
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

岐阜県 有限会社笠原商事 4200002000973 爆発警戒区域内で使用できるドライミスト開発による新規顧客獲得

岐阜県 ｎａｔｕｒａｌｂｅａｕｔｙＡＤＡ － 売上、認知度のアップ、地域貢献もする自動販売機型看板の設置

岐阜県 ＬａＮｏｕｖｅｌｌｅＬｕｎｅ － 富裕層向けの少人数制ケータリングサービスと正月の御節販売

岐阜県 株式会社エアロクルーズ 9200001002041 ポジティブ思考教育

岐阜県 早川接骨院 － オンラインセミナーを皮切りに新たな収益事業の確立と認知度向上

岐阜県 千杓　（せんじゃく） － コロナ禍中で気づいた新たなるビジネスモデルとチャレンジ

岐阜県 フルハウス株式会社 4180001120230 自宅ｄｅサロン（Ｒ）を武器に動画活用による非対面営業への変革事業

岐阜県 しのだ会計事務所 － 税理士業務管理システム「耕夢」を使ったテレワーク業務推進

岐阜県 株式会社ＧＥＮＴ 6200001036752 「ＥＣサイト導入」で他社に影響されない経営基盤を獲得事業

岐阜県 株式会社フルタ 9200001034506 非対面サービス強化のための使いやすいシステムの構築

岐阜県 ＡＮＳＣＨＬＵＳＳ － 既存猫用品のブラッシュアップ！新商品開発と広報による売上拡大

岐阜県 広江塾 － 映像授業を活用して自ら進んで学習に励む生徒の育成

岐阜県 有限会社大三 1200002002675 コロナ収束後の市場変化に対応した作業環境を目指す

岐阜県 株式会社エデュクレエ 3200001029610 入国後の効率的な講習を行うための整備事業

岐阜県 けいちゃんほそ江 － 食品ロスを削減・有効活用するための、ウェブ上で在庫を見える化

岐阜県 サクセスゼミ － 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

岐阜県 株式会社リブ 1200001037334 「スチコン」による省人化とファン拡大に向けた展開

岐阜県 有限会社和幸 3200002007549 出入口自動開閉によるコロナウイルスの感染防止事業

岐阜県 株式会社小林漆陶 8200001002042 ＳＮＳの活用とＥＣサイト連動で非対面接客と販路拡大を実現

岐阜県 有限会社ヒラミツ印工房 2200002003879 印鑑オーダーシステムとアナログ告知で印鑑販売の新ステージへ

岐阜県 スパゲティーおかだ屋 － テイクアウトの実施による販路拡大と売上向上

岐阜県 ＩＴＴＯ個別指導学院岐阜大福校 － 環境を改善、生徒が集中できる空間にグレードアップ

岐阜県
ヨガ・パーソナルトレーニングスタジオＭｏｒ
ｅＢｒｅａｔｈ

－ 非対面型インストラクター養成講座の構築と飛沫感染防止装置導入

岐阜県 有限会社すずや神田仏壇店 3200002002459 実店舗を活用した３Ｄ空間での仏壇仏具ＥＣ販売事業

岐阜県 株式会社應天堂 8200001027485 ウェブ上の店舗設立と販売

岐阜県 株式会社うを仁 7200001035596 通信販売・リモート料理教室の提供体制構築と広報事業

岐阜県 カンボジア人支援協会 － 非対面事業展開（オンライン相談）による新規顧客の獲得

岐阜県 株式会社クォントロール 6200002006746 「１着からプリント」によるＴシャツ販売

岐阜県 株式会社Ｓｔｅｐ　Ｕｐ 2200001030750 オンライン販売の強化と厨房機器の設備投資

岐阜県 有限会社中込彦右衛門商店 9200002008748 ＳＣキッチンカーでの新規顧客獲得による販路拡大

岐阜県 有限会社丸泰自動車工業 8200002004574 新型クーラーガス回収充填機導入による外注費削減及び利益率向上

岐阜県 カーサービスビッグエイト － 「自動車部品のＥＣサイト販売」開始！強固な経営基盤を構築事業

岐阜県 ボディクライアント岐阜茜部店 － オンライントレーニングサービス提供による売上回復と新規客獲得

岐阜県 坂本　右生子 － オンライン集客システムの構築、ＳＮＳ広告事業の立上げ

岐阜県 カットスペース　トーマス － 化粧品の新たな販売チャンネル導入！「ＥＣサイト」で売上増加事業
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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

岐阜県 株式会社ＬＩＳｓ 3200001035162 自社コールと協業保険募集によるフリーランサーの獲得と囲い込み

岐阜県 ラクラス合同会社 9200003004564 ホームページ開設による非対面賃貸への転換

岐阜県 株式会社４４－ｐｒｏｊｅｃｔ 2200001032400 医療・介護系人材紹介事業／テレワーク環境の整備

岐阜県 中部産機システムズ株式会社 8200001034250 ウェブサイトを構築し営業力強化する。

岐阜県 株式会社カミリアジャパン 5200001032430 オンラインショップと店舗改装

岐阜県 株式会社ネクスト名和 1200001003947 ＥＣサイトによるライフスタイルショップからの新規顧客の創造

岐阜県 株式会社南部建装 7200001007372 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！

岐阜県
美Ｂｏｄｙ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｋｓａｎａ　Ｙｏ
ｇａ

－ コロナに負けない新しい生活様式の中でスタジオ運営を立て直す

岐阜県 コミュニカエデュケーションセンター － オンライン校の開校とその為の、安心な教育・学習相談室づくり

岐阜県 株式会社住まい’Ｓ　ＤＥＰＯ．ねっと 6200001012480 ＶＲ＆ＷＥＢによる非対面型住宅提案システム構築事業

岐阜県 株式会社教育企画開発 7200001009022 Ｚｏｏｍを使用したオンライン対話事業立ち上げ・拡充

岐阜県 株式会社カスガイホームズ 4200001009330 ＷＥＢ上での資産売却・任意売却の集客及びセミナーでの顧客探査

岐阜県 丸大恒栄合資会社 5200003000575 分身ロボット事業

岐阜県 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｖｏｉｃｅｓ － 非対面式レッスンの充実と歌を使った広報活動で新規顧客獲得

岐阜県 株式会社ＭＡＧＩＣＯ 9200001030918 ｎｏｔｅ自動集客ツールの開発と販売

岐阜県 ミニッツラウンンドゴルフ株式会社 9200001030587 ゴルフ無人店舗システム販売における非対面型営業モデルへの転換

岐阜県 株式会社えん卓 8200001009525 高級宅配すしの出前を可能にするＨＰ作成・オンライン決済の導入

岐阜県 焙煎屋克之佑 － ネット販売による非対面販売とそれに伴う生産能力強化の対策

岐阜県 株式会社ＣＡＩＧＡＮＥ 2200001034561 通信販売及びテイクアウト提供体制構築、事業開始

岐阜県 株式会社ＦＬＡＧ 3200001031005 「Ｉ　ＡＭ　ＪＵＳＴ　ＭＥ」プロモーション・ＥＣサイトの立ち上げ。

岐阜県 特定非営利活動法人ＯＲＧＡＮ 3200005011259 世界市場へ向けた和傘オンラインショップと、オンライン体験販売サイト改修

岐阜県 学研日野教室 － 「子どもたちが在宅でも教室でも学べる学習環境づくり」

岐阜県 ｋａｇａｙａｋｉ － 心理カウンセリング、経営支援の経験をいかした通信講座

岐阜県 株式会社ＮＳＲ 9200001028053 マスク生産、販売

岐阜県 株式会社村山 5200001005378 ＩＣＴを活用した販売機会を逃さないＷＥＢシステムの構築。

岐阜県 株式会社イチタスイチ 6200001030607 敷島珈琲店プロモーション及びテイクアウト商品強化事業

岐阜県 とりみち － 生肉のテイクアウト販売

岐阜県 Ｔｕｌｉｐ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ合同会社 5200003004064 Ｗｅｂを活用した講座及び体験コンサルティングによる販路開拓

岐阜県 有限会社寿々木 7200002002447 コロナ対策型の感染予防・衛生管理・換気対策への店舗改装

岐阜県 株式会社ＦＳスギヤマ 2200001034784 不振が続く衣料品からマスク、防護服などの医療服への転換

岐阜県 マジシャンＴＡＫＥ・アトリエパーム － 手品用品通販とレンタル事業によりＷＩＴＨコロナを克服する！

岐阜県 ＳＯＵ株式会社 1200001035354 地域プロモーションＷＥＢサイト制作とＥＣの導入

岐阜県 Ｂｒａｎｄ．Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ．Ｄｅｓｉｇｎ． － 共感ＥＣブランディング　オンラインセミナー事業

岐阜県 早川国際株式会社 1200001015315 自社商品の販売を見据えた販売管理システムとＥＣサイトの構築

岐阜県 桜花名塾うずら校 － 教室内と自宅で受講できる映像授業による感染防止対策
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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

岐阜県 柴田飴本舗 － ネット販売と新商品開発を軸にしたエンドユーザーへの販路開拓

岐阜県 長森薬局・鍼灸院 － オンライン相談・ネットショップ開設による新規顧客獲得事業

岐阜県 横山工業ミシン株式会社 2200001005711 ファッションマスクの開発

岐阜県 ＡＤＯＮＩＳ － 料理テイクアウト及び物販、セレクトワイン提案販売サービス

岐阜県 株式会社エマニエル 1200001028390 ＷＥＢを活用した非対面型ビジネスモデル展開と新規サービス提供

岐阜県 ｎ－ｆｌａｐ － 美容室専売品をオンラインで購入できるＥＣサイト制作

岐阜県 有限会社山王プロジェクト 9200002001843 ５Ｇに合わせた設備投資とＥＣ事業における商品開発

岐阜県 ＫＵ－ＤＥＴＡ － 販売チャネルの構築とＳＮＳマーケティングの強化

岐阜県 有限会社松下製餡所 3200002013183 大垣のあんこを全国へ販売

岐阜県 株式会社矢橋コンサルティング 8200001035439 非対面型の情報収集力強化のための信用情報データベース構築事業

岐阜県 和伊酒ＤＥＥＲＡ － 遠方を含めたテイクアウトを可能にするＥＣサイトの構築

岐阜県 株式会社現代設計事務所 9200001013567 ＷＥＢでの集客システムの構築事業

岐阜県 ワタナベダンスカレッジ － ホームページとＥＣサイトを用いた非対面型ビジネスの導入

岐阜県 株式会社オーク 4200001015238 桜徠の宅配　ちょっとした贅沢をあなたのもとへ

岐阜県 株式会社ガブヤダイニング 2200001033877 藁焼き炉端の設備機能充実で新型コロナ対策を強化

岐阜県 Ｂｕｃａ － 会員制への移行とオンラインでの完全予約管理

岐阜県 金森仕出し店 － 「感染症対策を含めた歴史バー開設による観光の新拠点作り事業」

岐阜県 十六兆 － 新たな販売方法への参入と品質向上への挑戦による経営力強化

岐阜県 ＲｕｎＬａｎｄ株式会社 5200001027819 法改正と多様化に適する結婚相談所のＰＲ動画ポータルサイト運営

岐阜県 和モダンフレンチたかはし － ホームページ作成による認知度向上と非対面型ビジネスへの転換

岐阜県 株式会社かけはし 2200001033869 ＢｔｏＢ市場開拓に向けた非対面型営業体制整備事業

岐阜県 合同会社ノビル 3200003004090 ●ト商品販売のための関連設備の導入

岐阜県 株式会社ヒダ事務機 4200001025179 テレワークの自社導入と導入支援の販売

岐阜県 日本料理　花庖丁　大下 － ネットを活用した販路開拓、新規顧客開拓事業

岐阜県 株式会社豆天狗 6200001035985 急速冷凍で老舗の味をそのままご自宅へお届け

岐阜県 株式会社飛騨の森 8200001033211 テレワークを活用した宿泊施設の新しい提案

岐阜県 ＨＡＬＵ　ＢＡＬＬ － 人気商品の弁当提供による地元テイクアウトニーズへの緊急対応

岐阜県 ロハス株式会社 1200001025660 「あてや」を餃子専門店へ、テイクアウトとＥＣで販路拡大

岐阜県 合同会社マイポート 7200003004616 感染症対策の徹底と授業オンライン化導入による顧客満足度の向上

岐阜県 有限会社コサカ楽器 5200002025227 音楽教室のオンライン対応および楽器リペア事業の拡充

岐阜県 有限会社たま井や 6200002025515 たま井や：自社製品の開発とＷＥＢサイトによる新規販路開拓

岐阜県 株式会社柿下木材工業所 4200001024759 非対面による木製照明モアレの新規顧客獲得と販路開拓事業

岐阜県 有限会社白啓酒店 8200002025372 自社ＨＰ、ＥＣサイトで商品の販売

岐阜県 からあげのどん － テイクアウトできる新商品開発とネット通販に販路開拓事業

岐阜県 Ｍ－ｐｌａｎ － 「キッズパソコンオンラインスク－ル」の開校
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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

岐阜県 株式会社寿々裳 2200001024901 新しい生活様式に適応できるリモート結婚式

岐阜県 ワイドステージクラシック － お客様が自由にフォト婚プランを組み立てられるＥＣサイトの構築

岐阜県 日本新建物株式会社 7120001211288 全施設「ＩＣＴ設備による代替」利用の簡易宿泊施設運営事業

岐阜県 有限会社アプラ 2200002027119 地域ブランド力向上及び不動産テック導入による販路拡大

岐阜県 有限会社雄山建設 1200002026096 オンライン相談導入と無料耐震診断や古民家をＰＲして顧客増加

岐阜県 株式会社グッドプラス 1200001029744 ＥＣ販売による天然成分配合（飛騨杉葉水）腸活ヨーグルトの訴求

岐阜県 有限会社梗絲食品 9200002025149 新押し寿司の販売促進に係るＨＰ作成・ネット通販の実施

岐阜県 第一薬産株式会社 6200001024939 ＥＣサイトの刷新による新規顧客の獲得

岐阜県 有限会社リコーオート 3200002005156 ミスターメルセデスオンラインヘルプ

岐阜県 株式会社Ｈａｎｄｓクリエイト 3200001029750 感染症対策の為の、施設改造事業

岐阜県 木野　史恵 － ホームページ、ウェブレッスンによる集客化。

岐阜県 株式会社ＲＩＳＥｎｅｘｔ　ｐｈａｓｅ 9200001032575 保冷車導入による多治見でのフルーツサンドの移動販売

岐阜県 多治見ききょう法律事務所 － 非対面型受注に繋げるブログリニューアル事業

岐阜県 うつわや多治見 － ネットショップ出店による美濃焼ファンへ向けた販売

岐阜県 ａｒｏｍｅ　ｄｏｕｃｅ － 「九星気学開運アロマ温石オンラインセミナー販売」

岐阜県 串焼き一家多治見駅前店 － 店舗改装による新規顧客獲得・感染の防止とテイクアウト販売の開始

岐阜県 Ｋｙｏｕｍｅｉ　Ａｃａｄｅｍｙ － Ｗｅｂシステムを使用した非対面型オンラインレッスン

岐阜県 株式会社アペックスハート 6200001022100 コロナ危機を乗り越えるための、自社主力商品のＷＥＢ販促・販売

岐阜県 株式会社幸兵衛窯 5200001021020 取引先に依存しない販路拡充のためのホームページ改修

岐阜県 ＬＯＫＡＨＩ．株式会社 9200001031065 感染症予防についての対策！お家で出来る運動プログラム配信

岐阜県 プラモデル完成品販売店エムクロード － オンライン集客・電子コンテンツ推進事業

岐阜県 株式会社藏珍窯 4200001020733 小売部門強化のための自社ＥＣサイト構築および広報活動

岐阜県 Ｓｈａｐｅ　Ｈａｔ　Ｃｏｆｆｅｅ　＆　Ｒｏａｓｔ － キッチンカーによる販路の拡大と魅力ＵＰによる新規顧客獲得

岐阜県 マイハート倶楽部 － オンラインセミナー開催によるサービスの充実と販路開拓

岐阜県 ＩＲＩＳＥａｎｔｉｑｕｅ － 新規顧客獲得のためのＥＣサイトによる販路拡大と新商品開発

岐阜県 有限会社ヤマ六商会 3200002020865 提案型ホームページ作成による新規顧客獲得と販売・提案力強化

岐阜県 株式会社ＬＤＫｐｌｕｓ 9180001121926 オンラインストア開設とテイクアウト部門強化に関わる取り組み

岐阜県 武田塾多治見校 － オンライン授業とテレワーク環境の整備、広告宣伝による生徒獲得

岐阜県 合同会社ナイト 6200003003841 カタールでのメイドインジャパンプロダクト販促プロジェクト

岐阜県 富久光 － 真空パック冷凍うなぎ蒲焼の通信販売事業

岐阜県 株式会社ユーアイズ 3200001027498 コロナに勝つ！やる気スイッチの「学びを止めないプロジェクト」

岐阜県 株式会社シルエフ 7200001034210 非対面で全国の経営者に行うオンラインコンサルの提供

岐阜県 有限会社シンエイ設備 1200002019471 個人顧客獲得ＰＲと事業効率化による売上Ｖ字回復事業！

岐阜県 寿々屋 － テイクアウト、通販による物販の強化に伴い、ホームページ開設

岐阜県 有限会社宴物産 6200002023188 非対面型ビジネスモデルへの転換

4 / 42 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

岐阜県 大阪バルととら － 大阪の味のたこ焼き、イカ焼きの外販による新規顧客の獲得

岐阜県 はやし農場 － 栗需要を深掘りし、対面販売重視から通信販売重視への転換

岐阜県 株式会社七福 4200002023529 原料「栗」をおいしく、衛生的に取り出す方法

岐阜県 縁義や － ・卸販売の売上減少を新たなインターネット販売での販路・売上拡大

岐阜県 エステティックサロンラ・ボーテ － 美容器導入による非対面新サービス「セルフエステ」を開始する

岐阜県 有限会社Ｓ・Ｄ・Ｌ 5200002024682 コロナ後に必要なスポーツ施設の配信指導環境と衛生環境の整備

岐阜県 株式会社幸匠功業 7200001034227 ＨＰとｚｏｏｍ活用で確かな技術力の水回り工事を非対面で提供

岐阜県 ｌａｄｙｂｅｌｌ － エステサロンの非対面型エステの展開

岐阜県 有限会社松葉 2200002023588 危機回避のためのネット販売強化と催事販売の見直し

岐阜県 有限会社ふぅ 3200002024767 新しいリラクゼーション店舗経営を作り業界にも知ってもらう

岐阜県 有限会社更科 7200002024672 地元特産品を使った自社ブランド商品の販売環境の整備

岐阜県 司法書士吉村事務所 － 自動見積システム付ＨＰへリニューアルしＷＩＴＨコロナを制する

岐阜県 イタリア食堂ＤＯＮＩ　ＤＯＮＩ － 自動券売機を使ったキッチンカーでの販路拡大と新規客の獲得

岐阜県 株式会社小坂酒造場 4200001019123 「春」を伝える・使い易い、わかり易い・手軽なネット販売の構築

岐阜県 有限会社丸達製陶所 7200002021637 新しい生活様式が生み出した新しい流通に対応するＥＣの確立

岐阜県 あん堂 － 新サービスとＨＰで当店の魅力を最大限に伝え、新しい顧客の創出

岐阜県 有限会社不動窯 5200002021548 ＷＥＢブランディング及びＥＣ体制構築事業

岐阜県 株式会社トライアングルワークス 3200001030106 ライブ配信を活用して販路開拓を目指すＰＲ事業

岐阜県 株式会社エスシーエス 7180001081783 商社の情報を活かした利益率の高い商品に絞ったネット販売事業

岐阜県 スイートヴィラ屋我地 － ワークショップ施設の設備投資と予約サイト開設

岐阜県 ＫＲＳ株式会社 6100001030409 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

岐阜県 有限会社ヤマカ斎木製陶所 6200002021753 通販用のＷＥＢカタログ作成と展示会出展事業

岐阜県 株式会社西武製陶所 9200001021479 コロナに負けない経営力強化のためのＥＣサイト構築事業

岐阜県 たま田や － ホームページを活用した新サービスの提供による安全な店舗づくり

岐阜県 黒田製型所 － 石こう型たまごの通販サイトの立ち上げ事業

岐阜県 有限会社虎渓渡辺製菓 2200002021187 当社の人気商品・利益率の高い商品に絞ったネット販売事業

岐阜県 ツチノネ工房 － 自社内製化を目指した３Ｄプリンター導入と新商品開発事業

岐阜県 Ｓｅｃｒｅｔ　Ｔｉｍｅ　Ｃａｆｅ － 新しい生活様式に向けたネット予約によるテイクアウト事業

岐阜県 株式会社一幸陶苑 3200001021212 ホームページによる平和祈願の鶴の置物の非対面販路開拓事業

岐阜県 有限会社宗山窯 8200002021314 ネット販売拡充のための環境整備

岐阜県 株式会社山銀飛水園 8200001021629 非対面ビジネス向けＦＡＸ注文用チラシとＷＥＢチラシ事業

岐阜県 ＨＩあすなろ事務所 － 非対面・非接触での面談・講座を実現するビジネスモデル構築

岐阜県 大勝観光株式会社 6200001021374 テイクアウト事業の開始と新しい生活様式にあった事業

岐阜県 有限会社水戸屋 6200002024681 インターネット販売強化による持続的発展と自社ブランドの強化

岐阜県 株式会社ハリス 9200001023789 おうちで衣裳選び！こだわり花嫁のフォトウェディング
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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

岐阜県 ＣＡＲＡＢＩＮＡ － キャンプ場を非対面型へ転換し、経営を立て直し持続能な経営を

岐阜県 接骨院８８ － ＷＥＢを活用したオンライントレーニング講座による販路開拓

岐阜県 株式会社エステートさつき 9200001036816 非対面型ビジネスモデルへの転換

岐阜県 株式会社デザインラボ 8200001007710 お客様との商談を非対面で効率的に実施するためのＩＴ利活用

岐阜県 株式会社東海エンジニアリングサービス 9200001008253
金型－パンチ面・側面へのＣＶＤ－ＳｉＣ同時高効率成膜技術と高速加工技術
の開発

岐阜県 ｅｓｐｒｅｓｓｉｖｏ － オンラインサロン導入事業

岐阜県 創翔合同会社 6200003003932 仕入れ先の拡大、オリジナル商品開発及び多店舗化による販路拡大

岐阜県 株式会社ライフタイムパートナーズ 4200001036416 不動産情報サイトへの掲載による宣伝効果拡大策

岐阜県 株式会社アーバングレース 4200001023140 会社の新規ホームページ制作と予約システムの構築

岐阜県 おしえるがっこう － 「おしえるがっこうオンライン」の展開

岐阜県 株式会社ミズノハウス 8200001007578 サプライチェーン化による発注・施工期間の短縮及び効率化

岐阜県 Ｊｅｌｉｏｃ　Ｌａｄｄｅｒ株式会社 2200001026823 ３６０°動画撮影可能カメラを使用しての中小工務店の営業支援事業

岐阜県 コンサルティング・シスト － オンライン対応できる経営コンサルタントとしての周知ＰＲ活動

岐阜県 喫茶室山脈 － ＥＣサイトの作成とオリジナル商品の開発

岐阜県 たすく － 便利屋を知ってほしい（販路拡大事業）

岐阜県 株式会社インテリアカワイタケシ 2200001033191 オンラインで相談を受けネットショップで販売事業

岐阜県 株式会社肉のかた山 9200001018657 Ｗｅｂ通販事業を活用した販路開拓のための改革

岐阜県 ＳＴＵＤＩＯ　ＳＯＵＫＯ　４５０ － （１）シニア向けオンラインＹＯＧＡサロンの開設　（２）実店舗の改装

岐阜県 居酒屋一騎 － テイクアウト需要への対応強化による売上アップ

岐阜県 ＮＫＹエクスプレス － 「伝統織物・尾州ウール専門サイト」お手軽価格で全国へお届け！

岐阜県 有限会社八松堂 4200002016177 営業動画製作とビデオ通話で新規顧客獲得

岐阜県 株式会社ＭＭフード 4200001033512 ＥＣサイト構築のよる販路開拓及び新規顧客獲得

岐阜県 ＩｍａｇｅＣｒａｆｔ株式会社 4200001018810 自社手クノロジー生産拡張による内製化の強化

岐阜県 Ｐｏｎｏｐｏｎｏｃａｆｅ － 当店人気メニューのテイクアウト販売による売上アップと販路開拓

岐阜県 合同会社フォレスト － 物件調達の自動化とコンサルによる物件取得促進と満室経営

岐阜県 ぷるぷるホルモン － ＥＣサイトの製作・販売による新規顧客獲得事業

岐阜県 ゴルフライフサポート － 非対面型インターネット動画レッスンの導入事業

岐阜県 常生接骨院 － ＩＴ技術導入による接触時間短縮と治癒率向上及びＨＰで集客強化

岐阜県 居酒屋暁 － 宅配サービス導入によるテイクアウト販売の新規開拓

岐阜県 フロー － オンラインと相談専用スペースを活用したＮＯ密コンサル！

岐阜県 株式会社光葉 1200001018425 コロナウイルスによるキッチンカーでのケータリング事業強化

岐阜県 株式会社ここやダイニング 5200001018883 喫煙スペースの新設　中庭の整備、ＥＣサイトの新設

岐阜県 酒肴奥座敷まる耕 － お客様が満足するおもてなしサービスの改良

岐阜県 わむたこ － デリバリー事業への展開

岐阜県 東風整体院 － 東風整体院における非接触化事業
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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

岐阜県 株式会社保険パートナー 5200001029047 オンライン保険相談の新規取組み（面談予約管理システムの導入）

岐阜県 ＹＵ－ＲＡＫＵ～ゆうらく～ － 店舗型のパーティー事業の脱却。出張型のパーティー事業強化

岐阜県 株式会社ｗａｌｌｓ 7200001034615 次亜塩素酸水の製造販売

岐阜県 株式会社無二’ｓ・６２志知接骨院 4200001030773 ＬＩＮＥ＠を使ったオンラインシステムによる販売自動化ビジネス

岐阜県 Ｔｅａｍ　Ｉｗａｎａｋａ合同会社 9200003003401 繊維素材の見本帳を作成し、新しい販売形態を確立する。

岐阜県 サンスリー株式会社 9200001012156 ターゲットシフト・販路シフトで通信販売業スタート

岐阜県 Ａ－ｓｔｙｌｅ － オンラインサービスと洋服のリメイク事業で新規事業開拓。

岐阜県 株式会社共営牧場 8200001010945 岐阜県産ブランド苺に特化したテイクアウト用スイーツの販売事業

岐阜県 ＳＨＳ － 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

岐阜県 ＨｕｍａｎＬｉｆｅ － 非対面型サイト受注システム

岐阜県 株式会社楽笑 8200001030266 商品（干物・漬魚・冷凍品）を強化し新規顧客獲得

愛知県 株式会社ゲート 2180001108483 北海道の食と人を応援するサイト「おウチで大北海道展」の展開

愛知県 こころｗｅｄｄｉｎｇ － アニバーサリー企画のＰＲ

愛知県 株式会社エスエルエス 6180001117225 ウェブサイトでの受注獲得とテレワークによる在宅勤務への切替

愛知県 合同会社ＭＩＮＤ 6180003020492 オンライントレーニングの本格導入と、スタジオ定期顧客の獲得

愛知県 株式会社フジ紙業 3180001044827 ＶＰＮ構築でテレワークを導入し、遠隔出力作業とワンストップによる売上増加

愛知県 Ｏｎｅａｎｄｏｎｌｙ － 【新商材×客単価増】でコロナ時代を乗り切る！事業

愛知県 ＲＥＶＥＬ － グラタン・ドリア専門カフェとしてランチ営業デリバリーの開始。

愛知県 グラフィックオフィス・アンド － 高品質のサンプル動画による未開拓地への営業活動

愛知県 株式会社エンジョイ 2180001124654 サロンスクールのオンラインサービス提供及びテレワーク体制整備

愛知県 ＣｈａｒｍｉｎｇＳｈｏｐ － ＨＰ改良各種広告展開＆オンライン講座による収益ルートの構築

愛知県 ＳｔｙｌｅＤｅｓｉｇｎＳａｌｏｎＨｉｒｏＨａｔｔｏｒｉ － 整体スクールをオンライン化するためのＨＰ作成と販路開拓

愛知県 合同会社ＡＴＯＷＡ 6180003018231 非対面型ビジネスとして、ネット販売システムの構築

愛知県 トップスクール － スカイプを使っての安心・安全な個別指導をＰＲ

愛知県 Ｃａｒ　Ｒａｉｎｂｏｗ － 実物を見なくても安心と信頼ある中古車販売店へ

愛知県 株式会社シンホー 7180001062726 “ＩＴＷＥＢを利用した非対面型、国内・国外向け販路拡大事業”

愛知県 お懐石魯寿ん － テイクアウト強化の為、冷凍、包装機械装置を導入する。

愛知県 Ｎｏ　ｎｏｔｈｉｎｇ － テレワークツール導入で「営業機会獲得＆業務効率向上」事業

愛知県 合資会社福井薬局 5180003002038 オンラインでできる「漢方相談」のための動画教材作成

愛知県 ＨａｐｐｙＰｒｏｍｏｔｉｏｎ － ＜オンライン化を促進し、人に伝わる話し方セミナーを開催＞

愛知県 合同会社ＬＥＡＲＯ 8180003018659 オンラインヘアアレンジセミナーの開催

愛知県 株式会社Ｒ．Ｄ．Ｃ 1180001111785 コミュニケーションツールの自社保有化

愛知県 安達新聞店 － ネットを活用した販促代行ビジネス

愛知県 ＧＩＶＥ －
コロナ対策事業者応援支援という形でサイトとしての運営ができればと思いま
す。

愛知県 株式会社ソロピッツァナポレターナ 8180001104956 世界一のピッツァ（冷凍ナポリピッツァ）をご自宅で！！
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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

愛知県 株式会社インターエッヂ 6180001063758 コロナ対策、どこでも設置可能サーモグラフィカメラレンタル業務

愛知県 株式会社フォーウェア 9180001127428 営業活動のオンライン化による販路拡大及びテレワークの推進

愛知県 てん合同会社 4180003015750 インターネットによる非対面型集客及び販売モデルの構築

愛知県 株式会社セントラル 2180001133936 営業主軸転換によるネット販売と外販融合型ネットショップの構築

愛知県 株式会社ＫＨＡＯＳ 2120001170745 ＨＰの新規制作ならびにコンテナ宿舎設置先の開拓

愛知県 クロノトープ － 実店舗でお買い物の気分が味わえる新感覚の通販サイト

愛知県 株式会社ユーズてんぱく 7180001024461 街の電気屋さんが挑む電材ＥＣの販売促進事業

愛知県 ミライへ － コロナ感染予防対策と安全なシステム構築で安心安全な婚活で売上拡大

愛知県 ふじやまパートナーズ － 非対面型のオンラインビジネススクールの仕組み作り

愛知県 株式会社バズ・プランニング 6180001111797 診察券デザインテンプレートを６０種作成。非対面制作業務効率化

愛知県 株式会社堀商店 9180001050935 明るいにっぽんを取り戻せ～光る富士山ドリンクボトルの開発～

愛知県 Ｅｎｇｉ食堂 － テイクアウト販売及び弁当配達事業

愛知県 スマホプロテクト加工専門店Ｇ．Ｔ．Ｋ． － 裸×最強　来店不要で全国対応　イメージそのままご自宅へ

愛知県 株式会社あい・愛マインド 7180001065745 オンライン健康体操クラス（非対面型ビジネス）事業

愛知県 株式会社エヌデザイン 8180001058616 非対面型火災保険リフォーム事業

愛知県 株式会社木村台紙 5180001003789 写真関連工場からコロナ対策で巣ごもりユーザーに直販

愛知県 株式会社鬨 7180001137354 立地を活かしたテイクアウトを前提とした飲食店舗の出店

愛知県 株式会社ミンクシール 1180001013552 インスタライブ配信によるレザーケア新ブランドの販路開拓

愛知県 有限会社若鳩興産 4180002029520 認知度向上・３密を避けるＩＴの活用法による潜在的顧客の獲得

愛知県 ＦＲＣＨＩＳ，ＷＯＲＫＳ － 顧客獲得の集客方法を「リアルからウェブ集客へ」の移行

愛知県 株式会社カプセル 4180001056532 住宅業界に向けたオンラインでのデジタルマーケティグ相談窓口

愛知県 有限会社川勝鉄工所 7180002043114 スプレー缶穴あけ機の一般企業への営業拡大を行う事業

愛知県 ドロワーデザイン － ・お家時間をストレスフリー『片づけセラピー』

愛知県 株式会社カオスシスコム 7140001083511 新規ＨＰの制作ならびにテレアポによる非対面マーケティング事業

愛知県 マークセラピー株式会社 9180001072681 外出自粛に伴う運動器疾患対策に資する健康器具の開発と情報発信

愛知県 Ｙｕｔａ　Ｗａｔａｎａｂｅ　Ｇｏｌｆ　Ｌｅｓｓｏｎ － オンラインレッスンの実用化及びウェブサイトの構築

愛知県 株式会社オアシス．サービス 2180001128267 ウェブ見積・受注と広告出稿による販路拡大事業

愛知県 株式会社名進 3180001027369 ＳＮＳ広告を活用した自社ＥＣサイトによるワンストップ販売

愛知県 トライボス株式会社 4180001106584 ＷＥＢツール活用の社内ノウハウ蓄積＆業務効率化ツール導入事業

愛知県 株式会社ＤＡＩＪＩＮ 4180001123019 自動管理システムを持ったネットショップ運営で新規顧客の発掘

愛知県 株式会社ＨＲマネジメント 2180001109242 外国人技術者・専門家募集企業の直接登録ＷＥＢサイト構築

愛知県 ＣｈａｔＮｏｉｒ － オリジナルの新商品製作＆ポップアップショップ開催によるＰＲ

愛知県 Ｐｉｍｕ　Ｆａｃｔｏｒｙ（ピムゥファクトリー） － 技術習得型レザークラフト教室のオンライン運営化

愛知県 大友産業株式会社 6180001037571 非対面型自社通販集中ビジネスモデルの転換

愛知県 株式会社Ｒｅ　Ｂｏｄｙ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ 3180001144778 結果出しエステオーナーによるオンラインエステとスクール・経営塾
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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

愛知県 加藤徽章店 － ホームページ製作事業

愛知県 株式会社プロ 9180001104328 まるごと葬儀

愛知県 行政書士法人エベレスト 9180005016593 『オンライン相談／顧問サービス開発とＷＥＢ広告出稿ノウハウ確立』

愛知県 三商 －
ホームページによる情報発信力の強化及び無料相談・無料見積り・注文受付
の事業

愛知県 行政書士近藤事務所 － Ｗｅｂ受注とおもてなし対応強化による一般顧客の開拓

愛知県 株式会社ＳＴＯＲＹ 1180001136477 ＷＥＢを活用した企業研修及びオンライン講座による販路開拓

愛知県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍｏｌｅ　Ｈｉｌｌ － 東海地方初のオンラインライブハウスの設立

愛知県 こだわり麺工房たご － 両替機、券売機の導入による非接触型の店舗造りのコロナ対策。

愛知県 合同会社トラーム 6180003018520 『テレワークと非対面型業務の導入・ＳＮＳ・チラシ配布の販路拡大』

愛知県 合同会社ガンダキインターナショナル － 地域に密着したデリバリー事業とテイクアウト事業の販売促進

愛知県 ミュールミル有限会社 5180002050310 非対面販売するためのネットによる卸販売及び小売り販売

愛知県 佐藤健介写真事務所 － オリジナル商品をＥＣサイト新設で販路開拓

愛知県 ＫＡ美ＬＡ － オンライン（自社ＥＣサイト）で美容用品の販売

愛知県 株式会社六兵衛 8180001136017 焼肉屋厳選の飛騨牛おうち焼肉セットのＥＣサイト販売

愛知県 株式会社タクミテーブル 5180001130823 非対面でエクステリア工事プランの提案ができるシステムの構築

愛知県 内山三丁目チーズバー － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 鈴木屋 － オンラインサービスを利用して認知度・集客力アップ

愛知県 株式会社大日本ビジネスフォーム 4180001019927 「伝票印刷通販」開設とＷＥＢマーケティングを活用した販路拡大

愛知県 ワンピースクローゼット － 新たにネット販売サイトシステムを構築し、新たな顧客層を獲得する

愛知県 ＨＯＮＥＹＷＡＸＸＡＹＡ － 得意なＳＮＳとＥＣサイトで販路開拓する事業

愛知県 株式会社エスフラッグプロモーション 7180001106004 無観客有料配信ライブ

愛知県 株式会社クレセント 6180001105815 子育て支援プログラムのオンライン講座の開発とスクール解説

愛知県 有限会社オフィスビバーチェ 4180002036888 ＨＰ制作・ランディングページ制作

愛知県 株式会社マツザワ瓦店 1180001045067 新規需要、新規顧客開拓にむけたホームページ改訂、ＰＲ素材制作

愛知県 ＳＫＬ株式会社 7180001127660 インターネットでの販売拡大のための商品サンプル製造

愛知県 ＡＬＬ１ － 非対面型転換の為のホームページ、新聞チラシＷＥＢ広告での販路開拓

愛知県 ｙａｍｏｃｉ（ヤモシ） － 直営のオンラインショップを開設するためサイトリニューアル

愛知県 水墨画あめつち － 非対面　新規顧客開拓：オンライン販売とＢｔｏＢ展開

愛知県 株式会社ギグル・ディッシュ 5180001104397 コロナ過に寄り添う販路拡大に向けての新規事業立ち上げ

愛知県 テアトル － イメージを伝える為の３ＤＣＡＤの導入と撮影スタジオの設置

愛知県 株式会社ディッセターレ 2180001113046 アスリートの生活スタイルの変化に対応する新商品開発と需要拡大

愛知県 片桐ピアノ・リトミック教室 － 片桐ピアノ・リトミック教室

愛知県 株式会社サービスクリエイト 5180001102194 リモートによる非対面研修サービスの提供を可能にするための事業

愛知県 Ｌｕｓｔｅｒ　Ｆｒｉｅｎｄｓ － ノンアルカリ、ノンジアミンカラー剤のネット販売による売上拡大

愛知県 ロイアル貿易株式会社 8180001018652 Ｅコマースサイトへの出店による非対面型ビジネスモデルへの転換
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社スローライフ 8180001065612 ホームページリニューアルによる再ブランディングと新規顧客開拓

愛知県 株式会社アイナンフィナンシャルサービス 9180001064729 ライブ配信サイトによる財務コンサルティングで新規顧客開拓事業

愛知県 （有）辰田屋 3180002014168 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 良トレ － オンラインでのパーソナルトレーニング、グループレッスン

愛知県 株式会社エステイト・リング 9180001107487 問題解決型不動産仲介をリモートで実現する為のＨＰリニューアル

愛知県 大石　遼介 － コミュニケーションツールの自社保有化

愛知県 クリアスウィート － 顧客来店なしでも売上を上げるオンラインビジネス事業

愛知県 ポケットフォルダー株式会社 1180001131949 印刷通販サイト構築とＷＥＢ広告を活用した販路の拡大

愛知県 株式会社アクションラボ 5180001111757 お客様に選ばれる安心・安全空間の貸会議室

愛知県 株式会社キャリアクリエイティブ 8180301030563 オンライン対応強化とリブランディングによる新事業展開

愛知県 株式会社クラーク 3180001114217 新規製造機器導入による営業強化事業

愛知県 荒木航 － Ｗｅｂでリアルタイム配信！非対面型の営業で新規顧客を獲得

愛知県 サイコドライバー合同会社 4180003017243 オンライン事業への販路転換

愛知県 株式会社フィールディン 7180001065340 ホームページのリニューアルとＳＮＳの構築

愛知県 ワールドコルディアサロンたつたや － ＷＥＢ接客で実店舗の価値向上！

愛知県 株式会社ダンデライオンズ 2180001130578 人材開発コンサルティング業務、教育型カードゲーム開発事業

愛知県 Ｉｔｏ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ　合同会社 9180003017825 民泊実施で空き家対策。非対面化の導入で更なる販路開拓へ。

愛知県 株式会社ヴァンガードマネジメント 8010401112889 非対面型ビジネスモデルへの転換と物販事業構築

愛知県 株式会社ビジネスサポート 4180001072348 オンラインでの無料セミナー配信及び無料相談による販路開拓

愛知県 株式会社朽木 180001135789 ＩｏＴタイプの見守りロボットの導入・貸出

愛知県 スマイル鍼灸接骨院 － 接骨院が非対面式ビジネスモデルへの転換する為に考えた機器導入

愛知県 株式会社ａｌｆＲｕｎ 4180001126491 美容師とお客様のためにコロナの脅威を乗り越えるための取組み

愛知県 有限会社マリーズ 180002057469 販売の手段のオンライン化

愛知県 有限会社ヴューアムール 7180002027190 生産性を高め客単価アップと従業員満足を実現する新規事業の導入

愛知県 ｐｕｋｋａ　ｔｈｅｒａｐｙ － 女性が喜ぶ店づくりを踏まえたＷＥＢサイトのリニューアル

愛知県 ＬＩＮＫＳ － 非対面型グループレッスンと飛沫感染防止装置の導入

愛知県 株式会社菊水写真研究所 7180001019263 ＨＰを媒体とした非対面でのアルバム制作受注

愛知県 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹＰＡＲＴＮＥＲＳ 4180001110644 介護福祉施設向けオンライン研修用サイトの開設

愛知県 有限会社トモエ屋 9180002055875 非対面型の営業体制の構築による販路拡大と売り上げ向上

愛知県 ハムレッツ － 未来型美容院、ＩＴ革命にあわせて柔軟に進化

愛知県 株式会社大和デザイン 2180001113888 マーケティングをオートメション（自動）化する！

愛知県 勝美商事株式会社 5180001123950 「コミュニケーションツールの自社保有化」

愛知県 株式会社ＭＡＲＵＴＯ 2180001065857 全国販売に向けたＥＣサイトによる販路開拓事業

愛知県 ピーシーエスインターナショナル株式会社 2180001064041 オンライン上でイベントグッズの販売

愛知県 株式会社シオン 1180001054530 次世代切削液ナノキュールの非対面型営業による現状からの脱却
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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

愛知県 ル・プレジール・デュ・パン － 感染予防対策の構築とそれに伴う販売様式の変更

愛知県 アペック株式会社 1180001042502 弊社と製品の販売促進を対面と非対面により行う事業

愛知県 ＡＩＥ － 非対面型への転換によるヨガ・フィットネス用アパレルの販路拡大

愛知県 株式会社パワーマネージメント 6180001047496 インターネットなど非対面による販売ツールの強化

愛知県 エステティッククツナ － エステ店のホームページの整備で信頼度向上と物販のＥＣ化

愛知県 オフィスシード － 在宅ＷＥＢデザイナーを活用したＷＥＢサイト制作事業

愛知県 有限会社丁字屋 4180002031732 ＳＮＳ等を活用し、新事業としてテイクアウト、通販を開始。

愛知県 川﨑税理士事務所 － ＷＥＢを活用した無料相談及びオンラインセミナーによる販路開拓

愛知県 アイルジャパン株式会社 8180001061743 今こそＥＣサイトで販路開拓

愛知県 酵素浴５　ささしまライブ店 － オンラインで心を、オンラインで身体を健康にする

愛知県 株式会社リングウッド 8180001071841 対面型から非対面型ビジネスへの転換をはかるＥＣ販売の構築

愛知県 天ぷら　やじま。 － 天ぷらやじま。冷凍天まる移動販売

愛知県 有限会社アスコンティ 2180002059874 研修のオンライン化とＷＥＢサイトによる販売促進で商圏拡大

愛知県 岩門雄太郎 － 「コミュニケーションツールの自社保有化」

愛知県 株式会社ｓｉｎｇｈａ 9180001057360 飲食業界初！非対面式オンライン居酒屋事業で販路拡大

愛知県 ストリヲグラフ － コロナによるオンライン動画需要をＨＰ制作により受注する挑戦！

愛知県 ＵＮＶＯＧＵＥ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 ホリスティックセラピーみちあかり － ホームページの大幅リニューアルで非対面相談受注

愛知県 ＣＨＵＵ － ホームページ上で完結するセミオーダーシステムの構築

愛知県 株式会社Ａ＆Ｅ 1180001125918 ＨＰ・パンフレット作成による非対面ビジネスへの転換

愛知県
株式会社ＹＵＫＩ　ＬＯＮＤＯＮ　ｗｉｔｈ　ａｒｏｍ
ａ

1180001127220 ＷＥＢを活用した新規販路開拓マスクアロマスプレー商品の開発

愛知県 ＳＨＥＤ － 感染症対策したリニューアルとサロンの強みアピールで集客戦略

愛知県 パン厨房ポン・ヌフ － 地域に根差しながら新たなファン層を拡大するビジネスモデルの構築

愛知県 ＡＴ　ＳＰＡＣＥ株式会社 1180003016322 非対面型営業へ転換、オンライン対応型ＨＰシステムの導入

愛知県 飛田司法書士事務所 － 非対面型ビジネス環境実現に向けたＲＰＡ業務システム導入

愛知県 岩田時計舗 －
インフルエンサーを活用した非対面販売を実現しそれに相応する価格帯商品
の開発

愛知県 株式会社アレンジ 7180001127306 うつわでつなぐ人と時間　オンラインスクール

愛知県 株式会社ＴＯ 6180001123495 技術サービス向上及び事業体制の強化を目的とする設備投資

愛知県 板倉自動車 － 非対面でのご相談・簡易見積もり

愛知県 ワキカイドウ － ＳＮＳとネットショップの連携による販路拡大

愛知県 株式会社ダイバーシティ・ジャパン 4180001133629 外国人採用の障壁を取り去るオンラインリクルーティング事業

愛知県 イトー共販株式会社 6180001069838 料理用ソースなどインターネット販売の実現

愛知県 ＳＴＩＦＦ　ＳＬＡＣＫ － オリジナル映像コンテンツ配信とコロナ後に備えたブランド開発

愛知県
ことりっぱ～お酒とお食事、時々スイーツ
～

－ 安全性の高いテイクアウトメニューの開発とオンライン交流会

愛知県 秋葉法律会計経営事務所 － オンラインによる法律・経営相談機能実装による顧客開拓
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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

愛知県 合資会社高垣商店 8180003005260 【事業名：エンドユーザーも注文できる！建材ショールーム＆ＥＣサイト】

愛知県 コントリビューション株式会社 7180001127339 保険営業マン向けオンラインサロンサービスの販売促進

愛知県 瀬戸内ｓｃｍ株式会社 5180001138057 オンラインでサービスを展開する専用ＷＥＢサイトの制作

愛知県 株式会社ＳＴＵＤＩＯｅｓ 4180001066424 新型コロナに負けない接客手法導入による販路開拓

愛知県 株式会社ＩｍａｅｄａＤｅｓｉｇｎ 2180001108293 オンライン相談の導入によるＷＥＢサイトでの新規販路開拓

愛知県 有限会社中部繊維工業 1180002090145 アプリを利用したオンラインからの洋服のお直しのご依頼システムの構築

愛知県 アレグリア合同会社 8180003016246 新型コロナに負けない治療院向けサービスで売上拡大！

愛知県 株式会社ミュゼ 5180001057389 新しい生活様式に合わせ、非対面型教育システムの構築と販路拡大

愛知県 株式会社シアトル・マリアージュ 9180001059919 写真事業と相談業の販路開拓及び在宅勤務に伴うセキュリティ強化

愛知県 株式会社ＯＵＥＮＳ 7180001105162 キッチンカー事業により、非対面飲食事業への参入

愛知県 株式会社夢家 9180001092151 クラウド見守りシステムで単身高齢者に安心安全な暮らしを提供

愛知県 株式会社ＴＲＩＢＥ 7180001108561 テイクアウトとデリバリーでモスラ（食事・音楽）届けます

愛知県 株式会社ＬＯＳ 5180001103399 独身男性の自信を取り戻せ！オンライン婚活サービスの販売促進

愛知県 合資会社わたなべ旅館 8180003000542 新型コロナウイルス感染拡大防止への取り組み

愛知県 株式会社近藤 8180001115805 自宅にいながら学べる！簡単オンライン「スマホで勉強会」

愛知県 ランコレクション － 非対面型のオンラインライブマラソシ計測支援サービス事業

愛知県 株式会社日本ビデオセンター 3180001032063 インバウンド向け簡単操作のＣＳ有料放送課金システム改良

愛知県 株式会社村田工業 1180002014946 製作プロセスの自動化による生産性向上で目指す受注増と売上拡大

愛知県 ピタゴラスイーツ － ピタゴラスイーツ　オンライン教室の開始

愛知県 株式会社京都屋 1180001035514 専用サイトを立ち上げ、非対面型営業強化による売り上げアップ

愛知県 合同会社コクアシステムズ 9180003013948 ＨＰリニューアルによるオンラインカウンセリングの拡販

愛知県 エクシアプラス株式会社 3180001138372 ドローンによる屋根・外壁調査見積もり

愛知県 フォーシーズ株式会社 2180001110662 似顔絵制作事業／子ども関連ギフト・小売事業

愛知県 大栄道路株式会社 9180001010451 「コミュニケーションツールの自社保有化」

愛知県 有限会社晃大 2180002058744 食べ歩き対応とこだわりメニューのＥＣサイト化でＶ字回復

愛知県 亜斗夢工房株式会社 8180001090882 電子黒板の導入により設計業務のテレワーク化を推進

愛知県 株式会社三陽 179655005076 新規事業への取り組みにより販路開拓と売り上げの多角化を目指す

愛知県 ＨＡＰＰＹ　ＥＶＥＲ － 【ＩＴ・オンライン活用　新規事業『結婚・続婚　相談サロン』の立ち上げ】

愛知県 株式会社ベトーン 4180001063322 新たに在日ベトナム人向けのＦＣ店獲得と自社製品卸売り

愛知県 合同会社アトリエトリシクル 2180003016643 ビジュアル共有のスピード化と協働プロジェクトへの参画

愛知県 有限会社インテリアプロモーション 4180002007617 ＥＣ通販サイト新設と非対面式ＷＥＢギャラリーの開設

愛知県 有限会社ジョイ美容室 9180002004411 オンラインカウンセリング導入による衛生面、生産性向上した集客

愛知県 今池ピザ食堂ピッグスープ － 小さなイタリア料理店が取組むコロナ禍以降の生き残り戦略

愛知県 株式会社Ｂｅスタッフィング 4180001109538 ホームページを利用した非対面型研修等の提案

愛知県 株式会社まっちっちー 8180001104543 オリジナルグッズを含めた商品の販売のためのホームページの作成
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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）
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

愛知県 イチタイドットコム株式会社 1180001117337 商業施設・オフィスに向けた医療・衛生用品ＥＣ事業の拡大

愛知県 むさし企業株式会社 7180001005610 Ｗｅｂ見学・予約システムの導入で認知の拡大と売上向上と業務効率化

愛知県 株式会社プリベンティブ・メディカル 4180001112120 インターネットを活用した非対面での治療の実施。

愛知県 有限会社天野鉄工所 9180002005681 設備導入による高精度な新規アイテムの受注を目指す販路拡大事業

愛知県 パーソナルトレーニングジムＶｉｓｉｏｎ － 名古屋初。在宅でパーソナルトレーニング。認知向上事業

愛知県 旭物産株式会社 2180001029267 低コストで高級仏像を販売できる、小売向け販売支援アプリ制作

愛知県 くずまき屋 － オンラインでの健康相談及び整体指導事業の周知と新規顧客の獲得

愛知県 Ｔｒｅｅｓ’Ｃａｆ′ｅ － テイクアウト・デリバリー事業の促進・宣伝活動

愛知県 株式会社エフシープレミア － ＥＣサイトにて冷凍餃子の販売と企業資料の配布で新規顧客の獲得

愛知県 兼松経営株式会社 6180001118132 自社の強みを活かした非対面ビジネス新事業「経営塾」を開校

愛知県 アトリエ・フラワーチャイルド － ＷＥＢスクールの整備・セキュリティの強化及びホームページの整備

愛知県 ＲＡＲＴＯＦＣＯＦＦＥＥ － 決済アプリを活用した本山本店の非対面型テイクアウトプラン！

愛知県 Ｌａｕｆｅｎｃａｒｓ － 「愛知県で一番のポルシェ専門店を目指す！ＷＥＢ販売での販路拡大」

愛知県 株式会社ＰｉｃｕｔｕｒｅＳｔｙｌｅ 6180001116532 ほぼ非対面の顧客獲得ホームページ制作

愛知県 ３３５（トレトレチンクエ） － ネットを通じた食材の販売及びレシピや料理教室の提供

愛知県 中嶋政雄税理士事務所 － クラウド導入で業務効率化、サービスのデジタル化を加速する

愛知県 株式会社ソモス 4180001014085 バーチャル博物館化と移設の認知、見込み客の発掘

愛知県 株式会社ピーチ 518000110443 ＥＣサイトの新規参入及びコンサルティング部門のプロモーション

愛知県 アイ・シー株式会社 3180001132540 カレーラーメンの導入とソーシャルディスタンスへの取り組み

愛知県 Ｓｉｍｂａ鍼灸接骨院 － ホームページおよびＳＮＳの運用による新規顧客の獲得

愛知県 ニッコアイエム株式会社 9180001133913 ３６０°ＡＲ教室体験のコンテンツ制作

愛知県 株式会社みちのく屋 4180001110586 若者の街大須で仙台名物の『ずんだシェイク』のテイクアウト販売

愛知県 横井翔吾 － 非対面対応可能なオンラインジムの新規開設

愛知県 ｒｅｍｏｒｅ株式会社 8180001130548 「オンライン商談×業務効率化」ツール導入事業

愛知県 有限会社カワシマ 4180002037721 ＥＣサイト出店による販路拡大、それに伴うＨＰの作成

愛知県 トータルプランサポート株式会社 6180001127488 オンライン営業システムによる不動産紹介サービスの販路開拓

愛知県 ファンベース合同会社 7180003020401 郵送、ＤＭ及びＥメール、ウェブ広告、ホームページによる販売

愛知県 ヘルメス株式会社 2180001054455 ＳＮＳを活用したブランディングによる、非対面販促計画

愛知県 株式会社エイメイコンサルティング 7200001003173 ウェブサイト構築によるブランディングの強化

愛知県 株式会社ベスト・モア 9180001090650 豚骨ラーメン専門店におけるテイクアウト販売の拡大

愛知県 松丸株式会社 6180001059954 台湾南部ちまき通販計画

愛知県 伊藤形成事務所 － 自分を残す　自分を育む　自分の本をつくる自分史事業

愛知県 株式会社ｃｏｃｏｒａｉｓｅ 3180001136005 非対面式ニューリーダー育成クラス

愛知県 アトリエ深雪 － 脱観光依存！デザイン×刺繍×ＥＣで販路開拓

愛知県 合同会社じらふ 6180003009833 非対面販売よる「もらってうれしいギフト」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）
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

愛知県 有限会社アオイシール 2180002029927 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 網走委員会 － メルマガの自動配信システムの開発による販路開拓及び生産性向上

愛知県 ゆきうさぎ － 「コロナに負けるな！コロナ疲れを癒すフルーツティーのご紹介」

愛知県 ｃｏｎ－ｗｅｓｔ － 非対面ビジネス確立の為の新規ＨＰ＆ＬＩＮＥシステムの導入

愛知県 株式会社小島良太郎商店 9180001014444 酒粕・みりん粕を使った発酵食品の試作開発とＥＣサイトの強化

愛知県 ラスタライズ株式会社 4180001069831 オンライン学習に関するＷＥＢメディア運営

愛知県 株式会社ＬＤＫプロジェクト 2180001114382 Ｗｅｂ見学・予約・決済システムの導入し売上向上と業務効率化

愛知県 有限会社近繁 － 日替わり折詰弁当・お惣菜・うなぎ予約販売

愛知県 株式会社壱成不動産鑑定 6180001055342 Ｗｅｂによる不動産問題解決システムの構築

愛知県 株式会社Ｃｈａｌｌｅｎｇｅｒ 3180001125973 子育てママが大活躍！心もつながるオンライン保険相談の販売促進

愛知県 株式会社サンスターストロボ 5180001008367 飲食店の働き方改革を推進！サイネージ管理アプリの販売促進

愛知県 ＯＮＥ　ＣＯＮＣＥＰＴ － すべての女性に輝きを！櫻井メソッドのオンラインカウンセリング

愛知県 合同会社Ａｌｉｎｋｓ 5180003016913 ＨＰ、チラシの活性化で販路の活路を見出す

愛知県 株式会社パークホテルつちや 6180001032226 密にならない安心ステイとステイホームを楽しむ宿アイテムづくり】事業

愛知県 三輪総合法律事務所 － 新規ＷＥＢサイトよる販路開拓と非対面式法律相談システムの構築

愛知県 株式会社ｔｅｎｄｒｅ 8180001102720 非対面型ビジネスモデルへの転換によりテレワーク環境の整備

愛知県 岩田　実希子 － 自宅時間を豊かにする商品を販売するＥＣサイト

愛知県 珈琲門 － コロナ感染予防に即した店内環境作りとテイクアウトの販促拡大

愛知県 イマカラミライ株式会社 7180001137676 ＷＥＢセミナーでコロナ対策サポート事業

愛知県 有限会社アイエヌジー 8180002071519 【ＥＣサイトとＨＰでオンライン商品販売促進計画】

愛知県 有限会社ＡＵＴＯＷＥＳＴ 9180002056320 オンライン商談・ＰＲ動画配信サイトリニューアルで販路拡大

愛知県 Ｖｏｉｃｅプロ株式会社 8180001126273 就職活動をする学生に向けて教育サポートのオンライン化

愛知県 松本理絵営業活動お悩み相談所 － ＩＴを駆使しインサイドセールス営業活動の仕組みづくり

愛知県 ＨＩＲＯ　ＤＥＳＩＧＮ － 「リスク分散型で販路を拡大する　家づくりＷＥＢお悩みコンサル事業」

愛知県 株式会社夢幻 7180001138212 自社開発の分析ツール開発

愛知県 有限会社エンヤ 9180002030151 イラストアーティストグッズ　インターネット通販事業

愛知県 ふぁんふぁんアカデミー － オンライン環境による非対面型の子育て支援サービスの構築事業

愛知県 株式会社３ＳＴＡＲＳ 7180001125235 プロスポーツ選手のオンラインファンコミュニティの設立

愛知県 付加価値創造合同会社 2180003018318 テイクアウト用および展示会で使える折畳販売展示台の開発と販売

愛知県 株式会社利和香 7180001133130 コロナ共生時代にアロマの魅力を広げる新商品の開発・販路開発

愛知県 大島由美子 －
コロナ環境下に耐えうる持続的な営業・制作プロジェクト＜非対面型ビジネス
モデルへの

愛知県 有限会社リーワード 3180002005588 非対面集客による全国のゴルフファンと若年顧客層への商圏拡大

愛知県 ＩＤルーブル株式会社 8180002049853 ＪＡＰＡＮＱＵＡＬＩＴＹストッキング／ウイルス対策

愛知県 ピュアスクール － 美容講座のオンラインレッスン化に伴う新規開拓事業

愛知県 ＲｏｓｅｍａｒｙＨａｒｔ － ３密の無いゆったり音楽と飲食が楽しめる新しいライブバーの形！
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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

愛知県 株式会社リーガルアストレイ 1180001057062 オンライン授業の整備及びオリジナルイベントの開催

愛知県 渡辺衣裳店 － オンラインイベントで新規販路開拓事業

愛知県 ＲｉｍｉｓＮａｉｌ － 新商品開発による非対面型ビジネスモデル強化事業

愛知県 ＤＥＦＦＥＲＴ － テレビ電話を使った提案型のオーダースーツ販売システム開発

愛知県 長久手ＦＳＣ － 遠隔機材設置、回転盤ハーネス設置、ＨＰ作成。

愛知県 株式会社Ｓｏｇｎｏ　Ｓｔｙｌｅ 9180001103560 ライブ配信を活用した非対面の美容サービス提供で売上確保

愛知県 有限会社バーサス・プロダクション 4180002053669 オンライン配信環境の整備による非対面型ビジネスの確立

愛知県 合同会社夢人島 5180003020114 地域密着型で人と人を繋ぐ温かいサービスのデリバリー事業の展開

愛知県 株式会社ＴＯＰｕｐＥＮＴ 5010001144162 ・ライブ動画同時配信サービスの提供とライブハウス会場のスリム化

愛知県 株式会社リップル 5180001063024 「マーケティング・コンサル　ブログ　ｒｉｐｐｌｅ」（仮）

愛知県 株式会社グローバルブレイン 5180001104273 店内の衛生管理の徹底とテイクアウトの強化

愛知県 タメスコ株式会社 4180001121781 既存商品の在庫安定化・新商品の販路開拓・通販事業の業務効率化

愛知県 スリーウェイズ株式会社 4180001121195 思わず写真が撮りたくなる焼肉商品のインターネット販売

愛知県 伊藤米穀有限会社 9180002029846 五ツ星お米マイスターによるプレミアム米菓ギフトの開発及び販売

愛知県 Ｃｕｅｖａ － ＥＣショップ　クエバワインショップの設立

愛知県 進学塾ＬＩＦＥ － オンライン授業を組み合わせた新しい授業形式の広告宣伝活動

愛知県 ｌｉｂｒａｉｎ － 場所を選ばないリモートトレーニング指導

愛知県 宮澤喜一 － 賃貸業の非対面型管理システムの導入

愛知県 金子車体整備 － タイヤから覗く、新たな道づくり

愛知県 ワーズアンドアーツ株式会社 4180001123761 リモートによる体験型アクセサリー・ジュエリーの販路開拓

愛知県 Ｂｅｌｌｏ／ａ　ｍｕｓｃｏｌｏ － 非対面型パーソナルジムトレーニングの提案

愛知県
ケイ・ステージ・エンターテインメント株式
会社

4180001112566 ３密を避けライブをリモートで配信し課金システムによる売上げ増

愛知県 フードスタジアム東海株式会社 6180001089282 飲食業界情報を生配信！ライブ配信セミナーで新規顧客開拓

愛知県 ＧＵＲＵｘＧＵＲＵ － ＷＥＢにてグッズ販売の非対面対応に向けた取組み

愛知県 長屋印刷株式会社 9180001039210 クラウドファンディング対応　多様なグッズのオリジナルプリントＥＣサイト

愛知県 株式会社Ｍｉｔｓｕｋｉ　Ｓｔｙｌｅ 8180001127429 非対面式での料理教室とＥＣサイト開設、オリジナル商品の開発

愛知県 合同会社ＷＯＲＬＤＭＯＮＫＥＹ 5180303003710 オンライン飲み会からのリアル出会いセッティング事業

愛知県 山和製麺株式会社 7180001011294 学校給食めん会社の驚異的な利益率改善への挑戦！

愛知県 株式会社ゆるまる 7180001126869 新規ＨＰによる集客力強化と治療効果の向上

愛知県 株式会社良匠 7180001100171 非対面営業が可能にする、新たな地域への販路拡大

愛知県 やまうち国際行政書士事務所 － オンライン相談スキームの構築

愛知県 アトリエグラフィア － フリーランスのための多機能レンタルスペース

愛知県 ａｐｉｓｈ（アピッシュ） － オールハンドエステから『コンサルティング物販』で新規客獲得

愛知県 株式会社Ｍａｍｍａ　Ｍｉａ 1120001203373 冷凍粉砕機及びレジシステム刷新によるコロナ対策と業務効率化

愛知県 株式会社エヌブリッジ 1180001119151 航空エンジン産業参入のための販促用デジタルガイドブックの制作
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
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

愛知県 ミスパール葵 － ウェブ営業コミュニケーションツールの活用による事業の多角化

愛知県 株式会社ココレクト 1180001121925 食べ易いと評判の低糖質ふすまパンを非対面で全国に販売

愛知県 ＫＵＭＡＤＥ株式会社 4180001141359 ヨーロッパからのエシカル・オーガニック製品の輸入とＥＣ展開

愛知県 株式会社鈴社 6180001059756 １日完結型「フォトウェディング事業」の新事業展開

愛知県 株式会社レクシーズ 8180001120978 コロナ対策における非対面営業の推進およびＥＣコンサルタントによる支援

愛知県 株式会社大矢 4180001029744 食品自販機新規設置と免許証販売対応付たばこ自販機の販路拡大

愛知県 しんこう会計事務所 － オンラインで徹底創業支援！会計事務所のＩＴコンサル革命！！

愛知県 有限会社シンプルハウス 8180002052948 スペースレンタル事業へのビジネスモデル転換による新規顧客獲得

愛知県 ＢＡＲ　Ｓｔｒｅｇａ － 「音楽ライブ配信環境の構築」

愛知県 ＋Ｋｏｍｂｕｃｈａ － 東海初発酵ドリンク専門店としてコロナ対策ＥＣサイト新設事業

愛知県 株式会社Ｇｒａｎｔ 5180001126318 未来へツナグ求人情報『プロフェッショナル』

愛知県 武田会計事務所 － 「三密」無縁のＷＥＢコンサルティングによる販路開拓事業

愛知県 ビーコンセプト栄店 － オンライントレーニングと新型機器導入によるコロナ克服策

愛知県 株式会社ＹＯＫＯＹＡＭＡ 8180001136529 対面集客からホームページ集客への転換

愛知県 桜花名塾 － Ｚｏｏｍを用いた遠隔指導などによる新型コロナウイルス感染防止対策

愛知県 ＦＩＲＡセキュリティ株式会社 9180001140711 明日は変えられる！オンラインビジネスモデルに転換！

愛知県 ＬＩＡコンサルティング事務所 － コロナに負けるな！非対面型ビジネスモデルにチェンジ！

愛知県 有限会社ふるさと 9180002012496 インターネットワインショップ事業

愛知県 未来デザイン － オンラインでより多くの出会いと新しい形の創造による、売上拡販

愛知県 ライクスターパートナーズ － 顧客の情報と、働く環境を守るテレワークの確立により売上拡販

愛知県 Ａｎｙｒｏａｄ － ドローン撮影サービスの非対面型ＥＣサイトの構築

愛知県 株式会社ナップアップ 9180001138499 ライブ配信による有料配信及びオンライン授業配信

愛知県 合同会社ＪＡＧＵＡＢＡＳＥ 5180003019734 インターネット上での販路開拓戦略事業

愛知県 株式会社てくてく 4180001131054 対面からオンラインへ、Ｅラーニングを活用した顧客教育

愛知県 ワールドスポーツコミュニティ株式会社 4180001132300 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 ＤｉｏｒａｍａＣｌｏｔｈｉｎｇＳｔｏｒｅ － コロナ後の顧客ニーズ変化に対応する通販事業拡大と実店舗改装

愛知県 Ｙｏｇａ　Ｌｅｅｌａ（ヨガリーラ） － コロナを乗り切る！オンラインヨガ講座・基礎編～専門編販売事業

愛知県 株式会社ｉｎｌｉｆｅ 1180001136436 営業アポイントの自動取得システム化、商談オンライン化

愛知県 プリズムフォトスペース － ビデオ会議導入による効率化と空撮事業参入

愛知県 Ｎａｔｉｖｅ　Ｓｔｏｒｙ株式会社 8180001132643 ＩＴで危機を乗り越えＥＣサイトで販路開拓

愛知県 株式会社Ａ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 3180001122954 美容室予約サイトを使った需要喚起と新設備・サービス導入

愛知県 スープ － ＬＰとＥＣを利用したインターネット販売で販路開拓

愛知県 株式会社ソレイユ 4180001101874 パーテーション設置及びカレーラーメン導入

愛知県 オフィス　くすのき － オンライン外国人受入支援・労務相談機能実装による顧客開拓

愛知県 髙田屋 － 受注システム付きＷｅｂサイト（ホームページ）制作
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
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

愛知県 中川匡亮 － ＳＮＳと遠隔対応を最大活用した新規顧客開拓手法の導入

愛知県 ＬＥＣ　ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ株式会社 7180002012688 生き残る為のインターネットでの通販事業

愛知県 株式会社プルミエマリエ 3180001070716 結婚式後の顧客管理のデジタル化モデル構築

愛知県 株式会社結 3180001113318 ＨＰの新設および社内業務の電子化推進と教育水準強化

愛知県 株式会社人材と採用 9180001093942 ポストコロナを見据えた事業のデジタル化と販路拡大

愛知県 いきいきコーポレーション － インターネット配信を使った登録制スポーツ教室。

愛知県 株式会社ルックアップ 7180001127685 ワンストップのＥＣサイトを構築し非対面ビジネスへの販路拡大

愛知県 株式会社ＲＥＫＥＮＴ 5180001128272 ストリーマー１０５２の導入による家具製造の大量受注への対応

愛知県 株式会社カレラマネジメント 4180001128307 「良質なお肉をお届け」自社ＨＰによるテイクアウトサービス展開

愛知県 株式会社Ｐ．Ｍ．Ｒ 7180001116622 「ネット販売で安心らくらく」秋田、新潟のお米の新たな販路開拓

愛知県 株式会社栄住建設 1180001050414 「思い出が蘇る家具」新規事業立ち上げと非対面による販路の開拓

愛知県 株式会社きときと 7180002053740 「新鮮な魚をお届け」自社ＨＰによるテイクアウトサービス展開

愛知県 Ｗ＆ＲＩＶＥＲｓｅｒｖｉｃｅ株式会社 2180001130116 ＷＥＢサイト刷新による非対面での新規営業受注

愛知県 ＳａｌｏｎＢｒｉｎｃａ － ＥＣサイト導入とオンライン講座の開設で新規顧客開拓

愛知県 ブランズウエダ － そんな中でもインターネットだけではなく店頭来客の需要も必須です。

愛知県 株式会社ｖｉｅｃｏ 1180001131602 日本全国に心が豊かになる、幸せなおうち時間の提供を目指す！

愛知県 株式会社Ｍａｐ’ｓコーポレーション 4180001121625 リフォーム打合せの非対面型への転換と清掃材料の通販への取組

愛知県 株式会社ＧＣパートナーズ 5180001071679 自宅に居ながらにしてできる本格ビストロのご提供

愛知県 合同会社ＸＡ　ＵＮＩＯＮ 6180003021235 オンラインパーソナルトレーニングで健康管理

愛知県 株式会社活劇座 6020001060993 モーションキャプチャースタジオのリモート化による国内外顧客獲得

愛知県 Ｐｕｍｐｋｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｃｈｏｏｌ － 自社ホームページから非対面型のオンライン教室を開講する。

愛知県 合同会社シーダーアセットマネジメント 8180003016332 非対面販売戦略で乗り切る！

愛知県 バレエ＆コンディショニングプリマ － オンラインスクール事業による新規顧客獲得、認知度の向上

愛知県 ひので整骨院 － ホームページ制作による集客強化と混雑状況の見える化

愛知県 株式会社イーブレイン 2180001062986 ＨＰ制作による訴求力向上と非対面商談の確立の為のシステム構築

愛知県 ジークラウド － ＷＥＢ構築とネット広告で非対面型ビジネスモデルへ

愛知県 ベジビーオ － 利便性の高いウェブプラットフォーム構築によるリピート閲覧増加

愛知県 株式会社ＬＵＺ 3180001118985 集客用ホームページの作成

愛知県 安立接骨院 － 非対面型栄養指導システム導入兼新規オンラインビジネスへの参入

愛知県 株式会社ｙａｏｔｏｍｉ 3180003012617 農地を活かしたコト×モノ売り×月額課金　農的サービスの開始

愛知県 ゴーヤの花 － 新規顧客獲得および非対面打ち合わせシステム構築事業

愛知県 株式会社リーダーズサロン 3180001132367 これからの時代に必要な術をオンラインを通じ全国に拡大する事業

愛知県 Ｓａｕｌｅ － 非対面型実技を取り入れたオンライン研修の構築と宣伝ツール作成

愛知県 株式会社市基 2180001106727 対面店舗営業から非対面型フィットネスマシン卸売業への事業拡大

愛知県 株式会社ジェイプロ 1180001140909 シャアオフィスの次世代化
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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

愛知県 一穀一枝 － 生産者・市場の食材ロスを防ぐネット販売の本格始動

愛知県 株式会社ＳＯＵＲＩＲＥ 4180001105999 グルメサイト改良・拡大によるネット販売と新規顧客獲得

愛知県 株式会社雅 7180001139821 ［ｗｅｂサイトの開設による認知向上＆顧客確保＆通信販売］

愛知県 うつみちはる － 販促品送付・年鑑掲載による広報と新規分野販路拡大

愛知県 日本会場設営株式会社 1180001022561 業務の非対面化導入によって、質を下げず内容向上、売り上げｕｐ。

愛知県 株式会社Ｎｅｘｃｉｔｙ 4180001116476 地元特化型　チーズとお肉の専門店の新たなるデリバリー事業

愛知県 有限会社小川屋米穀店 8180002003819 オリジナルＭＯＣＨＩスウィーツの開発とデリバリー性の向上

愛知県 ハレルヤ － 男女や家族間の豊かなつながりをオンラインスクールで提供

愛知県 ｃｏｃｏｒｏｖｏｉｃｅｓ － 非対面型研修でおうち時間のメンタルヘルスを改善していく事業

愛知県 ＲＡＩＳＥＡＣＡＤＥＭＹＭＡＹＵＭＩ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 モエダイニング － 新規事業デリバリー・テイクアウトで常連満足と新規顧客獲得

愛知県 株式会社丸八テント商会 4180001040759 ウイルス対策商品の開発及び見積ヒアリングシステムの新構築

愛知県 メイテン － 非対面ビジネスモデルの導入でインターネット販売の強化

愛知県 エール株式会社 4180001131392 店舗型学習塾からオンライン化へ。非対面型授業で新規客獲得戦略

愛知県 株式会社フラックススタジオ 7180001136439 オンライン完結型の受注増を目指す広告戦略

愛知県 カリエーレ・コンサルタンツ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 株式会社中部コミニケーションズ 3180001054462 テレワ－ク構築のビジネスモデルを自社ユ－ザ－に提供

愛知県 １ＳＥＡＴ． － ＥＣサイトを用いた非対面型ビジネスで新規開拓

愛知県 株式会社リンクリンク 5180001123661 オンライン面談・営業導入でシングルマザーの雇用拡大推進事業

愛知県 行政書士古荘昌敏事務所 － 事業環境変化に伴い相続・事業承継業務への新規参入と集客

愛知県 Ｐ－ＣｒｅａｔｅＲｏｏｍ － オンラインパーソナルトレーニング＆レッスン

愛知県 ヨシックス － 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

愛知県 司法書士ＴＡＫＵＭＩ法務事務所 － 地域の相談役として、どんな状況でも寄り添えためのオンライン化

愛知県 ブイコーチ － 地域密着・個別型のオンライン授業で、地域に安心を提供する

愛知県 株式会社ＢｅｓｔＭｏｖｅｍｅｎｔ 9180001123427 「快適なネットライフを！」ライブ配信オンラインセミナー事業

愛知県 Ａｈａｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 8180001115879 ライブ配信を活用したテイクアウト・デリバリー事業

愛知県 株式会社ライズフラッグ 4180001116187 動画編集事業の開始による販路開拓

愛知県 アトリエ　アヴァンセ － 「インターネット発！究極のアンチエイジングでより美しく健康に」

愛知県 うに横丁 － 売上拡大を目的としたデリバリー事業拡大計画

愛知県 合同会社ＳＯＬＷＩＬＬ 9180003016819 テレワーク導入と経営再生協会の立ち上げ及び顧客満足度向上

愛知県 本山さくら鍼灸サロン － 非対面式・オンラインお灸レッスン

愛知県 有限会社ミヤタ － オンラインシステムをつかった回数券販売

愛知県 株式会社セイス 3180001131757 デリバリーの販売促進による売上拡大

愛知県 お母さんの手 － ＨＰ製作・ネットからの新顧客獲得、非対面式予約システムの導入

愛知県 結婚相談所コンシャス・ジャパン － オンラインスクール心の婚活講座（仮）のカリキュラム開発及び販路拡大
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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

愛知県 東海塗装職人・匠の会 － ホームページによる三密回避集客手法の確立

愛知県 きらめきフィットネス － ダイエットプログラムの導入とセレクト商品のショップサイト構築

愛知県 株式会社Ｎｅｘｉａ 8180001133311 ＥＣ販売で来店型エステから自宅エステへの転換ビジネス

愛知県 株式会社ジー・エム・ジー 2180001006539 車両パーツのインターネット販売による非対面型ビジネスの導入

愛知県 株式会社ライオットエンターテイメント 5180001126680 商品ラインナップ及び販路の拡大による中食ニーズへの対応

愛知県 ＡＲＣＨ　ｐｌｕｓ株式会社 8180001133765 ｅラーニングによる実習生支援とＬＰとＳＥＯ対策で顧客獲得事業

愛知県 株式会社エイジェイ 1180001089725 アフターコロナ「新しい生活様式」に向けたサービス開発・提供

愛知県 ＰｒｏｐｈｏｔｏｓＪａｐａｎ － 写真・映像素材のオンライン販売

愛知県 たぐちごはん － 料理教室再開と弁当販売販路拡大の為の設備投資

愛知県 ＡＲＲＯＺ － 『ミラーロイド』導入による新規顧客およびリピート客の増加策

愛知県 Ａｒｕｍｏ合同会社 2180003017889 ヨガのレッスンやサロンをオンライン化　新事業による新しい挑戦！

愛知県 ｂｒｉｇｈｔ＆ｓｍｉｌｅ － ズームを活用したオンラインレッスンへ転換

愛知県 株式会社ジャパンライフアシスト 5180001116723 非対面による生活コスト削減提案と受注のためのＨＰリニューアル

愛知県 ｉメディカル設計株式会社 6180001017763 非対面商談の為のＨＰとＬＩＮＥシステム、遠隔打合せ方法の導入

愛知県 ナノメートルアーキテクチャー － ＨＰ刷新による非対面型営業ツールでの生産性向上及び受注の獲得

愛知県 鶏ｓａｒａ － テイクアウト事業を軌道に乗せる為のＨＰ作成

愛知県 株式会社ディオス 6180001054583 印刷物デザイン品質の可視化と顧客フォローの非対面プロセス作り

愛知県 株式会社タイコ 1180001136469 オンラインサロンへのサブスクリプション導入と環境整備

愛知県 株式会社トリム 7180001116804 設計図面を扱う各種業種向け非対面集客と電子納品化への取組み

愛知県 ナチュラルコリアＳａｉ（サイ） － キムチ・韓国料理キットＥＣ販売事業

愛知県 有限会社Ａ＆Ａ 5180002052760 ＷＥＢ＆バイクを活用したヘルシーの宅配サービス

愛知県 株式会社ペアフリー 5180001089507 新型コロナウイルス感染症対策非対面型環境への対応

愛知県 出張祝餅弥栄 － キッチンカー導入により売上の増加と販路開拓

愛知県 株式会社フルスウィング 9180001111596 Ｗｅｂを使用した新規顧客開拓、受注システムの構築で販路拡大

愛知県 合同会社Ｂｕｌｌｉｎｅ 3180003020066 ほとんど同じ非対面型事業活動

愛知県 髙柳陶泉堂 － 廃盤品の代替品開発と店頭広告拡大・ＥＣ販売導入による販売強化

愛知県 株式会社コプロ 1180001044523
他業種への進出と既存業種への新サービス提供。ＷＥＢセミナで集客を目指
す！

愛知県 株式会社シード 3180001071482 事業の内製化による、生産性と作業制度の向上

愛知県 株式会社ＢＥＪＯＲＡ 2180001141212 コロナに絶対負けない！ＥＣ販売戦略

愛知県 株式会社グローバルステージ 8180001101029 中高生向けグローバル教育プログラムのオンライン化

愛知県 平松　美和 － コロナから学んだ新しい価値基準に則った民泊事業改革

愛知県 有限会社アクセスマネジメント 3180002043464 テレビ会議のＩＴ化と在宅ワークの整備

愛知県 株式会社ＬＥＧＡＲＥ 8180001135200 ＥＣ　サイト、非対面式販売店の設置による販路拡大

愛知県 とびきり焼肉英はなぶさ － ＥＣサイトを制作して新たな販路拡大を図る。

愛知県 株式会社Ｈｅａｒｔｈ 2180001129554 仏デザイナーとのコラボによる新たな盛り塩セットの販路拡大事業
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 リゾートプロデュース株式会社 3180001134025 ＥＣサイトでバリの家具や雑貨を販売し、認知度ＵＰと売上回復を狙う

愛知県 株式会社エルジーエー 6180001073534 非対面販売の促進とテレワークへの配置転換の為のネット広告活用

愛知県 Ｍｉｄｄｙ　ＳＰＡ － ライブ配信サイトによるセルフケア用品販促の拡大

愛知県 春日健康茶園 － お年寄りや子供向けの休憩設備の増設と無人販売で売上向上を図る

愛知県 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　ＬＩＥＬ － アフターコロナに対応したオンライン新販路開拓と店内衛生面の強化

愛知県 トラストエンジニアリング株式会社 2180001068736 コロナウイルス飛沫感染対策の換気による網戸・窓設置工事

愛知県 まるの木デザイン － オンライン商談構築・コロナ対策支援パッケージ販促戦略

愛知県 クラブ　アバウト － パーティ・イベント主催者、取り組みと、知名度上昇の為の宣伝・広告活動

愛知県 ＺＥＲＯ　ＧＲＡＶＩＴＹ株式会社 2180001121008 非対面型ビジネスモデル転換によるジュエリー販売事業の販路拡大

愛知県 ＬＯＥＷＳ（ロウズ） － ネット販売を円滑化するスタジオ型ショップへの改装

愛知県 ＩＫＵＥＬ株式会社 7180001116300 リモート動画＆ネットでの食べる健康＆美容、商品販売でＶ字回復

愛知県 株式会社セントラル・クジーン 7180001110658 コロナに負けるか。テイクアウト、デリバリー販売の強化

愛知県 大林良平 － 『オンライン版コワーキングスペース』の会員サイト運営事業

愛知県 シーズトラスト合同会社 5180003016343 介護・病院施設向けケータリングの立上げ、店舗へのテレワークの導入

愛知県 本山ｄｅ　ｃａｆｅ　ＨＡＲＵＪＩ － 自家製ティラミス販売に伴うＷＥＢによるネット通販の展開

愛知県 株式会社イートクリエイト 4180001137241 弊社の強みを掛け合わせたデリバリー＆テイクアウトへの進出

愛知県 株式会社ペイフォワード 5180001140558 名古屋から発信！リモート授業で日本の未来を育てる

愛知県 株式会社エムズ 5180001068964 動画を活用したホームページ再構築による非対面販売新規顧客開拓

愛知県 株式会社グローバルファーム 4180001105099 お家でちょっぴりイタリアン。デパ地下のような路面店

愛知県 ＰＡＳＩＯＮ － 動画配信によるオンラインビジネス化

愛知県 有限会社山本屋 1180002008980 ステイホームを味噌煮込みうどん手打ちキットで楽しもう

愛知県 株式会社ジャミン 2180010114440 アフターコロナ時代の非対面ビジネスを支援するＶＲ制作サービス

愛知県 オリエンタルビストロＤＯＭＯＳ － オンラインセッション＋物販で販路拡大

愛知県 学び舎ｍｏｍ株式会社 5180001110676 親子向けオンラインイベント開催のインフラおよび体制の構築

愛知県 ググプロ － 士業向けＨＰ作成による非対面売上・ＣＳ向上でコロナを乗り切る

愛知県 Ｓｍｉｌｅ　ｗｈｉｔｅｎｉｎｇ － 自社ホームページにてオンライン講座とＥＣサイトを作成

愛知県 有限会社セラマイスター 6180002043024 非対面型ビジネスモデルの取入れ

愛知県 株式会社ネクストアドバンス 9180001122569 営業拠点整備とビデオ通話による商談システム導入による販路拡大

愛知県 株式会社コマヴィレッジ 9180001115226 対面式のシェアハウススクールから非対面のオンライン事業へ転換

愛知県 ＫＯＭＡＨＯＴＥＬ合同会社 5180003017523 ＥＣショップを活用した競走馬の直売事業の立ち上げ

愛知県 株式会社まみ 8180001013488 【後継者によるＨＰを核にした販売デザインで経営基盤強化】

愛知県 アサップシステム株式会社 7180001063947 誰でも見えるツール利用で、自殺をくい止めたい

愛知県 ＷＯＲＬＤ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ － アパレルＥＣサイト新規構築でＷＩＴＨコロナに打ち勝つ！

愛知県 株式会社ＣＯＡＬ 6180001110691 配信ライブをメインとしたチケット売り上げ、物品販売の開拓

愛知県 合同会社ＫＯＭＡＴＯＹＳ 9180003017247 賃貸経営に関するオンラインでの講座販売事業の立ち上げ
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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

愛知県 Ｈ＆Ｈ株式会社 4180001137415 エンジニア求職者への知名度向上にネット広告を活用した新規顧客拡大事業

愛知県 株式会社第一スタジオ 9180001012547 大判特殊加工プリンタの導入と業務内製化による販路回復・開拓

愛知県 株式会社アスリード 5180001131846 非対面で問合せと受注が出来るシステムと販路拡大ＨＰリフォーム

愛知県 株式会社ＡＣＴ 6180001127488 東海地区唯一！馬肉専門卸売業による馬肉のＥＣ販売

愛知県 株式会社タナベフオート企画 9180001026118 過去の商品を新たな商品として展開するホームページリニューアル

愛知県 合同会社Ｃｒｏｓｓｌｉｎｋ　Ｊａｐａｎ 5180003021095 オンラインセミナー（もっと早く知りたかったお金の話）

愛知県 合同会社ＴＲＵＮＫ 3180003019397 オンライン商談システムの導入による販路拡大

愛知県 ＨＩＲＯＹＵＫＩ　ＭＩＺＵＮＯ　ＤＥＳＩＧＮ － 非対面型オンラインサロンの構築と基盤作り

愛知県 サリーレーベル株式会社 9180001110045 非対面型販売のためのオーダーメイド専用のＷＥＢ制作

愛知県 株式会社ＺＵＭＡ 7016401080261 コロナの不況を跳ね返す新しいＥＣビジネス

愛知県 サンクレイル株式会社 2180001126592 北海道の人脈を活かし「新規」営業商材の調達＆販売事業

愛知県 株式会社ＡＬＬ　ＲＯＵＮＤ　ＰＬＡＹＥＲ 6180001100800 オンラインサッカー塾の環境作りと販路開拓

愛知県 株式会社ＳＨＧ 1180001126569 リモートワークに関わるネットワークの構築

愛知県 プレゼンジャパン － 箱型スクールからオンラインスクール化事業戦略

愛知県 有限会社スターウイッシュ 7180002048591 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 ＧｏＥｎ － 「非対面・非接触・非密接型」のオンライン教育研修事業への転換！

愛知県 ｐｉｉｌｏ － ＥＣサイトを通した生産性向上、衛生向上に努めた新たな販路拡大

愛知県 株式会社ｍａｋｅ　ｍｙ　ｄａｙ 8180001111028
ご自宅から簡単に購入できるギフトカタログ製作及びＥＣサイト売上増加につ
ながるコン

愛知県 ＢＡＲ　ＧＡＬＩＬＥＥ － キッチンカー事業の本格始動とＩＴ活用の生き残り戦略

愛知県 株式会社ビー 5180001106823 オンライン接客システムを導入したサイト通販リニューアル計画

愛知県 有限キューブリック － ＥＣサイト作成で売上アップ！「売れる写真．ＣＯＭ」

愛知県 そば処とう松 － 多方面からの収益改善　テイクアウトと新規獲得

愛知県 株式会社ジェイブリッジ 6180001133981 「オンライン×業務効率化」コンサルティング提案強化事業

愛知県 ふなのはり治療院 － 事業拡大の為、サプリメントの物販で売上増加、顧客の獲得を狙う

愛知県 アセットレンジャー － 非対面でマネースクールでの授業やコンサルを行う

愛知県 株式会社ネクスト 2180001132780 販路拡大のための、非対面営業ビジネスモデルの構築

愛知県 株式会社ｇａｒａｇｅＲ 8180001138954 非対面営業割合の向上・テレワーク制度の導入

愛知県 株式会社三享工業 7180001121977 オンラインシステムの導入による販路拡大

愛知県 原田クリーニング有限会社 2180002081127 Ｗｅｂサイトを用いた非対面型のサービス提供と販路開拓

愛知県
パーソナルトレーニングスタジオＢＥＳＴ　ｓ
ｔｙｌｅ

－ 会員制月額オンラインサービスの新設と動画ＳＮＳによる販促活動

愛知県 株式会社シーズラボ 8180001136784 ＷＥＢマーケティング中心の営業への移行

愛知県 株式会社プロップ 9180001072715 オンラインによる経営コンサルティングとセミナーによる販路開拓

愛知県 Ｗｅｄｄｉｎｇ　Ｌｅａｄ株式会社 8180001120086 婚活におけるビジネスモデルのオンライン化計画の構築

愛知県 株式会社Ｋｅａ． 8180001108115 オンラインセレクトショップの開設による非対面ビジネスの確立

愛知県 株式会社ナイン 2180001106256 出張マッサージを起点とした非対面型ビジネスモデルの確立
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愛知県 ＢＡＳＥＹ　ベイジー － ＥＣサイト改良と生産体制の改善

愛知県 株式会社ふらいぱん 7180001132999 コロナウイルス流行下における宅配サービスによる地域活性化

愛知県 フィジカルバランスラボ － ・院内リフォームによる、衛生環境の改善とＹｏｕＴｕｂｅスタジオ化

愛知県 和諷瑠’ｓ － コロナに打ち勝つサイト運営

愛知県 合同会社共育生活研究所 2180303004331 通信教育のオンライン授業による非対面対応へ向けた取り組み

愛知県 今野一朗 － 自宅から内覧にライブで参加するシステムで新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社ブルーシップ 9180301025760 全国の工務店が地域Ｎｏ１になれる非対面オンライン講座の提供

愛知県 セルモ岡崎薮田教室 － 授業のオンライン化による商圏の拡大とその拡大とその広報宣伝活動

愛知県 盆栽大樹園 － 盆栽コンテンツ配信による認知度の向上と、会員制サイトの構築

愛知県 株式会社ひとり 4180001063223 料理疲れを解決！真空パックで安心安全のテイクアウト！

愛知県 株式会社アイリンク 7180301021935 顧客自らＩＴシステムの初期設定ができるコンシェルジュ機能の導入

愛知県 暴れん坊チキン － ＥＣサイトを立上げ、自慢の美味しいからあげを全国に提供する。

愛知県 有限会社ティークラフト 8180302003865 高品質・高強度修理が可能！窒素シールド樹脂溶接機販路拡大事業

愛知県 デンタル工房Ｆ・Ｔ・Ｏ － ＩｏＴ技術を活用した革新的な歯科矯正装置の生産体制構築

愛知県 株式会社Ｊ．Ｊ．Ｒ． 1180301031543 精肉店、焼肉店が廃棄処分する肉・骨をペット業界で旋風をおこす！

愛知県 ＭＫＫサービス株式会社 7180301002200 非対面型の営業活動と衛生管理で生き残りをかける

愛知県 キラリ － 電子カルテと連動するＥＣサイトを用いた顧客管理で売上アップ

愛知県 ウチキカク － 映像制作のノウハウをいかした無料ライブコマースキャンペン

愛知県 株式会社ａｒｃプラン 4130001073503 ホームページ開設による収益増加

愛知県 有限会社二葉 3180302002681 ＨＰ新設と非対面型商談システム構築による販路拡大事業

愛知県 株式会社アイミイ 5180301030343 テレワークの促進と、新たな集客方法の挑戦

愛知県 魚菜屋　樞 － ウイルス飛沫防止の為のカウンター席へのシールド設置

愛知県 株式会社オカスギ 1180301003831 スタジオ型展示場の開設とＷｅｂを活用したオンライン営業導入

愛知県 有限会社倉橋建築 4180302001071 オンラインを活用した営業活動の構築

愛知県 ケンテック － 外部加工していた部品を社内製造する為のレーザー切削機の導入

愛知県 岡崎ぎゃざ － 自宅で出来る、自由自在な工作キットの企画・販売事業

愛知県 株式会社宝徳堂 － 非対面化したセルフケア指導を柱とする新型コロナ対策事業

愛知県 平野屋食堂 － 「新しい生活様式」に沿った「新しい店舗型飲食店事業」への挑戦

愛知県 ＭＥＬＬＯＷＳ － ３密を避けるオープンテラスでの提供とお家で楽しむＭＥＬＬＯＷのデリバリー

愛知県 ｐｕｅｎｔｅ － オンライン講座と宅録ナレーションで自宅から世界へ

愛知県 株式会社ＰＣＢ 5180301029930 非対面式でのコロナ太り解消と新システム導入による顧客離れ防止

愛知県 坂口社会保険労務士事務所 － アナログからデジタルへ・新型コロナ自粛以降の非対面型販促事業

愛知県 合同会社Ｈｅｕｒｅｕｘ 6180303004294 今までと変わらない非対面型事業活動

愛知県 行政書士フレンズコンサルタント － 「ヒト幹細胞」コスメ・健康食品通販事業

愛知県 ＤＯＧ　ＨＯＵＳＥ　ＲＵＰＯ － 三河地方初・可能な限りの非対面式室内ドッグラン創設
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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

愛知県 株式会社スタジオホワイトルーム 1180301004482 ＥＣサイトで撮影をした写真・アルバムをご自宅にて注文できます！

愛知県 原田　佳代 － 非対面型での集客コンサルティングの仕組みを構築

愛知県 ＢａｃｋＳｐａｃｅ － 非対面型ビジネスモデルのための設備導入とテイクアウト事業。

愛知県 株式会社ｌｉｎｋｄｅｓｉｇｎｌａｂ 9180301032294 オンライン日本語講師育成プログラム構築と受講者及び販路開拓

愛知県 株式会社イベントの窓口 8180301029143 「ＥＣサイトによる唯一無二のデザイン家具の販売モデル構築」

愛知県 ゆげや － 地域交流と文化価値を生む「食卓づくり」プロジェクト

愛知県 青木鍼灸接骨院 － 非対面型のサービスを提供しコロナによる高齢者の運動不足を解消

愛知県 サウデエサボール合同会社 3180303003362 オリンピックに向けた厨房設備強化＆テレワーク導入計画

愛知県 合同会社ＬＵＳＴＥＲ 7180303003378 「コミュニケーションツールの自社保有化」

愛知県 株式会社ヒカリファミール 8180301006860 おすすめ商品のテイクアウト・通信販売サイト立ち上げ

愛知県 株式会社そば源 6180301006029 テーブル席の少人数対応により客席回転率を高める

愛知県 株式会社メキシポン 9180301029051 客席増席による顧客・従業員のソーシャルディスタンスの確保

愛知県 有限会社千賀商店 2180302008143 アンテナショップを開店して、ネット販売や一般顧客への販売を伸ばす

愛知県 株式会社リパークス 7180301025077 非対面システム活用により、オリジナルブランドを世界へ

愛知県 ＭＡＰＬＡＲＴ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ＴＯＮＫ 4180301025403 ライブハウスに来なくても鑑賞できる、生配信ライブの提供

愛知県 株式会社とよはし新体操教室 6180301026118 「ＺＯＯＭ」を利用したレッスンをホームページに組み込んだ運営

愛知県 株式会社成陣 9180301009169 お持ち帰り宅配弁当で売り上げ・集客数アップ

愛知県 株式会社Ｂ．Ｂｅｓｔ 3180301009125 「危機を機会にＲＩＤＥ　ＯＮ　ＳＴＯＲＭ」

愛知県 有限会社大貴 8180302008204 独自商品開発とネット販売ツール構築による販路開拓計画

愛知県 株式会社フォーライフ 8180301026289 カーレスキュー事業への新規参入

愛知県 有限会社ベルペイント 9180302012411 「新しい生活様式」に対応！完全非対面営業による一般顧客の獲得

愛知県 合資会社三徳商店 180303001233 非対面型オンラインショップ開設で、全国区で顧客獲得！！

愛知県 株式会社アンプレシオン 2180301008755 ＥＣサイトにて当社自慢のパンを販売しコロナ対策を実施する。

愛知県 ｖｅｎｙ　ｄｏｔ － おしゃれは手軽にいつでも！どこでも！自粛中もショッピングを楽しもう！

愛知県 株式会社国松 6180301009246 テイクアウト導入による顧客獲得事業

愛知県 株式会社ラヴィ・ツーリスト 4180301007573 どんな旅をしたい？したいを実現へＶＲとホームページで旅相談！

愛知県 有限会社シードＤＲ 2180302008531 テイクアウト事業の強化のための、保存機器の購入

愛知県 株式会社Ｐｌｕｓ　Ｏｎｅ 8180301032205 新型コロナウイルスに負けない心と体の健康促進プロジェクト

愛知県 ＡＬＬ－ＨＡＮＤ－ＣＲＵＳＩＮ － 事業用ミシンによる新商品開発とＨＰの改良による販路拡大

愛知県 有限会社フレ・ドゥ・クリュー 2180302008746 ＥＣサイトを活用し、当社のお菓子をオンラインで販売する。

愛知県 ＡＤＤＩＣＴＩＶＥ（アディクティヴ） － 遠隔での接客および既存ＥＣサイト強化による新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社ありがとうの家 7180301012050 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！

愛知県 株式会社ＲＥ．ｂｉｒｔｈ 3180301029957 非対面型のサービスで販路開拓！オンラインお掃除システムの構築

愛知県 豊立電設株式会社 2180301007047 ＷＥＢサイトリニューアル「地元密着・地域特化型ＥＣ開設」
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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

愛知県 整体院Ｔｏｙｏｈａｓｈｉ －
ＬＩＮＥ＠システムを使ったオンライン治療ビジネス（自院のＰＲから予約、物販
までの

愛知県 有限会社今泉大伸 3180302006484 お客も安心、従業員も安心、来社が歓迎できる事業

愛知県 伊藤　正規 － 【産地直送洋らんのネット販売と、各種広告戦略で安定収益実現】

愛知県 杉浦殖産株式会社 6180301005906 拡散型営業から地域特化型営業へ

愛知県 株式会社荒木工務店 6180301004981
オンラインでＶＲ見学会と不動産接客、統一看板設置で認知度を上げる営業強
化事業

愛知県 合同会社ウェルネス 2180303003498 在宅運動指導で、コロナウイルス脅威を乗り越えろ！

愛知県 株式会社りあふ 7180301029458 外観リフレッシュでイメージアップ！出前開始でお家で外食気分！

愛知県 ｃｒｅｅｒ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － ソーシャルディスタンスを考慮したセット面にする為の改修工事

愛知県 株式会社ブレンド・マーケティングデザイン 8180301009566 遠隔営業・商談及び新商品とサービス拡充による新規顧客獲得事業

愛知県 朝倉鈑金塗装 － 当店オリジナルのＥＣ販売戦略でコロナに打ち勝つ

愛知県 株式会社ユーアールジー 9180301032385 コロナに負けるな！ＷＥＢと広告媒体を駆使して目指せ顧客確保！

愛知県 株式会社Ｄｉｐｌｏｍａｔａ 9180301032360 クラウドデータベースを活用して求人不足を解消し売上げアップ

愛知県 ドクター・ベーシック － ｗｅｂ授業併用型学習塾への転換

愛知県 株式会社欣龍 1180301007691 最短２５分でお届け！デリバリー弁当を柱に商圏、売上拡大！！

愛知県 アンジュ株式会社 9180301022221 ・接触を減らすセルフエステ機器の設備投資

愛知県 有限会社Ｒｏｏｔｓ７ 2180002047648 ＥＣサイトでのオーガニック食品販売、ＣＭ作成で販売促進

愛知県 有限会社プロスタッフ 4180302009569 今後増加するオンライン挙式への対応による売上増加計画

愛知県 株式会社箱秀紙器製作所 9180301006793 自社開発製品を自社ＥＣサイトを通じて販売を行う

愛知県 鳶人 － 非対面型求人・顧客獲得に向けてホームページ運用、ブランディング戦略

愛知県 有限会社幹成 7180302007108 テイクアウトに特化したオンラインで発注・決済も可能なＨＰの増設

愛知県 アウル・プロダクツ株式会社 3180301026938 現場はリモートで安心！ショールームは完壁な抗菌仕様で安全！

愛知県 株式会社Ｋ＆Ｋ 1180301032822 ＥＣサイトでヘアケア商品を全国に打ち出し、新たな可能性を見出す。

愛知県 株式会社太平洋設計事務所 6180301027347 非対面型ショールーム＆設計手法及び発信力強化でコロナに勝つ！

愛知県 株式会社Ａｂｉｌｉｔｙａｃｔ 4180301028768 オンライン教育を強化し、様々な状況に対応する総合学習塾へ

愛知県 サロンドミュゼ － 「新しい生活様式に対応した美・健康・癒しを感じるサロン作り」

愛知県 創作美味わっぽい － テイクアウト用機材と動画で売上回復と新規顧客獲得を狙う！

愛知県 株式会社はやかわ 1180301032112 自社農園や地元食材を使ったメニューを提供するキッチンカー事業

愛知県 プライム・サービス － 自社ＥＣサイトを活用し、学校を中心とした顧客獲得

愛知県 ＧＷＡＡＮ　ＧＯＯＤ － 看板メニューのジャークチキンを冷凍して全国にネット通販したい

愛知県 株式会社ＩＴＩＢＡＮ 7080401022612 コロナウィルス感染防止のための、店舗リフォーム

愛知県 Ｓ－ＤＲＩＶＥ －
事業所整備によるビジネススタイルの変換、継続した仕事の確保と新規客の
獲得

愛知県 ＲＩＫＫＡ － ＷＥＢライティングの通信講座サイト開設による売上アップ

愛知県 ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎｒｏｏｍＳＨＥＥＦＴ － 店販品だけでなく施術も購入できるＥＣサイトの制作とＰＲ

愛知県 酒肴竹甚 － 江戸料理、日本文化を発送！新商品開発とネットで新規客獲得！

愛知県 株式会社タスキ 6180301029327 「モグジョブ」のコロナ対策・オンライン対応及び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

愛知県 株式会社さくらＦＯＯＤＳ 1180301009127 自宅キッチンを撮影スタジオに改装、動画アプローチの強化

愛知県 ランチェスター経営豊橋 － 自動車整備業向け非対面型コンサルサービス開発と新規顧客獲得

愛知県 株式会社ＡＣＥ　ＢＲＡＩＮ 2180301030981 広い店内面積を有効活用する三密対策とグレードアップ

愛知県 中国茶館　琴月亭 － 非対面販売で・コロナに負けず・売上アップ！！

愛知県 イワセ鉄工株式会社 2180001091556 テレワーク・Ｗｅｂ会議導入事業

愛知県 税理士法人新美会計 5180005012811 毎月の業務をスムーズに行うためのテレワーク導入

愛知県 美つ輪 － オンラインショップの構築とオンライン接客による、非対面事業への強化

愛知県 スタジオ・ヨガの華株式会社 8180001117462 一生太らない元気な体を手に入れ豊かに生きるためのオンライン講座構築

愛知県 合同会社ＭＩＮＯＷＡ 5180003017291 ネットでも会える。「知多娘。」非対面型ビジネスモデル創出事業

愛知県 有限会社ジーダッシュ 4180002083484 新商品の開発と販売システムの構築による販売促進事業

愛知県 ＦＵＺＩ － 出前及びテイクアウトによる非対面型ビジネスモデルの実現

愛知県 株式会社沢田モータース 7180001091717 新顧客管理システムの導入で、テレワーク時の顧客対応を可能に！

愛知県 株式会社アニバーサリーホーム半田 1180001123582 非対面型ビジネスモデルへ転換し安全な打ち合わせで地域貢献

愛知県 株式会社Ｋダイニング 3180001095936 焼肉屋のテイクアウト（食肉販売）

愛知県 株式会社藤工業所 7180001118718 タップ品質の向上による精密板金部品の受注増への対応

愛知県 株式会社オオサカヤ 6180001091610 ＩＴツールと外部倉庫を利用した受注～発送業務の強化

愛知県 おやこのひろばｓｍｉｌｅ‐ｂａｂｙ＊ － 非対面型の子育てママ支援事業のためのホームページ開設

愛知県 ヘアーズ蒼 － ソーシャルディススタンスで、３密回避営業

愛知県 ＧｉｎｏＢｉｌｉ － 輸入食材に頼らないヘルシーピッツァの一貫生産のための設備導入

愛知県 有限会社太田屋肉店 5180002083211 コロナ禍の下で買い物弱者を応援する惣菜事業の展開

愛知県 ＳＩＭＯＮＨＡＩＲＳＡＬＯＮ － 当店の魅力を広く正しく伝えるインスタグラム広告の実施

愛知県 株式会社カゾック 1180001128367 工場直接販売、新商品開発、直販に伴う工事及びネット販売整備

愛知県 株式会社向陽整体院 4180001117409 新ホームページ制作による新規顧客向けオンライン問診の実施

愛知県 株式会社イチテキ 2180001082126 ＷＥＢサイト（自社ホームページ）新規作成

愛知県 Ｄａｎｃｅ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｗａｇ． － 非接触型オンラインレッスンによる販路開拓

愛知県 とんかつや諭吉 － テイクアウト大幅強化でセブンイレブンに打ち勝つ！大作戦♪

愛知県 株式会社リポント 3180001084014 「ＴＡＤＳＴＲＡＰで気軽に腕時計を着替えよう」の実施

愛知県 昌和染工株式会社 8180001082847 売上ＵＰを目指し、ＳＮＳを活用して国内外のＢｔｏＣへＰＲ！

愛知県 エイムズエー株式会社 7180003015483 まちのスマートスクール『まちスマ』構想

愛知県 株式会社ライオンハート 9180001085337 カスタムカーの魅力を動画で発信、非対面での販売拡大事業

愛知県 いこい理容院 － 『オンライン「メイクレッスン！あなたの魅力を引き出す事業』

愛知県 アセットバリューマネジメント株式会社 4180001136598 炭素繊維のクロス　壁紙の共同住宅や老人介護施設への普及を目指す

愛知県 お氣楽や － 攻めの姿勢で現状からの脱出を！

愛知県 株式会社ｉｒｏｄｏｒｉ 6180001136902 【外国で日常に話せる人を増やす！】オンラインレッスンのＨＰ制作

愛知県 株式会社アビリティープロデュース 5180001109487 安定経営に悩む従業員１０名以下の経営者向けオンラインセミナー
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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

愛知県 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＴＲＥＭＯＲＯ － テイクアウト・デリバリーサービス（移動販売事業）の充実

愛知県 有限会社ゼネット 3180002080103 新・名古屋テレビ塔のブランド力を活かしたいレンタルスペース事業

愛知県 でっかち － ネット予約を活用したテイクアウト！でっかち弁当の販路開拓

愛知県 大崎機工株式会社 6180001082279 『ショッピングサイトの新設による新規顧客の開拓事業』

愛知県 Ｓａｌｏｎ“雅”Ｍｉｙａｂｉ － 美と健康のセルフケアニストとしてリモート発信に挑戦！

愛知県 株式会社ＬＯＯＰ 8180001134904 『店舗や一般向けの消耗品卸ＥＣサイト販売による新たな顧客獲得』

愛知県 株式会社クリーン１３８ 1180001111026 非対面式チャット見積もりの導入と街宣車で宣伝し新規顧客の獲得

愛知県 ピッコリーナ － 薪窯で焼く本格ナポリピッツァによる新たな販路開拓

愛知県 ココモンタージュ － オンライン料理教室の広告と自動決済システムの構築

愛知県 二家風亭麺楽 － ラーメン屋の生き残りをかけたネットショップ転換事業

愛知県 株式会社ＨＲＤ 7180001085297 病院医院の開拓を目的としたスピード感あふれる販売促進事業

愛知県 Ｌｕｃａ － アート教室のオンライン化事業

愛知県 合名会社三楽 5180003011856 自社オリジナル商品の開発と新規顧客獲得の為のＥＣサイト構築

愛知県 そらとり自癒力活性サロン － オンライン健康サポートの新メニューの開発と販路開拓事業

愛知県 アマルグローバル株式会社 9180001117148 コロナ不況を乗り切る英会話教室のオンライン販促計画

愛知県 有限会社サンリツ協商 9180002076491 大手製造企業と町工場連携体のマッチングを切り口とした販路開拓

愛知県 ｈａｒｕｎｉｃｏ － オンライン動画レッスンによる新サービス提供と新規顧客開拓

愛知県 リズムワークス － オンラインを活用した新規顧客獲得と新商品開発による事業強化

愛知県 小川染色株式会社 9180001082326 手芸付属品を軸にしたＢｔｏＣにおける新たな販路の開拓

愛知県 株式会社スクール玉野 3180001090540 スク玉オンライン学習スクール開校事業

愛知県 グランジュッテ株式会社 4180001113151
『オンラインを基本とした発信で、住まいづくりのノウハウやデザインを提案』事
業

愛知県 株式会社蘇東電機商会 5180001082949 防犯カメラで地域を守る！電気工事プロ集団が地域防犯に挑戦！

愛知県 一昇足場 － 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

愛知県 ダイワ建設株式会社 1180001087027 自宅にいながらＶＲ（３ＤＣＡＤ）による豊富なプランニングを体験

愛知県 有限会社エブリセキュリティ 2180002075517
『非対面商談（インサイドセールス）とスマ秩ト警備管制・業務管理システムの
構築事業

愛知県 有限会社ピーシースタイル 8180002080180 パソコンスクールのオンライン授業と新規顧客獲得のＥＣサイト構築

愛知県 株式会社Ｏ－ｒｕｓｈ 6180001137149 ドライヘッドスパと複合Ｗｅｂマーケットによる販路拡大

愛知県 東邦電気工事株式会社 2180001083215 食品工場向けＰＲ専用ＷＥＢサイトとテレワークで課題を解決！

愛知県 エスジーユーホーム株式会社 2180001085467 健康的な住まいづくりのＰＲと集客のオンライン化

愛知県 合同会社ＤｒｅａｍＢｏｎｄ 2180003016817 耳つぼダイエットと美容鍼灸による販路開拓

愛知県 アスピレーション株式会社 6180001119626 ドライブスルー方式を取り入れたお肉の小売販売事業

愛知県 Ｌｕｃａ － お客様の安心・安全の確保と、オンラインサービスの導入

愛知県 株式会社ＣＯＨほくと 6180001105072 通所介護、オンライン利用による相談支援事業所

愛知県 やま婚 － スマホひとつで気軽に婚活できるシステムの構築

愛知県 合同会社ＥＸＰＡＮＤＥＲ 3010603005697 放課後デイサービス利用者の新規獲得と感染対策のための業務環境改善
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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

愛知県 東海テキスタイル株式会社 2180001082431 小売店直結型見本冊子による販売及びテレワーク・データー管理

愛知県 株式会社ハチロウ 4180001085168 ＥＣサイトによるネット販売事業を始め売上と新たな顧客の獲得

愛知県 ティアラ株式会社 5180001121392 ネイルスクールオンライン授業と新規顧客獲得の為のＥＣサイト構築

愛知県 浅井重宣 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 株式会社アウンクリエイト 8180001133864 お手頃な価格にてご自身で脱毛が出来るセルフエステ

愛知県 行政書士相続相談事務所 － オンラインセミナー・相談の開始及びホームページ開設

愛知県 株式会社プラザ 2180001085310 集客ＬＰの設置と初回面談ＺＯＯＭ導入計画

愛知県 ＭＥＴＯＲＯトランスポート株式会社 6180001104198 ホームページの新設

愛知県 ＡｃｅＬｉｖｅ合同会社 7180003020913 ホームページのリニューアル

愛知県 丸井鉄工株式会社 1180001083711 よくわかる機械・製缶加工のＨＰ作成とＥＣサイト構築による販路拡大

愛知県 株式会社のむら昭次酒店 9180001083489 キッチンカーの新規導入

愛知県 株式会社ｗｉｎｗｉｎ 7180001088523 ＳＮＳ上で事前に問診するために誘導するホームページのリニューアル

愛知県 株式会社ルフトインテリア 7180001122042 オンライン接客サービスの導入

愛知県 デラセラ － そうざい製造免許取得でネット通販とテイクアウト開始

愛知県 ワンメイクオート － 自動車販売、物販のネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 株式会社パレット 2180001131700 コロナに負けるな！オンラインビジネスモデルに転換

愛知県 Ｆｏｏｔ　Ｈｅａｒｔ － 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

愛知県 三ツ井ゼミナール － オンライン双方向授業で行う成績向上システムと集客方法の構築

愛知県 株式会社ＬＡＴＴ 5180001117639 非接触型赤外線サーモカメラの設計・開発でコロナに打ち克つ！

愛知県 珈琲庵きのした － 『チロミソ』等のオンライン物販拡充へ向けた店舗改装

愛知県 Ｈ．Ｄｅｓｉｇｎ － ３ＤＣＡＤ、３Ｄプリンターを利用したネット販売事業計画

愛知県 株式会社おもてなし道 1180001080254 おもてなし道（Ｒ）世界進出！オンライン化で販路開拓

愛知県 株式会社ひまわり 4180001107599 店舗集客のみに頼らないオンラインによる物販および指導教材の販売

愛知県 竜朴社 － 作品や教室の動画コンテンツ化、オンライン教室とＨＰの開設

愛知県 内村　七生 － オンライン販売のための生産体制構築。

愛知県 ｓｐａｃｅ佑癒 － 足裏ケアのオンライン講座開講とネット集客拡大による販路拡大

愛知県 金泉株式会社 1800001080421 非対面型ビジネスモデル実現のための通販事業、テイクアウト事業

愛知県 株式会社電商 6180002073888 韓丼日進店：感染防止のため非接触、非対面を望む顧客のニーズに応える

愛知県 有限会社米祐商店 5180002071736 通販への対応・衛生面を確保するための店舗改装工事

愛知県 有限会社洋菓子ナポリ 5180002001734 焼菓子を中心としたネット通販事業開設

愛知県 合同会社丸仙商店 1180003020919 粘土専門インターネット販売サイトの構築による新規顧客の開拓

愛知県 Ａｍｏｕｒ　Ｍｅｒｃｉ結婚相談所 － もう一人じゃない！マリッジライフサポートで老後まで安心

愛知県 株式会社プランニングオフィス 4180001079203 自社ＨＰのＷｅｂ決済導入による非対面型精算と安全な施設の訴求

愛知県 有限会社スズカ 3180002071894 消費者へ向け通販事業による非対面型ビジネスモデルの実現

愛知県 株式会社丸幸中島 4180001079260 全国・世界に発信する丸幸中島の商品紹介ホームページの制作
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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

愛知県 株式会社緑公園柴田造園 5180001080309 新築外構工事受注のためのホームページ作成

愛知県 グラススタジオバルト（バルト工房） － ネット通販による自社商品の販売拡大

愛知県 令和の買取 － サプライチェーンの毀損への対応

愛知県 合資会社カネ三商店 5180003010552 対面型展示会に代わるＷＥＢプロモーション

愛知県 有限会社加山 3180002071663 ポタリーペインティング事業の再構築（非対面型）

愛知県 ＴＯＴＡＬ　ＲＥＰＡＩＲ　鍛冶 － 遠方のお客様の取り込み＆付加価値アップで新規顧客獲得を！！

愛知県 有限会社スカット 2180302015560 飛沫感染防止が可能な非対面型シャンプー台導入による販路開拓

愛知県 ｈａｉｒ＆ｃｏｄｅ　ＬＵＫＥ　ｆｒｅｅ － 非対面サービスにて利用できるＥＣサイトで新規販路の開拓。

愛知県 有限会社やま六 5180302016044 ＷＥＢサイト利用でお持ち帰り商品の販路拡大＆新規顧客の獲得

愛知県 株式会社平野屋 9180301011265 老舗旅館による地元食材活用型テイクアウト強化事業

愛知県 尾崎看板塗装 － ネット活用によるトータルリフォーム提案と打合せ効率化

愛知県 山口縫製 － 下請製造業から非対面ネット直販への進化による販路拡大

愛知県 三谷　大東園 － テイクアウトサービスの強化と三密を防ぐ店内環境整備

愛知県 Ｓｏｎｒｅｉｒｍｅ － オンラインによる販路開拓への環境整備

愛知県 山本水産株式会社 5180301011450 三河産海産物の全国通信販売強化事業

愛知県 又一製綱株式会社 3180301011320 新型ノズルを使用した特殊繊維の内製化と新規販路の開拓

愛知県 合同会社フリースタイル 3180303003588 非対面で販売のできるサイトを導入

愛知県 蒲郡ファミリー整骨院 － 「濃厚接触を激減させ、顧客満足の高い未来型セルフレジを導入する」

愛知県 ビートライブ － サーフショップだけにオンラインの波にもうまく乗るぞ事業

愛知県 竹内　彩 － 地域の親子に向けた「食」と「運動」拠点整備事業

愛知県 大東流合気柔術廣濱道場 － オンライン稽古とＰＲ体制構築による販路開拓

愛知県 公大株式会社 3180301010966 オーダー型プリントマスクの提供によるコロナ禍での市場応援の提案

愛知県 オフィスサミ － Ｗｉｔｈコロナ期の新事業様式のデジタル化と販路拡大

愛知県 株式会社モストプランナーズ 2180301033316 ＳＮＳ、ユーチューブなどのＰＲ動画制作サービスによる販路拡大

愛知県 株式会社渡辺人形 7180301011944 楽天市場ｗｅｂページ作成、店内安全対策ＰＲチラシ販路拡大事業

愛知県 有限会社ＣＳプランニング 4180302011806 動画撮影専用スタジオの設置による、教育教材の制作とネット販売

愛知県 井指製茶株式会社 4180301009735 世界に発信！茶飲革命オンライン販売

愛知県 マルシン鮮魚株式会社 4180301010239 新時代のニーズに対応した商品力とサービス提供力による販路開拓

愛知県 Ｈｉｒｏ星野精肉店 － 店舗飲食以外の商品開発、店内におけるＰＲ事業での販路拡大

愛知県 株式会社Ｃｏｍｐａｓｓ 3180301027837 既存事業のつながりを活かした新たな事業モデル構築と顧客開拓

愛知県 石井　陽子 － ご自宅でもしっかり・安心、健やか生活のお手伝い

愛知県 Ｋａｉｔｏｈａｉｒｒｅｓｏｒｔ．．． － ネット集客！すべてのお客様に癒しの空間と美をお届けします

愛知県 株式会社ミリオンディライト 2180301033695 サプライチェーン毀損に対する新規仕入開拓と自社ＨＰの販路構築

愛知県 竹本染色巧 － 名物焼豚ラーメンの冷凍商品開発と通信販売による販路拡大事業

愛知県 Ｄｏｌｃｅ － コロナに負けない！ＰＢブランド販売
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愛知県 有限会社豊川中村保険サービス 9180302014630 当社の強みを活かしたブランディングで売上げアップ

愛知県 豊川住宅センター株式会社 3180301010396 非対面販売のできる家具紹介ＥＣサイト制作

愛知県 ＨＩ－ＢＲＩＣＫ － コロナに負けない店舗づくり。テイクアウト専門分野を確立！

愛知県 有限会社永田 1180302013697 【売上増加の鍵を握る４つの戦略】

愛知県 粕谷農園 － 有機野菜で健康に！コロナに負けない免疫力の高いカラダを作ろう

愛知県 有限会社あさひ 4180302014858 レーザーカッターで夢を広げよう！作ろう自分の世界

愛知県 有限会社神谷石油店 8180302013022 アフターコロナを乗り越える楽しいカーＬＩＦＥサポート

愛知県 稲垣建設株式会社 180301011795 ホームページ作成により非対面型の仕事を獲得し売上回復を狙う

愛知県 サインボードベイス － ＥＣサイトでより多くの目を引く看板をスムーズに制作・販売！

愛知県 建築板金丸山 － 非対面で仕事を獲得し、歴史ある建板金技術を継承させる！

愛知県 葵春堂 － 真空包装機を使った、ラーメンテイクアウトの販売促進

愛知県
株式会社ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＮＴＩ・ＣＯＦＦＥＥ
ＦＡＲＭ

7180301027445 製造と商品開発の迅速化を図る加工工場設置による販路拡大事業

愛知県 有限会社たたみ総合サービス 7180302020804 非対面型によるＷＥＢカウンセリングサービスの開発と販路開拓

愛知県 株式会社アプロディテ 4180301016574 オリジナルダイエットサプリを通販で提供しコロナ太りを攻略

愛知県 株式会社大進メタル 2180301030817 サーモグラフィーを使った見積もりサービスの導入

愛知県 有限会社やんばん 9180302019084 ネットショップ作成による販路開拓とコンテンツ販売

愛知県 アシスト良縁 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 株式会社ライトウェーブ 7180301014600 オンライン習慣サポートＷＥＢシステム開発による売上拡大作戦

愛知県 オフィス・キートス － レーザ溶接機の営業活動の非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 有限会社コーナーポケット 4180302018272 『ネットを通じた名物パスタとピザの販路拡大』

愛知県 株式会社ＴＭコレクト 9180301029373 未来を見据えた決算診断ソフトの開発・クラウドサービスの導入

愛知県 株式会社冒険王 2180301033282 【５Ｇ時代】８Ｋ動画撮影とドローンスクールのオンライン化

愛知県
株式会社コスモツーリストインターナショナ
ル

5180001058016 ホームページ開設による、非対面販売の構築と新規顧客の獲得

愛知県 おきあがりこぼし － 移動式キッチンの構築による新型飲食提供サービス・商圏拡大戦略

愛知県 株式会社Ｒａｚｒｙ 1180301027764 新商品開発・ラインナップ拡充とＥＣサイトの開設による販路拡大

愛知県 株式会社ヒロテックエンジニアリング 3180301011642 新規事業での販路拡大とオンライン受注のためのホームページ作成

愛知県 魚屋ごんべえ － トゥクトゥクでのお弁当配達

愛知県 朝日ビズサポート有限会社 8180002064547 テレワーク化推進コンサルティングの開始

愛知県 株式会社ＢＴＣ 9180301016545 自宅でもオーダーメイドのトレーニング＆健康をお届け

愛知県 有限会社アリーナアドヴァンス 6180302017867 オンラインセミナー開催のための環境整備と販売促進ツールの導入

愛知県 ＥＢＩマネジメントオフィス － 非対面なオンライン研修等の実施とＷＥＢ販促への転換

愛知県 久本真一事務所 － 動画コンテンツの開発・販売と遠隔コンサル事業の展開

愛知県 有限会社一藤産業 7180302021397 コロナ終息願う妖怪アマビエ・キーホルダー生産とＥＣでの販路拡大

愛知県 堀　博貴 － 音楽活動オンライン化

愛知県 ＭａｔａｋｕｒｕＢａｇｅｌ＝パン屋 － 通販による非対面ビジネスへの挑戦と商品拡大
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愛知県 合同会社ラフメイカー 4180303002977 オンライン化に取り組む新規教室開校

愛知県 イルファーロ － 時代の変化、ニーズに合わせた専用容器によるテイクアウトの強化

愛知県 有限会社まぐろ問屋こじま 5180002061126 「非対面型テイクアウトサービスを強化する為の店舗づくり」

愛知県 株式会社１０９８ 9180301021685 非対面指導を確立し、子どもの学習『生活』を強力支援！

愛知県 梅村建築 － 非対面での新規顧客の獲得と打ち合わせの進め方

愛知県 ワインキッチンサボリ － 新生活に対応したテイクアウトランチとアルコール販売開始

愛知県 有限会社ユーユー 183602002885 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

愛知県 株式会社テンセグリティ 1180301033102 全国の治療家、顧客へのオンライン講座・オンライン整体の提供

愛知県 ＦＲ　オフィス小澤 － 住宅専門のＦＰがネットで相談事業開始、ライフプランの全国対応

愛知県 片桐社会保険労務士事務所 － ニーズへの対応強化を可能とするサイト構築での新規顧客開拓

愛知県 株式会社明創 2180301019430 ＨＰを活用した、インドネシア人に対する情報や資料の提供

愛知県 有限会社和乃風 4180302023479 人を想う温もりの心を、料理に込めて届ける新たなる挑戦。

愛知県 有限会社メイシン 7180302024838 健康や美容に良いスパイス、ハーブ製品の生産とＥＣでの販路拡大

愛知県 株式会社豊萬 8180301032758 ＥＣサイトによるネット販売戦略

愛知県 有限会社和穀 8180302024944 非対面型サービス導入と地域の特産米の普及を通じた販路拡大

愛知県 フォルステックジャパン株式会社 5180301031399 海外コンサルタント一本足打法からの脱却

愛知県 Ｃｌｏｕｄ９　ｈａｉｒｗｏｒｋｓ － 密を避ける入店、非接触対応美容院へ

愛知県 睡眠館オーガニック －
優れた寝具（天然素材を活用して世界特許を取得した機能性寝具）を提案して
皆さまの快

愛知県 フリースタイル － 非対面でも販売出来る店、充実した商品を提供出来る移動販売

愛知県 合同会社まりもの家 8180300303063 ビジネスアニメーションを効率よく受注するための販路開拓

愛知県 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｂａｒｏｃｃｏ － プロが提案！ヘアケア商品のＥＣサイトで非対面型の販路を開拓

愛知県 たくみのて － 新商品のサンプル開発及び専用ページの制作

愛知県 株式会社ディーピーエイチ 3010401116944 Ｗｅｂ予約システム導入によるペットホテルの販売強化事業

愛知県 エンドウ商事株式会社 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 原田治療院 － 新看板とホームページで、新たな顧客層へサービスを提供する

愛知県 株式会社ＧＯ　Ｓｔｒａｉｇｈｔ 8180301021125 景気後退のコリをほぐす！マッサージ教材のオンライン販売

愛知県 合同会社Ｈｙｂｒｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 9180303004267 通学型から非対面型ビジネスモデルへの導入でコロナを乗り越える

愛知県 ＭＴサロン日之出店 － 非接触型肌質改善プログラムの構築、運営

愛知県 株式会社タカハマホールディングス 8180302022626 ホームページ、ＥＣサイトを活用した新規顧客獲得

愛知県 Ｂｕｌｌｓｈｉｔ － テイクアウトと出前でなるべく非対面化

愛知県 株式会社天鳳堂 9180301015381 節句人形・ひな人形販売のためのＥＣサイトの構築

愛知県 大杉屋製菓合資会社 6180303002174 地産地消食材で美味しさ贈る！商圏拡大へ向け製造力の強化！

愛知県 笑売飯場あすなろ － 「真空包装器導入でテイクアウト商品拡大とふるさと納税事業参入」

愛知県 株式会社浅井商店 4180301017440 「ポストコロナのライフスタイルに合わせた畳の新たな価値提案」

愛知県 株式会社鳥居造園 4180301015411 クラウド管理による業務の効率化と顧客への迅速な提案の実現
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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

愛知県 株式会社太陽建設 － 新しい生活様式に対応したリフォーム需要の獲得

愛知県 名曲堂楽器株式会社 2180301015578 事務所内基幹業務のクラウド対応化（テレワーク対応）

愛知県 エステサロンＳＡＫＵＲＡ － 非来店時の顧客サポートのためのオンライン販売システム構築

愛知県 サロンブランシュ － ＷＥＢ講習の開設と既存客スクール生限定オンライン販売

愛知県 株式会社レプコ西日本 1180301027483 非対面ビジネス確立の為のＥＣサイトおよび顧客管理システムの導入

愛知県 有限会社サワツーエージェンシー 3180302017580 「ポスティングの仕分け作業効率化」と「新たなエリア開拓による雇用創出」

愛知県 ＭＳＡ － リノベーション需要に応えるオンライン打合せサービスの構築事業

愛知県 株式会社ルボワ 7180301028906 お客様、社員、会社、皆の負担が減って幸せになれる取組み

愛知県 カフェ・ピクアント － 多世代向けパーティーメニューのテイクアウトによる販路開拓

愛知県 ａｔｅｌｉｅｒＮＡｏ － 双方向リモートセラピスト養成講座の販路開拓

愛知県 株式会社中央人事総研 7180301017438 非対面型のセミナー、新サービスによる新たな販路拡大事業

愛知県 はぐくみサポートゆめたまご － 空き家活用のレンタルハウスの非対面型受付の実現

愛知県 タージ・ベンガル － 真空パック包装による衛生長期保存でネット販売システム開発

愛知県 ｖｉｇｏｒｏｓｏ － 高付加価値メニューの広告による既存顧客売上向上と新規顧客獲得

愛知県 株式会社Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｅｒ’ｓｂｏｄｙ 5180301017373 オンラインカウンセリングを利用したメゾットの提案

愛知県 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ　ｎｉｃｏ＋ － 非接触新メニューを導入して、安心を伝える新規顧客開拓事業

愛知県 ｈｉｔｏｎｏｗａ － オンライン講座のリリースとＷＥＢ販路拡大

愛知県 株式会社タカハシ 1180301013038 テイクアウト強化のための調理場改良と認知度向上のためのＨＰ改良

愛知県 きもの和楽　かね宗 － 動画配信を利用したブランディングとオンライン販売＆接客の導入

愛知県 有限会社トコム 2180302016996 動向情報を活かした、低価格で高品質な建売住宅プロジェクト

愛知県 合同会社エフ 2180303002376 ＥＣサイトによるネット販売戦略

愛知県 株式会社Ｍｓスピリット 5180301033536 インターネットを活用したリモートによるダンススクールの実施

愛知県 オハナカリー － 「カレーの日」をつくろう！出前＆テイクアウト強化プラン

愛知県 株式会社ｍｅｅｔｓ 3180301016682 制作業務支援動画ポータルサイト構築プラン

愛知県 カフェモーガン － キャンプ場の備品販売や事前予約に使えるシステム導入

愛知県 株式会社Ｌ＆Ｒ 4180301016979 昼営業訴求の為のＷＥＢ・チラシによるクロスメディア戦略

愛知県
特定非営利活動法人ＪＯＡＮスポーツクラ
ブ

7180305008549
子供の夢を叶えるスポーツクラブ、老若男女が楽しめる大会運営・貸しコート
事業

愛知県 みやざわ出張ピアノ教室 － オンラインレッスンの導入と周知のためのオンライン専用ＨＰ構築

愛知県 ＷＯＮｄｅｒ － 新たな非対面型専用ホームページ構築による新規顧客開拓

愛知県 株式会社Ｓｗｉｔｃｈ 2180302020742 オンラインサロン開設事業で新規顧客開拓＆業績回復

愛知県 シフォンのもり － コロナ時代に対応できる店のスタイルの確立

愛知県 橋本屋仏壇店 － 当社の強みをＰＲした上での非対面によるオンラインショップ構築

愛知県 株式会社ローゼル 9180301027559 美容ビジネスのオンライン化に伴う、新規販促モデル構築事業

愛知県 ｃｏｂａｃｏ　ｎｅ　ｃｏｂａｃｏ － 田園体感デッキによる３密回避飲食スペース確保とＳＮＳ拡散力向上

愛知県 Ａｉ－ｅｎｙ　Ｍｅｌｌｏｗ＋ － 非対面サービス『ＥＣサイト』で新規販路の開拓
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社ケーエスケー 5180301012845 医療分野への本格参入と自社製品の販路拡大

愛知県 中堀ためゆき一級建築士事務所 － 構造計算ソフト・３次元ＣＡＤの導入による効率化と販路の開拓

愛知県 公文式一色東部教室 － 小さな積み重ねが大きな自信に！元気な子ども達でいっぱいの教室

愛知県 ＮＯＢＵＳｃｈｏｏｌｏｆＥｎｇｌｉｓｈ － 自宅で学べる英語レッスンの開講の開設

愛知県 合同会社テイエムエヌ 8180303003765 安心安全な支援体制を整備し周知して利用者増を目指す取組み

愛知県 お肉や金の月 － ウイルス飛散防止強化のための店舗改装

愛知県 有限会社トータルデリ 3180302027464 宅配事業の立ち上げによる地域密着型の新たな販路開拓

愛知県 りらっくすサロン咲笑（さくら） － 少タッチ施術で免疫力アップ！起死回生の新技術導入プラン

愛知県 株式会社宝竹 6180001098309 食の安全を確保した宅配サービスの充実

愛知県 韓国雑貨いろはこ雑貨店 － オリジナル強化と、ネット販売による非接触型転換プラン

愛知県 えんとつ － 万全な感染防止対策で安心・安全な店づくり！

愛知県 有限会社美的楽園 5180302026225 人材難とコロナ危機によるＷパンチ　飲食業の新形態を創る

愛知県 ＥＣＣジュニアＢＳ一色開正教室 － オンラインでも！対面でも！安心・安全の楽しいレッスンを提供！

愛知県 株式会社アルカディア 7180301025960 ペットフード販売用ＥＣサイトの立上げ

愛知県 Ｐｅｅｐｓ！ － Ｗｅｂ活用による新規顧客の発掘と次世代ダンススタジオへの挑戦

愛知県 株式会社おりひめ 3180301022375 ウエブサイトでの新規顧客の獲得

愛知県 ｈｉｇｈｅｒ－ｗｏｒｋｓ － ピザ窯の導入による販路の確保と客単価の上昇

愛知県 Ｍクラフト企画 －
『日本エンジェルパール協会アクセサリー認定講座のオンライン化』自社の事
業の中で、

愛知県 スクリーン印刷ヒロセ － スマホで簡単にオリジナルグッズのデザインができるネットショップの開設

愛知県 朝小 － 朝小の「Ｗｉｔｈコロナ」対策でお客様に安心・安全を！

愛知県 Ｄｉｖｉｎｅ　Ｖａｌｌｅｅディヴィヌ・ヴァレー － フレンチデリのテイクアウト事業と店舗改装による新規顧客獲得

愛知県 ヨガｎａｔｕｒａｌ － オンラインヨガサロン事業のシステム構築及び展開

愛知県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｏｕ － 企業へのテレワーク導入サポート事業による販路開拓

愛知県 成学館 － 『オンライン授業による商圏拡大と感染対策需要に向けて』

愛知県 辻建設株式会社 2180001096530 非対面鑑定導入ＰＲのためのホームページ・広告作成

愛知県 東洋石油化学株式会社 1180001096548 コロナに打ち勝て！アルコール製剤増産と安定供給体制の構築事業

愛知県 株式会社イフ商会 3180001073727 こだわりのある専門店としての店舗改装とＥＣ販売の導入

愛知県 株式会社参建 9180001077870 参建をよりよく知ってもらうための総合カタログの作成

愛知県 株式会社ＭＬＪ 7180001128205 新サービスの提供とインターネット広告を利用した新規顧客の獲得

愛知県 株式会社鳥丸フードサービス 1180001077440 持ち帰り専門窓口を設置しｗｉｔｈコロナ需要を取り込む

愛知県 ライブハウスＧＳＰスタジオ － ラジオＣＭとオンラインライブ配信による販路開拓

愛知県 日本メドック株式会社 5180001077081 非対面営業とアフターフォローの卸先向けＷＥＢ会議システム導入

愛知県 株式会社ＯＲＡＮＧＥＰｉｔ 4180001133348 今だからこそ求められるＷＥＢによる受注活動と新サービスの開発

愛知県 株式会社ＤＳＡ 6180001126548 「需要拡大中のドローン」を主商品にＥＣ業界へ参入事業

愛知県 有限会社ショウワガレージ 2180002066276 開発スタッフ拡充と３密回避のための事務所改築・増築
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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

愛知県 ニワ株式会社 4180001078147 カチタク・カチリフォを地域に展開、販路拡大

愛知県 有限会社小川 6180002065472 豊富な品揃えの中から振袖を選ぶ非対面型レンタルサービスの構築

愛知県 Ｐｉｓ　ＡＱＵＡ － メンタル疾患予防を目的としたオンラインサロンの構築

愛知県 ３ＢＬＯＣＫＳ － ＥＣサイト開設による非対面販売の構築

愛知県 株式会社アスト 5180001073634 ＥＣ販売による自社ブランド製品の拡販及びブランド力向上

愛知県 有限会社ミナミクリーニング店 8180002067442 無人対応ロッカー管理システムによる新規顧客獲得計画

愛知県 株式会社テイエムジー 2180001116924 コミュニケーションツールを導入し事業のリモート化

愛知県 株式会社クレア 2180001113649 非対面型入居募集＆案内体制の構築

愛知県 中部セパレーター株式会社 4180001076134 製品安定供給持続化事業

愛知県 大丸食堂 － 郊外型居酒屋におけるキッチンカー導入でのイベント出店戦略

愛知県 株式会社Ｏｎｅ　ｒｅｖｏ 4180001134115 サーモグラフィー装置による体温管理で安心して通える施設ＰＲ！

愛知県 吉澤　俊樹 － ハイクオリティな音質での、オンラインレッスンの構築

愛知県 有限会社ｃｕａｒｔｏ 9180002071047 非対面メニューによる販路開拓

愛知県 株式会社さくら総合サービス 4180001088988 テレワーク推進に対応した非対面型のｅラーニング職業訓練の実施

愛知県 テンナイン株式会社 3180001130602 “国産・輸入車を取り扱う車屋のＨＰ開設による新たな新規顧客開拓”

愛知県 株式会社セリオ 1180001077234 ＷＥＢ制作による受注業務の推進と電気設備業界の魅力発信

愛知県 旭特殊プリント株式会社 7180001081759 預かり材料保管サービスをする為の簡易倉庫設置事業

愛知県 串けん － 串けん名物「奥三河地鶏」ネット販売事業

愛知県 株式会社アスタリスク 6180001129518 在庫確保のための倉庫拡張工事

愛知県 有限会社ニュークリエイトモータース 7180002068020 インターネットで車両販売（特殊車両の魅力を伝えたい）

愛知県 エークリエイト株式会社 6180001126119 ウェブ営業コミュニケーションツール活用による事業リモート化

愛知県 平松モータース － ＶＲを活用した販路拡大と外注作業の内製化

愛知県 株式会社ルミュージャパン 9180001131751 地元食材使用の商品開発新規顧客獲得と非対面ビジネス確立

愛知県 有限会社めりけん堂 8180002067558 ＥＣサイト機能組込みホームページで集客・販売

愛知県 一途株式会社 3180001074246 Ｗｉｔｈコロナ店舗向けのオンラインショールーム・商談整備事業

愛知県 有限会社季節料理日比野 2180002065724 弁当のテイクアウト、デリバリーサービス等による販売強化事業

愛知県 Ｊｕｉｌｌｅｔ － 『個人向けフォトウェディング商品の非対面提案・販売』

愛知県 有限会社住マイルナカホーム 6180002070456 工務店が「Ｗｉｔｈコロナ」期に変革すべきＢＣＰ（事業継続計画）

愛知県 Ｂｇｒｏｕｐ株式会社 8200001032403 チャットボットによる非対面の中古外車委託販売システム構築

愛知県 株式会社フリーライン 5180001118595 予約・事前ヒアリングＩＴ化とＨＰ・チラシによる新規顧客開拓

愛知県 ＫＡＧＵＲＡ － オンラインレッスンの開発と、その告知事業

愛知県 株式会社みやび 8180001115094 テイクアウト強化！和スイーツ店から生まれた和洋折衷デザート

愛知県 タイヤサービスだいさだ － 出張作業車での来店を要しない自動車タイヤの交換作業の提供

愛知県 株式会社Ｓａｖｏｉａ 6180001132926 『足を使って汗をかく地域密着型営業からネット販売への転換』

愛知県 カフェサルーテ － テイクアウト周知と充実、衛生面の向上及び店舗改装計画
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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

愛知県 有限会社鵜飼農園 9180002080428
愛知県稲沢市の国産はじかみ生姜・国産の高級銀杏活用した新商品開発と
ネットを通じた

愛知県 株式会社サクセス 4180001121807 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

愛知県 ワンドメッセ － 高齢者に喜ばれる利益率の高いビジネスモデル構築による販路開拓

愛知県 オフィスピスタエデュケーション － 非対面型オンライン授業と今春に逃した会員の集客活動

愛知県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｕｔｉｎ － 非対面型ビジネスモデル導入で、お客様へのコロナ対策・免疫力も万全に！

愛知県 カールトン株式会社 3180001135758 不動産仲介業務での集客～商談～契約をＷＥＢ上で完結できる環境整備

愛知県 株式会社エーエフジェイ 8180001085676 テイクアウトの為の看板・冷蔵庫設置・店外イートスペース新設

愛知県 株式会社甘節庵 7180001107167 「待ち」の営業から脱却するネット販売の開始と情報発信の強化

愛知県 株式会社くらしのリーザ 9180001093463 建築と介護を正しく提案するオンライン介護相談窓口の開設

愛知県 有限会社エージイエスサービス中部 5180002087229 施設環境を整えて、新規のお客様に認知をしてもらい売上ＵＰ

愛知県 もえ建築工房 － 在宅ワーク・非対面ビジネスモデルへの転換

愛知県 里昌造園 － ホームページ作成及び内覧会開催による個人新規客獲得事業

愛知県 ＢＯＯＴＨ　ＩＳ － 新規ＨＰ開設に伴う新規顧客の獲得及びコロナ対策への投資

愛知県 ＨＩＫＡＲＩ　ＭＡＳＵＤＡ － 常にオープンしている非対面型のＷＥＢ展覧会の開設

愛知県 ＫＡＷＡＲＡＹＡ　ＣＡＦＥ － 名物えびめんのテイクアウトをｗｅｂで集客し配送する

愛知県 株式会社復元屋 9180001107090 歴史的名建築の復元タイルネット通販事業

愛知県 セントレアエステート株式会社 7180001095214
キッズスペースの設置及び物件検索にＶＲの導入のスマートフォンホームペー
ジ作成

愛知県 有限会社デュオデザイン 2180002088601 遠隔地での商品説明・取扱説明を可能とする動画の作成

愛知県 ＫＷエクステリア株式会社 6180001140796 非対面型オンライン商談の導入とウェブページ機能の拡充

愛知県 株式会社ウッドライフ 8180001095675 地域初の非対面エクステリア事業　ＩＴ活用で『映える家』の提案

愛知県 株式会社ＡＮＴＥＫＩ 2180001120224 個人受注とサービス向上をめざしたＨＰ作成とクラウド構築事業

愛知県 株式会社Ｇａｔｔｅｖｉｌｌｅ 6180001120195 本格フレンチをデリバリーするキッチンカーの導入

愛知県 株式会社ワンダフルライフ 2180001065849 ＩｏＴスマートミラー「ミラーロイド」の導入

愛知県 ＭＵＫＵ． － 自社オリジナルシャンプーの開発およびＥＣサイト構築

愛知県 たまい接骨院 － 在宅治療の導入と個室空間設置でコロナに立ち向かう！

愛知県 株式会社たまごの里農園 3180001124389 個人客を対象とした通信販売開始と商談会による販路拡大計画

愛知県 居酒屋和 － ウェブ活用＆待ってダメならキッチンカーで行ってみる大作戦

愛知県 人財育成コミュニケーション － 非対面型のシステムを導入した研修・講座の構築と販路開拓

愛知県 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｐｕｂ － 感染対策を強化した店内整備と顧客との繋がりのオンライン化

愛知県 澤田酒造株式会社 8180001093159 副産物の酒粕を用いた新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 教養堂 － 教養堂オンライン授業化構想事業

愛知県 ＣＵＴ　ＲＯＯＭ　ＫＡＳＡＩ － 女性・高齢者層の取り込みにつなげる「店舗環境の改善」事業

愛知県 株式会社天錦 9180001087548 感染対策万全！料理店のテイクアウト、イートイン、通信販売

愛知県 株式会社チームエイシア 1180001131767 オンラインで商談（完結）するバリ島ウェディング事業の構築

愛知県 まなびカレッジ － 高校入試対策オンラインコースの新設
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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

愛知県 プロフィット株式会社 4180001088162 新規ＢｔｏＣ事業のコロナ対策グローブ開発とネット販売開始

愛知県 有限会社江南観光社 8180002082623 石焼き芋の製造販売による非対面型ビジネスモデルの事業

愛知県 株式会社Ｓｕｎ　Ｆａｃｅ 8180001108164 ホームページ刷新による新規顧客開拓及び販路開拓

愛知県 株式会社ＩＳＯコーポレーション 1180001129159 配膳ロボット・珈琲マシン・自動掃除機による非対面型飲食店経営

愛知県 株式会社エム・プロダクト 5180001075630 新ホームページを窓口としたギターメンテナンスの全国展開

愛知県 株式会社シエンプレ 1180001088314 オンライン授業推進事業、販促のための教室環境整備事業

愛知県 有限会社松寿司 3180002069939 客席レイアウト変更によるウィルス感染症対策

愛知県 株式会社クールイノベーション 3180001108219 「吉田ジェラート　テイクアウト店舗オープン事業」

愛知県 有限会社エムアンドアイミズオチ 8180002068688 打ち合わせのオンライン化により非対面型車検サービスを新規展開

愛知県 株式会社菩提樹 8180001081551 プレゼンテーションと事前準備を兼ねた広告制作、販路拡大事業

愛知県 ＰＡＲＡＤＩＳＥ　ＣＡＦＥ　ＭＯＤＥＲＮＳ － 地方から全国へ！ウィズコロナ対応型安心店舗への道

愛知県 ぶた福 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 株式会社リーフル 7180001129590 貸地ｍａｐマッププロット

愛知県 有限会社日栄 9180002069644 店の味をそのままに「中食」商品化による新規事業展開と売上拡大

愛知県 越智　俊光 － 非対面のサービス充実とジムの進展

愛知県 株式会社栄弘仮設 4180001121699 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

愛知県 アジアンキッチン　アスカ － 新たな販路開拓のためのテイクアウトとデリバリー売上の強化

愛知県 さくら茶屋 － テイクアウト用小窓の設置と店舗外観の改装工事

愛知県 犬山革工房 － コロナ感染症による影響を最小限に抑えるための販売改革

愛知県 株式会社ＨＳホールディングス 6180002074341 テイクアウト設備新規導入・保存可能商品開発売上向上事業

愛知県 こじま音楽教室 － 音楽教室のオンラインレッスン品質向上による新たな顧客層の開拓

愛知県 竹練農産 － ＥＣサイトでネット販売するための新商品開発事業

愛知県 株式会社壱康 4180001138066 テイクアウト開始に伴う事務機能本社集中の為の事務所拡張

愛知県 海老澤糀店 － 非対面ワークショップ開催とケータリング環境整備事業

愛知県 犬山ビール株式会社 3180001080731 ドライブスルー形式のテイクアウト営業と地域向き販促戦略の構築

愛知県 株式会社三笠製作所 2180001080939 ＩＴ技術を駆使した非対面型オンライン商談強化事業

愛知県 健康サポートサロンジェルメ － オンライン上で非対面型カウンセリングを行い集客していく

愛知県 有限会社プリンセス・モア 8180002093224 敏感肌用化粧品のネット通販、カウンセリングで新規顧客獲得。

愛知県 ｓｗａｎ’ｓ　ｃａｆｅ － 新型コロナ対策向けアクセサリーウェブサイトの開設

愛知県 桜屋菓舗 － インターネットサービスにおける販路拡大及び設備投資

愛知県 岳 － 素材を生かした宅配弁当で、夜のお食事へお客さんを誘導

愛知県 ラクリア － ・オンライン講座・少人数制講座による販路開拓

愛知県 株式会社クリエイトヒール 9180001090312 非対面型のＬＩＮＥ自動販売システム

愛知県 アピニーニ － 小ロット製造の内製化。非対面型ビジネスモデル構築と販路開拓

愛知県 からあげ！ごっち － 『安心できるテイクアウト環境システム導入』による売上拡大作戦
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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

愛知県 安達　理恵 － 非対面打合せの仕組みで貴社専属のデザイナーになります！

愛知県 ちゃ銀 － 非対面営業・提供方法強化による生産性向上を図る取り組み

愛知県 神谷生花 － お客様に花でゆとりを持ってもらうための安定供給！設備投資！

愛知県 株式会社馬金 4180003014678 コロナに負けない地産地消を生かした弁当をＰＲし売上販売促進

愛知県 太陽園芸 － ＳＮＳを活用する非対面自動接客とネットリピータ開拓用の包装具

愛知県 居酒屋五十鈴 － ＳＮＳをフル活用した老舗居酒屋の顧客誘導と販路新展開

愛知県 株式会社サカエ商会 4180001094301 当社独自技術の非対面型ＰＲによる新規顧客拡大事業

愛知県 Ｃｏｌｏｒ　Ａｒｔ － 専用の塗装ブースでオンリーワンのカーペイントを提供する

愛知県 株式会社ｔａｓｔｙ 3180001100514 商品説明と在庫表示が充実した魅力的なの購買サイトの制作

愛知県 株式会社知多白蟻研究所 5180001125088 出張白蟻調査オンライン受付と被害の見える化技術導入で販路拡大

愛知県 栄速算学園 － 教育に安心安全とＩＴ化を！デジタルそろばんシステムの導入計画

愛知県 ＩＭＣ株式会社 7180001139433 新規事業実施への環境設備と事業内容ＰＲ

愛知県 超冷工機システムズ株式会社 4180001122004 非対面による新規顧客獲得（自社製品ＰＲ）

愛知県 株式会社ＴＯＰＣＲＡＦＴ 5180001089291 新しい塗装方法への対応とホームページ開設による営業活動の開始

愛知県 有限会社ろばた焼き二郎 7180002085247 チラシによるテイクアウト需要の取り込みと、新たな女性顧客の開拓

愛知県 株式会社ＳＥＭＰＯ 6180001117200 「ＳＴＡＹ　ＨＯＭＥの食卓を応援！」で生鮮食品事業の拡大を支える

愛知県 株式会社鶏工房 2180001058860 通販ＨＰとＳＮＳ・メルマガを活用した冷凍ギョーザ新規販路開拓

愛知県 株式会社コムプリスカンパニー 3180301026129 非対面でのサービス充実による新規顧客開拓・客単価向上

愛知県 焼肉ＳＨＯ － 【お店なのにお外でバーベキュー　手間をかけずに家族で安心外食事業】

愛知県 共和阪野活法整体院 － 映像コンテンツ配信による情報発信の向上と新規顧客層の開拓

愛知県 ＬＩＦＥＫＥＹＳＵＰＰＯＲＴ － ネットで新規顧客獲得！バルーンからガラスフィルム施工へ！

愛知県 株式会社ＤＵＯ． 7180001114320 「スパイラルフォース」磁器器具を使ったセルフエステ事業の展開

愛知県 ＹＯＳＡＰＡＲＫ婉娩香 － 遠赤外線ドーム等による新サービスの提供と男性市場への販路開拓

愛知県 フィルムガーデン － 地域に密着した動画収録スタジオの開設

愛知県 ＦＥＳＥ株式会社 － ＩＴ活用、非対面ビジネスモデルによる新規顧客獲得

愛知県 合同会社ＡＲＮＯＬＤ　ＬＡ　ＧＹＭ 3180003019892 完全無人化オンライサポートジムで新型コロナウィルス対策

愛知県 ひげラク図絵社 － 昭和レトロ風コンテンツ販促事業

愛知県 株式会社ミックス 2180001061071 新型コロナ対応、中小企業のためのデータ化推進サポート事業

愛知県 西崎友紀 － ＹｏＴｕｂｅによる非対面保険セミナー集客で売上ＵＰ

愛知県 Ｒｉｎｇ　ａｎｄ　Ｌｉｎｋ － 自社ホームページからの非対面型オンライン英会話スクールを作る

愛知県 ＰＯＳＩＴＩＶＥ　ＣＨＡＮＧＥＳ株式会社 6180001140895 対面営業からインターネット上での販路転換事業

愛知県 リボーン － スマホひとつで気軽に相談できるシステムの構築

愛知県 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｆｏｒ 2180001124927 食育キットのネット販売によって家族の絆をサポートする販路開拓

愛知県 シンデレラネイル － ホームページを開設することによる認知向上・Ｅコマース顧客確保

愛知県 美・向日葵株式会社 5180001128677 セルフエステ部門の確立、部屋の仕切りを作り感染予防と不安解消
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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

愛知県 トナリノオト － バイオリンオンラインレッスン普及事業

愛知県 ウサツノ合同会社 9180003020003 コロナ環境に適応したアートで繋がる滞在可能な宿泊施設の提供

愛知県 アイウィル株式会社 1180001111620 ビジネスのオンライン化推進と動画制作事業での売り上げ増加計画

愛知県 ＮＴＥ株式会社 8180001122025 コールセンターの開設による非対面型ビジネスの展開

愛知県 Tim-Japan株式会社 8180001135299 セミナー講師オンラインスクール開校・セミナーをオンライン化

愛知県
合同会社フードストーリープランニングラ
ボ

4180003019446 「安心して利用できるテイクアウト、ネット販売強化のブランディング」

愛知県 ＬＩＮＫＡ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ株式会社 9180001117016 テレワーク向けの営業顧客管理ツール、進行確認ツールの導入

愛知県 Ｌｏｅｂ － 非対面型ビューティー＆ヘルスケア事業

愛知県 株式会社Ｇｒａｓｐ 8180001131934 アナログから大規模デジタル変革へ、非接触サポートで業務効率ＵＰ！

愛知県 ニューズドライヴ － ジャーナリスト特化・地域特化の写真販売ＥＣサイト制作

愛知県 株式会社スリーシー 6180001020123 気分に合わせてＬｅｎｓ　Ｃｏｌｏｒ　Ｃｈａｎｇｅ！

愛知県 株式会社ソナス 6180001101328
多文化が共生する社会で、働くすべての人を少しでも幸せにするシステムを開
発・提供す

愛知県 憲樹商店株式会社 7180001118899 ＥＣサイト・デリバリー体制充実により売り上げアップを図る

愛知県 株式会社デック 3180001057770 打合せにくるだけで自社のブランディング促進できる事務所の新設

愛知県 神誠電設株式会社 2180001124596 オンライン化・テレワーク化導入推進企画。コロナを乗り越えよう

愛知県 THE SWAG － ホームページ、ＥＣサイトで美容商品販売！販路拡大と集客ＵＰ

愛知県 ロゼッタ － 店舗へ新たな顧客を呼び込む！自家製パンの委託販売事業の強化

愛知県 ポンピ　ドゥ － ドライブスルー型の米粉の高級食パン販売による販路拡大

愛知県 松陰塾　豊田平山校 － 塾でも自宅でもできるハイブリッド学習の提案

愛知県 整体ゆくり － 女性特有のお悩みのための非対面型カウンセリングと健康指導

愛知県 疲労ぬき専門筋膜整体よしざわ － 【お家で学べる、「筋膜整体オンラインセミナー」の提供】

愛知県 松本祐輔税理士事務所 － 在宅ワークのためのクラウド型管理システムの導入

三重県 合同会社ｒｏｂｅ　ｏｆ　ｆｅａｔｈｅｒｓ　ｒｏｆ 3190003003136 店舗で扱う美容商品をイーコマースで販売

三重県 株式会社ザラボ 2190001021000 営業スタイルのテレワーク化推進、ＨＰリニューアルで販路開拓

三重県 株式会社サンメック 3190001015034 仕事のリモート化、製造現場の改善による生産性向上事業

三重県 丸彦酒造株式会社 4190001018820 酒蔵のインターネット販路拡大事業

三重県 合同会社鉢ノ葦葉 3190003001767 テイクアウト専用メニュー　ネット販売専用メニューの開発

三重県 有限会社オートスピリット 8190002021209 軽キャンピングカー部品のリニューアルとＩＴを活用したＰＲ

三重県 瑞穂商店 － 萬古焼急須ファンのデータベース化とオンラインカタログ通販事業

三重県 有限会社ＭＡＲＩＢＯＮ 2190002021577 地域キャラクターを活用したオンライン販売促進プログラム

三重県 有限会社星野 9190002021918 新規顧客獲得と潜在需要発掘の為のＷＥＢサイト改修と環境整備

三重県 合同会社ＲＡＹＳ．ＪＰ 6190003003331 プレミアム胡椒「カンポットペッパー」の販売促進

三重県 有限会社スタディー 2190002023862 保護者対応システム導入・駅看板設置・ＨＰ改良等による売上拡大

三重県 株式会社ライフ 7190001023685 来店型保険ショップによるＷＥＢ保険相談とＷＥＢ家計相談事業

三重県 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ－ｕｐ　ｂａｕ － “サロン施術用薬剤の安定的確保、薬剤開発と時短メニューの導入”
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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

三重県 合同会社プレシャスコネクション 6190003003190 サードプレイス×生活の一部に最高の備えを

三重県 株式会社ウインクス 8190001014378 コロナに負けない不動産事業と飲食事業のハイブリッド企業を構築する

三重県 羽津珠算学園 － 地域初！自宅でそろばんが学習できる非対面型そろばん塾への取り組み

三重県 有限会社タカトモ 7190002023016 安全環境を旅客に提供した販路拡大計画

三重県 ｈａｎａ　ｃａｆｅ － コロナに対応するためテイクアウト事業と店内換気設備の強化

三重県 有限会社アドクリ 9190002024103 自社ビルのフロアを有効活用するための設備導入

三重県 虎三治 － こだわりの珈琲を提供する飲食店のＥＣサイト活用した販路拡大計画

三重県 Ｅｍｉｍｕｓｉｃｓｕｔｄｉｏ － 音が繊細に伝わる高品質オンラインレッスンの導入

三重県 株式会社ユニバーサルシンク 7190001020443 新しい結婚式の選択肢「オンライン結婚式」事業

三重県 ささがわ接骨院・整体院 － 問診システムおよびオンライン診察の導入による診察環境の改善

三重県 Ｂ’Ｓ　ＡＵＴＯ － インターネット通販用の在庫保管・来客向け展示スペースの整備

三重県 株式会社Ｓｍｉｌｅ＆Ｓｍｉｌｅ 7190001023644 オンラインで講師と繋がり、自宅が個別指導塾になるプロジェクト！

三重県 株式会社ゴールド 1190001014814 内製化でライン一貫生産の構築　生産効率ＵＰで新規受注先獲得

三重県 醍醐 － コロナ対応のためお好み焼テイクアウト事業と店内換気設備の強化

三重県 伊藤酒造株式会社 7190001014321 消毒用高濃度エタノール製品の製造と営業販売体制の非対面化促進

三重県 株式会社ＮＩＫＵＲＵ 5190001025519 松阪牛精肉を自社ＨＰとＥＣサイトで全国にネット販売

三重県 Ｂｅａｒ’ｓ　Ｈｏｕｓｅ － 家にいながらエステを受ける！オンラインエステサロンの開設

三重県 日本プロット株式会社 2190001026445 プログラミング教室における遠隔授業の導入

三重県 釣えさのイワキ － 釣エサ用自動販売機を活用して利便性を高めることによる販路拡大

三重県 まつや － テイクアウト商品販売開始と衛生面に配慮した店内リニューアル

三重県 中勢製氷冷蔵株式会社 2190001000631 トレーサビリティの改善による非対面型ビジネスモデルの構築

三重県 料理工房緑彩 － ご家庭で当店の味をお手軽に！惣菜製造業の許可取得で通販でも！

三重県
リンパケアサロン＆スクールルクールリッ
シェ

－ オンラインレッスンの新事業化による販路拡大

三重県 有限会社加藤直商店 8190002000377 ホームページを活用した買取商品の増加及び新規顧客の獲得

三重県 原のり子クッキングスクール － オンライン型スクール拡大による売上増加と業務のＩＴ化

三重県 合同会社ＭＥＲＩＭＥＲＩ 7190003003033 セルフ脱毛サロンへの転換

三重県 有限会社マーレ 7190002004503 非対面型講習会導入と潜在顧客掘り起しで終息後の顧客獲得

三重県 株式会社あかり屋 9190001020838 コロナ対策・ＨＡＣＣＰ対応・ＷＥＢ販売で生産性と売上を向上

三重県 合同会社アキナイ企画 4190003002120 日本全国ブランド和牛食べくらべ

三重県 有限会社民芸寿司処魚九 7190002001509 魚九の本格和食を全国にお届け！“おうち時間“を応援したい

三重県 株式会社ＳＩｇＮ 2190001020002
４Ｋ対応編集機の貸与による在宅勤務と非対面型業務の改善による働き方改
革

三重県 株式会社富士珈琲 7190001000924 非対面販売システムの導入と既存販売体制の強化での販路開拓

三重県 チャーム美容室 － 自動洗髪機導入による洗髪作業の非対面化事業

三重県 株式会社リペイント匠 6190001020931 ウィズコロナを見据えた非対面営業によるアパート塗装事業の強化

三重県 株式会社辻岡醸造 7190001003316 インターネット販売を通じた新規顧客の開拓及び新商品の開発
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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

三重県 太田産業株式会社 5190001025881 新しい提供スタイルで感染予防、安心空間の確保で売上回復

三重県 株式会社Ｋａｉｒｏｓ 8190001003174 昇格アセスメント研修の非対面型への移行による新たな販路開拓

三重県 伊勢三玄 － コロナ社会でのもう一つの販売手段の確立

三重県 有限会社もも屋 2190002009886 新規顧客獲得の為のワインセラー購入及び既存地下セラーの改装

三重県 株式会社Ｙ’ｓ　Ｃａｒｒｙ 4190001007897 【来店しにくくなっている方へのホームケア商品の開発事業】

三重県 株式会社クレメンティア 2190001020852 自社ＥＣサイト確立による新しい販路拡大

三重県 居酒屋けんちゃん － 換気システムと真空パック設備でお客様に安心感を提供する事業

三重県 有限会社キャリオン 9190002010185 業務平準化を伴う自社ブランド製品の確立と勤怠クラウド導入

三重県 伊勢おとなを愉しむ旅 － 伊勢旅オンラインサロン構築による新規顧客とリピーターの獲得

三重県 株式会社大一建設 8190001006763 『定額制新商品の開発・発表と認知・ブランディング』

三重県 株式会社ＦＲＵＮＱＡＶＡＮ 2190001024564 ＥＣ事業本格開始と顧客向けの先行受注会の開催

三重県 株式会社コムデック 9190001007694 非対面営業モデル確立とＷＥＢ会議＆動画撮影環境の整備

三重県 ＺＥＲＯ　ＦＩＬＭ － コロナ禍でも企業の経済活動を支える動画作成・配信事業の展開

三重県 かどふさ － 共同販売ＥＣサイトの運用と同サイトによる動画配信

三重県 社労士堀内千春オフィス － コロナ禍における社労士事務所の非対面ビジネスモデルの構築

三重県 株式会社アルファタジマ 4190001006395 非対面型の顧客の獲得とテレワーク環境の整備

三重県 株式会社ユニオン真珠 3190001007139 仮想宝飾店でのオンラインを開催

三重県 有限会社カンパーニュ 2190002008582 コロナとの共生に対応可能なホームページとパンフレットの作成

三重県 日本モッキ － 遠隔地へのパズルレンタル事業の拡大に向けた販売促進の強化

三重県 伊勢まちづくり株式会社 9190001022504 「観光客・地域商業者へ届け！」スマートな情報発信事業

三重県 有限会社おかもと食器 8190002008461 ＥＣサイト充実化による経営危機の回避

三重県 有限会社ラボ・ビューティー 2190002011124 セルフエステメニュー導入と自社商品【月の光】ＰＲによる売上確保

三重県 おかだ家 － 新時代の幕開け　～食と音楽、また様々な文化をＶＲで体現～

三重県 株式会社ボルボレッタ 9190001007835 オンラインサロン開設とＷＥＢ“リアルパンフレット”の制作

三重県 株式会社三重軸装 1190001007462 ＥＣサイトの構築による非来店型営業・コロナ収束後対策

三重県
株式会社三重スポーツコミュニケーション
ズ

2190001022502 オンライン取材体制の構築およびオリジナルウェア事業への進出

三重県 トレイルコーヒー － オリジナルコーヒーの開発とテイクアウト事業の拡大

三重県 株式会社アイエスイー 3190001006405 ＷＥＢセミナーを活用した非対面型の販売促進プロモーション

三重県 株式会社ロジセンス 4190001021733 人材登録メディアのブランド強化と非対面での転職面談の推進

三重県 株式会社ｔｗｅｌｖｅ　ｎｉｎｅ 6190001026887 ３密を避け、売上向上と従業員満足度向上

三重県 株式会社ＰＯＲＴＳＥＡ 3190001023111 コロナ対策で「安心感」を創出する、顧客満足度向上事業

三重県 株式会社エムズレンタカー 5190001024719 車内の消臭・除菌設備を導入し、新規顧客開拓及び客単価ＵＰ

三重県 リアルエムズボディー － プロテクションフィルムの施工取り扱いを開始し、販路拡大

三重県 池田新聞店 － ＥＣサイトの構築による非対面型の販路拡大事業

三重県 月のうさぎ － テーブルオーダーシステムを活用した生産性向上と感染防止対策
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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

三重県 ジョニーのからあげ三重松阪店＋デリカ －
テイクアウト・デリバリー商品の受注システム環境の整備による業務効率化と
売上拡大

三重県 株式会社ＷＡＣＳ 9190001011498
オンライン相談システムの導入によるハウスクリーニング業の強化と次亜塩素
酸水の内製

三重県 ＬＡＮＤＭＡＲＣ － 店販品販売と店舗のアピールが可能な“魅せる”ＥＣサイトの制作

三重県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆Ｂａｒ　ｖｉｖｏ － 真空包装機を使用したテイクアウト商品の販売

三重県 天助株式会社 4190001022186 「くじら肉お取り寄せサイトの新構築による販路開拓」

三重県 株式会社ＲＡＹ 9190001026752 「オンライン書道教室の開校及び自社ＥＣサイト創設による販売強化」

三重県 菊鉄 － こだわりの味をテイクアウトでも味わってください！！ｂｙ『菊鉄』

三重県 てらだ鍼灸整骨院 － ＬＩＮＥシステムを使った物販、マーケティング、治療の自動化

三重県 株式会社Ｚｏｎｅ 1190001026033 簡単、便利な衛生的安心パック販売

三重県 笑いと健康の研究所 － オンライン笑いヨガで新規顧客獲得と販路開拓

三重県 有限会社山端鋏製作所 7190002014642 刻印機導入による自社製造体制の強化

三重県 有限会社快楽亭 8190002013734 通販商品の新規開発とＥＣサイトの構築による新規集客

三重県 Ｈｅａｌ　Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｍｕｓｉｃ － ネットライブ配信とホームページ音楽ファイルダウンロードシステム導入

三重県 太陽さんさんごはん風車 － コロナに打ち勝つ店舗づくりとテイクアウト商品の充実

三重県 ＷＯＤＥＲＷＡＬＬ － 非対面型の美容機器の導入とトリートメント率向上への取り組み

三重県 株式会社こうけん 8190001023809 非接触型問診オンラインシステム導入による新規顧客の獲得等

三重県 株式会社松治郎の舗 3190002015149 伊勢エリアの販売強化と自宅で楽しめる通信販売強化

三重県 株式会社インプレストラベル 5190001019074 ジェットスター航空の国内線オンライン販売事業

三重県 喫茶マカロニ － スイーツの製造・販売拠点構築

三重県 ＧｒａｃｅｆｕｌＴｉｍｅ － ネットショップによる物販と非接触型コースの導入による顧客の獲得

三重県 ドミンゴ － テイクアウト販売に係る体制の構築と本格稼働

三重県 石井進学塾 － 自宅で最高の学習指導を！石井進学塾オンライン指導コース開講

三重県 株式会社ばんび 8190001021168 『餃子通販への生産性向上と販路拡大』プロジェクト事業

三重県 酒菜マサイチ － ネットを通じた新規顧客開拓及び自社ブランドの確立

三重県 ナカバヤシアピールサポート株式会社 7190001011665 除菌・消臭剤の自社製造・販売

三重県 焼肉蓮 － テイクアウトメニュー（焼肉弁当）の開発とＰＲによる売上確保

三重県 有限会社ヒロ・コーポレーション 6190002014313 非対面型ビジネスモデルの確立

三重県 ＧＲＡＮＤ － ネット販売と訪問美容の開始による売上確保

三重県 暁鶏 － デリバリー、インターネット販売による商圏の拡大。

三重県 株式会社風味堂 6190001010486 若年層向け新パッケージの開発およびＥＣサイトの創設

三重県 株式会社ライトウェイ 4190001023804 スマホからでも注文可能！愛車と出会うためのサイト開設

三重県 林　泰広 － ＩＴ活用による翻訳サービスの提供

三重県 有限会社クローバー 8190002007034 非接触・自動受付会計設備及びセルフオーダー設備の導入

三重県 株式会社ＨＥＲＯ 1190001027188 コミュニケーションツールの自社保有化

三重県 株式会社エデュテインメント 190001023731 オンライン講座や教育有料動画配信などネットによる新規顧客獲得
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

三重県 Ｇｒａｎｚ － セルフエステで濃厚接触時間の大幅軽減

三重県 オフィスハナ － メイクスタジオの非対面型サービス転換への取組

三重県 イナータスすずか － 化粧品非対面販売のためのＥＣサイト構築と販路拡大

三重県 アイトラスト合同会社 9190003002792 非対面営業活動開始と、ウイルス減滅賃貸ハウス提供

三重県 七宝数秘学 － 『講座動画を開発しＷＥＢ販売にて販路開拓を行う』

三重県 日本料理旅館いすゞ － 「待ち」の営業から「攻め」の営業への転換

三重県 ルシェンテ － 非対面型によるソーシャルディスタンス構築

三重県 ミルク有限会社 5190002007160 インターネット販売による販路開拓及び売上拡大

三重県 Ｋ＆Ｇ － 学習塾の英語授業のオンラインレッスン化と不登校児のサポート

三重県 有限会社ほて幸 3190002008045 ネット販売が可能なホームページの作成とオリジナル商品の開発

三重県 株式会社山榮堂 5190001012244 自社生産によるスピード感のある情報提供の仕組みづくり

三重県 株式会社藤井建設 1190001012520 ＩＴ化で建設現場の密を避ける！高機能測量機の導入で受注増加

三重県 大桑商店株式会社 6190001012350 「法人顧客への非対面営業の確立」～新たな試みで活路を見出す～

三重県 株式会社ＵＮＤ－Ｋ 6190001025856 桑名発「オリジナル珈琲スイーツ」販売、百貨店催事巻き返し施策

三重県 株式会社鳥文 3190001024299 商品自販機設置及び安心感のある売り場作りによる売上回復！

三重県 串かつしょうげん － コロナに負けるな！希望の架け橋、キッチントラック山ちゃん号！

三重県 貝新物産株式会社 3190001012097 日本の伝統食（高単価商品・加工食品）を非対面ＥＣサイトで展開

三重県 株式会社シナジーメディア 9190001021605 新技術３Ｄパノラマ撮影によるＶＲ内覧で販路拡大・新規獲得

三重県 株式会社桑名スポーツ 4190001012170 需要急減に伴い、業務用刺繍機導入で内製化を図り新サービス提供

三重県 ＰｅｔｉｔＲｅｓｔａｕｒａｎｔＩｌＦａｉｔＢｅａｕ － テイクアウト強化のための保存用設備設置と販売ツールの確立

三重県 Ｒｅハコ － 事前下見不要！ＶＲ撮影を利用したホームページで施設情報発信

三重県 花乃舎 － 老舗和菓子店が“魅せる”ＨＰとオンラインショップ作成

三重県 いのうえ精肉店 － キッチンカーによる「肉料理専門店」の販路開拓

三重県 合同会社やってみよう 6190003002853 スマホで見れる！ひとり親向けシェアハウスオンライン内覧

三重県 有限会社かねき商店 5190002016483 ウェブサイトを活用したオンライン販売、持続可能な店頭販売

三重県 株式会社ＨＡＮＡＩマーチャンダイジング 9190001020144 在宅医療に必要な食事の開発とＥＣ販売による新規の販路開拓

三重県 ｎａｎａｉｒｏｃｏｆｆｅｅ － 自家焙煎珈琲豆を使用した新商品の開発およびＥＣ販売の強化

三重県 ＢＨＣパーソナルトレーニング － オンラインでどこでもフィットネス

三重県 株式会社ＢＡＣ 9190001013503 非対面型販売による販売力強化事業

三重県 中央元気堂整骨院 － ＬＩＮＥ＠を使ったオンラインでの施術提供

三重県 株式会社紅梅屋 2190001008468 ネット販売システムのラインの新規導入ならびに自社ＨＰの刷新

三重県 特定非営利活動法人伊賀の友 － 伊賀とも忍にんショップ忍法おこもりサポート

三重県 ヘアースタジオ・ザ・ストック － 来店不要で美容商品の購入ができるＥＣアプリの導入

三重県 株式会社Ｌｉｎｏ 4190001025511 テイクアウトによる販路拡大の為の広告宣伝

三重県 カラカッタ伊賀上野店 － 本場の味そのままの冷凍カレーとナンによるテイクアウトの強化
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三重県 くらさか風月堂 － ＥＣ販売での販路拡大とテイクアウト新商品の開発

三重県 合名会社森喜酒造場 4190003001007 ホームページリニューアルによる販路修正と販路拡大

三重県 ＣＡＳ株式会社 6190001021599
テイクアウト事業の拡販と、融通が効く勤務可能な「丸一」ブランドを浸透させ
る事業

三重県 株式会社和らく 6190001022845 対面からオンラインへ！ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ！

三重県 尾鷲金盛丸 － ホームページ改善等による非対面型ビジネスの強化

三重県 株式会社エフ・ファクトリー 3190001009705 ＳＮＳ広告を活用したローカルビジネス集客ノウハウのネット販売

三重県 有限会社ＰＬＥＮＴＩＦＵＬ　ＩＮＣ．． 9190002012974 非接触型ダンススクールの運営

三重県 美容室ドルフィンプラスワン － 時間に制限されない新しい働き方と、接触を減らす自動化

三重県 有限会社高建 3190002013235 ホームページ刷新とＥＣサービスの提供による新規顧客獲得

三重県 ジュニアバッテイングスクール三重 － 動画解析ソフト導入によるオンラインレッスンの開始と事業拡大

三重県 株式会社ＦＡＨＯＬＬ 190001023989 ・ショッピングサイトのリニューアルと販売強化

三重県 ネイルサロン麗 －
非対面型ビジネスモデルへの転換へ向けた、自社ブランド「ルミナ」のブラン
ディング広

三重県 ステンドグラスサーナ － ネットショップ開設・リモート授業開始による非対面型ビジネスでの販路開拓

三重県 聖学舎 － 不登校生等むけ授業＆当塾アレンジ問題＆元気とやる気をアピール

三重県 濵田建設株式会社 8190001022868 コロナからの回復期に向けて～密は避けても質は落とさない！～

三重県 ゆとり －
ホームページ作成による知名度向上と、オンライン受注システムの構築による
売上拡大

三重県 デューポイント夏見橋店 － オートシャンプーを取り入れシャンプー時の密をなくす

三重県 名張フードクリエイト蔵楽 － 外出自粛による買い物困難者への移動スーパーによる巡回販売

三重県 Ｐｉｋａｋｅ － 新店舗及びオンラインショップ開設による販路拡大

三重県 ボディワークルームブルジャラン － 家でもできる姿勢＆体の不調改善！！

三重県 株式会社丸愛 1190001007529 観光客激減に打ち勝つための自社ＥＣサイトによる新規販路開拓

三重県 ＪＵＢＩＬＥＥＴＥＡ＆ＢＡＫＥＳ － 生き残りをかけたオリジナル焼き菓子のテイクアウトと通販事業

三重県 有限会社ホテルニューいろは 1190002010688 「自慢の夕食セット」の通販開始と、抗菌型旅館へのリニューアル

三重県 株式会社ことぶき警備保障 5190001027250 非対面化！遠隔警備の新ビジネスモデルの開発による売上向上計画

三重県 山安水産 － 生産者直送　特産浦村牡蠣　おうちで楽しむ焼き牡蠣商品開発とネット販売

三重県 海女の黒にんにく寺だ屋 － 黒にんにくの加工増産、イベント・ネット販売による売上拡大

三重県 浜辺の温泉宿かめや － 自社ホームページの刷新と予約・売上管理システムのクラウド化

三重県 鳥羽観光会館ビル株式会社 2190001007387 ・観光地における非対面販売ツールの導入による販路拡大と売上拡充

三重県 有限会社グランドホテル 5190002010478 伊勢志摩食材を活用した「ホテルの料理セット」通信販売事業展開

三重県 有限会社イヅミ 6190002010394 クラウド会計導入での生産性向上とネット通販による販路拡大

三重県 関西珠算学院 － ＩＴ事業を取り入れた感染症対策と事業の拡大

三重県 有限会社晋開産業 5190002010503 非対面販売・通年販売できるブルーベリー・やまとたちばな商品開発

三重県 有限会社天女座 9190002005185 美（うまし）くまのＤＶＤ「お帰りなさい魂のふるさと熊野へ」

三重県 スマイルカイロプラクティック － 痩身事業のオンライン化とネットショッピングの構築
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