 株式会社ＳＵＰＥＲＩＤＯＬ 1010001182285 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 アバンティレプレ株式会社 2010501044385 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ハン・インターナショナル 8010401093139 サプライチェーン、Ｅコマース販路開拓、店舗改装工事とテレワーク化

東京都 ステレオテニス － 衣料品対面販売からＥＣ販売切り替えによる体制整備と顧客獲得

東京都 ＹＪトレーディング株式会社 8010401113887 ＥＣサイトの構築と無人化システムの導入による業容拡大計画

東京都 カメラマン － 事務所での商品撮影

東京都 Ａ　‘ＦＯ合同会社 9010003022271 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＧＰトレーディング 1011401017671 オンライン販売の開始及び強化

東京都 有限会社エムズシステム 3010002043035 スピーカーの自宅または導入場所での体験を前提とする通信販売業

東京都 株式会社サーティー・フレーム 9010401094053 リモート番組制作強化プロジェクト

東京都 株式会社ウェルスターエイジェンシー 4011501016315 一般的な賃貸売買仲介からＡＩ×中古マンション収益仲介への転換

東京都 株式会社ひとラボ 5011001128931 自社ＨＰ開設による認知度向上および非対面ビジネスへの転換事業

東京都 株式会社アルファプランニング 2013201007777 社員研修・企業コンサル・商品建物のカラーコンサルティング

東京都 有限会社マーブル 8011802026579 結婚準備教室のオンライン化事業

東京都 株式会社ストプラ 5010701031635 非対面における不動産相談窓口

東京都 エクラ株式会社 7011001102629 自宅で試着！サンプルドレス郵送試着のサービス改善による販路拡大

東京都 ＣＸＲ株式会社 2040001105841 テレワーク環境拡充事業

東京都 雪谷行政書士事務所 － オンライン相談会で自宅に居ながら相談で問題解決

東京都 ｒｎ － 販促用ＷＥＢサイトの構築

東京都 株式会社イグト 4010701022247 オンラインによる結婚ＡＩ分析を使った結婚相談サービス

東京都 アンティース － ライブ配信事業

東京都 ＡｓｃｅｎｔＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 4010401141248 ２つの非労働集約型サービスの開発と販売

東京都 株式会社オトラ 4011001054261 徹底した衛生管理のサロン作りとＥＣサイト販路拡大

東京都 株式会社グローコム 10401113480
「人が動く」リーダーシップコミュニケーション・ポストコロナ時代を生き抜くサバ
イバ

東京都 株式会社神戸屋 7011101055058 コンテンツサービスのオンライン提供プロセスの構築及び広告宣伝

東京都 合同会社ヒューマンデザインジャパン 6011103005185 販路拡大のための販促ツールおよび、オンライン研修等の開発
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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

東京都 株式会社ＲＬｄｅｓｉｇｎ 3010401131349 ＲＬｄｅｓｉｇｎ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｈｏｐ

東京都 ｂａｎａｌ　ｃｈｉｃ　ｂｉｚａｒｒｅ － 自社生産システムの構築と自社ＥＣ戦略の推進

東京都 アキュレボジャパン合同会社 8011203002766 来院を躊躇している見込み客をオンライン講座ネットショップで集客、

東京都 株式会社日菱 4013301022492 アルコールジェル新規製造販売および充填事業販路拡大

東京都 株式会社ラブナ 2010901039415 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 合同会社寛ダイニング 9010503005189 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 Ｃｏｍｍｉｓ － デリバリーサービス販路拡大

東京都 株式会社アンテリック・ステーショナーズ 2010401147420 自社ブランド筆記具の非対面型営業強化による受注促進

東京都 株式会社グリッド 4010401100518 中津からあげのオンライン販売と業務転換のための加盟募集開発

東京都 相原恭子税理士事務所 － 世の中の変化に、柔軟に対応できる体制構築

東京都 株式会社カラーズインプレス 9010401092511 スクール特化型会員管理システム「リザーブクラウド」の販売拡大

東京都 ＫＡＬＬ株式会社 5011801035451 安心安全の見える清潔な店内で顧客満足度と売上増加

東京都 うさぎのリゾートＯｔｏｍａｒｉ二子玉川 － うさぎのリゾートＯｔｏｍａｒｉグッズ販売

東京都 株式会社八展鐘 2010401125822 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 アトリエカッコ － 魅力的な動画教材、ＰＲ動画による販路（商圏、事業内容）の拡大

東京都 Ｄｉｍｐｌｅ株式会社 3010001184391 営業時間の拡張、テイクアウト、デリバリー強化、ＤＭ発送など

東京都 富士梱包紙器株式会社 1010901010269 Ｗｅｂ活用による売上拡大に向けた販路開拓の変革

東京都 川村　成史 － 音楽のオンラインレッスン環境の整備

東京都 ＡａａＣＳ合同会社 1010503005725 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＥＤＧＥ 9011001101406 オンライン指導と動画配信による非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社ＪＥＮＯＭ 3010401142701 自社ブランド立上げによる市場展開

東京都 株式会社晴レノ日スタヂオ 4011601019011 オンラインギャラリーの立ち上げなど『職人圖鑑』関連事業の強化

東京都
クレイジーピッグデザインズジャパン株式
会社

6010901039898 ホームページとオンラインストアの改善

東京都 株式会社ピーアイ 4011001019165 ＳＮＳの発信で獲得した顧客をネットショップ事業に繋げる取組

東京都 株式会社マネープランナーズ 5011001118412
ＦＰに向けた情報配信コンテンツ・ＦＰ専用の広告枠の制作（Ｂ：非対面型ビジ
ネスモデ

東京都 株式会社ＳＴＹＬＥｉｎｆｉｎｉｔｙ 2011001123720 オンライン講座や自社ＥＣサイト構築と販売強化

東京都
株式会社インターディペンデンス・コーポ
レーション

9010001132626 非対面方式遠隔型テレ・コン／テレ・トレ／テレ・ウリ促進事業

東京都 株式会社ＬＡＭＹＭＡＬ 5011001113099 課金制オンラインセミナーの実施と有料コンテンツの配信

東京都 株式会社アーツテック 4010401052296 ｗｉｔｈコロナの動画戦略。株主総会ＬＩＶＥ配信、ＨｔｏＨ動画

東京都 サポートスタジオ・マーレ － 新型コロナウイルスの影響で学校不適応・不登校になる生徒の支援

東京都 株式会社フォーエッセンス 5011401017445 「元気に働くヒントを発信！ぽー＆すー」販路拡大プロジェクト

東京都 小野寺裕之社会保険労務士事務所 － 珠算ＤＶＤの開発と非対面販売及び社労士業務のテレワーク化

東京都 株式会社ビジネスドクター 3013301033821 ＥＣ業者（仕入、委託）非対面対応サイト（リニューアル）

東京都 株式会社白桜 9010501030684 オンラインによる提案から仲介までできるポータルサイト事業

東京都 株式会社ノイズ 3011001064229 ＺＯＯＭによる非対面型役務提供を目的としたウェブサイトの構築

東京都 サンライトヒューマンＴＤＭＣ株式会社 8010001141264 ビジネスインストラクショナルデザイン研修のｅラーニング化
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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

東京都 有限会社エイチ、エム、エー 6013202000034 シャンプー台取り替え

東京都 株式会社ティーズコーポレーション 1010901028765
１．オンライン健康相談＆食事指導サービス２．緊急事態宣言の解除後の近
隣への来院プ

東京都 株式会社ビュプロ 9010401086785 フラットラッシュの販売開始に伴う販路拡大

東京都 株式会社Ａｒｃｈｉｖｅ 3011001050534 オリジナル商品の開発とＥＣコマース販路拡大

東京都 ＫＯＴＡＲＯ　ＨＯＲＩＵＣＨＩ － 次世代型リモートビジネス計画

東京都 株式会社デイワンパートナーズ 7010001196441 コロナ時代にフィットしたオンラインセミナーコンサルティング

東京都
パーソナルトレーニングジムＲＥＳＥＴ麻布
十番

－ コロナ克服に向けたオンライントレーニング事業起案と店舗改装

東京都 株式会社デボルターレ 6011401012800 インターネット販売の強化、ＩＴの活用

東京都 藤原　郷代 － ＶＲ空間占い“あなたの心のシールド・ユビキタスアドバイザー”

東京都 ＪＡＧＡＴ株式会社 4010001102914 検定試験、講習会等のオンラインシステムへの転換事業

東京都 大野薫法律事務所 － ＷＥＢ集客とオンライン法律相談の導入

東京都 株式会社ポールロードカンパニー 8010401149031 事業再生コンサルティングホームページの作成

東京都 株式会社ＢＢ　ＳＵＲＦ　ＤＩＮＩＮＧ 7010401070956 ランチパック　テイクアウト＆宅配事業

東京都 オフィスマツナガ行政書士事務所 － 相談業務およびセミナーのオンライン化による新たな販路開拓

東京都 株式会社ＨＩＧＵＭＡ 8010401147150 ＷＥＢサイト構築による販路開拓の実現、非対面型への転換

東京都 株式会社サポートマイスター 2011601020961 テレワーク導入支援サービスを販売するＷＥＢサイト

東京都 久保田翔也写真事務所 － 飲食業界の販路拡大サポート事業及び商品撮影リモート化事業

東京都 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｃｏｄｅ － 「通信エンターテイメントビジネスの為の、配信プラットフォーム制作」

東京都 ｔｏｋｙｏ　ｔｏｆｆ － リモートレッスン化のための専用教材開発と施設の改装

東京都 株式会社エッグトゥコミュニケーション 7013301024296 営業代行・業務代行ライトハンドパートナー

東京都 株式会社ＢＡＩＳＯＫＵ 3010001143284
配布用小冊子の作成・印刷および配布と、Ａｍａｚｏｎマーケティングサービス
の商品デ

東京都 骨盤底筋トレーニング【ＹＵＩ】 － 『オンラインサービスの導入とＷＥＢ広告を活用した新規顧客開拓』

東京都 日本アルテック株式会社 2010001144636 理系学生と企業を本質的につなぐプラットフォーム事業

東京都 株式会社金子プロモーション 2010901002835 福利厚生サービス「リロクラブ」への特別提携

東京都 株式会社Ｂｏｌｔｅ 7011001115250 バーチャル内見と電子署名による完全非対面型マンスリー賃貸事業

東京都 株式会社リヒトグラフ － オンラインの映像制作スクール及びコミュニティ運営の強化

東京都 合同会社フロスティ 6030003010640 施設の非対面システム化・施設改善と、販路拡大事業

東京都 平野　眞理 － スポーツ栄養コーチングオンライン講座の開発・販路開拓

東京都 株式会社こころトレード研究所 8010001197760 地場証券向け「相場関係者トップリーグ」ポータルサイト

東京都 株式会社アリス 7011001052766 多様化した手法での旅行地情報発信するＢ２Ｃメディアの構築

東京都 ＯＷＥＮ株式会社 2011001108663 効果測定機能付オンライン動画研修システムの開発

東京都 株式会社ＡＧプラス 9010401121121 企業認知目的の広告宣伝及び業務効率化による販路拡大の実施

東京都 株式会社カイラボ 5010001145672 オンライン研修用サンプル動画の制作とリモート商談体制の構築

東京都 株式会社フレイグランスジャパン 1010501012070 自社ブランド立ち上げによる販路拡大

東京都 ＳａｋｅＷｉｚ株式会社 3010901043829 オンライン酒蔵ツアー開催による販路拡大

東京都 株式会社ｓｍｏｏｔｈ 7010001123478 非対面型リモート撮影の環境整備と動画撮影環境強化
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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

東京都 エリオゼン － 新規需要の高まりに先駆けたオンライン集客及び販路開拓を実施

東京都 株式会社Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ　Ｆｕｎｄ 3010401149663 ■戦略人事アウトソーシングサービスの部分的オンライン化

東京都 東和商事株式会社 3013301008716 生産業務等のテレワーク対応とコロナ後に向けた新製品展開

東京都 防災計画 － 防災サービスの認知度向上にＷｅｂを活用した販路拡大事業

東京都 株式会社カグラス 9011101085053 ＥＣサイトを中心とした非対面型販売ビジネスモデルの強化

東京都 合同会社ｉｎｋｓ＆Ｃｏ． 5011003010939 密対策用にテラスの設置、及び物販、テイクアウトの充実と告知。

東京都 あおい企画株式会社 4011101078086 非対面対応と換気性能を十分に備えた住戸による民泊事業

東京都 株式会社ワイルド・ナビゲーション 8011001036792 単なる観光ではない、専門性の高い「地域おこし」を目指す国内観光事業

東京都 株式会社エンターテック 5010401070529 ＨＡＢＯＴＡＮ　ＢｔｏＣ　ｐｌａｎ　～ＨＡＢＯＴＡＮ　ＧＩＦＴ～

東京都 ムジカダンスカンパニー － （１）オンラインレッスン化と（２）デリバリーレッスンサービス新規導入

東京都 鈴木ピアノフォルテ － オンラインピアノ教室運営

東京都 株式会社おとぎ 5011601020810 カスタム・ブルートゥースサングラスの試作企画

東京都 株式会社アイグロックス 11101089347
テレビ（ショップチャネルなど）及びカタログ通販会社向け新規販路開拓の為
の販促ツー

東京都 ＬＹＯ株式会社 5010001156604 ウェブを活用した非対面型の販路開拓及び販売のモデル構築

東京都 株式会社みらいスクール 4010401117594 オンライン有料体験及び自粛明け以降の屋外体験の販売強化

東京都 有限会社ＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨＩＣ 3011002029313 動画制作事業に伴う自社ホームページの拡充計画

東京都 株式会社ＤＭウッドラボ 5011101012184 テレワーク環境の導入による従業員のコロナ感染リスクの軽減

東京都
ワンダートランスポートテクノロジーズ株
式会社

3011001092519 在宅から対応可能な貸切バス・送迎バスのクラウド配車管理ツールの開発

東京都 株式会社ＮＴＨ 2011001058644 新規の人材サプライチェーンの構築による売り上げ向上

東京都 城　ゆかり － ライブイベントのインターネット化事業

東京都 ＩＢＡ（アイビーエー） －
会場予約コンシェルジュサービスのお試し利用サイト＆イメージアニメーション
制作事業

東京都 ＭＣドリームス － 調光フイルムデモ機とＺｏｏｍ導入セミナー

東京都 行政書士やまと総合法務事務所 － ＡＩによるＷＥＢ動画編集ワークステーション構築及び販路開拓

東京都 株式会社キューズ 5011101088893 医薬品・医療機器企業への標準的安全管理手法の構築事業

東京都 株式会社イヌイ 4011501013551 非対面型ビジネスでの新商品開発及び販路開拓プロジェクト

東京都 合同会社チャイ 8010403015850 テレワーク環境整備のための室内環境整備

東京都 株式会社ＬＲＶ 8011101079898 サイト認知度向上による新規案件獲得

東京都 クロススマイル・スポーツクラブ － １．子どもの運動をサポートするオンラインサービス

東京都 株式会社東京フィルムス 4011101079092 オンライン授業と説明会の拡充と新規受講生向け広報など

東京都 ＧＵＲＡＬＡ（グララ） －
インターネット、ＥＣ環境，ＳＮＳを活用した自社のブランディング、小売事業分
野への

東京都 和酒彩菜遊月亭 － 酒造りからの手紙＃飲食店応援酒

東京都 こまきしょくどう － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ｇｕｎｄａ 2010401094605 『スマイルダイヤモンドプロジェクト』

東京都 株式会社ダラフ 9010001154918 サイト認知度向上による新規案件獲得

東京都 株式会社ウィザース 3010701036215 営業スタイルの変化（ＷｅｂＳｉｔｅからとお問い合わせ増やす）

東京都 合同会社ガイアジャパン 6010003016771 新型コロナ対応の為のＷＥＢ会議システム導入による売上増加

44 / 158 ページ
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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

東京都 株式会社Ｍ５ 1011001099920 オンラインサロンコミュニティの形成、及び運営事業

東京都 江見　真理子 － 通販スペシャリスト　オンライン教育事業

東京都 Ｒｅ：ＭＯＴＯＳ － リアルタイム映像配信によるメイクアップ教室

東京都 有限会社丸屋呉服店 5010802013862 着物で健康改善－呉服屋のオンライン講座展開事業

東京都 株式会社ディ・ディ・アーキテクツ 1013201010600 子供の自由創作を支援する国産木材の端材提供ＥＣサイト構築事業

東京都 株式会社エヌ・ステージ 9010707038172 「非対面重視による営業活動への転換を図り、顧客数及び受注額の増加」

東京都 株式会社スクイーズ 3011001124593 ホームページ活用による自然農法レモンと加工品の販売促進事業

東京都 株式会社ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＢａｎｋ 8011101082720 “ＩＴ”、“グローバル”人材の非対面型求職支援事業

東京都 株式会社グローバル・リーチ 2013201018279 小学受験向けアプリの販路開拓事業

東京都 株式会社Ｗｅ＆ 6011101082722 キャッシュエンジンを創出するＷｅ＆起業塾のオンライン化事業

東京都 株式会社レクリエイト 2120001192533 Ｒｅ　ＣＲＥＡＴＥ　ＩＮＣ．ＥＣサイト販売事業

東京都 株式会社エナート 9011001046460 ＷＥＢによる婦人服の自社ショッピングサイト作成

東京都
ＺＥＲＯ　ＭＩＮＤ　ＡＮＤ　ＢＯＤＹＷＯＲＫ
ＬＡＢ

－ サービスのオンライン化に伴う新規事業展開

東京都 株式会社ヒューマンビジョン 3180001057787 ■非対面に伴うリモートによる教育のＨＰと動画配信システムの制作

東京都 ＡｓｃｅｎｔＡｒｃｈｏｎ株式会社 8010401143315 ＥＣサイト等でのオンライン物販及びオンライン配信

東京都 アトリエフジタ株式会社 7011001121546 独自のおはぎと魚介ラーメンの開発・販路の開拓

東京都 ＳＡＴＯＨ　ＤＥＳＩＧＮ － デジタルデータを利用した非対面型販路開拓ビジネスモデルの確立

東京都 株式会社ソワカ 3010801027510 動画マーケティングに関する商品の開発・販路開拓

東京都 株式会社Ｒバンク 7011001048946 ｐｌａｔ　ｈｏｓｔｅｌ　ｋｅｉｋｙｕ　ｈａｎｅｄａ　ｈｏｍｅへの自動精算機導入

東京都 株式会社ジャパン・ランド・サービス 2011301024321 海外向けインターネット広告の導入

東京都 株式会社ＮＥＸＴＯＵＲ 8010401121543 ＯＴＡを活用した非対面旅行販売の強化および中国一極集中対策

東京都 株式会社ソレイユ・アドバイザリー 7010001202959 経済情報サイトへの広告記事出稿による販路拡大と新規顧客創出

東京都 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ　ＡＧＥＮＣＹ 3011101077394 遠隔地から参加可能なオンライン撮影会システムの構築

東京都 合同会社Ｋリアリティ 9010003031215 憧れの海外挙式、ＺＯＯＭ配信で“実質無料”で出来るってよ！？

東京都 ＨＡＰＰＹＷＯＭＡＮ株式会社 5010401131454 国際女性デー｜ＨＡＰＰＹ　ＷＯＭＡＮ　ＯＮＬＩＮＥ　ＦＥＳＴＡ　２０２０

東京都 ほぐし．ＣＯＭ － 訪問サービス・セルフケア動画配信を使って新たな販路拡大

東京都 株式会社ＨＳジュエルカンパニー 9010401124462 インターネットで安心・安全に「おうちからジュエリー相談」

東京都 有限会社関岡商事 5010502005978 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ランドポート株式会社 6010001031954 ＥＣ立ち上げを中心とするＨＰ刷新による個人顧客獲得事業】

東京都 株式会社ザ・パートナーズ 6170001006791 仕入れ先・販路開拓のためのオンライン商談サイト

東京都 株式会社メントール 6010001145894 オンライン受講システムとプログラムの構築

東京都 合同会社ＨＩＢＩＫＩ 8010903002670 新商品の衛生用品の販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の実施

東京都 ＭＡＬＡＹ　ＡＳＩＡＮ　ＣＵＩＳＩＮＥ株式会社 2011001098005 通販事業の導入とセントラルキッチン化

東京都 合同会社はじまりビジネスパートナーズ 7013303004453 動画配信で顧客獲得＆専門コンサル育成で新しい起業支援の確立

東京都 ＴＨＥ　ＲＯＯＭＳ － 除菌の徹底による安全性の確保と自社ＨＰによる新たな需要の取込

東京都 株式会社ＨＯＫＵＳＨＩＮ 7010001164506 ペットと泊まれる宿マガジン
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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

東京都 株式会社フロムエイジア 2013201015565 タイ料理における弊社人気商品の通信販売事業

東京都 いちえ － イベント連動、試飲済みワインセット通信販売事業

東京都 株式会社善方 9010001193222 完全リモート化へ向けたＨＰ新設

東京都 加藤建築設計事務所 － テレワーク共同製図環境の整備・新規依頼者の開拓

東京都 おはな整骨院 － 来院での施術と連動するサポートを非対面で提供

東京都 株式会社カナコーン 8010901033841 ビジネスモデルの変革に向け自社ブランドのＥＣ販売を強化する

東京都 株式会社オレンジスピリッツ 3040001031888 対面営業からオンライン営業へ”非対面型ビジネスで全国展開”

東京都 株式会社ヨシダ・アンド・カンパニー 5010001135129 事業全体のオンライン化への転換と販路拡大化戦略

東京都 オフィスＪ．Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ － コロナ時代における“３密”状態を回避する研修体系構築

東京都 ＬＡＩＤ　ＢＡＣＫ － マイクロバブルシャワーを用いた顧客未開拓の福利厚生サイト開拓

東京都 株式会社ナチュラルスピリット 5011001106326 メディカルハーブ商品の開発およびＥＣサイトの構築

東京都 テンム株式会社 4010901015637 「キルン」の商品強化と業務用アイスクリームの通販による販路拡大

東京都
イノベーションＩＰ・コンサルティング株式会
社

2010001193105 非対面型サービスシステムの構築とリモートワーク環境整備

東京都 加藤　哲朗 － 対面・外部接触・密集を最小化するウィルス感染対策事業

東京都 株式会社キャリアサポート 9011001057235 新ツアーナース

東京都 Ａｐｈｙｕ － 人と世界を結ぶタティングレースをオンラインでも結ぶ事業

東京都 株式会社フィフスアベニュー 2010501025550 銀座のニュールック旋風を全国へ、そして世界へ

東京都 ＰｉｚｚａＳｔａｎｄＰｏｃｏ荻窪店 － テイクアウトピザボックスの作成

東京都 株式会社アルハムブラ 3011501013008 カフェの営業開始とＷＥＢ配信により収益を図る

東京都 ＤＩＡ　Ｎｅｉｇｅ － 美容クリニックの化粧品をＥＣで小売販売する。

東京都 有限会社ソニックグルーヴ 1011202006840 ホームページと広告活用による販路拡大事業

東京都 株式会社フレッシュテック・スタイル 1010001187371 フレッシュな國酒を自宅でも楽しむ為の抗酸化テイクアウト事業

東京都 株式会社ジェイエムティ 1010801008925 現サイトへの新事業コンテンツ追加ならびにＥＣコマース導入

東京都 有限会社バーデラックス 6011002031860 コロナ対応サウナ室ベンチ仕切板製作

東京都 ＧＡＲＡＧＥ・ＫＡＩＴ株式会社 3010601037429 レンタル撮影スタジオ及びレンタルスペース貸し出し事業

東京都 セールスワン株式会社 8010401116601 簡易説明及び製品デモンストレーションを行うバーチャル環境を構築

東京都 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　Ｂｌｅｓｓ　ｙｏｕ 3190001003567 Ｗｅｂ上で社会人教育を実施する「オンラインスクール事業」

東京都 株式会社ダイヤテクニカ 2120001135839 腸活温活プログラム及び商品の非対面オンライン販売

東京都 株式会社プロキッズ 8010501039000 子供～大人まで学びを止めないオンラインでのＩＴ教育拡充

東京都 なんば鍼灸院整骨院 － オンライン鍼療に向けての院内環境整備と販促事業

東京都 ｇｏｅｎ合同会社 4011003006269 ミレニアル世代向け女性の購買向上

東京都 株式会社ＵＣＨＩＡＧＥ 3010401124014 上質で華やぐライフスタイルを提案するＥＣサイトとデリバリー

東京都 ビバーチェ － 日本初！質問カードを使ったコーチングスクールのオンライン化

東京都 シーシーオー株式会社 7010601002429 【各ディーラ整備拠点が縮小する中での新自動車検査登録制度対応等】

東京都 合同会社オムニ 6010003022431 コインランドリー事業におけるスニーカーランドリーの導入

東京都 Ｓｗｅｅｔ　Ａｒｔ － 一度は食べたい超・贅沢高級ケーキ販路拡大と非対面ビジネス転換
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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

東京都 株式会社フェリーチェプラン 7011001054300 ＷＥＢでのセミナー、オンラインでの講座や個別相談での販路開拓

東京都 合同会社ｓｏｒｒｉｓｏ 3011003008984 ＥＣサイト構築と、インターネットの活用による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ｓｈｉｍｏｔｅ 4010001201897 【画期的な動画制作ネットスクール事業への取り組みと販路開拓】

東京都 リスクキャリア株式会社 6011601019208 広告宣伝強化による売上増加及び非対面型のビジネス整備

東京都 株式会社ＮＥＶＥＲ 6010001146711 新規顧客開拓と顧客満足度向上のためのホームページ制作

東京都 株式会社ｈｉｔｏｔｓｕｃｈｉ 9340001018866 オーダージュエリーの製造・販売

東京都 株式会社丸一 10001188726 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ｓａｕｃｌｅ － ホームページ／ウェブ会議やオンライン講座を活用した販路開拓

東京都 有限会社ありあけ 7010602031690 ＥＣサイト立上げ及び出前・テイクアウト受注管理システムの導入

東京都 株式会社ＬＩＴＴＬＥ　ＴＯＫＹＯＳ 1011201015801 自宅から参加できるオンラインバーの導入とプロモーション強化策

東京都 株式会社コリー 4011001051671 ｗｅｂ事業への事業転換による広告、データシステムの構築

東京都 コミュニケーションエナジー株式会社 8010401096570 ＷＥＢセミナー開講へ向けた取組

東京都 株式会社ＮＲＩＪ 10001115532 「交渉力オンライン研修」による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社新工務所 4011101048808 宿泊施設の予約可能なホームページ作成

東京都 ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ － ＥＣサイトによる販売及び販路拡大

東京都 株式会社ＧＩＦＴ 3011001127761 非対面顧客対応に向けたマニュアル動画制作

東京都 株式会社ＴＥＮＴ 9010701034428 消費者形成型メディア事業

東京都 Ａｍａｚｉｎｇ　Ｊ　Ｗｏｒｌｄ株式会社 8011001107908 Ａｍａｚｉｎｇ　Ｊ　Ｗｏｒｌｄ株式会社

東京都 株式会社ＫＮＩＴＯＬＯＧＹ 6010401138234 ウェブ上でのニットウエアのオーダーイベントの開催

東京都 株式会社Ｃｏｌｏｒｓ 1010001155279
昨年制作のＷｅｂサイトの、さらなる集客力を上げるため、Ｗｅｂサイト内に集
客用のブ

東京都 合同会社Ｖａｊｒａ 4010803001264 顧客と直接取引をする為のホームページ開設とＳＮＳマーケティング

東京都 株式会社メディクト 5010001180901 歯科医院向け予約管理システムのクラウドサービス対応

東京都 株式会社Ｊ．Ｐ．ｅｔＹＯＲＺＡＮ 8011101056138 非対面型ビジネスモデルの追加、およびテレワーク環境の整備

東京都 フィル合同会社 6010403020381 来日および在留外国人向け海外送金システムの販路開拓事業

東京都 Ｗａｌｋ　Ｏｎ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｃｈｏｏｌ － 専用ルームの増築による非対面型レッスンの導入

東京都 株式会社ＨｕｍａｎＪｏｙ 5180001109727 完全在宅受講の実現化

東京都 株式会社トリノリンクス 6011001050498 非対面型ビジネスモデルへ転換する新データサービス事業

東京都 株式会社ベイル 5011101078399 【（１）ランディングページ開設】

東京都 有限会社夢や 9010402013417 風情ある江戸屋台を用いたテイクアウト弁当販売

東京都 株式会社ＶＩＣｏｄｅ 4010603005465 サービス認知の拡大とインターネットを用いた販路開拓への転換

東京都 株式会社ＣＡＰ 5010001106781 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 株式会社梯 8011001053391 自社ｗｅｂメディアを活用した新・料理人ビジネスモデルの構築

東京都 弁護士法人鈴木総合法律事務所 1011005007490 業務の生産性向上，コロナ拡大阻止体制の構築

東京都 株式会社ＷＯＭＡＮ　ＣＯＬＬＥＧＥ 8010401122748 企業向けｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇサービスの開発および販売体制の構築

東京都 株式会社Ａ　Ｍａ－ｎｏ 6011101082714 『ネット通信販売及びレシピ動画配信による非対面型ビジネス事業』

東京都 アイテックソリューションズ株式会社 2011101082668 ＷＥＢ広告を活用したサービス認知度アップによる新規顧客開拓
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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

東京都 有限会社ソークル 1011502015021 ウェブ完結型ホームページセット販売事業

東京都 有限会社ウエンプロデュース 9010702015443 オンライン授業・セミナー等への機材拡充と販路開拓

東京都 株式会社ＳＴＡＧＥ 6010401125505 貸会議室のＰＲに伴うＨＰ作成・オンライン決済導入の実施

東京都 有限会社Ｇｅｅ 3011802023259 ＤｔｏＣの新規事業確立、及びテレワークによる展示会の開催

東京都 株式会社明珠 2011801029712 テイクアウト強化で非対面対応へ取り組みまた告知、経営理念の作成

東京都 Ｐｅａｃｈ株式会社 4010601048193 営業に特化したビジネススクールサービスの開発

東京都 合同会社フォルケ 2010703003750 各種事業におけるオンライン環境の整備とその販促

東京都 株式会社ＢＹＫ 2010001204464 美容サロン通い放題アプリＳａｌｔ．／インディバケア池袋

東京都 ユナイテッドドリーム株式会社 9010401112970 ライブ配信サポートによるアーティストの活動支援

東京都 ＪＶ－Ｌｉｎｋｓ株式会社 9010801029864 新規ＷＥＢサイト制作による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ｍｅｍｂｅｒｓ　Ｂ．Ｂａｒ恵子 － 非接触非対面・低密度・２４時間換気　抗ウイルス新時代型ＢＡＲ

東京都 ディライト株式会社 1010001051107 人材教育プログラムの完全Ｗｅｂ化変更事業

東京都 株式会社ｔａｂｅｋｉｆｕ 6010401145081 加盟店登録ユーザビリティの改善と登録店舗・アプリ利用者の開拓

東京都 株式会社アジアビジネストラスト 4210001009156 ＷＥＢを活用したアジア進出支援事業の非対面化への実現

東京都 株式会社須藤 11001097261 「パンの生産能力拡大のための設備投資」

東京都 Ｒｅｎｏ　Ｂｅａｕｔｙ株式会社 4011001108224 「ＲＥＮＯ」ブランド商品の商品数の増加とオンライン販売への取組

東京都 株式会社ダルバン 9010601048998 インターネット販売強化と実店舗での交流。

東京都 株式会社ｂｌａｎｃ 5011001104040 対面なしで収益を上げられるインターネットサイトの構築

東京都 酒井　健太 － 汎用性舞台セットのレンタル業務

東京都 株式会社Ｓａｕｃｅｒ 4011301021259 店舗集客支援事業の非対面・オンライン販売化

東京都 株式会社Ｍｅｉｌｉｈｕａ 7011001131000 リラクゼーションサロン顧客向けオンライン物販サイト事業

東京都 株式会社ＫＵＲＡＫＵ 1011001126773 オリジナルＥＣサイトでの販路開拓と新商品、体験を作成。

東京都 株式会社ＴＹＰＥ２ 8010401048183 ライブイベントの配信とＶＲ時代を見据えた映像スタジオ化事業

東京都 Ｂａｒ七曲署 － Ｂａｒ七曲署特製！捜査員弁当の開発・販路開拓

東京都 にじいろ整骨院 － 非接触をテーマにした新規顧客獲得、新たな営業方法の戦略

東京都 澤　祐介 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 Ｃｈｅｚ　Ｍｉｋｋｉ（シェミッキ） － ＥＣサイトリニューアルと新商品『お菓子キット』の開発

東京都 株式会社スパルタ 7011101082721 オーダーメイド保育英会話レッスンの販促強化事業

東京都 久保　陽子 －
対面型・外部スタジオ収録から非対面型・テレワーク収録へ～商業ナレーショ
ンの自宅収

東京都 ＣＯＬＯＭＯＤＥ株式会社 8010401122608 実店舗商材のオンライン販売と商品開発・販促活動

東京都 株式会社大宏 5013301006734 エアバルーン販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の実施

東京都
株式会社ソーシャルメディアマーケティン
グ

8010401102262 顧客獲得ＳＮＳ・スマホアプリ活用動画講座の開発・販路開拓

東京都 合同会社オフィス石川 9011603002605 配信ライブ運営・制作業務及び自社ＨＰ広報活動

東京都 株式会社辻商 3010703004748 顧客のホームページへの集客代行事業

東京都 江上　嘉郁 － スチールカメラマンから動画制作事業への新参入

東京都 ＴＲＵＳＴＹ不動産株式会社 3011101079861 ３６０度ＶＲ動画を導入する自社ホームページ作成
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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

東京都 株式会社Ｅｘｒａｉｌ 1011001114729 コロナ影響における営業活動の非対面型転換プロジェクト

東京都 ファインディングライフ株式会社 1011001123242 頑張るワーママ向けのオンラインサロン構築

東京都 Ｓｐａｒｋｌｅ　Ｓｈｉｎｅ － ピース＆ＥＣサイト。ＥＣサイト導入で愛を届ける事業

東京都 株式会社ＰｉｃＴｏｋｙｏ 4011001110007 プラスチックの代替品に。蜜蝋で生活と環境問題を楽しく改善。

東京都 有限会社ワイム 4011602011099 お客様との接点をなるべく減らす非対面型ビジネスへの転換

東京都 株式会社Ｌｉｍｅ 9011001114721 「オンライントレーニング事業立上げと集客のための広告活動」

東京都 株式会社ＹｓＬｉｎｋ 6011601019892 ＥＣサイト運営（ＷｅｂおよびＳＮＳ広告運用集客サイト）

東京都 横瀬デザインラボ － 宿泊施設受付の非対面化

東京都 株式会社ＦＦ 2011101090092 インターネットやデリバリー等を活用した非対面型販売事業

東京都 株式会社Ｎ．Ｅ．Ｏ　ｂｌｏｏｍｚ 3010401146909 デジタル戦略を活用したコアファンの獲得・活性化事業

東京都 ウエムキ － オンライン　ブランディング講座

東京都 有限会社桃丸ジャパン 3010602020417 全面的対面型ビジネスである美容室から転換を図るＥＣサイト制作

東京都 森　奈津美 － 全国リモート対応アナウンサー

東京都 旗の台整体院 － 非対面型モデルへの転換と検査内容等刷新による顧客満足度向上

東京都 合同会社ビズラインパートナー 8010503005867 「テレワーク」導入支援サービス紹介サイト（リニューアル）

東京都 有限会社ジャムティガ 5040002034616 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社Ｅｉｇｈｔ　Ｌａｂ 6010001206424 非対面対応システム開発とＣａｒｅｆｏｒ加盟者の販路拡大

東京都 株式会社井上設備計画 9010001084966 テレワーク環境整備

東京都 Ｌａ　ｎａｔｕｒｅ － オンラインストアの強化と、それによる他サービスへの効果の波及

東京都 ｋｉｓｏｂａｒ － ＥＣサイト構築と店内環境改善による飲食店の新たな取り組み

東京都 ブルーエルフィン株式会社 8011503002656 電動キックボードの知名度向上による販路拡大

東京都 プラスファイン － ホームページリニューアルと販路拡大の為のショップサイト立上げ

東京都 株式会社ＦＥＥＬＩＮ　ＴＯＫＹＯ 5010901039817 非対面型対応に向けたオンラインダンスアプリの開発

東京都 株式会社カレンスタイル 4010001198837 なるべく非対面型で開放型モビリティを提供

東京都 ＳＥＡＳＯＮＳ－ＢＥＡＵＴＹ － 非対面でエステ提供をする機械導入による無人美容提供事業

東京都 株式会社ｇｌｏｂｅ　ａ　ｃｌｏｕｄ 4010401140522 株式会社ｇｌｏｂｅ　ａ　ｃｌｏｕｄ（麻布邸）

東京都 株式会社ぺいじず 4010601019582 顧客マイページ構築とクレカ決済導入で非対面型ビジネスの推進

東京都 株式会社なうろーでぃんぐ 1010001194946 販路開拓に向け採用強化、プログラミング講座と営業オンライン化

東京都 有限会社エスキューブ 2011002032573 非対面型販促の為の効率的サイト構築とＳＥＯ対策

東京都 株式会社ＤＩＥＴＡ立川 8010401145988 オーダーメイドパーソナルトレーニング＋オンラインフィットネス

東京都 株式会社アリスコーポレーション 4011401012934 オンライン相談システム構築とチャネルミックスによる顧客創出

東京都 レストランケネス － 「非対面方式による新たな安心安全のお店づくり」

東京都 株式会社オリエンタル 9011001128275 クライアントと共創！自社独自製品の非対面オンライン販売事業

東京都 クレッセントカフェ － テイクアウトやネット販売への取り組み

東京都 ソセイバイオ株式会社 5011401003610 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 東食サービス株式会社 11001126969 テイクアウト、物販事業の開始
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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

東京都 有限会社林記 1010002051758 無人注文タブレットシステム

東京都 株式会社ＡＴＮ１ 2010401133627 『感染対策徹底による顧客及び従業員が安心して過ごせる店舗の創出』

東京都 株式会社アタム 6010401141097 イラスト・デザイン教室をオンライン開講・販路開拓

東京都 日芸合同会社 1010703005095 オウンドメデイア構築やＥＣ決済機能による非対面型の販路開拓

東京都 合同会社Ｍ＆Ｓ 6012403001675 ｘＲ技術を活用したオンラインステージ演出＆配信による販路開拓

東京都 有限会社ダリル・エヴァー 9011002025117 店舗ネットワークの訴求とＳＮＳ、ネット販売強化

東京都 株式会社プロフェッショナルイメージ 3010001089970 リモートワークによる撮影サポートサービスの開発・販路開拓

東京都 天然酵母パン教室Ｌｕｍｉａｓ － パン教室のオンライン化、オンラインショップ推進事業

東京都 株式会社清てん 7270001007481 オンリーワン商品のＥＣ販売展開

東京都 株式会社メトロノームデザイン － ＭＥＴＲＯＮＯＭＥのセカンドライン、「Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ」の開発、販路開拓

東京都 はればれ整骨院・鍼灸院 － ｗｅｂサイト構築による子育てママさんストレス解消事業

東京都 ｋｏｔｏｃｈｉ‐ｎｏ － ＥＣサイト販売強化を目指した量産化体制の整備

東京都 沢口　由美子 － オンラインセミナー開催・予約サイト（リニューアル）

東京都 株式会社コレクティブパートナーズ 6010401133887 「まも～る」の個人向けネット販売の充実：戦略構築と新ＬＰ作成

東京都 株式会社五番街 9013301004222 【通販事業をスタート】

東京都 株式会社サカエヤ 3011501001747 次世代の身体採寸テクノロジーを活用した非対面型ビジネスの構築

東京都 株式会社ＷｉＺ 9011101078602 ドローンを活用した撮影・インフラ整備などへの販路開拓

東京都 社会保険労務士法人ユニヴィス 2010005028199 離職率改善コンサルティングオンライン講座の販路開拓

東京都 株式会社ラロンド 9010901034129 健康食と美をテーマにした、非対面型ビジネス事業

東京都 株式会社ウェルファー 4011601013344 デイサービスにおけるオンライントレーニングの提供

東京都 株式会社リフレクト 7010001088597 「色彩活用」カラー総合学習動画講座の開発・販路開拓

東京都 ８ｍｇ－ｈａｃｈｉｍｉｌｌｉｇｒａｍ － 衛生面を考慮した店内改装と技術の効率化を図る改装

東京都 株式会社サン・アンド・アドベンチャー 2010001017593 非対面ビジネスへの転換

東京都 株式会社グランデール 2010401072882 ＳＮＳとＩＴを活用した下着販売と収益源確保のための取り組み

東京都 あらた美容鍼灸院 － 美容鍼灸などのサービスのオンライン化に伴う新規事業展開

東京都 株式会社ＺｅｎｉＱ 9011001128408 オンラインのアセスメントサービス（行動特性事前評価ツール）

東京都 吉川　大樹 － 「インターネット配信での音楽ライブとイベント配信」

東京都 不二屋呉服店 － ホームページによるオンライン販売の開設と改修

東京都 大久保　治樹 － １６ビットハイカラーデジタルデータ作成設備導入及び販路開拓

東京都 株式会社ｓｈａｋｅ－ｈａｎｄｓ 4010401150901 非対面で実施できるモニター・マーケティングのアライアンス事業

東京都 ダイエットサロンミュー － ＷＥＢマーケティングシステムの構築と物販販路拡大に向けた取組み

東京都 ｍｕｍ　ｓｔａｎｄ － 移動販売車（キッチンカー）導入による新規販路開拓事業

東京都 株式会社ワンエニシー 7010001203271 ＷＥＢサイト構築とＹｏｕＴｕｂｅを使って動画発信

東京都 大江戸綜合法律事務所 － ｗｅｂを活用した国内外の潜在顧客へのアプローチと業務遂行

東京都 リープ株式会社 5010701030991 学習課題分析・設計サービス事業

東京都 有限会社ドライブ 7011002036099 決済機能付きＥＣサイトの構築によるオリジナルグッズの販売事業
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東京都 有限会社スペシャルサンクス 9013302021662 自社サイト作成によるＥＣ・デリバリーなどの販路拡大

東京都 ブルーバードピクチャーズ合同会社 9011503003265 無観客ライブ配信スペース事業

東京都 ｋｎｏｗｔｅ株式会社 2010701034161 チャット型海外旅行相談および手配サービスＯｏｏｈ

東京都 ｎｏａ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社カリガリ 2011001054230 ネット通販事業

東京都 ライラックビューティー － ウェブでの商品販売、テレワークで顧客と傘下サロン開拓

東京都 ケンタコーポレーション － 当店商品（珈琲豆等）のオンライン販売

東京都 株式会社栄虹ホーム 9012301011674 営業活動の非対面化よる顧客の獲得

東京都 アクロス工業合同会社 7070003002591 ・ホームページを開設し新型コロナウイルス対策品の拡販事業

東京都 杉山優 － 自身のＨＰ制作を行い売上上昇を見込む

東京都 カフェと囲碁　ひだまり － お客さまと一緒に作る：「世界とつながる未来の囲碁カフェ」

東京都 大泉稔１級ＦＰ技能士事務所 － 「つみたてＮＩＳＡ」向け、オンライン経済セミナーの配信

東京都 株式会社グロースバリュ 8011001128482 オンライン事業化を推進する企業へのＷＥＢ集客支援

東京都 ルーディア株式会社 6010401142822 サステナブル賃貸経営の全国オンラインコンサルティング展開

東京都 ＴＯＭＡＲＥＳＴ株式会社 5011101083939 事業拡大・対面接触回数低減のための動画広告

東京都 書道家商業書道家 － ペン字・筆ペンのオンライン講座とコンサルティング

東京都 あさがやドラム － オンライン配信ライブ開催と、来店客の安全と満足度向上対策。

東京都 鈴木紀子 － Ｗｅｂ知識ゼロから始められるオンラインビジネスプラットフォームの提供

東京都 株式会社インテライフアカデミー 3011401021275 オンライン個別指導、セミナー開催予約サイト（リニューアル）

東京都 合同会社ワンダースリー 4011003009511 インターネットプロモーションライブ配信事業による新規顧客開拓

東京都 ＭＩＬＩＳＴＡＲ － オンライントレーニング・ショップ

東京都 Ｌａ　Ｖｉｒｔｕｅ － Ｌａ　Ｖｉｒｔｕｅオンラインショップ

東京都 有限会社麗霞 2011502006457 コロナに負けない身体づくりのお手伝いでの地域貢献。

東京都 楽和リンク合同会社 5010003029881 非対面ビジネスモデルと設備投資で実現する売上改善と競争力強化

東京都 有限会社スターライフエステート 5010402031001 不動産顧客管理営業ＣＬＯＵＤシステム導入とホームページ刷新

東京都 有限会社柳生 9011402009033 個人向け弁当の宅配・デリバリー事業

東京都 株式会社Ｓｒｕｓｈ 7010701038538 ＬＰによる営業担当者の業務自動化サービスの販路開拓

東京都 有限会社ジーケーダイニング 6010402036255 お昼からアルコールと共にコーヒーも楽しめるカフェ事業を構築する。

東京都 マイルストーン － オリジナルボトルの「オンライン販売」による販路開拓

東京都 株式会社サンクイット 3010001187320 ワンストップ型オンラインサービスの宣伝

東京都 ステップフォワード株式会社 6011001121844 オンライン英会話へのビジネスモデル転換と販路拡大

東京都 株式会社ここさぽ 2011301025204 ＩＴツール導入と専門サービスによる健康意識高い企業へ販路開拓

東京都 ＨｉｎａｔａＤｅｓｉｇＮ － 生放送と録画動画での副業起業支援による販路開拓

東京都 株式会社ターニングポイント 101100119109 「オンラインコンサルティング」および「ライター事業」の開始

東京都 ＳＴＡＧＥＹＯＵ － コロナ渦でのオンライン指導の強化でバレエプロへの夢を応援

東京都 株式会社セカンドアカデミー 9010001209572 オンラインアカデミー開港に伴うオンライン集客事業
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東京都 ＬＯＭ － コロナウイルスに打ち勝つＥＣプロモーション

東京都 フジ電設株式会社 4010601050793 ＨＰ作成に伴う新規顧客開拓及び認知度の向上

東京都 ＭＡＫＩＴＡ株式会社 6010501044068 ライブ配信・空気清浄機導入による事業再建

東京都 サンスマイルプリン － プリン専門店

東京都 株式会社ＳｗａｎＳｔｙｌｅ 8010401120339 オンライン研修とデジタル教材による非対面型ビジネスの実現

東京都 着ぐるみ堂 － オンラインによる全国展開、キャラクター事業拡大による販路開拓

東京都 株式会社フラット 1010001088124 オンライン化による新規開拓・サポート

東京都 株式会社アネックス 8010001174768 オンラインでの営業強化に向けた効果的なデータベースの機能強化

東京都 株式会社プーリー 8010001155454 生花市場へバルーン資材販路拡大の為の動画・ＥＣサイト構築など

東京都 株式会社クリーンアクト 4010401102695 日本のお菓子～海外向けサブスク型ＥＣ事業の生産性向上の取組み

東京都 ラフロワ合同会社 8010403017327 ＮＩＧＡＯＥ　ＴＯＫＹＯ　ＯＮＬＩＮＥ（ニガオエトーキョーオンライン）

東京都 株式会社Ｍ’ｓ　ｖｉｓｉｏｎ 9040003009266 ＥＣ構築とお家で楽しめる新商品の開発

東京都 ＣＯＣＯＬＯＮＥ株式会社 3010401083251 インターネットを活用したビジネスモデルチェンジ

東京都 有限会社東方商事 5010402033641 無人注文タブレットシステム

東京都 株式会社メンテック 1011001111271 オンラインフロント接客システムの開発・事業化

東京都 株式会社ＷＩＬＬ　ＵＮＩＴＥＤ 3011001070648 医療業界で求められるＥＣによる衣料品販売

東京都 ＭｅｎｔｏｒＭｅ株式会社 1010401149979 オンライン完結型の、経営サポート事業立ち上げ

東京都 株式会社ＸＷＯＲＫ 6010401127534 金型業界に着目した自社商品のネット販売システムの構築

東京都 株式会社プラスチックアーキテクツ 4010001206673 広告による販路拡大及びリモートワーク導入による生産性向上

東京都 ＧＬＡＮＺＡ株式会社 5011101089735 『悩みが多い働く世代への認知度向上』に各広告を活用した販路拡大

東京都 株式会社メディアスターツ 8010401140444 『テレビカメラマン撮影の写真を使用した“映える”ＨＰ制作事業』

東京都 合同会社ミライエスタ 11403002971 中小ベンチャー企業を助ける広報支援の為のオンライン化事業

東京都 株式会社アネックス 4011702017566 Ｗｅｂ広報とオンライン研修運営の研修設備の導入による受注拡大

東京都 有限会社ホリコシコーポレーション 9011302011130 インターネット事業の販路拡大

東京都 株式会社Ｏｒｉｏ 6010901033109 物件のＶＲ体験できる自社サイトおよび物件管理システムの構築

東京都 エスプラス － 【ＥＣサイト構築と３Ｄ　ＣＡＤでのデジタル商品提案による非対面化】

東京都 合同会社宮﨑ハウス 7011303002576 感染症予防のための清潔な空間の提供と非対面事務の実施

東京都 株式会社アイエスゲート 8010601030874 医療支援システムｅ－検査ナビの遠隔営業モデルの構築・販路開拓

東京都 ＢＬＵＥ　ＲＯＣＫ　ＧＥＡＲ合同会社 8010003028716 動画制作（サブスク）ＷＥＢサイト構築（リニューアル）

東京都 プリンシプルズ株式会社 8010001177449 クラウド・ラーニング・サービス拡販のためのホームページ制作

東京都 株式会社Ｂｕｆｆ 6011001125548 ＳＮＳを活用した自社サービスの認知拡大による導入促進事業

東京都 株式会社ＡｎｄＦｏｒｗａｒｄ 6011001112249 動画を活用した企業研修の非対面化と販促用サイトの制作

東京都 有限会社ラーディクス・シイ・ピイ 7010902016111 昼夜営業に加え弁当惣菜の事業に参入し存続をかける

東京都 株式会社アドジャパン 8011601000363 ノベルティの最強コンシェルジュが仕掛けるオンライン商談

東京都 プライム株式会社 9010401130436 会社員、個人事業主のための非対面型ビジネス構築講座

東京都 株式会社Ａｒｔｔｒａｖ 1010401082718 Ｗｅｂ・オンラインを活用した訪問客向けリアルタイム旅マエ情報サービス構築
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東京都 株式会社アビリティーミューズ 1010701021177 ライブのオンライン配信化及び、動画コンテンツの拡大

東京都 株式会社ｖｅｎｕｓａｃｔ 2011001067050 「クラシックコンサートファンを囲うＷＥＢマガジン事業」

東京都 株式会社アロワ 2011001065062 【ＥＣサイトに特化したＷＥＢサイトによる新製品の販路開拓】

東京都 ミカタ株式会社 2011601020276 オンライン型の採用説明および面接等による人材紹介サービスの提供

東京都 家樹株式会社 4012801017853 来店型代理店ビジネスからＷＥＢ直販ビジネスモデルへの転換

東京都 東海住宅リフォーム研究所 － コロナ対策からの更なる飛躍☆躍進展開事業！

東京都 Ｕ＆Ｕ　Ｏｆｆｉｃｅ株式会社 8010801018711 ヴォイストレーニングに関する動画教材のインターネット販売

東京都 令和レンタル － お布団のお届け引き取りの際の非対面式受け渡し

東京都 ＧＥＭＬＩＮＫ － 商品のネット販売による新たな顧客の開拓と新製品開発

東京都 有限会社トリニティー 5013202011734 非対面型ビジネスモデルの導入とネットを活用した新規顧客事業

東京都 ＧｉＦＴ合同会社 6010403022213 オンラインワークショップ事業

東京都 株式会社ハイカラ 9011801032908 オムニチャネル事業の実現に向けたツール・設備の構築と強化

東京都 ｇｒａｉｔｈ － コーチングのＥＣサイト開設による新規顧客獲得

東京都 株式会社トライフル 1011001114365 ｗｉｔｈコロナ時代対応！オンラインでの人材手配

東京都 ＴＳＫ － ファミリー向け中古小型キャンピングカーの時間貸し事業

東京都 株式会社インフォファクトリー 2011501017901 オンラインで完結する英会話法学習プログラムの提供

東京都 有限会社鶴田直樹事務所 8010902025929 非対面ビジネスモデルの為の事業所撮影用スタジオ環境整備

東京都 オレンジ・レスキュー合同会社 2011003002856 対面型モデルからの脱却と動画配信による付加価値追求

東京都 静岡料理Ｅ－ｒａ － テイクアウトとデリバリーの増加、知名度の向上

東京都 Ｅｖｅｒ　Ｓｉｄｅ株式会社 8011101089518 ホームページの集客力向上による販路開拓事業

東京都 リバ邸ラボ － 革細工オリジナルプランドの既存製品の内製化によるコストダウンと量産化

東京都 株式会社ディライト 1010001142335 テレワーク普及時代に最適なＡＩ電話応対サービスの販路拡大

東京都 極東ボクシングジム － 練習場改装とオンライン導入による新規会員獲得事業

東京都 カドル株式会社 8011101077869 オンライン人事コンサルティングプラットフォームの構築

東京都 株式会社Ｈｏｎｅｙ　Ｈｉｌｌｓ 9010401145624 からだに優しいオーガニックスイーツのＥＣサイト導入による販路拡大

東京都 株式会社インポートプレナー 6010001122514 遠方の顧客にも対応可能な非対面型オンラインセミナーの構築

東京都 飯塚さき － 個人ホームページの作成と遠隔取材の実現

東京都 Ｄａｉｊｏ　Ｖ　Ｓｈｏｐ － 新商品トレゴスナンアイスティーの開発と非対面販売の促進

東京都 株式会社グッドニュース 8011101054075 株式会社グッドニュース　屋号　Ａｓｅｃｔ

東京都 マッサージ整体院なごみ桜台店 － 打倒コロナ！非対面セルフエステと健康・美のフェイシャル新事業

東京都 有限会社竹中貴商 9010502006329 店主のブログに連帯させたネットショップの構築。

東京都 ＷＩＴＨ株式会社 5010001165076 オンラインコンサルティング事業

東京都 エンジュク株式会社 3011101047983 セミナーの対面集客から自社サイトやネットの非対面集客への転換

東京都 さくら電子出版社 － オンラインスクール作成代行

東京都 Ａｒｉｅｌｌｅ － 「ＥＣ販売に取組むプライベート美容サロン店の新たな挑戦」

東京都 高見未来 － Ｅコマース並びにオンライン美容コンサルティング
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東京都 株式会社ＶＢＬ 8010401152191 非対面でも顧客獲得を可能とするオンラインメディア＆サロン

東京都 株式会社Ｊｕｐｅｄｅｓｇｉｎ 9010001105953 テレワーク整備及び時代に合わせた新規クライアントＢ＆Ｂ開拓

東京都 経堂司法書士事務所 － オンライン司法相談による非対面型ビジネスモデルへの構築

東京都 株式会社ウィズクリエーション 1013301038665 ３密回避の「非対面型防犯カメラ稼働確認システム」の開発

東京都 ミモッサ株式会社 8010401102072 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 自由時間 － デリバリーやテイクアウトに伴うチャット機能付きホームページ制作

東京都 食サポ － ＰＲ動画作成とクラウド電話システム導入による販路拡大

東京都 舞胡蝶 － ホームページ制作とＷＥＢコンサル、ＥＣサイトによる非対面販売

東京都 有限会社栃 2010002048175 コロナウィルス対策による改築

東京都 ＡＤＬコンディショニング － ご自宅で頼める似顔絵アート＆身体ケア養生法指南

東京都 株式会社デライトメディカル 7010401138514 アートメイクアーティストスクールオンライン講習

東京都 三栄商事株式会社 1011101007345 染の創作ぞうり四谷三栄

東京都 株式会社ＨｏｒｉｚｏｎＸＸ 1020001098774 省エネ計算の新規顧客獲得とテレワークシステムによる業務効率化

東京都 国産株式会社 2013401006083 「食べるＪＡＰＡＮ」のブランド化およびファンコミュニティ構築事業

東京都 ＥＶＥＲＧＲＥＥＮ株式会社 9010501045344
キャストを呼んでオンライン時間をもっと楽しもう－Ｏｎ　Ｃａｓｔ－＜サービス名
称＞

東京都 株式会社わをん 3010401070654 非対面での収益を目的とした美容・健康情報サイトへの転換

東京都 澄穏（スウオン） － 非対面での全国の施術者に販売できるオンライン機材販売促進事業

東京都 株式会社まちのプロデューサーズ 6010401146641 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 有限会社市原商店 9010502000934 販路開拓の為のホームページ制作とトイレの洋式化で店舗整備

東京都 株式会社ＹＲＴ 2010501041333 販路開拓・顧客獲得力強化のためのホームページ制作と看板製作

東京都 有限会社和楽コーポレーション 4011002033215 地鶏販売の６次産業化

東京都 合同会社ＬＯＯＫ＆ＤＡＣＬＯＮ 7010403021172 中国販路拡大・魚種拡大

東京都 デジタルデザインスタジオ株式会社 2010701015822 プロトタイプ（試作品）ＶＲ撮影・ストリーミング配信

東京都 自然形体療法爽快 － 自分で不調を改善しよう！「オンライン自宅療法」

東京都 ｋｏｓｈｉｒａｅｇｏｔｏ － 地域活性化及び１・２次産業に向けてのサービス

東京都 株式会社セルズ 9011601003679 ネット強化と情報発信で新たな時代の顧客ニーズに瞬時に応える！

東京都 ｎａｕｇｈｔ － オンラインショップ物販強化のためのオリジナル商品の自社開発

東京都
株式会社ブランド・プロモーション戦略研
究所

7010401065239 自治体向けポータルサイト作成による非対面での受注拡大

東京都 エヌエイビル株式会社 6013301030007 エヌエイビルのセイルズホテル事業持続化に向けたコロナ対応計画

東京都 株式会社ＭＣコーポレーション 2010401107960 ＷＥＢ　を活用した賃貸仲介事業のオンライン化

東京都 株式会社Ｇ５ 7011101080221 ＷＥＢ・リアル連携モデルの確立に向けたホームページ、ＥＣの整備

東京都 株式会社コタム 5010001143362
Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告にて新規見込顧客獲得及びＣＲＭ導入による集客の仕組作
り

東京都 ５Ｍ － アフターコロナにおける販路拡大プロジェクト

東京都 ｅｍｏｔｉｏｎａｌ　ｔｒｉｂｅ － 「食」の教養番組を通じて、全国の生産者＆飲食店を支援！

東京都 株式会社西勘本店 3010001053588 店舗販売をしている事業者が新たにＥＣ販売に取り組むための投資

東京都 ＳＴＡクリエーション株式会社 2011501018420 テレワーク環境の整備
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東京都 株式会社クリアテュード 8030001022792 オーダージュエリーを含む販売のオンライン化

東京都 株式会社きもの三鈴 3010901011629 自社ホームページ改修とオンラインショップページの開設計画

東京都 有限会社ＩＭＡＫＥ 8010402034562 ホームページからの非対面による顧客開拓システムの構築

東京都 株式会社合格舎 7012701012514 Ｗｅｂ授業およびＹｏｕＴｕｂｅライブ配信の改善

東京都 株式会社ＡＣ＆Ｍ 7020001087078 ＩｏＴシステム製品のホームページ改定によるリモート営業力強化

東京都 ＴＨＥ　ＯＡＫ　ＬＥＡＦ － ランチとビールの量り売りと密でない場所の提供

東京都 ｎａｔｕｒａｃａ － オンラインコンテンツ販売・コンサルティングによる非対面事業

東京都 株式会社ニューファミリー 7010601014069 自社ブランド品開発によるシンプルデザイン志向顧客の開拓事業

東京都 グロワグロワ － 新生活様式に順応した対ウイルスを踏まえた店作り

東京都 株式会社ユースペースプランニング 10401063243 ＨＰとプレゼンの強化による新規市場開拓

東京都 株式会社ｎｕｌｌｆｕｌｌ 6010001207281 移動販売車による空きスペースへの出店

東京都 株式会社ｂｅＯｒｇａｎｉｃ 9011001114564 非対面で断食商品をネット販売するための動画マーケティング事業

東京都 日中発展投資 － ホームページ設立、ライブ配信、ネット販売、展示会参入など

東京都 株式会社ＨｉｒｏＳａｋａｉ 6011001121571 レディーロッカー独占販売プロジェクト

東京都 寺本強 － ホームページ集客による非対面型のオンラインレッスンを実施。

東京都 株式会社テックキューブ 11101087610 非対面型環境下でも有効なプロモーション方式の構築と配信

東京都 ちひろ株式会社 3010601041257 眠気予防サプリ開発・販路開拓、既存事業の電子カタログ整備

東京都 株式会社プロスタンダード 6010001145845 遠隔での顧客獲得と遠隔業務サポートの推進

東京都 ｆｕｋｕｉｋｕ － 非対面型の新メニューの構築と多様性のある店舗づくり

東京都 Ａｒｃｏｉｒｉｓ － スペイン語圏観光客数増加、消費額増大促進事業

東京都 株式会社コウ・ラナキリ 3011001121186 新規開拓のためのデリバリー販売開始及び店舗改修

東京都 株式会社Ｌｕｃｃｉ 5010701033680 テイクアウト販売の為の改装

東京都 まこも栄養相談所 － 栄養療法のセミナー、個別相談と物販のオンライン化

東京都 有限会社ブルームラボ 4010902023218 ＥＣサイト・ＳＮＳを活用した自社商品の直販強化と新規販路開拓

東京都 せいわライフサービス株式会社 9011001026966 オンライン葬儀の実施（非対面型ビジネスモデルへの転換）

東京都 マイクリエイション － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 Ｍａｒｕ合同会社 3010703004302 オンラインダイエットの非対面集客に向けた取り組み

東京都 株式会社シナジーブレイン 2013301036511 会員に提供するオンラインサロンシステムの開発

東京都 有限会社ウォールナイン 3011002035006 非対面不可の動画接客提案型のオンラインストアの再構築

東京都 サランバン － テイクアウト専用ページの開設

東京都 ライフスタイルデザイン株式会社 3010701024401 顧客応対ソフトウェアの導入によるテレワーク環境整備

東京都 株式会社ＷＡＶＥＳＴＹＬＥ 2011001072645 ＷＥＢ販売で海外展開にするにあたり商品紹介を実施するＷＥＢ制作

東京都 株式会社イマックジュエリー 4010401148565 ｉｍａｃジュエリーブランドの世界観を表現したＥＣサイト構築

東京都 アーユルウェルネス株式会社 8011001125471 アーユルヴェーダ「オンラインスクール」開校と販売促進

東京都 株式会社海 7010401091606 多言語翻訳事業の強化および刷新

東京都 株式会社ＣＲＥＡ　ＬＥＧＡＬ 9012401032744 ワンストップ相続相談オンライン化販路拡大事業
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東京都 セラフィ － オンラインビューティプログラムの導入と販路開拓

東京都 有限会社スタジオ・フェイス 9010402018960 オンラインダンスレッスン配信事業

東京都 Ｃｏｎｆｉｌｌ － 【ＺＯＯＭスピーチコンサルサービス売上げ向上のための販路開拓】

東京都 キクスレイン株式会社 2011101078690 日本製自社ブランド商品の開発とオンライン化による販路開拓

東京都 株式会社ＭＳＤ 7010001132660 テレワーク化の推進／自社ＥＣ・配送の強化／会社概要の作成

東京都 有限会社小張精米店 6011302003741 「米ぬか温熱・冷感パッド」と「米ぬかクッキー」の販路開拓

東京都 クォンタム株式会社 9020001131775 オンライン化で全国に顧客を増やし、逆境を跳ね返す企業を増やす

東京都 有限会社スリーエープロダクト 8010002046099 非対面型、課金式によるライブハウスのネット配信サービス

東京都 ロイヤルトラスト株式会社 5120001125556 ライブ配信を可能とするオフィシャルサイトの抜本的リニューアル

東京都 株式会社ＲｕＫｏＲａＫｏ 5010001185090 オンライン講習会及び女性オーナーの育成強化

東京都
アレフインターナショナルコーポレイション
株式会社

8010402014044 共同貸事務所事業（バーチャルオフィス）

東京都 さかえ染株式会社 1010001045389 非対面型販売のための商品画像制作

東京都 有限会社ヒューマンアジア 2010402027357 インターネット中心の物販売を目指す。

東京都 株式会社Ｓｃｏｔｓｍａｎ 3011101060689 地域と連携したネットショップの開設と会員制導入で販路拡大

東京都 Ｌｉｆｒｅｅ株式会社 7010701036145 身体と心を再創造する仲間づくりのオンラインサービス

東京都 しょぎょーむじょーブラザーズ － ウェブ上でのパフォーマンス事業を拡充、無観客での事業を展開

東京都 内山　美香 － オンライン研修環境と新コンテンツ整備、及び販路開拓の営業活動

東京都 株式会社星野 1011001101660 スニーカー商材＆リピーター向けＥＣ販売事業の立ち上げ

東京都 株式会社オーブエンタテインメント 3011001051904 音楽系ポータルサイト制作によるオンラインビジネスの構築

東京都 有限会社イー・エス・エス 3011802030247 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社フク 9011001102932 大規模合同展示会・地方展示会開催

東京都 株式会社ゴトウグラフィックス 7011101070247 遠隔ナレーション収録ｅＮＡ（イーナ）

東京都 株式会社ローランドコーポレーション 5011001035657 実力派ネイティブ講師による非対面レッスンサービスへの転換

東京都 ＡＤ　ＳＥＳＳＩＯＮＳ －
業務内容説明コーポレーションサイト作成及び越境ＥＣサイト作成代行業務
へ拡大、広報

東京都 ＲＥＣＯＵＴＵＲＥ － ウェブサイト作成

東京都 株式会社サウンズオブメモリー 3011001128917 完全非対面型での音楽制作環境構築、オンライン営業の確立

東京都 株式会社ライフブランディング 4010401071833 オンラインファッションコンサルティングサービス

東京都 ＬＥＶＥＬ　１　ＰＲＯＤＵＣＥ － Ｌ１Ｐ　Ｃａｆｅ

東京都 ＦＰオフィスＬｉｆｅ＆Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ － 非対面型ＦＰ相談サービスと夫婦向けＷｅｂセミナーの導入

東京都 エビサン整骨院 － オンライン健康相談サービスによる感染予防と販路拡大事業

東京都 ＰＥＴＲＯＳＯＬＡＵＭ（ペテロオラウム） － ＥＣサイト開設と継続的な展示会開催による新旧顧客の獲得

東京都 ＡｂｕＳｔｕｄｉｏ － 完全非対面による遠隔映像生中継サービス

東京都 株式会社いちばんぼし 7010401147606 オンラインを活用した長期的に持続するビジネスの構築

東京都 株式会社リットモア 1010401136242 オンライン通信講座事業「ＬｕＬｕｖｅ（ルルヴェ）」のＷＥＢ拡販

東京都 こいのぼり株式会社 6011001050358 都心近接の郊外におけるオフィス環境整備事業

東京都 株式会社マグエバー 1011001060238 子供向け理科学習実験教材をリニューアルして売上の柱にする。
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東京都 薬膳工房あすごはん － 発酵薬膳ＤＥＬＩ＆薬膳工房あすごはんの設立

東京都 ジンズ・キャスト株式会社 1011701014798 ストライクダーツ　ショッピングサイト

東京都 株式会社セジュリ 9011001129777 子育て中の女性が、非対面型収入を確立させるための事業

東京都 株式会社シーレイズ 8011001098239 自社サイトのスマホ対応及び研修動画の販売等による販路拡大

東京都 株式会社ＶＲデザイン研究所 3011001048272 ＶＲ活用による在宅プログラミング学習支援システムの導入

東京都 オハナインナービューティー － オンライン妊活スクール

東京都 株式会社Ｓｐｏｒｔｓ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 4011201019015 新規顧客獲得と在籍顧客満足度を高めるためのオンライン化

東京都
南千重「ＣＨＩＥ－Ｂｏｄｙ　Ｃｏｒｅ　Ｄｉｒｅｃｔｏ
ｒ」

－ 体幹トレーニングに特化したオンラインダイエットエクササイズ

東京都 伊藤慎祐 － 名古屋飯専門オンラインショップ開設

東京都 すぎな行政書士事務所 － ドローンの法規制を解説するセミナー動画の販売・有料配信

東京都 南公認会計士事務所 － オンライン化研修体験のためのＨＰ改編事業

東京都 有限会社東都美装 2010802010152 オンラインでの物販販売により持続可能な売上をつくる

東京都 株式会社ＥｄＢａｎｋ 5010701038606 通学・オンライン併用のプログラミング教育による売上拡大

東京都 株式会社Ｃｏｒｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 4011001117803 顧客管理システムによるテレワークの導入と営業効率の向上

東京都 株式会社ＫＯＫＫＩ 7340001009999 オンライン道場（オンラインＫＯＫＫＩ道場サービス）構築事業

東京都 有限会社テンプロスパー 9010002050397 テイクアウト事業への参入と新コンセプトラーメン店への転換事業

東京都 株式会社ルネサンスパートナーズ 9010001203550 顧客獲得・定着のための会員制も含めたウェブページ設置等事業

東京都 株式会社ベルツリー 1010801022694 ヘルスケア事業における非対面型集客への転換

東京都 株式会社プリズムキャスト 4120001126720 ＨＰ内における「バーチャル応接室・会議室推進」事業

東京都 共和加工有限会社 7010602010273 刺繍工程内製化による販促力と競争力の強化

東京都 有限会社広田商事 2010002031437 ビデオ通話によるオンラインショップ・テレワークでの接客

東京都 健康堂鍼灸院整骨院 － 非接触サービスの展開と新たな販路開拓

東京都 株式会社キーカンパニー 11101060806 スカウトサイトを活用したサーチ型人材紹介サービスの確立

東京都 株式会社凛 5011001072378 通販商品の開発と飲食店用予約サイトの立ち上げ

東京都 株式会社Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄｅｓｉｇｎｅｒｓ 9010001151007 ホームパーティー用の装飾品販売のＥＣサイト作成

東京都 株式会社ＮＡＶＡ 1010001096374 ドローン映像素材販売サイトの新設

東京都 株式会社ｅ－ｋｉｄｓ 2011001068775 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ＰＲＩＤＥ　ＶＯＩＣＥ － 自信獲得ボイストレーニング動画講座パッケージの開発・販路開拓

東京都 ＶＡ－ＶＡ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ＆ＶＡＲＩＥＴＹ － 店舗とネットショップの改善と強化、自社商品の開発と販路の拡大

東京都 ＴＳＵＢＡＫＩ株式会社 1011001118226 自宅での生活に心奪われる輝きを～「季節の花だより」ネット販売

東京都 株式会社スタジオ・ガラ 1011601017281 ＥＣサイトの構築による小売業への転換

東京都 合同会社かぐやライゼビューロー 7013303004742 オンラインを利用したドイツ語圏旅行者のため日本語講座等の構築

東京都 株式会社濱地商会 8010001054301 非対面型アート展覧会及び作品販売／テレワーク環境構築

東京都 株式会社すゑっ子 2010401142917 非対面型障害者支援と高齢者の生きがいサポート

東京都 レゾナンスパ － ４本の新規ビジネスを柱にした顧客開拓と経営の安定化及び多角化

東京都 株式会社ｓｔｕｄｉｏａｃｃａ 8011301023623 新規顧客開拓を目的に非対面でのセミナーを行うｅ－ラーニング開発
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東京都 オフィスＮ＆Ａ合同会社 2010503005261 燻製調味料・菓子・カレー・ソースの販路開拓

東京都 リュウセンケイ －
猫用家具や猫用またたびのウェブサイト制作。オンラインでの販路開拓／宣
伝広告

東京都 株式会社エデュテクノロジー 6010601045759 ＧＩＧＡスクールサポーター業務とオンライン型業務の強化

東京都 株式会社ｎｅｏｖｅｒ 9011001117419 ５Ｇマーケットを見据えた動画製作事業と営業のオンライン化

東京都 クリスタル・ケリー株式会社 7010001176550 オーガニックローズを使用した食品の販路開拓用Ｗｅｂ環境構築

東京都 株式会社ＹＡＳＵＤＡ 3011101084275 業界初サッカースパイクのサブスク展開に伴う非対面販売方式構築

東京都 コペルニクス株式会社 6011701021187 スポメド野球版の開発

東京都 株式会社ＴＴＮ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5010901019851 店内の感染症対策とテイクアウト・デリバリー・物販の強化

東京都 有限会社丸久商店 7010002025161 型紙の製造環境導入事業

東京都 サラヰ製靴株式会社 2011501006747 ＥＣサイト構築で脱卸売業。販路開拓で経営安定化。

東京都 ガイア － 成果型報酬制での、格安ＳＩＭ集客サイト構築

東京都 株式会社Ｈｏｉｓｔ　Ｆｌａｇ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 6010001169803 ＩＴツールの積極的な活用による事業継承コンサルティングの拡大

東京都 中嶋　彩乃 － ＩＴによる販路開拓：ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ

東京都 株式会社リマーニ 7011001025128 ＥＣサイト構築による、法人・個人の取引拡大と生産性向上

東京都 株式会社ＺｉｔｚＧｅｎ 7011701022382 携帯ショップ、不動産仲介、司法書士向けノウハウＨＰの制作

東京都 株式会社メイフェアフラワーズ 3010901032889 どこでもオンライン・フラワーデザイナースクール講座事業

東京都 合同会社シュアーズ 9010001047039 ウェブ注文受付による販売強化事業

東京都 有限会社ｄｅｐｔｈ 8011002032881 インターネット配信請負業

東京都 Ｃｈｉｌｔｙ株式会社 7010401136237 デジタルコンテンツによるＥＣサイト集客力向上

東京都 ギークライブラリー － 見学案内・勉強会の非対面化、及びファブ施設化による販路拡大

東京都 株式会社ウォーム 9030001048556 非対面型の営業展開と動画による宣伝事業

東京都 株式会社バックオフィスクラウド 2011601024079 クラウド型バックオフィス省力化サービスの販路拡大

東京都 株式会社キャリアステーションハートフル 8011101078504 ＨＰリニューアルしテレワーク化に向け運営・販路開拓・求人展開

東京都 格闘技コミュニティ　ファイトレ － オンラインレッスンによる健康寿命延伸事業

東京都 株式会社ワントップ 6040001093983 整体院のオンラインサービスと効果的な広告宣伝

東京都 アステリズムユニティスペース合同会社 8011003006810 ネット販売拡充のためのリピーター戦略と製品ブランディング

東京都 エッセンシア － オンラインによるカラーセラピーとセラピスト養成講座の開発

東京都 株式会社フードソリューション 2011101066200 ＥＣによる小籠包等中華料理のオンライン販売と広告宣伝

東京都 株式会社ＴＨＥＡＮＳＷＥＲ 5011303002371 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社アセアンカービジネスキャリア 4010001181941 オンラインツール導入による外国整備人財の受入企業への非対面販路開拓

東京都 株式会社ＳＡＫＥ　Ｓｃｅｎｅ 8010401137457 酒粕入り商品の開発とｗｅｂでのＰＲ・販売網の構築

東京都
株式会社オーセンティックアートアンドカ
ルチャージャパン

8010701030923 海外の日本ファン向け日本文化ＥＣサイト

東京都 株式会社手組 4010001145343 販路拡大を目指した展示出展と販売促進の強化

東京都 株式会社ピケ 1011101061763 オンライン配信設備付きレンタルスペースサービスの開始

東京都 株式会社プロモーターズ・カンパニー 6011101065116 オンラインプログラム導入および顧客管理機能向上で地方販路開拓

東京都 パイシーズ － 内装業のＰＲ動画作成による新規顧客獲得
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東京都 株式会社エリアトラベル 5010001113142 非対面型ビジネスモデルへの転換展開：ｗｅｂ説明会・ｗｅｂ構築

東京都 フォトデザインスタジオ株式会社 4010001188895 オンライン化の推進による販売強化事業

東京都 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　ＰｒｏｄｕｃｅＣＲＥＡＢＥＡＵ － オンラインセミナー事業と新規顧客獲得の為のホームページ制作

東京都 株式会社Ｃｒｉｓｔａ 1070001029312 「越境ＥＣによる海外販路開拓、製品改良によるブランド向上」

東京都 松澤亜美 － より良いコミュニティを発見、作成して人の繋がりを活性化

東京都 株式会社アロメディオ 5020001099620 非対面での講座・付帯教材の開発とそれに伴うＥＣサイトの構築

東京都 株式会社ＪＳＣＡ 1010701032265 販売促進・新規顧客開拓のための独自のレター・動画・カード作成

東京都 ｇ９ｇ － 非対面型モデルへの主力転換の為のウェブストア新システム導入

東京都 ＢｏｄｙＶｏｉｃｅ － オンラインサービスへの移行準備

東京都 有限会社スペースムーブ 5030002037289 小規模美容室のウェブサイトでの無在庫型通販システム構築事業

東京都 株式会社幸樹 4010401063582 セルフエステ動画等を活用した非対面ビジネスへの転換と販路開拓

東京都 増田崇法律事務所 － 労働分野に特化したオンライン法律相談の提供

東京都 株式会社入倉貴金属 5011401012801 ＣＡＤソフトを活用した非対面による販売環境の構築と販路開拓

東京都 有限会社伊呂波 9011202000720 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社プラスプラン 5011001114485 自社ＥＣサイトの立ち上げとインターネット広告費

東京都 エルステッドインターナショナル株式会社 1020001082142 対面での商品供給から非対面による商品供給方法の拡大

東京都 Ｄｅａｒ・Ｃｈｉｌｄｒｅｎ株式会社 5011101068185 オンライン動物介在革新事業　ＰＵＬＬＥＲ　ＳＴＹＬＥ

東京都 エスエルアール株式会社 2010001181101 オフラインとオンラインで学べるランニングスクールの立ち上げ

東京都 花風里 － 日対面型サービスに向けたホームページリニュアル

東京都 株式会社ベターシングス 1011401015667 オンライン配信番組・ＬＩＶＥイベント配信の技術サービス提供

東京都 Ｐ．ＰＡＮＥＬ合同会社 8010003019979 ホームページ、テレワークを利用した遠隔営業システムの構築

東京都 エーファクトリー株式会社 8010001122058 ＷＥＢサイト上での、希望する研修と専門講師とのマッチング

東京都 株式会社たばたコーポレーション 5011501009458 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社パシフィックイングリッシュクラブ 2011301005734 デジタルとアナログの融合で、より良いサービスをより広く提供

東京都 ＬＣデコーデ合同会社 4010403019467 非対面型オンラインレッスンに関する取り組み

東京都 株式会社ＤＥＸ 1010401112615 伝統工芸品に特化した独自ＥＣサイトによる売上向上事業

東京都 カルチャースペースμ － 【事業名：ピンチはチャンス！多様な学びの魅力発信＆集客ＵＰ事業】

東京都 和育スタイル － 知育インターネット和文化教室：お習字・ペン字・筆跡心理推進事業

東京都 Ｎｅｏキャリア支援塾 － オンラインによるキャリア支援サポート

東京都 商号無し － 新たなアマゾン事業売り上げをたてる。

東京都 鍼灸ゆるりと － お灸講座のオンラインサロン立ち上げ

東京都 株式会社ＰＬＵＭＩＵ 3010001200256 ＥＣサイトでの販売強化へ方向転換

東京都 株式会社オール・ルーターズ 1010801016473 「部活動を行っている中学生・高校生向けのオンラインスクール」

東京都 株式会社エフ・ティ・アール 4010601009187 ウェブサイトを活用した製品販売と遠隔による相談窓口の構築

東京都 Ａ－ＳＴＵＤＩＯ － オンライン映像システム構築による非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ライフアップデイト 5010801028977 ＥＣサイト構築による非対面型ビジネス・物販事業への転換
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東京都 株式会社ＢＳＡＣ 10001140591 加盟店更新手続きの電子化によるテレワーク環境の整備事業

東京都 株式会社ＩＫＵＳＡ 120001171009 オンラインで実施可能な体験型チームビルディング研修

東京都 ＳａｌｏｎＲｏｓｅｍａｒｙ － オンラインエステサロン・スクール養成プロジェクト

東京都 ＭＥＭＯＲＹ－Ｚ － 売るもの、売り方を変えてサイトをリニューアル

東京都 合同会社ＴＯＫＹＯつなぐＨＯＵＳＥ 9011803003163 料亭のような人力車サービスを作り非対面モデルへ転換

東京都 ＭＵＡプロモーション株式会社 6010401134002 ＭＵＡプロモーション株式会社

東京都 エンリッチボイス － オンラインボイトレのコンテンツ作成とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ｆｉｇｕｒｅ 7011001120762 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ＫＳクリエイト － ＷＥＢを活用したオンライン講座による販路開拓

東京都 株式会社ＰＫウエーブ 8011301019191 コロナ対策、災害対応力向上のためのオンライン講習と資器材拡販

東京都 ＲＯＬＬＩＮＧＧＹＭ － ＷＥＢからの無料オンラインレッスンによる販路開拓

東京都 株式会社ベルガモ 11301024732 オンラインによる非対面型声優イベントの開発

東京都 ＨＥＲＯＥＳ合同会社 2030003014827 ＬＯＶＥホワイトニング新宿店オンラインショップ

東京都 株式会社ＴＯＵＳＬｅｓＪＯＵＲＳ 4011001121499 テイクアウトと通信販売

東京都 メセナメディカル株式会社 4013301043720 ｗｅｂを活用した健康情報の発信とオンライン販売の販路開拓

東京都 株式会社Ｂｅｄｏ 6011101067772 新規ユーザー獲得のためのＷｅｂサイト制作

東京都 ＪＡＮＡＳＴＲＡ － 自社サイトの立ち上げ，店内の内装工事

東京都 アトリエこころね － おうちで学ぶ暮らしの薬膳教室　こころねキッチン　ＯＮＬＩＮＥ　クラス

東京都 株式会社ハイトンインダストリー 7010401100011 オンライン恋愛塾のＦＣ展開

東京都 株式会社日本典礼 3011801009770 新型コロナウイルスに負けない葬儀への挑戦

東京都 Ｐｒｅｍｉｏｇｏｒｄｏ － ＥＣでの対面同様の購入体験実現と紳士靴の展開による販路拡大

東京都 株式会社国際教育交流センター 4120001094521 オンライン完結型の集客と留学カウンセリングの強化促進

東京都 株式会社ＡＲＩＧＡＴＯＭＵＳＩＣ 1010001183230 買うだけではない、新しい価値を提供するＥＣサイト制作

東京都 株式会社ａｉｍｅｒ 4010001205700 当社商品の法人・個人顧客に対するインターネット販売強化事業

東京都 ＬＥＢＬＡＮＣ － リモートフラワーレッスンと花ギフトサブスクリプションの開発

東京都 ａｙｕｓ－ｌｉｎｏ － オンライン化でパーソナル・オーダーメイドケアの充実

東京都 株式会社ＮＥＸＴ（ｍｕｓｉｃｂａｒｃｉｒｃｌｅ） 5011101076527 ライブ配信によるお客様へのプロモーションと販路拡大

東京都 栄伸教育株式会社 7010601051368 オンライン授業環境整備、セミナー動画によるブランディング向上活動

東京都 株式会社ＩＲテクニカル 4011601016883 リスティング広告強化による新型コロナ影響下での外壁調査の広報

東京都 みきじろう整体 － 体質改善サービスをオンラインレッスンで提供！

東京都 ダイショウ株式会社 1010601042736 東京下町江戸川製高品質筆記具を主とした製造直販ＥＣサイト構築

東京都 株式会社ＭＥＢＵＫＵ 9011601020220 非対面型の新規顧客獲得手段の開拓

東京都 株式会社ＫＩＮＧＬＥＹＪＡＰＡＮ 1010401072322 予約可能なホームページの新規開設（日本語・英語）

東京都 株式会社ビジュアルコーチ 7012401025948 コロナ太り解消！健康サプリのネット販売による新規顧客獲得

東京都 十条はなしょう － 青い花のギフト商品の新規開発・宣伝活動と顧客維持・販路拡大

東京都 森下慶 － ラジオ制作業での局環境に依存しない番組収録環境の整備

60 / 158 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

東京都 日本料理佳和津 － お持ち帰りやお届けの開拓による地域貢献

東京都 四ツ木製麺所 － 消費者の行動変化に即応出来る販売チャネル拡幅による売上回復

東京都 株式会社Ｎｏ．８ＧｏｏＤ 7010303002722 オンライン健康カウンセリングサービス

東京都 日本ルーフラック株式会社 6010001033950 新しい時代に向けた空間づくり

東京都 シークレットフォレスト － オンライン新設に伴う新規顧客開拓事業「うちニャン羊毛クラブ」

東京都 特定非営利活動法人ＣＯＮＮＥＣＴ 7010805002662 シートで固めて臭いも包む携帯トイレ販路拡大

東京都 ＦＩＬＣＯ（フィルコ） － アートを発見、購入できるネット上の場所創出と販路開拓

東京都 グランディール株式会社 2010901041858
リモート環境を使用した世界にアクセスできるバーチャルクラスによるバイリン
ガル教育

東京都 ＥＬＥＰＨＡＮＴＦＯＯＴ． － 非対面式　動画・ライブ接客型　オンラインショップ

東京都 株式会社人間屋 8013301028503 講座のオンラインコンテンツ化のより非対面型のビジネスモデルへ転換

東京都 Ｍ’ｓＣｏｎｓｔｅｌｌａｔｉｏｎ合同会社 2010403021243 ブランディング講座の非対面型オンライン講座の販売

東京都 杉山印刷株式会社 6011501002321 印刷会社による新しい観光関連事業の創出

東京都 株式会社美ｖａｃｅ 4011001095611 アフターコロナ、家庭でできるホームケアエステ商品の販路拡大

東京都 ｈｉｐｊｏｉｎｔ － ＷＥＢを活用したオンラインレッスン及びセミナ－による販路開拓

東京都 ナイン － インターネットサービスを利用したビジネスモデルへの変換

東京都 株式会社ＳＡＮＤＯ． 4011001068311 非対面型新規動画ビジネスモデル立上げ

東京都 株式会社レイ 2010001120455 非接触型キッチンデモンストレーションによるレシピ指導

東京都 合同会社ビー・ラーニング 4011403001514 ｅラ－ニング型サ－ビスの提供による非対面化及び販路開拓事業

東京都 有限会社マキノ玉森堂 2010502010543 “浅草・日本の土産物ソムリエに”ネット通販と店舗ＢＰＲの推進

東京都 合同会社ライクズ 7011803003958 ３密に配慮した配信および配信併用イベント企画実施

東京都 株式会社モビメントコスモ 7030001096953 通信販売事業への進出による顧客層の拡大と固定化促進事業

東京都 メッケル合同会社 4010903003615 ＥＣ販売強化の整備及び生産性向上を図る非対面型ビジネスの構築

東京都 チケットジャム株式会社 1011001123481 無観客開催の映像配信の取り扱いと非対面の商品受け渡しの対応

東京都 アイザック株式会社 8010901037347 在宅での健康管理・習慣定着アプリＳＩＺＬＹ（シズリー）

東京都 からだ改善スタジオＹＡＰＦ － 働く女性の生きがいをサポートするＹＡＰＦオンライン事業

東京都 ヨガ＆セラピースタジオマリーチ － ネガティブイメージからの脱却作業と販路拡大・開拓

東京都 日本エムテクス株式会社 8010901011590 受発注の効率化・リモート化による卵殻利用のエコ建築資材の拡販

東京都 株式会社ｕｎｉｅｅｆ 8011401020470 徳島事務所開設に伴うリノベーションと非対面ビジネスへの転換

東京都 株式会社ＡＦＥＬＩＣＥ 5011001114849 新スキンケア商品販売に伴うネット通販・ＳＮＳ広告の実施

東京都 株式会社国際後継者フォーラム 9010401056251 事業後継者向けオンラインサービスの提供

東京都 株式会社ママドゥ 1010401117878 「ボディクレンズ（体の中の大掃除）　お家でファスティング」

東京都 ＭｉｎａＳｔｙｌｅ　岡田美南子 － 女性起業家のオンライン化サービス作り＆動画教材販売サイト構築

東京都 水晶の洞窟 － 新型コロナに負けない、高付加価値商品の販売システムの構築

東京都 有結 － オンラインテーブル茶道の普及と販路開拓

東京都 株式会社ワールドエンパワーメント 6010701035957 日本全国及び海外でもエンパワメントの構築と実践を可能にする

東京都 株式会社ディオントーキョー 4010001117490 遠隔対応オンラインゴルフ（人気パターマンツーマン）レッスンの実現

61 / 158 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

東京都 株式会社惠桜不動産 6011001109526 新規事業名（ＭＥＧＲｅＥめぐりえ）サイトにて新規顧客開拓

東京都 マザーズブリッジクラブ － 在留外国人にも対応できるオンライン書道教室の開講

東京都 合同会社プレフィス 6011603001642 ネットを活用したイベント開催と無観客ライブの有料配信

東京都 Ｓ－ｓａｌｏｎ － 美容業

東京都 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｓａｉｋａ － ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｓａｉｋａネット商品展開

東京都 ＡＹＡＮＯ　ＭＵＳＩＣ － プロ音楽家が楽曲提供するＥＣサイトで販路開拓

東京都 株式会社シースリーフュージョン 8011101083818 販路拡大と継続的なサービス提供に向けたＩＴ活用事業

東京都 渡邉　修 － ｗｅｂ会議オンラインリモート写真撮影とコンサルティング

東京都 株式会社ギャラリーコンシャス 3010401008076 「コロナ対応オリジナル・ストールの販路開拓」

東京都 和粋 － 和紙のものづくりにおける非対面型講座の推進と後継者の育成

東京都 有限会社れんぴか 6010902016582 テーブルで学べる茶の湯点前のオンライン化事業

東京都 シービー合同会社 3011103008967 建物診断調査（漏水及び構造）事業

東京都 合同会社イーポットシンク 3013303002205 多角的ツールを駆使した総合集客と顧客満足の向上

東京都 有限会社リンクスコーポレーション 2011402009758 催事販売から非対面型販売への転換と異分野参入

東京都 ときん － ＷＥＢを活用した健康教育及びオンラインイベントによる販路開拓

東京都 恵比寿不動産販売株式会社 5011001072873 【問い合わせ・内覧件数獲得のための販売物件のチラシ印刷・配布】

東京都 Ｋ．Ｓ．Ｔ．Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 2010001146616 ワインバーの供出サービスのテイクアウト化に適した店舗改装

東京都 Ｏｎｅ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｇｕｅｓｔ　Ｒｏｏｍ － 国内向けネット集客構築とテレワークサービスで新顧客開拓

東京都 ＤａｔａＭｅｓｈ株式会社 5010001186551 売り上げを最大化させるオンラインマーケティングの仕組み構築

東京都 株式会社葱善 9010501010232 千住葱などのオンラインショッピングの新規取組みによる販路開拓

東京都 ＳＨＩＮＤＯＵ株式会社 4010601042700 オンライン面談予約・商品販売サイト

東京都 有限責任木曽路 3010402003902 （有）木曽路

東京都 株式会社バジェット 7010401060998 ＹｏｕＴｕｂｅで広げるオンラインコンサルティングサービス

東京都 ありがとうカンパニー株式会社 6010001178127 リアルライブ同時ネットライブ配信ノウハウの構築

東京都 株式会社シュルー 2011501002267 所属タレントプロデュース商品　ネット販売事業

東京都 株式会社家づくりの玉手箱 6010401145461 『吉岡理論』によるマンションリノベーション遠隔指導事業

東京都 有限会社躍金楼 7010002026069 夜営業の売上として汁物や土産物となるような食品の販売を行う

東京都 株式会社インテリア・アン 9010701014909 高級ウォールステッカーの製作・オンライン販売

東京都 ＬＯＡＮＲＹＵ － 新型２０２０年モデル脱毛機器”Ｈａｌｅｍｏ”導入で新規顧客集客

東京都 株式会社Ｋｉｓｉｍｏ 2010001157869 売上向上の為の新規販路開拓

東京都 ニュージュエリー合同会社 3011003010404 ＨＰ等の改善によるジュエリーのオンライン接客販売の周知拡大

東京都 Ｉｔ　Ｇｉｒｌ’ｓ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ － ・オンライン対面接客によるファッションコーディネート相談

東京都 株式会社シュフリー 6010001116219 テレワークでの非対面型事業へ転換、新市場参入と売上増加

東京都 株式会社冬木企画 3011101075423 居酒屋「千草」における防疫及び事業継続のための業態変換企画

東京都 おむすび屋こめり － 玄米おむすび販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の開始

東京都 ｚｅｎｉｕｓ株式会社 2011001113944 非対面型ビジネスモデルへの転換
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東京都 株式会社リミテッドアローズ 7011001123591 自社オフィス加工場所設置・ソーシャルディスタンスプラン提案

東京都 株式会社ｍｏｒｎｉｎｇｂｏｏｓｔ 3010901029852 ビーガン・グルテンフリー食品のＥＣ事業（オンラインショップ）による販路拡大

東京都 合同会社花咲 7011403002542 宿泊施設での物品販売で売上の安定化と再建の取り組み

東京都 株式会社頼人 2013301040678 住宅業界を救う！Ｗｅｂ完結イベントプロデュース事業

東京都 メディカワイズ － ＨＰ、ＷＥＢやブログを開設、くすりと健康に関する情報発信を通じて顧客拡大

東京都 秋葉原よすが法律事務所 － 専門サイト上の非対面型コミュニケーションの提供

東京都 ヤマトサイネージ株式会社 2010001202402 ＷＥＢ集客強化および非接触型の商談環境整備

東京都 有限会社メディア・サーカス 5011002028437 地元に愛され続ける鯛焼き店の通販事業と販促強化の取り組み

東京都 ブランニュー株式会社 6011001099833 「濃厚接触型対人支援職場で働く人に寄り添う御用聞き型の人財支援」

東京都 有限会社永瀬事務所 9010402018267 非接触型販路開拓支援サービス

東京都 株式会社メメント 3010901023822
白黒専用デジタル機器導入による撮影工程に関わるスタッフ人員の非体面
化

東京都 有限会社久家靖秀事務所 3010902004879 リモート撮影案件の受注に繋がる写真・動画のサンプル撮影

東京都
特定非営利活動法人森のライフスタイル
研究所

8100005009358 環境・社会貢献活動プログラムのオンライン提供

東京都 株式会社ＢＲＩＤＧＥ 1021001016718 ＤＩＹニーズ等の獲得に向けたバルコニータイルのＥＣ販売展開

東京都 ナッツクラッカー株式会社 201100113460 ＷＥＢ拡販システムによる顧客ニーズ喚起と収益拡大

東京都 株式会社さくら酒店 7010601043200 「マイナス５℃熟成」に特化した日本酒の非対面販売モデルの構築

東京都 株式会社エスグラ 1010401082692 テレワーク推進のための３Ｄアバター事業

東京都 株式会社ティーズウェブ 6010001144970 鍼灸師及び鍼灸学生向け技術と経営のオンライン塾を周知する事業

東京都 株式会社Ｆｉｖｅ　ｆｏｒ 2010001182231 道場ＶＲ化計画

東京都 リンクエナジー株式会社 8010001188405 反転学習導入によるリアル講座からオンライン講座への転換ＰＪ

東京都 リーダーシップ・ブレインズ株式会社 6010401129811 オンラインで集客セールスから納品デリバリーできる新事業

東京都 合同会社ＷＭＣ 2011803603698 自社メディアの認知拡大とサービスの普及

東京都 株式会社鈴竜 8010401089814 顧客管理ツール非接触化プロジェクト

東京都 株式会社プラスブルー・ダイニング 7011501017467 「大阪うどん」と「高級ホットドッグ」のテイクアウト等業態開発

東京都 株式会社Ｋａｃｈｉｍｕｓｈｉ 6010001190346 福利厚生最適化コンサルティング

東京都 うさぎでんき － ドローン・ＶＲ映像を活かしたサイト制作サービスの構築

東京都 株式会社ミラソルデポルテ 6010401111554 外注作業と取り込み自社動画作成による企画販売強化事業

東京都 Ｒｅａｌ　Ｌｉｆｅ　Ｉｎ　Ｔｏｋｙｏ株式会社 3010401135275 インバウンド客から国内宿泊利用者向けへビジネスモデル転換事業

東京都 ＳＫＹＬＡＮＤ　ＳＹＳＴＥＭ株式会社 2010001180557 オンラインで行うセミナーとコンサルティングで集客増を狙う

東京都 株式会社Ｓｔａｇｅ　Ｕｐ 2011001126500 新ジャンルを開拓！オンライン個別指導付きダンススクール

東京都 コンチネンスジャパン株式会社 8011301002899 非対面型セミナー開催、及び翻訳書籍サンプル作成と広報の充実

東京都 株式会社コネル 7011001071015 Ｗｅｂ接客ツール「チャットボット」による非対面型営業活動促進

東京都 株式会社ジェイエーエム 9013201017935 自社ＥＣサイトの再構築による非対面販売網の強化

東京都 未来スタイル － テレワーク型オンラインインテリアコーディネート支援事業の開発

東京都 株式会社オフィスエツコ 8380001020547
コロナに負けないメンタルを作るオンラインセミナー～リアルなセミナーから
ネットセミ

東京都 槻谷寛子ＤｏＣｏｏｋ株式会社 1010001117576 ミールキット新規顧客開拓のためのモニター事業
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東京都 株式会社Ｈ＆Ｓプロモーション 8010001037917 セミナー・催事オンライン配信環境構築と非対面商談仲介事業

東京都 株式会社三研 8010801022127 展示会をステップにＥＣ販売で売上基盤の強化

東京都 株式会社アニムスディレト 8011001100391 ３蜜の密閉・密接を如何に少なくして売上ＵＰ対策

東京都 ＪＦＢＢＳｕｐｐｏｒｔ株式会社 4010001204594 独自配合の珈琲豆を焙煎し、通信販売するための設備導入事業

東京都 ナスビーズ － 夜しか開いていない店から昼も地元の方に愛される店への転換

東京都 スッキリ・ラボ － 「かたづけ思考」の動画発信による企業の事業承継・業績向上支援

東京都 株式会社アゾーンアンドアソシエイツ 8010401001233 Ｖｏｉｄ＋Ｓｔｏｃｋ

東京都
株式会社グローバルホスピタリティージャ
パン

1010801027487 新規取引商品の成分分析と自社サイト一新及びテレワーク環境整備

東京都 ＺＡＰＡＴＥＯ（サパテオ） － 面倒な靴のお手入れに革命！万能ケアクリームで認識を変える

東京都 Ｒｅｔｈｉｎｋ合同会社 2010403020121 商圏を全国へ。新規顧客獲得のためのウェブサイト制作

東京都 Ｆ．Ｂ．Ｃ． － 離れていても心は一つ【ディスタンス】

東京都 株式会社ＥＳサポートプラザ 5010001171751 除菌・消毒作業で使用する液剤の販売に関する非対面チャネルの確立

東京都 株式会社ｆｏｒｙｏｕｃｏｍｐａｎｙ 4013301038935 新商品開発と通販サイト等制作による販路拡大事業

東京都 株式会社アシタクリエイト 6013301029321 コスト削減の専門サイト制作＆テレワークの実施

東京都 花咲 － コロナに負けない！販路開拓のためのネット販売導入と花咲店内改造

東京都 ｂｌｕｅ－ｅｙｅｄ　ｇｉｒｌ － 美容室顧客及一般客向けオンライン物販サイト事業

東京都 株式会社グッドジョブ 7010001181014 顧客向けＢｔｏＢサイトの構築

東京都 ナカモトカメラ － 非対面化に向けた遠隔リモート撮影とスタジオ貸出

東京都 ＢＯＡＲＤＩＮＧ － サスティナブル・シフトと国内外ＥＣ再強化・海外出展拡大

東京都 株式会社石黒ギャラリー 4010401002631 アルテクラシカホームページ刷新によるＥＣ販売促進化計画

東京都 有限会社ヴィルゴビール 1010602027496 家飲み需要へ対応するためのセントラルキッチン整備事業

東京都 有限会社パディーズ 6010502018450 自社ＥＣサイトの開設、拡充で販路拡大

東京都 ＦＩＯＲＡＩＡ － 「ＦＩＯＲＡＩＡ」のＥＣサイト構築による非対面型販路拡大事業

東京都 株式会社ケアシステム研究所 6011801026697 感染を最小限・チーム医療を効果的に「マッサージテレシステム」

東京都 株式会社Ｈ＆ＨＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓ 9011001118771 非対面型の相談所システムの構築とネットによる新規顧客の開拓

東京都 株式会社イング 1010501010058 木の指輪『年輪』のインターネット販売を中核とした売上獲得

東京都 ダンカンエンタテインメント株式会社 8010901027570 自社企画によるサブスクリプション型音楽配信事業

東京都 株式会社Ｕｎｌｅａｓｈ 3020001113226 ＷＥＢを活用した個人向け非対面型情報提供事業

東京都 有限会社キナック 4011502007973 おうち　ｄｅ　Ｋｉｎａｃｋ

東京都 山口達 － フィットネストレーナーのオンライン指導による販路開拓

東京都 そば末広 － 出前力強化と顧客・従業員の感染防止配慮による売上拡大取り組み

東京都 株式会社ｂｅｒｇ 2011301024230 宿泊施設としての利点を活かしたテレワーク対応サービス事業

東京都 ＡＤｖａｎｃｅ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＢＲＡＩＮＭＡＧＩＣ 1011101076068 非対面型ビジネスへの転換加速による販路の質量拡大

東京都 株式会社アッシュテ 7010401123516 花、ナンタケットバスケットのオンライン販売及びレッスン構築事業

東京都 株式会社ロッツォ 8010401094772 いつか皆で最高の乾杯を！食べるをデザインし愛と笑顔ある食卓へ
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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

東京都 前川和人 － 高音質マルチレコーディングを含む動画配信サービス

東京都 有限会社清晨 6010502006034 ＨＰ作成等によるブランド力の向上と全国への販路開拓

東京都 株式会社ニセコ印刷 7010601008013 ＨＰ開設によるＷＥＢを活用した新商品の販路開拓

東京都 株式会社ＯＶＥＲＣＯＭＥ　ＭＵＳＩＣ 1011001103434 現役ミュージシャン作家によるオンラインレッスン事業

東京都 ＴＡＮＩＦＩＴ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ピラミッド計画 － 独自教育プログラム事業の企画運営オンライン化

東京都 エバートランス株式会社 8011001099550 英会話のオンラインレッスン開始に関する事業

東京都 有限会社ビーイングサポート・マナ 9010402018283 高齢者向けのライフ＆終末期プランニングを事業化した収益拡大

東京都 合同会社ブリッジラボ 5011303002223 霧島産有機栽培茶葉のＥＣでの国内外の販路開拓と新規顧客獲得

東京都 福田　竜也 － テレワーク環境整備を中心とした生産性向上を図る事業

東京都 有限会社アールエスジェイピー 8010402023730 オンライン配信システムの導入で非対面型サービス提供への移行

東京都 酔い処　宇平 － 「銀座　酔い処　宇平」のテイクアウト及び通信販売への転換事業

東京都 橋本商店 － 非対面型のショッピングカートによる販売

東京都 コラボレーションユニットことのは － ホラー映画でＰＲした殺陣の流れをオンライン講座として販売

東京都 フロム・ナウ・オン － ネットショップのリニューアルと販促活動の強化による販路開拓

東京都
株式会社コダマモチベーションコンサル
ティング

4010001114216 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 増田浩美税理士事務所 － オンライン面談による相続税相談サービス

東京都 株式会社アイ・カーサ 5011501017618 ヴァーチャルシュミレーションによるリモート営業

東京都 株式会社セラート 5011001114510 新型コロナウイルス感染予防対応の非対面型セルフスタジオ化計画

東京都 ボイスタート － オンラインボイトレに向けた取組とオンライン型新コンテンツ開発

東京都 有限会社Ｋ’ｓプロジェクト 1010502021509 ｗｅｂサイトリニューアルと雑誌広告掲載によるＥＣ販売の強化

東京都 有限会社セカンドアベニュー － 【ドライブスルー　テイクアウト３０１　コロナ対策万全で安心なお店】

東京都 有限会社フロレゾン花瞬 7011002033906
葛飾の観光資源を有効活用した「かつしか下町婚」を通じ、地域経済を活性
化

東京都 Ｌｉｖｉｎｇ　Ｒｏｏｍ － 「地域密着型デリバリーサービス」

東京都 池田地球株式会社 5010001159557 非対面を前提とした「新しい営業スタイル」の確立

東京都 株式会社メリーゴーラウンド 4010401117297 「アフターコロナ」を見据えた非対面販売の強化

東京都 Ｒｅａｌｉｚｅ合同会社 1011003005950 オンラインで収益アップ

東京都 クオラ整骨はり灸院 － 特発性側弯症の相談・運動指導・定期チェックのオンライン相談室

東京都 千鳥家 － 外装塗替えリフォーム反響営業化・販路開拓

東京都 北村美友貴 － 料理教室及び企業広告案件のオンライン化による新規顧客開拓

東京都 株式会社いとよし 2011001109257 結婚相談所のオンライン婚活サポートの対応と集客促進

東京都 株式会社広告機動隊 2020001094797 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 アシストワークス合同会社 8013303004064 販路拡大のためのＷｅｂサイトリニューアル

東京都 ソライロ結婚相談所 － オンラインお見合い・カウンセリングの見える化

東京都 合同会社ＳＰＥＣＩＡＬＯＮＥ 9010803001409 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ジザケジャパン株式会社 6010001075530 テレワークシステム導入で生産性の劇的向上とワンチーム化を両立
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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

東京都 白山はりきゅう整骨院 － 訪問鍼灸マッサージで事業の強化とオンラインツールの活用

東京都 スリーフィールド －
オンライン授業体制およびオンライン教材販売の確立ならびに直販販路開拓
事業

東京都 合同会社ＰＬＥＡＳＥ 9011303002640 ＥＣ販売強化とその宣伝

東京都 株式会社らあめん元 5011401015382 真空包装機導入でのテイクアウト促進による非対面型ビジネス転換

東京都 株式会社ＣＡＭＩ＆Ｃｏ． 2011501017950 非対面型ビジネスモデルへの転換のためのマーケティング活動強化

東京都 株式会社リジエールドーレ 9240001021896 妻と夫のオンライン浮気相談室

東京都 指圧鍼灸森の治療院 － 安心できる治療院への展開と積極的集客のための事業計画

東京都 株式会社キャリアステーションティアラ 8011001050752 ＨＰリニューアルでオンラインセミナー実施とオンライン販路開拓

東京都 株式会社オリ 8010701033133 新規開拓と安心してご利用して頂けるサロンを目指す

東京都
株式会社いろはにぽぺと・異世界系譜の
ｖＧａｒｄｅｎ

9011001128936 自社ＨＰの制作で「オンラインイベント化」「グッズ販売」推進

東京都 株式会社エフエーワークショップ 1011001051591 オンライン接客サービスの開始と訴求

東京都 株式会社ピノ・コーポレーション 9010401025198 ビデオ通信を活用したオンライン商談で新しい販路の拡大

東京都
株式会社ケープラスイーザーアンドインフ
ニティ

5010901042416 非対面型イベント参加対応サイトの制作

東京都 株式会社グラフィカ 8010401106949 オリジナルアイテムの制作とセレクトＷＥＢショップの構築

東京都 株式会社マックス 7010601016206 双方向Ｗｅｂオンライン個人指導の実現

東京都 和酒バル廻 － 究極の血抜きの鰤を使った新商品の開発とネットでの新規顧客獲得

東京都 株式会社クリッチ 5011001065547 ＱＵＣＯＮ店舗ＥＣサイトの構築及び販売

東京都 株式会社５５ｇａｌｌｏｎ 7010901031383 オンラインレッスン・ライブ配信事業の立ち上げ

東京都 株式会社シンクタウン 2011301014140 顧客とモデルハウスと販売現地をつなぐオンライン販路開拓モデル

東京都 コスモボックス株式会社 3011301014148 オンラインを用いた映画上映会および講演会・ワークショップ

東京都 有限会社アーカイブ 2011802020728 日本を元気にする！地域ビジネスのための広告サポートサービス

東京都 國府田商店株式会社 9010501037358 ケータラーと地域食材をマッチング、惣菜を食卓へ届ける通信販売

東京都 株式会社シェアコーポレーション 8011501012129 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

東京都 株式会社ソリトンウェーブ 8010001021350 自社製品電子楽譜のＥＣ販売による販路拡大

東京都 五十嵐絢也写真研究所 －
非対面での個人向けへのプリント販売の促進のためのオンライン販売ストア
の開業

東京都 株式会社飲食店繁盛会 6011001047395 ＷｅｂマーケティングとＤＭ送付による販路開拓

東京都 Ｌｅ　Ｓｈａｎｇｈａｉ合同会社 － 中国と日本の街をつなぐ、オンライン観光プラットフォーム事業

東京都 株式会社メイキット 9010001128319 養殖施設のリモート運用システムの開発

東京都 株式会社アズール 4011801031798 新たな生活様式の中で安心して食を楽しむための新モデルの提案

東京都 株式会社ＷＯＲＫＩＮＧ　ＦＯＲＥＶＥＲ 7010001205458 ＥＣサイトの立ち上げ

東京都 ｂａｒｒｅｌｓ － Ｗｅｂを活用したプロモーション活動による販路開拓（地方限定）

東京都 有限会社イノベーティブマーケットリンク 8010402050009
オリジナルブランドのＮ．１８（エヌワンエイト）の超撥水加工技術を用いた汚
れに強く

東京都 リフライズ － 「しげ会」ＨＰの開設・発展

東京都 株式会社アイアンクリエイティヴ 8011801025425 非接触型へ転換するアイドル、音楽、エンタメ活動への準備事業

東京都 株式会社Ｃｏｒｎｅｒ　Ｗｏｒｋ 6010901039700 Ｄ’ＡＣＴＩＯＮオンライントレーニング事業

東京都 株式会社フェリエスト 3011001112268 サブスクリプション型インスタグラム分析ツール事業
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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

東京都 株式会社リレーションズ 2010001149643 案内看板刷新によるＱＲコード掲載と新たな契約プロセスの整備

東京都 銀座田でん － 銀座のクラブでつくるオンラインカレー販売

東京都
ＦＡＴＥＭＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会
社

7010001146990 お弁当販売／革製品の新規輸入販売

東京都 ｐｈｏｔｏ　ｋｏｕｙａｍａ － ＳＮＳやＹｏｕＴｕｂｅなどを強化し、新規顧客を獲得する

東京都 原口香絵税理士事務所 － テレワーク環境の整備

東京都 ワークスプレス株式会社 9010901016795 インターネットによる新規顧客向け地図受注サイトの作成事業

東京都 株式会社ｔａｂｌｅ　ｂｅａｔｓ 2010401137990 オンライン（自社ＥＣサイト）で加工品の販売

東京都 盛山　春美 － 「オンラインでも魅力ＵＰの提案ができる」プロジェクト

東京都 株式会社ＡＩＹＯクリエーション 9011401017755 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社音羽クリエイティブ 5010401130621 海外や遠隔地でも受講可能な非対面レッスンと音楽配信事業

東京都 松本商事有限会社 7011202005622 松本湯（公衆浴場）

東京都 株式会社エクスリミット 7030001058672 外出自粛時にも強い非対面型営業構造の構築

東京都 株式会社Ａｒｔ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 6011001124260 オンラインサービス、オンラインスクール設立とＰＲ強化

東京都 ＢｅＦ株式会社 3010001165342 非対面型の店舗集客用オンライン講座からの店舗向けアプリの販売

東京都 株式会社ジュピター 10501044641 ネット（ＥＣサイト）による販路・販売拡大

東京都 ストームハーバー証券株式会社 4010401086682 非対面型の営業活動モデルへの転換事業

東京都 阿佐ヶ谷セレスタ － オンラインレッスン導入と新しい生活様式に対応したスタジオ運営

東京都 株式会社Ｂｕｙｉｎｇ 9011001060239 固定費削減サービスの完全オンライン化とＷｅｂ広告による認知度向上

東京都 あすか税理士事務所 － ＨＰの作成による非対面式ビジネスへの転換

東京都 レゾンデートル株式会社 5010001156513 オンライン型研修の開発と新規顧客開拓のＨＰ制作とＰＲ

東京都 株式会社Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｌｉｆｅ 4010401121869 オンライン集客のビジネスモデルの構築

東京都 ＦＬＡＭＥＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2010001119555 ホームページリニューアル及びＥＣサイト販路拡大

東京都 Ｂｏｈｅｍｉａ － ヘアメイクに特化したＨＰ作成の無料提供を行うＷＥＢサイト計画

東京都 株式会社ｉｎｆｉｎｉｔｅｖａｌｕｅ 1010401105619 不動産の売り手と買い手を繋ぐマッチングサイト制作

東京都 ＥＬＥＶ　ｒａｃｉｎｇｄｒｅａｍ － レーシングシミュレーター導入によるリモートドライブレッスン

東京都 合同会社はじめ 8011103006339 自社焙煎コーヒー豆の通信販売拡大とブランディング

東京都
株式会社グローバルデジタルテクノロ
ジーズ

4011001103381 中小企業向けＷｅｂの活用と集客サポート

東京都 冨澤物産株式会社 2010701019609 エンジン性能改善パーツ「アドパワー」新製品開発と供給安定化

東京都 ドゥーズヴァンキャトル － 紙媒体とＷｅｂのメディアミックスによる１ｔｏ１販売戦略

東京都 ＭＩＮＡＭＩ　ＳＴＹＬＥ － オリジナルシャンパンの非対面、注文受付、全国発送

東京都 野田綜合会計事務所 － ＷＥＢによる新規開拓・クラウド会計導入による非対面サービスの充実

東京都 ビンテージアジア経営者クラブ株式会社 5010001170456 新たな顧問先を開拓するために必要な営業ツールの刷新

東京都 株式会社ユニアド 3011601020382 非対面でおこなう少額予算広告主向けコンサルティングサービスを新設する

東京都 Ｆｏｒｅｃａｓｔ － 結婚等相談及びお見合いの非対面化に係るオウンドメディア等整備

東京都 ブーランジェリールフレ － 美味しい冷凍パンの開発とネット販売による販路拡大

東京都 川原秀夫事務所 － 新規顧客獲得にむけたマーケティングオートメション（ＭＡ）活用！
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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

東京都 オフィス・ブリレ － 非対面型ビジネスを促進するための映像制作・映像配信事業

東京都 Ｅｎｒｉｃｈ　Ｙｏｕｒ　Ｌｉｖｉｎｇ株式会社 5010001196872 商品・販路の多角化を進めたリスクヘッジ経営

東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｋｏｋｏ － 美肌を保ち若返りを目指す次世代ハーブピーリングの販路拡大事業

東京都 株式会社トレードグラム 3010001202599 自社ブランド開発と国内ＥＣでの販路拡大

東京都 Ａ－Ｔｒａｄｅ合同会社 4430003008258 コラボエコバッグをＰＲ！システム導入でテレワークも万全に～

東京都 Ｉ．Ｔ．Ｏ．＆ＣＯ． － 販売チャネルの多角化。ＯＥＭ業と小売業の両立

東京都 株式会社グランブルー 5010001191015 クラフトビール樽卸売からビン直販への切替えによるＤ２Ｃの実現

東京都 ワインバー葉隠 － 高級ワイン詰め替え宅配および高級食材テイクアウト事業

東京都 株式会社眞友 7011801031548 来訪不要！リフォーム相談オンラインサービス

東京都 株式会社キャリアル 4010701030035 『非対面型サロン総合サポート事業』の新設

東京都 株式会社ＭＤＰ 1013301028220 非対面ビジネスモデル構築と広告による集客力強化事業

東京都 株式会社ルポシア 6011101084405 整体のオンライン講座を活用した非対面型による整体メニュー提供

東京都 株式会社ＭＩＫＡＴＡ 2010401081090 新商品（衛生用品）販売とインターネットによる新規顧客獲得

東京都 株式会社ＭＯＤ 5010001123538 自社オンライン研修の開発と実施

東京都 ＫＩ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ株式会社 2010001145048 オンラインサブスクリプションサービスの提供

東京都 株式会社関わり 5010401150009 ｋａｋａｗｒｉオンライン

東京都 ｌｕｘｕｒｙ　ｍｅｎ’ｓ　ｓａｌｏｎ　ａｘｉｓ － オンライン講座および理容アイテム販売による理容業界の発展

東京都 しばたゆうこ事務所 － 高齢者施設デザインリサーチ業務拡大に伴う顧客新規開拓事業

東京都 ＱｕｅｅｎＳ － 美容およびエステ業の非対面型ビジネスモデルへの転換の試験

東京都 ＣａｆｅＢＡＳＡＲＡ － ペット用飼主用洋服の販路拡大施策とネットショップ新規顧客獲得

東京都 中田写真事務所 － Ｗｅｂサイトリニューアルによる非対面型システムの導入計画

東京都 Ｋ－ＳＴＵＤＩＯ　東京工房 － 公式サイト制作。新規顧客獲得とオンライン対応事業

東京都 株式会社アトラグ 1010401147669 フリーランスと企業の非対面型オンラインマッチングサービス開始

東京都 ダリビンズ有限会社 2011802030289 オンラインショップによるＥＣビジネスモデルの構築

東京都 メウィックス株式会社 1010401096305 ＥＣ事業へのシフトにより非対面型ビジネスモデルへの転換を図る

東京都 ライブ配信サポ － 動画ＰＲ作成による新規獲得と電話サービスによるフォロー

東京都 パリジャン － パン屋売り場の改装及びＨＰの立ち上げによる新規販路開拓

東京都 プラネットワーク株式会社 3011001124718 ａｐｓオンライン

東京都 株式会社ｇｒｏｗｔｈ 1011101086422 メンズメイク検定－無料ｗｅｂ受験３級トライアル版の実施

東京都 ヘアーサロンイシイ － 半個室化による感染拡大防止対策

東京都 スタジオ３５分 － オンラインギャラリーの製作とバー空間のオフィス併用化

東京都 マナティーチ行政書士事務所 － ビザ申請手続きを自身で行えるよう支援するｗｅｂサービスの開発

東京都 株式会社タクティカート 7011001126082 クラシックコンサートのオンライン化事業（ライブ配信事業）

東京都 株式会社ＡＬＩＶＡＬ 9180001129309 対面と遜色ないＭ＆Ａサポートを非対面で実現させるシステム開発

東京都 合同会社拳心会 9011603000955 オンライン稽古の実施による非対面型への転換

東京都 株式会社ＳＵＮＦＯＯＤＳ 6010801030172 新店舗出店におけるサプライチェーンの最適化
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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

東京都 日の出湯 － 地域密着型の温泉銭湯

東京都 かんちあき － 動画制作及びコンサルティング・オンライン講座の構築

東京都 株式会社ホンダ工房 6013301024223 自社ブランド”Ｚｉｏｎ　Ｓｃｉｓｓｏｒｓ”の市場拡大

東京都 北の国バル神保町店 － 北海道直送食材によるデリバリー専用商品開発事業

東京都 株式会社グレンコーポレーション 6010701029281 ＥＣサイトの立ち上げでネットを通じて新規顧客の獲得

東京都 株式会社ブースト 7010901039666 ＹＯＧＡ－ＥＶＥＮＴ．ＪＰを活用したオンラインヨガ事業

東京都 井田デザイン事務所 － リアルとオンラインを融合したオーダーメイド服事業

東京都 ビサイド株式会社 － オンラインによる非対面型キャリアコンサルタントセミナー導入

東京都 株式会社クラピス 1180001121883 オンラインでの転職面談、企業との面接サービス事業

東京都 株式会社ウェルカムガイドジャパン 9011001121998 国内需要喚起と非対面チェックインでの効率化及び感染防止の徹底

東京都 ｏｆｆｉｃｅ－ｈｔ － ブランドコンサルティングの営業・実務非対面化プロジェクト

東京都 株式会社ＰＡＲＡＭＥＴＡ 3010401123478 非対面型事業の拡大を目指したフード開発ラボの設立

東京都 ナチュラルビューティーラボ株式会社 6011001068706 非対面型セルフエステ機器の導入

東京都 株式会社サンアート・クリエイト 2011801034274 新型什器及び災害用ダンボールブースの新規開発による販路開拓

東京都 株式会社おもうつぼ 2011001109414 ＳＮＳとＬＰを使ったベンチャー企業向けのオフィス仲介の広告宣伝

東京都 クリエイティブマネジメント株式会社 4013201007858 オフラインからオンラインへの切り替えによる新規顧客獲得

東京都 ヨコカワパートナーズ合同会社 6010403018657 ネット販売、ＶＲの導入及びテレワーク環境の整備で新規顧客獲得

東京都 銀座ピーコック － 元気な高齢者を応援！スマホでいつでもどこでも麻雀教室

東京都 株式会社ＬｏｕｎｇｅＲａｎｇｅ 3010701039077 オンラインシステムを活用した非対面型店舗運営への転換

東京都 株式会社アストミルコープ － 非対面による外国人財オンラインリクルーティングシステムの提供

東京都 株式会社果実園 4010701017858 ＥＣサイトによるネット販売環境の構築

東京都 ライフシンフォニア － 非対面型メニューの開発とＨＰ作成やオンラインサロンの作成

東京都 株式会社トマトジュース 4010001191305 オンライン配信による非対面型ＰＲ活動を推進する事業

東京都 有限会社五十嵐デザイン 4011702000869 非対面型業務環境の整備事業

東京都 料理のある風景 － 日本和食卓文化総合学習動画講座の開発・販路開拓

東京都 株式会社女前塾 6011401020150 「オンラインセミナー」＆「カードコーチング」販路拡大事業

東京都 株式会社誌音巻 9010701037604 オンラインサロンでの動画・映像制作支援サービスの立ち上げ

東京都 秦　弘典 － 動画生配信の新規事業並びにプロ機器を用いたテレワーク環境整備

東京都 有限会社百河 6011702015254 ＨＰ作成によるＷＥＢセミナーと新規顧客獲得への販路拡大

東京都 サロン・ド・リアン － 非密接型美容器機導入とＳＮＳによるブランディング強化

東京都 アウル東京法律事務所 － 債務整理分野に特化したオンライン法律相談の提供

東京都 Ｌａｆ － ＷＥＢを活用した授業のオンライン化モデルの構築による販路開拓事業

東京都 フジスマイルテクノ － 非対面ビジネスモデル構築と広告による集客力強化事業

東京都 有限会社永商 4013202013797 通販サイトの立ち上げ

東京都
国際コミュニケーション・トレーニング株式
会社

5011001061372 脳トレ研修のＥラーニング、ＥＣサイト、携帯端末サイトの構築

東京都 マーケティングエッジ株式会社 6020001092657 【リアルより成約率が高いコンサルティング事業のオンライン化】
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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

東京都 ちゃんとプラス株式会社 5010701028912 近江牛をじっくり煮込んだ「ギンザ発の旨うま近江牛カレー」のネット販売

東京都 有限会社テクノトゥールズ京葉 5010402017818 室内空気環境の改善と免疫力向上に役立つ商品に特化した通販

東京都 Ｄｉｏｓ － オリジナルスタンディング泳がせ専用リール開発計画

東京都 プラネタルーム合同会社 6011603002418 音楽レッスン系ポータルサイト

東京都 株式会社ＨＡＬＵ　ＪＡＰＡＮ 9011701022447 新しいインターネットでの販売方法による新たな収益源の構築

東京都 株式会社エフ・トラスト 2010601052750 新買取販売システム【出張買取・郵送買取・ＷＥＢ査定】による買取、販売

東京都 有限会社ＹＡＭＡＭＩ　ＣＯＭＰＡＮＹ 3010802019036 『オンラインを活用した非対面型万華鏡ビジネスの展開事業』

東京都 アルイマＹｏｇａ －
既存サイトのオンラインレッスン対応のためのサイト改修（「非対面型ビジネス
モデルへ

東京都 株式会社デジャブ 7010401134934 【ダンスイベントのポストコロナ計画】

東京都 合同会社Ａｌｌｉｅｓ． 4010403011390 会員制コミュニティー「ドリームメンバー」構築

東京都 特定非営利活動法人モクチン企画 1011205001814 スクール・イベント事業を中心に、オンライン化推進事業

東京都 株式会社ライフ・フォース － 美容室に特化したオンライン経営支援プロジェクト

東京都 笠島　義博 － 経営戦略コンサルティング事業におけるオンライン商談強化

東京都 株式会社フリーダムリンク 5011001044699 管理委託物件の戸数増加を推進する事業

東京都 武田　朋子 － 非対面でより広い篠笛の普及を目指すオンライン化への取組

東京都 ｅａｓｙ　ｍｉｎｄ － 専門的な在宅エクササイズ＆栄養相談サービスの取り組み

東京都 山本　絵梨 － 安定供給を図るための仕入元開拓と自社ネットショップの新構築

東京都 国旭商事株式会社 8010701031822 新規事業でデリバリーをはじめるための広告や店内での告知

東京都 株式会社テントテン 8010401100019 ｗｅｂからの集客によって新規顧客を獲得

東京都 株式会社ＳＡＲＵＣＯ 3011001100470 事業持続及び再建に伴う、非対面ビジネスへの転換改革

東京都 Ｌｉｎｋ株式会社 8011101090392 人材紹介業におけるオンラインセミナーを活用した販路拡大事業

東京都 有限会社インディーロム 9011002024647 ユーザータイプ別提案によるｅラーニング新規顧客開拓

東京都 タベルナアイ － 安心・安全な食事提供の為の、客席間の仕切り設置による店舗改装

東京都 株式会社久遠 1010401136473 オンラインおよびオンデマンド会議システムの構築による販路開拓

東京都 ワイ・ケイホーム合同会社 3011403000921 有料ライブ配信事業

東京都 ＢＯＬｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － 廉価で直観的に使える機能の顧客管理・自動販促システムの拡販

東京都 有限会社丸茂商店 10502010320 楽天市場内での新規店舗開設等によるネットでの販売拡大

東京都 株式会社英光社 2011201013449 検定システムの新機能追加によるテレワーク環境の整備と販路拡大

東京都 株式会社トニーセイムジャパン 7013301030996 営業用ウェブサイト立ち上げによる非対面型営業の確立と業務の効率化

東京都 有限会社日本書鏡院 9010702006277 ＷＥＢ授業開設を通して国内外の幅広い年代層の生徒獲得事業

東京都 ＭＯＦ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ － コロナウイルス感染防止対策設備を整えたシェアリング美容室事業

東京都 ＡＣＥ　Ｍｅｄｉａ株式会社 1010701038873 ＬＥＤビジョン販売及びイベントレンタルのＨＰ制作及び非対面化の仕組確立

東京都 株式会社イルマックス 2010601040482 サッカーユニフォーム専用Ｗｅｂサイトを完全非対面方法で実現

東京都 株式会社ＧｕｎｓａｎｄＵｎｉｃｏｒｎ 2011001131293 デジタルマーケティングとＥＣサイトを活用した売上回復と拡大

東京都 株式会社ニュープラン 9010801015055 非対面型ビジネスモデルへの転換と弊社事業の広報・ＰＲ

東京都 ＵｎＣａｆｅＳｕｃｒｅ株式会社 2010601040862 非対面型販売へ向けて、ＥＣサイトの機能追加と製造ラインの改善
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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

東京都 株式会社ＥＸＴＲＥＭＥＶＩＳＯＮ 1011101077644 ブランディングサポートのオンライン化による新規事業展開

東京都 旨麺こむぎや － 新型コロナウイルス感染症の感染予防対策の実施

東京都 酒井ゆき － オンラインスクールシステムを用いた非対面プログラム開発

東京都 株式会社古屋 9010501029636 オンライン商談の強化と店舗リニューアル

東京都 小林　悦子 － オンライン活用型看取り介護サポートの提供

東京都 ＴＥＲＲＹ’ｓＷＡＹ株式会社 4120001106012 ＷＥＢ会議による非対面投資提案事業

東京都 有限会社コワフュールいちのへ 2010502004033 国内原料にこだわった発酵ドリンクの窓口販売と通販事業への挑戦

東京都 Ｄｅｓｉｇｎ　ｃｈｏｃｏ － ＳＮＳ利用でリモートワークをする起業家のためのオンライン事業

東京都 株式会社Ｔｈｅ　Ｇｒａｃｅｓ　Ｂ 1013301035869 バレエトレーニングの販路開拓とオンラインスクール構築

東京都 株式会社貴アートクラフト 1010901044969 ＷＥＢ上での集客強化

東京都 稗田音楽事務所 － リモートレコーディング及び音源制作のオンライン化事業

東京都 前田　惇 － インドネシア人へ向けた日本の暮らしを発信するメディア

東京都 鍼灸サロンＲｉｃｃａ － オンライン健康相談・お灸教室

東京都 ＹＣＳ － エンドユーザーとの非対面直接取引の実現

東京都 ＫＰｓｔｕｄｉｏ － ＩｎｓｔａｇｒａｍとＬＩＮＥ公式アカウントから新規顧客およびリピート対策事業

東京都 ＯＰＲｅ株式会社 8011701011442 一棟貸し宿泊施設と高級ワインの非対面型営業体制への対応

東京都 株式会社伏高商店 8010001056479 非対面型営業強化ツールとしての販促番組制作

東京都 株式会社ＭＫ　Ｌａｂ 5010001170241 自社製造ライン作成による安定化と製品数の強化

東京都 株式会社バースデー 6010701031155 士業向けオンライン講座「デジタル士業塾」の新規立ち上げ

東京都 株式会社ｅｎ － ＨＰリニューアルとオンライン講座による新規顧客獲得

東京都
特定非営利活動法人日本情報システム・
コンサルタント協会

3010005022052 アフターコロナに向けた、非対面型の研修の実現性検証事業

東京都 ＳＨＩＧＥ － 大田区で１番早く営業する美容室・非対面機器導入で新規販路開拓

東京都 株式会社とぶひ 7011301023673 オンラインとオフラインを融合した新しい小売事業

東京都 株式会社リアライズ総合研究所 1011601021449 オンライン経営支援サービス

東京都 合同会社Ｓｔｙｌｅ　Ｖａｒｉｅ 7010603004588 サンプルを使ってもらい、顧客を増やし、顧客年齢の若返りを促進

東京都 株式会社ＳｈｅｌｌＢｅａｒ 7010001180445 インターネットを通じた美容商品ＥＣ販路の開拓及び新規顧客獲得

東京都 株式会社ふたこ麦麦公社 3010901035603 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ＦＲＩ古山総合研究所株式会社 1010001176218
セミナーセールス講座のオンライン化　・対面で多数の方に販売するセミナー
手法を経営

東京都 鐘百繊維工業株式会社 9010601010339 自社開発の世界唯一素材使用、東京製Ｔシャツ非対面型拡販

東京都 フィール株式会社 3010401121011 看板・ＨＰ設置によるホテル・会議室の集客強化事業

東京都 株式会社シエロデザイン 2010001140528 オンラインサービス強化のためのホームページ刷新事業

東京都 株式会社ＢＩＴ 2010901039381 ＩＮＡＩＬオンライン教育システムの構築及び提供

東京都 ａｚｒｏｏｍ － ａｚｒｏｏｍオンライン集客拡充事業

東京都 株式会社マリスインターナショナル 6011501018623 コスメ製品・雑貨販売の非対面型ビジネスモデルの開始

東京都 フォーチュン株式会社 6011001120391 広告アフィリエイト事業＆バックパックＥＣサイト販売事業

東京都 有限会社クレアールカンパニー 6013202013416 非対面で全国販売できるグローバル人材育成オンライン講座の構築
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東京都 株式会社シーディシー 4010401062246 ホームページ充実により顧客の取り込みを図り、売上拡大を実現する。

東京都 ＬＵＸ　ＳＰＡ － 物販強化のためのオリジナル商品開発と新メニューの導入

東京都 株式会社グロースエンジン 1040001084707 劇場楽屋差し入れサービスの事業変換と販売促進

東京都 株式会社ステートオブマインド 7010401135668 １、デジタルマーケ強化、　２、ＥＣ販路の拡大

東京都 株式会社ｅｉｔｏ．ｃｔ 3011001113679 動画広告による販売代行サービス

東京都 株式会社エイジング・サポート 5010401119202 非対面で介護経営者、介護利用者へ販売できるオンライン講座の提供

東京都 ｍｅｙｃｏ株式会社 6010001196070 中国越境ＥＣを中心とした非対面型集客によるＥＣ化戦略

東京都 吉岡写真事務所 － 撮影全工程での非対面強化と現場でのウィルス対策。

東京都 株式会社ＥＹＥＣＯＮ 6010901036862 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 有限会社なかざと 2011702008451 店舗営業と連携し、オンラインでの高級惣菜の通販を開始する

東京都 株式会社ＳＯＮＯＤＡパートナーズ 3010001208778 オンラインによる非対面セミナーへの転換と顧客獲得

東京都 アタリマ株式会社 7011201020449 履きやすい日本製高級革靴の非対面対応へ向けた取組

東京都 有限会社司マネキン紹介所 2011102014380 非対面型、テレワーク環境の充実

東京都 有限会社ニーズ 2010802020044 製品説明の充実したワンランクアップのネットワークリテイル構築

東京都 ＳｔａｒＴｒｙＳｐｏｒｔｓ － オンラインレッスンＨＯＯＭ　ＦＩＴ！の独自開発・運営

東京都 東京ボールルームダンスクラブ － 社交ダンス事業における新講座のネットを通じた新規顧客獲得

東京都 佐々木走健プランニング有限会社 5011102029772 「オンライン診療とｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ、ＥＣの導入」

東京都 株式会社シースプリング 3010001160616 グローバルプレスリリース・サービスの展開による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ディー・ファクト 4010001205403 有名配信者によるプロモーション活動

東京都 ＢＮＩ東京南株式会社 4010701028681 健康測定機器メタトロンの導入による健康経営ビジネスへの展開

東京都 有限会社ＹＯＫＯＴＡコーポレーション 7011202010317 非対面型に特化した新しい形の店舗でのネット配信サービスの展開

東京都 てさんば整体院 － コロナ対策

東京都
合同会社ＧａＢａｙｉ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｙ　Ｆｏｏｄｓ　Ｉ
ｎｔ

6010003028024 グルテンフリーラーメンの開発とＳＮＳと連動した通販サイトの構築

東京都 株式会社エスエフプランニング 4012701009182 新規宅配事業の導入や拡大に伴う店舗環境の整備および法人集客策

東京都 藤本大輔 － レッスン、楽曲制作の非対面化。

東京都 株式会社ボンズトラスト 7010501030793 販路拡大と新規顧客の獲得のためのホームページ制作

東京都 合同会社りぶふる 5011703001857 自社独自のおうち診断アプリを活用した住宅リフォーム販路開拓

東京都 渡部恭子 － 動画活用によるヘルスコーチ／フードコーディネーター事業の販促

東京都 ＰＯＭＰＳ － デシタル・トランスフォーメーション

東京都 吉田一之 － 写真集や写真素材を扱うＥＣサイト制作による事業安定化と集客ＵＰ

東京都 もみ楽園 － ＶＲリラクゼーション顧客満足向上化事業

東京都 株式会社Ａｎｔｉｐｈａｓｅ 1010801030581 オンライン交流機能の開発

東京都 有限会社ラキス 7011002022999 密状態を回避する為の撮影方による販路開拓

東京都 ＨＣＤ － デジタル商品を開発し、ネットを通じた新規顧客獲得

東京都 Ｓ＠Ｏ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社やなぎ衣裳店 8011801012679 ネットレンタルとカタログによる予約と販売の新規客開拓
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東京都 ＨＡＹＡＳＨＩＹＡ合同会社 6011003010541 不動産取引をオンライン上で完結できるビジネススキームの構築

東京都 有限会社エスティエイアール 2011502015227 納骨堂と葬儀場デザインの販路開拓とデジタルマーケティング

東京都 独立コンサルＡＪ行政書士事務所 － 外国人の在留資格手続きに伴う書類作成をオンライン化

東京都 ターデス株式会社 4013301039776 配信収録スタジオ化事業

東京都 星わにこ － オンライン着付教室及び密を避け、付加価値をつけたスタジオ運営

東京都 株式会社プラウドコーポレーション 8011201012024 新型コロナ感染症対策及び新規テイクアウト販路開拓

東京都 有限会社システムオフィスエヌ － お顔も気持ちもリフレッシュ！家族でオンラインエステティック

東京都 株式会社トランドゥ 9011701016093 「経営安定化に向けた食の安全強化と、中食事業への進出」

東京都 東中野ブリッジセンター － より幅広い顧客層にアピールするコロナ感染不安を払拭する店作り

東京都 株式会社大和 6010001159960 コロナ鬱及び人間関係の悩みを解決するオンラインセミナー事業

東京都 ＣＲＥＰＲＯ株式会社 8010601053413 【テレワーク環境（オンラインセミナー）を活用した営業手法の確立】

東京都 日本棋院こども囲碁サロン支部 － 全国の囲碁を習いたい子供とプロ棋士を繋ぎオンラインで直接指導

東京都 株式会社Ｋｅｅｐ　ｕｐ 8020001078885 抗菌施工機と外部営業による新シェアオフィス価値向上・周知計画

東京都 株式会社Ｌｉｆｅｂｌｏｏｄ 6010001166957 物販拡充ストアー開設と動画コンテンツ創設でコロナ禍を乗越える

東京都 あん．しゃらら － 「興味をひき、入りやすく、買いやすい店づくり」による販路開拓

東京都 株式会社ウスイダンススクール 2011101089523 ＨＰとネットショップの開設、感染拡大防止の為の準備等。

東京都 Ｌａｖｉｅ合同会社 － 自然派国産トリートメントのオンライン販売で、環境と髪質改善

東京都 水研クリエイト株式会社 9011501002302 ニーズに対応したオリジナル缶ビール製造事業の立ち上げ

東京都 株式会社カンベビジュアル 1010001040299 完全非対面で商談可能な展示会アプリの制作および運営

東京都 株式会社ベンチャーネット 4010402030739 営業支援ツール間連携アプリケーション開発による販売促進事業

東京都 Ｆ．Ｍ．Ｃ株式会社 6010401129761 新サービスと販路拡大への取り組み

東京都 メディアコミュニケーションズ有限会社 7011402008879 非対面ビジネス、テレワーク移行に対してのＩＴサポート

東京都 株式会社ミーネット 8010701021443 物流事業者と連携した、クラウドファンディングによる販路開拓

東京都 アロマホリスティックビーナスサロン － オンラインレッスンと通販による非対面販売へのビジネスシフト

東京都 株式会社ＣＯクリエイト 3010001205734 「ハッピーワークプログラム」福利厚生サービス運営販促事業

東京都 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｓｉｍｂａ － フランス料理のデリバリー事業による販路開拓

東京都 サンルクス株式会社 － 経営者のための、訴求効果の高い営業応援書籍、小冊子制作の訴求

東京都 株式会社ライフデコ － 自社の直接販売拡充を目指したウェブサイトの構築

東京都 株式会社コラソン 8011601020411 「自宅学習用教材の開発」（プログラミング教育のＥ－ｌｅａｒｎｉｎｇプラットフォー

東京都 Ｇｒａｎｄ　Ｒａｐｐｏｒｔ － ビジネスアニメーション動画の非対面型研修による販路拡大

東京都 ヒマリ不動産株式会社 1011801033871 非対面ビジネス手法を取り入れた美容サロンＷＥＢ制作と販路開拓

東京都 株式会社アイゼ 6010401142104
非来店客への需要開拓と法人への営業ツールを兼ねそろえたＥＣサイトの構
築

東京都 パルフェフレーズ・ジャポン － ホームページ開設によるオンライン展示会とセミナー開催

東京都 Ｒｅｂｏｏｔ　Ｌｉｆｅ － オンラインサービス提供事業

東京都 ａｇｌｉ － テレワーク化による感染症拡大防止プロジェクト

東京都 株式会社ＦＡＬＣＯＮ 7010601056202 Ｔシャツプリント事業の販路開拓について
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東京都 株式会社エア 9010401056185 「実践終活マニュアル」制作配布とオンライン環境構築

東京都 株式会社イベントス 1010001186126 オンラインセミナー事業の拡充について

東京都 Ｌｕｃｉｒｅ　ｅｙｅｌａｓｈ － 知名度アップと非対面展開による「おうちで継続美容」

東京都 株式会社ヴァリエンテバルコ 4011101045912 各事業の非対面型サービスへの転換事業

東京都 株式会社こふろ 7012401035071 バーの店舗改善等による集客回復と、オリジナル酒器のＷｅｂ販売

東京都
フォーコンパスラーニングファーム株式会
社

6010001096493 オンライン型研修のプログラム開発と運用機材の購入、販路拡大

東京都 株式会社リエート 1010401130179 オンラインサロンの事業化促進とオフライン事業の販促強化

東京都 株式会社ジプルミエ 5010001180463 デリバリーとネットを通じたｗｉｔｈコロナ時代の販路開拓

東京都 創作スパイス　かれはだれ － 新商品開発とＷｅｂ製作による販路拡大

東京都 シャイン絵里咲 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社オクタテック 5010001196666 魚眼堂ＴｅｃｈＢｌｏｇと連動ＥＣサイトで新規顧客の獲得強化

東京都 株式会社ｂｏｋｅｎ 4010401142626 「日本全国ゲストハウス経営留学」ローンチとテレワーク環境整備

東京都 モビ株式会社 8012801017908 海外販路を拡大するためのＥＣ事業の立ち上げ

東京都 アンドサンドイッチ － 安心・安全な非対面型の食事環境で出来立てのサンドイッチを提供

東京都 マナブデザイン株式会社 1010001172687 デザインと製造技術で医療従事者が望む製品の具現化を実現する

東京都 株式会社ｆｕｒｂｉｓｈ 5010001139740 隠れ家ソーシャルディスタンスバーによる市場浸透戦略

東京都 有限会社アルコス 4011202000436 「スペイン料理・オーガニックドリンク、ワインのテイクアウト販売」

東京都 株式会社ＵＮＢＬＩＮＫ 3011001117911 自社でプロモーション映像作成で認知度アップ。

東京都 ｗａｍｉｌｅｓ　ｓａｌｏｎ　ｏａｓｉｓ － オンラインサロン新規事業立ち上げ

東京都 ａｍｕｋ － お客様の要望にお応えできる非対面式接客型販売の構築

東京都 ホームワーク株式会社 4010901040478 一戸建販売の非対面型営業への転換に向けた取組

東京都 株式会社ＲＴＴ 9013201018520 イベント映像配信業務

東京都 株式会社シャンティーオペレーション 3010901044736 移動販売車を活用したデリバリー及び移動販売による新規売上獲得

東京都 合同会社まちとこ 7010903003125 オノマトペカード商品ラインナップ＆販売強化でコロナに克つ

東京都 合資会社ヤマナシ 4010503002901 ＥＣ販売及び自社ガレージセールを通じた新規顧客獲得

東京都 有限会社大塚酒店 1011602002019 「お酒の魅力を伝えるための臨場感溢れるサイト制作」

東京都 シェアエコノミーコンサル － ＺＯＯＭによるオンラインビジネス構築講座

東京都 株式会社アスコスメ 6011301024953 モノからサービスへ。アマゾン広告代行サービスの立ち上げ

東京都 株式会社ペーパークリップ 5010401146576 特設ホームページでのネット販売サイト構築事業

東京都 ｆｌｏｒｉｓ　ｈｉｒｏｋｏ － インターネットショップの開設

東京都 株式会社ＪＢＥ 4020001102723 オンライン収益化

東京都 株式会社レジペアーズ 2010001188484 住宅ローン借換専門オンラインコンサルティング事業

東京都 ＡＶＡＮＣＬＡＳＳＩＣＯ － 実店舗９年の実績を非対面個別ウエブ商談コンテンツ化・販路拡充

東京都 株式会社ｃｉｔｒｕｓ 3010401142998 ＷＥＢサイト活用によるコンサルティング事業の拡大

東京都 アステップ・コンサルティング － ホームページ制作による販路開拓と非対面型営業への取組

東京都 株式会社ユーフォース 2011001120040 寄付型クラウドファンディングＷＥＢサービス
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東京都 杉田公認会計士事務所 － 電子黒板を活用した遠隔セミナー等のインフラ構築

東京都 株式会社東京ナップ 5010001077791 「ＳＰ制作事業・いけばな事業の非対面型ビジネスモデルへの転換」

東京都 株式会社ＳｔｏｃｋＧｒａｐｈｙ 4010001185240 業務チャットの多言語翻訳機能、及び非対面営業用サンプルの開発

東京都 合同会社ビーティングアース 2010803001588 非対面型オンライン講座、グループコンサルによる販路開拓

東京都 株式会社プリンシパル 6011001103826 ビューティーサロン非対面型転換ＷＥＢサイト・ＷＥＢショップの展開

東京都 株式会社ｉＧＥＮＥ 2010401127422 非対面で全国の法人・個人に提供できるオンライン講座の構築

東京都 オフィスウィル － 作品販売と注文を円滑化する文化的なサイト構築及び作品発表

東京都 稲澤　朝博 － 在宅での写真撮影、動画撮影

東京都 Ｋ－ｃｌｏｓｅｔ － 機材購入とＥＣサイト構築によるオーダーメイド商品の販路開拓

東京都 整体院メイプルハープ － オンラインサービスの新しい整体モデルによる販路拡大

東京都 株式会社春木屋 1013301034631 オンライン接客サービスへの求職者と利用者の送客

東京都 株式会社Ｄｉｖｅｒｓ 8011401022145 ハイスペックエンジニアを必要とする顧客リード獲得事業

東京都 株式会社日本ジュエリーアカデミー 8010701016096 ジュエリーＣＡＤオンライン配信授業とライブ配信広告アプローチ

東京都 Ｈｕｂ＆Ｂｒｉｄｇｅ株式会社 2011001097485 通販・テイクアウトの強化と店内セルフシステムによる収益向上

東京都 屯（タムロ） － オンラインＢａｒでのリモート接客及び動画配信への取り組み

東京都 青樹舎硝子工房 － ＡＩチャットボット活用による非対面営業とオンライン受注の強化

東京都 株式会社ＺＡＮＧＩＲｉ 5011101090973 Ｙｏｕｔｕｂｅ発信とＨＰでの集客、Ｚｏｏｍを活用したコンテストによる販路開拓

東京都 Ｆｅｍ　ｄｅ　Ｃｏｒｅｅ株式会社 5040001060737 非対面型かりか定期便の販路開拓

東京都 Ｄｅａｒｌｙ合同会社 3020003011452 オンラインによるファスティング事業

東京都 サロン＆スクールＵＲＵＲＵ － リアルさながら非対面オンラインで学べる「経絡美容スクール」事業

東京都 ｃｏｇ － リモートでの新しい映像制作及び授業環境の構築

東京都 株式会社Ａｖｅｎｚ　ｉｎｃ． 5011001099751 ホームケア用品の非対面型ビジネスモデルでの販売開始

東京都 株式会社セキグチプラネット 7011601003623 リモート見積サービスによる対面時間の削減

東京都 エステート代官山株式会社 6011001098018 ＨＰ新設と入居希望者獲得のための募集コンテンツ強化等

東京都 ＦＵＲＳＡ　ＭＯＶＥＭＥＮＴ合同会社 1013303004673 非対面での案件獲得導線構築並びにヨルダンエンジニア育成事業

東京都 株式会社Ｓｃｉｓｓｏｒｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 5011001109345 自社ＷＥＢサイトのＥＣサイト開発による販路開拓

東京都 株式会社Ｓｕｐｅｒ　Ｄｕｐｅｒ 9010401117193 飲食店の非対面接客システム開発及び非対面販路開拓への取り組み

東京都 株式会社オリエンタルローザ 4010401146544 ホームページとＥＣサイトの新規作成による売上高の確保

東京都 株式会社ＦＩＶＥＳＥＮＳＥＳ 4010001005282 「手軽においしく非対面ＷＥＢ販売システムの構築」

東京都 株式会社ノイエ 2011001048975 遠隔地からの動画によるデザイン啓蒙と営業活動による販路拡大

東京都 株式会社Ｄｅａｒ　ｍｏｍ 8011401021254 オンラインスクールＤｅａｒ　ｍｏｍ

東京都 ＴＨＩＮＫＳ － ギフトのプロが選んだ商品をＥＣサイトで販路開拓

東京都 株式会社ポジティブ・キャリア 2010001196875 ＢｔｏＣ特化型の人財オンラインコンサルティング事業

東京都 ステージアップ株式会社 5021001062618 オンライン学習による販売員育成のためのスクール事業

東京都 ＢＲＡｉＮＥＲ － 外部ＥＣサイトへの新規出店とネット広告を活用した新規顧客獲得

東京都 合同会社サンメット 2010003030264 太陽光発電設備の遠隔管理体制構築による安定供報と生産性向上
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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

東京都 たまのうたかた － メンタルケア及び、研修・ブライダル事業の非対面化への取り組み

東京都 ステイブルグロース株式会社 1011201019050 赤羽（あかれも酒場）の販路拡大の為のチャレンジ

東京都 ナインゲート － 出張預かり、郵送や宅配買取の買取強化事業

東京都 榎本整体院 － 自家製ハーブティーのＷＥＢ販売とコロナ対策の拡充

東京都 株式会社プロローグ 2010401151538 弁護士保険のＷＥＢメディアの活用による販路開拓

東京都 株式会社ＺＥＮＴｅｃｈ 8010001193743 世界中から参加できるオンライン講座の開催による新規顧客獲得

東京都 株式会社Ｏｇｕｒａ　Ｓｔｕｄｉｏ 6011801034898 全国のゴルファーと動画システムによるサテライトゴルフスクール

東京都 Ｔｙｅ　Ｓｔｕｄｉｏ － 量販店販売員向け専門的知識研修　質的向上と事業の拡大

東京都 株式会社サンライズ 1010001017883 在宅勤務に対応した効率的な生産体制整備による業務拡張

東京都 ＭＡＲＶＥＬ － コミュニティ活動とイベント開催によるオンラインサロン教育事業

東京都 月島ビストロ － 既存店舗でのヴィンテージ時計の買取、販売の新規事業への取組み

東京都
株式会社いろはにぽぺと・イロドリ無幻の
ミラクルヒーローズ

7011001115069 テレワーク環境整備、ＨＰの新規制作、新規・既存顧客の拡充

東京都 株式会社リーディングヘルスケア 4011601023748 オンラインパーソナルトレーニング

東京都 株式会社キャリアステーションリリィ 5011001123420 ＨＰ改修でオンラインオーディションとオンライン教育研修推進

東京都 Ｉ．Ｒ．Ｕ．株式会社　なないろ保育園 8030001079362 Ａ類型　【対面対応を減らすためのインターホン改修】

東京都 二枚貝 － 「人の密」から「心の密」へ。進化型オンラインスナック。

東京都 株式会社官公庁マリッジ 9010401130923 オンラインシステム活用による、非対面の婚活サービス

東京都 株式会社クレッセ 8010901029781 お手軽価格でプロクオリティの動画をＤＩＹ撮影・配信事業

東京都 合同会社須藤事務所 4010603007040 販路拡大のための免疫力アップ！ネットショップの開設

東京都 株式会社アンチエイジング東京 9030001103195 正確な美容医療情報提供で顧客満足の向上とクリニックの売上支援

東京都 キネマ酒場なにもない場所 － テイクアウトと出前で販路拡大

東京都 株式会社ＳＫＹ 3011101073897 オリジナル男性用化粧品の新規開発とネットを活用したＥＣ販売

東京都 ヴィーノジャパン株式会社 2013301027618
オリジナルカクテルのテイクアウト、デリバリー、オンライン体験、通販の新規
事業

東京都 株式会社ＦＯＬＫ　ＦＬＯＷＥＲＳ － 花のある空間表現。ＷＥＢ強化によるブランド認知・ＢｔｏＣ・販路拡大

東京都 株式会社インタープライズ 2011801017064 新商品の開発・販路開拓及び和紙の歯ブラシの販路開拓

東京都 紫月株式会社 100011999996 非対面型オンラインショッピングを活用した販路開拓

東京都 ロータス・インターナショナル株式会社 8010401114530 高画質動画トレーニングメニュー提供による非対面型サービス確立

東京都 ８　Ｓｅｎｓｅｓ － 子育て世代の女性へのココロとカラダのケア相談・食育・物販

東京都 岩槻屋星野 － ネットショップの開設及び店舗改装による販路拡大事業

東京都 有限会社丸文製菓 8011502011253 贈答品用おこしの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ｋｕｆｕｋｕ野方餃子 8011201021891 飲食店営業におけるコロナウィルスに影響されない体制づくり

東京都 ＳｏＩＬｕｎａｓ合同会社 7010003027768 香りの心身への効果を知ってもらう、体験してもらう

東京都 ＣＲＥＭＵ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 4012301011010 デザイン動画事業への取組、商品開発、訴求

東京都 昭和ルーフリモ株式会社 6122001012337 自社のリモートワーク推進と新規顧客獲得のための広告出稿

東京都 株式会社エキスプレスマーケティング 2011701020341 経営者、個人起業家に向けたＷｅｂ学習システム開発、拡販

東京都 株式会社屋形船ドットコム 2010801020177 より良い空間の提供と新規顧客獲得
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東京都 ＣＯＥＤＡＬＡＢＯ株式会社 100001189587 ＶＲや動画・ウェブツールを活用した英語でＥＳＤオンライン教室

東京都 アージェントリー株式会社 9011301021080 オンラインによる集客・セミナーの構築

東京都 大和マンションフォレスト株式会社 1010001145024 非対面営業及びＨＰ改定による新規販路開拓

東京都 株式会社石井トロフィー 1011501005444 非対面販売促進ＰＲ方法と商談環境の樹立

東京都 明徳電子株式会社 1010501014496 新規需要の開拓とコロナ対策を踏まえた事業継続への取組み

東京都 とんかつはやみ － 非対面型販売の冷凍食品事業サービスの開発

東京都 株式会社マーケティングジャパン 1011801030687 自社商品のオンライン事業化による販路拡大

東京都 青葉フーズ株式会社 8011001106182 Ｗｅｂ広告を活用した味分け事業の普及拡大事業

東京都 株式会社ＫＢＳコーポレーション 7010501043028 低糖質米を使用した新商品開発とコロナウイルス対策

東京都 株式会社Ｌｉｆｅ＆Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 4150001023196 非対面・現場訪問レスの自動採寸装置による顧客環境確認への取組

東京都 まんなか － 児童発達サービスをＨＰでＰＲすることによる新規顧客開拓事業

東京都 株式会社チトセロボティクス 5010501042279 クラウド活用で現場訪問しない非対面型ロボット保全管理の取組み

東京都 株式会社ケント・チャップマン 9010701037868 オンライン完結型のオーダーメイド水引ワークショップの構築

東京都 ＦＲＡＮＧＯ － 自社ブランドのヘアケア商品の開発と店内改装

東京都 株式会社カンブリア 4010401152658 プル型営業によるＣＰＡコンサルティング

東京都 株式会社ＣＲＥＡＬＩＦＥ 3040001108694 広告素材のウェブサイト制作と契約マッチングシステムの構築

東京都 株式会社ＡＩ　ＡＧＥＮＴ 8011001090988 ライブ配信機能付きクラウドファンディングサイト

東京都 株式会社いろはにぽぺと 2010401111797 サイト拡充で売上改善、テレワークとオンライン面談で採用力強化

東京都 株式会社ＮｅｉｇｈｂｏｒＬａｎｄ 6011101083968 ＷＥＢ上で訴求・入会・サービス提供まで行うシステムの構築

東京都 ビーエイチ・ロング株式会社 8010901039780 オーダーとレンタルを非対面で行うためのＥＣサイト構築・更新

東京都 株式会社ユニコ 4011701014622 既存の対面型セミナーから配信型セミナーへの転換

東京都 クリエイトキャンバス有限会社 7010002040920 ご家庭アトリエ商品販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の開始

東京都 Ｓ＆Ｃパートナーズ合同会社 9011803003808 ＷＥＢを活用したセミナー及び自社ウェブサイトの作成

東京都 スパーキークリエイト株式会社 9011801030969 日本製自社ブランドの開発とＷＥＢを活用した新規顧客開拓

東京都 Ｏｓｔｅｒｉａ　ｄｅｌ　Ｃｉａｏ． － エノガストロノミアとオンラインビジネスの転換

東京都 株式会社Ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ　Ｊａｐａｎ 2011001111171 メキシコにおける日本酒・寿司・日本食産品の販売促進

東京都 ふる舞い美人 － 日本舞踊のオンラインレッスンをスタート

東京都 橘内朋花 － 自社ブランドのヘアスタイリング剤の開発と自社サイト販売の開始

東京都 バナムジャパン合同会社 5010003025443 学習コンテンツを含むウエブサイト作成

東京都 株式会社ディスタンザ 3011501015549 テレワーク、多言語化対応で更なる顧客獲得を目指す

東京都 株式会社ｔｒａｆｆｉｃ 7011201017081 リモートで完結するウェブシステムの構築事業

東京都 株式会社ＭＯＢＲＩＣ 3010901045610 非対面型フィットネスサービスの提供

東京都 気学風水鑑定事務所 －
テレポート勉強会　遠隔地から東京に通って勉強をしていたかたがたの勉強
環境を、テレ

東京都 株式会社パンダビジョン 6011101087977 非対面型の制作体制による海外向けマンガ動画マーケティング

東京都 株式会社ＲｅＰｒｉｓｍ 8011601012235 テレワークの環境整備及びオンラインサービスへの転換

東京都 ｈａｉｒ　ａｎｄ　ｃａｒｅ　ＳｕｎＭＯＯＮ － 新規顧客獲得のために予防医学・ヘアーケアを一部非対面で提供
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東京都
株式会社ノートン・ライティングテクノロ
ジージャパン

6011001060935 小型施設向け基幹業務システムを用いた販路開拓の取り組み

東京都 テックロー特許法律事務所 － 日本全国の中小企業に商圏を広げる知財訴訟ポータルの開発

東京都 石原Ｇｌｏｂａｌ株式会社 2011401013612 国外での仕入先新規開拓と新規産業参入

東京都 株式会社小宮園 7011401002313 ＨＰリニューアルとＷＥＢ広告出稿

東京都 株式会社メルクマール 6010001135152 ＥＣサイト制作とＳＮＳなどのＷＥＢ広告出稿

東京都 楓総合コンサルティング － オンライン研修コンテンツの開発とＷｅｂサイトの構築

東京都 クレア・アカデミー － 塾の告知力増強と遠隔講座促進事業

東京都 加藤大樹写真事務所（ＳＴＵＤＩＯ　ＺＥＦＦ） － スタジオ撮影の環境作りと販路開拓及びクオリティの差別化

東京都
大川カイロプラクティックセンター経堂整
体院

－ ＬＩＮＥでのオンラインカウンセリング・物販の自動化システム

東京都 有限会社フェイス 1010502020510 コロナ対応業態転換コンサルティングと販促物制作

東京都 株式会社Ｓｅａ　ｆｌｏａｔｉｎｇ 2011701022734 ＨＰリニューアルとＰＲ動画を制作し、ＳＮＳ広告の出稿

東京都 Ｖｉｓｕａｌｉｚｅ　Ｍｉｓａ　ヒガ　ミサコ － オンラインで世界的ショーモデルから学ぶ・美とメンタル育成講座

東京都 リンクス総合法務行政書士事務所 － リモートワーク環境の整備と顧客対応の多様化

東京都 株式会社ＭＩＴＯＳ 2011101088277 オンラインセカンドオピニオンサービスの立ち上げ・広報

東京都 有限会社ミュージックワークス 7013202003507 対象別オンラインレッスンとライブ配信のパッケージ販売事業

東京都 株式会社サポートプラス 2011001124165 『オンライン合同研修』の販売促進で新たな販路を開拓

東京都 ユニコネクト株式会社 6030001122710 物品販売ＥＣサイト開設とウェブサイト強化

東京都 ＤＡＧＵＡ － ２０２０年　ミニマムなマルチ映像制作環境の整備

東京都 株式会社自分ＬＰ 2011501022867 ｎｏｔｅｍｅ［ノトミ］でＷｅｂ名刺の普及へ

東京都 有限会社プラスチャーミング 1010402034131 新ブランド「被災地で作る妊婦さん向けの布マスク」のＥＣ販売

東京都 株式会社ＴｒｕｅＦｏｏｄ＆Ｄｅｓｉｇｎ 9010401147851 ナチュラル機能食品のオフライン販路開拓と新商品開発事業

東京都 株式会社ＩＶＯＯ 5011101066370 障がい者専門のオンライン研修サービスの展開

東京都 株式会社ＤｏｕｂｌｅＣｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 6010601041337 全業務デジタル化移行に伴う、サイト開発とデザインの改良

東京都 ＳＴＡＲＳ株式会社 9011001109804 非対面型のオンラインイベント開催プラットフォームの立ち上げ

東京都 株式会社ユトルナ 8013301021557 新たな広告サイトとお問い合わせフォームで全国へ顧客拡大

東京都 株式会社グローバルフィッシュ 7011801007374 インタラクティブホワイトボードを核としたＷＥＢシステムの確立

東京都 ＧＥＮ　ＧＵＩＴＡＲ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社 8010001110566 自社生産開発設備設置事業

東京都 株式会社ＴＩＭＥＬＥＳＳ＆Ｃｏ． 4010401124797 動画とテレビ電話による非対面型ビジネスの導入と新規顧客開拓。

東京都 タイトル株式会社 5010001116608 新販売ルート構築のための展示会への出展及び海外展示会への参加

東京都 きっかけマーケティング － 特化型ウェブサイト構築とチラシ配布で反響型営業の販路開拓へ

東京都 岡太地 － オンラインイベントの提供と非対面映像制作への取り組み

東京都 葵鮨 － 新たなチラシ作成と新商品の開発とネットの強化

東京都 株式会社Ｒｉｃｈ　ｔａｓｔｅ 7011001131834 １００％食品（主に野菜）でできたハンドクリームの製造・ネット販売

東京都 株式会社ＭＡＪＯＲ 1011001115470 レンタルスタジオをダンススタジオへ

東京都 ＡＩｄｅａｌｉｚｅ株式会社 4010001207820
介護施設向け情報配信サイト非対面型コンテンツ、広告等の制作（Ｂ：非対面
型ビジネス

東京都 株式会社ミノリス 8010001168506 レンタルスタジオの提供およびＥＣサイトの構築
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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

東京都 株式会社コンポーネント 7010001196152 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 有限会社テー・アンド・シーピー 5011302006118 在宅輸出／新規販路開拓事業

東京都 株式会社ＲＯＵＴＥ１３ 9010001185599 全国のマジックバーを繋げるオンラインサービスの開発

東京都 株式会社荒井美材 2011301012474 ＥＣサイトの導入で非対面ビジネスの確立し売上の向上を図る

東京都 シードタイム － サンプル制作と自社制作環境の整備、地方展示会の開催

東京都 株式会社ゼロワン 5010001155028 ＨＰの改善と新規の流入獲得、ＳＮＳを使用したマーケティング強化

東京都 夢見創 － 焼き菓子のネット販売・レシピ出版による売上拡大と生産性の向上

東京都 外国人生活支援センター株式会社 2011401022101 解雇に遭った技能実習生転職支援

東京都 サンバードビル４階 － 家でできる健康と運動の情報を提供するオンラインサロン

東京都
株式会社Ｊ．Ｔ．ＳＴＲＥＮＧＴＨ＆ＣＯＮＤＩＴ
ＩＯＮＩＮＧ

1010701035177 ＨＰ　リニュ－アルと動画作成によるオンラインコ－チングの　ＰＲ

東京都 中嶋デザイン事務所 － 動画編集教材をＥＣサイトで販路開拓する事業

東京都 ＦＰ相談事務所 － 非対面型オンライン相談への移行と新顧客獲得計画

東京都 株式会社アットパーシモン 2010801028617 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 シングルサポート株式会社 4011001123883 対面型からオンラインによる非対面型への顧客対応の転換

東京都 株式会社富士企画 5011501003980 湾曲している物体を計測できるフィルムの販売

東京都 焼酎バー金魚 － ホームページ（テイクアウト）の制作・ＰＲ動画の制作

東京都 クラージュ株式会社 3010001117517 国内供給が可能な素材をベースとした製品開発事業

東京都 株式会社サンシャインコーポレーション 9010401059262 無添加コスメ「お家エステ」を開発し、ＯＥＭ製造の販路を開拓

東京都 エイトシスターズ有限会社 2010402028768 「テイクアウト＆デリバリー強化による非対面型店舗運営の推進」

東京都 イプシロン － 事業を素敵に拡大するＹ－ＳＴＹＬＥホームページデザイン計画

東京都 ブレスイーズ青山 － サロン式！フェイシャル施術者とつながるＥＣサイトの構築

東京都 グロースビジョン株式会社 － 歯科医院向け自医院分析及び他医院との比較システムの構築

東京都 株式会社ソーシャルビューティフォト 5010001206904 当社サービスの認知向上とＩＯＴの活用による販路開拓

東京都 株式会社Ｂｔｉｅｓ 4011101074878 オンラインを活用した新規顧客獲得と無料オンライン相談の設置

東京都 税理士事務所みつ葉グループ － インターネット広告の強化とオンラインでできる予約制相続面談

東京都 宍戸工業株式会社 6011701003821 ホームページ制作による非対面型営業への転換と販路拡大

東京都 ＭＥＲＩＦＡ－ＬＥ － ＹｏｕＴｕｂｅから通販へ誘導、同業種の方々も集客アップ計画

東京都 株式会社ヤマモト 2011501009155 対個人向けＥＣ事業参入への防疫対策縫製品のブランド化

東京都 株式会社岡崎水産 7011501025123 自社工場の安心安全加工魚

東京都 ＯＦＦＩＣＥ　ＪＳ　ＷＯＲＬＤ － ネットビジネスへの展開・拡大とブランド商品の開発・販売

東京都 合同会社初音 6013303002318 ナオのクラリネット　オンラインサロンの集客

東京都 株式会社てんとうむし 8120001194185 ［ＩＴ広告事業の販路拡大］

東京都 勝昇株式会社 7010050102854 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 株式会社イーアシスト 7080401011458 ウェビナーの集客から開催まで一括サービス開発を通じた顧客獲得

東京都 株式会社健学社 901001015525 チラシ配布による対面型から非対面型へ転機する新規販路開拓事業

東京都 澤口薫 － 「コミュニーケーションツールの自社保有化」
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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

東京都 Ｂｅａｕｔｙ＆ＨｅａｌｔｈＳｈｅｍｏａ治療院 － オンラインでのダイエット商品・サービスの販売促進事業

東京都 株式会社升信商事 1010501014538 対面フロント業務全廃、オンラインによる非対面フロント業務（Ｂ類型）

東京都 ＲｅＶｉｓｉｏｎ株式会社 4010001171991 ドローン中継・配信サービス

東京都 株式会社トライウエルインターナショナル 5010401019848 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 有限会社ビーボ 2010402023083 新しい生活様式に対応する、事務所内ブースの設置

東京都 イノトレーニングサービス － 基礎しかやらないオンラインレッスン全国普及計画

東京都 ＮＡＧＡＳＨＩＭＡ　Ｍｕｓｉｃ　Ｈｏｕｓｅ － ニーズの高まるデジタル音源をＥＣサイトで販路開拓する事業

東京都 ＤＡＩＫＩ　ＳＡＫＡＩ － ホームページ・ＥＣサイトによる販路開拓と認知度向上

東京都 株式会社デファクトコミュニケーションズ 9011101061426 リードハンターの「非対面型モデル」転換と認知拡大の広告実施

東京都 株式会社コーポレートウェルネス 8010001168877 新型コロナを乗り越える、非対面型ビジネスモデルへの変革

東京都 彫市 － 通販システム導入で名入れオーダー祭り札や和雑貨をネットで販売

東京都 鮒与 － 大正八年創業！待たずに受け取れる老舗うなぎ店のテイクアウト

東京都 ｏａｚｏ合同会社 3011003009157 対面からオンラインを使用した業態変更と新規顧客の獲得

東京都 株式会社コアプリートプロモーション 6010501033418 インターネット広告コンテンツ制作によるサービス拡充・売上拡大

東京都 合同会社オール・ザ・ベスト 3010503005244 施設のバリューアップと発信力強化で国内旅行客への販路開拓

東京都 トッピングクリエイティブ － 多言語化・ＨＰの制作で新規顧客獲得とテレワーク整備で非対面型へ

東京都 株式会社グロウファースト 2010901025092 通信販売とテイクアウトを開始し、もんじゃ店の収益の柱を複数化

東京都 株式会社岡田印刷 5011501009714 テレワーク支援グッズの開発販売と地元お土産づくりプロジェクト

東京都 株式会社ウティル 9010001170568 歯科医療向けセミナーのオンライン化

東京都 アロマサンクチュアリ － 理想の顔に近づくフェイスメイキングと自己プランニング

東京都 井原　響子 － オンラインレッスンとプライベートスタジオ開設による販路拡大

東京都 有限会社ＧＶＣ 10402020386 非対面型による薬局経営サポートコンサルティングの展開

東京都 株式会社オーシャンズ 9010401086471 ５ステップ・トレーニングのオンライン配信（ｅラーニング）

東京都 Ｈａｌｌｅｌｕ　ｐｅａｅｆｏｏｄ － オーガニック惣菜の開発とネット販売を通じた新規顧客獲得

東京都 有限会社大鳥居商会 8010802002862 顧客データベースを活用した訪問型クリーニングへの変革

東京都 Ａｖｅｎｉｒ － ネットを通じた非対面・非接触サービス拡充と新規顧客獲得

東京都 那須謙士郎 － 独立系ＦＰ・小規模不動産業者間が連携する新型不動産紹介

東京都 ｄｏｎ’ｔ　ａｓｋ　ｐｏｌｉｃｙ合同会社 6010003027620 地方への販路・プロモーションの開拓による事業範囲の拡大

東京都 株式会社ソフト・コマース 6010001111681 テレビ電話でお気に入りのあの子と話せちゃう！

東京都
株式会社Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｍｉｎｇ　Ｓｃｈ
ｏｏ

4010001198746 非対面型レッスンの導入とサービス概要パンフレットの作成

東京都 龍 － 緊急事態宣言解除後の非対面型国際音楽事業における販路拡大

東京都 宗百合子 － 新素材を用いたペット・人用高付加価値ウェアの開発・販路開拓

東京都 縁ブリッジ － ＷＥＢサイトを活用して自社強みを広く伝えることで新規顧客獲得

東京都 株式会社ｇａｌｄｙ． 9010001186738 オンラインレッスン提供の為のＨＰリニュ－アル

東京都 コーチザビジョン － 非対面型コーチングビジネスのオンライン化による販路開拓

東京都 石井興業株式会社 2010001000599 クラウド型３ＤＣＡＤでスタジオプランニング
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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

東京都 紙成鳴美 － 非対面型．飛び出す絵本．クラフト映像制作

東京都 株式会社ＲＯＯＭ 9011001129728 運動・栄養・睡眠でカラダを作るオンライン・フィットネス

東京都 エビスＳＴＡＲバー － 無観客イベントの収録・配信による新規顧客獲得

東京都 グッドジョブ株式会社 7010001185576 Ｄ－Ｋライブ事業・ＶＲ事業をネットを通じて新規顧客。

東京都 ナチュラルミッション株式会社 8010401072968 プレミアムなホームエステの提案

東京都 ＣｈｉｅＮａｇａｏ － オンラインショップ開設と撮影環境の整備

東京都 ＣｌｉｍａｄｉＴｏｓｃａｎａ － 「イタリアトスカーナ料理のテイクアウト・通販、ワイン販売の推進」

東京都 株式会社ＷＡＮＮＡＧＲＯＷ 4010001144493 脱現場指導！円滑な遠隔指導体制の構築と地方の基盤固め

東京都 株式会社ママエコ 1010001201181 アフターコロナ！販路開拓のためのシステム改変とサービス告知

東京都 ６３４ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏ合同会社 2013303005027 新規顧客への認知営業活動の非対面化

東京都 木村咲 － オンライン配信システムと動画撮影事業のサ－ビスモデルの確立

東京都 株式会社かたぎり塾 7011001125373 ＥＣストア構築による非対面ビジネスでの事業の多角化

東京都 つづき整骨院 － 保険外診療宣伝力強化とオンラインでの健康相談、運動指導実施

東京都 アーキ株式会社 6010501006200 ワイディ－国内製造ライン強化と品質向上の為の自社検品体制確立

東京都 インボックス合同会社 7010403016940 反転攻勢のオンライン店舗立ち上げ・販路開拓事業

東京都 ギルドラボ株式会社 2010401142941 対面開発を限定化した分散開発体制の整備、遠隔営業の実施

東京都 大幸経営有限会社 9010002051296 非対面型、オリジナル経営体験ゲームの開発

東京都 元田千晶 － 新規顧客開拓と広告力の向上

東京都 ＯＭＯＩＤＥＪＯＵＲＮＥＹ合同会社 5010903005156 自社ＨＰへのＥＣ販売導入と、自社コンテンツ拡充による販路拡大

東京都 Ｖｏｉｃｅ　ｏｆ　Ａｒｔ － 意識の高いビジネスマンのための芸術セミナーのオンライン開催

東京都 大石幸紀事務所 － オンライン研修による経営力向上計画作成支援者の育成事業

東京都 株式会社１ｓｔ＆１０ 8011701012085 物件情報を把握しやすい自社サイト構築による新規顧客獲得

東京都 ＨＡＲＤＷＯＯＤ株式会社 5010601057169 非対面による事業確立と診断業務の確立

東京都 株式会社遠東商会 7011301001092 ＣＯ２排出権取得対象のオリジナルエコバッグ販路開拓事業

東京都 株式会社ボーテヌーヴ 9010401149146 オンラインコンサルティング事業の新規立ち上げ

東京都 Ｙｅ　Ｍａｌｔｈｏｕｓｅ － 人気メニューを非対面提供。中目黒から全国へ自動販売機で販路拡大

東京都 株式会社フエルナンドス 1011701006878 テイクアウトの食中毒の防止と新メニューの開発による集客アップ

東京都 こみやんオフィス － 心身の免疫力を活性化するＷｅｂセミナーの販路拡大プログラム

東京都 株式会社太郎次郎社エディタス 3010001082934 小学校販売の新規開拓と保護者・祖父母層への広報販促事業

東京都 和田晃輔税理士事務所 － ネット集客ラインの整備による非対面営業の実施

東京都 株式会社クラウンアジアゲートウェイ 6010401124449 ネットを通じて新規調査依頼の獲得とリアルタイム報告を行う

東京都 株式会社オフィスマツバ 1010001209472 ・オンライン落語会の開催と海外配信のための環境整備とＰＲ強化

東京都 株式会社ソーゾーエデュケーション 6011001132296 自社サイト等による販促と講義動画の制作による非対面講座の実現

東京都 株式会社ＫａｍＹｕ 8010401148685 ＨＰリニューアルとＥＣサイト構築による顧客の利便性向上と物販強化

東京都 株式会社シーネスレホテル 8011001120076 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社フレディアンス 1010001166375 パウチ型薬膳魚みそ漬け・オイル漬け・醤油漬けの非接触型販売
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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

東京都 ＤＡＹＳ － 動画編集サイトの構築による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＩＧＮＯＲＡＮＣＥ 301100112921 全国でのドローン撮影音楽ライブ配信、観光資源のＰＲ動画の制作

東京都 夕部　明日香 － 髪質改善専門美容室のサービスオンライン化等に伴う事業展開

東京都 株式会社アオイハル 2013301045636 非対面化に対応した英会話事業の販路開拓モデルの構築

東京都 ａｔｓｕｍｅｒｕ － 非対面で全国の飼い主が参加できる犬のしつけオンラインサービス

東京都 未来新聞株式会社 6010901022061 ホームページ制作・更新

東京都 有限会社昭和製靴工業 2011502002712 テミスシリーズ（イレギュラーサイズ販売）

東京都 株式会社アレンス 6011101055653 非対面型注文の販売体制構築による既存及び新規顧客の囲い込み

東京都 Ｒｅｄ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ａｎｄ　Ｇｒｅｅｎ株式会社 7011001111662 ミールキット型サラダサブスクリプション事業

東京都 株式会社トリプルダブル 7010401120348 オンライン猛獣塾の開発と集客促進事業

東京都 ｉｎ－ｃｕｒｖｅ株式会社 6011101082870 「ビジネス書出版コンサルティング」の業務フロー非対面化実装

東京都 Ｋ．Ｉ．Ｔ － ＨＰ作成による新規顧客の獲得とテレワークシステムの導入

東京都 合同会社雅風ｏｆｆｉｃｅ 9010703004429 ＨＰの拡充とｙｏｕｔｕｂｅチャンネルの開設と動画作成

東京都 株式会社エリヤオフィス 8011401020438 新サービス導入によるファイトフィットネスサービスの販路拡大

東京都 株式会社ビズアップ 6010901021237 クラウド型営業管理ツール導入によるテレワーク営業体制の構築

東京都 株式会社城南村田 8010801014768 組み立て式フェイスシールドの企画・開発と新分野への挑戦

東京都 合同会社東京対馬商事 8010403014836 ＨＡＮＡＲＥで人気商品だったオリジナルカレーを非対面で提供

東京都 株式会社ビー・クリエイト 8013201016095 心身の健康改革と販路拡大

東京都 株式会社ミドリ 4011401014897 インターネットリハビリテーションサービスの販路開拓と健康増進動画の作成

東京都 株式会社白川 7011701018117 宅配寿司による新規顧客獲得および売上拡大

東京都 前川篤 － ＥＣサイトを構築することにより新規顧客層を新たに開拓

東京都 野末　悠二 － Ｙｕｊｉ式英会話学習サポートの新規販路開拓

東京都 竹馬合同会社 1011103007244 環境に配慮した日本商品のナイジェリアへの販路拡大事業

東京都 有限会社ひらい花店 1022402007531 街のお花屋さんから全国展開へ、オンラインショップの開設

東京都 アヴェール － 開店祝いなどのギフト需要に特化した自社ＥＣサイト構築

東京都 心占株式会社 4010001205989 メール、映像配信による遠隔鑑定システムの構築

東京都 つながるキッチン － リアル＋高品質オンライン講座及び新商品開発でハイブリッド経営

東京都 鍼灸マッサージＲＡＪＩ － 心身のセルフケアに寄り添うオンラインプログラム構築と販路開拓

東京都 株式会社追客力 4011101073293 「集客・追客・地元応援」を実現する営業支援ツールの販路拡大

東京都 アトリエイノウエ一級建築士事務所 － 「新しい生活様式に寄り添う販路構築事業」

東京都 株式会社オージージーアイ 6010001039477 【新形態の写真制作と宣伝とネットを通じた新規顧客獲得】

東京都 ＴＳＢ汐留酒学会 － ＰＲ動画作成による集客の強化とクラウド電話システムの導入

東京都 千駄木　魚我志　むさし － 珍しい魚を使ったデリバリー専用商品開発事業

東京都 ミナモフーズ・ジャパン株式会社 202100163404 テレワーク導入による２４時間営業化及びウェブサイトでのＰＲ

東京都 株式会社ＡＳＵＰＡＲＡ 9011201021437 デイトレード補助ツールの非対面型販売及びＦＸ初心者講習会

東京都 有限会社ａｔ　ＳＥＳＡＭＥ 3010702013072 全世界に配信できる国際品質クラウンパフォーマンスのデジタル化
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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

東京都 株式会社ｐｉｎｔｏ 4010001203126 日本の伝統工芸品ＰＲサイト立上げとオンラインマーケによる集客

東京都 ムジカ音楽教室 － おうちで弾こう！オンライン授業による新たなビジネスの構築

東京都 Ｒｉｅｔｒｅａｔ － スクールのオンライン化とオリジナルマッサージ商品の開発販売

東京都 エピストラ株式会社 9010401137019 対面レスの新規開拓営業でも受注まで可能とする体制の構築

東京都 株式会社趣味なび 8010401130354 教室運営支援事業

東京都 木村祐太 － オンライントレーニング講座による販路開拓事業

東京都 株式会社ＷＨＩＴＥ 7011101083240 Ｗｅｂでの販売事業、動画配信、出張レッスン、リモート環境構築

東京都 都立バー － コロナ向け衛生対策及びデリバリー事業及び店内の環境整備

東京都 ｈ．ＬＡＢ － ネット活用で実現した、心身・環境ケアする除菌ハンドミスト販売

東京都 株式会社ｇｒａｃｅｎｏｔｅ 2010401142033 ＩＴ領域におけるオンライン教育コンテンツの販売事業

東京都
株式会社東京ヘルスケア・ソーシャルビ
ジネスサービス

1011101089466 診療所開業支援のオンライン学習コースの販促事業

東京都 ＹＦＳトレーディング － 店舗販売からオリジナルミニチュアサービスへの販路拡充

東京都 深野 ちひろ － 女性起業家のためのオンライン化支援（動画販売およびオンライン相談）

東京都 株式会社ＭＯＯＮコンサルティング 6010401069586 ヒーリング・カウンセリング事業者のためのオンラインスクール

東京都 株式会社３Ｄサイエンスゴルフ 3010401146306 自社ウェブサイト開設と非対面型レッスンシステムの導入

東京都 株式会社ブレス 2010901026487 「３蜜を緩和する配信ライブシステム導入の取り組み」

東京都 ランドアーツ株式会社 6011001121274 オンラインを活用した不動産案件紹介と投資家営業

東京都 株式会社翔コンサルティング 5011001108173 【非対面型モデルを取り入れた販路開拓と経営基盤強化】

東京都 ハイム豊玉 － 「木造の賃貸アパート経営を非対面型ビジネスモデルへ転換」

東京都 フォーサイト株式会社 1010401097419 コロナ感染拡大予防のため店舗一部改装と広告宣伝による売上向上

東京都 白金高輪和食哲茶ん － 通信販売、テイクアウトを拡充し安全な食材を多くのお客様に提供

東京都 一栄地所株式会社 5013301001058 非対面型物件内覧システムとＥＣサイト構築による販路開拓

東京都 ｃｏｎｃｅｐｔ　ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｊａｐａｎ株式会社 4010801026503 品川茶屋コロナ有事による改案後の開業事業

東京都 株式会社きりんや 4010601035308 オンライン個別指導への転換を通じた新規顧客開拓

東京都 株式会社国政情報センター 1011001007973 選管事務従事者のためのイーラーニングプラットフォームの開発

東京都 株式会社ＢＡＳＥＴｏｋｙｏ 4010001196857 セルフオーダー端末の設置とデリバリーサービスのＰＲ

東京都 富山弘 － ＥＣサイト構築、オンラインでの非対面型サービス

東京都 合同会社ＶＩＶＡ－ＺＵＣＣＡ 4011003007102 テイクアウトやデリバリーなどの非対面の接客の強化事業

東京都 容子商店 － 三密を避けた生き残り対策

東京都 株式会社ＬＹＩＮＮ 4013303003904 宿泊施設における無人チェックインオペレーションの導入

東京都 合同会社ＦＵＬＬ－ＦＯＲＣＥ 2010003029570 ハウスクリーニングのプロが行う「除菌清掃サービス」の拡大事業

東京都 株式会社３０ 4010403010715 ペット用品ＥＣサイトの制作とＳＮＳ広告による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ｍｕｕｃｈｕ 6010901042737 バングラデシュの購買支援サイトの運営

東京都 鈴木啓之 － ＥＣサイト開設による新規顧客獲得

東京都 三浦写真事務所 － 屋外型撮影システム＆Ｙｏｕｔｕｂｅ，ＨＰでのＰＲ拡充拡大

東京都 ブルックランドイングリッシュスクール － ＮＵＲＯ光で新たな通信快適時代を体感しよう！
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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

東京都 株式会社ＫＯＨＫＯＨ 2011001132837 認知拡大のためのブランディングＬＰ作成

東京都 工藤恵 － 女性をターゲットにしたオンラインリラクゼーション講座の開始

東京都 合同会社Ｆｏｓｔｅｒ 2010003030909 動画教材の配信と教材開発による非対面型サービスの販売強化

東京都 ポスチャー株式会社 9010901041406 変わりゆく時代に新しいスタイルを～本当に必要な価値とは何か～

東京都 鍼灸治療院アキュリート祐天寺 － オンラインを活用した健康増進サービスの展開

東京都 オレンジトーキョー株式会社 7010601045163 巣篭り需要にアプローチするためのネットショップ改修と宣伝活動

東京都 ほかり社会保険労務士事務所 － オンラインセミナーの実施と雇用従業員のテレワーク就業環境整備

東京都 株式会社ＲＩＣＣＩ　ＥＶＥＲＹＤＡＹ 3080001020474 アフリカ布のバッグの、国内外での非対面販売体制の構築・強化

東京都 株式会社アイランズインク 4011001038652 デザイナーブランド衣料品のインターネット販売体制の構築

東京都 小口商事株式会社 4011101080827 小・中規模印刷事業者向けＷＥＢ入稿サービスの提供

東京都 Ｉｎｔｅｒｃｉｔｙ－Ｅｘｐｒｅｓｓ － ライブ配信システムの構築による新たな発信と販路開拓

東京都 ユニバーサルスタンダード株式会社 5010601020705 オンライン展示会サービスの立ち上げと自社ＥＣショップの強化

東京都 株式会社ララプル 9011001124290 自社開発ヘルスケアアプリの導入及び販路開拓

東京都 株式会社リブルス 4010501014824 地域に根差した色の発掘と縫製商品展開

東京都 株式会社タウ 9011001028104 ＥＣサイト開設によるオーガニック食品販売事業開始及び販売促進

東京都 ｎｅｗＲ株式会社 3010401135787 地方分散型・Ｄ２Ｃ商品開発

東京都 株式会社ユニバーサルステージ 9040001038647 コロナに負けない！ワンストップ公的支援サポートオンライン事業

東京都 リアル・スター・コラボレーション株式会社 8010401105851 教育プログラムのオンライン化による販路拡大

東京都 前原司法書士事務所 － 遺言・信託・相続をサポートする司法書士事務所の販路拡大事業

東京都 株式会社考える学校 6010401130364 医工連携非対面型マッチングシステムの開発と普及

東京都 株式会社Ｓ－ｓｔｙｌｅ 4013301040833 オーダースーツのノウハウを活用した動画マッチング事業の構築

東京都 株式会社ＦＹＳコンサルティング 9010601052083 企業向けオンライン型営業組織つくり研修及びセミナーの開発と販促

東京都 株式会社三盛 1011801036882 インターネットを活用した非対面型オンライン相談の実現

東京都 株式会社ローカーボランド 7011201021380 オンラインスクールの開校と生徒を絡めた企業プロモーション

東京都 司精機株式会社 5011401004195 【ＨＰリニューアル・問い合わせシステム自動化による販路拡充】

東京都 株式会社イマジネール・トウキョウ 2010901035942 開放感ある新店舗開店と、ＥＣ強化の為の撮影スタジオの整備

東京都 ＴＲＹ－ＳＵＲＵ株式会社 9011301024876 Ｗｅｂ料理教室やユーチューブによる販路開拓及びＥＣストア改善

東京都 株式会社ＴＯＲＡＥＬ 5010001155390 英語教育の非対面型モデルの開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 有限会社ひがしのみやこ 3011502010598 受け身の集客から攻めの集客モデルへの転換

東京都 スマートＬｉｎｋ合同会社 3240003004038 オンライン講座による全国への販路拡大事業

東京都 ＫＩＴＳＵＣＡ － 日本の技術を生かしたオリジナル商品の開発とＥＣサイトの構築

東京都 合同会社エクストラックス 4010703003245 再エネ発電、リアル管理からＷＥＢ管理による攻守両輪経営

東京都 トーホー観光株式会社 7010801021625 テレワーク導入とホームページを活用した広告強化事業

東京都 株式会社プラスアルファ 8011101061567 テレワークの強化によりコロナ対策の徹底を広告でアピール

東京都 株式会社ＬＡＶＩＺＥ 7010401095144 卸販売に向けた自社サイトの構築　自社ＥＣサイトの強化

東京都 株式会社レディエンス 5010401129102 講座の販売から提供まで全てオンライン上で行う新商品の開発
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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

東京都 株式会社エス・トラスト 9010601038990 外国人観光客が魅力を感じるＨＰ開設に伴う非対面システムの構築

東京都 Ｈａｎｄ　Ｍｉｌｄ － ＩＴ化で集客とオンラインで繋ぐ非対面型ビジネスへの転換

東京都 目白堂 － ＷＥＢサイト・ブログ記事の積極的な外注化、テレワーク環境構築。

東京都 デジタルサーフ株式会社 7010401071962 中堅・中小企業向けデザイン思考ＤＸ講座

東京都 株式会社トネ製作所 5011501010531 差別化のための新商品開発とＷＥＢを活用した通販サイト構築

東京都 ゴールドアンドバウンシー － 百貨店での対面販売からＥＣによる非対面販売への転換

東京都 岩男　秀一 － 小規模事業者向けＬＩＮＥシステム販売をオンラインで全国展開

東京都 株式会社オールゲイト 7011001054168 当店オリジナルビールの開発とＰＲ

東京都 Ｈｏｌｏｅｙｅｓ株式会社 1010001179195 ブランディングによる販路拡大及びリモートによる生産性向上

東京都 株式会社カタリベ 6011601018531 非対面型の営業活動よる販路拡大

東京都 株式会社ＧＨｏｌｄ 3011201021335 リモートスタイルでの新規顧客開拓と営業強化

東京都 株式会社ＴＭフーズプランニング 5011401020341 新しい調理スタイルと提供方法による新しいミート村の開拓

東京都 スナックぼたん － 店舗改装、システム導入による既存客回復と新規獲得

東京都 Ｋｒａｆｔ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ一級建築士事務所 － 家具メーカーと取組む間伐材を活用した新たな商品の開発

東京都 株式会社ＨＯＲＮ 7010001192820 ＥＣサイトを活用した、自社商品の卸事業

東京都 グラムハートコミュニケーション － 性格分析システムを導入したオンライン性格成長スクール

東京都 合同会社３ｎｅｘｕｓ 1010003027674 視覚訴求力の向上による集客力向上とテイクアウト事業の強化

東京都 株式会社アルコイーリス・クリエイション 1011001103797 自社ブランド商品の開発とＥＣサイトを含む販売事業

東京都 株式会社センターラインアソシエイツ 2010601029229 舞台美術の遠隔プレゼンのための整備及びデザインへの還元

東京都 株式会社ビー・ファイン － どこからでも受講できる起業家向けオンライン講座の提供

東京都
有限会社フルハウス・エス・ディ・コーポレ
イション

1013202013701 ＷＥＢ販売事業の強化及び自社サイトの再構築

東京都 コリアダイニング株式会社 2011101047753 ＜テイクアウト、デリバリーの地域戦略＞

東京都 株式会社ＰＥＣ．Ｈｅａｐ 1020001108153 個室ジムを活用した非対面オンライントレーニング

東京都 株式会社ＧＳＭ 3011001101080 事業多角を目指し、食肉通販商材の非対面販売システムの構築

東京都
ラッセル・マインドフルネス・エンターテイ
ンメント・ジャパン株

9021001065889 マインドフルネス認知度アップ映像による販路開拓

東京都 株式会社ハリーズエンジニアリング 8011001054209 自主生産比率向上による仕掛在庫軽減と利益向上及び製品告知徹底

東京都 ＰＡＣＭＡＮＬＡＢ株式会社 7011001096136 ジビエペットフードのＥＣ販売事業（非対面型対策事業）

東京都 株式会社ＫＩＲＩＡＧＥＲＵ 9010901025771 レンタルスタジオの非対面型対策事業

東京都 名称株式会社大栄物産 6010801013499 お客様問い合わせ窓口の非対面型ビジネスモデルへの転換事業

東京都 有限会社竜王ヴィレッヂ 1100002018780 非対面型ビジネスモデルへの転換に伴う窓口のオンライン化

東京都 株式会社ｍａｍａ－ｃｏ 4010001206541 サブスクリプション講座によるママＷｅｂデザイナー養成

東京都 株式会社ｆｏｕｒ　Ｃ　ｐａｒｔｎｅｒｓ 4010001206863 高品質でワンストップな専門家サービスの販路開拓

東京都 株式会社エンゼル商事 8013301030541 自社直接販売のためのオンラインショップの開設

東京都 ジュンエール中目黒 － ネット販売とパーソナルビューティーサポートによる新規顧客獲得

東京都 株式会社ビドゥイエ 2010901030035 おまかせ出産祝Ｔａｍａｔｅｂａｋｏ

東京都 ＡＤＺＵＫＩ　Ｔｒａｄｉｎｇ － 販路開拓を目的としたクラウドファンディングの活用
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東京都 株式会社グランドフリート 9011501022440 主要２ブランド事業の新規顧客開発

東京都 株式会社西花園 7013201002187 対面型営業から非対面型インバウンドマーケティングへの転換

東京都 株式会社ＧＲＩＬインターナショナル 5010001170035 ホームページ作成とテイクアウト生食パン告知による新規顧客獲得

東京都 株式会社クラウドパートナーズ 5010001182294 完全リモートによるクラウドサービス導入支援

東京都 株式会社アンド・フーズ・ウィズ 7010001195798 オンライン販路拡大事業

東京都 ＰｏｒｔＰｏｒｔｏ － 店頭販売から動画を組み込んだＥＣ販売への転換

東京都 有限会社アトラクティブ 5011602023226
店舗の衛生面強化による安全性と新規顧客獲得と既存客長期化の為の店舗
改装

東京都 ＯＫＫＯ株式会社 2011301014883 顧客基盤を活用した自社グッズ販売事業の立ち上げ及び販促強化

東京都 株式会社スタジオグラフィックス 9011201014416 ・オンライン要素を付加した写真教室の開催

東京都 有限会社鯉沼商会 5010602024564 ＥＣサイトでの一般消費者向け高級食材販売

東京都 株式会社Ｌｕｍｉｅｒｅ 4011101082229 自宅での撮影や装飾に使用でき、インテリアにもなる「背景」素材の開発

東京都 角家・江木法律事務所 － 「地方経営者向け企業買収（Ｍ＆Ａ）特化型インターネット法律相談事業」

東京都 株式会社アール・イー 1011501019659 新規国内生産構築及び、ＥＣサイトリニューアル

東京都 有限会社川原製粉所 8011602002846 ＨＰからの非対面での受注獲得と直販体制構築による経営力の強化

東京都 有限会社Ｆｅａｔｈｅｒｓ 7010002042966 テイクアウトビジネス強化の為の設備強化及び非接触モデルの実現

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ＪＩＮＮＩ － 外出不要・非接触で撮影するための自宅の写真スタジオ化

東京都 株式会社タマ 5010701033235 ＥＣの強化と、法人営業の非対面化によるビジネスモデルの転換

東京都 象山薬局 － スマートフォン対応のＷｅｂページを用いた新たなサービス展開

東京都 ＫＨＯＫＩ － ｗｅｂを使った非対面型ビジネスの構築と生産体制の強化

東京都 スパイスマジックカルカッタ － テイクアウト・デリバリー・通信販売による販路開拓

東京都 株式会社アルファＴＫＧ 1010001159032 新会員制度の発足により新規客を全国に拡大する販路開拓

東京都 合同会社ｌｉａｉｓｏｎ 1010003031602 ＳＤＧｓを添えた新発想に基づく商品開発のＥＣサイト構築プラン

東京都 株式会社スプレンダーＩＳＯ 6010001123339 Ｂ　ｔｏ　Ｂサイトを活用した非対面での営業促進と展示会による販路拡大

東京都 株式会社トーレン 4010001024828 非対面型ＷＥＢ受注システム導入を含む企業サイトの販売力強化

東京都 ＴＲＥミュージック － 非対面型ライブ配信での演奏＆動画配信

東京都 Ｒｅ－Ｌａｔｅ － 新しい生活様式に伴うこれからのトレーニング様式

東京都 ＩＺＰＯＮ － 演奏と制作の非対面対応に向けた取り組みと新規顧客開拓事業

東京都 有限会社ＳＵＭＩＹＯＳ 7010402033210 オリジナル雑貨販売、注文弁当販売のためのネットショップの構築

東京都 株式会社スリーエス 3010401098678 予約機能付販売サイトおよびオンライン対応で誹謗中傷対策事業の売上ＵＰ

東京都 有限会社林サービス 6011102010368 マイバッグとＷｅｂ相談を活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都
特定非営利活動法人四谷ブリッジセン
ター

5011105002405 飛沫感染防止のためのアクリル板の導入

東京都 村野鑑定事務所 － メンタルヘルスケア・カウンセリング事業のオンライン発信・展開

東京都 Ｌａｎｉｋａｉ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ － オンライン（ライブ）レッスンとオンライン物販の本格導入

東京都 アトラストリー株式会社 9010801025418 販路拡大の為のオンラインショップの構築と新商品の開発

東京都 フレンチ割烹ｋａｍｅｎｏｔｅ － フレンチと和を融合したデリバリー専用商品開発事業

東京都 ＮＳコーポレーション株式会社 9011501015485 非対面型ビジネスモデルへの転換
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東京都 アールトラスト・インベスターズ株式会社 2011001110553 海外金融商品セミナー集客のオンライン化とフォロー体制の構築

東京都 株式会社ＫＡＲＡＦＵＲＵ 8010901029492 ＩＣＴを活用した非対面ブライダルジュエリー販売事業

東京都 かきたて － 業務提携先受注から直接契約獲得へ向けたデジタル化への転換

東京都 株式会社カイジュウ 1011001106981 非対面の営業を可能にするキャスティングシステム構築

東京都 Ｋ＆Ｌ合同会社 4010403021695 ラインが運営している韓国のネット販売サイトに出店

東京都 合同会社ｍｅｓａｌｏｎａ 3011803002484 戦略広報部スタートアップ支援サービスのオンライン講座への転換

東京都 ＦＯＣＵＳ株式会社 9180301030158 オンライン系に対する販路開拓の広告宣伝費

東京都 株式会社Ｎａｔｕｒｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ 5011001122876 広告事業モデルの転換

東京都 株式会社ニコラボ 2010501035095 新鮮で安心安全皮革素材をＢｔｏＣへ

東京都 とり一九株式会社 3010401147155 希少鶏の通販事業の開始及び無人撮影スタジオの立ち上げ

東京都 株式会社Ｎｉｋｏ　ｗｏｒｋｓ 7011001046157 オンライン販路開拓推進事業

東京都 株式会社イプシロンオーブ 6010501039308 小売部門をＥＣサイトに移行、日対面型ビジネスへの転換を図る

東京都 砺波 喜子 － ヘアメイクの販路開拓と新規ビジネスの導入

東京都 Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ　Ｆｏｏｄ株式会社 5010401122924 牧草牛の通販とテイクアウト事業による販路開拓

東京都 有限会社スリージャグス 4010002011486 プロ編集者によるＳＮＳ集客＆ＰＲ・販路開拓オンライン講座事業

東京都 株式会社サンユー 4010001104613 ＥＣサイト制作で販売エリア拡大とＷＥＢ集客で新販路を開拓

東京都 株式会社ペンネンノルデ 4010001155235 オンラインオーダー対応と店舗の改装

東京都 合同会社喫茶ＳＭｉＬＥ 4011003010262 イベント制作事業から音楽コンテンツ配信事業への転換

東京都 株式会社アウテリジェンス 3010001154262 既存ニーズに沿った自社サイトの改修と新ブランドサイトの構築

東京都 株式会社ＨＡＴＨＭ 4011201018586 オンラインコミュニティ「スポーツ指導超会議」

東京都 株式会社ＴＥＮＥＲＡ 5010001207043 自家製粉小麦の焼きたてパンを心地よい店舗＆ネットで販売

東京都 Ｈｉｓｔｏｒｉａ　Ｔｏｋｙｏ　Ａｔｈｌｅｔｉｃ　Ｃｌｕｂ － Ｗｅｂベースでのスカウティングコンバインの事業化

東京都 工作企図 － 実績の広報とリモートプレゼンテーションを可能にするウェブサイト

東京都 ＬＴ　ＫＡＮＡＹＡ － ヴァーチャルライブの実現リモートオペレートの簡素化

東京都 有限会社アビス 7011102000657 ダイビングスクールの非対面対応へ向けた取組

東京都 株式会社シープス 11001104859 テレワーク環境の整備とホームページによる集客強化

東京都 ｗｅｌｌ －
個人カスタマーへの認知促進と販促のためのｗｅｂサイトのリニューアルとオ
ンライン展

東京都 株式会社日本テレソフト 4010001033449 テレワークを生かした販売体制の強化

東京都 税理士法人タックザット 5011005005961 テレワーク環境の整備並びにＩＴツールを活用した販路拡大戦略の実施

東京都 有限会社コグレ 9013302004304 外部に委託していた着付けを内製化計画

東京都 メディアテクノロジー株式会社 3010701030911 非対面型のフリーランスマッチングサイトの構築及び利用者開拓

東京都 合同会社くるか菜本舗 6011503003581 若年層の集客及びテイクアウト品の販売・開発

東京都 株式会社ＩＣＨ 5010801026634 ライバー育成、ＰＲキャスティング、タレント物販のオンライン化

東京都 ＳＡＦＡＲＩＳＡＦＡＲＩ － 新規顧客獲得と既存客へのアピール

東京都 合同会社壽不動産 7011103006026 コロナ禍を乗り切るためのＩＴを駆使した新成長戦略

東京都 Ｋ’ａｌｌｕｒｅ － 今までの脱毛時間の半分で脱毛終了！小岩初！最新脱毛機！
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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

東京都 Ｐｈｏｔｏ感写 － スマホカメラで商品をより魅力的にみせる遠隔写真撮影レッスン

東京都 株式会社森木ペーパー 3010601041091 和紙のサプライチェーン強化と品質担保のための保管倉庫改修工事

東京都 みなみ司法書士合同事務所 － 非対面型の相談・受託システムの構築

東京都 フェニックスコーポレーション合同会社 8010903004312 オンライン経営コンサル事業を活性化するＷＥＢサイト情築事業

東京都 株式会社アルマテラ 3010401095478 自社での販売販路を確立し、テレワーク営業に備える

東京都 株式会社神保メディカルアート 3021001031178 オンラインサービス５０代を輝かすエイジレスコーチング

東京都 合同会社ＳＣＩＲＯＣＣＯ 9010903002199 お届けおさかなＩＣＨＩＢＡ（仮称）

東京都 コムホーム株式会社 8010601025049 非対面接客（オンライン内見）及びリモートワーク事業

東京都 ３．５合同会社 4011503003550 動画配信等を活用した非対面型オンラインコンサルティングへ転換

東京都 Ｊｅｐｕｎｇ － Ｊｅｐｕｎｇショッピングサイトリニューアルによる販路拡大

東京都 ｃｏｃｏｃｈｉ　ｓａｌｏｎ － 美のコーディネート事業による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社Ｎｏｖ 1010901032577 オンラインでの見込み客獲得とオンラインメニューの導入

東京都 有限会社リトルロックブラザーズ 6011702015857 ライブハウスの新しいカタチ！どこにいても楽しめる生演奏ライブ

東京都 株式会社鶴 5010801024415 Ｗｅｂセミナーを販売するマーケティングフローの確立

東京都 岩佐晃佑 － 薬学関連企業や薬科大学に対する販路開拓

東京都 合同会社マハーラーガ 7330003006896 オンラインサロンを活用した既存顧客の開拓と新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＫＵＳＨＩＤＡ－ＳＩＮ 8011001114391 グルメサイトを利用した広告強化とコロナ対策協力新サービス

東京都 南部　剛 － オンライン・トレーニングの販路開拓

東京都 ふらっと東京（ＦｌａｔＴｏｋｙｏ＋Ｆｕｊｉ） －
衛生向上による集客力向上及び設備拡充と独自の販路開拓による日本人顧
客獲得拡大

東京都 ＳｅｌｆＣｒｅａｔｉｖｅ合同会社 9011003005992 ネット販売への移行、及び集客コンテンツ制作事業

東京都 オールスターズフードサービス株式会社 7010901042851 天ぷらと惣菜を軸とした新たなデリバリー専用商品開発

東京都 ローズボディ － セルフケア化粧品の認知度向上による売上拡大

東京都 高澤啓 － 独立系ＦＰ・小規模不動産業者間が連携する新型不動産紹介

東京都 株式会社スタイルメント 1011001033391 非対面新規営業のためのＷｅｂサイト更新と広告出稿

東京都 株式会社スタジオハーフオンス 7010401015036 ＭＲ技術を用いた非対面型空間設計サービスの開発・販路開拓

東京都 ＷＡＣＬＡＳＳ株式会社 9010401135542 国内客向け施策の展開とテレワークの推進

東京都 有限会社アイポーラ 3010002006883 コールセンターのバーチャル化による新クラウド型営業支援の展開

東京都 アセットビルド合同会社 5010003018026 沖縄料理のネット通販立ち上げによる事業拡大

東京都 ハピエスト － イベント事業の新型コロナによる自粛後の活動回復に向けて

東京都 株式会社ＢｅｌｌｅＳｍｉｌｅ 8010001174946 商品販売用ＥＣサイトの構築及びそれに伴う販促強化

東京都 株式会社今今 1010001194046 自社ホームページ及びＥＣサイト構築。ＤＭ作成とＳＮＳ出稿

東京都 株式会社育栄商事 8011001052930 デリバリー事業新規開拓及び、ケータリング潜在顧客の新規開拓

東京都 株式会社クラウンキャピタル 4010401094256 ネットを活用し実物資産としての希少車両の購入顧客を開拓する

東京都 株式会社タルガアソシエイツ 3011701023079 新規分野開拓のためのＨＰ新設と非接触型現場調査インフラ整備

東京都 トミタプロデュース株式会社 6010001184827 「新たな様式」で取り組む新時代の観光のコンテンツ化

東京都 竹下智也写真事務所 － リモート撮影による無観客ライブ配信に向けた取り組み
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東京都 株式会社ＢＩＧ　ＢＩＲＤ 5010001181164 全国の求職者向けオンライン面談実施の為の設備導入及び広告宣伝

東京都 合同会社イースター 6010003027257 クラウド顧客対応システムの導入による新規営業強化

東京都 有限会社さがた 5011802022457 テイクアウトやデリバリー用のＥＣサイト構築

東京都 花香蔵 － 花屋ならではのオンライン接客転換事業

東京都 有限会社ウンノ研磨工業所 4010702001118 中古品切削工具のＥＣ販売による非対面型営業への転換

東京都 ＬＵＣＫＹｎｏ．３ － オンラインメイクレッスン専用ホームページの制作

東京都 株式会社クローバ経営研究所 10401008568 ネットショップを充実して新規開拓・既存顧客満足度アップ

東京都 株式会社ＫＴＭ 5011001129839 新規ＨＰ作成による新規顧客獲得とサービス内容の拡充

東京都 株式会社Ｎｉｊｉリクルーティング 2010401125293 『クラウド型の求人情報システムを活用した新規販路開拓』

東京都 株式会社ＲＥＧＵＬＵＳ 8011601023232 ＳＮＳを利用した新規販路開拓、既存販路の強化

東京都 株式会社クラリティマインド 4010001144329 Ｗｅｂ活用による情報発信等及びオンライン講座による販路開拓

東京都 株式会社ラ・リュッシュ 8010602033109 電子雑誌広告によるネットを通じた新規顧客獲得と新商品開発

東京都 ＰＳＰ商事株式会社 1011101074666 【事業名：サプライチェーン再構築及び新規開発製品の販路開拓事業】

東京都 ＯｆｆｉｃｅＹＡＭＡＭＵＲＡ － シルクフラワーアレンジメントのＥＣサイト化による販路拡大

東京都 遠藤　陽子 － アンチエイジングオンラインサポート事業

東京都 Ｒ　ｖｏｉｃｅ － 非対面レッスンによる新規顧客の開拓

東京都 鍼灸手技療法とよたま手技治療院 － ウェブ研修及び装具ネット販売による非対面型事業への展開

東京都 株式会社ダニエルズアーク 6011101084826 動画プロモーション＆ＹｏｕＴｕｂｅプロデュースプラン

東京都 株式会社ボイス 7010001097854 （１）海外メディア向け英語サイト制作　（２）中南米への視察スタッフ派遣

東京都 株式会社ＴＡＢＡＳＡ 1011001094789 顧客エリア拡大と美容用品販売増強に向けたホームページ開発

東京都 株式会社坂本メモリアルプロデュース 8011401018894 コンパクトな家族葬をＷｅｂサイトで顧客獲得をして販路拡大を図る

東京都 ｔａｋｅ － 非対面型サービスの構築と対面型・非対面型サービスの販促事業

東京都 有限会社丸池商事 3010602016811 食品販売処　丸池をもっと魅力的に！

東京都 合同会社経営のための創造社 7011503003622 ドキュメンタリーブランディングサービス事業

東京都 株式会社オーバーキャスト 7013201011816 リモートワークへの切り替え

東京都 ハンドメイド・カンパニー株式会社 2011501017810 ネット通販専用の商品カタログ制作とＥＣサイトリニューアル

東京都 株式会社ｋｉｓｅｋｉ 3010401134847 革新的口腔衛生ケアシステムの非対面型拡販ポータルサイト事業

東京都 株式会社Ｓｐｌｅｎｄ 8010401151763 日英両対応広告ツールを活用した国内・海外への販路の新規開拓

東京都 株式会社Ｓｕｎ＆　Ｍｏｏｎ 6011301016364 「対面からオンラインへ」提供の幅を広げたいセラピストの育成事業

東京都 合同会社さやぼう 5011403002585 小規模ペットショップ向け情報管理システムサービスの広報広告

東京都 わとなー行政書士事務所 － ＣＲＭによる社内外とのオンライン活用強化で顧客増を目指します

東京都 株式会社ＨＫ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ 6010003023974 独立系ＦＰと連携する高度な太陽光発電事業コンサルティング

東京都 エンジェルウィング － 強みの分野のコーチになるコーチ起業コースの新規開発と販路開拓

東京都 株式会社テマサトラベル 9010801007639 旅行説明会のオンライン化と販路拡大のためのＤＭ

東京都 白珪株式会社 7010401136014 自社ネットショップ構築とネット広告活用による販路拡大事業

東京都 株式会社グランクール 3011001066407 新規ＥＣサイトでの販売拡大と新規顧客の開拓
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東京都 株式会社Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｌａｂ 1011301025205 一般家庭向け演出照明の設計開発及びインターネット販売

東京都 株式会社ＭＵ 3011201021005 お客様・生産者・飲食店の１チームのための店舗配信と持ち帰り専門店

東京都 株式会社Ｂｌｏｏｍ 4440001007715 「オンラインスクール」併設で収益の自動化＆複線化

東京都 ＯａｓｉＣａｆｅ（オアジカフェ） － 新規通販事業商品開発強化とコロナ時代対応型店舗への変換

東京都 株式会社Ｌｅｒｅｔｔｏ 6011001123816 飲食店が常連様の協力を得て集客するＩＴ基盤をオンラインで提供

東京都 オリオン国際特許事務所池袋事務所 － 身近な情報とネット経由の双方向通信による新規顧客獲得

東京都 宗像博 － ＳＮＳを活用した非対面の新規顧客獲得

東京都 コッチコンサルティング － ＷＥＢを活用した販路開拓と非対面型オンラインコンテンツの配信

東京都 酒谷誠一 － 顧客開拓とサービスのオンラインモデルへの転換

東京都 有田　俊介 － 「コンサルティング×業務効率化」オンライン解決ツール導入事業

東京都 パーソナルトレーニングジムＢｏｄｙｋｅ － 糖質制限をしないパーソナルジムによるオンライン事業展開

東京都 株式会社セルビスタ 4013301042557 オンライントレーニングサービスの拡充

東京都 株式会社白井コーポレーション 3010401088449 動画・３Ｄの物件情報提供（非対面型ビジネスモデルへの転換）

東京都 弁護士 － 自宅で弁護士を利用し放題！非対面のオンライン法律事務所

東京都 株式会社ＧＥＯＲＩＣＨ 2011001119751 リモート商談、ＺＯＯＭセミナー推進！

東京都 ハンズオン・ＣＦＯ・パートナーズ株式会社 7011601021550
オンラインを使った販路拡大、コンサルティングサービスの提供並びに講座の
提供

東京都 株式会社是眞 5011501025265 「地域」や「人」にフォーカスしたＷＥＢメディアの構築

東京都 合同会社ＮＥＷＳＫＯＯＬ 6010903004553 販路拡大に向けた新しいホームページの開設

東京都 株式会社エターナル 11001097494 オンライン・ビューティーコーチング

東京都 株式会社ハーツクリエイション 6011001046422 ストリーミング配信とオンライン課金チケットの簡単クラウド・サービス

東京都 受験指導研究会 － オンライン学習支援に資するＷｅｂサイト構築及び新規受講生獲得

東京都 和食や炙りや備ちょううしお － 和食重のテイクアウトメニューの開発と販路開拓事業

東京都 株式会社日本外語協会 5010401034095 ＩＴ技術を活用した高等教育機関研究用映像資料の販路拡大

東京都 ＫＥＮＢＩ － 認知拡大による差別化によって新たな顧客層の開拓

東京都
アオキアンドアソシエイツＵＳＣＰＡオフィ
ス

－ ●非対面型ビジネスモデル導入により新会計支援サービスの実現

東京都 株式会社トック企画 2040001027094 ＷＥＢからの動画制作の受注サービスを開始して販路開拓

東京都 ＰａｓｔａｅＶｉｎｏＫｅｉ － 新型コロナでの売り上げ減少の補填の為の店外メニューの強化

東京都 株式会社時 6010001138915 通信授業を活用した既存顧客維持・新規顧客獲得

東京都 永楽プランニング有限会社 5011702001759 厨房改修工事及び店内から店外へ販路拡大

東京都 有限会社ｍｏｎｄｅ 9013302021340 安全なエステ機をセルフで安価にご提供することによる販路開拓

東京都
株式会社川内美登子・植物代替療法研
究所

2010001121750 オンライン化による新たな生涯学習・自立支援システムの構築

東京都 ＢｉｏｅｃｏＪＡＰＡＮ株式会社 5040001076535 自社技術で新商品を開発し、環境に左右されない販売システムをつくる

東京都 株式会社アリア 6011601012534 新規顧客開拓のためのオンライン動画配信事業

東京都 株式会社ダイソンズ 9040001084906 「移動販売車でのもちもちポテトの販売ならびにランチ事業への参入」

東京都 株式会社インプレッション・ラーニング 5010701026412 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社Ｋ．Ｔ．Ｉ 2010001122864 オンライン・サロン＆オンライン・セラピスト養成講座の動画開設
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東京都 西村康宏 － ＷＥＢコンテンツ、ＤＶＤ制作等による収益基盤の強化

東京都 株式会社ＳＡＧＡＳＡＬＥ 8010801027084 ＣＩのデザインとパンフレット制作とホームページリニューアル

東京都 株式会社Ｒｕｂａｔｏ 1021001031741 個人向けプレゼン資料研修の全国展開による新規顧客獲得

東京都 株式会社ＮＳトレーディング 5010501037103 非対面型ジネスモデルの構築

東京都 Ｌｏｓ　Ｔａｃｏｓ　Ａｚｕｌｅｓ －
プレミアムカジュアルマーケットの顧客増に対応するための生産体制強化に
よる店舗改修

東京都 加藤美佳 － クラウドファンディングとＥＣサイトによる新しい販路の開拓

東京都 ＬＡＮＤ＆ＳＥＡ株式会社 7011301018137 自社ブランド商品における原型開発の国産化（内製化）事業

東京都 Ｌａｂｏｒｏ株式会社 9013301044160 外国人アルバイトメディアＬＡＢＯＲＯの運営

東京都 有限会社帽子工房ユニック 3011602008922 新規受注獲得と帽子職人確保に向けた情報発信と非対面体制の構築

東京都 モービリイタリア株式会社 6011101041785 ＷＥＢ活用の積極情報発信と見込み顧客に対する積極アプローチ

東京都 おしゃれサロンＴｏｗａｄａ － ＥＣアプリの導入でスマートフォンから店舗の商品が購入可能！

東京都 合同会社ｎｏ－ｌｉｍｉｔ 5010403017387 顧客が１人で安全に行う非対面型トレーニングサービスの提供

東京都 もふもふカンパニー － 対面ゼロ！欲しいサイトをダウンロードするだけ！

東京都 株式会社ハイクラス 3011001103812 非対面型の運動・スポーツ健康情報配信の基盤整備およびＰＲ

東京都 株式会社アロット 9010701025468 ３Ｄ，ＶＲ技術の導入と飛び込み営業代わる集客用サイト制作

東京都 岩井英恵 － 自宅でできるカントリーダンスネットレッスン

東京都 ダン株式会社 6010001022251 ＢｔｏＢ向けウエブ開発

東京都 ｍｕｓｉｖａ株式会社 7010001173580 非対面型オンライン授業への方向転換に向けた各種取り組み

東京都 株式会社アバンダイフ 8020001061494 オンラインセミナーの販売事業

東京都 株式会社ロックビル 8011001096044 ＷＥＢを活用した非対面ビジネスへの転換支援（販路拡大）

東京都 有限会社安藤与吉商店 2010002016181 喜多福ＥＣ・通販事業の本格始動による百貨店依存脱却

東京都 エッセンス － オンライン、動画教材を使用した歯科医院のためのスタッフ教育

東京都 株式会社ｔｏｎｏ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 1040001083980 ホームページリニューアルによるリピート率向上施策

東京都 ＬａｓＴｒｕｓｔ株式会社 1010001203302 非対面、テレワークでの販売促進とコミュニケーションの実施

東京都 株式会社キャトルセゾン 1012301008240 充実の検査機器と道具を携えた熟練技術者による移動出張眼鏡店

東京都 Ｔ，ｄｉｎｉｎｇ － ＥＣサイト開設により新たな収益の柱を獲得！

東京都 ＴＫフィールド株式会社 5010901035725 新商品の開発と非対面型ビジネスモデルの構築による販売強化

東京都 株式会社卍風ＴＨＥ　ＯＮＥ　ＲＥＳＯＲＴ 4010601050620 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都
特定非営利活動法人日本マナー・プロト
コール協会

8010005006505 マナー・プロトコール検定の映像資料拡充と新検定の実施準備

東京都 株式会社Ｄｅｎｔａｌｕｘｅ 5010401129192 中小企業向けヘルスケア産業ワンストップ製品化支援サービス

東京都 株式会社ａｎｎｅａｕ．ｃ 3010401108173 フルーツサンド用パン供給のための製造能力拡張計画

東京都 ＯｆｆｉｃｅＡＲＡＴＡＭＡ － フリーランス業務効率化＆最強の生活防衛術提案サロン

東京都 （屋号）高橋 － 非対面型ビジネスモデル導入による効率的入居者募集

東京都 有限会社小川 6010602017732 多様化する製本仕様に対応し新規取引先開拓に向けた設備補修工事

東京都 株式会社あたたか屋 8010401148058 新メニュー開発とホームページでの注文による販売強化とＰＲ事業

東京都 株式会社スマイル・フォー・ユー 2010001142508 オンラインスクール開校による予防歯科院内研修の全国展開
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東京都 株式会社ミールソリューション 4010901032789 ゴーストレストランの出店による宅配への販路拡大プロジェクト

東京都 有限会社インティ 4010902024752 具たっぷりみそ汁とおいしいごはんの定食＆デリバリーへの転換

東京都 株式会社ＭＩＲＡＩＵＳ 1010001194062 プロモーションビデオによる非対面型での販路開拓

東京都 株式会社Ｉｒｉｄｅｇｎｉｔａ 5010001139906 希少価値のある高品質な商品を非対面で富裕層顧客に販売

東京都 合同会社新宿パークサイド総合事務所 4011103007381 『Ｗｅｂを用いたクライアントへの販促・サービス提供』

東京都 中村総合法律事務所 － 労働分野に特化したオンライン法律相談の提供

東京都 Ａｇｅｎｔ　Ｃ（エージェントシー） － 化学調味料不使用！麻山スパイスの個人向けＥＣ販売事業

東京都 株式会社レイン 8010901027793
プロモーションＷＥＢパッケージ「シード」の新規顧客受注の為のコロナ対策と
広告

東京都 ザイトガイスト株式会社 8011001057987 国内量販店向け販売の拡充と海外ＥＣサイトへの販路開拓

東京都 オフィスアユミ合同会社 9011603001458 超高画質且つクリアな音質によるオンラインライブ配信事業

東京都 株式会社イーワイトレーディング 7011301016297 ホームページ刷新による非対面型新規販路獲得

東京都 シェイプウィン株式会社 6011201015037 リモートでの日本市場調査・マーケティング支援の海外展開

東京都 ベイビートーイ － アートスクールカリキュラムのオンライン化

東京都 株式会社味作家 1010901044977 通販・持ち帰り等の生産増加に向けた設備導入と非対面事業の取組

東京都 美心ＬＡＢ株式会社 － 「心を癒すお抹茶時間」普及にＥＣチャネルとオンラインを活用

東京都 株式会社ダンスカレッジ古都 1013301043541 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社サガボウ 9010001085717 コロナ対策メニュー開発及び弁当・デリバリーＥＣサイト構築

東京都 株式会社クレドス 5010001192186 クラウドを活用した業務改善による人材紹介事業の成長戦略

東京都 株式会社あどぐれす 8011101015003 ＡｓｏｍａｎａｂｏＡｇｅｎｃｙオンラインシステム拡大

東京都 株式会社うその 4010601052971 スキルトイに特化したＥＣサイトの構築による販路の開拓

東京都 アサクサ － 文化イベントのオンライン配信とＳＮＳ活用による顧客層の開拓

東京都 株式会社アコ 2010001073117 商品は内製化、データはテレワーク、選択と集中で顧客単価ＵＰ！

東京都 ナカタニスポーツ － ＷＥＢ予約システム・マシン導入による非対面型の取り入れ

東京都 平成出版株式会社 7011001058103 本の購入サイト「ブックステーション」開設による販路拡大

東京都 株式会社山陽エージェンシー 7010501004590 外国人観光客向けフリーペーパーの新規作成による顧客層拡大

東京都 株式会社マルイチ 6013301044799 オンライン環境でのクリエイティブ教育・コンサルへの取組

東京都
有限会社ディープブルーコミュニケーショ
ンズ・リミテッド

5011002022811 日本酒輸出支援事業の減少を補う、販促システムの日本展開

東京都 株式会社データサイエンス研究所 2010001157209 オンラインによる配信・管理システムの構築による新規顧客獲得

東京都 チョイガブ － 移動販売車による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社４Ｎａｔｕｒｅ 7010401141609 在庫管理システムの導入及び小売販売の開始の為のＥＣサイト構築

東京都 シャイニーデンタルラボラトリー － 〈紫外線殺菌装置を用いた納品簡略化と新機種導入による生産性向上〉

東京都 株式会社ＭＴＳ 112010200465 非対面で完結するライブ配信アプリの試作開発及び販売

東京都 有限会社ウスダフォトスタジオ 1010802001813 振袖レンタル専用ＨＰの作成

東京都 アンザスインターナショナル株式会社 7011101064620 オンライン遠隔英語授業のための業務システム開発

東京都 合同会社等々力 3010403016498 不動産賃貸業の非対面ビジネスモデル構築

東京都 ラリー株式会社 7011001110961 コロナウイルスの影響に対応する自社アパレルサイト展開
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東京都 株式会社ＥＳ－ＲＯＯＴＳ 9012301007739 非対面式のオンラインショップ事業へのビジネスモデルの変革

東京都 株式会社エヌドレス 3010901033482 非対面型システム構築とウエディングスタイルの提案

東京都 株式会社エムズプラン 4010001159657 ｗｅｂを活用したＶＲ動画素材の提供及びＶＲ動画制作の販路開拓

東京都 Ｃｏｕｒａｇｅ － 福利厚生サービス提供

東京都 株式会社マックスライフ 5011801015222 不動産業のネット配信型顧客対応システム構築による販路拡大

東京都 ＬＩＶＯＮＬＩＶＯＮ － オンラインビデオシステム導入によるヴァーチャル立会商品撮影

東京都 プラウドフットジャパン株式会社 5010401141156 非対面方式による新規顧客獲得営業プロセスの構築

東京都 ビストロエガリテ － 「インターネットショップ開通と新たな生活様式に伴う店舗改装」

東京都 焼肉京城館 － ＨＰの開設及び店内換気システムの改善によるコロナ対策の強化

東京都 有限会社タナカエステート 1011502014650 ＡＩ不動産売却査定ホームページと非対面物件内見システム導入

東京都 シープラスプラス合同会社 9010403018324 入居者への非対面ダイレクトマーケティング仕組み化事業

東京都 株式会社デラックス 1010401085043 農業従事者を応援し、食を守り地方の活性化を目指す

東京都 ａｇｒｉｍ － 宣伝活動と腸セラピー増加で客数を減らしても経営を維持させる

東京都 株式会社ストライブ 5011201009873 フォーマル向け商品をカジュアル市場向けに転換して新販路開拓

東京都 株式会社ナンシー 6430003005121 完全テレワーク環境整備による非対面型ビジネスモデル構築事業

東京都 株式会社ターボジャパン 5013301031352 新しい生活様式に対応したバランスボードの試作開発

東京都 株式会社ナチュラルナイン 3011201013729 有料セミナー＆パイオネックス（０番）＆マッサージ用手拭販売

東京都 ｏｍｇ’ｓ　ＩＴ事業 － 不動産・マンションの口コミ掲示板のデータマイニングサービス

東京都 シティライツ － 無人非対面で小売事業始動！全国に向けて自動販売機で販路拡大

東京都 Ｅ．Ｆ．Ｅ株式会社 7010401150403
リアルとバーチャル営業の融合で水発電機「エネクトロン」の販路拡大を目指
す

東京都 Ｌｉｌｙ’ｓ　ＴｒａｎＳｕｐｐｏｒｔ － ＩＴ関連に特化した通訳・翻訳業の販路拡大

東京都 コントリー株式会社 5013301043141 非対面式ビルメンテナンス事業取組

東京都 オリジナルインフォテック株式会社 9011702015805 お問合わせフォーム機能付き、集客できるホームページの作成

東京都 株式会社ａｉｌｅｒｏｎ 9010001199186 日本語オンラインサロン構築プロジェクト

東京都 ａｒｃｈｉｔｅｃｔｉｎｇ　ｓｔｏｒｉｅｓ合同会社 8012303001369 物語とデザインをテーマとしたウェブメディアの開発

東京都 松田　航 － 「ｃａｔｃｈ＆ｇｉｖｅ」Ｗｅｂサイト新設による新規顧客獲得

東京都 エクレール株式会社 8010001175361 低濃度オゾンを活用した製品のネット販売システム構築

東京都 あんさんぶる － アニメ動画を活用した整体サイト作成とネットによる新規顧客獲得

東京都 菊岡写真事務所 － Ｙｏｕｔｕｂｅ等による、リアルタイム撮影・配信システムの構築

東京都 カフェレストランＫＩＲＩＮ － 接客型飲食店からテイクアウト専門店へのリフォーム事業

東京都 スイッチエンターテイメント株式会社 4011101077162 民泊撤退・Ｍ＆Ａお見積もり、相談予約ｗｅｂサイト

東京都 株式会社Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｏｒｓ 4013301043737 働き方情報サイト「ＫＩＥＮ」の機能強化による独立開業支援促進

東京都 ぶーにゃんコミュニケーション株式会社 2011001108804 コロナ後のリモートコミュニケーション戦略と販路開拓

東京都 西村昌浩税理士事務所 － リモートによる税務顧問・スポット案件の販路拡大戦略

東京都 株式会社インフィニティライフ 4010001174879 学習塾の完全オンライン化とＷＥＢプロモーション

東京都 ラウラオフィス － クリスタルボウルで奏でる癒しの音楽動画をサブスクモデルで提供
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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

東京都 ダイヤカナコ株式会社 － 新型コロナ感染防止対策及び売上確保のための新たな取組み

東京都 株式会社ウィステリア 8011101088890 テイクアウトＷＥＢサイト開設と販路拡大。

東京都 株式会社ストークス 8010401118886 採用ノウハウサロン・リクルートテーラー

東京都 株式会社ビーディ・ラボ 1010401132778 ホームページの改良

東京都 Ｏｆｆｉｎ’ － フード開発＆テイクアウト、外席と店舗内の壁造作による売上向上

東京都 どこでも料理 － 出張料理を家でも楽しめるオンラインショップの構築

東京都 株式会社ＣｏＣｏ 2010001209884 「テレワークで働き方・生き方改革」オンラインスクール事業

東京都 Ｓｍｉｌｅ　Ｈｅａｒｔ － ネットによる化粧品・サプリメント（人用・ペット用）の開始

東京都 株式会社日建 2010001025646 ・商品発送時の同梱物による通販の促進

東京都 ＢＭＫＧ株式会社 9010601055458 非対面型治療へ転換するための低周波・超音波複合治療機器導入

東京都 株式会社クイント 2010401103522 オンラインで生産者との対話を楽しむ自宅イタリアン

東京都 株式会社ＦｌｏｒａＬｕｘｅ 5010401079867 フラワースクールのオンライン化とネットショップ導入

東京都 株式会社メルベイユ 8011701011368 買い物弱者の方が使い易く、便利なＥＣ機能付きホームページ制作

東京都 ネットゼロエネルギー － ■ＬＰを活用した非対面での新規顧客の獲得

東京都 株式会社Ｈａｃｋｓｉｉ 3010701036586 ＵＣＨＩＧＡＫＵ

東京都 ＳＫＬａｂ － 潜在顧客にＰＲオンラインサービス強化事業

東京都 みやした接骨院 －
新規患者様獲得の為のホームページやパンフレットの改良と非対面での運
動療法

東京都 株式会社ｉＵｓｕａｌ 7020001124707 ＥＣサイト構築による非対面ビジネスへの変革と更なる顧客満足度の追求

東京都 株式会社パートナーズリンク 4010601035729 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 インドアーズ株式会社 8011301021791 集客減少施策、ウィルス対策、オンラインレッスン配信

東京都 石井　恭子 － プロ仕様のオンラインセミナー配信機材導入で販路拡大

東京都 株式会社ＭＩＴＡＸＩＡ 3010001208662 非対面型の売り上げ向上コンサルティング及びオンライン物販事業

東京都 社会保険労務士法人イーパートナーズ 9010005031304 非対面型労務コンサルティング及びテレワークによる業務改善

東京都 菊地　涼 － ＨＰ作成とテレワーク環境導入による生産性向上と売上の増加

東京都 株式会社ｎ－ａｍａｚｅ 6010501043227 ＶＲ観光で収益化

東京都 有限会社イーピン企画 1011002023235 Ｗｅｂミステリー

東京都 株式会社ＷＡＧＡＫＯＴＯ 1010601050185 子育て領域における非対面ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社義志 7011701009917 時代に即した新しい小学生向け通学鞄の開発とその市場開拓

東京都 元祖紙やきホルモサ － インターネットを活用した非対面での飲食店サポート

東京都 株式会社コーラルベリー 6010501039167 モリンガを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 はぴはぴ保育園 － ピンチはチャンス。ご利用者の方が望む保育園でコロナに勝つ。

東京都 株式会社フォンテモード 2120001124874 婚活事業オンライン化戦略

東京都 インジェンタ株式会社 7010001192721 ホームページ制作による新規顧客開拓及びＡＩ技術の普及

東京都 三枝　佑佳 － オンラインレッスンによる非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社スタジオランディノーツ 2010401077064 マーターポートプロ２カメラを活用した新規顧客獲得事業

東京都 トップメタル株式会社 4010501026613 ＥＣ販売に取り組むためのウェブサイトリニューアル
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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

東京都 ＯｆｆｉｃｅＫｏｍａｋｉ － ヒーリング占いカウンセリング及び講座を非対面で提供

東京都 ＧＬＯＢＡＬ英語発音矯正舎 － ＩＴを活用し、英語力アップをもっと楽しくもっと分かりやすく

東京都 スタジオこむや － 非対面に対応した「自宅撮影セット」レンタル事業による顧客獲得

東京都 合同会社ＳＡＭＬＩＦＥ 8011003009879 無人チェックインシステムと自社予約サイトの構築

東京都 株式会社ＱＡＨＷＡ 8010901043428 ＲＴＤ事業のＥＣ販売チャネルの整備

東京都 合同会社キロアルファ販売 9012803001842 社内生産設備の構築と抗菌特化型キネシオロジーテープの開発販売

東京都 チッタアルタ － 菓子製造業等を活用した新商品開発と新規顧客獲得及び感染対策

東京都 加藤久幸 －
オンラインレッスン、オンラインレコーディングなどの移行計画とインターネット
上での

東京都 株式会社Ｃｏｃｏｏｎｐａｒｅｎｔｓｓｑｕａｒｅ 5011301023997 ＩＣＴ活用による発達支援方法の開拓とＨｏｍｅＢａｓｅｄｔｈｅｒａｐｙに向けた自宅

東京都 株式会社レガータインターナショナル 6020001050334 近未来型準非接触現場と非接触型広報戦略

東京都 株式会社ＧａｒｄｅｎＬｅｈｕａ 7010001150035 ＨＰの全面的な仕様変更

東京都 陬波花梨 － オンラインコンサート・オンラインレッスン・音楽制作事業

東京都 株式会社ＢＵＳＫ 1010001188353 ＳＮＳなどＷＥＢマーケティングを活用した集客手法の確立

東京都 株式会社ＷＡＧＯＯＮ 1011001123267 定額販売方式の販路開拓強化のための非対面ビジネスモデル転換

東京都 有限会社ＰＲＩ－ＭＵＳ 2011002029413 生花・造花アレンジ・ワイングッズ等のオンラインショップの構築

東京都 アルビーナアンジェラ株式会社 5013201015793 新商品ハニープルーン

東京都 株式会社ビーダッシュ 11501016251 ほぼ県人会のオンライン化とオンラインマルシェ（物販）の構築

東京都 リンクスジャパン株式会社 5010601042294 集客用のオンラインチケットサービスを利用した新規顧客獲得

東京都 株式会社ウィスコム 7010001142288 非対面型のオンライン記者発表によるＰＲプラットホーム

東京都 安田一矩 － ＥＣサイトを構築することにより新規顧客層を新たに開拓

東京都 リープフォーライフ － 大人の発達障害改善、オンライン「ＬＥＡＰ」療法サービス構築

東京都 ＆ＭＯＲＥ － 自社の強みを最大限活かしたＨＰ作成とＥＣショップの開設

東京都 株式会社ＴｏｔａｌＢｏｄｙＭａｋｅ 8011001119795 筋トレマシーンとオンラインレッスン導入で顧客満足度向上

東京都 株式会社信長出版 9011101089310 非対面型の出版コンサルティングシステムの構築

東京都 シュッとした株式会社 6011101079603 企業Ｎｏ．２代行オンラインサービス

東京都 株式会社ＩＢ 1011001124942 営業方法のオンライン化で保険の請求もれ減少に繋げる事業

東京都 株式会社ファイブ・エフ 7010001115112 予約システムを使ったヨガ・ピラティスのオンラインレッスン

東京都 ブリュー株式会社 5011001100213 オンライン動画研修のＥＣ販売サイトの構築による販路開拓

東京都 株式会社ウィズベイビー 7010401149461 顧客獲得特化型Ｗｅｂサイト立上げによる新規販路獲得事業

東京都 五十嵐大 － 独立系ＦＰ・小規模不動産業者間が連携する新型不動産紹介

東京都 有限会社船宿あみ達 1011702010078 屋形船の新しい使い方による新規事業

東京都 ＤＩＣ幹部育成コンサルティング株式会社 1010001144422 店舗管理者対象の公開（集合）＆オンラインセミナーの開催

東京都 株式会社ＷＨＯＯＴ 6330001026170 ドローン専門ＥＣサイトの開設とｙｏｕｔｕｂｅの番組制作

東京都 タタンズパーティーキッチン － ヴィーガン及びグルテンフリー食品の開発と通販（ＥＣサイト）の立ち上げ

東京都 株式会社Ｃｒａｆｔｉｅ 4010701032329 ハンドメイドキット・資材等を販売するオンラインＥコマース事業の開始

東京都 荏原弓雅 － ウォーキングレッスンのオンラインでの展開
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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

東京都 株式会社ＬＯＣＯＨＡＮＡ 9011601020443 オンライン療育への取り組みと販売促進

東京都 Ｕ－ｓｔｙｌｅ － 研修のオンライン化と新サービスによる新規顧客開拓

東京都 コンソルテ株式会社 7011001060240 販路拡大のためのホームページリニューアル施策

東京都 ｃｏｃｕｕ － ＥＣサイトを利用した一般消費者へのパクチー販売促進計画

東京都 株式会社ＮＥＷＰＯＴ　ＰＩＣＴＵＲＥＳ 7011201020853 リモート環境におけるＶＦＸ業務の拡大

東京都 Ｄｏｉｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 9010401087775 シーシャのポータルサイト構築とシーシャオンラインサロン事業

東京都 ＪＯＢＵ合同会社 1010003024886 ＩＣＴ・クラウドを利用した遠隔経営支援による商圏の拡大

東京都 株式会社エイト 3011001073683 会員向けサイトにおける店舗運営ノウハウの提供

東京都 アンドエイチ株式会社 2011101079359 外国人向け賃貸仲介のオンライン集客化

東京都 株式会社ファンタジスタ・ジャパン 9013201015930 ソフトクリームマシン導入等でテイクアウトメニュー増強事業

東京都 株式会社パーツ・オブ・ユー 2011501013082 ホームページ作成による他メーカーや地方事業所等の販路開拓

東京都 株式会社ワイズパートナーズ 8013301040152 対面を必要としないＶＲ不動産取引、究極の除菌剤販売事業

東京都 実践コミュニケーション研究所 － 非対面オンライン授業への転換及び授業動画作成への設備投資

東京都 株式会社阿波や壱兆 8011201021669 テイクアウト・デリバリー・通販による販路拡大計画

東京都 株式会社ブレーメン 1011201017707 生産拠点の新規開拓により、既存商品及び新商品の安定供給を図る

東京都 株式会社アートファイヤー 8011301024910 オンラインとオフラインの相乗効果を生むハイブリッド型経営

東京都 ＥＭスタイル株式会社 2011301023769 「アイスフラワー・ドライフラワーの非対面型ビジネスの拡充」

東京都 合同会社アセットマネジメント 9011103007385 自社ＨＰ作成と募集ポスター、販促チラシ作成による新規顧客獲得

東京都 株式会社銀座ミヤコ 3460001005073 銀座地区における、時代に合わせた釧路都鮨の取り組み

東京都 株式会社さくら不動産 1010801025326 除菌サービスの販路拡大に必要なＷＥＢマーケティングの強化

東京都 Ｎａｍｙ　ａｎｄ株式会社 4011001129328 レーベル向け配信手数料効率化クラウドサービスの開発と販促

東京都 ＯＮＩＣＡ － 持続的経営の為のサプライチェーン整備と非対面型への転換

東京都 株式会社アマリージュ 6011101073606 焼き菓子新商品の開発とインターネット販売、ギフト市場の展開

東京都 合同会社クリエイティビティ１ 2010703005152 健康に特化したオンラインサロンを使う口コミによる広告宣伝事業

東京都 ＥＸ　Ｃｏａｃｈ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － Ｗｅｂを活用した集客・サービス提供及び会員サイトの構築

東京都 カイテク株式会社 9011101083206 コロナを避けた、介護事業所の労働力不足解消サービスの販売促進

東京都 アトリエブルーボトル － 消費者に寄り添った登山用サックの非対面カラーカスタム受注

東京都 株式会社三高 4011201001963 ＩＴを活用した不動産売買賃貸のオンライン営業とテレワーク推進

東京都 ユキノー － ドローン利用の水稲無農薬栽培動画配信と非接触販路開拓集客事業

東京都 プール・トゥジュール － サロンでのネイル体験を自宅で可能にするネットサービス事業

東京都 小顔＆ボディエステ整美芯 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 うどん屋新堀 － 自社製造による新食感うどん麺開発とその訴求による新規顧客獲得

東京都 株式会社ＦＲＡＮＫＳＤＥＳＩＧＮ 2011001109372 オンライン　受注会事業

東京都 株式会社エン・デザイン・マーケティング 3010001179961 自社ＷＥＢサイト構築での販路開拓と非対面型ビジネスモデル転換

東京都 ＦＰラポール株式会社 2010001201890 非対面によるビジネスモデル構築と対面ビジネスからの転換

東京都 株式会社ＮＯＳ 3011301024097 自社決済サイトでの有料映像配信サービス
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東京都 ブルームーン・マーケティング株式会社 8010401088790 非対面サービスに向けたウェブサイト全面改修

東京都 株式会社５－ＤＩＭＥＮＳＩＯＮＳ 4020001088228 非接触型スケルトン解体工事見積システム

東京都 株式会社グローバルＩＢＡＲＡＫＩ 50001040482 中国オンライン視察、診療及び日本商品の越境ＥＣ事業開拓

東京都 田中麻衣子 － ＷＥＢマーケティングを用いた集客及び非対面販売システムの構築

東京都 早川知子 － 非対面型レッスン・リモート撮影録音状況を作り上げる

東京都 株式会社アヴィリオール 1010401109652 オンラインにおける女性講師によるセミナー事業

東京都 株式会社ｓ＆ｌａ 9010401100372 ウエディングライン開拓による新販路とインターネット販売強化

東京都 株式会社誠 2010001140916 メガネの非対面販売での提供推進

東京都 家サポ － ＥＣサイト作成による新規顧客獲得、販路拡大

東京都 株式会社オブリークデザインアソシエイト 6030001082888 非対面型「アートの通信教育」

東京都 株式会社ＶＩＸＩＡ 3011101069111 ＷＥＢを活用したオンライン講座による販路開拓及び新事業の取組

東京都 合同会社快晴社 6040003006191 非対面型モデルによるバーチャルオフィス事業の創出

東京都 テキーテクノロジー株式会社 6010501044828 ５Ｇ対応高画質リアルタイムＶＲ配信サービス

東京都 株式会社オオカワ建築設計室 7010001121440 動画配信営業を伴うホームページ作成とリモートワークシステム

東京都
オフィスファント（ファントミュージックス
クール）

－ オンラインレッスンに特化したインターネット校の開設

東京都 株式会社ＳＴＡＲＢｉＳ． 5010001200956 非対面型ＬＧＢＴインクルージョン＆コンサルティングの導入

東京都 田中安紀子 － 非対面型ＷＥＢ集客ルートの強化

東京都
株式会社いろはにぽぺと・星空のスター
マイン

1011001128935 サイト改修で「オンラインライブ」と「越境ＥＣシステム」の構築

東京都 Ｓａｍｏｎ株式会社 4011001132884 既存事業及びＷｅｂデザイン事業における非対面新規販路開拓

東京都 髙木コンサルティングオフィス － 飲食店責任者育成を目的とした非対面型研修の展開

東京都 ＣＲＥＡＴＩＶＥＵＲＧＥ － オンラインイベントのためのライブ配信プロダクション

東京都 株式会社ネロリグループ 5010901033258
ホームページにＡＲ技術を導入し予約システムの利便性を向構築。それに伴
う売り上げ向

東京都 リエベ合同会社 3010403022141 簡易宿所におけるアフターコロナを見据えた対応

東京都 株式会社ｙｔｋ 1030001044496 オンライン指導への転換による新規生徒獲得とテレワークの推進

東京都 ＰＯＳＴＰＡＲＴＹＤＥＰＲＥＳＳＩＯＮ － 自社製品の開発強化による商品供給の安定化と新規顧客獲得

東京都 株式会社ファイン企画 1120001116716 ホームページ販売の強化による対面販売の廃止、経費削減

東京都 株式会社ジロン 7011301003502 非対面型製造小売りへの営業スタイルへの対応

東京都 ＭＡＫＯＳＯＦＦＩＣＥ － 新規顧客開拓販路の為のＷｅｂサイトリニューアル・スマホ対応型

東京都 株式会社ルーナス 2010401082832 非対面ＰＲ強化によるお客様の事前満足度向上と来店動機の増加

東京都 ＳＡＫＥＬＡＢＯたけぶち － ＷＥＢ・チラシ広告と販売チャネル多角化による売上水準の向上

東京都 株式会社ＦＡＩＴＨ 7010001168928 自社媒体の運営強化と来館日時予約システムの開発

東京都 株式会社Ｋ－５１インターナショナル 4010001145533 非対面型ビジネスへのＨＰ改修とスタイリスト育成ＨＰ作成事業

東京都 株式会社Ａｎｔｈｅｍ 9011001073612
オンラインに特化したビデオ講座販売システム構築による販路の全国拡大事
業

東京都 株式会社ＦＬＡＰ 1011001064494 Ｗｅｂサイト活用による「ＳＡＺＡＮＫＡ」の販路拡大・収益安定

東京都 三好商事株式会社 3010001030079 あらたな時代のニーズに対応可能な高付加価値サービスの実現

東京都 株式会社ステージシステム 5010401085782 ホームページのリニューアルと業務効率の改善
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東京都 株式会社くちぐせ 10001181711 自宅からネット接続でできるタケルルールのＦＸ練習ツールの開発

東京都 オレンジコンサルティング合同会社 9010003030340 非対面型の新規案件の開拓

東京都 人家サポ － 新しいお部屋探し「リモート内見サービス」

東京都 株式会社ビジョンラボ 9010001162929 コンサルティング業務拡販ホームページと非対面打ち合わせ機能開発

東京都 株式会社ビズコム 8010001084835 教室事業のオンラインレッスンへの転換

東京都 アンドシノワーズ － 国内栽培ハーブを使うオンライン料理教室

東京都 季菓貴 － 通販事業での定期購入を見込める新商品開発と販路拡大

東京都 ウスクラ建設株式会社 3010601001194 自社ホームページのリニューアル及びＣＭＳ導入による販路開拓

東京都 ＯＭＵＳＵＢＩＣＡＦＥ － モバイルオーダー・事前決済導入による非接触オペレーション

東京都 白百合行政書士事務所 －
非対面型コンサルティング業務の構築及びＩＴと動画配信を活用した販路拡大
と認知度向

東京都 ＢＭＳＱＵＡＲＥ株式会社 1010001116644 リモート環境を活用した攻めと守りの経営体質への転換

東京都 株式会社Ｍａｃｋｉｅ－ｉ－Ｌａｎｄｓ 2010001157919 オンラインレッスン導入のための設備投資と宣伝

東京都 川内設計 － 設計業務の非対面型モデルの確立とスペース新設とスキルアップ

東京都 株式会社スラットナー・アジア 4011001113389 リアルイベントをオンラインで行えるワンストップサービス

東京都 アルトフォニックスタジオ － リモート遠隔操作での業務、自社コンテンツによる新規顧客獲得

東京都 有限会社中むら 4010002013061 非対面ビジネス向けサンプルツールの開発による新規販路開拓

東京都 株式会社Ｍａｒｕ’ｓ 4010501044598 おうち需要に寄り添う洋菓子販売のＥＣ事業への進出と工房開設

東京都 株式会社ＺＥＲＵ． 6010001197333 自社サイトリニューアルによる営業活動のリモートワーク化

東京都 株式会社ＹＯＵ－ＢＩ 6010501030803 ＥＣ販売の確立による新たな事業販路の構築と既存ＨＰの強化

東京都 長塩産業株式会社 1011801010648 『ハンガー等の付加価値を高めて法人取引の販路開拓強化に取り組む』

東京都 鍼灸マッサージ瀧澤屋 － ＨＰチラシＰＲ動画作成、ＣＢＤオイルＥＣ販売による販路開拓

東京都 バランス整骨院幡ヶ谷 － 腰痛整体の販路拡大と、患者指導を動画にて行う非対面型サービス

東京都 ＳＩＮＯ　ＨＯＰＥ株式会社 4010601055883 化粧品のオンライン販売とネットを通じた新規顧客開拓

東京都
Ｐｅｔｉｔ　Ｒｏｓｅ　Ｊａｒｄｉｎ（プチローズジャル
ダン）

－ 自宅でテレワークする人のための住環境センスアップオンライン講座

東京都 株式会社ロイヤルバザール 7410001005867 自社ＨＰおよびＥＣサイトのリニューアルによる販路・売上の拡大

東京都 河口化学株式会社 8010801017093 第二供給ソースを作り、より安定供給体制構築

東京都 有限会社ティナズダイニング 9010002030300 自宅でお店の商品を楽しんでもらう食材キットの開発と販売。

東京都 有限会社ファーストコーポレーション 4011102029872 製品ＨＰの新規開発とＤＭ販促での販路開拓

東京都 株式会社ＭａｄｅｍｏｉｓｅｌｌｅＭ 11501021732 非対面による出来上がり画像の提示

東京都
プロフェッショナルマーケティング株式会
社

7011001114401 オンライン集客講座の普及プロジェクト

東京都 株式会社ＨＡＲＵ 7010001137247 新規顧客開拓及びコロナ対策による安心の見える化計画

東京都 須貝明弘税理士事務所 － 社長とビジネスマンのお金と人の悩みを、テレアドバイスで解決を

東京都 株式会社オノザキ 8010501016528 足の弱点を補い、歩行の質を高めるインソールのオンライン通販

東京都
ＴＡＧＳグループホールディングス株式会
社

7011001043434 新規ライブモデル事業（入場制限＋ライブ中継配信チケット販売）

東京都 株式会社ビズリンクス 11101067188 営業事務代行サービスのインターネット・ＷＥＢによる販路拡大

東京都 こばやし接骨院 － 子供の運動神経向上・ケガ予防エクササイズ動画配信事業
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東京都 けさらんぱさらん － パンに特化した商品の小売りやテイクアウト、ネット販売の拡大

東京都 ふうれん － ホームページの活用で根室の鮮魚を使った缶詰を周知する事業

東京都 株式会社Ｂｕｄｄｙ 3010501033643 オンライン面談対応化・販路開拓用サイト

東京都 株式会社グラヴィタス 3010001095399 “ＧＲＡＶＩＴＡＳ　ＢＥＡＵＴＹ”の広報活動

東京都 サンワ印刷紙工株式会社 4010601010806 オンライン販路開拓を実現する自社ウェブサイトの開発

東京都 マイスターズグリット株式会社 8010601054948 自社開発新除菌・抗菌剤の開発・非対面ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 2010001194879 「スクール事業とコンサルティング事業のオンライン化と宣伝」

東京都 合同会社Ｎａｃｃｈｕ－ｒｕ 2040003006451 全国の自立したい女性のための不動産賃貸業オンラインスクール

東京都 ジェイマインズ株式会社 3010001072381 ビジネスに特化した全国チャーターバス予約販売サービス構築

東京都 株式会社ＣＯＮＴＲＩＥＬ 6010001183647 Ｙｏｕｔｕｂｅでの広告配信と、自社商品を開発し販路を開拓

東京都 株式会社エース・フォース 2013201018295 ＩＴ人材を創出するクラウドソーシングサービス

東京都 ティーエヌ駒込店 － ＥＣサイトをフル活用し、トータルビューティーサロンへ進化！

東京都 ランドスター合同会社 3011803002749 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 アプリュスセー合同会社 1010003023153 リアルとＶＲの展覧会の連携で、販路機会の創出と顧客獲得

東京都 一級建築士事務所１ｓｔ　ａｔｅｌｉｅｒ － ＺＯＯＭを利用したオンライン打合せ体制構築とその環境整備

東京都 株式会社ＴＡＸＧＹＭ 5011001070290 経営者の経理負担をオンラインセ解決

東京都 中野道 － 自宅で楽しめる芸術コンテンツ

東京都 湯原　博司 － 新規分野アフィリエイト報酬獲得の取り組み

東京都 株式会社ｍａｐｌｅａｓｅ 1010401144542 オンラインによるインバウンド向け料理教室

東京都 株式会社ラーニングモア 4021001051943 Ｅ－ｌｅａｎｉｎｇによる研修コンテンツの製作・販売

東京都 株式会社カルチャリア 8010401129693 オンライン研修パッケージ制作と世界展開への販路拡大

東京都 クリエイティブ・ファクトリー株式会社 3011301024114 「インターネットを使った、オンラインイベントへの新規取り組み」

東京都 レコテック株式会社 4020001052547 サーキュラーエコノミ社会実現のためＭＰＳ説明動画制作事業

東京都 株式会社ゼロユニット 9010001121026 ◆リモート展示会システムの初期開発および販促準備

東京都 エネパス合資会社 9011103003863 安全・安心な空気調和の構築＋オンライン研修

東京都 安藤　憲一郎 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＨＵＮＤＲＥＤ　ＧＲＯＵＰ 9010501042036 ＩＴ活用による非対面型接客方式の導入と宅飲み用宅配事業の開始

東京都 Ｃｏｍｐｏｍ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 2010601050226 口コミのリモート営業活用と顧客会員化へのＩＣＨＩＺＵウォーター販促

東京都 ＢＲ　ＪＡＰＯＮ株式会社 7010001180544 メイドインジャパンの有名メーカー商品を掲載する越境ＥＣサイトの構築

東京都 Ｈｅａｌｉｎｇ　ＭＩＭＵＲＵＳ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社スリーエム 3010001187477 指名制予約システムで受付を在宅ワークにする事業

東京都 ＯＵＲＳＥ － ＥＣサイト構築とインターネット広告によるオンラインでの販路開拓

東京都 株式会社Ｊイノベーション 4010001174813 ｗｅｂ活用による軽食のテイクアウト及び情報発信による集客拡大

東京都 キビタス株式会社 3010001200140 クリックとフォーム入力で簡単申立『セルフ法律サービス』

東京都 ＹａｗａＬｕｃｋｓ － エスティシャンのようる手技から機器によるセルフエステの変換

東京都 トレードセンター － 多販路の新規開拓による新規顧客の獲得
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東京都 株式会社ホットココア 9011001072688 メンズブランドでのオシャレなマスク開発による新規顧客獲得

東京都 株式会社ＢｅｙｏｎｄｔｈｅＢｅｙｏｎｄ 6011101090320 対面型営業＆レッスンからオンライン型営業＆レッスンへの完全移行

東京都 株式会社エーディーアンドパートナーズ 5010401068382 バーチャル見学会

東京都 株式会社ＭＩＣ 1010401088558 自然界由来の成分で作った除菌剤ＷＥＢサイト構築と販売促進業

東京都 社外ＣＥＯＪＡＰＡＮ株式会社 4010501036117 建設業の事業拡大・承継コンサルティングサービスのオンライン化

東京都 イタリア食堂Ｊｕｎｅ － ナポリピッツァをはじめとするテイクアウト・通信販売の拡充

東京都 ＣＳＰ法律会計事務所 － 新サービス推進及びテレワーク環境整備事業

東京都 ランウェイ・エージェンシー株式会社 7011101068761 非対面型営業活動による取扱い求人案件の増加と求職者の獲得

東京都 Ｇｒｉｓ － コロナに負けないヘアサロンオンライン化戦略

東京都 アドバンストレード株式会社 6011001104642 インターネットを活用した物販業への取組みとサイト拡充等

東京都 スタジオＹＡＮＢＡＲＵ － テレワーク化に向けた環境整備、新規ＨＰを制作し新規販路の開拓

東京都 カフェフレスコ － ホームページ開設と非対面販売（ＥＣ）への対応

東京都 株式会社ボスコラーニング 6010001133148 「ＷＥＢ会議システム及びＤＶＤを活用したオンライン研修の提供」

東京都 株式会社ＴＡＡＫＫ 2011001124735 感染症流行語後時代の持続化戦略　３本柱

東京都 ＰＩＮＯＳ（ピノス） － 都内オフィス街から郊外の集合住宅地への出店場所へ

東京都 株式会社シュガー・ラッシュ 5011001091502 日本酒の海外輸出拡大を目的とした酒蔵や日本酒の多言語ＰＲ動画の制作

東京都 株式会社京都管領 3013301041543 国内向けオープン告知プロジェクト

東京都 株式会社プロテクトホーム 9011701015005 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社サヤトレ 1011101072389 【ＨＰリニューアル・非対面型モデルを取り入れた新規販路開拓】

東京都 久保 亜紀子 － ホームページの制作やオンラインレッスンの開設による販路開拓

東京都 Ｋ’Ｓ　ＧＩＦＴＥＤ株式会社 7010001198768 オンラインを使った多角的フラワー事業による販路拡大

東京都 株式会社日本ビジネスイノベーション 8010001143021 オンライン活用による非対面型新規顧客開拓と持続的経営

東京都 ノウドー株式会社 2011803001999 「テレワークを活用した障害者の適職創出プラットフォーム事業」

東京都 株式会社エフ・エヌ・シー 3010601035151 スポーツイベント運営のＩＴ活用による非対面対応の取組

東京都 株式会社ＦＦホールディングス 6010601051385 外国人向けＥＣサイト制作及び、海外向けＰＲサイト制作

東京都 Ｓｐｅｃｉａｌ － シェアサロン利用者の増員。

東京都 イー・エルアイ美容研究所 － 「完全非対面によるエステ施術」

東京都 株式会社サンレイコーポレーション 4010501044152
衛生除菌対策ハウスクリーング及び非対面式店舗（テイクアウト等）リフォー
ム

東京都 株式会社Ｖｉｋｏｎａ 5011001107357 オンライン飲みマッチング機能導入による会員獲得事業

東京都 ジャポックス株式会社 6020001131415 弊社の強みを生かした販路開拓コロナ対策営業アプローチ

東京都 株式会社ＴＯＭＯ’ｓ　ＣＲＡＦＴ 7010401147589 Ｅコマース誘導強化のためのＰＲ施策及びＥコマースのサービス改善

東京都 株式会社東京毛織 3010901025406 自社オンラインサイト開設によるウイルス予防兼新販路開拓

東京都 ワールドファミリー株式会社 9011101071185 非対面型ビジネスモデルへの完全移行のためのフロントページ改正

東京都 Ｒユニコーンインターナショナル株式会社 1010401151571 オンラインサービスによる日本酒の通信販売と日本酒イベント

東京都 株式会社よきあす 1010401141531 オンライン面談で応募者の利便性を向上させるシステムの構築

東京都 株式会社アグリア 8010401146169 ＥＺ水耕システムで栽培したクレソンの産直ネット販売立ち上げ

100 / 158 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

東京都 ＮＨホテルマネジメント株式会社 1010001181829 マイクロツーリズム型テレワーク事業

東京都 ラストマイルワークス株式会社 5011101078622 ビジネスの遠隔コミュニケーションで必要なＶＲ環境の提供

東京都 株式会社アール・エフ・シー 6010601047573 広告・宣伝の強化および衛生除菌対策による販路拡大

東京都 株式会社アール管理 3010001175639 除菌対策を行っている賃貸物件の供給

東京都 ケイティーヨガプロモーション － ＺＯＯＭによるヨガテレレッスン事業

東京都 Ｔ・Ｍ・Ｈ株式会社 1011401016681 ホームページ制作によるオンライン健康相談サービス等の提供

東京都 合同会社Ｌｉｌｄ 6010403019052 【非対面型の飲食店様向けウェブサイト納品サービス】

東京都 トーキョースタイル －
【小規模から中規模の演劇オンライン公演システム、オンライン教育システム
の構築】

東京都 鈴木　大我 － 非対面販売ルートの開拓とテレワークの導入

東京都 Ｓａｍａｒｉ　Ｗｏｒｋｓ － ＥＣサイト作成によるオンラインでのサービスの提供

東京都 Ｆｕｎ　ｒｏｓｅ － 【非対面型スキンケア相談及びスキンケア商品のオンライン販売】

東京都 株式会社ＳｕｎＳａｉｌ 5010001198753 動画配信による初心者ランナーのコミュニティ形成・体質改善支援

東京都 フォトメディカル合同会社 1130003005346 抗体・抗原検出の高感度化技術の国内外展開への市場調査事業

東京都 株式会社ＲＥＴＡＩＬ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 2012401023907 ＳＮＳ運用によるタッチポイント増加の取り組み

東京都 ネクサス － 非対面型による格安ＳＩＭ販売で顧客の携帯電話利用料を半減に

東京都 株式会社ベストエフォートマーケティング 2010501030212 非対面型営業ノウハウも提供しＷｅｂマーケの成果を高める取組み

東京都 グレイトスター － 新規商品開発とネット販売の実施

東京都 オダギリ・フードシステム株式会社 4010001185496 東京軍鶏の真空パック販売事業

東京都 秋田　載壮 － 顧客満足度向上の為の設備投資

東京都 株式会社ＳＥＮＳＥ　ＰＯＲＴ 7010901046183
コーヒーブランド立ち上げとオンラインショップの開設によりちょっと贅沢な「お
うち時

東京都 有限会社プラント・プラン 8011202005349 Ｙａｈｏｏ！ショッピング・ＥＣサイト出店「エレノア」

東京都 炭火焼鳥ごいち －
【新商品開発による飲食店のＥＣ化と、共同購入型予約販売ＥＣサイトへの出
店】

東京都 行政書士法人ＥＴＨＩＣＡ － 【非対面型法務コンサルティング及びテレワークよる行政手続き代行】

東京都 株式会社アイザックリンク 6011101050935 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 マリコロンドン － Ｗｅｂサイトを活用し、天使の絵画を国内外に販路拡大する

東京都 笑酒屋どやぐんち － テイクアウト・通販事業進出に伴う商品開発マーケティング事業

東京都 株式会社リープフォワード 4011101084571 誰でもどこからでも自由に学べるオンライン研修サービスの構築

東京都 合同会社ｉｄｅｃａｌ 6010003028445 オンラインサポートを中心としたボディメイクプログラム

東京都 株式会社ＧｏｏｄＶｉｂｅｓＯｎｌｙ 1010901042320 「新しい時代のクリエイティブ開発」における取引先と制作様式のシフト

東京都 株式会社マツオ十字堂薬局 7011001050613 最適な漢方提案に非対面型を導入し販売

東京都 株式会社匠工芸ギャラリー禅 4011001071307 オンライン上での購入促進のため公式サイトをリニューアル

東京都 貮古玉一本堂 － 産直の魚と無農薬野菜によるテイクアウト・宅配専用商品開発

東京都 株式会社和える 5010401092845 オンラインショップ販売強化と、非対面型ワークショップの挑戦

東京都 合同会社Ｉｎｄｕｅｒｉｓ 3010403015293 ファッションの魅力を伝えるオンライン化非対面販売開発

東京都 リンクネスト － シニア住宅リフォームの代理店事業における営業活動の非対面化

東京都 株式会社ＹＧ　ＪＡＰＡＮ 3011001056523 オンライン祈願システム、オンラインサポート構築
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東京都 株式会社ＱＬＣＬＥ 8010401110141 感染症対策の非接触対応型イベントシステムの開発

東京都 鍼灸×気功アロマＡｊｕＣｕｒｅ － 治療目的の鍼灸サービスの増加と非対面サービスのためのＨＰ作成

東京都 株式会社オールジョブスジャパン 4010401140332 テレワーク環境を整備し、電子ＰＲを行うことで販路拡大を目指す

東京都 株式会社ＨＵＢ＆ＢＲＩＤＧＥ 3010601053533 レンタルスペースのマッチングサービス

東京都 カフェメゾンドケー － 近隣のお客様に感謝！オーブン調理の新メニューお披露目会

東京都 河合真悟税理士事務所 － 「クライアントの事業成長にコミットする提案型会計事務所」

東京都 クリエイティブオルカ株式会社 4010001184242 非接触営業方式ライブ配信スタジオと新規事業インフラの試作開発

東京都 株式会社ＮＯＤＯＫＡ 5013301042399 スティックタイプの試供品の作成を通じた新規顧客、取扱店獲得

東京都 株式会社ＫＡＺＵゴルフプランニング 4011401012579 女子プロと交流する会員制ゴルフライフクラブのホームページ開設

東京都 ＭＡＲＲＹＵＰ株式会社 2011001119594 オンライン版男性向け婚活トレーニング

東京都 センタープロジェクト株式会社 11101053458 ・セミナーのオンライン化とスタジオ作り

東京都 株式会社グローバルアイ 5020001080753 テレワークとＷＥＢ受注システムの導入

東京都 ＦＩＦＴＹ－ＦＩＦＴＹ株式会社 6010901041788 ＳＮＳとＬＰを使った会社経営者向けのサービスの広告宣伝

東京都 ＳｏｕｌＭａｔｅｓ株式会社 9011101081779 オンライン個別指導による新たなマーケット構築とサービス品質強化

東京都 リサイクル　チャオ － 在庫管理を電子化テレワーク実現／非対面型リユース品の委託販売

東京都 コムブライト株式会社 6010001103303 オンラインビジネス、越境ＥＣサイト構築による新規販路開拓

東京都 株式会社ＳｙｎｃＢｒａｉｎＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 8010401098501 オンライン型運営事務局サービス提供に必要な環境の整備・運用

東京都 株式会社抗加齢医学研究所 5010601034663 衛生検査所開設に伴う内装工事事業

東京都 株式会社ＰＱＤ 11501024715 非対面型システムを活用した新受付オペレーション事業

東京都 Ｎｕｍｅｒｏ　Ｓｉｅｔｅ株式会社 4010401139358 動画コンテンツによる非対面型ビジネスモデル

東京都 ＢＡＢＥＬ　ＭＥＴＨＯＤ株式会社 3010701038244 高度人材の日本語コミュニケーション学習オンライン化と販路拡大

東京都 株式会社ＴＡＲＴ 1010701036968 オンラインブロックチェーン研修事業

東京都 株式会社プラスネット 3020001078122 不動産仲介業務をオンラインで行う仕組み作り

東京都
株式会社ＵＮＬＩＭＩＴＥＤ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭ
ＥＮＴ

1010001192124 通販サイトの立ち上げ、宅配サービスの開始での非対面売上増加施策

東京都 ｅＦ － 医療業界向け高品質配信・編集・翻訳全部おまかせパック

東京都 株式会社ＨａｎｄｓＵｐ 2013201015904 新しい成分を使った美容液の開発とネット販売による全国展開

東京都 ＣｉｒｕｅｌａＳｔｕｄｉｏ（シルエラスタジオ） － オンラインコンテンツの製作とＨＰによる告知宣伝

東京都 Ｇｒａｔｉｔｕｄｅ － 新たな販路でグランドオープン

東京都 株式会社ＹＯＵＤＥＡＬ 1120001176165 声優や自社タレントと連動しグッズ等のＥＣサイトの構築

東京都 ｌｅ・ｓａｌｏｎ・ｄｅ　Ｋｏｉｆｆｅｕｒ － 美容商品販売型のＥＣアプリを導入し売上アップを図る

東京都 アッカディエンタテインメント － オンライン自宅学習コンテンツとシステムのコンサル及び販売

東京都 株式会社ＬｏｖｅＭｅｅｔ 2011101087840 オンラインイベント開催に向けてのサイト制作及びウェブ広告出稿

東京都 株式会社ＬＶＳ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 9010401142217 コロナの影響で職を失くした外国人求職者向けポータルサイト制作

東京都 ＹＡＳＴコンサルティング合同会社 1011103007946 オンラインでの指導・商品販売の拡大

東京都 ＴｅＶｅＡｅ株式会社 8010001156493 装置導入による作業の効率化とセールス強化による新規販路開拓

東京都 Ｓｈｉｎｉｎｇ－Ｓｍｉｌｅ － オンラインを活用したビジネスによる販路の拡大
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東京都 株式会社エムズウイング 7011801000692 【全国展開を可能にするＥＣサイト制作及び、ＷＥＢ広告出稿】

東京都 美容整体サロンＣＯＣＯＢＯＤＹ － 美容機器インナーインパクト導入によるメニュー開発・販路開拓

東京都 株式会社ケースリビング 10401145033 ホームページを利用した集客及びお弁当の移動販売、デリバリー事業

東京都 ＳＫ８ＩＮＳＯＬＬ株式会社 5011001121135 意匠登録ＤＩＹ　スケートインソールの国内製造とＥＣ販売

東京都 久保司法書士事務所 － インターネットを利用した非対面型の販促及びオンライン対応

東京都 株式会社Ｄｒｅｉｅｃｋ 9010001187034 当社取扱商品の認知度向上を目的とした総合施策

東京都 株式会社ＳＭＫＴ 1010401097311 「スタイリング提案と独自商品提案・販売ホームページの作成」

東京都 株式会社ＳＵＭＭＥＲ 2011001131062 研修講師のためのセミナー動画配信ＥＣサイト

東京都 キャプテンサポート株式会社 2011601017207 月額制機材レンタルサービスのＨＰ作成とＷｅｂ面談会議システム導入

東京都 株式会社ＯＭＨ 3010001192295 豪華客船を舞台にした“船上オンライン結婚式”サービスの展開

東京都 株式会社ブルーツ 5011001123882 非対面型マッチングサービスの開発とＷｅｂ広告による販売促進

東京都 株式会社トリプルエイチ 3011001072108 ＶＲ＋動画機能設置による非接触型ＷＥＢサイト構築・広報事業

東京都 ｈａａａｎ＆Ｃｏ． － ウェブサイトの開発・公開による新規顧客獲得事業

東京都 システマック株式会社 5011801019330 ネット販売を活用した新規顧客／売上の獲得

東京都 藤原建設株式会社 5011301006341 ＨＰ、ＶＲといったオンラインの場をフル活用した営業活動

東京都 末光 － おうち時間のお供・靴職人が作る革の動物ぬいぐるみ

東京都 メゾンアヤーム － 人的ネットワークを活用した経営戦略によるデジタル型顧客開拓

東京都 ビーチャイニーズ株式会社 8010001089586 非対面型授業拡充と規模拡大のためのテレワーク環境整備

東京都 フォレストヒルズ －
新アイテムの追加及び、越境ＥＣを構築をすることでネットを通じた新規顧客
獲得

東京都 ＮＡＹＵＴＡ株式会社 2011201020164 テイクアウトの開始とインターネット広告を利用した販路拡大。

東京都 株式会社銀座柳画郎 8010001064069 オンライン画廊巡りの構築

東京都 株式会社ＳＤクリエーション 8020001118880 自動販売機を活用した非対面型販売スキームへの転換

東京都 合同会社Ｍｅｌｔｙ 7011003009657 ＷＥＢを活用した動画配信およびオンラインマネジメント

東京都 Ｌ．Ａ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 2011001127936 「現事業のオンライン化およびＷＥＢサポートメニューの拡充」

東京都 ＣＯ２ － 個人向け動画編集専門サイトの構築

東京都 株式会社多田企画 4011301025383 リモートでのミーティングによるリノベーション工事の円滑

東京都 株式会社東齋 8010501042623 個人向け、美術品の買取事業

東京都 株式会社アクティビスタ 1010001166350 社会人向け教育研修サービスのオンライン化による販路拡大

東京都 有限会社花信 5011602021411
ＳＮＳ動画を活用した新規顧客獲得と講座やセミナーのオンラインコンテンツ
化

東京都 株式会社ＫＡＳＨＡ　ｔｏｋｙｏ 9010401125758 ネットツールを利用した非対面型による営業と研修

東京都 ＯＦＦＩＣＥ宇土 － 非対面型レストランへの転換

東京都 ｅｎ－ｔｈｒｅｅｄｏｔｓ合同会社 5011003009436 「輸入小売事業の国内プライベートブランド事業へのシフト」

東京都 株式会社メメントリップ 1011001113615 オンラインセールスによる城南地域発のマイクロツーリズムの創生

東京都 加圧スタジオＳ－ｌｉｎｅ － オンライントレーニングの提供とＷｅｂ上での集客

東京都 キュリナ株式会社 1011001130924 ＷＥＢ・クラウドベースの栄養計算・ラベル印刷用ソフト開発

東京都 株式会社インタクティス 8010001145439 テレワーク導入に必要なクラウドツール導入
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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

東京都 株式会社ツー・スリー 8011101071987 子供向けオンライン個別授業「スマスタ」

東京都 株式会社イーディーシー 6010001119064 リフォームをもっと身近に。ホームページで集客。

東京都 ジャンクロケット －
【新商品開発による飲食店のＥＣ化と、共同購入型予約販売ＥＣサイトへの出
店】

東京都 株式会社データデジタルデザイン 3010003020504 商談やコンサルのオンライン化等による新しい働き方への対応

東京都 高見　優希 － 事業の認知と受注件数向上に向けたデジタル戦略の策定

東京都 株式会社Ｒｅｉｎｖｅｎｔ 2010401145102 オンラインアプローチによる新規顧客開拓向け動画メディアの構築

東京都 ストップイットジャパン株式会社 1010801026092 非対面型「ＳＯＳの出し方教育」授業・講演事業の創出

東京都 酵素ラボ － 米ぬか酵素風呂の開業支援強化のための動画教材作成等

東京都 有限会社クリエーターゼロ 2011002003566 コロナ対策経営計画

東京都 松沼　雅久 － リモートで完結する映像制作サービス

東京都 株式会社ｃｒｅａｔｉｏｎ　ｆｉｒｍ 8011001118302 非対面型　自社越境ＥＣサイトの構築

東京都 アルマムジカ － 「日本の名曲を世界に届けよう」

東京都 福井　かおり － 新規ＥＣサイト開設による物販強化

東京都 株式会社ヒトデザイン 4180001100827 表参道ネイルサロンがセレクトする商品・サービスのネット販売

東京都 ＳｉｔｅＪｏｕｒｎａｌ合同会社 6010003024873 自社ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスモデル販路拡大事業

東京都 株式会社ｃｕｒｉｏｓｗｉｔｃｈ 3011001125055 自社ＥＣサイト「ＯＭＯＩＤＥ」（仮）の新規構築及び運用事業

東京都 整体師　小林　美咲 － 輝くあなたの在宅ワークのためのホームリフレクソロジー

東京都 株式会社タカクワアンセスター 8013202014230 自社ウェブサイト構築によるオンライン上での販売機会の創出

東京都 フード・アクション・ジャパン株式会社 2010001144140 移動販売車両による弁当、総菜等の販売事業

東京都 株式会社ライブルベース 5013301039577 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 Ｅａｒｔｈ－Ｏｎｅ　Ｌｏｖｅ － ＳＮＳ＆ＷＥＢを活用したオンライン完結型ビジネスへの転換

東京都 株式会社ヴェリタス・ヴィンキット 8010001207610 “ポスト・コロナ時代”のための新しいＷＥＢメディアの開設

東京都 ジュレ株式会社 － 新しい名刺様式

東京都 株式会社ＧＭＣ － クラウド型商品管理システム構築およびサービス品質向上事業

東京都 株式会社メイル 3010401137008 スタイリストによるリメイクアパレル商品のＥＣ販売

東京都 株式会社こんにちは 7010001143625 デザインシミュレーターを持ったオリジナル商品販売サイト構築

東京都 合同会社ビジネス実践研究所 1010003022188 ５Ｇ活用イベント開催アプリケーション開発事業

東京都 株式会社ＶＡＲＤ　ＴＯＫＹＯ 1010901028724 低価格商品の企画開発とＥＣサイト導入によるＢｔｏＢからＢｔｏＣへの販路拡大

東京都 株式会社東京相続サポートセンター 5010401103610 ＹＯＵ　ＴＵＢＥ動画を起点としたＳＮＳ、ＨＰとのクロスＷＥＢ戦略による集客

東京都 株式会社ｓａｐｉｅｎｓ　ｓａｐｉｅｎｓ 8010601039528 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 マリーペットクリニック － 非対面販路の拡大

東京都 株式会社ソラーチェ代官山 4011001065663 オンラインレッスン及びトレーニング動画の配信システムの構築

東京都 株式会社トシ・ランドスケープ 4011001121053 専門技術による剪定、伐採に特化し販路開拓と広報活動

東京都 Ｍｏｎｒｏｅ － ＳＤＧｓ目標１２（つくる責任つかう責任）とリンクさせる取組み

東京都 株式会社フローリスト花成 5011101018801 日陰でも育つ植物の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社リッツエステート 1011101082751 ＷＥＢによる外国人向け賃貸仲介の販促
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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

東京都 有限会社旭建硝 6011602000075 非接触型暮らしの快適助言サービスの開発

東京都 有限会社ジャンブー 1010802016200 個人ユーザーと企業からの自社ネットショップ新規顧客獲得

東京都 株式会社ＭＪｍａｊｉ 5010901045336 通販事業への新規取組を中心とした多面的な売上確保施策

東京都 株式会社ＭＥテック 2180001124290 通信販売事業の販促力向上を中心とした経営力向上

東京都 株式会社ｍａｒｋ 8010401149790 通販事業への新規取組を中心とした経営力向上施策

東京都 株式会社Ｃａｔｃｈ　Ｂａｌｌ 2011101079466 通販事業への新規取組を中心とした経営力向上

東京都 株式会社ＮｅｏＴｒａｆｆｉｃ 3011101079985 オンライン環境でのマーケティング教育・コンサルへの取組

東京都 株式会社べべ 4010801030026 自宅でできる「セルフケア小顔矯正」の提案

東京都 株式会社スマミン 4011001127471 海外からの帰国者向け非対面型宿泊サービスの展開

東京都 株式会社Ａｓｉａ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 9010401144931 自社ＨＰを活用した新規顧客層開拓の向上施策

東京都 根本不動産 － 非対面・リモート型による不動産相続支援の地域一番店事業

東京都 株式会社タコスマイル 2011401016490 デリバリー強化及び需要掘り起こし対応

東京都 ｐｏｍｍｉｅｒ － 動画編集オンラインサービスの開始

東京都 株式会社シー・カラー 7010401122674 業界初のＬＥＤ搭載型移動販売車のレンタル事業

東京都 岩下　涼平 － ＰＲ動画作成による新規顧客の獲得と受注テレワーク数の拡大

東京都 合同会社リベルタエステート 4010003022805 非対面型の部屋内覧と入居申込の構築及び差別化設備の導入

東京都 株式会社山Ｐ 3010901028020 良質な「中古理化学機器」を効率良く仕入れて、「安く販売」

東京都 ＡＹＡＫＯ　ＢＡＵＬＡ　ＯＦＦＩＣＥ － ■独自ＥＣサイト立上げによるオンライン型ビジネスモデルへの転換

東京都 オフィス赤りんご － テレワーク時代を楽しむためのオンラインコンテンツ

東京都 わいんとチーズと俺Ｎ － ホームページ制作とチラシポスティング配布で新規顧客拡大事業

東京都 プラチナマリアージュ － オンライン婚活にも強い仲人型結婚相談所を訴求するＨＰの刷新

東京都 株式会社コア 3011001066761 ●地方就業促進、保育・再エネ業界の販路開拓、ウェブ集客増加

東京都 クリエイティブジャパン株式会社 3011001101147 新しい移動の提案

東京都 株式会社Ｄ－ｉＬＡＮＤ － ＤＯＣＴＯＲカウンセラー

東京都 株式会社イースターエッグ 2010401063923 「デジタルアーカイブ・サービス」と「清潔Ｎｏ１スタジオ」事業

東京都 株式会社Ｓｕｎｎｙｌｉｖｅ 8010001207932 オンライン料理教室及びオンラインフードイベント

東京都 タフト株式会社 4011101050409 通販事業拡大・卸売事業の新規開拓に向けた焼き菓子工房の新設

東京都 株式会社Ｎキャリアート 7010001189230 自宅で受講可能な定年後再就職支援

東京都 合同会社一矢 7010003028758
自動運転をテーマにプログラミングを学ぶオンライン自宅学習コースの開発・
販路開拓

東京都 合同会社Ｄ－Ａｎｓｗｅｒ 9011003008137 無添加のソイ・プロテインの開発と通販による販路開拓

東京都 ユリノオト － コンサートと個人演奏指導のオンライン化による新規売上の創出

東京都 株式会社ＳｈａｒｅＦａｉｒ 7010401143613 高付加価値なテレワーク環境の整備

東京都 株式会社ＡＩ 1010001186910 寄付型定期払いクラウドファンディング事業

東京都 株式会社トビバコ 4011101082575 ブログ記事ライティングのオンライン顧問サービス

東京都 深山和哉 － 独立系ＦＰ・小規模不動産業者間が連携する新型不動産紹介

東京都 株式会社エイチアール 8011201013187 オンライン営業と営業自動化システムによる販路拡大事業
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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

東京都 株式会社インターコミュニティ 8010901014536 クラウド対応カウンセリング事業における販路開拓

東京都 アコラージュ － オンラインレッスンとＥＣサイトで非対面で綺麗販売促進を目指す。

東京都 有限会社キャステージ 1010002041610 非対面型コンサルティングの構築とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 Ｐｌａｙｆｌａｔｓ合同会社 6011003008924 ＥＣサイトを活用した物品の海外販売

東京都 ヒューマンイノベーション － リモートワークで業績があがる組織開発

東京都 壱世堂 － 【新商品開発による飲食店のＥＣ化・デリバリー化支援サービスの提供】

東京都 ＲｅｄＢｏｘＰｒｏｊｅｃｔＪａｐａｎ － ″スマートピリオド″を通じた生理用品サブスクリプションサービス

東京都 株式会社ＣＲＣ 8011001072697 新派遣事業システム

東京都 ＲｉｓｔｏｒａｎｔｅＭＯＴＯＭＵＲＡ － サプライチェ－ンの毀損への対応

東京都 株式会社ユー・ブイ・エヌ 2010001086440 訪問営業からオンライン受注及び接客への転換事業

東京都 テイワズ・ストーリア － Ｋｉｎｄｌｅ出版プロデュースオンライン講座の開発・販路開拓

東京都 株式会社ＳｏＳｈｉｎｅ 8011001106059 オンラインによるカウンセリングサ－ビス、セミナ－の提供

東京都 有限会社トランスフォーム 1011202007640 集客とリピート強化＋ＥＣの導入で売上＆利益アップと待遇改善

東京都 千鳥ヶ淵総合事務所 －
ＷＥＢを活用した完全非対面型相続サ－ビス事業及び高齢者等との遺言書
作成相談事業

東京都 株式会社ウイントーク 8011101080484 ＥＣサイト作成による非対面型販売の実現と販路拡大

東京都 株式会社Ｍｉｒｅｙ 7010701038389 ネット予約・ＰＯＳレジ・ＥＣショップでのＩＴによる新規獲得

東京都 ＷＩＬＬ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社 2011301022309 ＷＩＬＬ　ＳＴＵＤＩＯ拡張計画

東京都 Ｏｃｈｏ　Ｔａｑｕｅｒｉａ　Ｍｅｘｉｃａｎ － 内も外も対策！顧客のニーズに応える換気・待機システム導入

東京都 ペットボックス － オーダー品注文専用ＷＥＢページ作成・ＰＲ

東京都 株式会社インターウェア 8010801025617 ライブ映像配信とＬＰ開設によるハイブリッドＥＣ販促事業

東京都 株式会社Ｏｌｉｋａ － 【健康寿命を伸ばし、豊かな人生を送る為の遠隔提案の構築】

東京都 ３Ｈ　Ｌｉｆｅ　ａｓｓｉｓｔ合同会社 9011503001954 リモートを活用した運動指導の展開と少人数制運動サークルの斡旋

東京都 ａｂａ’ｓ　ｃａｆｅ － 真空調理法による宅配サービスによる顧客深耕及び新規顧客獲得

東京都 株式会社クレーター 8011101087629 ＳＥＯ対策による販路開拓、単体販売、ウェブリニューアル

東京都 株式会社ＴＯＮ 3011001059162 ＳＮＳを活用した新ネイルメニューの販路拡大事業

東京都 株式会社ｄｒｏｎｅ　ｓｕｐｐｌｙ＆ｃｏｎｔｒｏｌ 4010001192724 産業用途ドローンレンタルを非対面ＥＣショップで実現する

東京都 メディアフィールド株式会社 3010401125961 オンライン化による新しいイベント支援の仕組みの構築

東京都 株式会社裕 3010003021725 ＣＡＴＶ工事サービスのＥＣサイトによる非対面型販路拡大事業

東京都 ＣＦＥ － ＥＣサイト作成による一般消費者向け事業の展開

東京都 柿の木坂ピアノ教室 － 「換気装置による生徒さんレッスン再開」

東京都 佐藤　郁 － ＷＥＢを活用した無料オンラインレッスン（体験型）

東京都 もぎたて株式会社 4010001148230 デリバリーとインターネット販売を通じた新規顧客獲得

東京都 フォリウム － リモートを活用した美育・美腸レッスンを端緒とした顧客の獲得

東京都 山野　一真 － コロナウイルスによる収入減少の対策

東京都 株式会社シンプルプラン 8011701020229 富裕層の販路開拓施策と対面打合せ回数・時間削減施策の実施

東京都 株式会社ＴｒａｄｅｒｓＭａｒｋｅｔ 2010401095421 ＥＣサイト構築及び会員システム導入によるＢ　ｔｏ　Ｃ事業拡大
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東京都 株式会社ｐｏｗｅｒｂｏｍｂ 9010001182836 ホームページ改善による新規顧客獲得で一社依存経営から脱却

東京都 株式会社ナレッジコンスタント 9010001138524 メンタルチェックツールのＷＥＢ化による新規事業開発

東京都 林　容子 － フォトストーリー　オンライン講座

東京都 株式会社プロスパービューティー 5010401141461 濃縮睡眠（Ｒ）メソッドのオンラインサービス開発とＥＣサイト強化

東京都 株式会社ＨＡＴＡＧＯ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ 1011001073347 地方誘客に繋げるＷＥＢインバウンドマーケティングＨＰ構築事業

東京都 株式会社ＡＴＷ 9010001187447 エシレバターを活用した新商品の開発。ネット、チラシの販路開拓

東京都 合同会社ナンバーグリーン 3010903002898 ＥＣサイト開発新規顧客獲得事業

東京都 アプトレクスジャパン合同会社 5011003009766 キッチンカー外販プロジェクト

東京都 Ｃｏｎｏｐｏｋｅｔ － 「キャンドルナイト・リースパック」

東京都 ＨＳＡＭ合同会社 2010003026188 賃貸募集コンテンツの強化と非対面内覧への対応

東京都 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ 7010401149073 非対面モデル転換に向けたマーケティング支援可視化ツールの開発

東京都 株式会社おがた 9010001132056 天草、みつ豆のＥＣ販売

東京都 時計の玄人株式会社 8011401020520 時計の玄人ＥＣサイト事業

東京都 韓日広告有限会社 － オンライル化への事業転換と、宣伝強化

東京都 株式会社クレアシス 3010001200396 認知度向上および取引先拡大のための施策

東京都 齊木税理士事務所 － 資金繰りに強くなり財務課題解決を助けるオンライン講座の発信

東京都 フード流通経済研究 － 【オフィシャルサイト「オープンアクセスジャーナル」の制作】

東京都 有限会社ハヤトインターナショナル 5010402015094 グローバルヘアサロンの美容商品オンライン販売

東京都 株式会社メロス 7010001176146 非対面ビジネスのための環境整備とネットを通じた新規顧客開拓

東京都 有限会社八と二 8011102030001 フリーペーパーのオンライン化

東京都 ＳＴＡＹＸＩＡ合同会社 2011003010594 Ｗｅｂ活用による新規ビジネスモデル構築と非対面入居導入

東京都 おいしいやかわいいや － オーダーメイドケーキを簡単に注文できるＥＣサイト製作

東京都 株式会社イベントコンサル 8011201018764 食イベント特化型のＥＣサイト制作と商品販売

東京都 株式会社ＰＲＯＦＥＳＳＯＲ’Ｓ　ＲＯＵＮＤ 2010701022348 抗ウィルス商品開発で新規顧客獲得、ＥＣサイト強化

東京都 株式会社フルックス 5011501014029 ウエッブサイト内でのユーザー向け直販システムの構築

東京都 株式会社恵徳不動産 6010901018035 遠隔カメラ設置による非対面事業推進・顧客満足度向上事業

東京都 株式会社アクエリアス 9012801009615 婚活業界向け／サブスク型ＷＥＢ運営・ＰＲ・オンラインコンサル

東京都 ジャパンフードラボ株式会社 2010401140573 問い合わせ～予約管理の自動化による製品提供体制の構築

東京都 有限会社大光通商 6470002015118 オリジナル美容商材開発とインターネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社勘川 8011401017772 コロナ対策店舗への改装と、テイクアウト販売のＷＥＢ上での露出

東京都 カブシキ会社リーガル・パートナー 8011101089195 税理士と協働した生前対策セミナー・相談会のオンライン開催

東京都 ＶＥＮＵＳ８株式会社 8011201014937 美容品並びにＰＯＰＳＯの販路拡大と宣伝強化

東京都 弁護士法人直法律事務所 5010005028989 ＨＰ改良による新規顧客獲得と非対面環境の整備

東京都 ＴＩＭＥ　ＳＬＩＰ － オゾンのパワーでウイルス除去・感染予防

東京都 タブソリューション株式会社 2010101012701 外国人特化採用／労務管理マッチングアプリ「ＪＯＢ＆ＷＯＲＫ」の販路開拓

東京都 Ｗｅｌｌｔｏｏｌ株式会社 4010001166348 多言語に対応したショッピングサイトサービスの開発
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東京都 合同会社Ｏｒｂｉｔ　Ｐａｒｔｎｅｒ 2010003028440 キッチンカーによる非対面型飲食事業への転換

東京都 Ｂｅｙｏｎｄ　Ｔｈｅ　Ｂｏｄｙ － 新規顧客獲得のためのオンラインレッスン環境構築事業

東京都 馬通富株式会社 －
自社ブラン新商品開発とネットを通じて日本国内と中国など海外へ販売の展
開

東京都 株式会社映像宮大工 7011301015522 完全テレワーク化における新形態映像制作と新規顧客獲得

東京都 株式会社ＳＹＭＡコーポレーション 1010001146897 ヘッドスパ専門店が使用する美容商材の通販用ＨＰとＥＣサイト構築

東京都 Ａ－ｐｒｅｓｅｎｔｓ － 「個別動画でのマジック教室」の提供によるＶ字回復事業

東京都 松田　翔悟（個人事業主） － コロナ対応完備の新しい観光ツアー開発システムの構築及び実施

東京都 ジークールミュージックＧＣＭ － ネット通販の拡大と新規顧客獲得

東京都 ブランシュ株式会社 8010701023365 Ｗｅｂサテライトスタジオ及びＷｅｂ店舗開設プロジェクト

東京都 柿崎 加津代 － どこにいても自分らしい生き方をオンラインで叶えるブランドへ。

東京都 ｍａｒｉｃｒｅｗ株式会社 4010901044479 テレワークによる業績向上とＷＥＢサイト作成による販路拡大

東京都 株式会社バレンシア 3011001052869 ホームページを活用したオンラインレッスン、動画を通じた新規顧客獲得

東京都 社会保険労務士法人銀座パートナーズ 5010005029698 自社ＨＰを活用した非対面型の新規開拓とリモートワークの実現

東京都 株式会社ワークスタイルキャリア 2010001154817 エンゲージメントを高める仕組みをもつホームページの作成

東京都 エーデル － ＥＣ制作と現ＨＰリニューアルし会員機能とオンラインサロン開設

東京都 整体師　落合　依里 － 心も体もホンワカする、おうちセルフリフレクソロジーを体系的に！

東京都 株式会社オピアエージェンシー 8030001126973 スマホ１台で５Ｇ動画オンライン営業の開発・販路開拓

東京都 有限会社クラフト小川 2010402004389 越境ＥＣサイトとＦａｃｅＢｏｏｋアカウントの作成

東京都 株式会社Ａｃｔｉｏｎ　Ｐｒｏ 2010901037435 サッカープレイヤー向けオンライン分析サービス事業

東京都 ＥＮ － ＥＣサイト構築によるサプリメントのＢｔｏＣ向け販売

東京都 株式会社ラフハーツ・エイテム 1011001128324 予約販売、他店商品販売ＥＣサイト構築とＳＮＳ広告の出稿

東京都 茶舗小宮園 － ＥＣサイト開設と販促に伴うプロモーションサイトの制作

東京都 株式会社ＶＯＣＥ 4010001156142 ＨＰリニューアルと共有アップロードサーバー及びシステム制作

東京都 有限会社金成スクリーン 7011802023486 オリジナル商品のＥＣサイト構築及びＳＮＳ広告出稿

東京都 株式会社フラックス 2011001108382 小規模事業者でも出稿を行えるＡＳＰの制作

東京都 株式会社ＣＥＣＩＬ 5180001071761 “育乳”動画オンラインサロン＆カウンセリング販路拡大事業

東京都 合同会社Ｆａｒｃｈ 2011303003579 テイクアウト販売拡大計画

東京都 有限会社銀座ドリーム 5010002019017 セミナー予約システム搭載のＥＣ制作とＹｏｕＴｕｂｅ用動画制作

東京都 Ｂａｒ　Ｎｙａｒａｎｇｏ　バー・ニャランゴ － 『日本一・多ジャンルな音楽バー』の存続と感染リスクの低減

東京都 株式会社イレブンワン 9010001201760 動画とホームページの組み合わせによる非対面ビジネスモデル構築

東京都 有限会社ＨＭＳ 2011302015138 オンライン施術指導・漢方相談・健康相談・セミナー導入事業

東京都 株式会社ＡＣＴＩＣＥ 4010001168237 非対面式オンライン型セミナー、講演会事業の開拓

東京都 ＨＡＮＡ　ＭＡＲＴ　ＪＡＰＡＮ － 新規・既存の両販路での新規開発中商品と既存商品の販売促進計画

東京都 ピュアレゾナンス合同会社 9010003028112 オンラインでの生演奏・音楽レッスンの展開

東京都 合同会社ヨガパドマ・リシケーシュ 8011003003097 【非対面型のヨガクラスの推進】

東京都 ＧＲａｉＬ　Ｊａｐａｎ株式会社 5010601049538 宅配・移動販売車両として自転車改装とイートインスペースの改善
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東京都 株式会社ＣＡＰＴＵＲＥ　ＥＭＯＴＩＯＮ 8010001209747 Ｚｏｏｍを活用した全国オンライン写真スクール

東京都 司法書士中村事務所 － 韓国向けウェブサイトの構築及び非対面サービスの導入

東京都 株式会社ＷＯＷ 5010901043819 ＹｏｕＴｕｂｅマーケティングによる中小企業販路拡大支援事業

東京都 株式会社ＣＡＲＥＸ 5010401146709 非対面販売のサイト構築で販路拡大

東京都 株式会社くもり 3010401134772 ランチのテイクアウト強化と店内改修によるクレンリネス強化

東京都 ウェブニクス株式会社 6290001029038 アプリ紹介動画を作って店舗と企業にＰＲを行う事業

東京都 株式会社ＯＡＫ　Ｆａｃｔｏｒｙ 3010401139350 キッチンカーによる極上の生ビールのテイクアウト専門販売

東京都 株式会社アイルフーズ 7011801030120 ＥＣサイトを活用した冷凍魚・水産加工品の通信販売

東京都 Ｂｏｄｙ　ｃａｒｅ，ｌａｖｅｎ － オンライン講習によるサロン開業のノウハウ提供及びサポート事業

東京都 株式会社桂林 9040001039950 自宅で食べるジャンボ餃子

東京都 株式会社経営教育総合研究所 9010001086632 既存事業の非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 関口　昌典 － 新型コロナウィルス感染症対策とオンラインサービスの実現

東京都 株式会社ライトニング 9010701033116 ＳＮＳ広告やリスティングを使った非対面型で新しい形の集客

東京都 リラックスハウスえがお整骨院 － 大人気！「ハイフ」を使ったセルフエステで新市場開拓戦略

東京都 株式会社作戦会議 5010401125365 業務効率の改善で下請け事業の新規案件獲得

東京都 瀬戸株式会社 5010601049785 非対面のオンライン発注システムによるインバウンド事業の創出

東京都 株式会社Ｐｉｅｚｏ　Ｓｏｎｉｃ 7010901041234 大型３Ｄプリンタによる新製品開発と自社サイトでの新規顧客獲得

東京都 株式会社田政建設 9010801007589 新規顧客獲得のための広告宣伝

東京都 株式会社谷口化学工業所 8010601034537 「オンラインショップでの発注システムの構築」

東京都 オフィス新宮 － デジタルツール導入による新規・既存顧客の拡大

東京都 吉本 慎吾 － ＷＥＢを活用した自社ブランドの顧客獲得とＥＣサイト構築

東京都 合同会社Ｔ．ｂｒｉｇｈｔ 5011003007753 新商品の開発とオンライン販売事業の強化

東京都 株式会社ＶＩＮＩＴＩＱＵＥ 7011001067814 海外展開及び非対面型ビジネスへの参画

東京都 マーマレーション株式会社 7011001124251 ＥＣサイトも使ったオーダーメイドユニフォーム

東京都 株式会社ディジャール 8013201010305
各種レッスンのネット授業への移行と通常イベントに動画配信を組み込んだ
新規顧客獲得

東京都 株式会社ＬＡＷ務総研 8140001028754 ＨＰ拡充と非対面型モデル開発と発信機能強化による販路開拓

東京都 株式会社不動産流通管理研究所 7010601055402 空き家ビジネスに特化したＨＰ・販促キット活用による新規事業

東京都 いろはカンパニー株式会社 7010401132847 非対面セルフエステへ転換、業界初の実力マシンで販路拡大

東京都 有限会社タカハシプロジェクト 5011102014519 高精度次亜塩素酸水溶液の通販サイト構築

東京都 株式会社ＬＶＴ 9010701038544 テイクアウトデリバリー×通販事業に進出する為のＷＥＢ構築事業

東京都 嬉画志援合同会社 6010903005262 オンライン版モテ営業プロデュースサービス導入

東京都 トリニティ株式会社 6010001097013 サービス内容認知度向上のための広報活動

東京都 株式会社キューブ 7010001109816 動画、録音環境設置とＹｏｕｔｕｂｅ等プロモーション制作の拡充

東京都 株式会社ＬＥＶＥＬＳ 8010401147654 Ｗｅｂ集客の強化並びにＩＴ内見・ＩＴ重説システムの構築

東京都 株式会社ＬｉｇｈｔＨｏｕｓｅ 2010401124808 Ｗｅｂサイトリニューアルによる事業転換とリブランド計画

東京都 株式会社トップギア 3011001112020 クライアントと共に実施する非対面型ＳＮＳマーケティング
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東京都 オールド合同会社 7010403017930 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 モンルーベジャパン株式会社 2010401088549 通販事業への進出とオンライン商談会の実施

東京都 ＫＡＴＥＫＯ　ＤＥ　ＤＡＮＣＥ　ＶＩＤＥＯ － Ｌｉｖｅ　Ｌｅｓｓｏｎ配信・Ｌｅｓｓｏｎ動画による在宅レッスンの実現化

東京都
特定非営利活動法人ファーマーズ・マー
ケット・アソシエーション

3010405009673 マーケットのオンライン移行プロジェクト

東京都 写真家　佐藤　雄治 － 三密回避のための映像事業とライブ配信事業

東京都 株式会社そかろ 7010001175767 純系名古屋コーチンを使用した鶏惣菜の商品開発と販路拡大

東京都 生方　佑香 － ＨＰ新規作成による販路拡大とテレワークの導入

東京都 株式会社ウィズブライド 5010001175430 ウェディングドレスのＣｔｏＣマッチングサービスの立ち上げ

東京都 ＩＶＹ　ＵＰ － インスタを活用したオフラインからオンラインえの売り上げ戦略

東京都 株式会社Ｊ－Ａｃｔｉｖｅ 8011101069024 海外進出及び海外人材獲得における非対面での顧客獲得手法の確立

東京都 ＩｍａｇｅＤｏｏｒ合同会社 5010603006132 ＬＩＶＥ配信事業の開始

東京都 合同会社ｐｏｍｐ 2010003029959 非対面時代におけるＷＥＢによる販路開拓と新作メニュー制作

東京都 株式会社ＥＳＴＥＲＡＳ 8011101079782 インターネットメディアを活用した非対面集客による新たな販路確立

東京都 Ｂｅｌｌｅ　Ａｉｌｅ － オンラインダイエットホームケアの提供

東京都 ラフィネリビング有限会社 1010602033536 ネット通販及びオンライン相談会の開催

東京都 小野寺 聡 － ライフスタイル関連ＹｏｕＴｕｂｅメディアを用いた販路開拓

東京都 有限会社泰希商事 6010402007784 （１）新商品開発と（２）焼き魚弁当、（３）季節料理のテイクアウト販売

東京都 Ｃａｒｓｔａｙ株式会社 7011101084362 ＶＡＮＬＩＦＥリモートワークプランの整備事業

東京都 ＦｉｎｄＭｅｄｉａ合同会社 7011103006785 業務範囲の拡大に伴う販売促進

東京都 Ｐｒａｓｉｎｏ － ライティング講座のオンライン化、オンライン教材の制作・販売

東京都 株式会社當銀屋 10601047392 自社ヘアケア商品のＥコマース開発と新規販路の開拓

東京都 株式会社日本ＤＣ 5011001129772 政治家向けＳＮＳマーケティングシステムのＷｅｂ集客事業

東京都 株式会社Ｐｅｒｍａｎｅｎｔ 9011001092455 個人宅への訪問美容サービスの強化とオンラインサロン開設

東京都 株式会社センキョ 9010401148395 政治業界向け営業および活動支援の非対面対応モデルの導入

東京都 株式会社ピースファクトリー 3011101068534 導入支援の非対面対応へ向けた取り組み

東京都 Ｓｔａｒｌｉｎｅ株式会社 6011001112455 コロナケアをするための消毒業務プロモーション

東京都 混ぜそばみなみ － 混ぜそばのネット販売及びデリバリーとテイクアウトの強化。

東京都 新宿相続税理士事務所 － 新しい生活様式にチャレンジ！新規顧客と環境を創出！！

東京都 ＹＢＷ － 非対面型レッスン構築（ウォーキング・カラオケ歌語り）

東京都 株式会社ＢａｃｋＣａｓｔ 7010401150626 オンラインビジネスマッチング・オンラインでの営業窓口の設置

東京都 モノダスサンコー微食 － ピンチをチャンスに！　ＩＴを使い新しい顧客獲得！

東京都 ＲＯＣＯＳＰＥＡＲＺ － オンラインショップと新規客獲得のためのホームページ制作

東京都 ＳＨＡＭＲＯＣＫ合同会社 3011103003745 花と緑を取り入れたワンランクアップの新しいライフスタイル

東京都 エスエー企画 － 非対面ビジネス化のためのクラウドサービス導入及び販路拡大プロジェクト

東京都 初台キッズプログラミングスクール － どんな状況にも左右されない、学びの場の提供

東京都 アルテマ・エンターテインメント株式会社 3011301025252 ホームページの機能拡充等によるビジネスモデルの非対面化
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東京都 ＦｕｎＬｉｆｅ株式会社 4010401128690 アプリビジネスへの転換に伴うＨＰ（ＬＰ）の整備やブランディング・ＰＲ

東京都 有限会社ユタカ 3011160201056 来店予約システム及びヘアケア商品販売のネットショップの構築

東京都 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社 9010003029952 非対面型「テレワーク環境構築支援」サービスの展開・販路開拓

東京都 鈴木剛生 － オンラインでのピラティス、セルフボディケアプログラムの販売

東京都 株式会社オンフィクション 2010401113868 オウンドメディア提案用ＬＰ制作とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 フラワー・デザイン　エキゾティカフロエア － ＡＲアプリによる新しい生活様式におけるイベントへの対応

東京都 笛木運送株式会社 8010601005983 Ｗｅｂマーケティングを活用した新規顧客獲得

東京都 株式会社Ａ　ＳＴＯＲＹ　ＴＯＫＹＯ 9011001101810 『３Ｄプリンタ活用による海外向けＥＣサイトへの安定した製品供給』

東京都 Ｂｅａｕｔｙ　Ｎａｂｅ（渡部　宏） － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 グロースハック　成田　藍 － チラシ販促とＥＣサイトの構築とインスタグラム活用で売上利益増

東京都 大一産業株式会社 7011001013017 ＺＯＯＭ活用、非対面・オンラインでの第一印象改善講座構築

東京都 株式会社リベール 9010801025500 自社ＨＰ作成し、非対面でのサービス、集客、物販をおこなう。

東京都 株式会社地方創生推進協同機構 1011001125305 飲食店経営をサポートする飲食店参加型の通販サイト構築事業

東京都 株式会社ランタワールド 10001164861 非対面型販売の拡大および非対面型向け商品の企画開発強化

東京都 Ｃａ’ｎａｔａ株式会社 2011001093848
ＥＣショップ拡張によるワイン小売販売の確立・テイクアウト継続に向けたＷｅ
ｂサイト

東京都 株式会社シンキング 7010401072820 Ｅラーニング・ウェブ研修の導入・実施。

東京都 株式会社ＯＣＬ 8011101045875 オンラインでの情報提供および非対面セミナー等の実施事業

東京都 いっしょに株式会社 6011001059366 アフターコロナを戦略的に生き延びるための企業支援事業

東京都 株式会社ＵＳＰジャパン 4011001073773 営業自動化システムの導入による脱対面事業の創出

東京都 ｅ文書ドットコム株式会社 4010001196915 「商品説明ツール」の充実でオンラインでも受注へ

東京都 有限会社スペディーレ 8010402031031 自宅でアペリティーボ（ご自宅で本格的なおつまみでお酒を楽しく召し上がる）

東京都 ＮｏｗＹｏｕＳｅｅ株式会社 3011001130451 コロナで毀損した地域の店舖を新事業体ヘ再生させるアプリ開発

東京都 株式会社ユナイテッド 6010901039114 製品紹介とコンサルティングを非対面で行うウェブサイトの構築

東京都 リバーグループ － セールスプログラムの開発、およびＷｅｂ受託開発事業の創設

東京都 株式会社ＡＯＺＹ 2010001207525 弊社青汁商品「ＷＡＫＡＮＡ」の認知度向上と市場浸透事業

東京都 ＪＯＰ － オンデマンド印刷の一部内製化とＩＴによる新規顧客開拓事業

東京都 相談室リアルラブ － 「自分を好きになるオンライン計画」

東京都 アイソフト株式会社 8010001071016 オンライン飲み会バー＆テレワーク型シェアハウスサービスの提供

東京都 株式会社ディバース 5010401087911 『厳選したスペイン食材による惣菜開発の事業化計画』

東京都 ＤｅＤｅｅ株式会社 9011001126840 ＥＣサイトの構築とプロモーション

東京都 日比野桃子 － 独自のネットショップ開店による販路拡大と新規顧客獲得

東京都 亀井眞奈美 － イベント照明業務の受注をオンライン上で完結させるＨＰの制作

東京都 アセット東京株式会社 1010601045607 インターネットを使った非対面型の販促方法への転換

東京都 株式会社コクエイ 5011601002247 ネット等を通じたイメージ強化とオンライン営業による新規顧客獲得

東京都 陣内エージェント合同会社 4011003010576 オンラインサロン運営ができるｗｅｂサイト作成

東京都 笑う音 － 親子で学ぶ楽器工作教室のオンライン化に伴うＷＥＢページ制作
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東京都 合同会社グリーンベース 6010403016990 卸依存の販売形態を脱却した、オンラインでの自社販売網の構築

東京都 ＧＡＲＡＣＥ＆Ｄｅｃ． － ＺＯＯＭカウンセリングとリースジュエリーサービス

東京都 株式会社モニタス 7010401004022 非対面型クラウドシステムＳＵＰＥＲＣＯＬＯＮＹのアンケート配信の構築

東京都 ＢｏｄｙＧｏｌｄ株式会社 6011001100897 Ｗｅｂ販路開拓のためのＬＰ・ＨＰ構築および新事業ブランディング

東京都 株式会社グレン 1010601017853 セキュアなテレワーク環境構築による事業継続対策

東京都 株式会社Ｕｒｂａｎ　Ｃａｍｏｕｆｌａｇｅ 5010901025552 アパレル雑貨オンライン自動見積もり機能開発による新規顧客開拓

東京都 株式会社ＵＷＡ 9011401022383 Ｗｅｂでの営業活動を構築し新製品の販売・販路開拓

東京都 向井集客事務所 － ＢｔｏＢ企業売上・利益・生産性向上プロジェクト

東京都 ＢＡＴＴＬＥ － オンラインイベント施設の運営、ボードゲーム専門用品の輸入業

東京都 栗原瑠宇来 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ピーエックスディ 4010001166496 セミオーダー型のホームページ制作支援

東京都 青木勝洋写真事業所 － 動画制作事業の開設とＨＰサイトの強化による販路開拓事業

東京都 有限会社ロジックス 6011602020206 テレワーク定着化におけるテレワーク環境の問題解決

東京都 １１４ｆｉｌｍｓ － ライブ配信を活用した、映像コンテンツの提供

東京都 ワイズホーム合同会社 3011103008513 新たな生活様式に対応した（非接触型）アパートメントの建設

東京都 東京すしアカデミー株式会社 1013301022529 寿司屋初冷凍通販サイト『おうちで寿司便』でコロナを乗り越える

東京都 株式会社ＧＩＮＫＡＮ 5010001172584 アフターコロナへつながる一気通貫型キャンペーンの販路拡大事業

東京都 ｆｌｏｗｅｒＨｙｇｇＥ － 新しい社会生活様式に合わせた、販売告知体制づくり

東京都 株式会社クレビス 8010001204104 オンラインでＷＥＢマーケティングのコンサルティングを提供

東京都 ｙａｍａｄａｋｅｎｊｉ．ｏｒｇ － 【映像制作・配信業務の非対面化への取り組みと米国展示会出展】

東京都 株式会社ＦＥＥＬＤＯＭ 7020001127692 オンラインレッスンへの移行によるプラットフォーム構築

東京都 神七 － 食と接遇サービスを掛け合わせた「特別な時間」のデリバリー事業

東京都
株式会社トゥワイス・リサーチ・インスティ
テュート

6010001131647 「オンラインの探究学習需要を見据えた、新たな探究サイト構築事業」

東京都 有限会社あうれっと 8010402030710 子供服を対面型販売からネット販売へ移行し売上拡大を目指す

東京都 株式会社ＴＥＷＡＺＡ 4010001148560 デジタルコンテンツ「６ｄａｙｓファスティングプログラム」

東京都 株式会社エスキュリ・インスティチュート 6010801029173 オンライン料理教室やグルテンフリーに対応したパン製造販売

東京都 株式会社エヴァー 7010001133394 ＺＯＯＭによるオンラインセミナーの開催

東京都 Ｓａｒａｔｏｇａ　ａｇｅｎｃｙ株式会社 8010701035435 オンライン内見に非対面型ビジネスモデル構築及び販売促進

東京都 株式会社Ｆｏｒｗａｒｄ 8010001204459 消費者の欲しいをお届けするニッチ特化型オンラインＥコマース

東京都 株式会社大光堂 9010901045308 宅配で水っほくならないお好み焼きを宅配システム導入で販路拡大

東京都 株式会社ｅＰ 2010501036597 試作屋初のＷＥＢビジネスを構築し受託業務からの脱却を目指す

東京都 ３６０度株式会社 6010401151451 カスタマイズチョコレートのオンライン販売事業

東京都 めんたね － ワークショップ類のオンライン化とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 ＮＡＯＫＯ － 情報発信と交流と販売～ＷＥＢプラットフォーム構築～

東京都 株式会社フォーエフ 3010001159897 自社ＳＡＡＳサービスのＷＥＢを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社アズホーム 5011801027845 自社ブランド商品を国内外へ販路拡大・売上増加
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東京都 株式会社Ｇｉｆｔ 1011001095052 リモートサービス搭載ＨＰによる資産運用・資産形成

東京都 ｎｉｃｏバインミー － インターネット注文による常連顧客満足度向上およびデータドリブン経営

東京都 シャンティックス株式会社 9011301016403 ネット販売システムの構築による非対面型新規販路開拓事業

東京都 Ｔ・Ｎ・Ｋ合同会社 2011703001307 新規オンライン授業、オンラインセミナーの提供と広告宣伝活動

東京都 有限会社コピーボーイズ 3010602025481 建築業界のテレワークに対応する取り組み

東京都 Ｔｉｏｎ．Ｔｏｋｙｏ － マーケティング脳育成プロジェクト

東京都 株式会社プチ・オアゾ 3010801024516 ＥＣサイトの構築とオンラインショップ事業

東京都 株式会社アンドエム 7011801034914 富裕層向け貸切クルーズ、散骨による売り上げアップ

東京都 マジシャン南海子 － お子様向けオンラインマジックショップ・教室の販路開拓

東京都 ＴＴＬ －
ネットを使用したリモートによるセミナー及び研修事業への転換（集合研修か
らの脱却）

東京都 ウィズトーン株式会社 1011401018273 コーチング・研修プログラムのオンライン化

東京都 株式会社Ｔｒａｖｅｌ　Ａｌｌｉａｎｃｅ 7010401080451 テレワークと非対面型営業システムの導入

東京都 ｔｏｏｔｈ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｔｕｄｉｏ － 販路開拓、顧客打ち合わせのウェブ活用による非対面型への転換

東京都 株式会社インターブレイン 5010401050431 子供も使えて手が荒れない消毒液の開発とネット販売体制の構築

東京都 株式会社ＡＬＥＸ　Dｅｓｉｇｎ　Ｗｏｒｋｓ 8011001132105 オンラインからの申し込み環境の構築と集客力の向上

東京都 アローサル・テクノロジー株式会社 7011001096887 非対面での新規顧客獲得を可能にするＢｔｏＣ商材等の開発

東京都 三共フードトレーディング株式会社 3011101078888 北海道産牛乳を活用した持帰り専門カフェの開店（香港）

東京都 株式会社フルールアロマ 4010401094628 ＢｔｏＣ移行に伴う商品と販路の完全オンラインシステム化

東京都 グリーンフロンティア株式会社 1010601031375 オンライン集客の新規取組を中心とした収益力向上施策

東京都 商売繁盛合同会社 9011003002536 ＨＰのリニューアル。サービスの拡充・ユーザビリティの向上

東京都 Ｎａｔｕｒｅｌａ － 結婚相談所のオンラインによる新規販路開拓とカウンセリング

東京都 婦尾口 － 自家製タレのネット販売・新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 瀧　恭平 － 自宅の収録スタジオ化による音声データ納品テレワークへの対応

東京都 ＳＡＲＴＯＲＩＡ　ＩＣＯＡ － なるべく非対面で提供できるオーダーメイド紳士服の展開

東京都 株式会社リバティ 7010001201498 新規セルフエステ事業部

東京都 佐々木　良 － テレワークを駆使した高品質自宅レコーディングの提供

東京都 株式会社ＨＯＮＵ 1010401074723 安全性・施工品質を高めた感染予防サービスと、その周知促進

東京都 酒ストリート株式会社 9010001191218 多言語での日本酒オンラインショップの開発

東京都 株式会社健康美 4010001144675 鍼灸・マッサージ師と患者を繋ぐ健康増進サイトによる顧客開拓

東京都 ＣｌａｓｓＡｃｔ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ － オンラインレッスンの導入と新規スタジオレッスンの宣伝活動

東京都 山田　徹 － 福島の復興事業を支援するストリーミングサイトを用いた映像事業

東京都 株式会社ＤＡＥＧ 3010001188401 テイクアウト事業参入による事業拡大

東京都 ＭｉＫＯＴＯ － キレイと安心が伝わる動画でオンライン完結型ビジネスへ方向転換

東京都 株式会社ファイブエム 5010001170448 国内外宿泊サイトの拡充と予約向上のウェブサイトリニューアル

東京都 株式会社Ｉｎｄｉｇｏ 6010001175314 宿泊客向けのお土産販売とネットショップによる新規顧客の獲得

東京都 ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ　ｓｔｕｄｉｏ　ＫＯＫＫＯＫ － 木製オーダー家具のＥＣサイト立上げ及びＥＣ販売に特化した商品開発
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東京都 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 － Ｗｅｂサイト活用とキッチンカー増台による販路開拓

東京都 Ｒｅｃｉｐｅ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ － おうちで学べるオンライン盛り付け講座

東京都 株式会社ジーシェフ 3011001035659 自動顔認証型検温装置導入による安全かつ効率的なイベントの実施

東京都 株式会社ガレオン 3010601043369 商品安定供給のための旅行事業立上げと３密回避のための船舶改築

東京都 ＥＮＴ株式会社（エント） 3010001164352 コロナ対策、非接触型顔認証サーモグラフィー検温器の販売

東京都 株式会社カフー 9011001117303 創業支援事業の非対面対応へ向けた取り組み

東京都 合同会社太陽と雨のしずく 9011003007345 ＥＣサイト設営と新メニューフットケア導入

東京都 株式会社川の手不動産 5011501010795 賃貸物件ＥＣサイトで、顧客満足度と生産性を向上！

東京都 株式会社プロダクション熱帯 3011001133149 ホームページおよび動画制作によるオンライン営業環境の整備

東京都 北林事務所 － 訪日外国人向けガイド養成のためのオンライン動画講座サイトの構築

東京都 新ばし小料理千賀 － 新ばし　小料理　千賀

東京都 有限会社宏文堂今井文具店 4010002002238 『取引先様御用達』ＥＣサイトの製作

東京都 株式会社ＣｒｕＸ 6010603005728 試飲用小分けパッケージの製造・販売

東京都 株式会社Ｐａｓｓｉｏｎｍｏｎｓｔｅｒ 3010701037980 ＥＣサイトでのスキンケア製造・販売とメディアによる販路開拓

東京都 八幡山インドアゴルフＪＯＹ － リモートでの指導計画

東京都 株式会社祥豊 3010001095564 ＷｅＣｈａｔ（微信）公式アカウント開設運営事業

東京都 ユニゾンエース株式会社 6010401152383 不動産コンサルティング新規オンラインサービス事業

東京都 アイルライズ株式会社 8011001096564 ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルとオンラインショップの設立

東京都 三田理化メディカル株式会社 6010001162725 『ＢｔｏＣモデル構築による自社開発商品の販売促進』

東京都 田邊理華 － 夏にピッタリのヘアアクセサリーをなるべく非対面で提供

東京都 株式会社ビートレット 8010401133852 面接・面談をできる限り非対面で実施

東京都 株式会社ＭＥＤＩＡＲＱ 7013301040698 非対面式オンライン型セミナー、講演会事業の開拓

東京都 天草製作所 － 衛生管理対策ＵＶライト除菌推進及び新技術及び設備の拡充

東京都 カタログスクウェア株式会社 3010001146862 オンラインサロン立ち上げ及びサイトリニューアルによる販路拡大

東京都 株式会社エストパートナー 7010401142623 「ホームケア用頭皮美容液の販路開拓用ホームページの開設」

東京都 Ｗａｒａ．ｂｉ～笑日～ － 身体と心が健康になる商品のＥＣサイト構築で販路と元気を拡大

東京都 副業ネットユニバーシティ株式会社 5011001115748 非対面型ビジネスモデル構築による集客とサポート支援の確立

東京都 合同会社レザミ 9011103008763 地方遠方の学生の就職活動をＷＥＢでサポートする仕組みの開発

東京都 合同会社ＤＣＴ 1011103004588 ＜ＺＯＯＭで乾杯＞

東京都 株式会社エルミタージュ 1013301031471 痩身・予約システム・キャッシュレス決済の準備で顧客増を狙う

東京都 ＳＣＷ　Ｔｏｋｙｏ合同会社 4010003031392 情報発信ＰＲにオンラインを活用したキッチンカー移動販売事業

東京都 株式会社Ｂ－ｎＯ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 7010001204138 キャリアコンサルタント向けオンライン研修事業の展開

東京都 キモノマイハウス － ファッション中心地の原宿で花魁等の日本の着物文化発信する事業

東京都 ＫＯＫＯＲＯ合同会社 6010003028841 非対面での買取りシステム構築と新商品開発による新規顧客獲得

東京都 田中和弘税理士事務所 － ＩＴの導入・活用による非対面型の顧客対応環境の整備と集客

東京都 ムカイワークス株式会社 6011601016766 オンラインによるショップカード置き場レンタルシステムの開発
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東京都 株式会社サウンドサイト 7011101088859 ハイパーソニックエフェクトをもたらす音響設備の設置及び賃貸

東京都 トータルビューティサロンｓｉｍ － トータルビューティサロンｓｉｍ

東京都 株式会社ＥＶＣトラベル 2011101047761 非対面型への転換と対面型の差別化

東京都 アークテック株式会社 3010601051958 営業テレワーク推進、ＨＰを新規制作し販路開拓と提携企業の発掘

東京都 株式会社ゴーコム 8010401099887 アーティストやＩＰコラボ型の商品開発・ＥＣ販売

東京都 Ｆａｎｄ株式会社 9010401141615 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 合同会社ＵＰＴＯＹＯＵ 6011603002062 癒し系インテリアグッズのＥＣサイト販売

東京都 プレミアムトレジャース株式会社 8011101075559 通信販売による、瓶での自社製クラフトビールの販売、

東京都 アロマバイオガーデン － セルフケア通信教育＆波動コスメのネット通販による業態転換

東京都 ソーラー・リノベーション株式会社 1010001173074 ウェブセミナー、リアルの集客の相乗効果発揮

東京都 合同会社ｏｍｏｃｈｉ 2040003009917 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 株式会社マリスｃｒｅａｔｉｖｅｄｅｓｉｇｎ 4010601053508 視覚障害者向け歩行補助装置開発と製品化サポート業務の促進。

東京都 株式会社これポチ 2011101085984 Ｙｏｕｔｕｂｅ動画連動型のリアルタイムＥＣ販売

東京都 畠山琢 － ダイエットオンラインパーソナルトレーニングの提供

東京都 長谷荘 － 売上維持・販路開拓・経営方針（コミュニティ型飲食店）の実現

東京都 株式会社財務部 7013303002861 経営者の資金繰りの不安をなくすオンライン財務コンサルタント

東京都 シェアードビジョン株式会社 8013301031845 足痩せ専用オンラインサロンの展開

東京都 花水樹 － 感染防止設備等の充実とＰＲ

東京都 Ｖｉａｆａｂｉｏｆｉｌｚｉ３４ － 海外展示会の代替としてのオンライン展示会サイトの開発・運用

東京都 春風亭柏枝 － ・ウェブを介した動画による販路開拓

東京都 阿部敬弘 － 『ソーシャルディスタンス順守の撮影システム構築』

東京都 ＮａｔｕｒｅＶｅｒｔ（ナチュールヴェール） － オンライン講座構築及びサブスクリプションによる新規顧客獲得

東京都 株式会社バリエ 1011601018486 制作物の販売促進用のウェブサイトのページ作成

東京都 株式会社ミギナナメウエ 7010401140676 ＩＴ人材採用オンラインイベント運営セミナーの開催

東京都 株式会社研恒社 9010001015459 Ｗｅｂ上で作成できる“みんなが主役”のスポーツ卒団記念ノート

東京都 合同会社ＳＯＰＤＥＳＩＧＮ 1011203003226 ｗｅｂサイト映像コンテンツによる業務効率化及び新規顧客獲得

東京都 株式会社アンダーバー 9011001098403 Ｉｎｓｔａｇｒａｍモデルのトレンドを取り入れた自社ブランド品の試作開発

東京都 オフィスジルカ － 音楽表現の動画移行とそのネット販売および動画制作の内製化

東京都 コーイチ － 宅録環境の構築、ＨＰ等のプロモーション強化による販路拡大

東京都 ポップ・プランニング － 映画「ＶＩＲＡＬＤＥＡＤ」の劇場公開を有料配信へ切り替える

東京都 Ｃａｌｌａｓ － 弁当、総菜・ドリンクなどテイクアウトメニューの開発と発展

東京都 ｈｉｙｏｒｉ － 非対面型の花のオンラインレッスンで販路拡大

東京都 ＡＵＲＡ（アウラ） － 意識した距離で新しいスタイルの接客とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ＣＯＮＶＥＹ 4021001045458 新商品「手作り惣菜セット」の開発とネット販売新規顧客獲得

東京都 Ｍｉｒａｃｈ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｗｏｒｋｓ － オンラインでの衣装セミオーダー＆リース、ギフトラインの開設

東京都 Ｌｉｎｔｅｃ　Ｄｅｓｉｇｎ合同会社 6011103009327 ＨＰ作成及びＥＣサイトを利用したエコボトルの販路拡大
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東京都 株式会社リトゥンアフターワーズ 4010501026175 新商品の開発とＥＣサイトによる、新販路の開拓

東京都 株式会社ビジネスストラテジー 3010001183179 動画活用に関するオウンドメディア事業の発足

東京都 合同会社ｇｔｒａ　ａｎｄ　ｃｏｍｐａｎｙ 1011003005496 対面型から非対面授業への転換に伴うサービス構築とＨＰ制作

東京都 Ｂｅａｕｔｙ　Ｈｏｕｓｅ　Ｈａｒｕ － ヘア＆メイクアップ講座のオンライン化により新規顧客を獲得！

東京都 深浦　朋重 － カスタム販売向け新システムの試作と、その販売サイトによる販路拡大

東京都 株式会社コ 7010001177466 リモート授業等のコロナ禍対応と、非対面型の会員制事業の開始

東京都 株式会社Ｔｉｍｅ＆Ｓｔｒｉｎｇ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 9010401136672 特許オリーブによる地方創生を目指すイノベーションプロジェクト

東京都 株式会社ｆｏｒｍ　ｂａｓｅ　ｊａｐａｎ 8010001195194 身体機能改善・トレーニング指導における非対面型サービスの構築

東京都 トミーケミカル株式会社 2010901034993 ＥＣ販売に特化した環境にやさしい防臭機能性ポリ袋の試作開発

東京都 株式会社アースカラー 8010001184783 新サービス・新商品の開発と広告による３事業での新規顧客の獲得

東京都 株式会社サンエスオプテック 2010001113161 ニーズ別ＨＰサイト構築とＥＣサイトで売上を稼ぐ仕組み

東京都 株式会社シュークルキューブジャポン 5010001191221 「アフリカの未電化地域に再エネ発電と通信を実現するツミキ事業」

東京都 株式会社スウィングマン 2010402021302 Ｚｏｏｍ活用を主軸とした非対面式「イベントなんでも相談室」

東京都 株式会社エデュコン 4010003028422
（１）マナチューブを活用した映像授業編集などの授業動画制作の新規顧客
の獲得※マナ

東京都 株式会社Ｓｅｎｔｏ　Ｂｅｎｅ 2011001068718 『おうちでセントベーネ』ＥＣ事業

東京都 新宮　航平 － ＷＥＢメディアの構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 田幡畳店 － コロナの感染リスクを最小限に抑える取組みで新規顧客獲得

東京都 ＨＡＮＺＡＷＡ株式会社 5010001200411 新規ＥＣサイト作成による販路拡大と売り上げの向上

東京都 アテネ資産顧問株式会社 1011601020830 ファイナンシャルプランナー事務所の革新的な販路開拓

東京都 株式会社カイドウ商事 3010801029738 山林売買の売り手と買い手のマッチングサイト

東京都 ＲＥＤＥＩＣ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ － オンライン併用型のヨガ・ダンススタジオへ転換

東京都 株式会社オフィス伊藤ブラザース 2010001200059 新聞・テレビの取材で売上を上げるＺｏｏｍセミナーへの集客強化

東京都 株式会社エルキューブド 8010401083726 ＥＣ販売と屋外販売においての日本文化の発信

東京都 株式会社ぷらいも 7010001065571 「第９１回東京インターナショナルギフト・ショー」への出展

東京都 ＢＬＡＨ　ＢＬＡＨ　ＢＬＡＨ － 無観客ライブ及び店内開催ライブのネット配信事業

東京都 サロンＨａｐｐｙ － オンラインによるパソコン初心者向けホームページ作成業務

東京都 合同会社ティーメディアコーポレーション 1010003023847 非対面型ビジネスモデルを実現するオンラインセミナー開発事業

東京都 岩本　優喜子 － セルフエステ＆運動講座のオンライン化！＆インストラクター支援事業

東京都 株式会社マーベル 7010401081648 「非対面型ビジネスモデルへの転換で事業継続！」

東京都 株式会社ＢｅａｕｔｙＳｐａｃｅＧｌｏｂａｌ 3011001108902 プロフェッショナル美容家向けオーガニック化粧品ＥＣサイト構築

東京都 アイカ製薬株式会社 3010901027484 腸活の味方！「あいかこまち」シリーズの販路開拓の取組事業

東京都 Ｔａｔｓｕｍｉ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ － 酵素温浴と整体のいいとこどり！自宅でできるあったかマッサージ

東京都 星野朔良 － 他の整体師に負けない！女性に愛される動画コンテンツ作り！

東京都 ＹＯＧＡ　ＳＴＵＤＩＯ　ＳＶＡＲＵＰＡ － スタジオのオンライン化事業（非対面式ビジネスモデルへの転換）

東京都 株式会社入替屋 7011401201726 ＨＰを再構築し非対面営業体制への転換と浄化システムの構築

東京都 Ｆｕｌｊｏｙ　Ｓｐｏｔ － ファスティングを通して健康、美容、食育への動画＆オンライン化事業
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東京都 ＦＥＡＴ．（フィート） － 美容商品発売のためのオンラインショップ開設

東京都 株式会社前田酒店 5011501008740 イートイン充実で地域顧客増進と自社サイト充実での新規顧客獲得

東京都 ビー・エル・パートナーズ株式会社 5010901017021 美術品レンタル事業と販売のＥＣサイト構築とネット経由の集客。

東京都 株式会社キーズ・エンド・ハマー 4010701023674 ライブレッスン配信・動画ストリーミングレッスンによる在宅レッスンの実現化

東京都 株式会社ｇｒｉｄ．ｉｏ 2010901019838 オンラインイベント

東京都 ソメイテック － 技術情報ウェブサイト開設による新規引き合い獲得

東京都 株式会社ゴールドウェイ 9011501012838 通販事業の開始とＥＣサイト作成

東京都 株式会社ＭＹｆｕｔｕｒｅ 6011001126406 新規講座のオンラインでの集客と運営

東京都 ｍｏＴｏｍ － ＡＬＡＲＭオンラインサービスの提供

東京都 ｒｅｍｏｔｈｉｎｇ合同会社 2010003029736 リモート対応のアシスタントになるためのオンラインスクール運営

東京都 株式会社クルー建築設計事務所 － 設計・施工・デザイン視点から考えたコロナ対策商品の物販事業

東京都 株式会社バイオリンク 5010001117639 卸専門の商標取得、無添加サプリをネットで直販する販路開拓

東京都 株式会社ｍａｇｏｋｏｒｏｆａｃｔｏｒｙ 3020001087123 スタッフの少人数化、手軽に配信、ネット生配信番組の作成・配信

東京都
株式会社ジェイ・ティ・アールコーポレー
ション

5011001038602 デリバリースイーツ「天空のプリン」の開発・販売

東京都 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ　Ｊａｐａｎ 7010801029965 日本在住外国人の職業斡旋と生活支援。

東京都 株式会社シナジー・エンタープライズ 2011101053990 スマホによる受発注システムの開発による生産性の向上

東京都 株式会社ムービンアップ 2013301043697 不動産会社が始めるリモート内見ホームページの制作

東京都 Ｚ合同会社 5013303004918 自粛期間中でも全国対応！子供服販売ＥＣサイトの制作およびＰＲ

東京都 株式会社ラインプロジェクト 6010001128858 まるで現地にいるような非対面内見ホームページ（仮称）の制作

東京都 株式会社カタチ 1013201017876 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 行政書士ＩＳＯＭＵＲＡ法務事務所 － 建設業者をターゲットとする顧客獲得計画

東京都 株式会社美幸コーポレーション 1010401044478 保存料・香料０！天然由来成分の無添加コスメをネットで販路開拓

東京都 補助金活用支援会合同会社 3010603007058 非対面型サービスに向けたホームページリニューアル

東京都 小谷　祐一郎 － 商業スタジオ並の音響と配信装置を導入、３密避け業務拡大を図る

東京都 ＴＮＳ　ｊａｐａｎ － 自社ＥＣサイトで日本のものづくりを支え、海外に発信販売！

東京都 まつもと整骨院 － オンライン用施術ページの構築及びそれに伴う販促強化

東京都 株式会社スタディオティガ 8011001125892 東南アジア教育デジタルプラットフォーム事業

東京都 株式会社Ｗａｌｋｙ 5010001207183 ＨＰ及びショッピングサイトの構築と拡充ＳＮＳ広告出稿

東京都 株式会社アンジェラス 6040001065124 海外で活躍する日本人を応援！留学生用のＥＣ海外お助け便の構築

東京都 小林 かおる － 「非対面型レッスン環境の構築と集客ツール改善で新規顧客獲得」

東京都 ディートラスト株式会社 2010501026268 中小企業の困りごと解決型オフィス関連商材のネット通販

東京都 株式会社空飛ぶペンギン社 7011001068812 ３密を回避する新しい形の結婚式サービス

東京都 ＬＩＦＥ　ＩＳ　ＰＡＴＩＳＳＩＥＲ － こだわりのお菓子をご自宅へ！ネット販売システムの構築

東京都 株式会社ＪＫ　ＣＯＭＰＡＮＹ 7010001108215 新鮮な材料を使った商品を新規顧客に届ける

東京都 株式会社トラスティ・サービス 8010001200573 「ヒューマンタッチのオンライン化とリモート化による新領域の開拓」

東京都 Ｔｏｋｉｏ不動産合同会社 4011003006079 不動産仲介業・管理業における非対面化によるビジネス領域の拡大

117 / 158 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

東京都 ひかる会計事務所 － テレワーク提案型事務所への変革

東京都 ｍｅｅｔｓＨＡＮＤ － アフターコロナにおける新しい美容室サロンとしての取組み

東京都 ＪＰＣＥ　ＳｅｃｉＬｕｎａ － リモートカウンセリング開始と全事業オンライン化

東京都 株式会社エバートラストジャパン 8010001146180 「ＴＨＥＳＨＥ」サイトによる新たな顧客の発掘と小売販売の強化

東京都 鰾 － テイクアウト・配達に特化したメニューサイトの開設

東京都 橋本　恵子 － インターネット設備の導入及び監視カメラ設置

東京都 有限会社トラスト 5010002053651 起業家向け「交流会付きＷｅｂセミナー」活用で売上拡大

東京都 ＳＵＮＬＩＴ合同会社 9013303003420 電子決済による非対面の観光農業とテレワークによる意思疎通強化

東京都 ＴｈａｎｋｓＮａｔｕｒｅ恵比寿代官山 － おいしいのにヘルシーなＤＨフードの直営宅配・テイクアウト

東京都 株式会社エルコンドル 6010001166676 ＳＮＳ活用による新販路創出

東京都 有限会社矢後アセット 6010002052784 知育に続くＤＶＤでの英会話ビジネスの立ち上げ

東京都 堀口 祐二 － ゴルフ非対面指導　低価格で最新ＡＩレッスン

東京都 浜田　傑 － ｗｉｔｈコロナ時代の新しいビジネスモデル。セルフケアと施術の共存

東京都 永田　憲一 － １ｏｎ１整体のオンライン展開と若手整体師の手本となる学校も開設

東京都 東洋フローラ株式会社 5011201003406 フリマ・置き配に対応した個人宅向け安全・簡便な宅配ボックスの製造・販売

東京都 整体師　阿部　弘樹 － 酵素で手浴・足浴を！導入動画作成

東京都 整体師　高橋　翔 － オンラインによるプライベートマッサージレッスン。

東京都 株式会社Ｄｉｓｐｏｒｔ 6010901036391 サプリメントのＥＣサイト開設とオンライン会議システムの導入。

東京都 腰塚　共起 － オンラインによるメンタルヘルスケアとコーチング

東京都 オステリアモンテ － 中食の拡充とテイクアウトの充実

東京都 占いの館開運の扉 － ウェブ予約システムと非対面型オンライン占い機能の実装

東京都 株式会社キャニオンクレスト 1013302014871 今までの方法をより改良して挑む

東京都 株式会社グラン 2010001148406 「女性起業家にむけてオンラインスクールの構築と宣伝」

東京都 ビリードエビス － 美容室専売品のＥＣショップで非対面式ヘアサロンへ

東京都 ブルー・マーリン・パートナーズ株式会社 4021001036036 コンサルティング事業のオンライン営業～納品のための環境整備

東京都 渡邉 紀明 － 『テレワークを快適に行うための防音パネル制作、販売』

東京都 株式会社ヴィサイプ 3011101061472 オンラインコンサルティング事業の立ち上げと販促

東京都 株式会社知育ラボ 2010401052406
子供が自宅で絵の具遊びを楽しめるコンパクトアートキットの開発と新規顧客
の獲得

東京都 株式会社こくあ 7011101089080 対面型紹介ビジネス（スリーシェア）の完全オンライン化

東京都 株式会社デンシー 3012301005541 可搬型、超小型ポータブルミキサーの開発・試作

東京都 株式会社アイオーブイ 1010001184550 インターネットによるオリジナルの物品の紹介と開拓

東京都 ＪＩＧ合同会社 4010903005099 危機をチャンスに変える事業の再構築

東京都 株式会社Ｍ＆Ｍ 4010401130861 自社化粧品のＥＣ構築とオンラインでのセルフメソッドの非対面教育

東京都 株式会社うるわし堂 9013301038484 新規企業ホームページ立ち上げ、テレワーク営業の促進

東京都 大友千里デザイン株式会社 1010601042067 オンライン日本舞踊ワークショップの開催

東京都 出張ネイルサロン　ネイビーネイル － ネイルプリンターを導入し、ネイルチップ等を製品化してＥＣ販売を行う。
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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

東京都 マノア株式会社 1010401127472 コロナ禍の安全確保と銘柄鶏を活用した新商品の開発・ネット販売

東京都 スナック　さくら － お家さくら

東京都 エルシーイースト株式会社 7011801019865 ネット配信、収録スタジオの構築

東京都 Ｂｅａｕ　ｔｅｍｐｓ － ＯＤＭ事業の動画を活用した営業強化

東京都 株式会社レヌベインターナショナル 5010401150074 感染症対策における新たな機能性商品の開発と販路開拓

東京都 合同会社ナカムカンパニー 11003009052 音楽業界でのスキルを活かしたリモートによる新たな婚活ビジネス

東京都 ＴＲＡＶＥＬＩＮＧ　ＥＬＥＰＨＡＮＴ株式会社 5010001178474 新厨房設備による配送対応フードメニューの開発と販路開拓

東京都 ｎｏｒｍａｌｉｚｅ　ｌａｂ － 音楽制作における完全非対面システム

東京都 ｗｅｌｌｎｅｓｓｖｏｉｃｅ － オンラインセミナー事業と新規顧客獲得の為のホームページ制作

東京都 株式会社ルッポロ 5010401122412 ルッポロをご自宅で楽しめます。

東京都 株式会社ＡＫＩ 4013301042986 占い師のオンライン資格認定講座サイトと案内ＨＰの構築

東京都 ポータル合同会社 6013303004990 プロモーションムービー作成、ＨＰ作成、ＥＣサイトの展開

東京都 カネジ塗料株式会社 11701002190 ＥＣサイトの新規構築（ＢｔｏＣ向け非対面型ビジネス強化）

東京都 株式会社ウイズ 2030001049321 ＩＴ秘書サービス

東京都 ＴＨＥＴＡ － ウエブ予約受付の充実と上質なパーソナル対応の確立

東京都 有限会社ケッズホールデイングス 3011702003955 ＷＥＢサイト構築による接骨院向けコンサル業務のオンライン化

東京都 ＯｎｄａＴｏｋｙｏ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 澁谷　愛 － 新しい生活様式に疲れた人に届ける、癒しのセルフボディケア教室

東京都 アーク・パートナーズ合同会社 6010503005555 全てのチャレンジャーと共に。極上体験を纏い、体験を昇華。

東京都 株式会社クラインシュタイン 5010401129036 自社ショールームのためのＥＣサイトの構築

東京都 株式会社アビィ 5011601020059 レンタル機を活用した新規顧客獲得のＥＣネット戦略

東京都 株式会社イコーラ 1011101083188 融資支援及び事業承継支援

東京都 株式会社Ｄｏｋｔｏｒ 9020001110762 非対面型事業承継マーケティング

東京都 株式会社レゾール 4010401097408 オンライン販売の新製品開発と衛生設備拡充

東京都 Ｃｒａｎｅ　ｈｅａｌｌ － 「ａｆｔｅｒコロナで、若者を中心に肌から自分磨きをしてバズろう！」

東京都 株式会社Ｌｅｎａ 4040001089190 エステサロン経営者向けコンテンツのオンライン講座の配信

東京都 膣美人レッスン －
従来全て対面レッスンから７割非対面対応オンラインレッスンへ移行し感染リ
スクの減少

東京都 株式会社晴れｌａｂ 1010401150598 完全非対面型でのリモートレコーディング環境構築・販路拡大

東京都 株式会社コネクトボックス 6013301043446 インバウンドセールスによる新規顧客開拓強化事業

東京都 株式会社進鳳堂 5010401130951 短期語学教授法活用のオンライン新サービス開発と新規顧客獲得

東京都 株式会社ＡＤＥＸＰＲＥＳＳ 2010001203532 中小企業に特化したプロモーション・コミュニケーションの強化

東京都 株式会社ミライ・シア 5010901029108 福祉サービス評価事業における非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 コノウェイ株式会社 6013202008498 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社フォーラム 2010701008520 非対面型（オンライン）の研修サービスによる新たな販路開拓

東京都 合同会社ａｂｕｊａｐａｎ 4010403019095 オンライン商談ツールによる新規開拓

東京都 ヴァンテージＩＴ株式会社 1010001138878 美容メディア【ＭｉｉＮ】の認知度上昇・収益化に向けてのＰＲ
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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

東京都 スタジオエア － 非対面型メニュープッシュ式Ｗｅｂコンサルティング事業

東京都 ＬＥＯＮ’ＳＣＯＦＦＥＥ － 非対面型ビジネス強化とメニュー看板の一新

東京都 ファンネル株式会社 3010001158560 オンライン指導・助言による顧客関係性強化サービスの開発

東京都 大林 －
中国における仕入先の新規開拓および欧州における販路開拓と新商品の開
発

東京都 株式会社ＡＹ 4010601049745 個人向け動画制作講座オンライン化による個人顧客の獲得

東京都 ｆｒｕｃｔｕｅｕｘｕｎｅ － オートシャンプーにより顔と顔が向き合うことを防ぎ新規顧客獲得

東京都 株式会社グラウディア 6011001098190 オンラインサロンによる既存客フォローとＷＥＢでの商品販売の拡充

東京都 有限会社ティエムコーポレーション 8010802009627 美は継続することに意味がある！

東京都 北酒場合同会社 5013303004744 賃貸業の非対面営業の推進および、民泊物件の改装による販路開拓

東京都 株式会社八百万製作所 3310001016457 高級輸入コーヒー豆の家庭向けオンライン販売

東京都 株式会社ＫＡＺＩＮＯ　ｌｅａｔｈｅｒ　ｗｏｒｋｓ 7010101012060 鹿革製品の販路開拓

東京都 株式会社Ｒｅｂｕｄｄｙ 9030001121296 新規顧客開拓及びネット販売等の販路開拓による売上拡大

東京都 株式会社ＭＨ２１ 5011101062510 「統計学によるオンラインコンサルティングのＷＥＢ構築事業」

東京都 Ｋ’セレモサービス株式会社 9010101008305 訃報配信・香典のＷＥＢ決済の仕組みとＺＯＯＭ葬儀配信への取組

東京都 株式会社シェアードブルワリー 8010101012431 家飲みニーズある缶ビール製造に対応しテイクアウト促進事業

東京都 有限会社食彩小島 1010102008823 テイクアウト宅配での売上獲得と安全な食・安心の店内環境の提供

東京都 ＣｒａｆｔＢｅｅｒＣａｆｅＰＲＯＳＴ － 新メニュー（自家製酵母パン他）の開発と酒販免許獲得にむけて

東京都 株式会社鹿島貿易 3010101011586 「ハードディスクのお葬式オンライン版」の開発・販路開拓

東京都 株式会社サロンオールディーズ 9010101009583 株式会社サロンオールディーズ

東京都 ＤＯＺＯ　ＳＡＫＥ（ドウゾサケ） － 日本酒バル動画作成と非対面英会話のシナジーによる集客力アップ

東京都 Ｊａｐａｎ　Ｌｏｃａｌｉｚｅｄ － オンライン収益の強化及び新規ツアーコンテンツの作成

東京都 合同会社Ｓｍｉｌｅ　ｌｉｆｅ．ｌａｂｏ 6010103001351 コロナに負けない体を作る！非対面型オンライン自動化システム

東京都 ＢＥＴＴＹ　ＮＡＩＬ － 非対面型ビジネスモデル：お家でオフ・ケアセットの開発

東京都 きたの整体指圧院 － 女性向け新サービスとウェブセミナーシステムで集客アップ

東京都 Ｍｏｍｏｋｉ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｃｈｏｏｌ － オンラインレッスン事業の整備と当教室ＰＲ活動

東京都 株式会社ＷＯＮＤＥＲ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ 9010101011754 ｗｅｂカウンセリングによる対面接客時間の短縮

東京都 新屋鮨 － 寿司屋のこだわりを活かした“すしやの”加工品販売（ＥＣ・テイクアウト）

東京都 田村　恵理子 － 動画を活用した講座制作及びウェブ集客強化による新規顧客の開拓

東京都 株式会社ＳＳパートナーズ 6010101012342 オンライン完結の人材紹介サービスの導入で新規顧客開拓

東京都 ＣＲＥＡＰ株式会社 3010101013384 ＥＣサイト新設によるインターネットからの新規顧客の獲得

東京都 株式会社オルウェイズ 9010101007298 ネット配信代行サービス

東京都 株式会社ビオ・ソラーレ 8010101013990 ホームページでの通信販売の強化による新規市場の拡大

東京都 やじろべえ － 飛沫防止対策と新規テイクアウト販売の開始による経営の安定化

東京都 株式会社ブリジア 2010101009689 ブランディング強化によるＷｅｂを中心とした非対面型販売の促進

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ＪＹＵＫＡＮ － 非対面レッスンによる新規運営と魅力的な空間演出で販路開拓

東京都 ペットシッターアカマツ － ペット用品のネット販売とペットケアＷＥＢ相談の販路開拓
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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

東京都 株式会社デージーエス・コンピュータ 1010101004550 独自製品であるクラウド遠隔読影方式の構築による販路開拓戦略

東京都 株式会社恵林 8010101013462 土木工事の新規受注獲得及びテレワーク導入への取り組み

東京都 大久保工務店株式会社 9010101000658 ＶＲを使ったＷＥＢ見学会を実装し、新規顧客を獲得する取り組み

東京都 有限会社ＬＯＮＧＬＩＮＥ 2010102008789 ＷＥＢでの事業展開及びリモートワーク環境整備による販路拡大

東京都 ｏａｓｉｓｄｅｓｉｇｎ － 広告制作者向けオンライン動画教材の開発

東京都 Ｆｏｒ　Ｌｉｆｅ株式会社 5010101009199 ウイズコロナとしてのセミナー及び個別相談会のリモート化

東京都 株式会社道心 5013101006224 『オンライン相談できる造園屋』をブランド化

東京都 株式会社東京フロアサービス 2010101012890 完全非対面対応型塗床工事

東京都 株式会社ＳＡＰＡ 4010101008318 常設配信機材を活用した既存顧客の活性化及び新規顧客獲得

東京都 セブンヒルズ株式会社 9010101001994 非対面型の商品販路拡大を目的とする新規事業

東京都 有限会社ハーベストムーン 6010102005461 持続可能な発展的経営のためのオリジナル部品の試作開発

東京都 株式会社Ｐ３ 8011001091672 感染予防策を講じた非対面と対面型サービスの併用による販路拡大

東京都 Ｈａｉｒ＆Ｎａｇｏｍｉ　ＴｏＭａｓ －
ＥＣサイト開設による商品購入サービス及びオンライン・動画講座による販路
開拓

東京都 株式会社キーズ 5010101008052 新しい時代のネット中継参加型ヨガ教室

東京都 リベージュインターナショナル有限会社 1010102010845 枯渇防止。飲食店の繋ぎ事業支援・飲食店形態から販売店に改装。

東京都 上田ビジネスコンサルティング合同会社 8010103000970 地域中小企業の事業承継と事業再生を支援するＭ＆Ａ事業の新展開

東京都 窪田　成悟 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社Ｎ．Ｇ．Ａ． 9011001070790 ＷＥＢビデオ会議ツールを使用した演劇オンラインレッスン

東京都 株式会社イッパイアッテナ 5011601023301 営業手法のテレワーク化推進、新たにＬＰを制作し新規の販路開拓

東京都 株式会社サンコー 1012401011185 ＷＥＢからオンデマンドでオーダー可能なＥＣシステム

東京都 佐々木税理士事務所 － 【オンラインセミナー・面談・販促用書籍を活用した販路開拓】

東京都 株式会社レイブリッジ 8012401035277 国内外マーケットの視察やメディア利用による新規取引先の開拓

東京都 株式会社ＣＩＲＣＵＳ 7010002052156 ＥＣサイトと撮影スタジオの開発によるＢｔｏＣ新規販路開発

東京都 ＩＬＵ（エル） － 非対面で全国の占い師に販売できるオンライン講座の提供

東京都 株式会社あさの 6012401013532 ウェブ及び折込広告による家族葬・一日葬の啓蒙と新規の集客活動

東京都 株式会社発達支援教育研究会 12401033683 子供から保護者へ向けた療育支援

東京都 株式会社テラ・エステート 2012401023031
ＷＥＢサイトの改修による事業内容の説明とＺＯＯＭやＶＲ等を利用した現地
調査及び打

東京都 株式会社Ｔ’ＳＬＩＮＫ 7010401119233 新規事業（外国人人材紹介事業）の販促及びシステム導入

東京都 株式会社ドリームキューブワン 4012401024408 三鷹店の新規開店と、施設の無人化営業計画

東京都 株式会社ＨｉＰＩＴ 8012401016491 ネットでビジネス展開をする顧客へのデジタルブック提供

東京都 リフォニア － 対面型から非対面型のオンライン商談による販路拡大

東京都 株式会社共進プロセス 4012401011042 固定炉の導入によるシルクスクリーン印刷の生産量の倍増化事業

東京都 小林信也 － 作家の著作を、ネットを通じ制作・広報・発信する環境整備事業

東京都 佐久間徹設計事務所株式会社 1012401036117 建築相談用サテライトサイトの開設および各種リモート対応

東京都 ギフトイット株式会社 4012401029571 自社発の新サービス展開とＷＥＢ露出による遠隔集客

東京都 株式会社ＳＣＲＥＷ 9012401030269 テイクアウト事業とＥＣサイトによる販路拡大事業
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東京都 株式会社ネクストローカル 9012401021367 武蔵野市内の武蔵野プレミアム等の商品を取り扱うＥＣサイト

東京都 神戸会社プラスベスト 7012403002821 空きスペース活用コンサルの実績を活用した非対面飲食店コンサル事業

東京都 株式会社スイベルアンドノット 7012401021187 クラフトビールのミニケグ（少量樽）での販路拡大

東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｂｒｅａｔｈ 4012401032047 より豊かな時間を提供＆飲食業支援の「シェアキッチン」づくり

東京都 株式会社グランドエトワール 7012401019231 感染予防対策万全のネイルサロンと遠隔ネイルスクール

東京都 ヒューリング株式会社 1012401021738 専門店だから出来る個性的な冷凍ラザニアセット作成・ＥＣ販売

東京都 株式会社Ｐｌａｎｅｔ　Ｆｉｌｍ 7012401032770 キャラクター導入と制作環境整備によるＹｏｕＴｕｂｅ事業の強化

東京都 シーピー株式会社 8012401036374 セラミック塗料の自社ＥＣサイトによるオンライン受注販売

東京都 ｄｕ－ｅ吉祥寺 － 無在庫型の新通販システム構築事業

東京都 イサコーポレーション株式 8012401021541 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社Ａｒｇｈａ 6012401029710 ウィズコロナ時代のオンオフラインのスタジオ販路開拓

東京都 大野 要介 － ソーシャル時代のエンタメ映像配信の企画・制作・プロデュース

東京都 株式会社エシェルダンジュ 6012401024059 養生の情報とグッズのオンライン販売と社内ＩＴ推進事業

東京都 株式会社Ｂ．Ｃ 4012401032328 バストを残してダイエット　非対面を実現する栄養指導アプリの開発

東京都 合同会社Ｐａｔｉｓｓ 7020003011481 製造効率向上により広報活動に力を注ぐ

東京都 ＬＵＣＫＹＦｏｕｎｔａｉｎ有限会社 4012402023433 ＥＣサイト構築による非対面型販売への転換と新商品開発

東京都 シグラド合同会社 8012403004305 ＺＯＯＭやスカイプを利用したオンライン英会話サービスサイトの構築

東京都 セーペルクー － 「新しい生活様式に合わせた商品開発とｗｅｂショップの充実。」

東京都 福たま堂鍼灸治療院 － 有料老人ホーム向け非対面整体事業と２大症状に特化したＬＰの作成

東京都 ＭＡＬＶＡＲＯＳＡ － 個別オーダー受注後焙煎のインターネット販売による新規顧客獲得

東京都 株式会社Ａｙｌｉ 3012401018906 中食を中心とした非対面型飲食店舗への業態変更

東京都 暮らしリフォーム株式会社 5010401116447 非対面型を基本とする専門技術を用いた除菌サービス

東京都 株式会社エスプリ・ゴルフ 7010401083462 動画を活用した海外有名ゴルフプロによるオンラインレッスン導入

東京都 よりみち茶屋　とおまわり － ホームページ改修によるネットショップの認知拡大

東京都 小山製菓 － お菓子の移動販売・デリバリ－

東京都 買取専門店バイヤーズ － 非対面型の買取サービスへの転換

東京都 株式会社Ｂｕｄｄｙ＆Ｇｒｏｗｔｈ 1013101007903 マンツーマン戦略コンサルの認知度アップとオンライン集客事業

東京都 ｃａｆｅ　ｍｏｎａｃａ － テイクアウト・宅配用パン・スコーンの商品開発と宣伝

東京都 津田や － 感染症対策実施による来店者への安心感の提供と来店者の増加

東京都 株式会社ＲＡＰＩＤ　ＰＲＯＧＲＥＳＳ 8013101005735 「ホームページを改修し、オンライン事業を開拓する」

東京都 ９人制パレーボール株式会社 9030001110893 非対面による新たな販売チャネルの構築

東京都 耕合同会社 8013103000825 販路拡大のためのホームページリニューアル

東京都 ＴｈｅｒａｐｙＲｏｏｍ － 教室のオンライン化により地域の垣根を超えた売上獲得を目指す

東京都 株式会社ホーショー 2013101007943 【ＩＴを活用し発信する若さと技術で造り上げる安全輸送事業】

東京都 有限会社米澤印刷所 5013102006958 環境に左右されにくいオンラインドローンスクールの構築と集客

東京都 マナカマナ株式会社 3030001115642 届けよう！心で作る出来立てカレー！新型提供システムで！
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東京都 Ｌａｒｉｒｅ　Ｂｅａｕ － 顔と頭皮のオンラインカウンセリングと商品販売システムの構築

東京都 株式会社ネームレスプロダクション 3012801008011 非対面型無人スタジオとオンラインレッスンの実現

東京都 合同会社ハルモニア 3012803002045 「（１）非対面型ビジネスモデルの転換×（２）高収益民泊の実現」事業

東京都 株式会社エム＆カンパニー 2012801010315 オンラインによる説明・相談ができる美容用品の販売とネット予約の構築

東京都 Ｓｅａｔｔｌｅ　Ｒａｍａｎ　Ｓｔａｎｄ － キャッシュレス対応券売機導入とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 リンクス － リモートワークへの移行とＤＩＹ向け製品の開発の拡充

東京都 珈琲豆焙煎工房まめ吉 － 焼き菓子の増産及び新商品開発、及び通信販売販路拡大

東京都 ボックスアップ － ■動画Ｐｌｕｓサンドバックトレーニング！

東京都 ＷＧＣ － ゲーム機器の保管と新たなる客層の開拓、国内市場の活性化

東京都 合同会社Ｓｏｗ－ｅｎ 4012803001566 パフォーマンス映像のネット配信による新規販路の開拓

東京都 北川　公洋 － ウェブ販売とリモートワーク環境の構築による非対面運営事業

東京都 倉富　義隆 － 自宅スタジオでのネットを通じた音楽制作事業＆ネット配信事業

東京都 ＭＩＯ商事合同会社 5012803002258 非対面で安心安全に取引できる独自の販路拡大広告事業

東京都 ＫＯＴＯ　ＫＯＴＯ － 非対面型自宅着付オンラインサロン新規移転オープン

東京都 デジタルストック － 大人のためのプログラム講習事業

東京都 株式会社トロア 9011301019389 【非接触設備対策とオンライン会議ができる設備設置】

東京都 株式会社ＣＪＰ　ＭＵＳＩＣ 8012801016554 コロナ対応非対面型ライブハウスに生まれ変わるプロジェクト

東京都 のまどのわ － 対面接客を減らしながらも心と心が響き合う近未来型サロン構築

東京都 有限会社ブルートーン 4010602033946 自社ＥＣサイトによるオンラインレッスン・決済・動画配信事業

東京都 大門　泰大 － ＥＣサイトによる非対面型商談環境の構築

東京都 宮川　有紗 － 【独立系ＦＰ・小規模不動産業者間が連携する新型不動産紹介】

東京都 マシンビジョンライティング株式会社 4012401025620 検査用照明におけるサプライ網の確保と非対面型技術提供への転換

東京都 有限会社米スタジオ 3012402014251 漫画制作のデジタル化による編集者とのオンライン会議環境の整備

東京都 株式会社森田屋 7012401001734 加工品製造事業確立とコロナ禍に強い売り場・販売システムの導入

東京都 有限会社とうり 2012402015449 サロンの不動産マッチングサービス

東京都 株式会社慶商 7012401030139 「ワインソムリエがＳＮＳを通じて厳選ワインの紹介」

東京都 株式会社エフセラーズ 5060001027404 「飲まなくても買っていただける」非対面型ビジネスへの転換

東京都 合同会社シンシアライフ 6012403003903 高速インターネット無料提供による物件価値の向上計画

東京都 文化の旅企画 － オンライン将棋教室

東京都 花まさ － 売り上げＵＰ！！新規開拓リスク分散置き花事業

東京都 株式会社トークロア 7012401025832 社内での動画開発体制の構築によるＥＣコンサルティング高度化

東京都 株式会社Ｐｒｉｍｅ 5012401030933 ゴルフスクールプロモーション・オンラインレッスン動画作成配信事業

東京都 株式会社ＲＥＥＤ 6012401033407 焼き鳥、餃子のテイクアウト窓口新設と労働環境の改善

東京都 株式会社ＪＶＦ 3012401035265 ベトナムフォーの個人向けの販売のための梱包機購入事業

東京都 有限会社サイドキャニオン 5012402001099 オンラインコミュニケーションで健康づくりとショッピング機会を

東京都 ｍａｈａｎａ　ｙｏｇａ － 大人も子どもも！オンラインヨガ・顔ヨガ配信のためのサイト制作
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東京都 アイゼック株式会社 1012401010237 ネットを活用したオンライン営業、Ｗｅｂ商談による新規顧客の獲得

東京都 有限会社サンタマリア 1012402001202
非対面型ビジネスモデルへの転換／オンラインによる紅茶ｌｅｓｓｏｎスタート計
画

東京都 株式会社ＴＯＩＮＶＥＳＴ 8012401032613 起業家支援オンラインプロジェクト

東京都 辻　騎志 － 「自分と周囲を幸せにする力」プロジェクト

東京都 株式会社グランドール 6012401004390 客室内装リニューアルによる長期宿泊者の利用ＵＰ

東京都 株式会社アークビレッジプラス 7010901018067 英会話オンラインクラス／オンラインビデオ補助教材

東京都 Ｃｏｍｍａｊａｐａｎ株式会社 3010601040424 クラウドファンティングによるネパール産球根の商流維持

東京都 株式会社ブレイクスルーラボ 9012401030343 電子書籍出版支援事業

東京都 有限会社田中住建 5012402001719 非対面打ち合わせへの移行、コロナの生活様式に対応住宅の提供

東京都 イタリア料理を食べに行こう － 売上拡大テイクアウト事業

東京都 梅田翼 － オンラインサロンを開設する為のホームページ作成

東京都 プロスパー株式会社 － 現地講師と留学希望学生のマッチング機能を搭載したサイト制作

東京都 株式会社ＢＬＰ 8012401030906 新メニュー・サービスの展開とネットを活用した新規顧客獲得

東京都 株式会社ＴＯＫＩＯ　Ｌａｂ 5012401031733 恒温槽と騒音計の導入による差別化の向上と内製化の促進

東京都 アーチ地所有限会社 5012402022566 ホームページ刷新と広告集客そして非対面モデルの構築

東京都 府中西国分寺角煮専門店そら － 売上向上のための商品開発と設備増強および広報活動

東京都 ワイズボックス合同会社 4012303001331 非対面ビジネスとテレワーク推進の為の設備投資

東京都 原町田心理相談室 － 相談室のメッセージを発信し信頼を得るプラットフォーム作成

東京都 株式会社プロスク 2012301010501 ロボット教材のプログラミング授業をオンラインで行う事業

東京都 小浦　啓介 － パン屋のＥＣサイト新規作成による新規顧客獲得

東京都 株式会社進化 9012301009900 オンライン対応及び感染症予防の推進、その広報宣伝活動

東京都 はりきゅうマッサージ治療室ＴＥＲＡ － 安心して施術を受けられる新型コロナウイルス対策事業

東京都 茶山制作 － 既存ＨＰの発信力強化、及びキッズフォトサービスの新設

東京都 アフロディ株式会社 7012301009456 ディスプレイ測定機器の非対面型の販促を強化し売上拡大をする。

東京都 株式会社スピーチジャパン 1012301008348 現役アナウンサー直伝オンラインセミナー講師養成講座

東京都 ＤＯＵＢＬＥ合同会社 6012303001123 ＤＯＵＢＬＥ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ　除菌水、水素水を使用した事業拡大

東京都 株式会社アルシー 5012301008484 既存ネットワ－クを生かしたビジネスモデルのオンライン化事業

東京都 ゴスペル・カフェ合同会社 2012303000509 オンラインレッスンや店内外改装による販路拡大

東京都 ３３３合同会社 1012303001251 ソーシャルディスタンスの安全性担保及び非対面型撮影環境の構築

東京都 ニッテム株式会社 6020001002558 オンライン個別指導・プログラミングを告知するＨＰと看板の作成

東京都 合同会社ディライツ 1012403003692 オンライン・ＩＴを活用した訪問マッサージ事業の新たな販売開拓

東京都 オリーブインテリアコーディネート － 内製作業強化による納期安定化とチラシによる販路拡大

東京都 Ｔｒｅａｔ　Ｌａｓｈ － 新しい生活様式に対応できる「新しいまつげサロン」の構築

東京都 優小屋（ゆうこや） － ペットと飼主さんとの絆を深めるサポート撮影事業

東京都 株式会社ｈｏｌｙ　ｉｓｌａｎｄ 12301006415 有料ＬＩＶＥ配信事業と４ＫＨＤＲ映像制作事業

東京都 Ｂｅｎｅｆｉｔ － リモートでの楽曲制作サポート及び音楽レッスン
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東京都 吉澤　遼馬 － 超音波エコーの導入による差別化と施術技術を体系化し広める事業

東京都 株式会社グランディール 6012301011017 マッサージ店舗ポータルサイト運営事業

東京都 ＹＫ　ＦＯＯＤ　ＳＴＹＬＥ － 心と体の健康レシピＷＥＢ配信と安全な料理教室の再開

東京都 アトリエＫｉｒｅｉ － Ｗｉｔｈコロナ時代を見据えた自然派美容サロンの経営転換

東京都 株式会社ジェイド 3012301007083 ネイルサロン向けオンラインコンテンツ事業の開始

東京都 株式会社ＤＡＩＮＡＳ 6012301012031 中古家電のレンタル事業による販路開拓

東京都 個別指導玉川キッズ － インターネット学習室「タマゼミ」の開始と拡大

東京都 ＡＤＡ合同会社 8012303001344 スタジオ内換気力の飛躍的向上で安心して運動を

東京都 小織ダイニング株式会社 8012301010693 新しい生活様式（コロナ対策）に馴染むカフェスタイルの創造

東京都 コメカフェ町田 － 非対面型ワークショップ「オンライン手前味噌作り」

東京都 アトリエパレス － 非対面型贈り物ビジネス

東京都 ＨａｉｒＭａｋｅＡＰＩＣＡＬ － 子育て中の美容師が、新型コロナウイルス感染症を乗り越える方法

東京都 奈良秀明 － ニュージーランド式ステップを非対面型で学べる環境を提供

東京都 株式会社クー・コーポレーション 9012301005858 ヘッドスパサロンリッツのＷＥＢセミナー

東京都 ＺＥＡＬ不動産株式会社 7012301007534 コロナ対策　テレワーク事務所モデルルーム開設事業

東京都 Ｒｅ＊ＬＩＦＥＡＲＴＳｓ － オフライン・オンライン両面の集客強化による商圏及び顧客層拡大

東京都 いちかわライスビジネス株式会社 4012301000244 オンライン通販強化及びコロナウイルス対策

東京都 ユリアナ － ＫＯＲＩＡＮＡ　ＯＮＬＩＮＥ新システムの語学スクール

東京都 株式会社ソーシャルノードラボ 4012301009715 リモート対応型レンタルカフェと動画配信システムのテレワーク化

東京都 叶健治 － 自社ＥＣサイトの活用で他社との差別化を図れる顧客販路の開拓。

東京都 株式会社Ｃｏｍｐｒｏｍｉｓｏ 12701012855 葬儀前の打ち合わせの非対面化による集客、顧客の獲得

東京都 ＫＯＭＰＩＳ － 単身者へのこだわり家庭料理と安心安全なコミュニティ提供事業

東京都 株式会社二八商店（屋号とりやき二八） 8012301011205 凍眠ミニという設備を使用し通販サイトで通信販売の拡充

東京都 株式会社リンク・アップ 2012301008000 接触や蜜を避け、紙媒体で客層の拡充と、サービスの周知を行う

東京都 株式会社とらまぶー 3012301009534 インターネットを駆使した販売多角化の生産性アップ

東京都 ＡＹＬＡＳＨ － セミナー業をメインにオンライン化、新たな取組をします

東京都 株式会社カイトプランニング 3012301000583 お客様に安心して御来店頂く店作りとテイクアウト事業への進出

東京都 株式会社シダーリンクトラベル 9012301007202 非対面式ビジネスモデルへの転換

東京都 合同会社Ｍ＆Ｋ 8012303001195 宅配ボックスの設置に伴う非対面化により、感染予防と防犯

東京都 株式会社ハーモニー 1012301010320 非対面ビジネス促進のため、テレビを活用したルームサービス

東京都 ＬＡＵＧＨ　ＡＮＤ　ＳＵＲＰＲＩＳＥ － 非対面型足型測定器導入による足型「見える化」による靴売上増大

東京都 ひめ風堂 － ふれあわなくて、ふれあえる、オンラインベビーマッサージの実現

東京都 株式会社ＫＯＢＵ 5012301009805 ３Ｄプリンターを用いた小ロットオリジナル新商品販売事業

東京都 株式会社プラスアルファ 8012301009199 コロナに打ち勝つ、歯科衛生士向けオンラインセミナーの実現

東京都 オペラ季節館 － 「自分史」「手仕事」「会社」を動画で。「ＭｙＣｉｎｅｍａ」

東京都 株式会社ユニティーベル 6470001004195 社内テレワーク環境改善のためのシステム改善と一般告知活動
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東京都 ｕｈｍｉ　ｔｒａｖｅｌ　ａｎｄ　ｍｏｒｅ株式会社 5012301010556 駅前リゾート「夢と感動のステージへ」

東京都 株式会社ａｎｄ．ｄ 8012301011535 ポイントプログラムアプリ（Ｓｈｏｐｉｆｙアプリ）開発事業

東京都 シリウスヨガ学院 － シリウス・クリヤヨガ●通信講座

東京都 有限会社クリエイティブニジュウイチ 5013402004249 ＷＥＢ環境で生活者の相談窓口を作り、非対面型福利厚生の充実

東京都 ポジティブワン株式会社 2013401005102 空手道場・キックボクシングの非対面対応へ向けた取組

東京都 株式会社満月堂 4013401006461 介護ロボットとＩＴ導入による新しい生活様式での介護事業

東京都 佐藤通子 － 悩みを抱える女性に寄り添う”オンラインカウンセリング”事業

東京都 さきがけ社会保険労務士法人 9012405004384 社労士法人事務所における電子化および広報活動の強化

東京都 たけはらデザイン室 － 個人向け非対面デザインサービス及びオリジナル商品ネット販売

東京都 株式会社アビネット 3013401004680 テレワーク対応型再販物件の企画とインターネット集客の強化

東京都 ジョイトレード － 新機材導入による内製化率アップと売上の拡大

東京都 ＥＴ－ｗｏｒｋｓ － 既存顧客へのリモート対応と新規顧客獲得のためのＷＥＢ広告実施

東京都 株式会社ＭＡＸ－ＳＰＥＥＤ 7013401007110 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ブックローバー 7013401006558 古書店の宅配買取強化、スタジオの写真販売による非対面ビジネス

東京都 株式会社ビズファン 3010401133618 オンライン完結型フィットネスジム事業

東京都 株式会社トレーディングリブラ 8021001024540 ｗｅｂコンテンツのオンライン化システム（決済機能有り）の導入

東京都 ＧＯＥＮ － 無人販売とＥＣ販売を強化した花き販売

東京都 株式会社五彩 4011001117209 テイクイアウト用キッチンカー作製

東京都 株式会社マジカルサワー 7011201019301 オンライン配信機材導入による非対面型サービスの構築

東京都 ＯＲＩＨＡＲＡ株式会社 5013201017823 ホームページ改修及びＥＣサイト構築による販路開拓事業

東京都 小池税理士法人 7011005007469 相模原で唯一の相続税専門税理士としての広告事業と感染症対策

東京都 株式会社Ｊｕｎｃｔｉｏｎ６９ 1011801034226 お客様に安心安全な飲食の場を！！　絆を守る三密回避事業

東京都 株式会社ＣＹＳＪＡＰＡＮ 2010001190184 京都の古民家が行うマイクロツーリズムに向けた販路開拓の取組み

東京都 株式会社小さな広場 6011101077854 テイクアウト拡大のための、生産設備の導入及び広報チラシの作成

東京都 有限会社久保村事務所 6010802018828 ひらけ！ＧＯＭＡオンラインショップの立ち上げ

東京都 ＤＲＯＮＥ　ＳＰＯＲＴＳ株式会社 1010401136457 ドローンでの空撮サービスのＷＥＢ戦略

東京都 株式会社ブリアンジェ 4010401144606 非対面型「ＢｔｏＣ」事業への取り組み

東京都 株式会社銀座ＡＩＲＡ 6010001203594 ＢｔｏＢからＤｔｏＣへ、ＥＣサイトで顧客へ直接アプローチ

東京都 株式会社ＩＬＢ 6010001124948 非対面型の広報宣伝によるインデックスページの販路開拓

東京都 株式会社ＩＥＣ 4011101081271 非対面型の広報宣伝によるテイクアウトメニューの販路開拓

東京都 株式会社ＢＲＡＩＮＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 9010401136227 全国に向けたクライアントの発掘のための仕組み化で販路拡大事業

神奈川県 株式会社ｍｉｎａｍｉｎａ 4020001102426 外国人観光客に対する日本酒メニューとデリバリーを特化した販路開拓

神奈川県 美容室Ｉ－Ｄｙ － 夏の暑さに対する換気の設備設置．

神奈川県 株式会社ビッグフィッシュ 6020001111986 感染防止オンライン・テレワーク化の告知広告強化顧客増加計画

神奈川県 ソーノカスタマーマーケティング株式会社 200011111082 非対面式強化型　顧客獲得ビジネスモデル再構築

神奈川県 ネットファンディング合同会社 8011103009696 ＦＰ系記事生成のオンライン化とウェブメディア向け販売展開
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神奈川県 株式会社さる山さる子 2021001060418 オンラインサービス提供開始の周知徹底による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社麦風堂 9020001111570 クラフトビール瓶詰め効率アップ事業

神奈川県 株式会社ＣＳＳ・マーケティング 4021001031680 飲食店の業績回復を支援する、宅配事業導入のオンラインサポート

神奈川県 Ｊ　Ｐｅｒｓｏｎ株式会社 6020001108999 訪問看護事業ノウハウ講座の在宅オンライン化ビジネス

神奈川県 株式会社ファースト・スパイク 1020001108384 独自性の高いリュック開発及び、越境ＥＣ販売サイト構築事業

神奈川県 エリクサー － 新商品開発による小中規模エステティック事業への販路開拓

神奈川県 ＭＯＯＮＲＩＳＥＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ － ＥＣ事業への完全転換。①国内・海外ＥＣ販路拡大、②商品仕入国拡大

神奈川県 ＢａｒＬａＰｏｍｍｅ － お酒のテイクアウト事業

神奈川県 有限会社エフ・エイ 3020002079879 遠隔研修、動画コンテンツサービスの開発による販路拡大

神奈川県 株式会社吉岡精工 2020001001118 Ｗｅｂマーケティングによる販路拡大及び非対面営業方法の確立

神奈川県 エダッカーストラテジー＆ロジステックス － 採用ミスマッチ防止プロジェクト

神奈川県 Ｉ．Ｂ．Ｃ － 自社ブランド事業の強化による直販ビジネスモデルへの転換

神奈川県 株式会社町田スタジオ 5020001059054 非対面型のスタジオ音響収録・編集サービスの開発・提供

神奈川県 株式会社ＷＡＬＫ＆ＷＡＬＫ 5020001114214 姿勢アドバイザー資格付「美しい姿勢と歩き方講座」を非対面で提供

神奈川県 ＮＩＮＥ － エアコン、手洗い器の改装による衛生強化とブランド力アップ。

神奈川県 株式会社アースコム 3020001059642 赤外線センサー搭載ドローンによる住宅用太陽光パネル点検

神奈川県 株式会社ＮＳＣ 9020001060082 ＳＴＥＡＭをテーマとするハイブリッド型の新規コース開設

神奈川県 株式会社グレイスギフトジャパン 4020001122267 販路拡大に伴いホームページ作成、広告宣伝による集客力の強化

神奈川県 ｃｏｏｋｉｎｇ　ｓａｌｏｎ　ｍａｈａｒａ － オンライン料理教室の実施および動画配信による広告宣伝強化

神奈川県 株式会社アコモ 3020001115899 非対面式設備の導入と日本人集客対策としての設備入替・販路拡大

神奈川県 サダ・コンサルティング － インド輸入アーユルヴェーダ化粧品のネット通販事業

神奈川県 有限会社フチューマ 9020002066970 ホームページ開設による情報サービスとオンラインサービスの強化

神奈川県 株式会社樫乃屋 7020001135613 オンライン会議とホームページを組み合わせた営業システムの構築

神奈川県 ののじ株式会社 2020001121725 ウェブサイトによる新製品、電磁気治療器の販路開拓

神奈川県 株式会社エスポワール 9020001039358 コロナショック売り上げ減少回避計画

神奈川県 株式会社Ｋ　Ｆｏｏｄ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 5020001125005 コロナ収束後に向けた集客力強化とＥＣ・Ｗｅｂ居酒屋事業の開始

神奈川県 株式会社ＡｓＭａｍａ 5010401084891 法人顧客、地域支援者、ユーザー増を非対面式で実現するＨＰ改修

神奈川県 株式会社Ｍ’ｓＪＡＰＡＮ 2020001117962 乳酸菌の研究開発及び製造販売

神奈川県 株式会社ウイングパス 2020001045255 テレワークとオンライン商談で実現する非対面商談の販路拡大

神奈川県 ＢｅａｕｔｙＰｒｏ － 動画サイトの充実とオンラインレッスンへの移行と室内衛生の充実

神奈川県 有限会社ティーワイふるかわ 3020002012352 テイクアウト事業による販路開拓と新しい層の集客戦略

神奈川県 英会話教室Ｓｐｒｉｎｇ！ － 快適空間で英語に集中！オンライン併用でどこでも英語力アップ！

神奈川県 おなかのちからあきば整体院 － 遠隔マッサージ指導・体操指導を導入後の宣伝広告

神奈川県 株式会社旅コレクション 5021001007638 非対面型接客のための新規ホームページ構築

神奈川県 株式会社ゼオシステム 9020001023519 尿流計の取扱と計測および洗浄・消毒方法を説明する動画面の製作

神奈川県 株式会社吾里安 8020001055653 テイクアウト事業
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神奈川県 株式会社エスライフデザイン 5010901035519
対面販売のみの営業から対面販売とインターネットを利用した非対面型販売
との併売を実

神奈川県 Ｄｉｎｉｎｇ×Ｄｉｖｉｎｇ　ＬＩＫＫＬＥ　ＭＯＲＥ － ホームページリニューアルとＷＥＢ対策、ＶＲ機器でのオンライン販売

神奈川県 株式会社タウンペーパー 4020001100165 コロナに勝つ！閉鎖拠点の生産能力を、既存拠点の改装でリカバー

神奈川県 ＪＵＭＥＬＥＲ － オンラインマーケティングとお仕立券の販売でコロナから脱却

神奈川県 株式会社Ｐｒｉｍｅ 9020001131008 販路拡大のためのホームページ構築およびパンフレット制作

神奈川県 ウィル・コミュニケーションズ － 企業成長の要となるブランディングのオンラインサポート

神奈川県 長岡行政書士事務所 － 事務所のＩＴ化を目指し、コロナウィルスを吹っ飛ばす！

神奈川県
特定利営利活動法人クリエイトオブムー
ブメント

1012305001555 オンラインショッピングサイトでの販売事業

神奈川県 ｕｎ：ｔｅｎ（アンテン） － 「ＣＡＤ導入による業務の効率化と新商品の販路開拓」

神奈川県 リトルハグ株式会社 1020001113277 オンライン英会話および家庭学習向け英語教材の開発

神奈川県 合同会社ＷＡＱＲＥＮＯ 7020003013544 オンライン予約完結システムによる非対面ビジネスモデルへの転換

神奈川県 みて株式会社 3190001021833 日本茶ニーズの高い海外市場への最高級品質抹茶販路開拓事業

神奈川県 株式会社アルヴォリ 8020001098446 伝統技術を活かした食器の新商品開発およびＥＣサイトの構築

神奈川県 株式会社アルマドール 4010401108494 サプライチェーンの毀損への対応

神奈川県 ＦＰｒｅｐ株式会社 6020001130433 「一家に一人、あなたのファイナンシャルプランナー」の全国展開

神奈川県 株式会社塗装職人 7020001047370 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 合同会社Ｓ＆Ａ 8020003009054 非対面型コンサルティングで会社に新たな風を！

神奈川県 株式会社ビオラジャパン 1010701036316 集客特化型ＷＥＢサイト構築によるプル型営業スタイル構築事業

神奈川県 Ｍａｒｅ！絵画教室 － 自宅も介護施設からもつながる非対面型絵画講座の販路開拓

神奈川県 青葉台リーフ整体院 － 施術室の増室による感染予防対策及び販路拡大

神奈川県 株式会社ＴＣ 9020001047856 プロが教える高齢者施設に特化したイベント運営ＷＥＢコンサルティング

神奈川県 ｈｕｍｍｉｎｇ　ｂｉｒｄ横浜 － ルームシューズでつくる！快適おうち生活のすすめ

神奈川県 株式会社芳賀ホーム 2020001045412 ＨＰ、ＳＮＳまたＩＴを使った戦略的戸建販売及び新規雇用形態の確立

神奈川県 株式会社ＰＯＰＰＯＪＡＰＡＮ 9021001044793 （株式会社ＰＯＰＰＯ　ＪＡＰＡＮ

神奈川県 株式会社トライフ 4020001048388 オーラルピースの販路開拓と新製品発売により活路を拓く

神奈川県 合同会社ユアブランディング 2020003011081 売上につながるプレスリリースセミナー【オンライン全国版】

神奈川県 ウェブライフエイド株式会社 6020001131729 全国施設コラボ＆魅力アップ事業

神奈川県 慧美莉 － 音楽でコロナを乗り切ろう

神奈川県 株式会社アシストン 4020000112218 お困り世帯向け、代行支援（感染症）サイトによる販路拡大

神奈川県 かながわ経済新聞合同会社 6020003010831 「本棚型コンテンツ配信システム」を利用した地域経済新聞の発行

神奈川県 有限会社ボディーアンドブレイン 9020002055412 イベントのインターネット配信ならびにカフェの映像スタジオ化

神奈川県 ＤｕｌｃｉＣｒａｆｔ － 展示室とＷＥＢを活用した民族楽器の販売の取組と新たな販路開拓

神奈川県 鈴木商会 － 全天候型のドローンビジネスモデルの構築と販路開拓

神奈川県 株式会社Ｍａｓｗａｙ 9020001121909 新商品開発事業＆オンラインＬＩＶＥ型ＥＣ

神奈川県 Ｓｕｎ＆Ｍｏｏｎ株式会社 7020001110434 オンラインレッスン＆冷凍パン配送で対象を全国に拡充

神奈川県 ＫＲＡＢＩ － ウェブショップのオープン及び展示会出展
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神奈川県 アコモコネクト株式会社 1020001135511 公式ＨＰ改築による対面営業の削減及び台北旅行博での広宣事業

神奈川県 株式会社ＡＺＡＹＡＫＡ　ＪＡＰＡＮ 7020001120474 「おうちでテレビショッピング」オンライン動画学習システム

神奈川県 株式会社小野田企画事務所 3020001049338 オンライン占いカウンセリングシステム構築事業

神奈川県 Ｓｕｎｎｙ　Ｇｒａｃｅ合同会社 8020003012396 利用者獲得のためのオンライン見学ツールの制作

神奈川県 ピュアスター － 新パートナーと挑む新地域から輸入する新商品の新旧顧客への販売

神奈川県 吉浦　健治 － 音楽教育・制作オンライン化による非接触型サービス提供推進事業

神奈川県 キョウイクテトテ合同会社 8020003013618 非対面（テレビ電話）によるＷｅｂ授業と学習、受験指導

神奈川県 足立バリューアップ・コンサルティング － オンラインでの建設業の顧客獲得及び業務改善コンサル

神奈川県 ＯＳＴＥＲＩＡ　ＯＵＲＡＮ － 『横浜ティラミス』の販売事業（オンラインショップ）

神奈川県 株式会社リスペクト 3020001106089 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 小川　彩弓 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 株式会社オフィス・ランテ 7020001132197 着ぐるみラビィ＆ビット、デビュー！子どもたちに心の健康を

神奈川県 株式会社アイデアル 2020001058372 当社オリジナルコンテンツのＷＥＢ展開

神奈川県 有限会社一石屋酒店 20002041325 ネットショップ開設

神奈川県 ジェネクスト株式会社 8010001126439 ＡＩ－Ｃｏｎｔａｃｔ　Ｗｅｂマーケティング

神奈川県 株式会社クミン 2020001091679 非対面化にむけた業務システム導入

神奈川県 有限会社サンアイ工業 6020002023776 新技術を取り入れた新分野への挑戦、業務効率化事業

神奈川県 訪問美容おハナ － 美容業からの訪問美容在宅への影響

神奈川県 株式会社アクトグローバル 5020001038470 商品内製化と販路拡大事業

神奈川県 株式会社オーシャン 1020001090855 ドローンを導入活用した建物損害調査による売上の拡大

神奈川県 はまくま企画 － オンライン化ニーズに対応したレシピ動画共有サイトの整備

神奈川県 田中空手クラブ － オンラインによる予約・レッスン・決済システムの構築

神奈川県 合同会社ＳＯＲＡＰＩＡ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 9020003015241 非対面チェックインシステムと、連動する予約・集客環境の導入

神奈川県 株式会社アクシス 7020001046760 お家にいながら査定・買取が出来るシステムの構築

神奈川県 株式会社Ｍｏｏｎｂｏｗ　Ｍｕｓｉｃ 9020001057756 非対面での音コンテンツ制作サービス

神奈川県 株式会社Ｄ’ｓ　ｃｒｅａｔｅ 2020001129974 クエン酸ドリンクの販売による安定収益確保への取り組み

神奈川県 合同会社ＳＭＹ 8020003013147 オンライントレーニングのスタートと周知

神奈川県 有限会社トゥィンクル・スリー 8020002082052 運気をあげる！ラッキーメイクオンライン講座プロジェクト

神奈川県 株式会社明倫開発 9020001029169 未固結採取器の模型及び運搬用治具を製作して生産性向上を図る

神奈川県 Ｌｅｓ　Ｂａｌａｄｉｎｓ　ｄｕ　Ｍｉｒｏｉｒ － 美容室顧客をターゲットとする野菜等非対面型仲介販売と店舗販売

神奈川県 合同会社ＡｆｉＡ 6020003009353 音楽であなたの感性を豊かに彩るオンライン講座ＯＴＯＮＯＷＡ

神奈川県 鈴木大樹 － 国内メーカーからの卸業務に特化したＥＣ販売事業

神奈川県 黄韵涵 － ＷＥＢ仕入れによる中国輸入のジュエリーＥＣサイト販売

神奈川県 竹で洗う － 竹の力で環境保全！コロナなんて怖くない！

神奈川県 ＩＤＥＡＮＮＥＸ株式会社 7020001112653 Ｗｅｂサイトリニューアル及び新商品の販促活動

神奈川県 株式会社ＹＫＭ 6020001104073 昇華印刷作業効率化に伴う輪転台制作
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神奈川県 有限会社エムエム・ワン 7020002069736 スマートロックを利用した不動産管理手法による新たな販路開拓

神奈川県 ＢＢＱ　ＦＡＣＴＯＲＹ合同会社 2020003015982 キッチンカーによる営業力強化

神奈川県 株式会社アルケミスト 8020001503079 カフェの開業と無農薬野菜の提供による事業拡大

神奈川県 株式会社お庭カンパニー 9020001015094 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県
社会保険労務士法人ワーク・イノベーショ
ン

6020005013155 非対面型での営業方法・サービス提供方法の導入

神奈川県 アスリートファーム － 「非対面型サービスへの転換と注文機能付きＨＰによる販路拡大」

神奈川県 株式会社美キャリアラボ 2020001117293 メイクレッスン動画と自社開発商品を販売するＥＣサイト事業

神奈川県 マーケティング建築工房 － オンラインインテリアコーディネート事業

神奈川県 イチバンライフ株式会社 1020001048589 「植物原料の安定的な保管と非対面販売に向けた店頭訴求力の向上」

神奈川県 株式会社ラトリエ１９５９ 1020001100119 非対面型。横浜創作料理ミールキット宅配セットのＩＴ広報事業

神奈川県 株式会社サクラドリーム 9020001104582 自社製品ブランドの開発　自社製品の良さ日本国内・世界に広げる

神奈川県 株式会社ゆたかなビレッジ 6020001061141 介護ロボットを介して新しい人同士のつながりをつくる。

神奈川県 株式会社ファルコンバイク 4020001096890 すぽひよオンライン

神奈川県 Ｂａｎａｎｅｉｒａ． － アフターコロナ・ウィズコロナにおける、店舗改修案

神奈川県 ナイトファイヤー － オンラインライブ配信＆予約システム

神奈川県 特定非営利活動法人知球人 5020005013775 お家がサッカー・スクールになるステイホーム・トレーニング

神奈川県 横濱未来堂 － アフリカの色の浴衣ＪＵＡネット販売サイト開設

神奈川県 有限会社スタジオヤヤ 4020002010066 新型コロナ禍における「新しいライフスタイル作り」の発信

神奈川県 株式会社井組自動車工業 1020001005053
タイヤ交換サービス導入による顧客層拡大および売上の安定化　コロナに負
けない！タイ

神奈川県 有限会社ＲＥＶＥＬ 7013202006419 テイクアウト、インターネット通販の継続営業

神奈川県 彼誰堂 － 小規模宿泊事業における新型感染症対応設備導入事業

神奈川県 馬場接骨院 － 非対面型営業としてのオンラインカウンセリングとヒーリング構築

神奈川県 横山雄大 － 非対面型による「選べるホームページ」制作の受注及び作業効率化

神奈川県 ＰｉｚｚａＨｏｕｓｅつくるよ － オリジナル手ごね冷凍ピザのネット販売による販路開拓

神奈川県 株式会社Ｉ’ｓ 9020001117618 個人事業主と企業間を繋ぐオンラインサロン制作

神奈川県 株式会社とことん 4020001094143 Ｗｅｂ型遺影写真の加工サービスの開発

神奈川県 横浜　桜酒亭 － 各種イベントのオンライン化による日本酒ファン開拓と酒蔵支援

神奈川県 癒処カピバラハウス － オンラインショップの開設による新規事業展開

神奈川県 ＢＯＢ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ － 【お客様との密を解消し化粧品のオンライン購入推進】

神奈川県 扇子　大介 － インターネットを介した動画撮影・編集サービスの提供ビジネス

神奈川県 ライフリンケージ株式会社 1020001096217 非対面でのＷＥＢコンサルティング対応

神奈川県 ベトナムダイニングシクロ － デリバリーによる販路開拓と除菌機能付空調設備の導入

神奈川県 株式会社ＢＲＡＮＣＯ 7020001102720 消費者がゴルフのオンラインサービスを受けるための環境整備事業

神奈川県 有限会社Ｆｌｅｘ　Ｊａｐａｎ 7020002078613 ご飯のお供「牛筋煮込みフレークの瓶詰」の開発及び販路開拓

神奈川県 ブーシェル － 「オンライン飲み会を契機にドイツビールとソーセージのセット通販」

神奈川県 株式会社パパカンパニー 4020001102830 「よこはま　こどもカレッジ」のオンライン予約・参加システムの構築
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神奈川県 マリーブリッジ － Ｗｅｂ活用によるスタジオサービスの革新事業の展開

神奈川県 合同会社踊刀 6040003013601 ＥＣサイトを活用した武道用品の販売

神奈川県 株式会社ジー・ナビゲーション 7020001116514 絵巻き寿司を次世代へつなぐ！オンライン講座×オウンドメディア

神奈川県 青果ミコト屋 － Ｅコマースからメディアコマースへ、ＥＣサイトのアップデート

神奈川県 合同会社ＣｏＣｏ　Ｓｏｃｉａｌ　ｗｏｒｋ 2020003014209 旅×テックチャンネル開設とオンラインを通じた収益源の多様化等

神奈川県 株式会社ａｎｔｅｎｎａ石川町 5020001132827 Ｔ－ＳＴＯＣＫ　Ｗｅｂ・ＥＣサイト構築事業

神奈川県 株式会社たまや 5020001055235 フードロス０を目指す外食デリバリー、ネット通販事業

神奈川県 合同会社ＫＩＳＯ 6020003016069 自社商品販売ネットショップの新規開店による売上拡大

神奈川県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　Ｈｅｒｅ　Ｍａｕ － オンラインパーソナルコース設立

神奈川県 Ｙｏｋｏｈａｍａ　ＨＹ　Ｈｏｕｓｅ － 民泊事業及び民泊サポート業

神奈川県 有限会社アーヴィック 8020002028807 一般住宅の内装仕上げサービス等に特化したＨＰによる販路開拓

神奈川県 行政書士保坂一成事務所 － 相談業務のオンライン対応と動画活用への取り組み

神奈川県 株式会社Ｃｈｅｅｒｄａｙｓ 6020001114907 ＥＣサイト事業

神奈川県 刀削麺屋港南 － 安心・安全の店内料理＆家飲みに対応したテイクアウト

神奈川県 みそら行政書士・社会福祉士事務所 － コロナで外出できない高齢者のための「お墓参り代行」

神奈川県 エスダブルケーフードプランニング － 飲食業向け動画コンテンツ商材の制作販売による新販路の開拓

神奈川県 株式会社ワーク・イノベーション 7020001097250 ＷＥＢ販促を通じたコンサルティング事業の売上拡大施策

神奈川県 Ｈａｒｍｏｎｙ　ｗｉｔｈ － オンラインサイト開設による販路拡大

神奈川県 株式会社アルファコンサルティング 9020001116883 ＨＰリニューアル・ＳＮＳ・動画配信による受注アップ

神奈川県 株式会社ブルー 7020001008612 「ＳＤＧｓ啓蒙グッズ提案ホームページとセミナーコンテンツの制作」

神奈川県 Ｔ－ＲＥＫ － コロナに負けるな！ビジネスモデル転換に伴う事業拡大・販路拡大

神奈川県 株式会社イー・ケー・エス 6020001048469 ガテン工事をＩＴ化！最新技術を取り入れた販路拡大事業

神奈川県 オステリアイルフオッコ － ＳＮＳとＷＥＢサイトを利用したテイクアウトシステムの構築

神奈川県 佐々木治子 － 動画配信型授業の充実化

神奈川県 Ｓ－Ｐｌａｃｅ － 顧客の生活様式変化に伴う販路の強化

神奈川県 株式会社さくら電気クリエート 5020001062280 ＹｏｕＴｕｂｅを利用した広報活動及びｗｅｂ特別教育の販売開発

神奈川県 ＢＵＮアミューズメント有限会社 2021002003796 ＥＣサイトによる通販業務の開始及び、それに伴う設備投資

神奈川県 ＳＵＰＥＲ祭り合同会社 6020003014394 出展せずに海外へ営業ができる「行かずに出展パック」の販売促進

神奈川県 ヒロマルカンパニー合同会社 9020003017213 テレビをＰＲに活用する方法を提供するオンラインスクール事業

神奈川県 エムエー株式会社 4020001112788 非対面によるインターネット旅行サイト事業の強化

神奈川県 株式会社レボサイン 1020001111883 オンライン講座動画制作と収益比、及びＨＰ改修による販路拡大

神奈川県 株式会社プロムスタイル 5290001079018 オンライン販売の促進とテレワーク環境への整備

神奈川県 プライベートサロンメノポーズ － オンラインメニュー導入による新規顧客・販路開拓

神奈川県 タベルノモデザイン株式会社 5010401118352 コロナ対応型シェアオフィスの開業

神奈川県 ネストスタジオ － ライブ型オンラインレッスン、動画配信型レッスン

神奈川県 縁結び懐石　瑞亭 － 非対面型ビジネスモデルへの転換
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神奈川県 株式会社コンサラート 1020001055651 オンラインセミナーの強化と販路拡大体制の構築

神奈川県 リテールサーチ株式会社 6040001097638 ＳＳ業界向けクラウドデザインサービス

神奈川県 株式会社オマージュ 3020002055665 フードトラックによる移動販売

神奈川県 株式会社かをり 7020002041983 プレミアムレーズンサンドの開発及び販路開拓

神奈川県 みらいコンセプト － 講義内容の書籍化・電子書店販売による「３密」集合研修を避ける取り組み

神奈川県 株式会社エクレーヌ 5020001025568 一般消費者を対象にした男性向け家庭用脱毛器の販売事業

神奈川県 株式会社アップバリュー 8020001062856 オンライン研修ファシリテーション環境整備

神奈川県 横浜横須賀法律事務所 － 感染への不安を解消し、業務効率改善を目指すプロジェクト

神奈川県 Ｒｉｔｏａ　ｓｔｏｒｅ － ワーキング・ママが喜ぶセレクトショップ構築と運用拡大事業

神奈川県 株式会社フェアリーランド 2020001122632 オンライン保育および販促強化の取り組みによる売上拡大施策

神奈川県 わのみこと － ＶＤＴ症候群・職業別ホームケアの作成と普及および販路開拓

神奈川県 株式会社ＯＦＦＩＣＥＩＧＮＩＴＩＯＮ 2020001110521 スポーツエンターテインメント事業、マスメディア事業

神奈川県 大森裕之写真事務所 － 三密回避の為のリモート撮影および動画撮影による新事業

神奈川県 サンライズテックス － 脳トレ・記憶術講座のオンライン化、及び宣伝、販売

神奈川県 ａｐｌｉｃｉｅ～アプリシエ～ － お家に居ながら足のお悩みを根本的に改善出来るメニュー作り

神奈川県 銀座パリス保土ヶ谷駅前店 － 店舗移転と非接触型査定推進による売上安定化計画

神奈川県 ジェストアジア株式会社 9020001133383 オンライン英会話事業

神奈川県 株式会社シーズコーポレーション 4020001047431 勢デリバリーサービス（仮）

神奈川県 ＳＭＯＫＩＮ’ＦＩＳＨ － テイクアウト及びミールキット販売事業

神奈川県 樋口淳広告事務所 － 創業初期の起業家を広告屋がオンラインで全面サポートする事業

神奈川県 おぎの治療院 － オンライン健康指導の導入とネットショップ導入

神奈川県 有限会社聡明 2020002059832 オンライン授業の導入とその販路開拓・販売促進（２６字）

神奈川県 コトラボ合同会社 3020003004828 都市型マイクロツーリズム

神奈川県 地鎮祭お届け隊 － 【式典用品のレンタル・販売ウェブサイト制作による販路開拓】

神奈川県 Ｔｅｋｏｐｏｋｏ．ｔｅｘｔｉｌｅ － ３ヶ国語を使用した日本語教育・日本文化体験の宣伝活動

神奈川県 ＡＭＯＮＧ － ＥＣサイトの充実と、新しい暮らしに寄り添う商品開発

神奈川県 株式会社エイチ・アイ・ティ 1020001089690 相談業務を強化し、サプライチェーン毀損への対応に挑戦します

神奈川県 ＥＦＤ－Ｐｉｃｔｕｒｅｓ － 保育園を含む学校関連撮影・企業などのＰＲ映像などの映像制作

神奈川県 満若ダンススタジオｉｎ杉田 － オンラインでダンスを踊ろうプロジェクト

神奈川県 ＳＨＯＫＯ － オンラインでのダイエットコースの展開等による経営の安定化

神奈川県 株式会社Ｍｏｎｓｔａｒｔｓ 1020001111306 オンラインを活用したアウトドアリビング生活の提案

神奈川県 株式会社こども整体 1020001124539 最新予防医学オンライン講座、発達障害改善オンライン講座

神奈川県 株式会社Ｂｒｉｇｈｔ　Ｗａｖｅ　Ｍｅｄｉａ 2020001085318 オンライン事業拡大による新事業展開

神奈川県 スパルタ － 「ギリシャ料理でオンライン飲み会パック」による販路開拓

神奈川県 株式会社スポーツドライビングジャパン 3020001102096 講習のオンライン化による非対面型への転換と販路拡大

神奈川県 寺本　佑加 － 映像配信によるお教室（オンライン教室）とＥＣ販売
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神奈川県 朝日弁護士法人 4020005014304 オンライン化・バリアフリー化による業務効率化と潜在顧客の獲得

神奈川県 合同会社大樹管財 20003016244 入居者満足度向上と非対面での集客手法導入による不動産安定運営

神奈川県 Ｃｒｅｄｉｔ　ＣｈｒｙＳａｎＴｈｅｍ － ＥＣサイト運営とリノベーション事業

神奈川県 有限会社オフィス参六 8020002055116 金魚屋プレスＹｏｕＴｕｂｅ化およびリモートワーク推進計画

神奈川県 株式会社ＤＯＴＺ 7020001112496 自社販売サイトの構築、積極的外部広告戦略及び自社倉庫の確保

神奈川県 株式会社こみち 6020001127066 通販部門の刷新による非対面ビジネスの強化

神奈川県 有限会社アーチムラック 3020002056077 豚しゃぶ鍋の付けダレ自家製味噌の製品化・販売開拓・ネット販売

神奈川県 株式会社グルッポ・テスタ 4010401114451 ネットショップを活用した非対面式の販売体制の確立

神奈川県 有限会社サンペルル 8020002023832 出前専用商品の開発とインターネットによる非対面販売の促進

神奈川県 株式会社ＨｅａｌｔｈＣａｒｅＧａｔｅ 6020001131530 持続可能な新しい生活様式時代対応型業務体制ノウハウの構築

神奈川県 合同会社Ｌａ　Ｖｉｔａ　Ｆｅｌｉｃｅ 7020003007620 ウィズコロナでも安心して利用できる店舗、Ｗｅｂイベントの配信

神奈川県 株式会社シャインサイパレシス 1020001131948 国産アロマにこだわったアロマスクールのオンライン展開

神奈川県 ＷＯＰ － デジタルデバイド様への総合的な技術コンサルティング

神奈川県 株式会社日小田コンサルティング 2020001097379 ｅラーニングシステムの新商品開発による非対面型販売強化事業

神奈川県 グロースサポート社労士事務所 － 全国の労働者に届ける「非対面型研修・面談」のスタジオ作り

神奈川県 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ 1020001136195 システム構築マネジメントオンライン講座の販路開拓

神奈川県 レグルス － Ｗｅｂスキル学習オンライン講座の構築と新規顧客の開拓

神奈川県 農家レストランＳＯＺＡＩＹＡ － 特殊な冷凍機器を活用した、商品レベルの向上とＥＣ事業の強化

神奈川県 ＫｕｓｈｉＢａ － 店外での販路拡大

神奈川県 ＰｅｒｆｅｃｔＯｎｌｉｎｅＶｏｉｃｅ － オンライン講習を取り入れた音楽教室の立ち上げ及び運営

神奈川県 有限会社勧銀土地建物 2020002029447 コロナ対応型レストラン改装工事とホームページリニューアル

神奈川県 ｙｖｏｎｎｅ合同会社 6020003017133 ＩＴによる商材の物理的距離感削減、潜在的魅力の顕在化追究事業

神奈川県 株式会社なかや商事 6020001010338 そば屋の弁当！売上増ＰＲ作戦とインバウンド対策

神奈川県 クラシデザイン － オンラインマネースクールおよび参加者コミュニティ運営

神奈川県 菅野由美 － 非対面で「直接」募集・契約・運営する不動産賃貸業への転換

神奈川県 株式会社ハピネススタイル 4020001107648 新型コロナ対策、クラウド導入で生産性改善、販売促進で売上増

神奈川県 株式会社ＢＥＬ－ＣＩＥＬＯ 1020001094658 新しい生活様式へ、オンラインヨガ導入による新規マーケット開拓

神奈川県 株式会社エルジンジャパン 3020001087701 技術講座、経営塾のオンライン事業の立ち上げと広告宣伝の実施

神奈川県 ミサリングファクトリー － オンラインスクール開講でストック型ビジネスの構築

神奈川県 大連食府 － 顧客へ継続的安定供給するための設備投資

神奈川県 Lania kea － Ｌａｎｉａｋｅａ（ラニアケア）ＩＴ化計画

神奈川県 アルテミス － ネットによる販売による販路の拡大

神奈川県 青柳　誠 － 自宅レコーディング・音楽生配信等のための設備拡充

神奈川県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｍｅｍｏｒｉａ － デリバリー顧客新規開拓およびテイクアウト認知率向上

神奈川県 リブラン株式会社 8020002041669 ＷＥＢサイト構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 エスライフジャパン株式会社 6020001128163 三密防止・ソーシャルディスタンス徹底プロジェクト
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神奈川県 有限会社ＦＯＲＥＳＴ 2020002078287 年間売上の回復及び今後のための新たな販売導線の開拓

神奈川県 株式会社山芳園 7020001120359 ホームページ改修よる営業効率の向上

神奈川県 横濱ワイナリー株式会社 5020003011847 スマートフォンからの注文に対応したＥＣ販売に向けた基盤づくり

神奈川県 合同会社ＣＨＲＩＳＴＹ 8020003011968 コロナ感染防止対策とリニューアルによる販路開拓事業

神奈川県 株式会社Ｂｒｉｇｈｔ　Ｏｎｅ 8011001064835 ＷＥＢ会議による自動営業サポート事業

神奈川県 株式会社アトリエソレイユ 6020001133295 グルテンフリー料理教室を全国へ発信

神奈川県 株式会社コウワコーポレーション 8020001118311
訪問型ビジネスの脱却とインターネット活用による新規販路及び仕入れルー
トの確立

神奈川県 新村　章城 － 非対面型の新規顧客の集客の確立と収益構造の改善の取組

神奈川県 ＨＯＬＵＤＯＮＡ株式会社 7020001128526 新商品のオンライン販売開始による新規顧客獲得

神奈川県 黒須商会 － 男性の家事力を高め地域活性化を図るプロジェクト

神奈川県 株式会社きんぎょカンパニー 2020001118580 店内型居酒屋から強みを生かした新生活様式の非対面ビジネス導入

神奈川県 インスパイアード － キャリアデザインオンライン講座の集客・運営事業

神奈川県 Ｔ　ｔａｉｌｏｒ　ｊａｐａｎ － ＥＣサイトによる非対面型オーダースーツの販売と受注拡大

神奈川県 Ｌａｕｇｈｉｎ’Ｂｏｄｙ － オンラインフィットネス事業の認知・利用率拡大

神奈川県 株式会社プライムセキュリティー 5020001093128 【セキュリティー商材を解り易く簡単に購入できるＥＣサイト制作】

神奈川県 エムサポート － Ｗｅｂサイトを利用した迅速かつ非対面式の打ち合わせシステム

神奈川県 株式会社Ｍ－ＨＯＵＳＥ 9020001118434 非対面型営業の導入による売上の回復

神奈川県 Ｔ．Ｓｈｉｒａｋａｓｈｉ　Ｂｏｏｔｍａｋｅｒ － 既成品開発およびＥＣサイト開発により販路開拓

神奈川県 上村 純代 － 子育て中の母親に喜ばれる独自サイト構築と運用の拡大

神奈川県 有限会社ケイフォトサービス 3020002029768 リモート撮影及びテレワーク環境整備並びに新規写真館事業の推進

神奈川県 株式会社ＳＨＡＭＲＯＣＫＧＬＯＢＡＬ 3020001090300 ホームページによる商品販売強化事業

神奈川県 パクス・テルレーナ治療室 － ＨＰリニューアルと新規顧客獲得の為のＳＮＳ広告出稿

神奈川県 株式会社Ａｉ・ＣＯＭＰＡＮＹ 2020001105109 販売ターゲット明確化とオンライン商談体制の構築による販路拡大

神奈川県 株式会社ブルーコンパス 7020001125837 『日本初！女性講師が教える女子専用オンライン学習塾』

神奈川県 ロゼルナ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 有限会社平安総合コンサルタント 1020002077505 ｗｅｂカメラとスマートキーによる非対面型事業及び動画広告事業

神奈川県 ヒロガルセカイ株式会社 8020002076327 自社サービスとしてのＶＲ画廊サービスの開発

神奈川県 株式会社Ｍ＆ＡＢｒｉｌｌａｎｔ 4020001096619 子供の笑顔が膨らむ満腹昼食パン　計画

神奈川県 行政書士柏崎法務事務所 － 見込顧客管理システム構築によるテレワーク営業業務の円滑化

神奈川県 株式会社ｇｒａｃｅ． 7020001134474 新サービス導入による通販サイト強化等及び感染防止対策強化事業

神奈川県 Ｋｏｎｏ　Ｙｕｂｉ株式会社 7020001135596 このゆび保育　オープン転職プログラム

神奈川県 吉野コーヒー株式会社 4020001009506 事業継続・成長に向けた製造工程の内製化のための設備投資

神奈川県 アドバンス・パートナーズ横浜 － 『遠くの身内より近くの便利屋』

神奈川県 ＬｏｕｎｇｅＫｉｙｏｒａ － オンラインサービス導入による顧客囲い込みと新規顧客獲得事業

神奈川県 依田写真事務所 － 映像編集・制作への事業強化

神奈川県 株式会社ＦＲＡＵ 9020001050744 オンラインを活用した情報交換会と講座による新規顧客の獲得
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神奈川県 キクデンインターナショナル株式会社 1020001091944 サプライチェーンの毀損への対応

神奈川県 パラディ － 新業態におけるマーケット開拓

神奈川県 株式会社あおい 7020001090833 葬儀業における集客のオンライン化と葬儀のライブ化への取り組み

神奈川県 株式会社ジェッツスポーツ 4021001043965 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ、一般顧客をターゲットにしたＥＣショップの開設

神奈川県 衣笠仲通鍼灸接骨院 － オンライン会員制の診断、指導、物販の導入による売上の安定化

神奈川県 美容鍼Ｓａｌｏｎ　ＭＯＧＡＭＩＹＡ － オンラインでのセルフケアと問診システムの設立

神奈川県 ＩＮＦ　ＫＥＮＮＥＬ － 施設改装、動画、ＳＮＳによる非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 奈良文化センター － オンラインレッスン等開発実施による顧客獲得と売上拡大

神奈川県 うどんカフェうせい － 手打ちうどんのテイクアウト販売と店主グッズのネット販売事業

神奈川県 ｖｉｓａｍａｄｈｉ株式会社 7021001045356 オンライン講座と新商品開発によるＷｅｂ販売強化事業

神奈川県 合同会社ＧＡＴＴＯ　ＬＡ　ＴＥＶＶＡ 8021003007709 ・薬剤師が本気で作ったお薬のＥＣ展開によるブランド化戦略

神奈川県 株式会社ワイエスワンカンパニー 3021001040567 三浦半島の旬の食材をお弁当で持ち帰り！テイクアウトへの対応

神奈川県 Ｌｏｖｉｎｇ　ａｎｄ　Ｓｈａｒｉｎｇ － 自社販売開始！オンラインで商品をＰＲ＆販売。移動販売も行う

神奈川県 柳田写真館 － ３密を避ける撮影スペース『風通しの良い屋外の写真スタジオ』事業

神奈川県 ０５０株式会社 7021001042790 非接触型ＱＲコードのセルフオーダーシステムプロモーション

神奈川県 有限会社上海亭 4021002064944 上海亭の“おうちごはん”～人気メニューをそのまま食卓へ～

神奈川県 ＴＨＥ　ＧＹＭ横須賀中央 － 利用者の安心・安全を追求した完全パーソナル空間対応ジム事業

神奈川県 株式会社スタディパーク 8021001046873 遠隔教育サービスの提供～困難な状況でも学びの継続を支える～

神奈川県 合同会社笑福商店 7021003008914 コーポレートサイト制作及び、ＷＥＢ広告出稿に伴うＬＰ制作

神奈川県 Ｈｏｎｅｙ　ｃｒｅａｔｅ － Ｗｅｂライフコンシェルジュ等による非対面型サービスへの移行

神奈川県 株式会社フードリレーションサービス 6010401112313 『手作りの本格料理をおうちで楽しむ』販路拡大デリバリー計画

神奈川県 有限会社アフロディーテ 5021002062575 対面からネット販売に重視した転換事業

神奈川県 パシフィック・ヘアー・カンパニー － 「接触機会の５０％削減と衛生設備の更新」

神奈川県 市川工務店 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 キセキのマグロ － キセキのマグロ販路開拓及びＥＣサイト機能の強化

神奈川県 マジーブランシュ － 自宅で学べるオンラインサロンで新規顧客獲得

神奈川県 Ｔｈｅｒａｐｙ　ｒｏａｄ株式会社 6021001049795 ＥＣサイトでの販路拡大とホームページ修繕による認知度拡大事業

神奈川県 株式会社オムテモワン 7020001080413 新商品開発のためのデザイン、製版等の初期投資

神奈川県 株式会社ＡＲＩＫＩ 6020001120021 個人向けデリバリ－事業の多角化・新ブランド導入

神奈川県 ユウ学習塾 － オンライン授業の推進と教育のオンラインプラットフォーム化

神奈川県 ＬｏｍｉＬｏｍｉａｏ － ハワイ伝統ロミロミ式腸セラピーのオンライン施術実現とＰＲ

神奈川県 株式会社菊池工業 9020001077184 プロの建築工事ノウハウをＤＩＹ教材で販売ＥＣサイト

神奈川県 完全個室居酒屋星夜の宴川崎駅前店 － 川崎市の住民、オフィス向けコロナ対策宅配サービスと販促活動

神奈川県 シャムズ － 新規サプライチェーンの確立と動画による販路開拓

神奈川県 有限会社Ｊ’ｓプロデュース 1020002104523 リモート音楽制作・宣伝

神奈川県 六字映画機構 － 非対面型のチケット販売を含めた新作映画の国内外セールス事業
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神奈川県 有限会社ディーエスシーエス 4030002037934 ＳＮＳ動画活用からオンライン型ビジネスで収益アップ

神奈川県 よしだ鍼灸整骨院 － 妊活に求められる施術ノウハウ及びカウンセリングの非対面提供

神奈川県 ＴＳＵＫＵＲＵ株式会社 3020001103219 研究開発型企業に対するＷＥＢを活用したコンサルティング営業活動

神奈川県 株式会社とげぬき 1020001080484 非対面型でも顧客の開拓と支援が可能な新アプローチの確立

神奈川県 琳葉盆栽 － 盆栽教室のオンライン化、企業向け商品販売とワークショップ拡大

神奈川県 株式会社ファイアープレイス 1020001110885 人とつながり、ご縁をつなげるためのＥＣサイト構築

神奈川県 株式会社ロンド 4020001078410 （１）ＥＣサイト構築　（２）販売作業効率化のシステム導入

神奈川県 中華料理福苑 － テイクアウト事業の立上げ及び受渡窓口のコロナ対策事業の推進

神奈川県 株式会社ｇｉｏｂａｉ 10701033276 ＷＥＢ完結できるパーソナライズスキンケア製品

神奈川県 株式会社ハート＆ハンド 9020001099559 訪問看護ソフト導入による業務効率化と新規顧客層への展開

神奈川県 ウェルネス・ブランド・コーポレーション － リモート栄養分析＆運動指導及び商品通販サイトによる販路拡大

神奈川県 りらっくす　る～む人見 － 「カウンセリングのオンライン化と新講座の宣伝事業」

神奈川県 株式会社岩田屋 2020001071953 新規通販サイトの立ち上げによるクラフト瓶ビールの販売事業

神奈川県 有限会社早川製作所 3020002089936 新型コロナウィルス感染予防に対応した工場環境の改善

神奈川県 ララデザイン合同会社 6020003006854 新ターゲット獲得のためのオンオフミックスした受注・広告強化

神奈川県 Ｒｉｉｌｌｕ － フェイシャルサロン運営及びリモートよるＤＮＡ栄養学講師活動

神奈川県 菊池逸人 － 写真コンサルや撮影した写真素材のオンラインによる販路開拓

神奈川県 櫻井将士 － 売上向上ワンオペ広告

神奈川県 Ｇｒｏｏｖｙ － Ｗｅｂマーケティングシステムの構築による非対面営業の実現

神奈川県 武蔵小杉はりきゅうここわ － コロナ対策として施術室増室により待合室の密集緩和及び販路拡大

神奈川県 株式会社スペースクリエイションズ 2020001116543 インタラクティブ動画の制作と販売

神奈川県 株式会社Ｓｏｕ－ｉ 9020001090955 オリジナルサプリメントの開発による商品安定供給確保と販路拡大

神奈川県 Ｓｏｕ－ｉ　ｂｏｄｙ － 自社サプリの開発とＷＥＢ販売経路の複数軸の構築

神奈川県 合同会社ｋａｎａｌｏａ 3020003010710 非対面型での商品販売、講座の販売の為のサイトの構築

神奈川県 産後ヘルパー株式会社 8020001104435 通販事業の非対面事業の新展開と市場拡大のためのＷｅｂマガジン

神奈川県 有限会社タンネ 3020002089622 顧客を感染から守り、かつ販路開拓により新たな顧客を発掘する

神奈川県 合同会社クレッシェレ 5020003006863 音楽教室の感染症対策を含む環境等整備と非対面レッスンへの取組

神奈川県 合同会社クリエイティブワークス 3020003006386 全国で受講可能な動画編集スキル習得講座のオンライン提供

神奈川県 株式会社大石 3020001081951 普段使いができるテイクアウト・デリバリー事業

神奈川県 料理サロンおかむら － 宅配事業拡大のための設備投資と宣伝広告

神奈川県 株式会社実空 9020001107635 非対面型テイクアウトビジネス

神奈川県 株式会社フォーワード 9020001084445 社員福利厚生事業のオンライン化と販路拡大化戦略

神奈川県 合同会社ドリームスタジアム 2020003017533 オンライン面談導入による新サービス開始

神奈川県 ＬＩＢＲＥ － オンラインでのオーダースーツ事業

神奈川県
得田真由行政書士事務所・得田真由税
理士事務所

－ Ｗｅｂを活用した非対面型相続遺言サービスへの転換

神奈川県 株式会社ｍｏｃａｓ 9020001125637 【お客様が安心して来店できる清潔な空間、美容室づくり】
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神奈川県 クッキーナッツ・スタジオ株式会社 8020002096234 リモート対応「今絶対行きたいトレンディ写真館」ＷＥＢサイト

神奈川県 カフェデニム － コロナを乗り切るためのオンライン予約販売の強化と販路拡大

神奈川県 ティーズフェスタ － 「販路開拓のための欧米商品の仕入および業務効率化」

神奈川県 ラグタイム － コロナ対策及びお持ち帰り・発送の商品開発・販路開拓拡大

神奈川県 和み酒房げん － 自宅で楽しむお店の味！テイクアウトと宅配で作る未来の飲食店

神奈川県 株式会社ＶＵＩＬＤｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 7122001024133 「コロナに打ち克つ経営」の為のオンラインによる指導支援の拡大

神奈川県 メディサイエンス・エスポア株式会社 3020001076530 抗ウイルススプレー「Ａｇウォックス１０」拡販とＥＣサイト出店

神奈川県 株式会社ライフコーポレーション 1020001070403 ３６０度画像を使ったＷＥＢ内見システムによる非対面対応の実現

神奈川県 株式会社ＳＳＳ 8021001052954 オンラインメイクレッスン事業の立ち上げ

神奈川県 みらべるリズムリトミック － リトミックレッスン・楽器レッスンのオンライン化

神奈川県 ナノフュエル株式会社 8020001084859 設置作業の８０％程度を遠隔にするためのＮＥＦＳの改良開発

神奈川県 ぜん　溝の口店 － 兄弟で佐賀餃子を全国に届けるネットショップの新設

神奈川県 ｍａ　ｃｈｅｒｒｙ － 結婚相談所の非対面型ビジネスモデルへの移行

神奈川県 エクミュピアノサロン － ピアノレッスンのオンライン教室化の取り組み

神奈川県 株式会社アイフィニティ 7020001091096 東京ｆｏｏｄｔｒｉｐ事業の非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 ｋａｍａｙ － 従来の手技に加え複合痩身美容機器で衛生面に優れたサービス提供

神奈川県 エルキャリ合同会社 5020003016805 非対面型による販路開拓及び面談プロジェクト

神奈川県 株式会社サンプロ 1020001090624 ネット注文の強化・ネット広告、チラシ広告の拡充を行い新規獲得

神奈川県 ショコラ － サプライチェーンと小売を結付け、新規開拓促進　一元化を図る

神奈川県 荒木高広税理士事務所 － 属人的オンラインチャネルを確立し、有料セミナー・サロンを構築

神奈川県 岡崎　克俊 － 企業サイトの商品撮影による販路開拓

神奈川県 いろは － カウンターの活用と、厳選メニューの提供で新規顧客獲得

神奈川県 有限会社杉山製作所 3020002081273 ・新型コロナで生産を停止させない！工場環境整備策及び販売促進策

神奈川県 ＢＡＲＢＥＩＧＥ － 非対面型テイクアウトの強化と感染拡大の防止

神奈川県 整体師　甲斐　雅昭 － 西洋・東洋医学から見るセルフメディケーションＤＶＤの制作・販売

神奈川県 フェアメディット － 鍼灸治療サロンとオンラインサービス双方向からの新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ 2020001109456 マスメディア露出拡大・ＤＶＤ販売強化・パーソナル強化

神奈川県 梶原　ひろみ － ヴォイスレッスンをオンライン・オンデマンド化、非対面で提供

神奈川県 田淵　和春 － ＬｉｖｅＵを使ったマルチカメラ同時配信撮影による新規テレワーク顧客獲得

神奈川県 Ｌｉｌｙ　ネイルサロン － “事業継続の為の最低限の設備投資でお客様に来店頂ける環境を作る”

神奈川県 キャラクタープロダクトカンパニー － オリジナルキャラクター開発による新規顧客獲得と新規事業へ参入

神奈川県 ピザハウスモッコ － 近隣の方に極力非対面でモッコの味を提供

神奈川県 ホープヒルズエンタテインメント － オンラインレッスン及び有料配信委託受注事業

神奈川県 キクタニデザイン － 非対面でも有効な３次元コミュニケーションツールの活用推進

神奈川県 合同会社Ｐｅａｋ　Ｇｒａｎｄｅｕｒ 6020003014031 ホームページを活用した新規顧客獲得と非対面型ビジネスへの転換

神奈川県 株式会社日本ソーレ 6020001130631 ①顔と足の浮腫みを同時に解消！天使コース②気楽にリモート問診
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神奈川県 株式会社ハイディメンション 4020001120337 密集密接対策及び売上減少対策としての効率化事業

神奈川県 株式会社平子内装店 4020001108571 光触媒を使った新施工による営業と非対面型ビジネスの強化

神奈川県 ナオリュウ － 高音質・映像美にこだわった無観客ライブ配信

神奈川県 株式会社２９６ 8020001126900 オフィスの一部スタジオ化による営業チャネルのオンライン化

神奈川県 革進予備校 － インターネットを利用した学習環境の構築と新規顧客の獲得

神奈川県 秋鳳 － オンラインによる書道・花文字教室運営と、花文字の販売サイト

神奈川県 Ｋ－Ｍｏｂｉｌｉｔｙ合同会社 5020003015906 電動キックボード販売に向けた安全性の強化およびロゴ作成

神奈川県 芝田 元 － 「Ｗｅｂ上におけるコンテンツ作成による顧客開拓」

神奈川県 Ｒａａｍａ　Ｓｐａ － 仮称「よもぎ蒸しオンラインサービス」の事業立上

神奈川県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ＧＨＩ－ＨＥＩ － テイクアウトメニューの事業化及び店内３密回避化事業

神奈川県 クレスト合同会社 6010703003680 格安携帯ＳＩＭのオンライン新規販売

神奈川県 福島　希典 － ＨＰ作成とテレワーク導入による飲食のコンサル事業の販路拡大

神奈川県 中丸　貴将 － セルフ整体配信事業

神奈川県 寶達　真紀子 － 新しい生活様式の要請にこたえた、動画によるヨガ＆整体教室配信

神奈川県 株式会社ＣａｒｎａＥｓｔ 7020001109385 “野菜の惣菜製造”を開始して新商品開発と惣菜卸による販路開拓

神奈川県 サニーワンステップ株式会社 3020001121550 ｗｉｔｈコロナ時代のイベントの開催とスペース利用の多様化展開

神奈川県 織田　正也 － 民泊から旅館業への転用及び非対面型チェックインチェックアウト対応

神奈川県 佐野デザイン事務所 － ３ＤＣＡＤと動画の導入による非対面デザインサービスの提供

神奈川県 合同会社Ｏｐｔｉｍｉｓｔ 8010903001697 移動販売のためのキッチンカーの導入

神奈川県 ＭＡＡＺＡ合同会社 8020003014599 「癒しの気」で心の免疫強化！女性の為のオンライン寺子屋大作戦

神奈川県 ミュージックサロンＫＥＮＴ － ＨＰ等環境の改修による非対面型モデルとオンライン対応

神奈川県 株式会社応研 4020001066010 Ｗｅｂ．Ｍｅｅｔｉｎｇの実施及びテレワークの推進。

神奈川県 武蔵小杉リンパサロンかおりの部屋 － 【セルフエステメニューの導入による顧客離れの防止、新規顧客獲得】

神奈川県 島田　朋幸 － ＨＰを活用したボディメイク術紹介とカウンセリングツールの提供

神奈川県 有限会社西山屋 1020002081589 蔵直商品のインターネット販売による新規顧客獲得

神奈川県 合同会社Ｇｒｏｗ　ｕｐ　Ｃｏｍｐａｎｙ 2020003014646 ＷＥＢと顧客管理システムを活用した非対面ビジネスモデルの構築

神奈川県 ＪＹＸＹＥＲ株式会社 6020002101747 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 ＬＯＴＯＣＡＦＦＥ － リアルタイム予約搭載のホームページ制作とＳＮＳ広告出稿

神奈川県 株式会社Ｄｅ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ 8020001109863 テレワーク型ＷＥＢ制作事業

神奈川県 ＬｉｔｔｌｅＦｏｏｔ（リトルフット） － オンライン活用したリモート教室の展開での顧客確保。

神奈川県 加藤吉将 － 新規ＨＰ作成による新規顧客開拓とサービスの充実化

神奈川県 中村舞台 － テレワークによる新しい業務スタイルの創造と確立

神奈川県 黒沢郁子 － 学習スタイル診断を取り入れたオンライン親子コーチング事業

神奈川県 ｓｐａｒｋｌｅ０５１９ － オンラインでも楽しめる接客サービスと新商品の開発

神奈川県 株式会社ハニースマイリーズ 7030001103940 新規自社サイト構築と広告及び内製効率化による越境ＥＣの展開

神奈川県 バリューソリューション株式会社 5010001167931 仮想デモンストレーション環境の構築による新規顧客開拓の促進
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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

神奈川県 クロセンス － レンタルスタジオの非対面対応に向けた取り組み

神奈川県 有限会社新玉屋 9021002050898 （１）非対面式で酒・食料品を販売

神奈川県 株式会社ＣＯＲＵＴＡＮ 7021001035456 キャッシュレスに対応したセミセルフレジの購入

神奈川県 山田鍼灸指圧院 － オンライン予約サービス及びセルフマッサージ動画配信サービス

神奈川県 有限会社大宥美術 8021002054165 ネット上に動く画廊（仮想空間）の開設による作品紹介とその販売

神奈川県 株式会社ワイティーアクト 2021001047258 ネット販売による非対面化と宣伝効果による販路拡大

神奈川県 有限会社箱根丸山物産 1021002050724 ＳＴＡＹ　ＨＯＭＥ　特別企画　おうちで体験！秘密箱体験工作

神奈川県 ｐａＳｅｏ － 自家製パン、スイーツのテイクアウト・デリバリー事業

神奈川県 箱根心花 － ホームページ制作による通販スタートとハーブテント導入

神奈川県 富澤商店株式会社 4021001067411 非対面飲食と換気設備の導入による新たな販路拡大

神奈川県 有限会社川田製作所 2021002051523 簡単Ｗｅｂ見積り相談サービスの提供による商圏拡大

神奈川県 有限会社松浦スポーツ 6021002053111 販路拡大の為のＨＰ作成と新商品開発

神奈川県 株式会社花ふじ 7021002054050 ＬＩＮＥ連動型スマホ対応ＥＣサイト制作

神奈川県 テールオブアン － 来店しなくてもこだわり商品が購入できるＥＣサイトの構築

神奈川県 Ｗｅｂマーケティングサポート － 「カスタマージャーニーマップワークショップ」のオンライン化

神奈川県 ほっと鍼灸治療院 － 要介護者等悪化防止持続計画

神奈川県 かげつカフェ － 真空調理による「おうちｄｅな」のデリバリー販路開拓

神奈川県
株式会社ライジングサンホールディング
ス

1021001062778 中古タイヤのインターネット販売への進出および中古車展示販売

神奈川県 デジタルファクトリーＡ － 非対面方式によるデジタル技術を活用した模型づくり

神奈川県 株式会社シャルキトリー・ヒロヤ 2021001032458 スチームコンベクションオーブン等による商品開発と通販販路開拓

神奈川県 渡辺製パン有限会社 3021002050714 「渡邊ベーカリーお取り寄せセット」の販売

神奈川県 株式会社甘酒茶屋 2021001032235 販売拡大の為ＨＰを刷新、非対面型販売施策及び店舗内三密回避

神奈川県 旬菜屋ＮｏＢｕ － 非対面販売型テイクアウトメニューの効率的生産・販売事業

神奈川県 有限会社五領ヶ台ガーデン 7021002057813 日本のユリ（花・球根）をＷＥＢ上で販売する。

神奈川県 有限会社牛田バラ園花雅 2021002056919 自店オリジナルホームページからの販路拡大に向けて

神奈川県 株式会社坂部 3021001036524 事業名：ＩＴツールとアナログ営業の両輪による販売促進

神奈川県 徳延整骨院 － 『ＷＥＢを活用した非対面型オンライン施術による販路開拓』

神奈川県 紅火‐Ｋｕｒｅｈｏ‐ － エアブラシスクールのオンラインスクール開校

神奈川県 湘南健康カイロプラクティック － 非対面型のビジネスの構築と多角経営の柱となる経営母体の構築

神奈川県 株式会社ジーニアルテクノロジー 6010701037854 ＧｅｎｉａｌＡＩ　ＯＣＲの販路開拓

神奈川県 弓削春子 － 非対面型へ転換のためのホームページのリニューアル事業

神奈川県 株式会社びるめし 3021001062669 フィットネスジム店頭での非対面販売の拡大

神奈川県 アスエル整体院 － 非対面型整体サービス提供のためのストレッチ器具試作品開発

神奈川県 株式会社フラットワン 8021001067655 事業の非対面非接触型化を促進する、新規顧客獲得に向けた取り組み

神奈川県 Ｍａｔａｈａｒｉ　Ｊａｐａｎ株式会社 6021001047329 「オンライン展示会とマルチチャンネルでの販路開拓と拡大」

神奈川県 株式会社リンクプロデュース 6021001069307 障がい者の労働工賃向上による自立共生社会の架け橋事業
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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

神奈川県 後藤芳知 － 自宅で姿勢改善トレーニング、オンラインでマンツーマン指導

神奈川県 Ｓｉｇｕｒ藤沢 － 集客媒体によるコロナ対策事業

神奈川県 株式会社フィアラート 9021001062738 輸入車販売店システムのリモートサポート体制の強化

神奈川県 有限会社グランパス 8021002001638 コロナウィルス終息後に向けた新規顧客獲得・事業継続の為の事業

神奈川県 荒木　毬菜 － 国内外の旅行・観光業に特化したオンライン集中型ライブ配信事業

神奈川県 株式会社エフビーオフィス 1021001057828 ソムリエがオンラインで教える『日本ワイン教室』

神奈川県 ナーリコオカパライ － オンライン及び非３密対応型スタジオでのフラダンスレッスン

神奈川県 株式会社松月堂 2021001019166 地元で人気の和洋折衷ドーナツの非接触型ネットショップ展開事業

神奈川県 プロンドール － コロナに打勝つカラダの叫びに耳を傾けるサイト立上げを事業展開

神奈川県 ガ－ディアン － 移動施術車を使い、外出が出来ない方に出張施術を提供する事業

神奈川県 富張和久 － オンラインツールを活用した従業員エンゲージメント構築事業

神奈川県 株式会社Ｊｕｌｙｄｅｘ 1021001066795 動画やオンライン展開による新規顧客開拓、リモート制作環境推進

神奈川県 ａｎｄ　Ｋ － テイクアウト＆デリバリーによる売り上げ確保

神奈川県 メイリーネイルアンドアイラッシュ － オンラインネイルサロン起業講座事業

神奈川県 ビジョナリー株式会社 6010401050042 非対面型ビジネスモデル転換による新規顧客層の獲得

神奈川県 株式会社太陽ぬ荘 7021001049761 音楽配信スタジオに業務転換、新規顧客獲得

神奈川県 有限会社バズコーポレーション 9021002059221 夏、冬両方に使用できる新素材のボードブランドの立上げ事業

神奈川県 株式会社ＮＣＣ 5021002005880 『ロボット販売事業のスタートアップ』

神奈川県 株式会社湘南先端材料研究所 5021001054136 「低コスト繊維強化セラミックス材料」の成形工程の機械化

神奈川県 有限会社ＮＤＳ 3021002048758 室内密閉回避設備提案及び非対面型工事受注計画

神奈川県 株式会社ミライノベーションズ 5021001069159 ＴＥＢＵ－ＫＵＲＯアプリの新機能追加及び、販路開拓

神奈川県 株式会社オフィス湘南 1021001046921 オンラインによる家庭教師およびカウンセリング

神奈川県 株式会社石井商會 8021001063571 「江の島塩」の企画、制作、販売

神奈川県 井出農園 － 新たな高糖度トマトのパッケージ開発とオンライン直売所の開設

神奈川県 株式会社ナチュラルロー 6021001064035 医食同源、フードロスをテーマとした弁当の移動販売車事業

神奈川県 株式会社ふじさわびと 1021001046582 顧客獲得と維持のための地域ポータルサイト運営＋メルマガ発行

神奈川県 株式会社ＨｅａｒｔＮｅｔ 9021001048118 クラシックカー専用ＬＥＤ製品とホイールナットの販売促進

神奈川県 株式会社マリンキャッスル 5021001063896 自社サイトへの誘導、新規顧客獲得のためのＷＥＢ広告活用事業

神奈川県 美流～ｂｉｒｙｕ～神尾晶子 － ホームページ新設による「美流」広報展開と販路拡大

神奈川県 株式会社シー・イー・アール 1021001031626 ロストル洗浄事業拡充及びアルミ製品洗浄研究開発

神奈川県 株式会社ＡＳＴ 8021001006010 ウイルス・バスターズ

神奈川県 Ｆａｓｔａｓｔｉｃ　Ｃｏｌｌｅｇｅ － ホームページ刷新とキッチン改装で新規顧客導線の確立

神奈川県 ＹＡＲＤ － ＹＡＲＤヘアサロンの宣伝方針刷新とアプリ会員化促進

神奈川県 Ｂｅｎｔ － オンラインストア地方客獲得及び強化と店舗移転改装による販路開拓

神奈川県 Ｃａｎｐａｔｈ － オンライン学習のグローバル進出事業

神奈川県 株式会社シードハウス 7021001064232 非対面式で指導可能！自宅学習管理アプリの開発
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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

神奈川県 ＷＯＳ － 自社ＨＰ構築を基盤とした全業務の非対面型ビジネス転換整備

神奈川県 藤沢ピアノ音楽教室 － リモートワークによる新規事業の全国展開

神奈川県 株式会社集栄堂 3021001005165 地産にこだわった、職人が手掛ける和食弁当、ケータリングサービス

神奈川県 有限会社尚文社 9021002002676 湘南エリア歯科医師会同梱ＤＭサービスの拡充

神奈川県 グレイテストリンク合同会社 4021003006301 宿泊事業における非対面推進と自社サイトによる新規顧客開拓

神奈川県 Ｔ－ＲＥＥＦＳｕｒｆｂｏａｒｄ － サーフボード立会いシェイピング遠隔化とＰＲ動画による集客強化

神奈川県 近江屋 － テイクアウト、デリバリー、通販の新規立ち上げ

神奈川県 株式会社ハレクーアイレア 1021001053199 ハワイアンの専門性を活かしオンラインショップ強化事業

神奈川県 湘南撮影オフィス － リモートワークによる事業者向けの撮影指導事業

神奈川県 Ｍａｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　メイイングリッシュ － ニュース英語で世界が広がるオンライン講座

神奈川県 オーシャンサポート － 事業の価値をリアルからオンラインへ移行する事業

神奈川県 川村　いさみ － 公式オンラインショップの開設とダウンロード型コンテンツの提供

神奈川県 ちゃわんむし － 非対面での販促に用いるＷｅｂコンテンツ作成

神奈川県 フォーライフ株式会社 4021002008637 「顧客接点のクロスチャネル化」のためのウェブサイトの構築

神奈川県 株式会社ＣＡＦＵＡレコード 5021001006748 事業効率化とリモートを含む環境整備

神奈川県 株式会社キラーサーフ 5021001008224 自宅で受講できるオンラインサーフィン教室の開催

神奈川県 かけて株式会社 21001068605 動画配信を活用したコンテンツ販売支援事業の開発

神奈川県 千葉英里 － 動画制作による販路拡大とホームページによる宣伝強化

神奈川県 Ｚａｓｓｈｕ － 北海道エゾ鹿肉とジャーキーの高級ペットフード販売・開拓

神奈川県 株式会社ＲｅｓｏｒｔＢａｎｋ 2021001035997 自社ＥＣサイトを構築して、プラットフォームの依存度を下げる

神奈川県 阪田宗二郎 － 「オンライン学習」を支援するウェブメディア事業

神奈川県 Ｋ－ｄｅｓｉｇｎ － Ｗｅｂ販売で販路開拓する為、ＨＰを開設

神奈川県 株式会社ＣａｒｅｅｒＧｒｏｗｔｈ 2021001067462 クラウドシステム導入による職業紹介事業の非対面型モデル転換

神奈川県 Ｆｏｏｄｂａｒ　Ｒｏｕｔｅ － 真空包装機導入・テイクアウトの販路開拓・宣伝方法・衛生管理

神奈川県 有限会社ＡＬＯＡＬＯ 7013402006755 ハワイアンジュエリーの新作を活用したネットでの販売強化

神奈川県 プエンタイフードレストラン － 二台出店で利益率の改善、キャッシュレス化で安心安全迅速な販売

神奈川県 ジョンディコーヒーロースターズ － コーヒー豆（粉）の宅配（デリバリー）事業

神奈川県 丸和商事・レプラコーン合同会社 8021003005349 ネット販売導入での利便性向上・菓子リニューアルによる販路開拓

神奈川県 コクア接骨院 － ＬＩＮＥ＠関連を使い３密回避オンラインシステム構築・作業行程簡略自動化

神奈川県 Ｂｅ　Ｃｏａｃｈｉｎｇ株式会社 6021001058160 オンラインセミナーと面談実施への移行

神奈川県 株式会社なないち 4011001120121 ＷＥＢを活用したプラットフォームの構築による販路開拓

神奈川県 パティスリーマカロナージュ 2021001066753 通信販売の強化、ＳＮＳを利用した宣伝及び顧客拡大

神奈川県 小嶋　あずさ － フリーペーパー「Ｃｈｅｅｅｇａ」のデジタル化

神奈川県 くまじ株式会社 2021001006750 老舗の強みとＩＴの融合による販路拡大

神奈川県 株式会社なんどき 1021001008715 販路拡大店舗から露天テイクアウトへ！

神奈川県 株式会社トップス 9021003000803 ウェブ注文と宅配クリーニングによる販路拡大と特殊品の販売強化

141 / 158 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

神奈川県 株式会社シェリーズ 7021001023634 持ち帰り販売強化のための店舗改装とＷＥＢ受注システムの構築

神奈川県
ＯｕｔＯｆＡｆｒｉｃａＴｏｋｙｏＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇＪａｐａｎ
株式会社

5021001023850 アフリカ市場向けの中古車・パーツ販売ウェブサイト立上げ事業

神奈川県 株式会社厚南クリーニング 5021001019725 ドライブスルークリーニングＰＲ

神奈川県 株式会社フジノライン 3021001020420 非対面型ＷＥＢ営業モデルへの転換

神奈川県
Ｃａｎｄｙｓｍｉｌｅ．ｊｐ　Ｋｕｒｉ－Ｔ　カウンセリン
グルーム

－ カウンセリングや心理講座を非対面で行うビジネスモデルへの転換

神奈川県 株式会社シンコー 6021001019864 非対面営業への素早い転換で売上につなげる

神奈川県 ネクストステージ合同会社 2021003006682 オンラインを活用した営業活動とコンサルティング活動

神奈川県 ＮＦゴルフクリニック － オンライン動画ゴルフレッスン事業

神奈川県 子育てサポートＷｉｔｈ　Ｍａｍｍｙ － 非対面サービスの提供と業務効率化を実現するためのオンライン化

神奈川県 ＹＡＷＡＲＡＧＩ － 関節コンディショニングで美姿勢を目指すオンラインレッスン提供

神奈川県 ＡＭＲ － 非対面型教育モデルの開発とリリース

神奈川県 有限会社出羽薬品 2021002032507 【オンラインサロンでの非対面販売・出張エステによる拡販事業】

神奈川県 ゼロフォー株式会社 7021001029697 ・新型コロナに負けない！非対面型営業ツールによる販路の開拓

神奈川県 ピークアンドバレー合同会社 9021003009349 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 手打そばくりはら － テイクアウトとネット販売事業の導入

神奈川県 スイーツガーデンサクララ － 非対面型販売を組み込んだ成長戦略の加速化

神奈川県 有限会社かまか商店 9021002037706 新販路としての卸売ルートを開拓する生産力・商品力の強化

神奈川県 ハダノ浪漫食堂 － ＥＣ販売事業立ち上げと店舗コンセプト強化による売上向上

神奈川県 株式会社アイ．創建 1021001024613 ＶＲ住宅展示場の新規開設事業。

神奈川県 玉井昇事務所 － 営業プロセスのオンライン化による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ＳＡＵＮＡ 7021001055009 リユース事業の自社販売（買取）サイトの制作による売上拡大事業

神奈川県 株式会社イズミ物産 7021001053219 新たな注文サービスと移動販売による販路拡大と認知度向上

神奈川県 将星国際特許事務所 － 地域事業者に対する知財情報提供システムの構築

神奈川県 株式会社コッコランド 5021001045044 テイクアウト事業強化のための店内改装工事

神奈川県 有限会社魚丹商店 3021002014058 「お弁当・惣菜」の販売・配達業務強化による販路開拓事業

神奈川県 株式会社体験入社 7021001068745 非対面型体験入社（体験入社動画計画）による販路・売上拡大

神奈川県 株式会社千花 3020001110306 冷凍生蕎麦及び業務用の乾麺の製造販売による販路開拓事業

神奈川県 Ｗｅｌｌｂｅｉｎｇ（ウェルビーイング） － ＡＯＬ水・ＡＯＬ技術を用いたビーガンアイスクリームの販路開拓

神奈川県 中森　貫太 － オンラインシステムを利用した能楽の個人教授および普及活動

神奈川県 ファネルワン株式会社 1021001057794 システムの機能拡張によりオンライン展示会の新しい形を提供

神奈川県 レストランバーゼブラ － 真空梱包機及びオンラインショップの強化による販促事業

神奈川県 ピパキャリ － インターネット広告での新たな販路拡大による働く女性の支援創出

神奈川県 株式会社ユニイク 4011001092212 中堅中小企業向け業種業態横断型オンライン研修事業の拡大

神奈川県 有限会社鎌倉魚市場 5021002014601 自社直販比率を高めるため、真空梱包機等の導入事業

神奈川県 行政書士菅倫明事務所 － 非対面によるサービス提供とＨＰ改善による顧客獲得事業

神奈川県 株式会社ＣＯＣＯ－ＨＯＵＳＥ 6021001043947 鎌倉から唯一無二の不動産会社になるんだ！計画
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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

神奈川県 タベルナッチャ － 冷蔵ショーケース及びトイレ改修による販路開拓事業

神奈川県 合資会社三留商店 2021003000999 オンラインショップの強化による販路開拓事業

神奈川県 有限会社彩遊館 4021002016276 惣菜製造業に事業転換する事による販路開拓事業

神奈川県
株式会社グローバルＭＩＣＥ＆Ｆコミュニ
ケーションズ

3021001062157 ・全ての接触を８割削減し安全に企業活動を実施する

神奈川県 鎌倉彫二陽堂 － 新商品開発を行いＥＣサイトでの販売による新規販路開拓事業

神奈川県 竹沢うるま － Ｕｒｕｍａ　Ｐｈｏｔｏ新規ＥＣサイト、展示会事業

神奈川県 四季折折 － ホームページ制作による新規顧客開拓および仕入先開拓

神奈川県 高松　いく － リアルタイムと自由時間、２種のヨガ時間と動画販売

神奈川県 鎌倉土鍋ご飯ｋａｅｄｅｎａ． － コロナウイルス影響を乗り越えるためのテイクアウト事業の実施

神奈川県 ムーンプリント（鎌倉はんこ） － ＥＣ販売用・非対面型販売用の「特産品印章」開発と販促

神奈川県 株式会社パインフィールド 5020001061778 オンラインツールを活用した社員の主体性を伸ばすプログラム開発

神奈川県 Ｏｆｆｉｃｅ　ＫＯＴＯＫＯＴＯ － 創業支援事業へのＷＥＢシステム導入による非対面型の販路開拓

神奈川県 ＧＡＬＡＴＡ － デリバリー用のオートバイを購入によるテイクアウト強化事業

神奈川県 － 蔵元の美味しさ直送枡枡便

神奈川県 ゲストハウス鎌倉ＺＥＮ－ＪＩ － お客様同士が無接触で快適に長期滞在できる個室型モデルの構築

神奈川県 Ｋａｍａｋｕｒａ　Ｍｉｎｄ －
鎌倉の魅力ある商品を国内・海外のお客様に届ける新規事業による販路拡
大

神奈川県 カイラニインターナショナル合同会社 3020003012533 ＳＮＳ動画配信事業及びコミュニティスペースレンタル事業

神奈川県 ＳｍｉｌｅＥａｒｔｈＹｏｇａ － ОｎｌｉｎｅＹｏｇａｓａｌｏｎやさしい花の周知活動・広告作成・ホームページの整備

神奈川県 合同会社ＮＥＮ 9021003007377 葬儀サービスのオンライン化による販路開拓

神奈川県 かさぎ画廊 － “サイバー空間ギャラリーとアートの絆”

神奈川県 ａｋｉ　ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － 非対面型接客及びオンラインによる不動産コンサルティング

神奈川県 シェ・ケンタロウ － 非対面ビジネスの転換のための設備導入事業及び店内改装

神奈川県 灰汁／ａｋｕ － ・卸売りの販売形態から店舗及びＷＥＢ販売への移行と強化

神奈川県 ＨＡＰＰＹ　ＡＳＳＩＳＴ株式会社 7011301012651 テイクアウト・デリバリー店舗の取得、ＷＥＢサイトやチラシの作成

神奈川県 鎌茶屋 － 「招き猫サブレ」製造に伴う設備増強・販路開拓

神奈川県 ＦＯＯＤ　ＳＴＡＮＤ　ｍａｇａｌｉ － テイクアウト・デリバリー業態を中心とする店舗改装

神奈川県 株式会社ＦＯＯＤ　ＢＲＡＮＤ　ＰＲＯＪＥＣＴ 4021001052834 ＥＣ販売のランディングページ制作と実店舗のアプローチの改修

神奈川県 鎌倉総合法律事務所 － 広告による認知向上とリモート法律相談実施

神奈川県 株式会社ユウジニアス 4021001010437 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。

神奈川県 巖流鍼灸院 － 身体の芯を温めて未病予防“セルフ温活”サービス

神奈川県 ツナゲル株式会社 5010401112660 対面型サービスのオンライン型／コンテンツ型移行計画

神奈川県 株式会社ｍ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 3021001010966 オンライン教材導入による販路開拓事業

神奈川県 株式会社ワンリリック 6021001065842
テイクアウト専用ブース設置に伴ったスウィーツ、デリ販売による新規顧客獲
得

神奈川県 有限会社松村庭園設計 5021002016861 「ネット販売構築とブランド知名度アップ用アイテム制作事業」

神奈川県 有限会社エアーズ 3021002016888 ハワイの布を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 株式会社オックスインターナショナル 9021001048662 ＥＣサイトを活用した直販事業
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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

神奈川県 アイファ株式会社 5021001063657 安定供給ブランドの発掘及びオリジナル製品・ＯＥＭ事業の開発

神奈川県 株式会社イーストリバー 6021001010732 新規メンズ下着のＥＣ販売と既存ブランドのＥＣ販売及び卸販売

神奈川県 ネイティブスピリッツ有限会社 9020002105522 音楽のデジタル化とネット販売及び広告宣伝による新規顧客獲得・販路開拓

神奈川県
株式会社ユニーク工務店・リレーション
シップ

5021001065414 アートと建築をオンライン公開し活気ある街づくりに繋げる事業

神奈川県 合同会社鎌倉新聞社 9021003007443
対面で行っていた集客、個別説明、授業のプロセスを、非対面のオンラインで
行う仕組み

神奈川県 キビヤベーカリー － ネット通販サイトの開設とカード・電子決済システムの導入

神奈川県 アーユルヴェーダサロンｃｕｒｅ － 換気扇、網戸の設置、オンライン用マイク、ＨＰリニューアル

神奈川県 株式会社ネプチューンデザイン 6020001052586 ロードバイク契約ストレージのコロナ対応工事

神奈川県
特定非営利活動法人大船ブリッジセン
ター

－ 非対面型ビジネスモデル構築・Ｗｅｂ集客力強化による販路拡大

神奈川県 株式会社ＡＳＴＲＡＸ 8021001059792 オンラインによる子ども向け民間宇宙教育事業の販路拡大

神奈川県 有限会社優伸 8021002072506 オンライン授業の実施による地域の新たなニーズや新市場の開拓

神奈川県 有限会社スープ 6021002016506 シードペーパー印刷・加工の内製化とＷＥＢリニューアル

神奈川県 Ｇａｔｅａｕ　ｄ’ａｎｇｅ － おうち消費対応：養蜂場直送の北鎌倉はちみつＥＣサイト構築

神奈川県 株式会社鎌倉文化社 6012001067830 鎌倉文化遺産と商圏をリンクしたウェブサイト制作・販促企画

神奈川県 鎌倉ウーマンライフプランニングオフィス － 女性個人事業主向けオンライン事業による販路拡大

神奈川県 株式会社ＳＰＳ 3021001059624 デイサービス事業所向け業務効率化ポータルサイト販売事業

神奈川県 デザイニック株式会社 3011001065838 オンライン学習ニーズに対応したコンテンツ販売システムの開発

神奈川県 ｋｏｙａｇｉ－ｙａ　ｄｅｌｉｃａｔｅｓｓｅｎ＆ｃｏ． － 思わず笑みがこぼれる小さなご馳走のインターネット販売

神奈川県 株式会社篆助 3021001063155 日本初！？はんこの移動販売とＳＮＳ動画発信

神奈川県 かもめ総合司法書士事務所 － 相続業務・テレビ電話による販路開拓事業

神奈川県 マトリックス株式会社 － 自社ホームページ作成とオンライン営業の開始

神奈川県 すし処たち吉 － マグロの希少部位を使った新商品開発と社会的距離確保で安心環境

神奈川県 株式会社寿福 1021001040569 非接触型の仕出し・デリバリー事業

神奈川県 有限会社エック 7011102018484 ｗｉｔｈコロナに向けた健康・美容商品のネットとリアルのマルチ展開

神奈川県 エンサクロメディア合同会社 4021003008867 オンライン・２ｗａｙラーニングポータル・サービス

神奈川県 株式会社アイケー企画 8021001011019 効率的な管理募集体制の構築と積極的な建築顧客獲得活動

神奈川県 カピリナ　デザイン　リフォーム － 非対面型接客とアクセス数向上を叶える戦略的ＨＰリニューアル

神奈川県 ＣＯＳＭＯ　ＡＬＰＨＡ株式会社 21001067918 日本のモノづくり底上げ事業

神奈川県 合同会社ＡＮＤｙｏｕ 4021003006466 『新規商材開発及び現商材の販路開拓＆ブランド力アップ！』

神奈川県 株式会社ＳＢＣＨＡプラクシス 9021001066707 徹底的国司試対策！ｚｏｏｍ解剖学オンライン講座

神奈川県 パステル － コロナ対策と今後の売上向上のための非対面型販路構築計画

神奈川県 ソラ珈琲＆食堂ヒュッテ － テイクアウト徹底周知計画

神奈川県 株式会社デージーエスメディカル 6010101010296 内視鏡レポートシステムの遠隔デモンストレーション環境の構築

神奈川県 有限会社キタムラプロパティ 3012301011928 訪問鍼灸・リハビリ整体治療院

神奈川県 株式会社ＲＡＳＨクルージング 2021001031575 デジタルコンテンツ配信によるオンラインセミナー事業

神奈川県 みつまめデザイン事務所 － 動画広告プロモーションとドローン空撮のデザイン提供
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神奈川県 株式会社Ｆ－Ｄｅｓｉｇｎ 6021001016952 ＨＰリニューアルによるニーズ発掘とＶＰＮによる遠隔作業環境の構築

神奈川県 香りの家ローズマリー － ＨＰを作成し動画配信することで固定客、新規顧客を獲得する事業

神奈川県 ｖａｎａｄｉｓ － 非対面型ビジネスの導入：自宅での頭皮と髪のケアを指導

神奈川県 ＤＲＥＳＳＹ　ＦＯＯＤＳ － 農作物のＢｔｏＢ・Ｃ併用型プラットフォーム開発

神奈川県 株式会社エネぽーと 7021001047187 【新規及び既存事業における非対面の推進】

神奈川県 藤崎　光志 － パーソナルトレーニングのオンライン化事業

神奈川県 ロングテールジャパン株式会社 2021001052588 差別化サービス・商品整備・作業環境・顧客対応方法の拡充と改善

神奈川県 蕎酒季酒玄武庵 － 蕎麦懐石店の味を自宅で楽しめる高級テイクアウトメニューの開発

神奈川県 株式会社成匠 4021001061538 ＃相模原エール飯デリバリー

神奈川県 有限会社長谷川板金工業所 2021002023308 ＥＣ機能拡充による非対面型新規顧客獲得施策

神奈川県 ＣＯＲＥ　ＢＯＤＹ　ｗｉｔｈＢ － ＰＲ動画によるブランディング、テレワーク導入による販路拡大

神奈川県 有限会社スリーエース 3021002021509 “おしゃれデリバリー”専用バイクによるシニア顧客の積極的開拓

神奈川県 ＴＡＫＡＲＡＶＩＬＬＡＧＥ株式会社 2012301010229 コロナ対応型不動産ＣＬＯＵＤシステム導入とホームページ刷新

神奈川県 株式会社冨士山 9021001013740 欲しい情報続々！冨士山チャンネル＆冨士山猫の手便利帳！

神奈川県 和知電気 － 店舗を持たない電気店の新規販路開拓と非対面化

神奈川県 小林そろばん塾 － こばソロ流「避密の秘策」ピンチをチャンスに変える遠隔学習方式

神奈川県 株式会社コンテックス 9021001028508 マーケティングによる非対面型営業システムの構築

神奈川県 ＩＫＥＫＵＲＵ － 映像配信型家事助言・相談サービス業及びＥＣサイト展開

神奈川県 髪助 － ［コロナ対策３密を軽減オシャレ女性を応援するお店作り］

神奈川県 ＭｏｒｉＮｏｔｅ － おうちでアロマ！非対面型教育システムの構築

神奈川県 ＭＢＳ企画 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 株式会社カワゾエ 4021001011749 テレワークで利用できる消防点検票作成と利益管理システムの試作

神奈川県 ヨガ屋∞エイト － リアルとオンラインのハイブリットレッスンの提供

神奈川県 フォトストーリー株式会社 8021001044794 記念写真をご自宅でゆっくり閲覧

神奈川県 らしさ支援協会株式会社 4021001067948 コミュニケーションオンラインセミナー＆講座開講と新規顧客獲得

神奈川県 大森電気工事有限会社 2021002040377 非対面型ビジネスへの移行、感染症対策事業者としての広告宣伝

神奈川県 株式会社サンスマイル 3021001059946 オンライン授業の拡大と新事業のオンライン化

神奈川県 ＤＦＯソリューションズ合同会社 5021003007414 オンラインパソコン教室（手話対応の動画教材＆ライブ配信）の構築

神奈川県 株式会社リエット 7021001057517 『ＥＣサイトの広告による新規顧客獲得と認知度向上』

神奈川県 株式会社ａｎｄＵ 2021001063486 コロナ対応飲食店とテイクアウト・デリバリーでの新規顧客開拓

神奈川県
エステティックサロン＆スクールシルフィ
アピーカーブー

－ エステサロンオーナー養成／セルフケア　オンラインスクール

神奈川県 株式会社ダイシングランド 7021001026414 ●学び場講座のオンライン化サービス

神奈川県 有限会社桜庭工業 1021002040980 非常事態宣言の再発動に備えた体制つくりと社内環境の整備

神奈川県 大和整体院ＩＣＨＩ － オンライン栄養指導の為のＬステップ新規顧客獲得システムの導入

神奈川県 ＳＡＫＥ － 新商品開発によるテイクアウトメニューの強化と新たな需要の開拓

神奈川県 鳥一番 － 世界の変化と危機的状況をプラスの変化で乗り越え老舗の味を守る
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神奈川県 Ｋａｎａｚａｗａ　Ｃｏｍｐａｎｙ － 専用器具を用いたスマートゴルフレッスンウェブ事業

神奈川県 Ｏｒａｇｅｔｔｅ　Ｃｈａｌｋａｒｔ － オンラインレッスンの新設並びに教室環境の整備による新規顧客・受注獲得

神奈川県 Ｌｉｆｒｅｅ － 炭火焼き魚のフードデリバリー

神奈川県 ＹＹビレッジ － オンライン型会員制サロン設立による事業拡大と新規顧客獲得

神奈川県 ミホ工業株式会社 6021001029161 空気活性器「エアアクティ」の販売による非対面型営業への転換

神奈川県 株式会社喜内 4021001061257 小型遊漁船のレンタルサービス新導入による売上補填

神奈川県 八慶（ハチヨシ） －
経営者向け英語学習指導のＺｏｏｍを使ったテレワーク化及び非対面ビジネ
スの強化

神奈川県 有限会社手打そばふじや 8021002041717 「新規顧客獲得の為の新型コロナ対応のそば打ち教室事業」

神奈川県 じんべいデザインオフィス － 非対面型サービスへの転換およびオンラインにおける市場拡大事業

神奈川県 株式会社ロックツリー 9021001047301 店内での３密を防ぐために「お家で啜ろう」テイクアウト通販事業

神奈川県 株式会社ＷＡＬＮＵＴ＆ＣＯ． 9021001063546 自社サイトの非対面システム構築、専用窓口の店舗改装と販路開拓

神奈川県 株式会社フリーモーション 4021001048948 海外向け日本酒の自社ＥＣサイト構築の取組

神奈川県 有限会社国分寺そば 6021002044977 ブランドを活かした厳選素材製品の提供

神奈川県 有限会社タカハシ 6021002049357 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 ロザフィ合同会社 2021003002145 オンライン講座開設・ホームページの改新・ＥＣ販売

神奈川県 株式会社ワイルドギース 6021001046710 デリバリー、テイクアウトサービス

神奈川県 篠崎薬局居宅介護支援センター － テレワークシステムの構築とホームページの新設

神奈川県 株式会社アクティブイイダ 6021001027363 株式会社アクティブイイダ　テレワーク環境整備事業

神奈川県 コアライフ合同会社 4021003005229 インターネットコンテンツの企画・編集制作・販売

神奈川県 タカシマと創 － 「オンライン集客とチラシ配布、機械設備更新による業務の効率化」

神奈川県 株式会社エス・オー・エル 3021001046721 ソルスタジオ動画ＷＥＢ配信システム化事業

神奈川県 株式会社前田工務店 1021001024456 オンラインによる住まい見学会の開催

神奈川県 ｉＨｏｕｓｅＡｔａｍｉｎｃｈｉ － 非接触のままチェックイン・決済可能な貸し別荘事業の展開

神奈川県 株式会社リンク 2020001094863 非対面型オンライン講座・研修の実施が可能な環境の整備

神奈川県 ＨＯＫＳＴＡＮＤ － オンラインショップの開設・商品の充実化とＥＣ向け新商品の開発

神奈川県 株式会社ＳＬＡＭｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 6012301006000 牧志公設市場　レインボー通り商店街　共同宅配システム

山梨県 株式会社ＧＡＴＥＳ 1090001015723 民泊施設の各種整備による新規顧客開拓事業

山梨県 有限会社アウティングプロダクツエルク 8090002000065 店舗屋外の屋根付きスペース設置による体験型サービスの提供

山梨県 トンロー －
店舗屋外にテーブル席を設置し、密の防止、ファザードのイメージアップ、売
上増を図る

山梨県 株式会社スタンプマート 1090001005204 インク入りスタンプ専門受注サイトの構築

山梨県 割烹あめみや － クラウド予約管理と店舗改装によるコロナ収束後の売上向上の取組

山梨県 株式会社煎豆屋 8090001000215 クラウド型販売システムと店舗改装によるコーヒーの小売販売強化

山梨県 Ａ－ＭＥＣ株式会社 8090001007078 高性能保冷剤を使用した熱中症対策製品の販路開拓

山梨県 レコン・ジェム・ジャパン株式会社 3090001002496 デジタルワールド事業

山梨県 ＧＭＩコーポレーション － ネットを使った非対面販売による顧客獲得とリスク分散

山梨県 有限会社太田貿易 6090002000538 ブライダルジュエリーメイフェアオンラインコンシェルジュ
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山梨県 株式会社ジュエリーイイヌマ 5090001001117 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

山梨県 有限会社エクステリア中川 6090002000430 ＷＥＢ展示場への誘導広告チラシの作成、新聞折込み

山梨県 Ｍ－Ｂｅａｕｔｅ － 入りやすい店舗づくり＋チャット機能付きホームページで新規顧客獲得

山梨県 株式会社渡吉 6090001015256 ネットを活用した予約・受注システムの構築

山梨県 ナチュラルグレース有限会社 6090002002294 セルフオーダーシステムでお客様との接触を減らす

山梨県 有限会社コイケ 7090002001056 アフターコロナ対応ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ販路開拓・拡大

山梨県 Ｂ．Ａ．Ｌ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

山梨県 株式会社陸作 4090001016271 海なし県山梨から山梨県産「陸作信玄えび」を全国へお届け。

山梨県 株式会社ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ 8040001081722 自社リカバリー事業の技術向上と非対面による新規顧客開拓

山梨県 株式会社ジュエリーＨＡＲＵ 2090001014996 インフルエンサーを活用した集客拡大と展示会出展

山梨県 福寿司 － 水産加工品の製造・販売

山梨県 三沢製麺 － 自社商品ブランド力の向上を踏まえた新規販路の開拓

山梨県 有限会社インシュランス相和 2090002004914 【地域へのブランディング及び非対面でのコンサルティングサービス】

山梨県 ｋａｓｈｕｋａ － アトリエ発信の非対面接客対応可な魅力あるＥＣサイトへの改修。

山梨県 トゥデイイズオーケイ株式会社 8090001014520 ＷＥＢ活用による三密を避けるためのビジネスモデルへの転換

山梨県 有限会社えがお屋フードサービス 3090002004979 ご家庭でバーベキュー！えがお屋の味が楽しめる！食肉販売

山梨県 ＡＫＩＴＯＣＯＦＦＥＥ － コーヒー豆、菓子、山梨県ならではの商品のＥＣ販売

山梨県 株式会社甲宝商会 － 甲府の技術を生かした新商品開発とネットを通じた販路獲得

山梨県 あい・サプライ株式会社 4090001012692 桃・葡萄・ワイン入りの環境や農家にも優しいｔｈｅ山梨スイーツ

山梨県 Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅｕｐ　ＥＮＡ － ＥＣ販売導入でホームページリニューアル、美容機器導入

山梨県 徳栄軒 － ラーメン店の販促強化と焼鳥店新規出店の相乗効果で売上アップ

山梨県 株式会社丸福青果市場 5090001002057 地元で長年愛される石焼き芋のインターネット通販による販路拡大

山梨県 アイティプラス合同会社 8090003001178 ＨＰ刷新による販促強化と事務所の環境改善による生産性向上

山梨県 ケーイーエス － ＨＰ、クラウド、３Ｄ－ＣＡＤ立上げによる販路開拓、業務効率化

山梨県 サンディー － 日本製３Ｄプリンターよる高精度製品の遅延の無い生産体制の確立

山梨県 ＤＯ　ＯＮＥ‘Ｓ－Ｂ株式会社 3090001016083 当社、顧客、社員を繋ぐウェブシステムの活用

山梨県 花国 － ＷＥＢサイトのスマホ対応とＥＣ機能の搭載

山梨県 有限会社拓造 4090002005010 インターネットを介した非対面取引の拡充

山梨県 渡辺有貴（屋号） － 働く女性の育児・キャリア支援の事業化と既存事業のオンライン化

山梨県 株式会社アップストリーム 1100001032774 ソーシャルディスタンス確保＆コロナ終息後売上１５０％増のＷ効果へ

山梨県 おかめ麹商事有限会社 9090002000576 手作り甲州味噌・麹のネット通販強化および店舗の改修と倉庫増設

山梨県 株式会社クレイプラス 6090001015231 「ＷＥＢ面談と予約システムを導入することによるサービス向上」

山梨県 有限会社ナオルヘルスプランニング 7090002002211 インターネットを使ったテレビ電話による漢方健康相談

山梨県 ＰｏｃｏＳｅＲｉｏポコセリオ － 新しい生活様式に適応すべく、オープンエヤーの有効活用。

山梨県 株式会社アサヒジュエリー 1090001000080 ＣＡＤを導入しサプライチェーンの毀損への対応

山梨県 Ｃｒａｆｔ　ｊｅｗｅｌｒｙ　ｋａｒｅｎ合同会社 2090003001646 ネット販売の拡大と機械導入による販売強化
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山梨県 小澤畳工業所 － 畳の魅力と効果をＰＲ、新規作業台と受注方法で売上ＵＰを目指す

山梨県 株式会社村茶季園 8090001015403 希少な甲府盆地産の茶葉の新商品開発とインターネット販売強化

山梨県 株式会社前田源商店 4090001010143 オーガニックコットン生地販売用のＷＥＢサイトと商品タグの開発

山梨県 株式会社Ｌａｎｄ‐ｋｎｏｔ 9090001015534 ファッション事業のリアル販売スペース確保とＥＣサイトの強化

山梨県 有限会社東京屋製菓 7090002012301 千菓子と上生菓子の販売を専門的に行うＥＣサイトの設立。

山梨県 グッドウィルサービス － バーチャルで！ものづくり体験できるＨＰによる新規顧客獲得

山梨県 株式会社アエラリゾート 9090001009908 ウェブサイトによる顧客獲得と宣伝効果

山梨県 唐揚げ専門いがらし － 三密空間解消、テイクアウト需要の為のキッチンカー製作事業

山梨県 有限会社タケヤ 1090002012224 Ｗｅｂを活用した動画アップロードによるお見積りサービス

山梨県 株式会社やみつき 5090001014135 来店できないお客様と全国お客さまへの通信販売事業

山梨県 株式会社西山組 6090001009919 不用材処理を内製化するための焼却炉設置事業。

山梨県 ＲＥＦＩＮＥ株式会社 5090001013764 ヨガインストラクターが教える自宅でできるレッスン動画の配信

山梨県 有限会社海山 2090002013238 非対面で世界中の個人消費者等に販売できるオンライン講座の提供

山梨県 株式会社ビ・ボーン 9090001010378
『ワーキングルームがある第二の家』テレワーク付別荘の企画設計・建築販
売

山梨県 舟久保織物 － 工場見学に代わるＷｅｂコンテンツ強化とファクトリーショップの改修

山梨県 Ｃａｆｅ＆ＲｅｓｔａｕｒａｎｔＣｈｅｖａｌ － 新しい生活様式の中での飲食店経営とテークアウトの進化

山梨県 有限会社寿海 7090002012111 三密を避ける環境を提供し安心して食事を楽しめるレストラン作り

山梨県 株式会社槙田商店 2090001010525 ＥＣサイトでの自社製品のトータル展開

山梨県 地酒のモトヘイ － ホームページと通販サイトの確立とウェブと連携したチラシ制作

山梨県 有限会社権正畳店 6090002013052 訪問に代わるウェブシステムの導入と感染症対策ポリシーのＰＲ

山梨県 超超エリート株式会社 6090001015314 体験教室と富士五湖観光・美容の複合サービス

山梨県 合同会社リッジライン 3090003001414 屋外での滞在をテーマとした新たな旅の過ごし方の提案型販路拡大

山梨県 グレイントゥミリオンズ － 【事業名：富士山溶岩商品を国内・世界に向け販売。】

山梨県 炭火串焼きＩＷ － テイクアウト業務の認知およびファミリー層の集客

静岡県 株式会社富士空撮サービス 7080101020569 非対面型の動画撮影・配信サービス事業に向けた取組み

静岡県 増田商店 － ネット事業による販路開拓（ＢｔｏＢ用ＥＣサイト）

静岡県 パティオホーム株式会社 4080001011282 ＷＥＢでの打ち合わせによる顧客の囲い込みと販路開拓

静岡県 株式会社大地運動具店 1080001000817 【～オリジナルカスタムウェアのネット注文ルートの確立～】

静岡県 株式会社ワールドケアサポート 4080001020820 「ケアマネージャーに直接相談できる」をＷＥＢ上で周知

静岡県 とも治療院 － 高齢者　妊婦の為のオンライン治療と業務効率化で接触人数削減活動

静岡県 株式会社バディ―ワークス 5080001020596 Ｗｅｂによるプロモーション強化とＢ　ｔｏ　Ｃの販路拡大

静岡県 ユニークス株式会社 4080001023039 きんつばのテイクアウトの普及とお土産化

静岡県 有限会社伊部鏡店 6080002000638 ＥＣサイトリニューアル及びモール新規出店による販路拡大対応

静岡県 株式会社ゾディアック 9080001010379 非対面型ビジネスモデルへの転換

静岡県 株式会社エムエンタープライズ 3080001019921 レトルト食品ＥＣ販売事業部門の構築

静岡県 三和酒造株式会社 7080001008037 ネット販売チャネルの拡大とそこで販売する商品の拡充
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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

静岡県 株式会社冒険倶楽部 5080001004698 遠隔講習、遠隔集客を動画、ＳＮＳ、ウェブ広告を使って実現

静岡県 株式会社シーズプロジェクト 3080001019186 ドローンで取得したデータの新たなネット販売方法の構築

静岡県 株式会社ｍｉｎａｓｉａ 1080001020906 美容意識の高い女性をターゲットとした静岡初ジビエ餃子の展開

静岡県 ＰＩＬＯＴＩＳ（ピロティ） － 台湾服飾ブランドを切り口とした若年層へのアプローチ活動

静岡県 ＢＡＲＡＦ － キッチンカーによるランチ販売、デリバリー、販路開拓

静岡県 株式会社静岡図工社 3080001002761 ＯＣＲ対応の複合機の導入とＨＰの決済機能の追加

静岡県 尾崎酒店 － 良質のお酒好きが集まる販売サイト開設と地酒プロデュース

静岡県 有限会社ハリカ清水 9080002010923 「ネット販売を通じて静岡の名産品と真心を全国へ届けよう」

静岡県 株式会社プラスコンフォート 1080001012400 健康寿命の伸長・介護予防に向けたオリジナルシューズの開発

静岡県 ｍｅｎ’ｓ　ｈａｉｒ　Ｌｏｃｏ － 「エイジングケアのオンライン相談と動画配信及びフェイシャルケアの強化」

静岡県 株式会社ＬＩＥＮ 1080001019519 コロナ感染症に基づいた非対面型ビジネスモデルへの転換

静岡県 さかえ不動産株式会社 2080401023937 インショップの強みを生かす！家電量販店からの顧客引込み活動

静岡県 株式会社都 6080001005142 「腎臓病でお悩みの方！自宅にいながら病気をサポート」オンライン事業

静岡県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＢＩＲＴＨ － セルフブロースペース設置による非対面営業活動の実施

静岡県 海野接骨院＋Ｒｅｂｏｄｙ － 安全性接触型ビジネスへの変換

静岡県 有限会社杉山オートサービス 8080002002871 非対面型接客の仕組み構築と待合室改善及び車両販売数増加施策

静岡県 ぎゅう亭 － テイクアウト商品の開発、品質、低価格販売への設備投資

静岡県 片山衣料株式会社 9080001007846 学生服通信販売システムによる製造業から製造小売りへの転換

静岡県 Ｕｎａｕｆｈａｌｔｓａｍ株式会社 5080001021041 既存顧客にキムチを注文するアプリを開発提供し売上回復を図る

静岡県 株式会社竜安 6080001005704 Ｚｏｏｍでオンラインレッスン「時代劇衣装の着付けレッスン」

静岡県 和ｃｏｎｔｅ － 美容師が地元静岡の原材料で作った美容と免疫力アップの甘酒

静岡県 ＡｗａｎＤｙ － 機能面を重視した顧客層へのペットウェア販売促進

静岡県 ＢＢＢ－ｆｉｔ － パーソナルトレーナー育成コンサルのオンライン開催とその広告

静岡県 ピエスヘア － 自宅にいながら動画で商品とヘアケアが学べるネットショップ事業

静岡県 株式会社インフィニック 1020001114936 オンライン解体相談窓口を備えたＷｅｂサイトの新設・販促事業

静岡県 株式会社寺田工務店 5080001003634 ＨＰ改修、商品パンフレット作成

静岡県 株式会社ディセオ 4080001010879 テレワークによる遠隔顧客対応・業務効率化システム構築事業

静岡県 かくれ家サロンリダ － ＷＥＢによる「肌・食・体」のトータルケアサービスの提供

静岡県 株式会社プラストリー 7080001020669 ＦＰ業務の完全オンライン化および販路拡大事業

静岡県
社会保険労務士法人オフィス・テンポイン
ト

4080005007021 非対面型営業をＩｃＴを積極活用することで実現

静岡県 合同会社直吉 6080003002212 コロナウイルス感染予防に於ける飲食店等への空気清浄機導入

静岡県 有限会社オールケア・エンジニアリング 1080002001203 オンラインショップ開設による清掃機器の販路開拓

静岡県 真鳶 － ホームページと双方向オンラインシステムによる新規顧客の獲得

静岡県 サノ建築 － お客様のイメージをその場で具体化する３Ｄ建築システムの導入

静岡県 合同会社ほどらぼ 6080003001734 ポストコロナ時代に対応した部屋づくり

静岡県 合同会社チームグローブ － 美容室・司法書士集客パックを全国への展開させる
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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

静岡県 株式会社水鳥工業 3080001005079 宿泊・高齢者施設向け軽量で足音が気にならない室内用下駄の開発

静岡県 － ホームページ作成による集客の増加

静岡県 Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ株式会社 2080001021589 製造ライン新設による既存／新規顧客への弁当・惣菜造配達事業

静岡県 Ｇｒａｎｔ － “爬虫類女子”×“アニマルセラピー”による販路開拓策

静岡県 有限会社Ｐｉｅｓｅ 4080002012387 飲食店で利用できるお得な「ふじのくにエールチケット」の企画運営

静岡県 ＮＡＫＡＪＩＭＡ　ＤＥＳＩＧＮ － 本物の静岡県産材で本物の職人が創る本物の木のぬくもりの家

静岡県 ビクトリー商会 － オリジナル健康器具を、ＨＰ・展示会で販路開拓

静岡県 丸兼水産加工株式会社 7080001009126 自社でのマグロ解体による新規顧客獲得

静岡県 心温～ＳＨＩＯＮ － サロン売上に繋がる【ＷＥＢサイト・チラシ制作代行サービス】

静岡県 株式会社就職情報センター 1080001002103 対面式就職イベントから非対面式就職イベントへシフトさせる取り組み

静岡県 株式会社三和 1080001001823 金襴を使用した新たな商材の開発、ＥＣによる収益構造の変換

静岡県 株式会社アビリティフィールズ 9080001017705 「レッスン動画配信による販路開拓の強化」

静岡県 ルモンド有限会社 6080002006503 お祝い・記念日に特別な空間でおもてなしするサービスの提供

静岡県 株式会社Ｍ’ｓライジング 2080101017677 高性能除菌剤を自社ＥＣサイトで販売開始事業

静岡県 ＴＯＭＯＳＵ．Ｄ － 建築ソケットの広報活動とシリーズ展開

静岡県 テクラ － 「＃自宅でテクラ」オンラインショップの開設による新規顧客の獲得

静岡県 有限会社アズネット 5080002012064 家庭教師管理システム導入によるオンライン授業体制構築

静岡県 ギフト株式会社 8011001123938 『非対面での販路開拓へ！海外留学情報のメディアサイト制作事業』

静岡県 ＳＴＡＣＫｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ － お客様に安心感を！気兼ねなく来ていただけるアットホームなサロン作り

静岡県 株式会社ジェダイト 4080001023022 対面せずにホームページからの直接受注システムの構築

静岡県 国産イタリアンＤａ－ｎｏｚｚｅ － 場所を選ばず“国産創作イタリアン”で外食の味を提供

静岡県 山内屋 － 「当店が開発した商品を販売するためのＥＣサイトの構築」

静岡県 ヨクナルネット株式会社 8080001011097 リモート整体「ｅプラス　コンディショニング」

静岡県 ヒトヤ堂 － 喫茶店の味をおうちでも。お持ち帰り＆通販商品の開発

静岡県 ラーメンすがい袖師店 － キッチンカーによるムービングカフェ事業

静岡県 ＳＴＡＮＤ － 女性向けの焼菓子通信販売事業

静岡県 ガレージリング － 非接触診断機及び洗浄スチーム等導入による衛生サービス強化

静岡県 株式会社ＣｏＡｃｔ 7080001021964 ＥＣサイト構築による物販、システム販売の強化と収益改善

静岡県 株式会社スタンドアウツ 4080001018484 新しい生活様式に対応した店舗とネット販売で旧顧客及び新規顧客の獲得

静岡県 ボナペティ － サブスクリプションシステム導入による販売強化

静岡県 有限会社丁子屋 2080002003875 伝統の味をより身近な食文化に。冷凍とろろと通販サイトの構築

静岡県 ＴＡＫＡＧＡＷＡ　ＰＥＲＳＯＮＡＬ － 筋トレ道具レンタルを絡めたオンライン在宅トレーニング指導

静岡県 Ｓｔｅｌｌａ（ステラ） － オンラインショップの拡充及び「お直し」の内製化

静岡県 渋川園 － ホームページおよびＳＮＳを活用した販売力強化

静岡県 株式会社ジョウショウ 3080001012843 リユース品の的確な現金化のための販促開拓と顧客への伝達

静岡県 株式会社日本平清水屋 6080001008871 ＥＣサイト構築による店頭人気商品の非対面販売開始
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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

静岡県 株式会社優創 1080001005493 コミュニケーションツールを導入した非対面型商談システム

静岡県 まぐろ王国大ちゃん － 『コロナに負けない安全で地元産業を支える飲食店づくり』

静岡県 北川バラ園 － ＢｔｏＣへ販売強化を行い、新規顧客獲得するバラづくり

静岡県 久保田建設株式会社 5080001001274 遠隔ミーティング用ミニスタジオ設営および告知ホームページ作成

静岡県 株式会社清々 4011501023757 新たな管理業務と必要不可欠なフェンスで新規顧客獲得

静岡県 西尾金庫鋼板株式会社 7080001008904 『受注生受に頼らない自社製品の開発と販売サイトの大幅拡張』

静岡県 有限会社清俊企画 － 外需型「詰込ツイン」を内需型「シングル、ツイン併用ルーム」へ

静岡県 株式会社ＭＭＫ － リモートによる撥水加工処理のユーザーサポート

静岡県 株式会社根麻ねお 8080001012104 ニューノーマル時代へ「麻のあるくらし」を提案、ネット販売事業

静岡県 ＭＡＫＥ　ＵＰ　ＬＡＮＩ － 対面施術を最小限に抑える持続力の高い次世代まつ毛パーマの開発

静岡県 株式会社建設のマルモ 4080001001374 コンテンツサイト構築と対面・非対面の同等化による販路開拓策

静岡県 片川　乃里子 － 非対面式（オンライン）の営業・司会・セミナー講師業務の実現

静岡県 株式会社カクイチライスセンター 3080001007835 イラストやメッセージを楽しむ可食シート販売による一般消費者への販路開拓

静岡県 小田米穀 － インターネット販売拡張のための無洗米仕様精米機の導入

静岡県 合同会社Ｂｏｇａ 2080003002174 大型の看板で視認性を高め、遠隔操作で現地案内を実現

静岡県 ｃｏｒａｎ（コラン） － 【個人店のＬＩＮＥを利用したオンライン接客と顧客管理】

静岡県 リサイクルショップおさがりちゃん － そろばんで究極の右脳開発、オンライン授業もスタート

静岡県 株式会社ＬＥＡＰＨ 5011001118668 デジタルマーケティング支援事業

静岡県 Ｈｊａｒｔａ － 商品の魅力をＷＥＢ上で！リモート接客によるＥＣサイトへの誘導

静岡県 株式会社石川総研 4080001012405
コロナをチャンスに！ＣＮＦ研究支援サービスの発信と提供による知的資産の
構築

静岡県 有限会社アール・シーウメハラ 7080002000141 新型コロナウィルスで急増する抗菌防カビ剤需要への対応

静岡県 ガルシア株式会社 3080001023378 一般消費者の家飲み需要に対応したチーズ・クラフトビールの直売事業展開

静岡県 株式会社エスティーホーム 5080010108946
「ＩｏＴ機器を付与したスマートホームとキャッシュレス決済支援の為のＨＰリ
ニューア

静岡県 株式会社ル・ジャルダン 9080001004447 当店のフレンチコースをご家庭で楽しめる「ディナーＢＯＸ」の企画販売

静岡県 株式会社ルート 6080001009416 「オンライン商談の構築による新規顧客獲得」

静岡県 蒲原屋 － 乾物の量り売りとオンライン料理教室の運営

静岡県 株式会社Ｑｕｏｌｉａ 5080001022130 オンラインオーダー体制の構築と県外へのアプローチ

静岡県 Ｏ’ＳＳＡＮＢｉｓｔｒｏｔｏｎｔｏｎ． － 安心な店内飲食の提供と、オリジナル商品の販売

静岡県 ８７ｋｉｔｃｈｅｎ － キッチンカー事業強化によるコロナ巣篭もり需要の取込み

静岡県 ＶＥＲＴＣＬＡＩＲ － ＥＣサイトの新設による新たな販路の開拓

静岡県 出張バーベキュー満福静岡 － 既存顧客に宅配弁当を注文するアプリを開発提供し売上回復を図る

静岡県 富士山ウッド株式会社 5080003001958 「薪・未利用材・支障木」のＷＥＢ買取・販売による販路開拓策

静岡県 スマイルファクトリー静岡 － ウェブ会議システムとオンライン講座の導入及びＥＣサイトの強化

静岡県 さくら園 － コラボ企画「お茶の一坪オーナー制度」商品化による販路開拓策

静岡県 らくだ１号 － ランチ難民・マスク女子のための屋根のある公園づくり

静岡県 株式会社すろーらいふ 7080001009704 「Ｍａｉｄ　ｉｎ静岡」の商品を全国に向け販売するためのＥＣサイトの開設
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静岡県 個別指導　清水まなびの森 － 新型コロナに対応し非対面型学習指導モデルへの転換プロジェクト

静岡県 ベトナムハンモックカフェホアスゥア － ベトナム食材のオンライン販売にて需要開拓と新規顧客獲得

静岡県 するが夢苺株式会社 5080001020076 “オトナ女子”に伝統の石垣苺を使ったスイーツの提供

静岡県 よしくら － 既存顧客に弁当を注文するアプリを開発提供し売上回復を図る

静岡県 げんき － テイクアウトの販売促進とそれに伴う設備投資

静岡県 ダイヤモンドクラブ株式会社 2080401023193 英会話レッスンのオンライン化サービス

静岡県 有限会社ロータスライフ 8080402014260 体と心のメンテナンス専門院・施術方法をオンラインで提供

静岡県 株式会社Ｔｒｉｎｉｔｙ 6080401020906 ヨガ教室の非接触型オンラインサービスの実施

静岡県 株式会社シーポイント 8080401002175 商品パッケージのリニューアルによるＥＣサイト出店

静岡県 株式会社静稜 5080401002715 お茶の特性を活かしたインターネット販売の拡大

静岡県 株式会社れっく 3080401005876 クラウドファンディングによる非対面で幅広い投資家への販路開拓

静岡県 株式会社さがみ園 6080401001914 スマートフォン対応非対面型ビジネス拡大のためのＥＣサイト開設

静岡県 ＲｅｂｕｉｌｄＳｏｉ － 非対面販売及び非対面設計打合せを可能とした事業展開

静岡県 株式会社タケム研 2080401023499 ＶＲ空間と３０プリンタを活用した遠隔プロトタイピング事業

静岡県 Ｌｉｖｅｈｏｕｓｅ　ＭＥＳＣＡＬｉＮ　ＤＲｉＶＥ － ライブ映像有料配信

静岡県 ＪｕｎｏＲｅ株式会社 8080401020945 ＥＤｉＢＯによる食品宅配サービス構築と新規販路開拓

静岡県 有限会社ドリアン洋菓子店 7080402005590 感染リスク低減化の安定商品供給と需要喚起の新商品の提案

静岡県 ＭＳ経営支援オフィス － ＩＣＴ利活用による非対面型コンサルティングモデルの構築

静岡県 ＨＳＥ人材・組織開発研究所 － 撮影・録画・録音・配信機材の導入によるオンライン研修化

静岡県 Ｓｏｕｒｉｒｅ～スーリール～ － オンライン整膚師講座の実施と集客事業

静岡県 Ｗａｖｅ　～ａｓ　ｓｕｇａｒ～ － ホームページ立ち上げによる新規顧客獲得の増大

静岡県 株式会社濱厨 1080401018021 浜松餃子を売る販売サイトの設立と運営

静岡県 株式会社串の木グループ 4080401014067 春野町産地鶏「塩すき焼き」ＷＥＢ販売による非対面型営業の展開

静岡県 加茂江屋 － レーザー加工機を利用した新商品開発と内製化

静岡県 新東海鋳造株式会社 2080401002247 自社オリジナルデザインジュエリーのオンライン販売強化事業

静岡県 ＴｅｃｈｎｏＸｒｏｓｓ － 新サプライチェーンの構築と新商材の開拓

静岡県 株式会社浜松ツーリストサービス 5080401013811 「スター★うなぎの白焼き」ＷＥＢ販売による非対面営業の展開

静岡県 ＡＣＥ個別指導塾 － ３密回避による店舗拡張と非対面型オンライン授業の確立

静岡県 書繪堂株式会社 3080401002345 スマホを利用した非対面型展覧会のシステム構築

静岡県 合同会社咲夢来 1080403002758 全国唯一のジビエ餃子（浜松餃子ブランド）ＥＣサイトの展開

静岡県 有限会社日建ビルド 7080402014212 ネット集客の確立と非対面での営業活動整備の構築事業

静岡県 整体ＳＯＲＡ － ＹＯＵＴＵＢＥでの情報提供によるＤＶＤ販売の増加

静岡県 有限会社シーズ 9080402003510 動画広告制作～配信によるテイクアウト需要の掘り起こし

静岡県 合同会社ｓｐｉｃａ 3080403003762 ＥＣサイト構築とオンラインコンテンツ制作の為の事務所改装

静岡県 有限会社寺田電気 4080402005313 建設会社の下請けから脱却し、地域密着の電気屋としての新展開

静岡県 株式会社リソースフル 8080401024021 主体性を育みビジネスで飛躍できる女性向けオンライン講座制作
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静岡県 上村木工株式会社 4080401001305 あそびとまなびのお店ｌｕｘｕ（ルクス）開店プロジェクト

静岡県 株式会社海泉水産 5080401001155 産地一回凍結釜あげしらす事業展開のためのＥＣサイトリニューアル

静岡県 株式会社はあもにい 1080401011694 ＷＥＢサイト開設でオンライン研修と教材販売の新サービス提供

静岡県 株式会社サン・ラファエル 4080401012038 非対面のネット販売チャネル用新商品開発・ギフト予約販売の強化

静岡県 体幹トレーニングスタジオＴＡｉＫＡＮ － オンラインを活用した遠隔指導サービスによる販路開拓

静岡県 タケソウ － ＷＥＢで外観リフォームの相談と塗料のカラーも選べるサイト制作

静岡県 ダイス － ウィズコロナ時代の働き方改革・非対面インターネット時代へ

静岡県 有限会社藤佳塗装 8080402014203 外壁塗装工事の販路開拓にむけた取り組み

静岡県 有限会社モディストヴィータ 1080402010919 ＨＰリニューアルとブライダル情報紙掲載による販路開拓事業

静岡県 倉田農園合同会社 3080403003544 宅配サービスとインターネット通販による販路開拓事業

静岡県 ＥＸＰＡＣＴ株式会社 6080401023066 広報、採用、営業代行支援等　新事業のオンライン展開

静岡県 有限会社ｅｎ 7080402005707 デリバリーサービスに伴うメニュー刷新とＷＥＢリニューアル

静岡県 株式会社ハッピープロジェクト 3080401019067 婚活パーティー・結婚相談サービスの販路拡大

静岡県 有限会社ルーズ 7080402010731 オリジナル商品メイクメリーシリーズの販売力強化

静岡県 株式会社ベース 1080401021710 ホームページ改良及びネット販売による販路拡大

静岡県 ＳＡＫＵＲＡ － 自社ホームページにて非対面で商品を販売およびセラピストを育成

静岡県 ＰＡＴＥＡＮＡ － 非対面型撮影環境の整備と新たな撮影技術の導入

静岡県 着付けスタジオ華 － 安全を考えた事業プランの見直しで、新しい形の着物文化の継承

静岡県 Ｓｕｉｄｏｂｉ株式会社 3080401002659 ホームページのリニューアルによる非対面型の商談の実現

静岡県 株式会社アクティバル 2080401022542 自社初のデリバリー事業の実施に伴うメニュー開発・ＨＰ制作

静岡県 株式会社ＡＸＥＬ 3080401023432 建設業から非対面型建設資材のリース業への展開事業

静岡県 浜松不動産株式会社 8080401004188 ウェブページリニューアルによる非接触型ビジネスへの対応

静岡県 有限会社永田ビル 7080402005707 オンライン手裏剣大会と忍者商品ＥＣサイト構築による販路開拓

静岡県 合同会社ＲＹＵ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ 1080403002997 スマートロックによる非対面案内業務の実現

静岡県 有限会社前田宝石店 4080402014470 通販サイト構築による非対面型営業ツールの構築

静岡県 ボディライフゆたか － リモートで診察・生活習慣改善指導

静岡県 株式会社柳本産業 2080401005506 ホームページへのシステム導入による非対面式受発注の実現

静岡県 株式会社フェイス２１ 5080401004637 抗菌・抗ウィルス・消臭対策の室内コーティングのＰＲ・ＦＣ展開

静岡県 有限会社共和 2080402002469 紹介型から広告宣伝に注力したビジネスモデルへの転換

静岡県 洋食屋みさくぼ － 「事業名：非対面型ビジネスモデルへの転換と未来型テイクアウト」

静岡県 株式会社Ａｃｅ’ｓ 8080401021225 看板設置とＨＰ新規開設による非対面ビジネスモデルの構築

静岡県 株式会社ツジキン 5080401003218 ＥＣサイトの構築で販路拡大と認知度のアップを目指す

静岡県 デュアルサロンラピス － 電動ハサミ「リックシザー」の販路拡大

静岡県 株式会社アルボル 2080401019076 非対面型ビジネスモデル導入による販路拡大事業

静岡県 株式会社ｏｄｉｃｋ 2080401013707 【事業名：非対面型の中古専門工具のレンタル事業】

静岡県 株式会社エッジ 2080401023045 ５Ｇ時代の新しいＷＥＢ動画サービス事業
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静岡県 パーティープラスウェディングサービス － 新規ブランディングによる新規顧客獲得事業

静岡県 株式会社しらなみ 9080401022008 非対面ビジネスモデルの構築による新たな不動産仲介業への取組み

静岡県 鈴木コネクト － コロナに負けない！対面から非対面へモデル転換！

静岡県
株式会社ウェルネスジャパンエンタープラ
イズ

7080401000634 初の自社ブランド商品も掲載する美容商品ＥＣサイトの開設

静岡県 伸東測量設計株式会社 2080101000781 資産管理（不動産等）相談と土地活用を連動させた販路拡大事業

静岡県 株式会社魚健 9080101000206 ＥＣサイト展開による水産市場外競争力の強化と利益率

静岡県 株式会社恵風 8080101007929 メイズクッキング！のオンライン講座で身近にオーガニックライフ。

静岡県 ルイ有限会社 2080102015465 ＲｅＤｅｓｉｇｎ（リデザイン）をコンセプトに洋服に新しい価値を見つける

静岡県 株式会社ｈｉｌｌｓ 6080101018993 やっぱりステーキ・デリバリー＆テイクアウトメニューの強化

静岡県 合同会社コーエイテック 1080103002042 非対面ビジネスへの取り組み強化事業

静岡県 グランマ － ネット販売システムの構築による新規顧客獲得事業

静岡県 林　三樹 － コロナ禍の影響で苦しむ飲食店経営者を一人でも多く救う取り組み

静岡県 株式会社海逅 5080101016726 店舗改装による「Ｂ　ｔｏ　Ｃ顧客」の新規獲得

静岡県 株式会社ＤＩＴＯ － オンラインオーダー体制の構築と県外へのアプローチ方法改善

静岡県 沼津Ｂｏｏｓｔ － 「朝霧ヨーグル豚」専門店の訴求とテイクアウトによる売上確保

静岡県 眞智蕎麦 － お蕎麦のテイクアウトと看板の設置

静岡県 鳩小屋 － 個人店での強みを生かしたピザテイクアウトのご案内

静岡県
Ｏ．Ｆ．ＣＯＲＩＧＩＮＡＬＰＲＯＤＵＣＴＤＥＰＡＲ
ＴＭＥＮＴ

－ 目元周りの専門店としてＨＰとＳＮＳを連動させた販路の拡大

静岡県 ＢＡＲＢＡ － 広告宣伝によるテイクアウト商品の売り上げ向上

静岡県 華味 － 「テイクアウトの拡充と店外飲食スペースの設置による３蜜対策」

静岡県 株式会社タウン企画 1080101000989 テイクアウトとオープンテラスのハワイアン料理店

静岡県 有限会社松田食品 1080102003314 干物の新たな販売方法による売上減少対策

静岡県 居酒屋旋 － テイクアウトメニューの改善及び、チラシによる広告宣伝

静岡県 有限会社福島屋 5080102003087 アフターコロナに対応した「ＥＣサイト開設」による新規販路獲得

静岡県 株式会社あした葉 8080101007862 非対面型のテイクアウトサービス

静岡県 居酒屋喜心 － 家飲みの質が向上する居酒屋メニューテイクアウトと店舗環境改善

静岡県 鶏男 － 地域個人店の強みを活かしたテイクアウトサービスのご案内

静岡県 空とぶ合同会社 5080103001445 マダイの加工商品の開発とマルチチャネル販売網の構築

静岡県 ａｉａｉ － 地元食材をたっぷり使った、生パスタ＆ソース開発と広告

静岡県 炙や勘右エ門 － 「最高及神戸ビーフの美味しさをそのままに全国への通信販売の展開」

静岡県 株式会社ミートユー 3080101021042 お手頃な焼肉丼と高級焼肉弁当のデリバリー＆テイクアウト

静岡県 サロンにのえ － アフターコロナの新飲食事業

静岡県 株式会社パブリックデザイン 4080101007255 オリジナルアクセサリーの製造及び新規販路開拓

静岡県 株式会社エヌ・ティ企画 9080101012440 会員用スマホアプリによるオンライン美容診断システム構築

静岡県 ブルジョン － 自宅でエステ並みの本格スキンケア！「おうち美容プロジェクト」

静岡県 ＢＡＲ　ＨＡＰＰＹ　ＥＮＤ － 間借りではじめる、ジューススタンドの創業
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静岡県 共和技研 － 家庭や職場の空気を綺麗にしてウイルス撃退

静岡県 株式会社三十飛 8080101018125 高級料亭の味をリーズナブルなお弁当をデリバリー

静岡県 有限会社ハーツイーズ 9080102012753 オンライン販売とアートプロダクト開発

静岡県 ＷＥＤＮＥＳＤＡＹ　ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ － 自家焙煎珈琲豆のＥＣ販売

静岡県 有限会社秋山製麺所 6080102009298 Ｂ　ｔｏ　Ｂから、Ｂ　ｔｏ　Ｃに転換し新たな販売経路を開拓する。

静岡県 有限会社アイ企画 4080102009250 地域をつくるのは暮らす人々の魅力！しっかり伝えます

静岡県 株式会社山崎 － １人世帯から世帯同居家庭でも持ち帰りやすい単品メニュー

静岡県
株式会社グローバル・エンゲージメント・
ジャパン

9080101021417 オンライン学会開催による新たな様式変化への対応事業

静岡県 有限会社みはまや 6080102011741 １階店舗への集約と２階フロアのレンタルスペース化

静岡県 有限会社長倉書店 6080102008507 アプリ「伊豆っぽ」の改変による通販事業への転換と設備導入

静岡県 ＥＴ．ＦＡＣＴＯＲＹ － 対面営業からホームページを活用した訪問しない営業の導入事業

静岡県 株式会社楽し屋元気商店 1080101019237 危機回避のための売上分散に向けたデリバリー事業の立ち上げ

静岡県 石田ビューティースタジオ株式会社 － 運動初心者向けのサポート重視のオンライントレーニング

静岡県 池めん　清水町店 － 持ち帰り商品の開発・販売と、安心してご来店頂ける為の環境整備

静岡県 ＴＧアセットマネジメント － オンライン相談とセミナーのオンライン化の実施

静岡県 有限会社山田園 4080102012262 市内定期客へのＷＥＢデリバリーサービスとテイクアウト商品の拡充

静岡県 株式会社柚木総合建設 4080101011901 不動産相続セミナー及び相談のオンライン化対応

静岡県 朝霧高原あおぞらピッツァ － 地域住民消費にシフトしたＰＲ、商品パッケージの改良

静岡県 株式会社しくみ 3080101017379 ＷＥＢセミナーを使った富士幻豚個人向け定期通販事業の販路開拓

静岡県 堀うち － テイクアウト商品の品揃拡充とネット販売によりコロナを乗り切る

静岡県 朝霧ハム株式会社 1080101011235 巣ごもり消費向け道の駅で評判のハム屋の原料精肉ネット販売

静岡県 ＤＥＫＯ　Ｓｔｏｒｅ － 商品販売サービスにおける認知度向上と多店舗展開でのリスク分散

静岡県 Ｓｔｕｄｉｏ　ＪＹＯＴＩ － 自宅で健康を手に入れる！オンラインスタジオを立ち上げ販路拡大

静岡県 有限会社空間工房匠屋 8080102017646 接客のオンライン化自社ウェブ媒体開設による顧客獲得体制の構築

静岡県 合同会社エターナル・サン 4021003007844 赤ちゃん連れ外国人家族向け新規民泊事業の立上げ

静岡県 有限会社佐野商事 9080102014015 防虫・防塵用シャッターの導入による不織布加工の事業展開

静岡県 株式会社八木繊維 9080101009866 医療現場を支える！新たな分野へのチャレンジ事業

静岡県 里山野菜 － 身体を健康に。ＥＣサイトで有機野菜の販路拡大計画！

静岡県 アチーヴ・コーポレーション株式会社 4080101010837 オートシャンプーマシン導入による負担軽減と生産性の向上

静岡県 有限会社ティーワンシステム 7080102014470 内製化による利益率向上及びネット販売環境整備による販路拡大

静岡県 有限会社Ｂｅｎ’ｓ　Ｏｎｅ 6080102015841 若年層・男性客をターゲットにしたテイクアウト専門店の新規立上

静岡県 有限会社花のむらせ 2080102014723 新サービスＰＲのホームページ改修とＥＣサイトの構築

静岡県 エコフィールド株式会社 6080101010868 リノベーションのさらなる普及と現場管理アプリ活用

静岡県 美容矯正サロン～ｒｅ・ｂｉｒｔｈ～ － 予約システムとＥＣを備えた自社ホームページの作成

静岡県 だしみらい － だしみらいラボ・オンラインキッチンスタジオ化事業

静岡県 串もんあん － デリバリーサービスを始めて、当店のファンと売上を増やす
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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

静岡県 株式会社コミュニティー 9080101017415 オンライン英会話授業で使用するオリジナルパネルの作成

静岡県 陽心庵 － ホームページ物販販売システムの構築

静岡県 伊豆海鮮瀧 － 弁当・仕出し対応できるお店扉と看板、メニューブックづくり

静岡県 サンラファエルヴィラ － 観光地白浜を取り戻すツーリズム計画

静岡県
株式会社グローバルセールスパートナー
ズ

7080001017789 非対面で全国の企業に販売できるオンラインセールス講座の開発

静岡県 株式会社ガイア 6080401016838 ＰＯＳレジによる感染対策と販売実績データ化による集客戦略

静岡県 株式会社ナガランド 2080401023557 磐田本部道場の非接触型オンライン及び小規模稽古の実施。

静岡県 株式会社アドビック 2080401016973 ホームページ活用のＷＥＢ会議システムの導入による新規顧客開拓

静岡県 有限会社レキップ・ド・ニコ 1080402021098 ＥＣを活用した内祝オーダーメイドギフトの開発・拡販

静岡県 ＡＴＨＬＥＡＸ（アスリークス） － 非対面型トレーニングを行うオンラインサロンの開設

静岡県 ＩＳＫホールディングス株式会社 2080401021602 非対面型ビジネスモデルへの転換

静岡県 なんや － 「なんや」のテイクアウト作戦！　ＨＰ・ＳＮＳを駆使して顧客獲得

静岡県 白井製茶園 － 外出自粛に影響されないウェブショップの構築（改良）

静岡県 マラマインベストメンツ合同会社 8011703001160 販路見直しによる販売戦略・非対面型接客及び衛生面の向上

静岡県 旅乃家リゾート株式会社 2080101014311 宿泊予約システム連動型ホームページの作成

静岡県 町野健（屋号無し） － 個人から法人へのメイン顧客転換と、新たな営業スタイルの確立

静岡県 ごはん酒菜そのに － 自宅でも当店の味を楽しめるオリジナルソースの開発

静岡県 株式会社スマートステイ 3030001113480 貸別荘・民泊の遠隔サポート及びｗｅｂでの販売強化

静岡県 いでゆ商店 － 健康志向を意識したテイクアウト専用の新商品開発と販売計画

静岡県 ドッグカフェＭｏｆｆ － ワンちゃんと一緒にテイクアウトできるカフェメニュー開発と販売

静岡県 麺や一徳 － 麺や一徳の味をご家庭で！

静岡県 株式会社アロハストリーム 7080101021699 公式ホームページにおける通信販売機能ページの展開

静岡県 株式会社紅牡丹 1080101013966 （冷凍Ｐ．Ｂ餃子のインターネット販売）

静岡県 株式会社伊豆海ダイビングリゾート 1080101014254 「ダイビング機材等通信販売強化及びオンラインダイビングの事業化」

静岡県 有限会社ふかべ 6080102020313 お家に届く伊豆の味『究極の金目鯛の煮つけ』民宿ふかべ秘伝の味

静岡県 健康スポーツ整体院 － 「オンライン運動療法支援教室の開設」

静岡県 ｐｕｎａ　ｎａｔｕｒａｌ　ｍａｄｅ － 化粧品製造販売業を取得し、効果・効能がうたえる石鹸を作る

静岡県 麺匠うえ田 － 『オンラインショップを利用した非対面での販路開拓と店舗改装』

静岡県 有限会社水野商店 2080102018658 ＨＰを作成しそれによる販路の拡大とＷｅｂ販売の拡充

静岡県 有限会社三木製菓 8080102018644 熱海に行けなくても買える「ネコの舌」ネット通販大作戦

静岡県 ＴｒｕｅＢａｌａｎｃｅあまね療整院 － テレビ電話を活用したオンラインでのパワープレートレッスン

静岡県 Ｍｅｒｉｅｎｄａ － ホームページ作成による新規顧客の開拓、集客

静岡県 混流温泉株式会社 4080101019382 非対面型の対応導入による、ホステル事業のコロナ対策を含む改善

静岡県 中華点心天天 － 贈答用手作り冷凍飲茶の販売開始と全国配送事業

静岡県 象夏堂 － ワークショップのオンライン商品化と、ネットを通じた新規顧客獲得

静岡県 スカイペンションどうだん － どうだんテラス設置によるマイクロツーリズム客の取込
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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

静岡県 愛美舎ジュエン － 講師と受講生をオンラインでつなぐ設備投資とシステム導入

静岡県 ＫＥＮＫＥＮ　ＤＡＮＣＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ － ウィズコロナ新時代に向けての新ビジネスモデルの構築

静岡県 望月工務店ＫｏＲｕＮｏ － ホームページと双方向オンラインシステムによる新規顧客の獲得

静岡県 ＨａｎｄＷｏｒｋｓＦａｃｔｏｒｙ － 「供給対策として地元産の針葉樹を使用し、非対面型商品の開発」

静岡県 株式会社アトリエロジウラ 7080001022946 住宅離れ小空間ピンコロをＨＰ販売できるよう改良する

静岡県 有限会社マルイ水産 8080002017085 ウェブ販売による自社商品オレンジ風味しめさばお歳暮販売強化

静岡県 コスモ企画 － 非対面・非接触型の営業スタイルで持続可能な内装業者への転換

静岡県
株式会社プレテリアテキスタルフォルム
田中

7080001015173 はじめての方から体感されたあとのお客様向けに。オンラインサポート

静岡県 セブン・イレブン焼津石津西店 － もっと便利に！自宅に居てもいい気分！

静岡県 オフィスサエコ － ＥＣサイトで差別化を可能な自社ブランドボトルの開発

静岡県 有限会社ひょうたん 8080402017643 ＷＥＢを活用し居酒屋の味を家にいて楽しめる為の販路開拓

静岡県 株式会社興和 4080401014307 オンラインで対応できるｗｅｂページの制作

静岡県 有限会社小沼　製餡所 5080402017349 ＩＴ導入非対面システム改善とネット通販拡張事業

静岡県 魚金 － 板前が作ったしめ鯖・銀鱈の煮つけのインターネット販売

静岡県 有限会社アイ・シー・ピー 7080402018147 移動販売車を使った「おうち食堂・居酒屋」で非対面販売を実践

静岡県 掛川開発株式会社 2080401014275 ＷＥＢを活用した非対面ビジネスモデルへの改革

静岡県 ＣＨＥＬＥＢＩ　ＫＥＢＡＢ　ＨＯＵＳＥ － ３密を避ける新生活スタイル。おうちでトルコを楽しもう！

静岡県 Ｂｅｖｅｒｌｙ － 自社オリジナルバイクシート＆フェンダー量産のための設備投資

静岡県 有限会社桝忠 9080402017733 和裁士が仕立てる、快適な刺繍入りマスクの通販サイト開設

静岡県 有限会社秀美 9080002017621 リアルとオンライン／ＶＲを融合した「新しい学び」への転換

静岡県 合同会社トリプルハーツ 5080003002329 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う対策

静岡県 株式会社すぎ多本舗 1080001019650 安全安心な店づくり対策＆攻める営業スタイルへの転換

静岡県 有限会社ハンプコーポレーション 9080002018652 自社ＥＣサイト構築によりサプライチェーンを保ち経営を持続

静岡県 株式会社クリスタル・ピュア・ＩＶＹ 4080001017156 ＨＰ・ＹｏｕＴｕｂ動画を活用した新しい生活様式に沿う進化

静岡県 株式会社エコマネージ 8080001017111 インターネットサーバーのレンタル事業及びパソコンの買取事業

静岡県 株式会社食の学び舎くるみ 6080001023235 非対面型ビジネスモデルへの転換

静岡県 Ｎ－ＰＲＯＪＥＣＴ － ＷＥＢを活用した自社ブランドのトラック部品販売による販路開拓

静岡県 株式会社Ｈｉ・Ｓｔｙｌｅ 4080001021819 自宅で家造りが学べるオンライン相談会の実施

静岡県 株式会社萬惣 1080001017613 こな雪とんとんを使用した惣菜ネット＆宅配販売

静岡県 有限会社三浦豆腐店 8080002018052 「飲む豆腐」による一般消費者への直接販売事業の立上げ

静岡県 地酒を引き立てる旬の料理屋榮 － 地方居酒屋の商品販売～地産地消の居酒屋惣菜～

静岡県 宝鮨 － 子育て家族層に向けたオンライン食事会の提案と店内飲食業の両立

静岡県 有限会社宮本 2080402022434 ご自宅での慶弔料理の提案、会席弁当配達サービスの開発と販売

静岡県 株式会社ＳＭＩＬ 8080401023386 ダイオードＬＥＤ痩身器具による、非接触サービスへの転換

静岡県 Ｈｏｎｅｙ！ハニー！！ － 仕出し料理、弁当販売事業と非対面型テイクアウト事業の新規展開

静岡県 カフェ・ワインアンドダイニング　カスティノ － 当店料理を風味そのままお届けする真空包装宅配サービスの展開
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静岡県 まめやかふぇ － 安全安心で環境に配慮した快適なテイクアウト事業の展開

静岡県 イコマルヘアー － 親子、夫婦、友人、セルフで使える個室美容室！

静岡県 株式会社ウインズ 9080401020259 フレイル脱却！オンライントレーニングによる新市場開拓戦略

静岡県 海鮮福笑 － 医療従事者・葬儀社を中心とした寿司弁当「デリバリー」への参入

静岡県 有限会社秀月人形店 3080402021575 人形の秀月ホームページリニューアル＆ネットショップ開設

静岡県 株式会社クラウンメロン 5080401017168 直営ＥＣサイトの開発による多様な販路開拓の実現

静岡県 沖林渚 － リアル対面からオンラインコンサルへのビジネス転換

静岡県 コティバイルオム － 非対面型ビジネスモデルへの転換

静岡県 株式会社マイクロサポート 3080001010368 国内部品によるアーム型観察分析システムの開発とデモ無し販売

静岡県 株式会社ＤＯＰＥ 4080001022858 美容健康機器ＥＣ立ち上げと在宅トレーニング動画配信

静岡県 株式会社オーバーリンク 2080001022851 輸入品をネット販売する非対面型ビジネスモデルへ転換する取組

静岡県 家庭教師のサトウ － 罹患の不安が解消できるオンライン指導を実施し、勉強支援を行う

静岡県 マーノ － ＶＲ映像の新規顧客獲得を丙るホームページ開設

静岡県 株式会社心粋 2080001019031 イヌリン入り雑穀ドリンクの開発とｗｅｂマーケティングの強化
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