
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

徳島県 株式会社杏美工業 7480001010084 サプライチェーンの毀損への対応

徳島県 漆工房　藤田 － 記念シニアチュールの開発と漆装身開発

徳島県 ビギナー － 「新しい生活様式」でソーシャルディスタンスを意識した店舗改装

徳島県 住宅設備アシスト株式会社 1480001003779 太陽光発電初期費用無料設置における非対面ビジネスの構築

徳島県 リヴ・フリーリー株式会社 1480001010965 安心・安全、効率的な訪問看護の顧客満足度向上計画

徳島県 ＴＨＵＲＳＤＡＹＳ － オンラインショップ強化、認知度ＵＰ事業

徳島県 株式会社ケイエスケイ 8480001009860 既存の肉料理ノウハウを生かした肉弁当のデリバリー事業

徳島県 カエルーム － 非対面形式での賃貸仲介サービスの提供

徳島県 内村食品工業株式会社 1480010000264 自社ブランド「れんこんペースト」の確立と販路拡大

徳島県 藪田ひとみ － 講座のオンライン化　オンラインに強い講師・司会者としてＰＲ

徳島県 炭火バル　ｇｅｎｓｅｋｉ － コロナに負けるな！風通しの良い炭火焼バル！

徳島県 ＡＡＡ（トリプルエー） － 非対面型ショールームの設置による販路開拓事業

徳島県 有限会社野林設備企画 6480002003559 ミニショベル購入による工事請負の安定化と新規事業への取組開始

徳島県 株式会社池添蒲鉾店 3480001000196 対面型販売リスクを回避する店舗改装

徳島県 株式会社丸二運送店 2480001002318 倉庫保管体制強化による受注増加・新規顧客獲得事業

徳島県 関口建設株式会社 9480001004266 勉強会の動画配信とリモート相談会による新規顧客開拓

徳島県 きものふりく － インターネット事業の刷新とリモート販売への挑戦！

徳島県 日本酒Ｂａｒ　ＶＩＣＯＲＥ － 「おうちで、みんなで、乾杯しよう！」作戦。

徳島県 株式会社ＡＲＡＴＡ 3480001007869 「地域資源の食材を活用した新商品開発とＥＣサイトの販路開拓」

徳島県 ハナブサ厨房株式会社 8480001003236 【ネットショップ構築による売上及び販路拡大と会社認知度強化！】

徳島県 有限会社おいなはれ 8480002008647 【ネット販売で全国のお客様においなれ自慢の天むすと手羽先を！】

徳島県 サーロジック株式会社 9480001005594 オンラインで集客・打合せ

徳島県 株式会社ＬＴＥ 2480001009775 ネットを介した遠隔個別授業の提供及びＰＲと講師不足解消

徳島県 有限会社茶茶家 1480002000338 冷凍米粉チュロスの通販・テイクアウトじぎゅ

徳島県 季節料理一冨久 － 一冨久の旬菜を食卓にお届けします！！

徳島県 グラフィックデザインＷＯＲＫＳ － つなげるコミュニティー～ネットショップの展開・販路拡大へ～

徳島県 うえた社会保険労務士事務所 － ホームページを媒体とした外国人労働者の活用支援事業

徳島県 パレット － コロナに負けない安全で清潔な店作りと広報・予約システムの構築

徳島県 Ｗｒａｐ － アフターコロナに対応できるテイクアウト店への変更

徳島県 株式会社浜田塗装 7480001001901 自社の強みを活かした新たなビジネスモデルへの転換事業

徳島県 有限会社エミール・ソフト開発 6480002000639 非対面型の独自オンライン受講システムの構築

徳島県 アド徳島 － リモート受注・納品事業

徳島県 株式会社柚りっ子 6480001004145 徳島産柚を活用した新商品開発とネット・展示会での新規顧客獲得

徳島県 ＳＯＵＮＤ　ＳＰＡＣＥ　ＦＵＮ － 自社サイトの構築と店内改装

徳島県 合同会社太陽 480003001377 弁当の開発、デリバリー受注システムの構築

徳島県 徳島県不動産販売株式会社 8480001008499 ネット環境の構築と特殊撮影を生かした、販路開拓等の取り組み
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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

徳島県 エステｆｌｏｏｒリヴ － 新たな非接触型サービスの提供による既存客呼戻しと新規顧客獲得

徳島県 有限会社浜仲商店 1480002003794 テイクアウト効率化に伴う冷蔵庫・真空包装機・ストッカー導入

徳島県 株式会社キタウチ 1480001000495 日本文化及び伝統技術を守るプロジェクト

徳島県 ＣＡＰＳＵＬＥＳＴＯＲＥ － 「新しい生活様式」に対応したデリバリー中心の営業への転換

徳島県 日野建築設計 － ウェブサイト構築とオンラインセミナーによる情報発信

徳島県 お好み焼き焼きそば友禅 － お好み焼き焼きそば友禅各種アラカルトテイクアウトできます！

徳島県 ビストロアメリ － テイクアウトの新商品開発と衛生面、安全面の向上

徳島県 から家富田橋店 － デリバリー受注システムの構築

徳島県 呑み喰い処季林 － デリバリー、テイクアウト受注システムの構築

徳島県
テーブルコーディネートスタジオＯＮ　ＴＨ
Ｅ　ＴＡＢＬＥ

－ オンライン講座の環境整備・物販サイトの拡充

徳島県 有限会社レディスファッションヤスダ 9480002005544 店舗換気の向上とプロジェクターによる顧客・従業員満足度向上

徳島県 Ｙ’ｓ　ｒｏｏｔｓ － 環境に左右されない顧客サポートの定着の為の事業

徳島県 逢坂　周作 － 非対面型音楽制作＿在宅録音業務（非対面型ビジネスモデル）

徳島県 株式会社猿楽社 9480001009447 ウェブサイトを構築し、阿波踊りの魅力を世界へ発信！

徳島県 有限会社安福 7480002005240 テイクアウト強化と三密回避で安心してお食事を

徳島県 阿和牛串焼きひなた － コロナ対策をして安全に飲食していただくための取組

徳島県 株式会社Ｊ＆Ｋエンタープライズ 1480001009248 新しい宣伝方法による顧客の獲得とネット事業の開始

徳島県 リアット － インターネットオーダーで顧客売上向上、新規顧客獲得

徳島県 ＴＳＹコーポレーション － 非対面式販売への展開を行うための自社サイト制作

徳島県 おおみち整骨院 － ウェブ面談によるトレーニング指導とトレーニング併設整骨院開設

徳島県 リバーサルジム大安 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

徳島県 有限会社志まや味噌 6480002002379 県内外のお客様にお味噌を継続的に購入してもらえるＥＣサイト制作

徳島県 安永泰博 － 楽天市場での徳島拉麺スープ・豚バラ煮・生麺のセット販売

徳島県 Ｎｉｃｏ　Ｋｉｄｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ － ＡＲ技術搭載し、英語学習とエクササイズを融合させたアプリ開発

徳島県 Ｐｌａｎｅｔａｒｙ　Ｍｕｆｆｉｎ　ｏｒｇａｎｉｃ＆ｎａｔｕｒａｌ － 実店舗がないマフィン屋、対面販売から通信販売へ舵を切る

徳島県 ワタナベ住宅 － 非対面型ビジネスモデル導入による自社ブランド力の強化

徳島県 有限会社ウト・ウーク 3480002012736 ウト・ウーク流！地域資源商品の通販／持ち帰り推進大作戦

徳島県 ＬＩＦＥ　ｉｓ － 妊活オンラインサポート事業

徳島県 西野建設株式会社 2480001006789 オンライン家づくりスタジオの整備計画

徳島県 たいようホーム株式会社 5480001010623 ・非対面型システム構築による新たな営業手法への転換事業

香川県 有限会社坂東建設 6470002005440 ホームページで新規顧客獲得と非対面型営業システム

香川県 ＶＵＣＨ　ＭＵＳＩＣ　ＬＡＢ． － 遠隔レコーディング事業

香川県 株式会社タキ 5470001012661 「ＬＥＤビジョンを活用し売上ＵＰ」をＰＲして新規顧客開拓

香川県 株式会社アスリートステーション 4470001012539 『ｗｅｂ物販とｗｅｂパーソナルトレーニング部門の新設』

香川県 ストロベリールーム － ガス器具専門ＷＥＢディスカウント通販「徳寛堂」開設

香川県 アトリエドゥＭＩＫＡ － 【主力サービスの見直し及びオンライン化による売上拡大！】
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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

香川県 株式会社セイナム 8470001011594 かっしゃ焼（勝者焼）のインターネット通販卸・小売り事業

香川県 有限会社舞楽 6470002009160 オンライン参加型ウエディングプログラム

香川県 有限会社ラヴニール 7470002007840 ホームページによる非対面型接客化とｗｅｂサイトによる顧客獲得

香川県 有限会社濱田電気 9470002005520 地域住民安心の「ライフメンテナンスサポート」システムの構築

香川県 株式会社Ｂｏ　Ｐｒｏｊｅｃｔ． 7470001005580 訪問型からＷＥＢコンサルティング型へ変更及びＷＥＢ販売の実施

香川県 いずみリアルティー － 非対面型営業への転換と持続経営のためのバリアフリー化事業

香川県 株式会社ハーモニーフーズ 6470001014104 「ネットからの新たな個人顧客の獲得可能なシステムの構築を図る。」

香川県 株式会社プロフィット 4470001006458 対面を控える会社に対してインターネットでの販売、提供

香川県 株式会社オカピデザイン 8470001015001 動画配信並びに通信販売と自社商品製作でのコストダウンへの対応

香川県 株式会社四国ビジネスアシスト 6470001001960 非対面型のビジネスモデルへの転換で、ＨＰ作成による新規開拓

香川県 ＥｉＭＩ’Ｓ　ＨＡＩＲ － 非対面カウンセリング導入と医療用ウィッグの販路開拓

香川県 ケイサポ － 対面営業からチラシホームページを使用した営業への移行事業

香川県 プランニングｕｓａ － 瀬戸奏帆小売り・卸ＷＥＢ通販＆非対面型コンサル構築

香川県 リープランニング － 独自ソリッドのオンライン・インテリアスクールで販路開拓

香川県 株式会社意匠計画Ｈｏｒｉｇａｍｉ 5470001014534 安心・安全・高品質な住宅の非対面型販売

香川県
カーショップワールドイズマインド株式会
社

6470001006712 アメリカ車、自動車販売、アメリカ雑貨・衣類のインターネット販売

香川県 株式会社あなぶきスペースシェア 2013301031710 宿泊施設における無人物販システムの導入

香川県 株式会社ライブイノベーション 9470001014555 無人チェックイン・無人物販システムの導入

香川県 株式会社小原総合フードサービス 8470001013731 飲食店協働の看板×デジタルサイン×オンライン予約システム

香川県 にしき不動産株式会社 2470001006253 非対面営業システムを構築したホームページの開設

香川県 株式会社シンキ製作所 5470001001152 内需拡大への対応に向け新しい生活様式を取り入れた作業環境導入

香川県 株式会社いちから 9470001016394 非対面型ビジネスモデルへの転換

香川県 株式会社人とくらしラボ 2470001015849 高齢者施設に向けたオンラインセミナー・コンサル提供のＰＲ活動

香川県 かまんよ書店 － 店舗・イベント販売から非対面型への転換

香川県 ＨＥＥＬ株式会社 9470001014927 通常営業再開のための感染予防

香川県 中村絵画研究所 － リモート指導を取り入れた絵画指導およびイベントの開催

香川県 有限会社関元工務店 2470002003951 くらしのムービー、造作家具で集客及びホームページリニューアル

香川県 ＭＴＫ　ｓｅｒｖｉｃｅ － 家事代行サービス＆集客イベントに「安心安全」を提供

香川県 Ｔｉｋｋａ　Ｎａａｎ＆Ｃｕｒｒｙ＆Ｋｅｂａｂ － Ｂ．非対面型ビジネスモデルへの転換

香川県 株式会社アースインパクト 3470001016400 インターネットを活用した非対面での投資用ソフトの紹介と販売営業

香川県 リバーブ・ノーツ － オンラインレッスン、オンラインゴスペルクワイア展開事業

香川県 モデルノカーラ有限会社 9470002006948 「徹底衛生とリモート教室でコロナに勝つ！＋美容鍼灸導入計画」

香川県 株式会社カトウ製作所 3470001001088 美容液・アロマオイル製造ライン新規導入事業

香川県 有限会社高松相互住宅 5470002004113 子育て世代向け分譲住宅オンライン見学会・相談会事業

香川県 株式会社ｉ－Ｌｉｎｋ 3470003001318 無人チェックイン・無人物販システムの導入

香川県 ｔａｃｏｓ　ＥＬＤＯＲＡＤＯ － ・通信販売用商品の取組みと迅速化・テイクアウト・移動販売配達。
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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

香川県 バルーン工房バルーンボックス － オンラインサービス事業による販路拡大・新規顧客獲得

香川県 三彩商事株式会社 2470001017853 無人物販システムの導入

香川県 有限会社ディンカム 6470002009284 従業員のスキルを活かしたオンラインワインスクール展開

香川県 株式会社ＤＫサポート 9470001016444 簡易クリーンブースのデモ機開発による販売の促進事業

香川県 スペイン料理ＢＵＬＬ　ＬＡＴＴＥ － スペインワイン・シェリーのオンライン酒販事業／くろいぬ酒店

香川県 ぶどうの木 －
香川県の郷土料理「あん餅雑煮」の全国発信と新商品「讃岐ＫＡＭＡＭＥＳＩ」
の開発。

香川県 アドプラネットハーツ － 非対面型にて、顧客獲得の為のＨＰ新設、ＷＥＢ広告にて販路拡大

香川県 なぁ～ちぇ － 自社の広報事業および企業向け企画提案事業

香川県 合同会社ＶＩＧＯＲＯＵＳ 6470003001629 オリジナルアプリ開発

香川県 株式会社ＦＩＳＴＢＵＭＰ 4470001015847 「地域企業をサポートするブログプラットフォームの構築」

香川県 あなごの直吾美 － テイクアウト専用（新弁当）の開発にて、新しい購買モデルの訴求

香川県 株式会社彩創アセット 3470001017737 ＩＴツールの活用による社内業務効率化事業

香川県 株式会社地酒処天羽 4470001014931
『店舗における感染防止及び消毒対策の徹底・ネットショップ開設及びオンラ
イン接客に

香川県 株式会社すずや 8470001002239 ＥＣへの新規参入事業と伴う売場改装

香川県 株式会社ノバス 4470001015087 フィットネスジムの遠隔サ－ビスの強化

香川県 ＲｉｅＧｌａｓｓＧａｒｄｅｎ － 感染防止を意識した店舗造り、製造・販売共に自社完結型に取組む

香川県 結婚相談所ＭｅｌｌｙＣｌｕｂ － オンラインお見合いを結婚相談所に提供！新サービスの販路開拓

香川県 株式会社エスレーヴ 7470001016982 讃岐暮らしのオンラインショップを開設し都会からの移住者獲得

香川県 有限会社奈良企画 7470002005159 「ネットショップ・テイクアウトを通じて新規顧客獲得」

香川県 しなやかボディさん － アフターコロナ！！新しい生活スタイル提案による販路開拓

香川県 ペダル株式会社 2470001014056 思い出の自転車部品インテリアの非対面販売の展開

香川県 株式会社クラフト 7470001015836 業務のリモート化取り入れによる顧客開拓、既存事業のテコ入れ

香川県 株式会社はまもと不動産 8470001009449 ネットを通じた新規顧客獲得、テレワークの推進

香川県 中華飯店哈爾濱 － 新商品の開発とデリバリー

香川県 王龍ラーメン － 食洗機導入による調理時間の短縮で回転率ＵＰによる売上増強

香川県 ふじむらＴＳＫ株式会社 3470001016301 【小口宅配弁当とお弁当陳列販売の強化】

香川県 有限会社ＥＭクリーニング・明治屋 6470002012404 新たなサービス開始に伴う販路開拓事業＆接触削減対策

香川県 椛 － 真空包装機等の導入によるテイクアウト商品の充実化事業

香川県 有限会社サンプレイス 9470002011683 Ｔｅｌｅｗｏｒｋ導入

香川県 株式会社輝煌建設 2470001016566 余剰材料廃棄予定分のＷＥＢ販売による販路拡大

香川県 株式会社おがた食研 5470001013222 「地元魚を用いた新商品の開発と効果的販路開拓事業」

香川県 有限会社平井石産 7470002015273 製造業から「生き方プロヂュース事業」への転換

香川県 大陽工機株式会社 9470001009068 ホームページのリニューアルによる生産性向上と新規顧客の開拓

香川県 ｗａｂｉ－ｓａｂｉＩＴＡＬＩＡＮ － 「企業向けケイタリングサービスと新メニューによる販路拡大」

香川県 M&T コンサルティング － 『２種類のＨＰ作成により、自社ＰＲと自社商品のネット販売』

香川県 豊田孝子税理士事務所 － オンライン税務顧問サービスによる新規販路開拓
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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

香川県 美容室ローカルモーション － コロナ感染リスクを軽減安全なシャンプー施術による客単価アップ

香川県 株式会社日本総業 5470001010038 パーソナルニーズに合わせた商品提案！ＨＰを活用した販路開拓

香川県 福庄水産株式会社 8470001010877 非対面型小売販売強化による販路開拓事業

香川県 株式会社ＧＯＯＤＴＩＭＥ　ＣＲＥＡＴＥ 7470001010903 ウィズコロナに対応した業態転換事業

香川県 カーオフィスタカシロ － 中古車展示スペースの拡張による新規販路開拓

香川県 観音寺観光開発株式会社 9470001009869 ホームページ開設・ネット販売の導入による販路拡大事業

香川県 ＹＵＭＩＥ　ＶＯＩＣＥ　ＴＲＡＩＮＩＮＧ　ＧＹＭ － サービスのオンライン化に伴うシステム整備事業

香川県 くま鍼灸接骨院 － 治療院が併設しているから体をケア出来る！スポーツジムの開設

香川県 有限会社トラスト 1470002017564 人との接触を削減する新サービスの提供による販路開拓

香川県 株式会社行天食品 5470001009872 地域ブランド食品を活用したインターネット販売と小売部門の強化

香川県 株式会社メロンハウス 2470001010115 三密回避、安心して楽しめる「ひとりカラオケ」による販路拡大

香川県 合同会社Ｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 3470003001383 発毛育毛促進のカウンセリングを行うユニットハウスの設置事業

香川県 株式会社トウェティワン 4470001007927 ＰＯＳシステム導入によるお客様管理及び予約販売のデジタル化

香川県 株式会社蒼のダイヤ 2470001015436 キャンペーンの実施とＳＮＳ広告によるネット通販の推進

香川県 株式会社Ｉｎｎｏｆｏｏｌ 1470001017276 コロナウイスル感染症対策によるデリバリー転換事業

香川県 有限会社アセンブル 8470002012773 浄化槽保守点検の新規事業による総合住宅サービスの提供

香川県 橋本石油株式会社 4470001008090 持続的な燃料供給とトータルカーサービス実現への顧客獲得事業

香川県 有限会社光風社広告 9470002012888 アフターコロナの為の大型看板内製化事業と継続力強化事業

香川県 ワミレスエステルーム － アフターコロナ後のエステ環境整備による新規顧客獲得事業

香川県 船井社会福祉士事務所 － 増える福祉ニーズに非対面型の「社会福祉士業務」をＨＰでＰＲ

香川県 菅社会保険労務士事務所 － 非対面型サービスの提供による安心安全確実な経営を実現する

香川県 りるねいる － オンラインセルフネイル提供の環境づくり・販路開拓事業

愛媛県 株式会社カタリナハウス 1500001021191 オンライン相談会及びインテリアアート通販

愛媛県 フォレストガーデン株式会社 6500001006766 法要・葬儀のオンライン化と納骨事業の強化によるストック経営

愛媛県 株式会社ｇｒｏｏｖｅ 1500001018717 テイクアウト・デリバリー事業開始による新規顧客獲得

愛媛県 株式会社いたや 7500001016541 テイクアクト、デリバリー

愛媛県 ＢＬＵＥ　ＫＯＮＯ － ドラムのオンラインレッスンを開始。業界屈指のサービスを添えて

愛媛県 株式会社ＣＰＩ 7500001019437 オンラインセミナー申し込みに繋げるホームページ制作

愛媛県 株式会社満足 6500001020379 外構工事、敷地造成工事等への対応による販路の拡大

愛媛県 富士教材有限会社 5500002005768 愛媛初！まちなかの屋外ドローン飛行場新設

愛媛県 ｓｋｉｐ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ合同会社 9500003001853 オンライン導入での営業展開と新事業販促強化

愛媛県 味彩そば菊音 － テイクアウト及び非対面型セルフオーダー＆セルフレジ導入

愛媛県 株式会社ホンマルブロードキャスティング 4500001019794
コーチング動画サイト「ザ・ティーチャーズ」による非対面型新規顧客開拓事
業

愛媛県 さわやか整骨院 － 非対面販売システムの構築、及び、試供品提供による販路開拓

愛媛県 四季旬魚　まるふく － テイクアウト・ネット通販開始のための設備費並びに宣伝広告費

愛媛県 株式会社ｅ－ｍｏｔｉｏｎ 5500001016279 ＜テイクアウト事業と個室居酒屋への転換
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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

愛媛県 さくらサクセス － Ｅラーニングシステム導入による販路開拓事業

愛媛県 株式会社ライフトピア 6500002004950 葬儀マッチングサイト「寺マッチ」による非対面型新規顧客開拓事業

愛媛県 特定非営利活動法人ワークライフ・コラボ 6500050003727 「法人向けオンラインサブスク」と「次世代育成の輪づくり」

愛媛県 株式会社オフィス・ラボ 1500001003124 ニッチ市場に向けたキーワードネット検索広告による需要喚起

愛媛県 株式会社リスペクト 5500001021758 ＥＣによる洋酒の量り売り～おうちでバーミヤオ～

愛媛県 マエダ商事株式会社 1500001006960 ショッピングモール出店でのオンライン販売強化事業

愛媛県 株式会社ソシール 5500001009191 写真スタジオの魅力発信とネット受注システム構築による販路開拓

愛媛県 株式会社Ｄ．Ｉ．Ｇ 6500001016996 オンライン実店舗での商談体制構築で新規顧客の獲得事業。

愛媛県 株式会社クボタ建機リース 4500001001463 ホームページを活用した新規顧客獲得のための広報力強化

愛媛県 スリーイーデザイン株式会社 7500001019461 ウェブを活用した営業及び非対面型ビジネスモデルへの転換

愛媛県 株式会社ＦＰ不動産パートナーズ 7500001022523 コロナショック住宅ローン破綻・民間賃貸借トラブル相談室

愛媛県 Ｍａｒｉｏ＆Ｒａｆｆａｅｌｌａ． － 「新たな食の提案・商品の品質を向上・新規顧客獲得事業」

愛媛県 ブリリアントアース株式会社 1500001014162 取引先（卸先）の影響を受けるビジネスモデルからの脱却

愛媛県 Ａｒｏｏｎ　Ｔｏｕｃｈ － オンラインレッスン対応型ｗｅｂサイト構築・チラシ作成

愛媛県 株式会社クリエネ 6500001018398 ３密回避！オンラインで蓄電池の販売活動

愛媛県 有限会社オートガレージエム・エフ 7500002001628 外注依存度の高い溶接作業の内製化事業

愛媛県 八木商店 － 自然栽培の乾燥野菜とドライフルーツの海外国内向け通信事業構築

愛媛県 株式会社さかい総合保険事務所 5500001020982 ホームページ作成によるＷｅｂ等非対面特別措置対応の情報掲載

愛媛県 ＡＣＥ　ＨＡＩＲ　ＧＡＲＤＥＮ － 社会的距離を考慮したセット面の改修と高齢者に優しい設備導入

愛媛県 万里ａｎ － 愛媛の笑顔を取り戻すお花と地元特産品コラボ商品をネット販売

愛媛県 ＧＡＲＡＫＴＡ　ｃａｆｅ＆ｂａｒ － ・テイクアウト事業による新規顧客の開拓

愛媛県 株式会社アイティ 1500001022297 店内改装とリモート美容相談で取り組む非対面型ビジネス！

愛媛県 山内小顔整体 － 新美容プログラム構築事業

愛媛県 ブルーモスクＴＯＫＹＯ － ＨＰ設置での商品販売とドライブスルー利用及び空調完備

愛媛県 門田害虫研究所 － ホームページの再調整＋ＳＮＳ・Ｚｏｏｍを活用し受注率アップ

愛媛県 サロン・ド・樂 － 「国内・海外向け子供製品ウエブ販売」

愛媛県 プラス・エスパシア － ＨＰで対面回数を減らした「心も身体も健やかに」新事業展開

愛媛県 ＤｅｇｉＮｏｖａ － ＺＯＯＭ等ソフト導入による取引先と通信及び連絡の効率化

愛媛県 南や北や － ホームページリニューアル、ＥＣサイトの連携

愛媛県 合同会社ＯＷＬ 2500003001793 『無観客ライブの有料配信とリモートレッス

愛媛県 株式会社十割力 5500001018201 宅配事業拡大のための店舗改装

愛媛県
民間学童保育　Ｋｉｄｓ　Ｈｏｍｅ　ＨＩＭＡＷ
ＡＲＩ

－ 学童保育のオンライン化と３密を避けた野外活動サービスの充実

愛媛県 株式会社アールホーム 2500001017016 「家に居ながら物件を案内してもらえる　噂の不動産屋さん」

愛媛県 サロンドゥマープル － 自然食材を活かした焼き菓子のネットによる販路開拓

愛媛県 ＰＥＴＴＩＣＡ － ｗｅｂ　ミーティングを使用したセッションとブランディング事業

愛媛県 ｈａｎａ‐ａｒｏｍａ － 地域密着型の情報発信強化とネット販売でサロンの売上拡大事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛媛県 株式会社ミライ・ラボ 6500001021575 オンライン通塾集客用ｗｅｂサイト構築・ＰＲ活動実施

愛媛県 有限会社創栄果実 1500002003874 自社ｗｅｂ販売システムの構築をしたホームページの開設

愛媛県 アッシュ・インテリアワークス － お家時間を楽しむオンラインによるインテリアプロデュース事業

愛媛県 タンタン麺専門店「一天張」 － 一平くんとコラボしたＥＣサイト構築による地域産品の販路開拓

愛媛県 ＲＯＯＫＩＥ　ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ － ・個室タイプのクリーンな店舗改装により、安心安全の施術提供

愛媛県 株式会社貴蔵 2500001019648 デリバリー開始による非対面型ビジネスへの転換と販路開拓

愛媛県 武智サービス － 検査機器を、非対面、テレワーク対応型に更新する

愛媛県 ニコラ － ３Ｄプリンタによるインテリア用品の開発と非対面型販売への転換

愛媛県 有限会社宮岡製箱所 4500002006668 企業・商品ブランディングによる新製品開発、販路拡大への取組み

愛媛県 Ｌａｐｕａ（ラプア） － ホームページの充実化とＥＣオンラインショップの作成

愛媛県 株式会社りんね 7500001010973 イーコマース専用サイト構築による販路拡大事業

愛媛県 株式会社ＳＡＴＩＳＦＹ 500001022487 ＬＩＮＥを使ったオンラインサービスの開始

愛媛県 カラリエ株式会社 2500001008659 ホームページの再調整＆ＬＩＮＥでの非対面型見積もり強化

愛媛県 レガート － 専門家の指導による販路開拓と非対面対策ツール（映像）の作成

愛媛県 ワンラグ － オンラインでの音楽教育コンテンツのリリース

愛媛県 株式会社もんたや 7500001019998 テイクアウト事業による新規顧客の開拓

愛媛県 ありのままビューティーメソッド － 自分史上最高の美を叶える「ありのままビューティーメソッド」

愛媛県 駅前居酒屋なでしこ － アフターコロナを乗り越える非対面での地域と商店街の協力店舗

愛媛県 ｈａｎａ（ハナ） － テイクアウトの本格化に向けた厨房機器の購入

愛媛県 有限会社海夢音 1500002002100 ロックダウンに対応する為の設備投資事業

愛媛県 株式会社カンセイ 6500001001206 ＷＥＢ強化による個人顧客への新サービスの創造と売上獲得

愛媛県 ｃｈｏｃｏｌａｔｅ － サブスクシステムを使ったＥＣサイトでの販路拡大

愛媛県 株式会社笹源 4500001006198 効率的な商談を可能にする加工食品専用ホームページの開設

愛媛県 旬彩和食まごころ － 出前等の開始　仕切りの改装工事　ＴＶＣＭ、ウェブサイト掲載の開始

愛媛県 有限会社力舎 5500002007459 スマホ社会に対応したＨＰ制作と広告・看板の新設で集客を促進

愛媛県 株式会社ｓｍａｉｒｏ 7500001021500 自社アプリの開発、ＥＣサイトの立ち上げ

愛媛県 株式会社ミシェル 6500001017086 オンラインに特化した新サイトや新商品制作・販売による販路拡大

愛媛県 ＳＡＲＡ～彩楽～ － オンラインカリキュラム作成と情報発信強化による新規顧客獲得

愛媛県 壱枚焼肉　まさ － 快適、安心を提供する空気環境整備による増客増益

愛媛県 株式会社ＨＲ 4500001022451 ＷＥＢを活用した販売中物件のオンライン内覧、オンライン相談

愛媛県 アクイラ　ガレット　エ　クレープ － 「おうちでフレンチ」

愛媛県 有限会社リズミックガーデン 1500002010573 テレオーダーを軸としたフラワーショップの非対面販売

愛媛県 東雲かまぼこ － 東雲かまぼこ・リブランディング計画

愛媛県 麺屋勝十銭 － 店舗改装と新しい厨房設備導入によるテイクアウト事業拡大

愛媛県 株式会社ナカタ 7500002008752 ホームページやＳＮＳによる新規顧客獲得

愛媛県 ＡＳＨＡＮＴＹ － 看板・キッズスペース設置、キャッシュレス決済端末の導入他
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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

愛媛県
株式会社リバースプロジェクトトレーディ
ング

1010001175120 国産シルクを活用したヘルスケア商品の拡販プロジェクト

愛媛県 株式会社ＡＱＵＡ　ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ 2500001018336 オンラインを利用した運動指導と健康管理

愛媛県 有限会社阿部木工 7500002000759 非対面型営業スタイルの構築およびＷｅｂ広告による販路開拓

愛媛県 株式会社スポフィット 1500001018931 デリバリー業態＆インターネット通販事業の立ち上げ

愛媛県 株式会社Ｔｉｍｏｎｅ 4500001006909 【感染症予防と新時代に適応したＴｉｍｏｎｅ　Ｓａｌｏｎの構築】

愛媛県 有限会社竹内写真館 8500002004131 おうちでフォトマーケット

愛媛県 有限会社窪田陳列 2500002002421 インターネットを活用した壁面収納家具販売の事業化

愛媛県 ミニマル整体院 － 非対面型オンライン指導と同業者向けセミナーによる販路開拓

愛媛県 シープ － イベントに代わるコミュニケーションとしての映像配信

愛媛県 アロマテラピーサロンＲｕｂｙ － えひめご当地パールエステ（Ｒ）オンライン美容で新規顧客の強化

愛媛県 株式会社フロンティア・コンサルティング 7500001016731 ●映像撮影・制作業務への取り組みと３Ｄプリンター導入

愛媛県 有限会社かつれつ亭 5500002002071 おうちごはんを支援するオンライン販売強化とＢｔｏＢ向設備導入

愛媛県 アンチエイジングサロンＢｏｎ　Ｍｏｍｅｎｔ － セルフマツエクオンラインレッスンとサロン内衛生確保

愛媛県 岩田看板広告株式会社 5500001000613 看板製作の安全供給を図るための設備更新及び促進活動の強化

愛媛県 きものリメイク工房和さ美 － ネットで気軽に着物リメイクオーダー受付・販路拡大

愛媛県 ＭｉｎｄＵｐ － 複業リーディングカンパニーの創出・複業者の事業立上げ支援

愛媛県 麺屋十銭 － 中華そばの新商品開発とネット販売による売上確保

愛媛県 Ｐｏｕｒ　Ｔｏｉ － コロナに負けない！オンライン戦略によるＶ字回復プラン

愛媛県 ジンチ株式会社 9500001016886 デリバリーサービスやテイクアウトを使った新規顧客獲得

愛媛県 Ｌｉｎｏ －
「細胞レベルで若返る！たるみ・毛穴・リフトアップ・小顔を叶えるプラズマフェ
イシャ

愛媛県 有限会社大勇 7500002009701 デリバリー・テイクアウト事業

愛媛県 ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ｏｆｆｉｃｅ株式会社 1500001020986 帯電体を用いた防音材の内製化

愛媛県 アトリエアールイー － 自宅訪問型出張フォト事業～外出せずに思い出の写真を自宅で～

愛媛県 Ｖｉｎａｅｌｌａ合同会社 8500003002324 フランス製品輸入・ウェブ販売

愛媛県 株式会社住まい工房まつやま 3500001016883 非対面型ビジネスに伴い、若い世代の新規顧客の獲得

愛媛県 有限会社もち平 5500002006873 お正月を家族でゆったり過ごす為の餅販売戦略

愛媛県 三洋興産株式会社 7500001001840 リモート商談と新ブランドの立ち上げ

愛媛県 有限会社健生館 1500002009046 リモート環境を利用しての講習と商品の販路拡大

愛媛県 株式会社Ｂａｃｃｈｕｓ 2500001016760 新型コロナウイルス感染予防対策

愛媛県 ＢＬＵＥ　ＦＬＡＭＩＮＧＯ － テイクアウト、小売業への設備投資

愛媛県 株式会社麺たろう 4500001022187 無添加完全無欠のおうどんを全国へ

愛媛県 株式会社ともえ屋 4500001002924 自社専用アプリで携帯から非接触でオーダー！

愛媛県 ｈｅｒｅ　ｔｏ　ｓｔａｙ － 非対面式で制作相談を行うためのホームページリニューアル

愛媛県 Ｓｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ － ご当地ライバーによる地域産品ライブコマース事業

愛媛県 有限会社花乃真央 7500002005386 花材セットのネット販売とセルフレッスン動画制作及び店舗の改装

愛媛県 ｐａｄｍａ鍼灸治療院 － オンライン相談窓口開設と新規オープンの販促整備
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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

愛媛県 有限会社松山針灸接骨院 5500002006155 東洋医学的総合事業の拡大及びリモートワークへの転換

愛媛県 ユニット・エステート株式会社 8500001006665 不動産事業における仮想現実を活用した非対面型営業の導入

愛媛県 有限会社出合車輌 8500002004544 家族で来店しやすい店舗作りとネット販売強化による新規顧客獲得

愛媛県 株式会社ピュア 6500001005438 サロンで販売している美容商品を自社ＥＣサイトで販売化

愛媛県 あい整骨院・個別指導Ａｘｉｓ中央通り校 － 非対面授業と衛生環境、プログラミング講座の推進による販路拡大

愛媛県 Ａｓｕｎａｒｏ － テイクアウト事業の販売拡充及びデリバリー事業の販路開拓

愛媛県 Ａｃｔ　Ｋｉｅ － 愛媛の森と柑橘精油を使った新商品とアロマ空間サービス販売促進

愛媛県 ｆｒｅｓｈ　ｂａｒ　ｗｈｉｔｅｓｎｏｗ － キッチンカーでフルーツジュース・ラーメン・フルーツサラダ提供

愛媛県 居魚屋漁恵丸 － 蓄養活きサバのブランド化と販路拡大のための店内生け簀設置

愛媛県 株式会社カイシン 8500001017282 中小企業の組織変革をトータル支援する『リマネージ』事業

愛媛県 有限会社クリエイティブ・ユニット 5500002009620 最新機器を活用した新時代対応型販促支援事業

愛媛県 ジョバンニ株式会社 9500001017488 オンライン英会話授業の拡充

愛媛県 株式会社軸と品格 5500001020033 自社開発。補強パイルゴム付き足指バンドを使ったオンライン整体

愛媛県 Ｔｒａｉ　Ｔｉｍ　Ｂｅｎ　Ｔｒｅ合同会社 8500003002423 非対面の自学自習システム構築による売上げアップ

愛媛県 株式会社ダブリュー 4500001018144 無観客イベントのライブ配信・密を避けるための中継業務

愛媛県 株式会社松本真珠 9500001016622 非対面型販売による新商品の新規販路拡大

愛媛県 ごはん茶屋仁 － 移動販売車の活用で３密回避と新規販売チャネルの確立

愛媛県 有限会社エージェントハタナカ 7500002022563 非対面荷物受取宅配ボックス設置事業

愛媛県 骨付鳥しき － インターネット販売による販路拡大と売上増加策

愛媛県 株式会社サプライズワン 5500001013873 インターネット型通信販売店舗　【宇和島新鮮市場】の立ち上げ

愛媛県 株式会社ＳＡＫＡＳＨＯＵ 1500001017603 リモート活用における安心安全の提供と業務利便性の向上

愛媛県 Ｈ＆Ｍカスタム － イベントに頼らない地域密着型店舗新設による売上げ拡大戦略

愛媛県 株式会社神明水産 9500001015962 新魚種養殖及び非対面型販売モデルによる直接販売連携事業

愛媛県 有限会社フォー・ユウ 3500002019761
「テレワーク業務拠点（松山スタジオ）開設に伴うテレワーク業務設備の整備
事業」

愛媛県 Ｗｉｎｋ　Ｄｏｌｌ － エクステのオンラインサービスのシステム導入

愛媛県 株式会社ＭＢＳ 5500001017467 ｗｅｂサイトを構築、ネット販売オンライン授業実施

愛媛県 ＡＩＳＨＩＳＵ株式会社 4500001016214 地域連携を活かした商品開発とネット販売事業の強化

愛媛県 菓子屋　艷（ＹＥＮ） － 自店ホームページ、ＥＣサイトの作成

愛媛県 ＴＯＹＯＫＥＮ － 天井カビ抑制プラス店舗内除菌効果で快適なお買い物環境を提供

愛媛県 ＴＨＥ　ＧＬＡＳＳＥＳ － 入手難易度の高い特殊メガネのオンライン販売

愛媛県 米長旅館 － ２階女子シャワーユニット設置工事他

愛媛県 ぎの整体 － エネルギー療法取得のために必要な施術機器の新規導入

愛媛県 パティスリーまあと － 材料調達難回避と非対面を実現する品質改良への設備投資

愛媛県 有限会社エスペランス 3500002020422 愛媛の地魚を全国の家庭に届けるためのＨＰ作成とレシピ動画作成

愛媛県 占庵コトノハ － 販路開拓。オンラインで、商圏を全国に拡大！

愛媛県 株式会社ふうらい 4500001010613 ファミリー層のファン獲得とテイクアウト商品強化による売上ＵＰ
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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

愛媛県 株式会社タマテックス 2500001011935 リモート環境の整備とＷＥＢ事業に重点を置いた販路開拓

愛媛県 ヒアサ株式会社 1500001012182 ＷＥＢの販路拡大のための施策

愛媛県 世界のヒカリエくろかわ － 世界のヒカリエくろかわオンラインによる新たな販売方式の導入

愛媛県 タイラデザイン － ＷＥＢマーケティングに対応する動画撮影事業の強化

愛媛県 有限会社来島 1500002019573 インターネットを活用した常温流通加工品の販路拡大

愛媛県 株式会社伊藤製餡 8500001011112 調達販売ルートの確保と非対面型化への設備投資

愛媛県 愛ヲカタチニ － 目標を持てば人生が変わる！母を楽しむオンラインコーチング

愛媛県 株式会社テン・ノット 2500001012446 ネットを活用した食材の一般向け販売の開始と新規顧客の獲得

愛媛県 株式会社曽我増平商店 6500001011808 調達ニーズに対応した商品開発と販売方法への設備投資

愛媛県 有限会社大潮荘 8500002018569 ＥＣサイト構築による物販及びテ－クアウトの強化

愛媛県 株式会社１２１４ 2500001020936 新規顧客獲得のためのＨＰリニューアルと予約システム導入

愛媛県 有限会社菊池自動車 6500002013175 熟練スタッフによる板金塗装の色合わせの内製化

愛媛県 合同会社国際教育人材交流センター 4500003001610 オンライン学習塾の新規開設

愛媛県 株式会社オーシャンドリーム 4500001014077 八幡浜の新鮮な海と山の恵みを全国にデリバリー！

愛媛県 昭和建設有限会社 8500002013272 【理想的な非対面型営業スタイルの確立。消費者マインドの想起。】

愛媛県 あさひみらい株式会社 6500001017375 堂菜・弁当注文のオンライン化・ＥＣサイト立上げで販路拡大

愛媛県 デザインスタジオＫ・Ａ・Ｃ － 他に真似できない芸術的作品を商品化してＥＣ販売で売上拡大

愛媛県 有限会社アルファックス 5500002012987 自社の特徴を打ち出したＥＣサイトの立ち上げで販路拡大

愛媛県 株式会社湯川治療院 7500001013951 オンラインでサポート！不妊で悩む女性のための妊活整体の実施

愛媛県 多田稔中小企業診断士事務所 － セミナーコンテンツ配信体制の構築とプロモーション施策の展開

愛媛県 株式会社イーズ 9500001010484 ネット販売とオンライン・カウンセリングによる非対面販売・サービスの強化

愛媛県 日東石材工業株式会社 5500001010208 お客様第一！　ＷＥＢ機能を活かした営業力強化と事務所機能改革

愛媛県 ＪＯＨＮＮＹ’Ｓ　ＤＩＮＥＲ － 新メニュー“フライドチキン”の移動販売による販路開拓

愛媛県 Ａｎｏｔｈｅｒ－Ｗｅｓｔ － ＳＮＳに特化した３０秒ＣＭ制作事業

愛媛県 株式会社オールウェイズ 4500001017022 テレワーク移行＆店内集客イベントで客足回復事業

愛媛県 合同会社Ｒｅｗｏｒｋ 4500003002410 コロナでもお得なサービスを知ってほしい！ＨＰ制作会社認知事業

愛媛県 有限会社柴田辨治商店 6500002021632 伝統の製餡技術を生かしたスイーツによる通信販売事業実施

愛媛県 有限会社進藤重晴商店 9500002021126 新商品開発「えひめ育ちのグラノーラバー」

愛媛県 はいねっと株式会社 8500001015237 フリコラオリジナルブランドの確立及びネット販売事業

愛媛県 有限会社クロスポイント 2500002021017 繋がりを重視するネットショプの構築

愛媛県 有限会社ＮＩＣＥ 4500002014464 テレワーク環境の整備とＰＲ活動実施

愛媛県 有限会社かんこめ 6500002014090 コメ加工品の製造個数拡大のための工場増設と付帯機器導入

愛媛県 Ｈｉｎｅｌ（ヒネル） － 地域のウチとソトをつなぐ商品開発事業

愛媛県 ＨＡＩＲＰＲＯＤＵＣＥ　Ｒｏｉ － インターネット販売で“日常的な髪の美”を提供

愛媛県 株式会社大阪屋 7500002044032 新型コロナウイルス感染症対策を販路開拓に活かす営業戦略

愛媛県 有限会社河原呉服店 7500002014073 身近な呉服店を目指したＥＣサイトでの販路開拓
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愛媛県 くらしとごはんリクル － コロナ不況を乗りこえｗｅｂ販路開拓

愛媛県 株式会社ウィンウィンホーム 4500001013913 「ニーズ変化を捉えた新サービスの開発と販路開拓事業」

愛媛県 Ｌｅ　ｌｉｅｎ（ル・リアン） － 「新商品開発によるテイクアウトの販売強化事業」

愛媛県 アトリエヌート － 布製マスク縫製の設備拡充

愛媛県 Ｓａ－Ｒａｈ － 古民家活用による作業効率向上と新規商品開発に売上拡大

愛媛県 株式会社ＫＩＴＡ 6500001021633 ＶＲでの開発古民家・近隣観光施設の体験システム開発事業

愛媛県 ちびっこ和太鼓サークル和奏 － コロナに負けない！和太鼓・三味線オンラインでレッスンの充実】

愛媛県 恵心書道會 － 【ＷＥＢサイトを活用したリモートレッスン事業】

高知県 サロンドシェリ － 料理教室の３密を避けるオンライン事業化

高知県 相互住宅 － 【不動産サイトのＶＲ化等による非対面ビジネスへの転換】

高知県 チマキ株式会社 1490001007226 オンラインショップによる非対面型ＢｔｏＣ販売体制の構築

高知県 株式会社ｉｅ－ｍｏｎ 2200001034735 テレワークの環境整備および在庫・倉庫管理システムの導入

高知県 ＧＲＯＷＩＮＧ －
ネットショップの開設による非対面ビジネスの実施およびコロナ終息後の販路
拡大事業

高知県 株式会社ＩＣＵ 5490001004640 「遠隔地サポートサービスの開発と社内体制の整備」

高知県 豊由湖株式会社 6490001008525 鰹の旨味にこだわった地域性のある「お家向きパック形体商品」の製造販売

高知県 ＮＰＯ法人あさひ会 3490005001677 新たな顧客獲得のための通販サイト開設、広告チラシ作成事業

高知県 株式会社Ｌｉｍｅ　ｌａｎｄ 8490001009430 需要急減に伴い、品質管理の強化を図り収益改善を行う

高知県 有限会社四国年金プランニング 3490002007941 ＷＥＢを活用した身近でわかりやすい資産運用の提案

高知県 ダイニングプランナー株式会社 6490001004524 土佐育ち鶏「龍馬ブラック」の商品開発及び販路開拓事業

高知県 株式会社高知ユナイテッドスポーツクラブ 8490001007582 試合生配信による新規スポンサーおよび新規サポーターの獲得

高知県 株式会社高知犬 9490001009108 既存の動画チャンネルを活用した試合の生配信による収益事業

高知県 Ｈａｎｄｍａｄｅ雑貨にこ － 製造風景を動画配信し、安心して食べていただける飴の提案

高知県 ショコラ － ネイルチップのネット販売および販促活動の実施

高知県 株式会社Ｄｏｒａｇｏ 3490001007570 「まるごとプレミアム」を利用した効果的な広報と専用ＨＰ制作

高知県 シンシアリー － 非対面お見合いの実施と新サービスの提案による新規顧客開拓

高知県 合同会社ＴＯＹ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓ 4490003001380 中食化に対応した多彩なメニューの移動販売の開始

高知県 株式会社笑 6490001008203 テイクアウト事業による売上確保とコロナ対策を徹底した店舗作り

高知県 株式会社ライフ・カラーズ 3490001004122 ３６０度撮影システム導入による３Ｄバーチャル物件閲覧サービス

高知県 サケとサカナヒナタ － 設備導入によるテイクアウト事業の強化及び販促活動。

高知県 株式会社マザーズ 9490001004703 ＷＥＢ会議を利用したオンラインセミナー等開催で新規顧客を開拓

高知県 鍋焼きラーメン専門店あきちゃん － ご当地鍋焼きラーメンセットの外販用商品製造に係る備品購入

高知県 株式会社美味工房とさ 4490001008709 「まるごとプレミアム」を活用した新たなＰＢ商品の販売とＰＲ

高知県 有限会社山村木材 8490002005420 お客様向け見積もりサイトの構築による非対面対応事業

高知県 株式会社Ｂａｍｂｏｏ 6490001007188 美容サプリのネット販売によるトータルビューティー機能の強化

高知県 ペブルズ － 専門機材の導入による、音楽事業の非対面化の実現

高知県 誠心流手技整体療法 － 院の移転継続と、非接触型セルフケア指導サービスの開始
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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

高知県 今戸開成塾 － リモート授業による公立中高一貫校入試対策講座

高知県 タイムコンシェル株式会社 7490001003384 非対面ビジネス支援対応型テレワークツールの非対面販売の強化

高知県 腸活ぬか床小町 － 農家を元気にする！ぬか漬けキットと有機野菜のネット販売事業

高知県 株式会社コマ 8490001001057 非対面ビジネスを展開。住宅等建築物の撮影

高知県 ヘアサロン　リヴァプール － オンラインショップの開設とウェディングフォトサービス化の実施

高知県 合同会社スプリング 5490003001272 よさこい関連グッズを販売するオンラインストアの立ち上げ

高知県 株式会社リノ 8490001008614 ウェブ商談からウェブ発注まで一貫したシステムの構築

高知県 Ｃ　ＣａｒｅＥｙｅｌｅ － お客様の美容をサポートするための、ＥＣサイト作成

高知県 焼き家ひとと － 自宅で楽しめる焼肉セットのテイクアウト事業の販路開拓

高知県 武田顕志郎 － 既存事業に加え、要望の高いオンラインレッスンの導入および周知

高知県 フォトスタジオカワムラ － 「非対面写真教室」の開催に向けたスタジオの改装と設備の導入

高知県 地鶏炭火七輪焼　和 － 一人客や持ち帰り客の獲得を狙った店舗改装で売上向上を目指す

高知県 スリーエムホーム高知株式会社 1490001009494 「ウェブを活用しての販路拡大」

高知県 モアナモーション － 当店自慢ピーナッツバターの商品化による非対面ビジネスの実施

高知県 株式会社海訪屋 2490001000378 販路開拓に向けた金属検出機の導入による安全性・信頼性の向上

高知県 株式会社上町池澤 2490001004734 ネット通販を柱とした非対面型販売の強化

高知県 ｔｅｒｚｏ　ｔｅｍｐｏ － オンラインストア開設と新しい生活様式に資するテラス席の設置

高知県 かね寅 － わらび餅製造の内製化によるサプライチェーン毀損への対応

高知県 株式会社Ｓｔｏｒｙ 2490001009378 オンラインでの動画制作販売事業とデジタルサイネージ広告事業

高知県 株式会社キングダム 9490001003837 次亜塩素酸水の販売及び定額サービスのオンライン提供

高知県 Ｊｅ　Ｂｒｉｌｌｅ（じゅぶりえ） － かき氷やお弁当等のテイクアウト販売

高知県 株式会社サクセスファクトリージャパン 490001009269 「病院食事業への販路拡大による、サプライチェーンの立て直し」

高知県 鉄板コールマン － テイクアウト事業の確立および客席稼働率改善による売上増加事業

高知県 整体院ゆるり － 自宅でできる症状別メンテナンスの動画配信サービス実施

高知県 俺の串なおさん － テイクアウトサービス、オンラインショップによる販路拡大

高知県 株式会社Ｓｗａｙ 7490001008516 非対面推進によるアフターコロナの新たな飲食店スタイルの確立

高知県 有限会社ダイワ青陽社 3490002003081 先払いお得チケットのネット販売および外貨獲得事業

高知県 株式会社ｔｏｍｏｎｉ 6490001008748 一部内製化およびＳＮＳを通じたネット販売への誘導

高知県 アダージョ － 移動販売による新規顧客開拓

高知県 株式会社ＳＫＹ－Ｒ 7490001009019 飲食部門で培ったお惣菜や素材を使ったテイクアウト事業へ進出

高知県 株式会社モンプレジール 5490001007908 通販事業に取り組むことによる販路開拓事業

高知県 株式会社ＮＡＴＵＲＥＦＩＴＮＥＳＳ 6490001009143 事業再建の為、フィットネスマシン輸入販売のオンライン販売

高知県 株式会社ソーラーファーム 1490001007382 「オンライン市場向け新商品の開発と生産体制の構築」

高知県 株式会社カツマジャパン 1490001005188 ＢｔｏＣ　ＥＣサイトの充実と定期購入への取組み

高知県 炭屋　ｙａｍａｋｕｒａｉ － 「ネットでのファンづくりのため、体験型貸し切り古民家宿の開設」

高知県 株式会社りぼん 9490001005313 コロナ時代に向けた「新時代のウェディングスタイル」の構築
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

高知県 株式会社ローカルカラーズダイニング 8490001006048 接触しないことへ配慮したサービスとお一人様需要への対応

高知県 小谷印判店 － 「ネットショップへの転換とＷＥＢを活用した経営活動での販路拡大」

高知県 カラオケボックスカラパラ － 「カラオケボックス“安心安全”の為の対策計画～５項目」

高知県 株式会社白牡丹 6490001006768 居心地の良い空間で安心して料理を楽しんでもらうための空間整備

高知県 株式会社迫田刃物 2490001007530 新型コロナ禍の影響をチャンスに変える企業体質の改善事業

高知県 有限会社ボディショップイケノウエ 9490002009222 輸入に頼らず自ら創造！！レストア高技術で希少価値車両よ！蘇れ！！

高知県 株式会社マンキヤダイニング 5490001005250 新サービスの実現。商品の充実と徹底した環境整備

高知県 土佐清水ＬＡＮＤＳＣＡＰＥ － 薪の生産性向上・木工製品新規開発とネットによる新規顧客獲得

高知県 コーヒー店トップ － 本格自家焙煎コーヒーセットを宅配用バイクで提供開始

高知県 有限会社ヤマア 6490002008821 「検査工程を見直し、新規取引先に対応した商品の販路開拓」

高知県 福岡水産 － 長期保存を実現させ旬の鮮魚加工品で新規販路開拓

高知県 民宿大岐マリン － ソーシャルディスタンスを守るリニューアルで新規客層を獲得する

高知県 株式会社オーシャン四国 1490001004982 新たな海癒スタイルを目指した施設整備・情報発信・事業提携
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