
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

青森県 株式会社ワンダーフル 7420001015238 メンズ、弘前店でブランド力強化とＨＰで非接触相談・物販の実施

青森県 ＴＨＥＨＵＮＴ － 焙煎機購入によるオリジナル商品の開発とＥＣ販売の開始

青森県 フォトスタジオファルス － 各種イベントＷＥＢによるオンライン配信

青森県 有限会社夢・デザイン 7420002003101 ｗｅｂショップ導入による販促ツールの販路拡大と営業効率の向上

青森県 赤帽ひさし運送 － オンライン見積・問い合わせシステム構築と新規顧客開拓事業

青森県 マルダイみちかわ － お客様の利便性向上を図る「らくらく安心」着物宅配クリーニング

青森県 ネイル・エステサロンＨａｐｐｙＢａｍｂｏｏ － マレーシアＥＣ販売拡大＆青森県Ｐ／Ｇファンデーション商品開発

青森県 株式会社クロックアップ 1420001013073 飲食店デリバリーサービスのサイト構築並びにＰＲ

青森県 アップルアオモリ －
ネット販売・テイクアウト用冷凍餃子の開発・販売　商品名「自家製青森肉汁餃
子」

青森県
特定非営利活動法人プラットフォームあお
もり

4420005002466 ＷＩＴＨコロナ時代の新事業展開への試行

青森県 有限会社ヤカタイーティング 5420002005735 当社オリジナル店売り用たれシリーズの開発と販路開拓事業

青森県 髪工房タカ － サプライチェーンの毀損への対応

青森県 アイリッシュパブ・ザ・ドーランズ － 販促品プレゼントに伴う、テイクアウト及び新規顧客獲得事業

青森県 おかげ茶や － 津軽（弘前）の美味しいもので全国とつながる

青森県 ボディケアサロンこのはな － オンラインビューティープログラムの導入

青森県 株式会社ワールドウィンズ 3420001014292 非対面オンライン商談システムの構築

青森県 Ｈｏｒｄｅｋ － ＥＣサイト・デリバリーサービスのスタート、新商品の販路開拓

青森県 ＬＯＣＯ　ＳＴＵＤＩＯ － オンラインで講師が指導を行う、レッスン配信と講師派遣

青森県 かふぇ＆ぎゃらりーＭｏｎｒｏｅ － テイクアウトの充実とフードロス減少を図るためのストッカー導入

青森県 セレクトショップＭＯＮＡ － 新設オンラインサイトによる販路拡大と新規販売サイクルの確立

青森県 ピッツェリアミーア － オンラインやテイクアウト販売へのシフトを図る設備導入

青森県 南国食堂ｓｈａｎ２ － 自家製無添加調味料を活用した健康においしい惣菜と弁当の販売

青森県 写真館ハセガワ － インターネットを活用した「スマートフォトスタジオ」の構築

青森県 加藤酒店 －
①「量り売り」自動販売機の導入による若者や女性への販売力強化②キャッ
シュレス決裁

青森県 ｂａｍｂｏｏｆｏｒｅｓｔ － オンラインショップの拡充及びリモート接客システムの確立

青森県 ワーズアンドキャリア － オンラインを活用した新サービスで事業継続と新規顧客の拡大

青森県 合名会社菓子処丸美屋 3420003000407 ホームページと新聞広告を活用した商品受注配送モデルの構築

青森県 ＰＲＩＶＡＴＥ　ＮＯＲＴＨ － コロナで商圏拡大！～真空パックで「毎日がおフランス」～

青森県 株式会社八戸水産公社 9420001006425 ３密を改善し、安心・安全な製造環境と消費環境の整備事業

青森県 大安食堂 － 「走る・動く・揚げたて」商品を再考の状態で届ける移動販売事業

青森県 フードアドバンス株式会社 8420001015864 ＷＥＢサイト構築による飲食店等向け非対面型ビジネスの導入

青森県 味の焼肉食楽園 － 《地元応援！！コロナウイルスに負けない焼肉店づくり！》

青森県 中華そばなんぶ庵 － ＥＣサイト・デリバリー家庭で楽しむ「なんぶ庵」事業

青森県 合同会社付加価値経営研究所 1420003001737 スイーツティ製造の内製化と売上拡大に向けた取組み

青森県 有限会社楽楽 5420002010265 プロの和食専門店の味をご家庭や職場会合にお届けします。
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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

青森県 自家焙煎　有枝珈琲 － 飲食業から食品製造業への転換による売上の拡大と安定化

青森県 ＨＯＣＫＥＹＳＨＯＰＮＥＥＤＡ － インターネット販売開設事業

青森県 章（あきら） － コロナに敗けるな、昭和長横町連鎖街　　章（あきら）復興プロジェクト

青森県 株式会社ＤＥＩＣＡ 4420001014952 『イヌワラウ』でのテイクアウト業務の拡大及び仕出し・法要事業への着手

青森県 アスナロ・チャンネルパーク － 地域活性動画！テイクアウトはじめました！十和田市編

青森県 合同会社フェスグラント 3420003001768 既存チャネル・新規チャネル両面での運営強化

青森県 フラワーデザインＦＬＯＷＥＲＳ － スタジオ環境整備でオンライン配信と三密回避下での売上アップ

青森県 ヘアースタジオＰｅＰｅ － 髪に関する相談窓口の開設と来店予約ができる自社ＥＣサイトの構築

青森県 有限会社フィーリングビーンズ 5420002020081 もっとおいしく学ぶ！自衛隊グルメ普及による新規顧客獲得３事業

青森県 モリバター － 非対面型への転換を主な目的とした開店周年祭事業

岩手県 有限会社駒龍 9400002001278 岩手県産品で作るお取り寄せグルメの開発と販売促進

岩手県 有限会社東北エヌテイエス 9400002004768 双方向コミュニケーションを意識したＥＣサイト構築事業

岩手県 ゴウちゃんのコロッケ屋 － 本格的ＥＣサイトの立上げと店舗改装による売上拡大事業

岩手県 八満食堂コレコウジツ － 「テイクアウト商品を主軸に入れた店舗運営事業」

岩手県 合同会社ＩＮＳＩＧＨＴ 3400003000425 オンラインレッスンの定着化とネットを利用した新規生徒獲得事業

岩手県 ちゃんこ太五郎 － 自宅で食べる本格ちゃんこ鍋の通信販売による新規顧客獲得

岩手県 有限会社コンテンツ計画 1010602032091 「ココロ寄席」オン落語（ＡＲ落語会）開催ハッケージ

岩手県 株式会社ステラ 9400001009306 野球技術向上プランの新設ならびに予約システムの構築（２５文字）

岩手県 有限会社ドリームプロデュース 9400002006789 インターネットを活用したオンラインライブ事業の構築

岩手県 南部鉄器販売株式会社 9400001001205 非対面型の販路拡大案

岩手県 ダイニングバー笠 － トロットロ燻製たまご販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の実現

岩手県 バレンザ・ポー盛岡店 － ＥＣサイト構築による売上拡大事業

岩手県 合同会社まる吟Ｇｒｏｕｐ 8400003002235 独自仕入在庫管理システム開発とテレワーク導入による顧客満足度向上

岩手県 株式会社桜顔酒造 6400001000663 一般客にターゲットを絞った安全・簡潔な自社ＥＣサイト構築事業

岩手県 ＳＡＮＡＵ － 潜水士が新たに取り組む水中撮影事業

岩手県 有限会社小島製菓 7400002011584 飲食部門発、製造小売への変換によるＥＣ販路拡大事業

岩手県 株式会社京屋染物店 8400501000970 オンライン営業体制の導入・整備並びにＰＲ告知の実施

岩手県 株式会社Ｍａｎｇｅ　Ｔａｋｋエンタープライズ 3400501000819 地元商圏拡大チラシ作戦とファミリーに特化したＨＰリニューアル

岩手県 和酒Ｄｉｎｉｎｇ　もんど － テイクアウト・ｅコマースによる新商品の開発並びに販売強化事業

岩手県
ＨＩＲＡＳＡＷＡ　Ｆ　ＭＡＲＫＥＴ　ＳＡＮＮＯＳ
ＥＫＩ

－ 自然食健康ランチの開発とテイクアウト強化事業

岩手県 有限会社菅原美容室 7400502001250 オンライン着付け講座の開催

岩手県 コウミ観光産業株式会社 4400501000743 旅館の設備施設を有効活用したデイサービス事業の実施

岩手県 株式会社亀の子せんべい本舗大浪 3400501000091 ｅコマースシステム導入とオーダーメイド商品開発による販路拡大

岩手県 合同会社イートライン 4400003002445 新商品ギフトパックをホームページ通販サイト構築販売強化計画

岩手県 株式会社伊藤石材 8400001009562 サプライチェーンの毀損への対応
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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

岩手県 永同園 － デリバリーサービスの本格化による売上回復・リスク分散事業

岩手県 有限会社ホテル近江屋 9400002010808 ペットと一緒に泊まれる新サービス開始による独自集客体制の確立

岩手県 特定非営利活動法人イーハトーブとりもと 5400005005247 インターネット販売の強化と小冊子製作による顧客獲得事業

岩手県 株式会社北斗 4400001008460 ネット販売システムの新設による新規顧客の獲得

岩手県 ほめのば学習塾 － オンライン学習システム導入で非対面型ビジネスモデルへの転換

岩手県 彫金工芸菊広 － 伝統工芸品の技術を活かし、輸入品に対抗できる新商品等の生産

岩手県 アンミュゲ － 焼き菓子用生地の内製化による生産の安定化と独自性の構築

岩手県 レストランエルミタージュ － ビジネスユーズを対象としたフレンチデリバリーサービスの提供

岩手県
ボディメイク専門加圧トレーニングスタジオ
Ｔ－ＬＡＢＯ

－ 『女性のトレーニング指導並びにフリーランスの方へのコーチング』

岩手県 北日本外装株式会社 7400601000921 ＹｏｕＴｕｂｅとＺｏｏｍを活用した非対面販売による販路拡大

岩手県 有限会社アンサーポイント 6400602001746 「海外への作業外注削減と自社内での記憶装置重度障害復旧の実現」

岩手県 株式会社きものおのでら 4400601000107 ＥＣストアも二刀流！不眠不休の販売員としてのＥＣ活用法

岩手県 ＣＲｏｏＭ－ａｃｔ－ － どこでも実践できるカラダづくりを提案する複合型スポーツ施設へ

岩手県 株式会社岩谷堂タンス製作所 8400601000375 岩谷堂箪笥～インターネットを活用した新規商品の販路の開拓～

岩手県 江刺家五大 － 新たな時代の先へ向けて、お客様との新しい関係構築への改善

岩手県 有限会社高善商店 9400602001009 ＥＣサイトのスマホ対応と商談機会を増やす販路開拓事業

岩手県 有限会社ジャミーラメビウス 2400602001790 ネット動画を活用した販売強化とテレワーク転換で売上向上

岩手県 株式会社村上不動産企画 － 「売りたい」ニーズに遠隔対応可能な営業基盤の構築

岩手県 株式会社高勇製作所 4400002009499 【テレワーク環境の整備とオンライン商談・クラウド顧客管理】

岩手県 東北友愛観光株式会社 2400001006185 ＷＥＢの活用及び決済システム導入による売上拡大

岩手県 ＧｌｏｂａｌＳｏｕｎｄ － インターネット等を活用した映像の配信や映像制作業務の整備

岩手県 Ｃｈｅｒｒｙ　Ｂｌｏｓｓｏｍ － ＥＣサイト導入による新規顧客獲得で経営回復

岩手県 三陸ブルーイング・カンパニー合同会社 2400003002348 オンライン販売向けの新商品開発とウェブサイトおよび広告の強化

岩手県 有限会社総合農舎山形村 7400002013127 山形村短角牛ブランディングにおけるＥＣサイト強化

宮城県 林労務経営サポート － Ｗｅｂ面談による就業規則作成サービスの全国への販路拡大

宮城県 株式会社ＴＵＮＡ 8370001043739 仙台のまぐろ専門店発”塩釜港のまぐろ丼”全国発送事業

宮城県 株式会社ユー企画 9370001010705 メディアミックスによるマーケティング集客システムの構築

宮城県 山石商店 － キャリア２３年のＴＶマンがＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設！

宮城県 株式会社オンリーワン経営 3370001013366 オンライン勉強会・セミナー・経営相談会事業

宮城県 食堂居酒屋　天地笑店 － テイクアウト事業宣伝、及び予約サイトの構築事業。

宮城県 澤田工業 － 一般のお客様と非対面で大規模修繕工事を取組

宮城県 株式会社つなぐ 1370001043695 ウェブを活用した非接触型婚礼事業の構築

宮城県 株式会社グラークス 4370001025055 オンラインレッスンをはじめとした当社事業のＨＰでのＰＲ

宮城県 Ａガレージ － 東北初のモータースポーツ「ドリオン！」事業拡大による売上増加

宮城県 （合同）ＴＡｉ － コロナウイルス感染症に対応した店舗改装と新たな販売方法の実践
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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

宮城県 マルイチ商事株式会社 9370002014671 伝統の七夕事業を広い世界に発信する為のネットビジネスの確立

宮城県 株式会社ヤマトハンズ 5370001016895 メンテナンス業務拡大、及び顕微鏡専用箱での非対面納品検収事業

宮城県 宮城うまい処居酒屋夢の途酎 － キッチンカー出張酒場〈夢の外（と）酎〉による売上拡大

宮城県 サードメディア合同会社 2370003001923 『宮城初！ＳＮＳを主力にしたペット情報サイト開発事業』

宮城県 株式会社Ｃｏｍｒａｄｅ 6370001023610 各店の味を家庭で再現、杜の都仙台の肉王が送る味付き焼肉セット

宮城県 株式会社ＴＨＣ 2370001039288 非対面型ビジネスモデルへの転換

宮城県 株式会社あいりー 4370001039996 『電子カルテ導入と店内模様替えでコロナ対策・働き方改革』

宮城県 銀九照井 － 非接触でのハンドメイドジュエリー受注大作戦！

宮城県 株式会社Ｓｏｌｆａ 7370001038806 セルフユース利用の推進

宮城県 ナチュラルセラピー心緑 － 新たなオンライン講座の導入とホームページによる新規顧客獲得

宮城県 株式会社インプルーブ 9370001017386 ＷＥＢサイトによる販売促進と店舗リニューアル

宮城県 シビレ株式会社 2020001114687 【地域関心層×地域経営者】オンラインでつながるシビレバー

宮城県 Ｋ－ＯＮＥ － もつ鍋の全国通信販売を通じた仙台市外顧客の開拓

宮城県 株式会社ウェイズ 2370001021279 非対面型でもわかりやすい弁護士費用保険受付とイベント企画

宮城県 ＤＡＮＣＥＳＴＵＤＩＯＨＥＡＴ － オンラインによるレッスンや動画配信での増収事業

宮城県 アトランティス － 今すぐスタート！ダイビングＷＥＢ講習による新規顧客開拓事業

宮城県 株式会社アートワークス 1370001020728 飲食店の魅力を活かすインターネット注文サイト開設事業

宮城県 バストラボ仙台 － ＷＥＢサイト開設に伴う顧客獲得及びオンライン上への販路拡大

宮城県 株式会社エイトステップ 4370001042637 コロナに負けるな！非対面型の特殊清掃サービス

宮城県 Ｈｅａｒｔｙりぃ～す仙台 － “気軽にリモート「クレーム対応ノウハウ相談」システムの構築”

宮城県 株式会社伊藤建設　仙台営業所 2370401000015 展示場集客型からネットを活用した集客型へのシフトチェンジ

宮城県 株式会社月刊カフェラテ 5370001016202 ＢｔｏＣのネット販売を行い売り上げの向上を図る

宮城県 株式会社サンガ 1370001003047 オンラインサービス事業

宮城県 株式会社ＴＡＩＺＡＮ 3370001031665 仙台牛の素晴らしさをＷＥＢサイトで全国に届けるプロジェクト

宮城県 ＫＥＮ　ＨＡＮＤ　ＭＡＤＥ　ＷＡＴＣＨ － ホームページの刷新とＥＣサイト経由からの新規顧客の獲得

宮城県 株式会社スマートメディア 6730001015748 顧客接点の強化とＣＲＭの導入

宮城県 合同会社美・プラス 4370003004759 コロナに負けない！ショッピングサイト構築事業

宮城県 スターリーラッシュ － 完全個室の非接触空間で安心してネイルとマツエクを楽しむ事業

宮城県 有限会社マツド 4370002017852 オンライン見積と相談窓口機能を備えた浮気調査専門サイトの作成

宮城県 株式会社Ｓｕｐｅｒｆｌｙ 7370001031637 ネイル動画配信予約サイトとシェアサロンを活用した新規顧客開拓

宮城県 蔵王高原いちご農園 － 観光農園・ブランド化による新規顧客の獲得、販売単価上昇の実現

宮城県 イチックス株式会社 6370001039185 国内外の既存顧客、及び新規顧客を対象にした非対面型営業の実現

宮城県 株式会社アップルファーム 8370001019672 テイクアウト販売の強化と業務オペレーションの改善

宮城県 佐藤あり紗 － オンラインサロンとオリジナルグッズの販売用ＥＣサイト作成

宮城県 パブリックエステート株式会社 370001020076 除菌・制菌サービス新事業展開による売上拡大
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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

宮城県 和太鼓すずめ踊り　睦屋 － ＥＣ販売への移行と新製品開発による国内外への販路拡大

宮城県 ＫＥＹＡＫＩ　ＣＯＦＦＥＥ － 自家焙煎業務の開始とオンラインでの販売強化

宮城県 株式会社四九一アヴァン 4370001021145 証明写真データ受け取りサービス

宮城県 合同会社小川錦織一級建築士事務所 7370003004392 コミュニケーション重視のＷＥＢセミナー事業

宮城県 なごみ整体 － ＷＥＢ予約システム構築と予防医学配信サイト作成

宮城県 株式会社コンストラクト・モーメント 9370001023896 コロナ対応へのデリバリー・テイクアウト事業の強化・店舗改修

宮城県 つむぐ － ＷＥＢ販売に重きを置いたＨＰの改良で新規の集客を見出す。

宮城県 株式会社Ｎｅｏ　Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ 4370001045656 新レンタルオフィス入居者の非対面型ビジネスモデル実現支援

宮城県 一級建築士事務所ＳＡＴＯ＋ － 新規問合せ窓口、非対面打合せツールとしてのＷＥＢサイト構築

宮城県 有限会社小野商会 3370002004744 オンライン教室による事業拡大とネット等による新規顧客獲得

宮城県 食卓．Ｌａｂ株式会社 7370001024236 東北食材とワッフルによる新仙台ファーストフードの開発と販路開拓

宮城県 株式会社Ｃａｒｎｉｖａｌ 1370001044875 顧客獲得の拡大とテレワークの取組み

宮城県 株式会社オールファン 7370001045083 「新鮮で上質なお寿司」をより多くの人に届ける販路拡大事業

宮城県 旬菜和食　壱護 － より安心により楽しい憩いの場の提供と配達開始による売上増加

宮城県 株式会社メディアリンク 5370001014271 新たな販売ルートの構築と、新たな商品展開

宮城県 株式会社木下電設 1370001043308 街の電気屋さんの復活　オンライン無料相談　売上拡大事業

宮城県 ａｔｅｌｉｅｒ　Ａｉｍｅｅ － ウェブサイトによる新規顧客開拓、販路拡大

宮城県 てつ － 移動販売用車両（キッチンカー）の購入

宮城県 株式会社吉田酒店 9370001016917 一般消費者に対する酒類のインターネット販売事業

宮城県 藤田建築設計事務所 － テイクアウト併設の飲食店設計・開業サポートサービス

宮城県 ＮＯＮＢＥＥ － キッチンカー・デリバリーによる中食・内食への参入

宮城県 株式会社ｕｎｉｃｏｒｎ 5370001014916 感染抑止型４Ｋ収録・配信導入による顧客拡大及び需要の喚起

宮城県 ラトリア・スクエア株式会社 3370001015387 来店倍増！ゲームアプリパッケージシステム

宮城県 ｓｏｙｏ － 「五感に響くお茶文化の発信」

宮城県 会社紹介動画工房　タカハシ － Ｗｅｂを活用した会社紹介動画提供＆ｅ－ｍａｉｌによる販路開拓

宮城県 センダイガールズプロレスリング株式会社 370001042513 マスクタオルとミニチュアリング試作事業

宮城県 青森居酒屋　宵宮がほんず － ◆非対面型飲食業態テイクアウト、デリバリーによる新商品開発

宮城県 有限会社川商 1370002015033 非対面型ビジネス”ＣＦ”によるＪｅｗｅｌ　Ｋｉｒｉｋｏの販促

宮城県 ギンガアーキテクツ － プロモーション拡大と非対面型による打合せ環境の整備

宮城県 印刷ショップクドウコピー － 新技術と発想をプラスした伝統和紙から生み出す商品と非対面販売

宮城県 ヒロマスダスタジオ － オンライン作品販売・受注及びウェブサイト販促強化計画

宮城県 旬彩道 － 自宅でお弁当と「安心」をお持ち帰りテイクアウト売上拡大事業

宮城県 運龍堂株式会社 4370001022011 オンライン相談とＥＣサイトを活用した非対面型販路の拡大事業

宮城県 レッド株式会社 1370001024303 Ｒｅ：Ｒｅｄ　ＰＬＡＮ　レッド（株）　再スタート計画

宮城県 合同会社トゥーイート 3370003004108 ＥＣサイト構築による販路開拓およびレモン菓子の商品開発
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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

宮城県 株式会社ビデオアートプロ 8370001014764 映像撮影のオンライン・リモート化への早急な対応

宮城県 株式会社Ｓ　ＥＤＩＴＩＯＮ 8370001039068 ＨＰ開設による非対面型研修等の事業の実施

宮城県 ＢａｌｌＰａｒｋ － 「新たな生活様式に順応するための販路開拓・商品開発事業」

宮城県 岡田食品工業株式会社 1370001002767 事業名：対面販売と同等の接客をＥＣサイトで

宮城県 杜の味土心 － デリバリー事業の拡充とホットサンド専門店のＥＣ売上向上策

宮城県 株式会社アルーツ・プランニング 9370001022782 「通販事業の強化と多角化により収益構造の転換を図る」

宮城県 Ｏｍｂｒｅ － 建設業許可実務マスター連続講座

宮城県 株式会社インターサポート 8370001012322 オンラインを活用して、新スタイルの留学を届ける

宮城県 さとう珠算塾 － オンライン授業による新入生の獲得策

宮城県 伊達な整体院 － 当院のブランド力向上とオンライン活用を含めた広域展開

宮城県 株式会社ＷＡＯＮ 7370001016415 『強みを活かしたＥＣサイト及びテイクアウト販売体制の確立』

宮城県 ＣＯＳＭＩＣ　ＹＯＧＡ － 創業５０年のヨガスタジオ　オンラインスクールの開校

宮城県 株式会社大観楼 9370001008914 ＳＴＡＹ　ＨＯＭＥ　ＷＩＴＨ　ＤＡＩＫＡＮＲＯＵ　作成事業

宮城県 グルッポディカッシーマ合同会社 6012403002434 安心安全な業務用食材をＥＣサイトを通してご家庭に宅配

宮城県 株式会社ｅｎＤｕｃｅ 6370001039854 外食・中食のブランド価値向上に伴う開発・製造

宮城県 株式会社ハヤシ印刷 2370001009803 最新技術紹介Ｗｅｂサイトとテレワーク環境の構築

宮城県 炭焼笑店ゴジュウマル － テイクアウト・通信販売事業の展開による中食需要の確保

宮城県 株式会社金市朗フーズ 4370001044154 ＥＣサイト新規開設による販路拡大

宮城県
Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｄａｒｔｓ　ｂａｒ　ＵＬＵＫＡ　国分町
店

－ テイクアウト×Ｚｏｏｍスポーツ観戦

宮城県 アーサー株式会社 4370001040599 オンライン販売の導入で、自慢の“漢方和牛“を宮城から全国へ

宮城県 株式会社マジカルケーニッヒ 9370001015191 マジカルシートの開発による非対面型ビジネスモデルへの転換

宮城県 エフエムたいはく株式会社 8370001014616 「地域の皆様やスポンサー企業様を応援するためのＥＣサイト

宮城県 株式会社藤野硝子 4370001003939 一貫生産ができるエッジングガラスの販売力を高めて差別化を図る

宮城県 ヒトベース株式会社 6370001038823 オンライン会議や研修・セミナーを技術サポートする非対面型事業

宮城県 株式会社ＴＡＭＡＭＩＹＡ 8370001021587 除菌効果の高い空調設備導入による店内環境改善整備

宮城県 株式会社鯛きち 4370001039617 急速冷凍で商品化し、高品質な冷凍商品をネットで販売する

宮城県 たっく鍼灸整骨院 － ママリュクスを活用した産前・産後骨盤矯正ケア事業

宮城県 庄司左研 － オリジナルデザイン壁をネットで提案する事業

宮城県 株式会社クロコ 6370001023932 ＷＥＢサイトリニューアルに伴う営業販路拡大及び戦力の基盤構築

宮城県 有限会社片平石材店 370602000431 非対面型ビジネスモデルへの転換

宮城県 合同会社顔晴れ塩竃 2370603000309 個別対応で新たな販路を！パッケージ内製化販路開拓事業

宮城県 株式会社日本船舶職員養成協会東北 1370601002968 管理システム連動型ウェブ予約機能等の導入による作業効率化

宮城県 株式会社菊良紙店 5370601000183 除菌水の内製化で感染症対策、事業継続及び事業強化

宮城県 有限会社増友商店 9370602001672 ＥＣ・カタログ販売を活用。蒲鉾店の非対面型販路開拓事業

宮城県 リッカマーケット － ＨＰ開設で商談機会アップ！オンリーワン焼菓子の全国展開。
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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

宮城県 Ｆｏｏｄ＆Ｂａｒ　ＭＹＴＯＷＮ － 移動販売で新たなイメージづくり！ネット販売で活路を見出す事業

宮城県 三養水産株式会社 8370301000555 ニーズに合わせた品質向上とブランディングによる市場開拓の強化

宮城県 薫陶土 － ネット販売と顧客満足度を追求したオーダーメイドによる販路拡大

宮城県 中国料理　雲雀（ヒバリ） － テイクアウト顧客獲得のための駐車場整備及び冷凍餃子販促事業

宮城県 株式会社うんめえもん市 7370301003096 持続継続可能な新販売経路と新商品開発

宮城県 株式会社売れるサービス戦略 7370001042493 ＥＣ型経営オンラインコンサルシステムの構築事業

宮城県 株式会社Ｄ．Ｉ．Ｏ 4370001040772 自社サイトとテイクアウト専門サイトの活用による売上の向上

宮城県 有限会社菊の屋酒店 5370302000747 オリジナル名入れ彫刻ボトルの開発と販売強化

宮城県 万石庵 － ＷＥＢを活用したテイクアウト事業の強化・拡大による収益の向上

宮城県 松ばる － ＷＥＢを活用したテイクアウト事業強化による売上の改善

宮城県 快笑整体院 － 「整体院の新たな集客・施術モデルの構築」

宮城県 焼き鳥翔輝 － 無人販売によるテイクアウト販売

宮城県 株式会社布施商店 3370301001095 非対面型ビジネスモデルへの転換

宮城県 株式会社金原 7370501000100 婦人服を主としたネットショップの構築とホームページの機能強化

宮城県 株式会社ダイカ 1370501000304 手軽で簡単『レンジで蒸し干物』の商品開発・販路開拓

宮城県 株式会社かねせん 9370501000123 常温かまぼこのＥＣ販売促進事業

宮城県 株式会社斉吉商店 9370501000230 今こそ求められる斉吉商店ＥＣ販売強化による販路拡大

宮城県 釜揚げうどん団平 － うどんスープセットの新商品開発とＷＥＢを活用した販路開拓事業

宮城県 バーバーＫファクトリー － 店内衛生面強化、理容サービス充実による新規顧客開拓

宮城県 株式会社グラティアス 2370001044701 大崎初！オンラインダイエットでの販路開拓による新規顧客獲得

宮城県 柳屋 － 地場食材を活用した羊羹開発・増産体制整備とＥＣによる販路開拓

宮城県 弥治郎こけし栄五郎庵 － 「弥治郎こけしのネット販売で元気を届けるプロジェクト」

秋田県 有限会社松田 9410002003471 日本酒王国秋田の地酒の魅力満載ＥＣ機能サイト構築で売上ＵＰ！

秋田県 株式会社ご縁 8410001012409 新商品の「稲庭中華そば」販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を開始

秋田県 のはらむら － ＥＣサイト構築にむけての店舗内整備とＷＥＢショップ作成

秋田県 有限会社アーテック 7410002004884 福利厚生サービスによる住宅商談の完全オンライン化事業

秋田県 合同会社ｏｆｆｉｃｅ　Ｆｉｏｒｅ 3410003003212 本格的日本料理をご自宅で！販路拡大のためのＥＣ機能サイトの開設

秋田県 ローマンボックス株式会社 8410001012508 非接触入店システムの導入と店舗リニューアルによる生産性向上

秋田県 合同会社ユイリ 8410003003133 ワーキング＆レンタルスペース「ＮＥＣＯＸ　ＢＡＳＥ」の運営

秋田県 株式会社ツバサ 9410001010221 地域特化型医療機器検索サイトの開設と運営

秋田県 小川治療所． － カイロプラクティック遠隔施術クラウドシステム導入事業

秋田県 株式会社ホワイトシード 5410003002749 ＲＰＡ導入による業務の省力化とテレワーク環境の整備

秋田県 ご・ぱん － リアルとネットの融合で売上アップ！

秋田県 株式会社Ｔｒｕｎｋｓ　Ｎｅｘｔ 9410001012317 非対面型サービスとオウンドメディアの構築

秋田県 株式会社プレリード 6410001012385 お家づくりＷＥＢマッチングサービスの展開
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秋田県 株式会社ＢａｓｅＬｉｎｅ 4410001010325 『シェフ選りすぐりの短角牛を世界に発信』

秋田県 株式会社フォーナイン 5410001010539 「新しい生活様式」基準の店舗作りと宅配業務による販路拡大事業

秋田県 珈琲酒場Ｔａｌｌ’ｓ － 秋田の魅力的な工芸品をＥＣサイトで世界に発信

秋田県 湯雄スポーツ新聞社 － インターネットでの再販売

秋田県 Ｄｉｎｉｎｇ＆ｂａｒ　ＰＬＵＳＯＮＥ － 新商品によるテイクアウト拡大＆ＥＣサイトによるアパレル販売

秋田県 ＰＬＵＳＣＡＦＥ大曲駅店 － 新時代に根付かせたい！おうち時間のサードウェーブコーヒー事業

秋田県 Ｔｏｏ－ｎａ－Ｇｏｏｄ － 密にならない密な空間」構築による安心安全な技術提供と顧客確保

秋田県 松倉農産物生産加工所 － コロナをチャンスに！自社ホームページ作成で全国に販路拡大

秋田県 株式会社ＥＣＯ－ＫＥＮ 4410001009417 世の激変で企業も変態は必須！柔軟な思考と技術でコロナ後に挑戦

秋田県 株式会社ヤマダ 3410001008089 「キレイで安心・安全な生活レベルアップ大作戦」

秋田県 吉野石材店 － Ｗｅｂ受注のできるＨＰでインサイドセールスへ営業手法の移行

秋田県 金紋秋田酒造株式会社 3410001007917 輸出減少分を補う国内販売サイトとＱＲ商品情報提供システム

山形県 株式会社カーコンサルエコー 6390001000392 ソーシャルディスタンスを確保し非対面型ビジネスモデルへの転換

山形県 和がや － テイクアウトの販売とソーシャルディスタンス空間の確保

山形県 蔵オビハチ － 密閉空間である蔵から、風通しの良い蔵カフェへイメージ一新

山形県 スタジオヨシダラボ株式会社 4390001002291 予約専用ホームページにて非対面型予約打合せシステム

山形県 有限会社ユーミーズコン 8390002002997 感染予防対策の強化と非対面販売により安全安心な食と健康の提供

山形県 株式会社ドリームゲート 8390001012840 オンラインヨガ会員新設による新規顧客獲得事業

山形県 株式会社ロッヂスコーレ 8390001002354 個室の娯楽設備導入による密集防止と施設改修による売上向上

山形県 有限会社山光堂 7390002001059 新プリンター機導入による機能向上で新規商品と販路開拓

山形県 有限会社そば処庄司屋 8390002001553 楽天市場出店に伴う生産安定性・保存性の改善と新商品の開発

山形県 ピッツァとワインのお店フラム － 高齢者のコロナ感染リスクを軽減させるためのデリバリー事業

山形県 焼肉すてーじ火輝 － 自宅で本格焼肉ＥＣ開設及びインバウンド対応等内外装事業

山形県 株式会社雷人 5010401131826 安心・安全！非対面型鑑定システムの構築と周知

山形県 ビューティーサロン辰巳有限会社 3390002002234 美容室で販売しているホームケア商品の非対面通販システムを導入

山形県 株式会社シェ・ミオ 9390001015495 主力製品の完全自社生産によりサプライチェーンの毀損への対策

山形県 株式会社セルヴァンスポーツ 290001005590 テレビ会議システムを活用した非接触型の専用スポーツジム創造

山形県 さとみの漬物講座企業組合 － オンライン講座の新規開講および関連サイトの改修事業

山形県 株式会社森からの恵み 2390001013448 山形から全国へ産地直送農産・農産加工物のＥＣ新設及び周知事業

山形県 肉そば・鳥中華ざぶん － 山形の蕎麦など特産品・農産物を全国展開ＥＣ及びＨＰ新設事業

山形県 株式会社マルアール 6390001014120 自社ＨＰでのＷＥＢ内覧機能構築・店舗ＨＰのネットショップ構築

山形県 有限会社ＡｒｏｍａＡｎｇｅｌ 3390002006458 ウェブ及び新サービス提供による女性をターゲットとした販路開拓

山形県 旅館末広 － コロナウィルスを寄せ付けない安全な宿泊

山形県 ＣＨＯＣＯＬＡＴＥ　Ｌａｂ． － オンライン向け販売システムの構築

山形県 株式会社モアイズ 4390001015888 内製化のための設備投資、安定したサービス提供の実現
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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

山形県 かくれ庵ｓａｓａｋｉ － 女性、（主婦層・単身女性）をターゲットとした非対面型事業の開拓

山形県 合同会社ＧＬＡＭＰｉＣ 3390003001689 移動販売車による販路の開拓及び新商品の販売

山形県 Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　いのせんと － 写真セレクト共有システムの導入と新たな販促用ＰＲ活動

山形県 株式会社Ｗ・ＨＹ－Ｋ 7390001014490 地元地域の皆さまが安心・安全な宴会への取り組みとより良い料理の向上

山形県 Ｃｏｌｏｒｅｒ　クロレ － 苔法師（ＫＯＫＥＢＯＵＳＩ）苔植物雑貨の製作・販売

山形県 レストランパ・マル － ＥＣサイト製作（通販）と非対面型の店舗改装

山形県 ＲＯＣＫＥＴＳ株式会社 2390001005783 三密を避けるための移動販売事業

山形県 株式会社ＣＥＰ 6390001014525 ホームケアエステ機器レンタルサービスによる売上維持・拡大事業

山形県
フェイシャル＆女性お顔そり専門店ＲＲれ
でぃ

－ 「オンライン美肌ケアシステム導入による新規顧客獲得」

山形県 株式会社Ｈ．Ｍ．Ｙ 5390001015714 山形の源泉成分をお届け！ネット販売＆チラシ作成事業

山形県 美容室小太陽 － Ｅコマースを導入し美容商品をＷｅｂで販売

山形県 株式会社リーテック 6370001019385 ＥＣ販売・リモート商談でコロナ危機を切り抜ける！

山形県 株式会社ＡＭＯコーポレーション 7390001015043 打破コロナ！ＥＣ販売とバイクで新規顧客獲得＆山形食材ＰＲ！

山形県 ＨＡＩＲ’Ｓ　Ｔ／Ｓ＝ｅｎ． － 髪や頭皮悩みを解決する美容商品をアプリで販売による売上ＵＰ

山形県 Ｎｉｅｔｚｓｃｈｅ　Ｔａｃｔｉｃｓ － オンラインコース作成・支援のための撮影機材と設備の導入

山形県 株式会社エンドー 5390001005442 “目指せみんなの台所”飲食料品宅配事業の開始

山形県 きくかわ － 新たな販売方法の構築と新規販路の拡充

山形県 株式会社ＳＥＶＥＮ 9390001013061 テイクアウト部門強化に伴う売上創出・顧客満足度向上

山形県 さと社会保険労務士事務所 － 顧問契約０円！気軽に必要な時だけ頼める社労士業務のＥＣ販売

山形県 株式会社ＪＤＡ 3900010146554 非対面での商品販売・テレワークによるｗｅｂ会議

山形県 株式会社寒河江商店 8390001015125 ＮＯ！３密営業の取組み及び『ＣＯＺＡＢの素』のパッケージ開発

山形県 株式会社ＣｕｔＢｏｏｔｈＤＥＣＯ 2390001015691 セルフ脱毛サロンによる非対面・複合的美容サービスの展開事業

山形県 焼きとり天神 － 環境の変化に対応しながらプロモーション強化による売上の底上げ計画

山形県 Ｆ２Ｒ － キッチンカーの導入による販路開拓

山形県 ＯＲＡＮＧＥ　ｆｉｌｍ　ｓｔｕｄｉｏ － リモート映像・ＹｏｕＴｕｂｅ配信対応スタジオで販路開拓

山形県 有限会社池田屋酒店 1390002007029 新型コロナウィルス対策としての店頭販売からＥＣ販売の強化

山形県 食の元氣株式会社 7390001007148 移動販売車の導入による地域貢献と新規販路開拓事業

山形県 浜のかちゃんの店 － ＩＴ活用による新規顧客獲得、販路拡大構築

山形県 有限会社チアーズ 8390002008739 リモートで行うオンライン結婚相談室のＨＰ開設

山形県 有限会社松若中央学院 1390002007994 オンラインを活用した授業とお話し会、親への報告で新入生獲得

山形県 Ｌｕｂｒａ － マーブを活用した新メニュー開発とネットを通じた新規顧客獲得

山形県 はづき株式会社 6390001012834 地元食材のＴＡＫＥ　ＯＵＴメニューのネット販売による販路拡大

山形県 エイト鍼灸整骨院 － オンラインダイエットシステム構築と告知強化による新規顧客獲得

山形県 合同会社つかさや旅館 4390003001548 オンライン管理によるパフォーマンス向上事業と新規顧客創造事業

山形県 ＧＯ＆ＦＵＮ　Ｊａｐａｎ株式会社 3011001111831 ＥＣ販売とｗｅｂプロモーション強化しＤｔｏＣの確立
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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

山形県 グッドハーモニー合同会社 7390003001355 ウイルス感染拡散防止等の対策と新規客を取り込む店舗改装

山形県 ｈａｉｒｍａｋｅＨＯＬＬＹ － 店舗で販売している美容室専売商品などをＷＥＢで販売する

山形県 中村石屋 － オンライン見学サービスの展開と非対面墓メンテナンス事業の拡大

山形県 パソコンくらぶたんぽぽ － 夜間・オンライン・幼児講座　新設で地域のＩＴ化を支える存在に

山形県 青文テキスタイル株式会社 5390001010327 オンライン展示会・商談システムによる営業展開と販路開拓

山形県 有限会社エンプランニング 5390002013733 通販・テイクアウト用のＨＰ作成と機器の導入

山形県 ＣＡＦＥ　ＳＯＲＡ。 － 「菓子製造許可取得！カフェの手作り菓子、通信販売で新規客獲得」

山形県 株式会社ＡＲＢ 9390001010868 キッチンカーによる自社ハンバーガーの移動販売・販路拡大

山形県 ヘアラボラディーテ － イーコマースシステムの導入で非対面型ビジネスモデルを確立

山形県 株式会社井上自動車 8390001013756 コロナでも安心！新しいお客様窓口開設で集客アップと営業強化

山形県 結 － 非対面型の通信技術を用いた遠隔授業形式の導入と拡大への投資

山形県 ｒｅｂｏｎｄ － 販路拡大のためのｗｅｂ制作及び作業効率化の為のシステム開発

山形県 有限会社ティアライズ 2390002012614 接触しない商品の受け渡しとクレジット決済化

山形県 ＭｙＲＯＵＴＥＮ － 小規模商店サブスクリプション

山形県 有限会社鈴木製作所 3390002013009 ｚｏｏｍで打合せ　個人オーダー家具をｗｅｂ受注で下請け脱却

山形県 有限会社百田屋 3390002013470 コロナとの共存！ニューノーマルな店舗仕様でお客様にも安心を！

山形県 有限会社まるみつ 9390002013424 コロナ対策のためのネット環境整備充実

山形県 株式会社東光の酒蔵 2390001010008 ＥＣ売上拡大に向けた、ＥＣサイト・受注決済システムの刷新

山形県 株式会社長沢燃料商事 9390002013192 「やまが炭」の販売力強化と新規顧客獲得の取り組み

山形県 株式会社Ｒｅｓｔ 5390001013817 自由に薪が作れ、好みの薪を購入できる場　ｗｏｏｄ　ｐａｒｋ　の新設

山形県 株式会社食の力コーポレーション 1390001013820 ウェブ注文受付と新商品開発によるテイクアウト等の販売強化事業

山形県 株式会社アートライフ長崎屋 2390001010998 ホームページ新設により人と地域社会に感動を！

山形県 有限会社えんどう肉店 8390002014836 自宅で美味しい山形県産牛肉を！ネット販売による新規顧客獲得

山形県 有限会社シバサキ商事 4390002005483 ～アフターコロナ～　新たな時代への懸け橋構築プラン

山形県 ＡＳＩＡＮ　ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｃｈａｒｉｓ － キッチンカーでテイクアウト販売の拡大と配達で新規顧客を獲得

山形県 ｏｌｉｎｏ － セルフホワイトニングの導入により３０～４０歳代の顧客を獲得！

山形県 阿部派一刀流 － コロナに負けない侍魂！情報発信で引き寄せろ新規顧客獲得事業！

福島県 株式会社ヒトキャリア 3370001024677 非対面型採用・就職支援促進のためのＥＣサイト立ち上げ

福島県 オリエンタルＳＫ株式会社 8380001004194 手作り石けんのＥＣ販売よる売上アップ

福島県 ソイクロップ － 最新機械、アプリ導入で切り開く新たな美容業の展開

福島県 Ｔｅａ＆ＢａｒＭＡＧＩＥＮＯＩＲ － お家ごはんを楽しもう！！　お店の味わいを食卓へ！！

福島県 株式会社ＴＤＦ 9380001003658 住宅の夢と憧れを叶える新サービスプロジェクト事業

福島県 有限会社井上武道具店 2380002000421 ＥＣサイトの構築と新規機材を用いた効率化による売上拡大事業

福島県 Ａｏｙａｇｉ － テイクアウトとＥＣサイトによる販路拡大

福島県 アド・エージェント － 「オーダーグッズビジネスのＥＣサイト構築事業」

10 / 14 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

福島県 ＬＵＡＮＡｂｏｄｙｔｈｅｒａｐｙ － 安全で質の高い非対面式セルフケアサービスによる販路開拓事業

福島県 焼鶏はりまう － コロナ時代をサバイブする！～はりまう式打倒コロナ強化作戦～

福島県 株式会社アド・ホック・デザイン 5380001004073 非接触型営業のためのネット広告強化とドローンによる営業促進

福島県 株式会社ビーグラッド 7380001030687 来場が無くてもお客様に伝わるＶＲ展示場事業

福島県 株式会社大道ＧＡＴＥプロダクション 9380001020942 大道ＧＡＴＥオンラインサービス

福島県 株式会社エムケーファーム 8380001023657 萱場梨・福島県中通り産こしひかりのＥＣでの販売拡大

福島県 株式会社ＰＥＡＣＥ 3380001028413 完全非対面営業による中古車販売店無人化事業

福島県 株式会社ＬＡＮＩ－ｈｕｌｕ 6380001030820 福島市初！セルフ脱毛専門店のオープン事業

福島県 Ｒｅ：Ｒｅｆｌｅｔｅ（リ：ルフレ） － コロナ禍に負けるな！元気な福島をつくるぞ！！

福島県 ＣＡＰ高等学院 － 通信制高校サポート校完全オンライン化および生徒募集の充実。

福島県 株式会社アミュゼホールディングス 8010001133815 「テイクアウトメニュー開発と鍋デリのＥＣサイトへの出店」

福島県 ＯｓｔｅｒｉａｄｅｌｌｅＧｉｏｉｅ － テイクアウト事業の強化による販促及び新規顧客獲得事業

福島県 株式会社ラビックス 6370001021333 非対面型による学術集会開催を支援するシステム開発事業

福島県 有限会社斎藤正松商店 2380002005619 ホームページ開設とＬＥＤディスプレイ設置による売上拡大計画

福島県 有限会社福島レジスター 7380002003287 非接触型営業実施による販路拡大とＨＰによる新商品ＰＲ

福島県 Ｖａｐｅｓｈｏｐ　ＨＯＯＰ － インターネットビジネス強化による新規店舗改装事業

福島県 株式会社Ｐ・Ｂ・ＪＡＰＡＮ 7380001025027 非対面問診体制の拡充とＨＰとＳＮＳを用いた広告宣伝

福島県 株式会社サミーオートトレーディング 4380001011987 ホームページの新規作成とインターネットによる商品販売事業

福島県 株式会社井戸川塗装 9380001026213 ＬＰとＥＣサイトを用いた抗ウイルス塗料の非対面販売

福島県 串酒場ピザ酒場おれんじ － 家族での楽しみ方を提案！テイクアウト導入と新メニュー開発事業

福島県 有限会社大桃工業 8380002008418 非対面での見積作成及びお問い合わせフォームの作成

福島県 コージーエンターテイメント合同会社 6380003002090 飛沫防止・換気・滅菌と生ライブ配信・新サービスによる新規開拓

福島県 行政書士高橋法務事務所 － 事業・資産承継をストップさせない法務サービスの広報

福島県 Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＯＡＳＩＳ － 安定収入の確保及び、空き家問題解決ビジネスモデル構築事業

福島県 株式会社福島野球団 9380001029604 専門Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルによる試合配信とその告知宣伝

福島県 株式会社Ｂ・Ｏ 9380001019679 テレビ会議システム導入に伴うＦＣ加盟店向け次世代型コンサル事業

福島県 株式会社コレクトプレイス 5380001026381 職業紹介サービス活用を伝えるサイト制作と広報開拓事業

福島県 アトリエ草巴 － 「オンラインでも楽しめる花のある暮らし」の構築

福島県 美容室クリア － ソーシャルディスタンス確保と介護・医療従事者向けサービス事業

福島県 イタリアンマシロ － 安心して来店できる店舗への改修とリニューアルキャンペーン

福島県 Ｓｈｕｌｉ － オンライントレーニング導入とランディングページの活用

福島県 有限会社コマーシャル・キューブ 9380002009308 ドローンを活用した学校・企業見学会の動画撮影確立事業

福島県 株式会社ラグドールファミリー 9380001025529 「地域密着オンライン気軽にテイクアウト、デリバリー」の構築

福島県 有限会社グリーンコーポレーション 3380002014073 本格フレンチを手軽にオフィス、家庭で味わえるサービスの提供

福島県 株式会社ブロス住宅設備 9380001024877 飛沫感染防止パーテーションのフルオーダー販売事業
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福島県 遠藤自動車商会 － ＨＰ及びＳＮＳを活用したオンライン査定サービス事業

福島県 はんこ屋ぶんちゃん － 機械装置導入に伴う唯一無二の販促物、贈答品製作事業

福島県 株式会社しのや 4380001026333 インターネット販売　野菜ＢＯＸの販売・販路開拓

福島県 有限会社大沢装芸 1380002008341 顧客ニーズに沿った増産体制の強化および作業効率化事業

福島県 サディア － 自宅で参加　ウェブダンス・体操・ヨーガ教室。ＤＶＤも販売。

福島県 ＡＤＥＬＥＳ合同会社 7380003004615 サプライチェーンの毀損への対応

福島県 株式会社アレス 6380001008593 タイムリーな情報配信およびスムーズな決済の確立事業

福島県 丸栄ふとん店 － オンラインサービスが充実したＥＣサイト立ち上げによる販売促進

福島県 株式会社Ｒｅｇａｌｏ 1380001027598 非対面販促ツールの制作

福島県 スパゲティーＣｈａｍｐ － テイクアウトと新型コロナ感染症拡大防止対策で売上増と新規顧客

福島県 Ｒｉｃｏ － 「日本の生活」をブランディングした海外向けＥＣ販売強化事業

福島県 リストランテマルテッロ － 顧客ニーズに応えるための店内飲食及びテイクアウト伴走事業

福島県 株式会社オールパートナー 4380001026548 非対面型営業活動の構築に向けたホームページ制作

福島県 エステティックサロン・コフレ － 非対面事業の充実によるエステサロンの収益強化事業

福島県 旅工房あいづ株式会社 7380001023897 ＶＲ（仮想現実）活用による会津いいとこツアーの構築

福島県 株式会社高橋商店 5380001017579 Ｗｅｂコンテンツマーケテイングとネット卸システム構築

福島県 株式会社テクニカルスタッフ 4380001018504 自社オンラインストアのさらなる販売力強化を実施

福島県 ＡＮＧＥＬＩＱＵＥ － 肌に優しいプライベートブランド化粧品開発とＥＣサイトでの販促

福島県 株式会社Ｗｉｎｄｍｉｌｌ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｃｅｎｔｒｅ 380001023969 非対面型オンラインレッスン導入による売上向上・販路開拓

福島県 有限会社赤羽商事 3380002031003 ステイホームで赤べこ作りの販路開拓と新規客拡大の為の設備整備

福島県 株式会社アィ・シー・エス 380001021606 安価で簡単に始められるネットショップ開店支援サイトの開発運営

福島県 合資会社荒木製菓 8380003001751 ネット販売の強化と新型コロナに対応した製造環境の整備

福島県 ファームブリッジ － 商品の差別化とオンラインショップ開設による販路開拓

福島県 株式会社石井商店 4380001017241 「おひつ」を中心としたＥＣ新ブランドの立ち上げと営業拡大

福島県 ＷＨＩＳＫＹＳＨＯＰアクアヴィテ － インターネット販売を活用した販路拡大

福島県 株式会社Ｏｎｅ’ｓ　ｈｏｍｅ 2380001029098 ＥＣサイト販売強化とテイクアウトメインの販売形態への店舗改装

福島県 メガネのアイワ － 非対面の遠隔検眼＋新しい生活様式に対応した視力検眼器導入

福島県 株式会社わーくすたいる 3380001030113 クラウドサービス利用によるテレワーク会計サービスの提供

福島県 本田屋本店有限会社 8380002033886 ネット販売の強化とネット誘客による新規顧客獲得事業

福島県 １００％Ｂｏｄｙ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｆａｂｕｌｏｕｓ － 医療費削減へ貢献　国民が病気に負けない身体作りをサポートする

福島県 株式会社リアン 3380001015262 ３密対策工事とＥＣ通販による飲食事業の復旧と収益確保

福島県 株式会社吉風 9380001023243 非接触型診療以降化

福島県 株式会社Ｋ－Ｌｉｆｅ 7380001028120 非対面型ビジネスモデルへの転換

福島県 株式会社根本園 1380001013598 非対面チャネル構築による顧客接点拡大及び販路開拓

福島県 有限会社渡辺文具店 3380002026812 非対面型ビジネスモデルへの転換
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福島県 台湾茶芸貿易有限会社 4380002024609 凍頂烏龍茶ティーバッグの販路先開拓・拡大

福島県 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　ＤＡＩＳＹ － ＥＣサイトを活用した非対面型ビジネスへの転換と新規客獲得

福島県 エステサロンＡｌａ － ＥＣサイト・ウェブカウンセリングからの新規顧客獲得事業

福島県 アトムビット － プログラミング教室オンライン化と動画配信への転換事業

福島県 株式会社ジョイ 3380001015394 テイクアウトによる新規販路開拓と安心・安全な空間作り

福島県 ＡＭＡＮＥＣＥＲ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

福島県 株式会社アオバ消毒 7380001015143 「まちも健康、人も健康」ホームページリニューアル事業

福島県 株式会社グリーンウェイ 6380001015111 新ホームページを活用し非対面型ビジネスモデルでの販路拡大

福島県 ハートデザイン － 成人の引きこもりＰＲ強化並びにオンラインセミナーシステム導入

福島県 有限会社カメラのカシムラ 8380002023128 非対面対応の新撮影プラン立ち上げと自社スタジオリニューアル

福島県 有限会社ｍｉｍｉｃ．　ＪＡＰＡＮ 1380002027556 店内飲食から中食市場へ　～昼から夜まで職人の味を届けます～

福島県 常磐工業株式会社 7380001012982 新事業「水のトラブルＳＯＳ」専門サイトの構築による販路開拓

福島県 食・ネットワーク株式会社 380001023290 キッチンカーで販路開拓

福島県 合同会社Ｇｒｏｗ 4380003004262 利用者の手厚い就労支援体制整備と配送効率のための兼用車両導入

福島県 福や － 子供が楽しめるＶＲ動画で製造工程や製造者が丸見え！水産商品

福島県 有限会社インキューブ 6380002027329 経営コンサルティングやセミナーのオンライン化

福島県 アンファミーユ － 新型コロナウイルス感染予防対策を徹底した美容室を作る

福島県 有限会社和光 4380002026745 きめ細やかな接客ができる非対面ビジネスへの転換

福島県 フラワースタジオ・ミヨコ － ネット販売およびオンライン体験への業態転換

福島県 株式会社ｄｒｅａｍＬａｂ 380001024887 新サービス提供のためのＷＥＢマーケティングとブランディング戦略

福島県 自然療法オフィスＲｅＳｔｙｌｅ － 「コロナ渦での健康改善新メニュー開発と、美容系の顧客開拓」

福島県 ありが亭 － 感謝の気持ちをデリバリー＆満足度向上店内環境改善

福島県 有限会社サトウ建装 2380002023819 Ｗｅｂ相談システムの導入による新規客の開拓

福島県 キッチンアンドドリンク鈴蘭 － 『新たな売上の柱づくりに向けた継続的テイクアウト販売への取り組み』

福島県 株式会社Ｐｅｒｓｏｎａｌｉｔｙ　Ｓｔｙｌｅ 2380001025056 非対面型への業務変革！オンライン講座で販路拡大！

福島県 ＨＡＮＡ － スマホ予約サイトの構築と既存のお客様へのアプローチ

福島県 合資会社フォトスタジオみどりかわ 2380003001212 ドローンによる新たな空域撮影へのチャレンジ！

福島県 株式会社いわき印刷企画センター 8380001012255 販路拡大、テレワーク環境の構築と業務効率向上への取り組み

福島県 アボンド － ウェブでのカスタムオーダーによるハワイアンジュエリーの販売

福島県 合同会社ＫＣＩ 2380003003596 オンライン受講システムの構築と拡販事業

福島県 株式会社昭南クリーン 8380001021512 ＷＥＢ広告導入による非対面ビジネスモデルの構築及び営業展開

福島県 有限会社ソニックプロジェクト 7380002027369 インターネットを利用した非対面型ライブ生配信システムの構築

福島県 合資会社石河屋 7380003001001 ドライフルーツの普及拡大と量産体制整備による売上向上

福島県 有限会社幸栄 2380002017754 巨大ガチャによる非対面型ビジネスモデルへの転換と販路開拓

福島県 いかりや商店 － ＨＰ開設による販路開拓と非対面型ビジネスモデルへの転換
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福島県 ミリオンテック合資会社 5380003000772 バッテリー無人遠隔管理で、未訪問でも商機を逃さない仕組み化。

福島県 トウホク工芸 － 白河地方６次化産品等アンテナショップ開設事業

福島県 有限会社宮尾塗工 8380002018508 「長持ち住宅とコロナ感染対策をオンラインで手軽に相談」

福島県 Ｍｉｓｓｉ：ｚ － 市場や顧客の変化に対応するための再ブランディング

福島県 さたけ整体院 － 感染症対策による顧客獲得に向けた院内サービス向上事業

福島県 株式会社ヨネクラ 2380001011436 映像活用で強みや安心安全を広範囲に周知する新しいスタイルへ

福島県 株式会社レーベン 5380001028675 疼痛治療ＰＲ用ホームページ制作とオンラインコンテンツの導入

福島県 焼肉よらく － ネット注文を可能とした加熱前肉類の小売販売

福島県 旬味一彩　ふく寿 － 厨房改装でデリバリー・テイクアウト強化事業

福島県 株式会社ニューディレクション 2380001027036 新しい生活様式に対応した店舗改装による来客数の回復

福島県 人気酒造株式会社 1380001009951 コロナ収束後の海外清酒市場に向けた販路開拓と製造工程の高度化

福島県 青木タカ子 － 都路ブランド野菜の創出とＨＰ、ＥＣサイトを活用したファン増加施策
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