
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３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

鳥取県 株式会社鳥取フーズ 4270001005694 テイクアウトとネット通販、ゴーストレストラン開店でコロナ克服

鳥取県 エクルビス株式会社 5270001007979 地域農産物とショウガ加工品のＥＣ通販サイト事業の立ち上げ

鳥取県 株式会社Ｍｎｅｔ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 1270001004492 教育ＩＴ教材の個別学習塾「自立学習ＲＥＤ」による新規顧客獲得

鳥取県 トオチカヘルスケア － 健康ダイエット志向の商品・サービスの販売促進事業

鳥取県 株式会社Ｕ－ＭＯＲＥ 6270001007400 オンライン授業の販路開拓・管理システム構築

鳥取県 加圧トレーニングスタジオＬｉｔｈｅ － 会員向けトレーニング動画の配信とサービス拡充による顧客獲得

鳥取県 レイス治療院米子 － 新サービス「ヘッドケア　チャンピサージ」への非対面型対応

鳥取県 Ｌ’ｅｃｒｉｎ － キッチンカーの導入による売上向上計画

鳥取県 旬鮮いけよし － 移動販売車事業への参入

鳥取県 株式会社セラフィム 7270001002532 環境に良い『植物ミネラル配合アルコール消毒液』通販の認知向上

鳥取県 株式会社ＦＰシモムラ 8270001000320 オンライン化による新規顧客の獲得増加及びさらなる商圏の拡大

鳥取県 株式会社ＭＯＴＨＥＲ 270001002982 コロナ対応非対面販売及び通販の立ち上げによる店外売上の強化

鳥取県 碧と風 － 山陰の名産、特産、当店オリジナル商品等販路拡大事業

鳥取県 株式会社フレアライン 2280001006545 出張修理車による現地訪問での携帯修理対応

島根県 松島屋有限会社 8280002002190 小ロット多品種商品製造強化とネット売上、ＯＥＭ売上の拡大事業

島根県 Ｂｏｄｙ・メソッド － 安全安心の徹底と生涯現役を目指す人のオンライン個人指導

島根県 槇原建築設計 － ３Ｄによる新商品開発で新規顧客獲得と非対面ビジネスへ転換

島根県 めしＣａｆｅさんびきのこぶた － 非対面・非接触への移行とコンサルタント事業による販路開拓

島根県 株式会社Ｗａｒｍｔｈ 2280001002882 非対面型の飲食・美容サロンへ！新たなメニューで新規顧客獲得

島根県 サロン叶 － サブスクリプション型のセルフエステ導入による非対面ビジネス化

島根県 Ｎｅｗ　Ｓｔａｇｅ株式会社 2280001007824 焼肉十里香特製ジンギスカン鍋セットのテイクアウト事業

島根県 佐藤美術店 － 新商品を開発しネットを通じた新規顧客獲得と催事の開催

島根県 憩漢方桃李 － 講座とカウンセリングのオンライン化

島根県 株式会社ビドルインターナショナル 1280001006819 生活雑貨ＯＥＭのサービス拡充及び情報発信による販路拡大

島根県 株式会社物部 7280002002357 ご家庭で味わえる島根の良食味米　全国発信サービス

島根県 中国１６ミリ映画社 － ドライブインシアター映写対応による新規上映イベントの受注獲得

島根県 とんかつ　たていし － 企業向けテイクアウト部門強化による売上維持拡大

島根県 山善商会有限会社 7280002002423 卸専用サイト（ＢｔｏＢ）運用による非接触対応営業推進事業

島根県 紀禪 － コロナの影響を受けないテレワークシステム環境構築で販路拡大

島根県 ｈａｉｒＦＩＸ － シャンプースペース３密空間防止対策への取り組み

島根県 ＲｉｓｔｏｒａｎｔｅＭｉａＰａｅｓｅ － １組限定営業で３密回避のための改修工事及びＨＰの変更

島根県 株式会社シンソー 8280001004064 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換

島根県 ＲＵＧＯＳＡ　Ａｒｔ＆Ｄｅｓｉｇｎ － オンラインにおけるプレゼン能力向上とバーチャル展示会への対応

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。
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島根県 株式会社Ｏｗｌｐｅｅｐｓ．ＣＯ．ＬＴＤ 1280001003857 新規顧客獲得のための新商品の弁当開発に係る厨房設備の整備

島根県 リハプランいずも合同会社 8280003001340 オンライン相談可能なＥＣサイト登録と非対面型面談への環境整備

島根県 株式会社農援隊 4280001005504 ＥＣサイトによる新規販路開拓と農産物の安心安全な流通の確立

島根県 有限会社よふきや 9280002007404 テイクアウト商品開発とＨＰによる販促、店舗改修による集客強化

島根県 ポスチャースタイリスト　片山　由記 － 自宅で安心、自宅で綺麗！レッスンオンライン化で新規顧客獲得

島根県 有限会社石見木材 2280002009828 新型カットソー導入による増産体制構築と新規取引先開拓

島根県 栄進水産 － インターネット販売サイトとバーチャルセリ市の構築で売上を拡大

島根県 西日本スタイル有限会社 3280002007731 医療用ガウンの製造による、国内サプライチェーン構築への貢献

島根県 有限会社紅葉館 4280002004629 テイクアウト弁当の生産性向上、新商品の開発・販路開拓

島根県 有限会社トリプルエー 2280002008945 販路拡大（テイクアウト）による感染からの安心へのアピール

島根県 スタディ・サロン浜田 － 浜田一安全安心な環境とリモート授業・ＷＥＢ広告で新規顧客獲得

島根県 合同会社ＡＺＩＺ 4010903002708 インターネット活用およびテイクアウトメニューによる販路開拓

島根県 有限会社八雲庵 4280002004364 ＥＣサイトの強化による販路拡大とオーダー業務の効率化

岡山県 ナノグラフィカ － バーチャルステージでのインターネットライブ配信事業

岡山県 リーフ － ＥＣサイトを活用した販路開拓で、安全な花のある暮らし

岡山県 Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ － プライベートジムの開設とオンライン指導事業の開始

岡山県 株式会社ヨリミツ 7260001031359 ＥＣサイトでの新成分配合消炎鎮痛クリーム販売事業

岡山県 岡本光利一級建築士事務所 － 非対面型の受注体制強化とペット愛好家のコミュニティサロン構築

岡山県 グッドラック・プロモーション株式会社 6260001011444 コロナの影響ゼロ　全世界を対象にしたライブ配信による収益向上

岡山県 株式会社服部管楽器 6260001029222 オンライン音楽教室による非対面型管楽器レッスン

岡山県 プラージュボーテ － オンラインによるカウンセリング、サポート・インターネット通販

岡山県 Ｋｉｎｇ’ｓＢａｒｂｅｒＳｈｏｐ － オートシャンプー導入による接触機会の低減の推進

岡山県 有限会社土岐建築デザイン事務所 3260002014639 新商品展示のための店舗改装、ＨＰ改修、薪の調達配達事業

岡山県 イタリアバール　ＰＯＬＰＯ２ － 巣ごもり需要に対応したインターネット販売事業の構築

岡山県 株式会社メイコール 5260001010959 非対面型販売方式へ移行するための商品開発と販売方法の確立

岡山県 ａｌｐｈａｉｒ － オンライン教育の実施とバリアフリー化により差別化を図る

岡山県 花ふわわ － 販売方法の転換によりギフトに特化したオリジナル商品を販売する

岡山県 株式会社商業立地開発 3260001033540 不動産仲介業務の非対面型ｗｅｂサイト構築による販路の獲得拡大

岡山県 あじさい　真 － 外食を控えるお客様にデリバリー用のバイクを購入し中食の強化

岡山県 特定非営利活動法人岡山高等学院 260005010213 新規利用者獲得、利用者の満足度向上のためのウェブサイト作成

岡山県 有限会社盃花羅亭 8260002007712 テイクアウト・デリバリー・ケイタリングの新規顧客開拓

岡山県 茶房リエール － 店内のコロナ対策及びランチ販売（テイクアウト及びデリバリー）

岡山県 株式会社アーネット 3260001011983 ネットを活用し、商品買取り査定等を被接触による新規顧客獲得。
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岡山県 グリリアータ － ●テイクアウト事業と、安心安全な店内飲食の出来る店づくり

岡山県 株式会社アテナインク 3260001030587 グルテンフリー米粉１００％生パスタの開発、製造、ＨＰ一新販路拡大

岡山県 ＫＵＲＡＢＯＫＫＯ － レーザーカッター導入による製品開発とオリジナリティの強化

岡山県 表町イル・ダメリーノ － サンドイッチのテイクアウト専門店への展開

岡山県 中原おぐら畑 － ひね生姜の自社生産体制を構築しＢｔｏＣに転換をする事業

岡山県 オオサワ － 新規顧客開拓、事業内容の見える化に伴う広告物充実化事業

岡山県 株式会社バスクレフ・プランニング 4260001030941 演奏映像のＷＥＢサイト内での発信と強化による拡販システム構築

岡山県 ちょっ蔵　津島店 － 弁当販売による、既存客のニーズ取込及び新規顧客拡大

岡山県 枝光商店 － 移動販売車導入と販路開拓への取り組み

岡山県 城見茶屋 － 岡山産フルーツを使用したジェラードの持ち帰り販売

岡山県 株式会社リードオン 9470001017186
～住宅ポータルサイト「ＨＵＧＨＵＧ住宅展示場」公開による非対面営業の強化
～

岡山県 株式会社ＦＰスタジアム 3260001033870 ３密を回避したゆとりのあるスペース作りと学習面・運動面向上の為の計画

岡山県 蓮華 － 「３密」の回避を徹底した店舗改装による新規顧客獲得事業

岡山県 ビューティ屋さーちゃん － セルフホワイトニングとセルフエステ導入による集客強化事業

岡山県 焼き鳥居酒屋大樹～Ｒｙｏｍｉ～ － テイクアウト、デリバリーでの新規顧客獲得と新商品開発。

岡山県 Ｔｅ　Ｔｕｒａｍａ － タヒチアンダンスのオンライン講座と衣装材ネット販売事業

岡山県 ニーズジャパン － 吸排気が可能な換気システムを搭載したルーフテントの開発・販売

岡山県 株式会社海賊 9260001009543 地域住民層集客強化のため店舗改修ともつ鍋セット通販売上向上

岡山県 遠藤　寛子 － 音読・朗読講座の非対面対応へ向けた取組

岡山県 株式会社岡山保険代行 1260002001820 保険コンサルティングのオンライン商談専用サイト作成

岡山県 ウッドファクトリーフジイ － “個人宅オリジナル家具”の商品開発・ネット販売

岡山県 株式会社旬菜桜梅 1260001024079 レストランがと理解してもらう外装工事と真空パックネット販売

岡山県 リコインテリアデザイン － オンラインインテリアコーディネートで非対面の新規顧客開拓

岡山県 鉄板居酒屋ひまわり － 鉄板飯テイクアウトを始めたことをＷＥＢで宣伝する事業

岡山県 ＲＥＢＩＲＴＨ － 販路拡大とワークショップを非対面に移行する事業

岡山県 株式会社ｍａ－ｙｕ 8260001024642 新たな販売形態の構築と感染予防商品の開発と販売強化

岡山県 有限会社ディスク 7260002012812 自社アプリ運用による新サービスの展開・サロン業務の効率化

岡山県 カナミツ事務所 － ＥＣサイト構築・運用によるデジタルコンテンツの販路拡大

岡山県 株式会社ＩＣＴ　ｎｅｘｔ 5470001011733 対面を控えるお客様に対してインターネットでの販売・提供

岡山県 株式会社ＳＩＮ 3260001024234 国産うなぎ弁当等持ち帰り商品の販売強化・認知度向上の為の宣伝

岡山県 ＳＴＵＤＩＯ　ＳＣＬＭ（スタジオスクラム） －
「子どもの可能性を拡げるキッズプログラム」「大人向けウォーキングスクール」
新規顧客獲得とオンライン販売促進による売上げアップ計画

岡山県 株式会社東部典礼 1260001004700 ネットで参加できる葬儀サービス

岡山県 アイアップ － ＹｏｕＴｕｂｅ動画配信とそれによる宣伝効果による集客アップ
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岡山県 Ｌｉｅｎ － 施術スペース改装及びワンストップサービスＰＲによる集客力強化

岡山県 有限会社加治屋建設 1260002017338 近隣の方に求められるお持ち帰りを、なるべく非対面で提供

岡山県 株式会社木絆 7260002021706 ＩＴシステムツールを導入した非対面型内覧会による販路開拓

岡山県 Ｇｒｅｅｎ音楽教室 － オンラインのレッスン及び発表会開始とＨＰ開設による販路開拓

岡山県 Ｐｒｉｎｃｅｓ　Ｒｏｓｅ　Ｇａｒｄｅｎ － 認定資格制度を活用した販路拡大及びＥＣサイトによる増収増益

岡山県 有限会社ＺＥＡＬ 8260002023387 コロナＳＨＯＣＫ後の売り上げ回復時における新規富裕層の囲い込み戦略

岡山県 スケアクロウ － おうちでも、美味しいおやつで特別なひとときを。

岡山県 創作ｄｉｎｉｎｇぺっぺ － 夜のテイクアウト店として人気のメニューを提供して売上向上を図る

岡山県 株式会社稲田石材加工店 6260001012541 新しい機械を導入し、海外・県外への外注加工品の内製化を図る

岡山県 株式会社セラーズ 2260001013799 新企画のお菓子シリーズ製造とネット販売拡充で個人顧客の開拓

岡山県 株式会社パッション 3260001016850 社内報の効果を啓蒙し、受注を促進するホームページ再構築事業

岡山県 吉田治療院 － 安心して来院できる環境の整備とサービスの高付加価値化

岡山県 有限会社二葉写真館 9260002020945 三密を避けたオンライン写真閲覧システム導入による販路開拓

岡山県 ＫＯＲＥＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＣＨＡＮＧ － クリスマスにお持ち帰りのＣＨＡＮＧのＫＯＲＥＡＮフライドチキンを販売

岡山県 有限会社水島中央水産 8260002022545 地域の鮮魚店が作る美味しい鮮魚惣菜のテイクアウト事業

岡山県 ＴＯＫ－ＭＡＫＥ － 非対面型ビジネスモデルへの転換による売上高の拡大

岡山県 株式会社明日絵 4260001012386 三密を避けた衣装貸付の環境作りとネットレンタルで新規顧客獲得

岡山県 株式会社ベスト工房倉敷 4260001014696 提案力向上による業務の効率化及び新分野への販路拡大事業

岡山県 有限会社西屋商事 3260002022443 ネット等での宣伝と集客、できるだけお客様への安心感を

岡山県 Ｂｏｎ　ｃｌｉｍｂｉｎｇ　ｇｙｍ － 木製ホールドの内製化及び非対面型販売による販路開拓

岡山県 有限会社谷口保険事務所 7260002019543 非対面による保険契約に関わる提案と募集

岡山県 ＮＤサービス株式会社 9260001031885 スキャンツールの導入による診断メンテナンスサービス強化

岡山県 音楽教室ＭｕｓｉｃＰａｒｔｙ！倉敷 － 飛沫対策で教室のレッスン環境を整え新規生徒を３０人獲得する

岡山県 株式会社パワープラント 4260001016692 美しいオリーブ畑に囲まれて飲む珈琲の提供による販路開拓

岡山県 來乎舎モダン － ネットショップの出品率を上げるテレワークと店舗整理

岡山県 株式会社土倉板金 7260001032902 ドローンを使った撮影で提案力向上を図り新規顧客獲得を目指す

岡山県 ガラス工房Ｍｉｎｅｒｖａ － ガラス工芸を使用した住まいのインテリア等の販売・提案

岡山県 株式会社マルキ商店 2260001014806 宅配サービス開始と店内の光触媒コーティング実施による販路開拓

岡山県 株式会社森永石油店 6260001015032 オンライン商談の新規取り組みによる新規顧客の確保・売上拡大

岡山県 焼肉　大道園 － 新システムの導入と環境整備をして客層の拡大を図る

岡山県 アヴェニュウ － 家庭でもライブの臨場感を楽しめる非対面型ジャズライブ配信事業

岡山県 ライジング産業 － 【テレワークにより減少した売上回復及び自社工場のコロナ感染対策】

岡山県 日本料理とくら － 最新真空包装機による自宅・県外でも味わえる日本料理推進事業
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岡山県 株式会社庄司建設 6260001013655 Ｗｅｂ会議の充実化、及び広告媒体の整備による販路開拓事業

岡山県
カラオケＣＬＵＢＤＡＭ　Ｒｅｓｏｒｔ　倉敷イン
ター店

－ オーダリングシステムを活用した非接触型営業と業務効率化

岡山県 モトガレージワイルドボア － インターネットを活用した商品告知・集客・商談方法への転換事業

岡山県 和果葉デザイン － ＥＣ販売の新規取り組み及び店舗移転による売上高の向上！

岡山県 Ｂａｍｂｏｏ　Ｄｅｌｉ － 人気ベーグルの全国ネット販売（非対面販売）構築による販路開拓

岡山県 かくれ宿Ｙｕｊｉ－ｉｎｎ － 若者や学生、主婦層をターゲットにランチを極力非対面で提供

岡山県 ジーテク株式会社 5260001020999 客先の多様化するニーズに対応するための複合受注の開始

岡山県 有限会社一龍 4260002027739 認定近江牛を使用したテイクアウトメニュー等の強化

岡山県 横林　時彦 － 特殊一本針メス付ミシン導入での差別化とＨＰによる新規顧客開拓

岡山県 アールビーシーコンサルタント株式会社 2260001019490 視察リモート化による非対面型サービス事業の新展開！！

岡山県 美容室てるてるＢｏｕＺｏｏ － ホームページを活用したペットサロン併設美容室のＰＲ事業

岡山県 ライダーズブックＣａｆｅ　Ｒａｂｂｉｔ － 自社の強みの活用と弱みを改善し、新事業展開による売上の増加

岡山県 食三昧飲三昧北海 － テイクアウト販売強化による販売拡大

岡山県 からあげホームラン － 新規顧客獲得と顧客満足の為の店内改修

岡山県 株式会社真栄住研 5260001020479 営業ツールＨＰ作成と非対面接客開始で新規顧客の獲得

岡山県 そば処　やまみち － 【事業名：そば練り機＆飛沫感染防止パネルの導入による売上増加】

岡山県 株式会社Ｉｒｏ　Ｄｏｒｉ 8260001033619 「オンライン相談会による地元婚の強化」

岡山県
ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＬＩＢＥＲＴＡ（ピッツェリア　リベ
ルタ）

－ 本格ナポリピッツァの冷凍販売事業開始による販路拡大

岡山県 有限会社サン・クリエイト 5260002018398 Ｗｅｂにて非対面で行うデニム商品販売事業

岡山県 大倉薬局 － 【通信販売活用と薬局オリジナルコスメで薬局未来化計画】

岡山県 金辺オリーブ園 － ＥＣサイト販売強化へ向けた商品力強化とＥＣサイト改修

岡山県 エーシー工業有限会社 9260002016729 新規に大型製品の機械加工を行うための高圧受電設備の設置

岡山県 エクリチュール花音 － 名前詩が映えるオリジナルコラボ新製品の中高年向けネット販売

岡山県 脱毛サロンＲ － 脱毛機リースをＨＰで広報し新規顧客獲得を目指す

岡山県 ナチューレ － 企業対象の置きジェラートサービス事業

岡山県 盃酔の陣 － デリバリーサービスの開始でコロナ禍でも売上獲得・新規顧客開拓

岡山県 長﨑建設株式会社 1260001022405 生活インフラを支えるための資材保管による安定的な施工体制構築

岡山県 ♯８　ＷＩＲＥ － テイクアウトの販路拡大のためのブランドイメージ向上

岡山県 有限会社辰巳刃物 5260002032960 中古木工機械や中古電動工具の買取・販売事業

岡山県 訪問理美容サービスアシタライフ － 衛生管理時間短縮による訪問可能件数増加

岡山県 有限会社井上モータース 1260002032774 コロナ禍に備える！作業の効率化と顧客満足向上のための環境作り

岡山県 株式会社笹野モータース 7260001022655 車屋さんのコロナウィルス時代の環境整備とオンライン事業化

岡山県 ＳＥＩ演劇教育研究所 － 非対面レッスンサービスの確立及び、オンライン化による販路拡大
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岡山県 たかた屋 － 下津井たこを使用した商品の移動販売開始

岡山県 株式会社高木組 1260001029474 エクステリアＣＡＤの導入による営業強化

岡山県 有限会社有馬鮮魚 6260002032654 ウイルス対策をしつつ顧客満足度の向上を図る

岡山県 株式会社ふじかわ工務店 3260001017089 ＷＥＢ上の電子ブック等によるヴァーチャル・モデルハウスの展開

岡山県 大麦牧場 － テイクアウト事業による販路拡大

岡山県 中華そばこうた － 顧客への店内外サービス提供の拡充に向けた販路開拓事業

岡山県 有限会社スラッシュエイト 7260002024270 小ロット刺繍×縫製の新しい加工提案によるＳＮＳを活用した販路開拓

岡山県 若石リフレ施術＆ｓｃｈｏｏｌ　ひなたぼっこ － オンライン講座開設に向けた環境整備と非対面サービスの提供

岡山県 拓膳 － ＥＣ販売の為の大量調理可能な機器の導入とパッケージ開発

岡山県 株式会社Ｓｔｙｌｅ 7260002019758 テイクアウト事業を実行し新規顧客獲得

岡山県 ＴＨＥ　ＥＡＳＹ　ＳＨＯＰ － サイズフリーアパレル製品開発とオンライン展示会システムの構築

岡山県 渡邉ミシン － ＣＡＤ導入による業務の効率化と非対面営業環境の構築

岡山県 和泉鮮魚 － 下津井産の新鮮な下処理済み鮮魚の移動販売・提案型営業サービス

岡山県 有限会社鮨柳屋 6260002024271 美しく繊細な握りずしを自宅でも味わえるテイクアウトと宅配事業

岡山県 カーショップマスモト － 非対面型商談による販路開拓

岡山県 有限会社ヒカミコーポレーション 8260002025342 ＥＣサイトの構築とＳＮＳを活用した新ブランドによる販路開拓

岡山県 ひとの和工房 － あなただけの理想の空間を！非対面型Ｗｅｂリフォーム提案！

岡山県 株式会社那須水産 3260001004938 移動販売車の導入によるルート販売等で個人客への販売強化

岡山県 株式会社まんどう 5260001018060 三密回避と少人数グループ客に対応した店舗改装による販路拡大

岡山県 石田　安弘 － オンラインをベースとした新規顧客向けの販路開拓

岡山県 有限会社三井商会 9260002032057 ＤＩＹサポートサービスのネット販売と非対面型商談への転換

岡山県 ビストロＭｅａｔ　Ｕｐ備前 － 近隣の方に求められるランチを非対面によるテイクアウトで提供

岡山県 有限会社巧伸製作所 8260002031720 清潔でデザイン性のある消毒設備の開発と販路開拓

岡山県 出　製陶 － 備前焼の非対面ビジネスモデル対応の新ブランド構築とＥＣ展開

岡山県 黄哉窯 － 備前焼のオンライン販売、非対面式と対面式ビジネスの両立

岡山県 森陶翠園 － コロナ禍をバネに受け身から攻めの商売への転換

岡山県 金重潤平 － オンライン販売強化の取り組みと新規顧客開拓

岡山県 松本製餡所 － ＨＰ作成及び生産性向上による新規顧客獲得のための販路拡大

岡山県 有限会社岡﨑商店 8260002026720 生産性向上設備とＥＣサイト向けの商品開発による販路拡大

岡山県 有限会社土屋商店 2260002026817 自動車内の感染防止対策向け清掃サービスのウェブ予約による提供

岡山県 備北林産用品株式会社 5260001018936 農業・土木アドバイザーのいるＤＩＹプロショップのネット展開

岡山県 有限会社シャロン 2260002026775 高梁産フルーツガナッシュによるボンボンショコラのネット販売

岡山県 創作料理　菜茂家 － インターネット販売で販路構築と商品品質向上による収益の安定化
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岡山県 Ｃｈａｒｍａｎｔ＊シャルマン － ネットでのテイクアウト注文システムと機器導入での商品品質向上

岡山県 株式会社ホームリペイント 5260001029371 非対面型営業スタイルの構築と新サービスＰＲによる売上増加

岡山県 ｓｔｕｄｉｏ５０８ － オンラインエクササイズサービスの展開でアフターコロナ対策

岡山県 － ネット販売システムの構築とそれに対応する鮮度維持設備の導入

岡山県 伯備測量コンサルタント株式会社 5260001019224 ＧＮＳＳ測量導入により高精度測量を実現し競争力を高める取組み

岡山県 有限会社ミナミ 9260002027354 ジビエが毎月ご自宅に！サブスクリプションＥＣサイト構築

岡山県 株式会社仲岡運輸 3260001019192 運行管理者のテレワークによる社内での感染拡大防止と販路拡大

岡山県 有限会社鈴木建具店 3260002023755 オーダー建具事業の推進による受注拡大及び販路拡大

岡山県 株式会社保険サンハアト 9260001033196 テレワーク環境の整備及び非対面営業活動による事業再建

岡山県 ほごっこＣＡＦＥ － 非対面型のビジネスモデルの導入による売上高の拡大

岡山県 有限会社晃栄鋼業所 2260002023665 金型設計・制作の販路開拓及び生産体制強化による売上高増加

岡山県 株式会社ピア 8260001005477 完全予約制でリーズナブルな個室セルフエステ

岡山県 株式会社あすなろ 1260001010797 宅配需要に対応するための商品・販促強化、新ブランド構築

岡山県 ろばすみ － 脱密閉空間・しっかり換気するための空調設備

岡山県 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｃｏｅｕｒ　ｅｔ　ｃｏｅｕｒ － 卸事業（ＢｔｏＢ）から一般消費者（ＢｔｏＣ）への新たな事業展開

岡山県 有限会社丸清織物 2260002021289 国内向けＥＣサイト・海外向け越境ＥＣサイトでの販売強化

岡山県 ゲートグラフィックス － 事業内容高品質化での顧客獲得・ドローンによる新事業の展開

岡山県 みねちゃん － 鉄板焼きメニューテイクアウト強化による販路開拓及び売上高増加

岡山県 ｌａ．ｍｏｍｏｎ － 非対面サービスと新メニュー導入による顧客の定着

岡山県 ｏｆｆｉｃｅ　ソラマチ － 所得を向上させるマッチングサイトの提供事業

岡山県 株式会社中重 9260001031811 非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 有限会社積和 8260002005543 レッスンを非対面型へ移行し、健康づくり仲間づくりを推進する

岡山県 韓韓亭 － テイクアウト強化と自家製ダレ開発によるネット販売での売上獲得

岡山県 株式会社Ｇ・Ｇカンパニー 2260001028731 テイクアウト・デリバリーサービスへ向けた設備導入と商品開発

岡山県 喜多商事株式会社 7260001001972 「倉庫一部をオンライン対応の防音ルームに改装」

岡山県 フラワーブティックアベイユ － オンラインでの来店方式を整え非対面での販売へ転換

岡山県 パン工房トルシュ － 非接触決済とパンの宅配事業の開始による売り上げ増加

岡山県 合同会社ブルースプリング 1260003003122 メディアに多数掲載されたパン屋のＥＣサイト出店

岡山県 株式会社ｃａｆｅ．ｔｈｅｍａｒｋｅｔ 1260003000953 店内感染症対策の強化及びブランドコーヒー豆のテイクアウト事業

岡山県 レインボー幸せ － オンライン手相占いによる新たな柱となる収益の樹立

岡山県 有限会社コスメランド 6260002013035 非対面による相談・販売モデルへの転換により売上拡大

岡山県 株式会社絆友 6260002031219 非対面の打ち合わせができるＩＴ化の促進とＩＴ化のＰＲ

岡山県 ＬＥＺＺＡＲＩ － 革と金の融合で新商品の開発によりインターネット販売を開始。
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岡山県 有限会社カタオカエンタープライズ 1260002017395 ＥＣを活用した自社物件の動画コンテンツの発信による広報ＰＲ

岡山県 木下　智子 － 感染予防対策の周知と特殊治療のＰＲ

岡山県 ＦＡＶＯＲＩＴＥ　ＳＵＲＦＳＫＡＴＥ　ＰＡＲＫ － コロナ対策を機に新規集客・販路拡大を目指す店舗改装

岡山県 有限会社ティーファクトリー 8260002027529 オンライン商談システムを搭載した自社ホームページの製作

岡山県 Ａｐｐｌｅ　Ｓｗｅｅｔｓ － 米粉ケーキを冷凍配送で全国へネット販売

岡山県 有限会社備前屋 4260002022839 換気の為の改装工事、ホームページの制作によるデリバリー開拓

岡山県 有限会社蔵 6260002029898 ネットショップの開設による新たな収益の柱と郷土料理の発信

岡山県 永井接骨院 － 非接触型ビジネスに対応する為の新規機械導入とウェブ広告戦略

岡山県 有限会社鶴松 8260002006581 テイクアウト強化の為の宣伝および店内設備の抗菌化改修工事

岡山県 株式会社メディアクリエイト 8260001009412 非対面型の営業支援システムを導入し業務効率化と生産性向上

岡山県 株式会社びより 1260001029540 自社ホームページの充実化と撮影代行サービスによる新規販路開拓

岡山県 イラヨイ夜市 － 三密を回避してお客様に安心して楽しんでいただく店舗づくりを行う

岡山県 株式会社ジャパン 8260001003456 オリジナル加圧器具の新開発によるオンライントレーニング事業開始

岡山県 書肆亥工房 － 新しい生活様式に対応したオンライン販促と制作システムの導入

岡山県 株式会社ＴＡＮＡＫＡ 3260001030752 オンラインサービス導入による非対面型営業体制の構築と売上向上

岡山県 サロン・ド・シュシュ － 非対面型営業スタイル構築とネット販売による売上増加

岡山県 株式会社ＯＦＣ 4260001027995 学習塾経営業務基幹ソフトウェアの開発

岡山県 崎上工業株式会社 2260001007900 ＷＥＢによる左官技術の発信と直接受注可能とするシステムの構築

岡山県 日本アパレル生産ネットワーク株式会社 3260001026305 パーソナルジーンズ非対面完全販売計画

岡山県 有限会社かぶきや 3260002023334 テイクアウト事業による新規顧客の獲得

岡山県 株式会社Ｓｅｌｆｉｍ 8260001030178 非対面で飲食店オーナーと繋がる新規サイト構築とＬＩＮＥ運営

岡山県 株式会社ＡＯＡＭ 1260001033988 テレワーク環境の整備・広告物の充実化による新規顧客開拓事業

岡山県 プライベートサロンＬｕｌｕ － コロナ時代の新たな非対面型のセルフケア（小顔痩身他）

岡山県 株式会社六基 8260001007143 冷凍技術で、テイクアウト、デリバリー強化による売上げ拡大

岡山県 フィカムスタジオ － オンライン相談システム導入とドローン撮影サービスで売上向上

岡山県 季節料理二合半 － 当店自慢のふぐコースのテイクアウト販売による売上向上

岡山県 Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＳＴＯＭＰ － 在宅ニーズを獲得し安心して習えるダンスＷＥＢ動画配信販売

岡山県 株式会社アウラ心理教育センター 4260001011181 セキュリティーを強化したオンラインカウンセリングでの顧客獲得

岡山県 有限会社エヌティ・クリエイト 3260002024274 企業の目標達成にコミットする目標達成アドバイザープログラム

岡山県 株式会社ダイヤモンドマテリアル 3260001010440 岡山を主軸に中国地域全体の魅力を多言語で伝えるＷＥＢマガジン！

岡山県 麦酒島 － テイクアウト事業とインターネット販売事業による売上向上

岡山県 Ａｌｉｃｅ － オンラインサービスの導入とネット販売事業による売上向上

岡山県 いわさ整骨院 － オンラインサービスの導入とＰＲ強化で売上向上
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岡山県 ＣＨＯＣＯ’ＳカフェＦｕｋｕ － 新規顧客獲得のための新商品開発及びテイクアウト販売体制強化

岡山県 焼肉南大門 － 【テイクアウトとネットショップ開設による販路拡大事業】

岡山県 ＫＡＫＫＹ’ｓＢＡＲ － 「人より目立つ！オンラインの飲み方と料理の提供」

岡山県 アイコム株式会社 6260001026517 広告オーダーオンライン受注による販路拡大事業

岡山県 日本教育研究所 － 新たな生活様式に生きる子ども達に、やる気を起こす教育環境作り

岡山県 もも太のゆめ研究所ゆめラボ － オンラインで事業拡大！スター逸材を発掘しプロデュース！

岡山県 Ｈｉｔｏｍｉ　Ｗｏｒｋｓ － ホームページとインターネット営業ツールによる販路拡大事業

岡山県 株式会社ＡＬ１３ 3011001099670 既存サイトのリニューアル。商品開発とＥＣサイト販売

岡山県 三和電設株式会社 8260001003092 遠隔で防災設備点検・工事の報告書を作成する専用ソフト導入

岡山県 株式会社Ｍｏｏｎ 7260001028834 オンラインカウンセリングシステムを搭載自社ホームページの作成

岡山県 合同会社エピックネット 8260003002514 非対面型ビデオコールシステムの販売開始による新規事業

岡山県 ｃｙｃｌｅＺ（サイクルゼット） － オンライン初心者講習会、メンテナンス講習会開催による販路開拓

岡山県 Ｒｉｌｉｅ － お客様同士が無接触で安全に施術できる完全個室型ヘアサロン構築

岡山県 地酒屋 － 新たな価値を生み出す酒屋に変身！

岡山県 ＺＥＲＯ　ＵＰ株式会社 8260001033296 「新しい生活様式」に対応した非対面化メニュー開発・三密の徹底」

岡山県 ナナゴー － 移動販売の新商品の提供とウェブ集客の強化による販路の拡大

岡山県 株式会社ＲＯＵＴＥ　ＴＯＰ 3260001033598 ホームページを活用したｗｅｂ問診及び集客による非対面化強化

岡山県 株式会社オフィス・ワン 8260001026465 お弁当のテイクアウトと雑貨のインターネット販売による売上向上

岡山県 株式会社花島建設 7260001005420 施工見積・産廃処理見積オンライン化による販路拡大事業

岡山県 株式会社滝沢塗装工業 4260001026782 新規事業開始に伴うホームページ刷新による販路拡大事業

岡山県 ホスピタリティ＆マナー・ラボ － 遠隔研修の開始と、三蜜を回避した研修のための事務所改造

岡山県 琥珀インテリア － コロナに打ち勝つオンラインスナック

岡山県 株式会社ＧＲＥＥＮＢＡＳＩＣ 7260001027596 ビデオコール・太陽光発電積算システム導入による販路拡大事業

岡山県 アシストサービス　スカイ － 非対面型ビジネスモデルとしてのＩＴコンサルサービス

岡山県 とののベーコン。 － ＥＣサイトを利用した岡山ブランド肉の燻製の販売と販路開拓

岡山県 株式会社Ａｒｓ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 6260001031491 プライベートブランドのブランド力向上、新たな販路・顧客開拓

岡山県 株式会社Ｓｕｃｃｅｅｄ 5260001034446 インターネットを活用した営業、販売促進による新規販路開拓

岡山県 アトリエピエス － 非対面型ビジネスモデル『ｄｉａｌｏｇ』フラワーギフトの販路開拓強化事業

岡山県 株式会社ヴァーテブラ 6260001009364 ＥＣサイトを活用した健康サプリメント販売による収益向上

岡山県 ｍｉｔａｍｏ － 「ネット活用での　非対面販売拡大と店舗での迅速な販売システム構築」

岡山県 おみそとおさかな － 非対面販売スペースの新設と新商品の拡充による広路拡大事業

岡山県 ｗａｗｏｎｄｅｓｉｇｎ － 自社の実績・業務を発信するＷＥＢサイトを制作し、販路拡大。

岡山県 〆ステーキ － 【動画制作とホームページ受注によるデリバリー販路拡大事業】
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岡山県 有限会社カシマ興産 1260002015663 【ビデオコールを導入し新規事業の非対面型受注の開始】

岡山県 アクアリラクゼーション － 【非対面型の施術機器の導入及び新規ＥＣ販売による売上高の拡大】

岡山県 合同会社ワカバヤシ 5260003002913 キッチンカーによる新規の顧客獲得

岡山県 株式会社ワークウインド 4260001026411 「岡山映像作家協会（仮称）」の発足

岡山県 備中倉敷葡萄酒酒場 － 非対面型少人数制個室増設による売り上げ回復

岡山県 株式会社ジャパンアイディアホーム 6260001003458 非対面型研修による人材教育システム構築で加盟店売り上げ増加

岡山県 ＳＵＮＮＹ株式会社 8260001032991 冷凍ピッツアのネット販売・ＳＮＳ情報発信拠点の環境整備

岡山県 株式会社真庭運創研 9260001033832 新しいドローンスクールの開校と非対面型ビジネスの創出

岡山県 ｙ　ｓｙｓｔｅｍ１２５株式会社 6260001031665 非対面相談・見積機能付きＬＰとオンラインセミナー体制構築

広島県 ＦＡＮＴＡＳ株式会社 7010901024164 対面型「命の参観日」のオンラインへの転換

広島県 トレーディングオフィス中川 － 非対面型ウエブ商談型ｅコマースシステムの構築

広島県 株式会社岡南計測 9160001011583 非対面型ビジネスモデル推進へ向けたホームページの改修

広島県 自家製麺　うどんのあき － 近隣顧客へ新たに開始したテイクアウト事業周知による来店促進

広島県 ラテラテ －
自社ＨＰを新設しネット販売のできる体制を構築、ネット販売用商品の製造力
保管力のア

広島県 株式会社Ｓ．Ｅ．Ｐ 3240001044944 国産活鰻のテイクアウト等による非対面型ビジネスモデルの構築

広島県 チャイルドレイク株式会社 4240001047500 物件紹介のＨＰ作成、及びＷＥＢ広告により非対面販売の実現

広島県 株式会社Ｆｉｎｄｅｎ 1240001056347 非対面方式による遠隔自動撮影で潜在顧客を引き出す事業

広島県 鳥勝時 － 『当店のＰＲに繋げるテイクアウト事業の開始』

広島県 ＨＡＮＤＳ－ＯＮカイロプラクティック － 新たなオンラインシステムを構築し新規顧客の販路開拓

広島県 ＡＧＩＴ － コロナ対策及びイベント配信サービスによる新たな販路の開拓

広島県 株式会社ｐｅｔａｐｅｔａ 6240001050246 『手形アート制作資材のネット販売』

広島県 合同会社ＵＢＬサラン 240003002264 『売上減少を補うテイクアウト事業の拡大による顧客満足度の向上』

広島県 ｓａｋｅ七彩 － ネット決済によるテイクアウト　通販での酒の販売

広島県 宝 － ホームページ作成によるテイクアウト事業周知と来店促進

広島県 トータル整体 － 売上回復に向けたネットによるカウンセリング、遠隔サービス開始

広島県 Ｃｏｌｏｒｆｕｌ　Ｐｅａｒｌ － ホームページを活用した非対面型での受講生獲得で販路拡大

広島県 株式会社ＳＴＷ 6240001018037 コロナ対策を踏まえた上で、ＶＲをメインにした新築提案事業の開始

広島県 株式会社ガレージングデイズ 9240001024346 完全非対面型賃貸借契約締結に向けた取り組み

広島県 Ｑｕｉｌ　ｆａｉｔ　ｂｏｎ － 立地を活かしたテイクアウト事業による非対面型ビジネスへの転換

広島県 有限会社フランコジャパン 1240002021589 『売上減少を補うピックアップ販売とパスタソースのネット販売事業』

広島県 有限会社キブネ建設 7240002004605 古材・古民具販売用自社ＥＣサイト構築と商談用店舗の整備

広島県 有限会社ハル・ライトワーク 5240002024019 非対面型の教材開発と動画配信＋教材販売の複合サイトの構築

広島県 株式会社サルト 3240001004931 自社通販ショップの販売強化のためのＨＰ改装並びにＰＲ実施
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広島県 有限会社ハウデイオキタ 6240002012641 ３密回避の為のネット閲覧導入（写真展示）とビデオ撮影の推進

広島県 Ｌｏｔｕｓ．株式会社 2400011029290 家にいても焙煎したての美味しいコーヒーなどの通販事業

広島県 イシクラカズヒロ構造アトリエ － ３Ｄカメラと地震応答解析による非対面型の耐震サービスの開始

広島県 ホルモン焼きうどん　一力 － テイクアウト促進ならびに三密回避改装による安心安全の担保事業

広島県 ｌａｐｉｎ　ｎａｉｌ － 売上減少を補うオイル、ハンドクリームのネット通販事業の開始

広島県 株式会社メートクケミカル 8240001011720 売上減少を補う食品添加物の小口でのネット営業の開始

広島県 とんかつ料理　さち － 新型コロナウィルスに負けない安定的売上を構築する販路拡大

広島県 Ｒ．Ｄｏｏｒ（アールドア）バランス院 － 自分でできる！「痛みやコリが出ないバランス良い体の作り方」

広島県 株式会社響 6240001021593 音楽と映像による地域企画活性化システムとオンライン事業新開拓

広島県 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｒ － 『来店出来ないお客様にオンラインでのカウンセリングの開始』

広島県 ＯＴＩＳ！ － 非対面を実現するライブの生配信等の取り組みで販路開拓

広島県 有限会社ネオキッチン 8240002025542 『売上減少を補うテイクアウト強化と生産性の向上』

広島県 合同会社Ｆｅｌｉｓｔａｓ 3240003003106 自社商品の開発と非対面型インターネット販売の構築

広島県 株式会社東洋ビジネス 8240001007392 紙袋のネット販売により、新型コロナウイルス不況を乗り越える。

広島県 有限会社ユーアイ自動車 1240002017422 新設備導入でコロナ対策と共に新顧客層獲得による販路拡大

広島県 有限会社南々社 3240002012198 書籍のネット販売への取組と取材を不要とする医療情報サイト構築

広島県 株式会社グラシャス 3240001025374 『売上減少を補うラーメンのスープのネット通販事業の開始』

広島県 台湾家庭料理黄さんの家 － 『新しい生活様式に順応したテイクアウト販売への注力・拡大』

広島県 株式会社キアン 8010001175411 コロナ禍におけるリモートでのイベント講演会、運動教室の開催

広島県 ワルンマタハリ － テイクアウト事業の強化による売上アップと調理環境整備

広島県 クラウドサーフ合同会社 7240003003317 オンライン営業とＷＥＢでの販路拡大

広島県 炭火和食Ｓｏ － 売上減少を補うネット広告でのテイクアウトコンテンツの掲載・強化事業

広島県 ｍｅｒｒｙ　ｂａｌｌｏｎ － オンライン商談システムの導入と顧客開拓のための営業ＤＭの作成

広島県 Ｔｈｅ　Ｍｙ　Ｗａｙ － 売上減少を補うネット通販と認知度を上げるＷＥＢ広告への着手

広島県 株式会社ＬＡＧＯＯＮ 1240001024345 自宅でカジュアルなフレンチテイクアウト事業の実施

広島県 株式会社ｐｏｉｎｔ　ｐｏｉｎｔ 3240001056403 非対面型販売のためのＥＣショップ開設と店舗改装

広島県 ＬａｖｉＣｏｕｌｅｕｒｓ － 通販事業の開始と販路拡大計画！

広島県 有限会社アミューズ 1240002023206 現役カメラマンによる非対面型商品撮影とネットショップ開店支援

広島県 ｆｌｏｒａｌ　ｄｅｓｉｇｎ　白樺－Ｈａｋｋａ－ － ウェディングドレス手作キット商品開発・ＥＣ販売構築

広島県 株式会社ロウジュウ 5240001050445 オンライン保険契約サービスの導入と来店増のためのオフィス改装

広島県 ア・テ・スエ － 売上回復のためのテイクアウト販売の実施

広島県 ｈｉｒｏｔｏ － 最高級食品お取り寄せＥＣサイト事業の出店・出品

広島県 アースモーション株式会社 3240002008213 『売上減少を補う、非対面型ドローン映像撮影事業の開始』
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広島県 カラオケカフェＦＵＪＩＳＡＮＲＯＫＵ － カラオケ店減収をカバーし経営安定を図るためのデリバリー強化等

広島県 ＰＡＬＯＳ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ － 『デリバリーＭＹセレクト＆プログラム』

広島県 Ｈａｉｒ＆ＮａｉｌＳｔｕｄｉｏ　Ｂｌｏｏｍ － ｗｅｂ予約とネット販売及び３密回避の店内づくり

広島県 株式会社アースインプルーヴ西日本 7240001025362 鮮魚中心の食堂及びテイクアウト・宅配弁当・惣菜販売事業の開始

広島県 ＥＮＪＯＩＮＴ　ＢＡＲ　ＣＯＶＥＲ － オンラインでＥＮＪＯＹ！リアル店舗とつながるオンライン飲み

広島県 インナー・サポート協会 － オンラインによる「イン・トレ」と高齢者施設への営業強化

広島県 株式会社サンポービジョン 7240001050352 ヨガ及びワークショップにおけるオンラインレッスンの開始

広島県 おけいこドットコム合同会社 6240003003210 オンライン説明会、登録自動化、ネット決済の導入

広島県 Ｊｅｔ － 音楽ライブ配信と、オリジナルグッズのネット販売による新たなる販路開拓

広島県 お好み焼・鉄板焼和心 － 【新たなドッグメニューとネット販売での新規顧客開拓】

広島県 株式会社デイ・バイ・デイ 8240001017763 新事業「テイクアウト・デリバリー」による売上拡大・販路開拓

広島県 株式会社ヒロマイト 5240001010085 『自社商品の安定供給のため、安定した原料確保機器の導入の開始』

広島県 有限会社三久美容商会 1240002006788 情報の発信とネットショッピングを目的としたホームページの作成

広島県 株式会社シエル 4240001052079 ＥＣ販売戦略とオリジナル商品開発による供給体制強化

広島県 株式会社住宅デザイン研究所 8240001004927 当社独自の講座をオンライン配信し既存エリア外へも販路開拓する

広島県 合同会社オフィスリュクス 7240003004686 【ネット販売及びオンライン講座の導入で売上拡大】

広島県 ＬＩＡＮＡ合同会社 6240003002237 「企業向け配信システムのレンタルとリモートサポートのサービス」

広島県 シーズプロジェクト － オリジナルレーベルとネットを活用した非対面型音楽発信の開始

広島県 ＩＬＧＲＡＤＯ － ＥＣ販売への新規取組みによる店舗のブランディング化

広島県 株式会社インプレッション 2240003002843 英語でピアノオンラインレッスン取組強化と認知度向上の取組

広島県 Ｎ．Ｙ．Ｍｕｓｉｃ株式会社 3240001017487 ライブのストリーミング配信（生放送）システム構築と利用者獲得

広島県 ミノフジカ陶芸教室 － オンライン陶芸教室とオンライン展覧会

広島県 有限会社エヌユー 2240002050125 新たな取組であるテイクアウトとコロナ対策の実施で売り上げ回復

広島県 ｕａ＋ － 一瞬を愉しめるスペシャリティコーヒーの安心な提供事業

広島県 ＫＵＲＯＨＩＧＥ　ＳＥＥＦＯＯＤ　ＳＥＡＦＯＯＤ － 増収のためのデリバリー販売開始とＣＳ向上に向けてのトイレ改装

広島県 株式会社ホワイトフォックス 3240001019525 ネット販売強化における新事業展開に対する社内ラボの設立

広島県 合同会社ｎａＲｕｎ 8240003003778 ペット美容契約オンライン化と飲食テイクアウト強化での販路開拓

広島県 有限会社ケイズブレイン 3240002005417 これからの時代に必要なオンラインヨガ事業の強化～第２波対策

広島県 お菓子教室　ローゼン・ベア － 無添加焼き洋菓子のネットショップ販売新事業

広島県 株式会社鉄板工房 6240001017559 非対面型で本場広島の美味しいお好み焼きを冷凍で各家庭に届ける

広島県 並木通り　しろがね － 待つ料理屋から機動する料理屋への中食転換事業

広島県 株式会社ＴＵＫＵＲＩＴＥ 4240001050594 ＢｔｏＣをターゲットとしたインターネット販売事業の開始

広島県 株式会社黒焼 3240001043888 テイクアウト強化と店内での感染予防対策のための取り組み
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広島県 Ｐｌａｃｅ　Ｓｏｐｈｉａ － ネット通販事業の拡充と、動画講座とネットカウンセリングの販売ＨＰ構築

広島県 株式会社クローバーキッチン 8240001041581 当店オリジナル商品の開発とＥＣサイトでの販売

広島県 株式会社ゼフィールコミュニケーションズ 2240001015863 通販強化への自社商品新パッケージデザイン投入・ＰＲ媒体制作

広島県 お好み焼き専門店おっこん － おっこんこだわりお好み焼きテイクアウト事業強化による販路開拓

広島県 株式会社龍登 6240001016759 ネット注文機能搭載のＨＰ開設等によるデリバリー強化・売上増加

広島県 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲＣＯＬＯＲ － 子連れ家族や、ママ会をターゲットにしたランチ営業

広島県 株式会社Ｍ’ｓ－Ｌｉｆｅ 4240001046972 中古検診車の整備業の追加により新たな付加価値の創出

広島県 有限会社ホームクリーン 1240002015104 超音波噴霧器販売事業の開始と、新清掃器具導入による販路拡大

広島県 ＲＥＧＯＬＩＴＨ － テイクアウト・デリバリーサービスによる新規顧客獲得

広島県 ＵＰＳＷＩＮＧＳＴＹＬＥ株式会社 4010901038836 ＷＥＢサイトを中心に出張・宅配による靴磨きビジネスへ参入

広島県 株式会社グロウアップ 8240001047777 講座・研修の環境設備とシステム構築で非対面型を実現

広島県 洋食香房ミクニ － テイクアウト販売の体制構築と通販レトルトハンバーグの試作開発

広島県 ｉｒｏｎｉｃ株式会社 1240001049730 自社ホームページによる非対面型ビジネスモデルの構築

広島県 株式会社ＮＥＧＩＡＮ　紙屋町店 1240001040879
【お好み焼き （本場広島の味 ）の全国発送による販路拡大作戦！！ 】
冷凍お好み焼きをネット販売で 全国 発送し、販路拡大・ 新規顧客獲得

広島県 武蔵と三平 － 売上回復～増収に向けてのお好み焼きネット通販・設備導入の実施

広島県 有限会社八千代水産 4240002018070 売上減カバー～増収に向けての天然鮎などのネット販売事業の開始

広島県 エピュレ － フランス郷土料理を宅配便で送るための体制整備

広島県 有限会社コウキ倉迫 7240002005594 増収に向けてのＣＡＤと３Ｄプリンターのオンラインオーダー事業

広島県 株式会社こうさか 24001052141 販路拡大の為の自社アプリ開設し冷凍ミールキットのネット通販

広島県 合同会社ＳＮｉＤ 5240003002221 オンラインによる古着の査定・買取で新たな顧客拡大

広島県 西川塾 － オンラインと対面授業両立のためのプロジェクター導入と教室改装

広島県 有限会社バンカー・サプライ 3240002022420 遊覧船「くれない２」の感染防止を促進するための音響設備改修工事

広島県 家庭料理きんどん － 『当店のＰＲに繋がるテイクアウト事業の開始』

広島県 ＬＯＨＡＳ － 新業態への変化と顧客獲得ＷＥＢマーケティング事業

広島県 株式会社リバーシークルーズ 3240001049563 「非対面型オンライン予約＆決済システムの構築」

広島県 ｂｒｅａｋｆａｓｔ合同会社 8240003003142 無人化ホテル「ｂ　ｈｏｔｅｌ」の開業にともなう宣伝広告

広島県 株式会社スパイス 2240001019385 輸入品の販売だけでなくオリジナルの付加価値商品を販売する事業

広島県 旬魚彩鮨　水仙 － ３ＤＶＲを活用したＨＰ、Ｇｏｏｇｌｅマップによるデリバリー強化

広島県 ワイン食堂莉庵 － 自社商品のネット販売による販路拡大

広島県 巴屋清信有限会社 7240002011394 当社のしぼり焼技術を活かした健康志向食品部門への進出事業

広島県 Ｂｅ株式会社 5240001029274 ＥＣサイトの立上げによる非対面ビジネスとブランディングの構築

広島県 宮地機工株式会社 5240001038597 『升席』会議室の整備と人材（人財）育成・確保による販路拡大

広島県 かぎまさ － 感染予防に向けたキャッシュレス決済・ＷＥＢによるテイクアウト宣伝

13 / 20 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３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

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

広島県 コアフュールＩＳＨＩＯＫＡ有限会社 4240002043655 広報強化と新たなサービス提供による顧客満足度向上と売上拡大

広島県 有限会社光立建設 2240002050521 非対面型での顧客獲得に向けたオンライン見積・提案システム構築

広島県 そば処　時計塔 － 蕎麦屋における原材料の安定確保と自家製粉による商品価値の創造

広島県 有限会社セカンドグリッド 1240002050811 ＨＰの多言語化を機にＷＥＢ広告での自社ＨＰへの誘客で非対面販売強化

広島県 尾道ゲストハウスシータ村 － ＨＰの開設とチラシ配布によるテイクアウト・デリバリー事業の周知

広島県 有限会社まんぷく 9240002051471 キッチンカー（移動販売車）導入による販路拡大事業

広島県 ヤマハＰＭＳ － 非対面型サービス：オンラインレッスン配信事業の新設

広島県 ユリ理容院 － 新メニューによる女性新規客獲得とキャッシュレス決済端末の導入

広島県 Ｃａｔ　ｃｈ．２２ － 無観客ライブの動画配信サービスとオンラインレッスンの内容強化

広島県 有限会社マキノ 1240002052460 テイクアウトとソーシャルディスタンス強化による安心安全な販促

広島県 国際サービス株式会社 8240001041862 クラウドを利用した受注から手続きまでの一貫システムの導入

広島県 ＳＥＩＤＥＬＪＡＰＡＮ － 非対面による販路多様化のためのＥＣサイトリニューアル計画と広告宣伝

広島県 縁屋 － 地元食材を活用したテイクアウト事業の開始

広島県 ＯＮＥ’Ｓ　ＣＯＬＯＲ － 自動シャンプー機器導入による感染対策と業務効率化

広島県 － テイクアウトの事業化による新たな顧客層の獲得

広島県 有限会社ツボタニ 1240002033403 遊休工場の非対面型シェアガレージ事業

広島県 アトリエグロウス － ＥＣサイト開設による販路拡大・全国へ新規顧客開拓

広島県 わいん屋グレース － テイクアウト事業への取組と安心して食事ができる店内空間づくり

広島県 カフェ不二呉店 － キッチンカーによる機動力を生かした非対面販売の導入

広島県 有限会社松本商店 2240002034128 ちりめん・海苔を活用した新商品開発と新規顧客の獲得

広島県 有限会社千とせ別館 1240002041802 デリバリー事業の開始とチラシの新聞折込による新規顧客獲得

広島県 ママからの贈り物 － 人々に癒やしを与える創作テディベアのオンライン販売化計画

広島県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＤＯＭＡＮＩ － 配達業者営業エリア内への店舗移転による販路拡大

広島県 らーめん　ぷかぷか － 非接触型レジ導入によるビジネスモデル転換

広島県 ＮＥＷＳ － 新型コロナ感染防止及び非対面型バーへの転換の為の店舗改装

広島県 有限会社かの石材 3240002046411 オンラインカタログ開設とオンラインお墓参り事業による販路開拓

広島県 ほぐし手－ひらりん－ － 新規事業に伴う店舗改装及び、ＨＰ、チラシ等による販路開拓

広島県 株式会社ピーターパン 3240001031752 「ピーターパン１２０ウェブシフトプロジェクト」

広島県 鍼灸サロンＡｃｕｓ － オンラインお灸指導の導入と非接触型治療への転換

広島県 建内レンタル株式会社 1240001051570 『移動式キッチンハウスで美味しいものをなるべく非対面で提供』

広島県 Ｍｉｇｈｔｙ　Ｂｉｒｄｓ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＳＣＨＯＯＬ － 新しい扉を開く、マイティ生の未来と共に！

広島県 八田保命酒舗 － 新規顧客からの要望対応とインターネット改修による販売強化

広島県 片岡みかヴォーカルスタジオ － オンラインでのボイスレッスン導入とオープニングイベントの実施
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広島県 ＰＲＥＳＥＮＴＳ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ － オンラインレッスンの体制と広報活動の強化による新規顧客獲得

広島県 株式会社ブティックナカムラ 7240001032004 ＥＣサイト開設とオンライン接客導入による非対面型営業への転換

広島県 アントファクトリー株式会社 4240001051717 オンラインによるセミナー開催・個別相談の機会創出

広島県 三國志 － 店舗改装や看板取替え等によるテイクアウト事業の拡大

広島県 合同会社笑顔の食卓 240003003851 非対面による通販サイト開始及び通販出荷専用事業の出荷場所構築

広島県 火呑みの鶏　ねんじ － 小窓での惣菜類販売による新規顧客開拓事業

広島県 株式会社山田クリーニング 9240001039880 品質向上！コスト削減！販路拡大！

広島県 有限会社大坪 3240002053366 接触・対面時間の削減可能な機器導入で社員と顧客の満足度向上

広島県 はるのんｃａｆｅ － 音楽ライブ配信をビジネス化し、顧客獲得と売上向上の実現

広島県 有限会社Ｉ　ＷＩＬＬ 9240002053063
ホームページからのオンラインシステムの完備と、密を避けるスタジオ設備の
完備

広島県 有限会社蔵 2240002053103 ＥＣサイトの立ち上げによる三原タコの全国ブランド化

広島県 あかいし鍼灸治療院 － セルフケアで施術時間短縮と効果向上による顧客獲得

広島県 有限会社フジテック 4240002045619 フライデーオベーションＴシャツ全国展開の為のＥＣサイト拡充

広島県 外山ツキ板有限会社 8240002047140 コールドプレス機大型化による生産性向上での販路開拓

広島県 株式会社ＯＮＥ　ＦＯＲ　ＡＬＬ 7240001047480 密を避けた屋外居酒屋サービスの開始とデリバリー事業への挑戦

広島県 カネサ織物株式会社 3240001034160 社外の方との接触・対面回数を減らし従業員を感染リスクから守る

広島県 株式会社北川保険センター 7240001035733 保険代理店で取り組む非対面募集の推進

広島県 くりじん － ウッディバッグのＥＣサイトでの直販による販路開拓事業

広島県 ＳＴＥＰ　ＵＰ　ＥＮＧＬＩＳＨ － 毎月更新するプロモーションビデオによる新規生徒獲得

広島県 有限会社ヴォーグ 2240002047550 セルフエステ導入による非対面型ビジネスへの転換

広島県 丸和石材株式会社 5240001033862 石材加工の精密彫刻用機器の導入による業務の内製化

広島県 有限会社シマタニ時計店 4240002047160 受注管理と物流の効率化による非対面、テレワーク化への取り組み

広島県 お好み　鉄板焼　平かわ － テイクアウトの周知用のチラシ作成と看板更新で新規顧客獲得

広島県 お好み・鉄板焼き　あわけん － テイクアウトメニューチラシの作成と新聞折り込み

広島県 株式会社ヤスダ 7240001034462 販促用動画コンテンツの作成及び新聞広告掲載による新規顧客獲得

広島県 株式会社北川製作所 5240001034183 動画機能を活用したホームページ開設による販路拡大

広島県 伝統工芸株式会社 1240001034501 ＷＥＢを活用した額縁・家具のＷＥＢオーダーサービス

広島県 有限会社田村商會 6240002047175 デリバリーでコロナに打ち勝つ！自転車店の非対面ビジネスモデル

広島県 大吉ラーメン － 土産用ラーメンと非対面販売による売上回復及び顧客開拓

広島県 瀬尾製麺所 － 飲食店への配達販売に特化することによる販路開拓事業

広島県 Ａｐｐｌｅ株式会社 6240001041121 ＷＥＢを活用したオンライン勉強会開催による販促強化

広島県 豊田産業株式会社 1240001034328 イエナカ消費に対応した室内を彩る木製雑貨の直販体制の確立

広島県 合同会社広島エコロジー 240003004409 有機蒟蒻芋の加工内製化と健康志向食品向け作物の商品化
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

広島県 お山の中の雑貨屋さんｎｉｃｏｉｃｈｉ － ウェブサイトのリニューアルによるネット販売の強化

広島県 株式会社エイコーンズ 5240001047210 ネット販売事業の強化。ご家庭に向けた広告宣伝事業。

広島県 まるよし交通株式会社 2240001024633 自社企画ツアーのオンライン商談により新規顧客の開拓を図る

広島県 吉田商店 － ＤＭ送付・テント張替えによる売上アップと新規顧客獲得

広島県 たこ焼　そら － デリバリー開始と店舗設備拡充による販路・売上の拡大

広島県 有限会社マスターマインド 5240002028399 新分野の販路開拓（簡易医療用ガウン生産）

広島県 華火 － 室温調整による安心・安全なテイクアウト事業の開始

広島県 ｅｃｌａｔ － 非接触を実現するセルフネイルの導入

広島県 ケンウッズ － ドローンとオンラインによる非接触型販路拡大の為の構築

広島県 ｃｏｃｏｒｏｎ － Ｗｉｔｈコロナに対応した、販売ルートの多角化と新商品開発

広島県 カジュアルレストＵ．Ｓ．Ａ － テイクアウト事業の拡充及び安心・安全に利用できる店作り

広島県
特定非営利活動法人アニマルセラピー協
会

4240005013325 オンライン事業の開始と、屋外交流施設の改修

広島県 山縣企画（旧カルチェラタン） － ネットを使った非対面型婚活モデルの導入

広島県 和食美膳旬華 － 急速冷凍機を活用による仕出し弁当の品質・製造能力増強

広島県 Ｉ　ＷＡＳＨ東広島本店 － 安全・安心をＰＲする告知物の作成と、非対面型サービスの導入

広島県 創作イタリアンＬＡＰＯＲＴＡ － 特製のピザ窯によるピザの移動販売及び広告宣伝の実施

広島県 有限会社グリーンセンター芳樹園 1240002027545 対面販売を避けたネット販売サイト構築による販路拡大

広島県 株式会社中工務店 5240001022956 自分の未来を相談しよう！地域密着工務店２４時

広島県 Ｖｅｇａｎ　ｍｕｆｆｉｎ　ＮＩＦＥ － お客様の集まる場所での販売による商品の認知度アップ

広島県 ＴＵＮＡＧＵ－つなぐ－ － オンラインマルシェの開催でリアル発信による新事業展開

広島県 きのした生魚店 － 美味しい魚料理をテイクアウトして若い客層を開拓

広島県 みその庵 － 主力料理のテイクアウト商品化に伴う店舗改装事業

広島県 村山．紀子マナー＆コミュニケーション － オンラインセミナーの環境整備とオンデマンド教材作成・販売

広島県 池野内そろばんこうひつ教室 － 非対面型オンライン教室移行への事業

広島県 ラーメン・中華哲 － 店内感染予防のためのトイレと出入口の改装及びテイクアウトＰＲ

広島県 ハイチャイ農園 － パッケージを統一・一新しＷＥＢにて販路拡大・新規顧客獲得

広島県 ビッグイーグルストレーニングジム － マンツーマン強化とＷＥＢカウンセリングで接触減による安心強化

広島県 有限会社ヤスイ 240002037007 広島県産地御前かきを利用した新商品開発とネットを通じた新規販路開拓

広島県 ＱＵＡＤＲＯＰＨＥＮＩＡ － ライブハウス事業の撮影レンタルスタジオ化及びテイクアウト強化

広島県 ｋａｗａｍｕｒａ － 安心安全でくつろげる空間を提供することによる顧客化の推進

広島県 ＳＥＡＧＬＡＳＳ － オンラインシステムの開発とＬＩＶＥ配信事業の立ち上げ

広島県 にかいのてっぱん　キッチンＫ － デリバリー事業の強化と新規顧客獲得

広島県 株式会社サントラスト 2400001001921 工程日程を円滑に進める為のサプライヤーチェーンの重機購入
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広島県 株式会社アスタビ 6240001020769 非対面式チェックインシステムの導入と免疫力を高める朝食の提供

広島県 ミディアム － 「ミディアム　チーズケーキ」の販路開拓により売上を増加させる

広島県
潮ラーメンでんやす　ＯＮＯＭＩＣＨＩ　ＢＡＳ
Ｅ

－ 唯一無二の味を家庭に届ける「ラーメン通信販売」事業

広島県 特定非営利活動法人スタディアシスト 3240005014621 オンライン授業への対応による非対面型ビジネスモデルへの転換

広島県 株式会社Ｌ＆Ｊ 4240001050256 貿易取引に特化した非対面型卸販売ＥＣサイトによる販路拡大

広島県 株式会社ウエキ 3240001028402 ミシュランおおたけ割烹料理を全国へ！！

広島県 千田屋硝子店 － 非対面ビジネス実施とバーチャルショールームによる販路拡大事業

広島県 小笠原肇一商店 － 百貨店やパチンコ店等の密閉状態の販売を避ける移動販売体制構築

広島県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｓｕｎｄａｙ － 著作権フリー音源制作、ＥＣサイト開設、レコーディング事業開拓

広島県 株式会社Ｕｎ　ｓｅｕｌａ 4240001053721 レストランウェディングプロデュース事業の展開による販路開拓

広島県 Ｌｉｂｅｒｔａ － テイクアウトメニューの拡充による非対面型ビジネスの強化

広島県 米米食堂 －
生産地・生産者と消費者を繋ぎ高品質な米を自社サイトにて直接販売する事
業

広島県 株式会社カワムラ　福山プラザホテル 7240001030296 自動販売機の設置による非対面でのアルコールドリンク販売

広島県 世羅自動車株式会社 5240001005614 短時間レンタカー事業と「ＬＩＮＥ」によるオンライン商談の開始

広島県 有限会社タクミ 3240002047640 ＩＴを活用した非対面営業活動による、ＢｔｏＢ事業への転換

広島県 株式会社ハシモト 3240001031686 撮影スタジオ設置による商品訴求力のＵＰによる非対面営業の実現

広島県 株式会社魚池 4240001050710 おうちで楽しめる新しいテイクアウトメニューによる新規顧客開拓事業

広島県 手打そば　かわ平 － お客様との対面機会を最小限にする取組

広島県 株式会社ねこかわうそ 9240001052982 Ｎｅｋｏｋａｗａｕｓｏ　Ｃｉｄｅｒｙ　「りんごジュース事業」

広島県 お好み焼き・鉄板焼いこり庵 － 販促物デザイン刷新及びＨＰ構築によるテイクアウト向け販路開拓

広島県 有限会社かはもと商店 9240002047379 非対面型営業体制の構築と金属くず買取先数の新規増加施策

広島県 合同会社ＢＩＧＬＩＮＥ 6240003004596 木材の販売ができるＥＣサイトの構築と広告活動

広島県 大洋印刷株式会社 8240001022689 受注産業接触営業から、非対面型ビジネスモデルへの転換事業

広島県 株式会社ＳＰＤＸ 1240001055068 新商品の開発・ブランディングとＥＣサイト開設による販路拡大

広島県 アバンギャルド － オンラインカウンセリングの導入と感染症対策のための個室化

広島県 エステティックサロンＬｕＬｕ － 事業継続するための時代に合わせたサービス拡大

広島県 ナチュールコンフォート － 最高に自分らしいプロフィール写真を撮る専門家のオンライン集客

広島県 ホワイトロータス株式会社 6240001052275 「新しい生活様式」対応の為の三密防止・自社ＥＣサイト構築

広島県 ＭＡ－ＤＯ株式会社 9240001034865 ＷＥＢを活用した非接触型新規顧客獲得営業開拓モデル

広島県 株式会社Ｃｏａｃｈ　Ｆｏｒ　Ａｌｌ 240001051336 「脱対面営業。ネット活用による学習支援サービスの販路拡大」

広島県 フジモトプロ － ３Ｄスキャナ等を活用したデザイン手法の確立とテレワークの推進

広島県 北山商会 － ネットでの、新規販路開拓

広島県 株式会社福々庵 4240001044514 会えなくても商品に思いをのせて「おまんじゅミニケーション！」
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広島県 株式会社竹村家 4240001038251 広島県産牛肉を使ったレトルト昔カレーの開発

広島県 株式会社山本工業 7240001042011 販路拡大の為の相互状況把握による非対面型営業の確立

広島県 三次いわもと接骨院 － オンラインサービスを活用した販路開拓と既存顧客のサービス向上

広島県 株式会社ＲＥＬＩＥＦ 1240001049838 ＥＣサイト及びＨＰ構築で非対面且つ新たなビジネスモデル構築

広島県 合同会社ヒトマチテラス 3240003003774 「地球つながる企画室」と業界支援プロジェクト

広島県 株式会社リトル・ワンズ 7240001045861 オンライン英会話スクールで全国への販路拡大と社会貢献！

広島県 株式会社ＫＯＴＯＹＡ 4240001053416 Ｗｅｂ及び動画制作ニーズを捉えるためのテレワーク環境の整備

広島県 株式会社シーノ 8240001043330 持ち帰り弁当強化と広告宣伝で販路拡大。

広島県 Ｇｏｏｄ集客コンサルティング － ＹｏｕＴｕｂｅ集客ノウハウ導入・活用による顧客開拓

広島県 スタジオＭ － テレワークを活用した個別指導カリキュラムの確立と新規開拓

広島県 株式会社トゥリアス 4240001050719
女性活躍支援のためのオンラインセミナー【子育て親育てプログラム事業】の
立ち上げ

広島県 ＬＢコンサルティング － ホームページ制作による人材確保とオンライン面接による非対面化

広島県 有限会社森脇水産 7240002036978 個人ユーザー向け少量パック商品の開発とＥＣサイトの整備

広島県 バサラクト株式会社 9240001054384 ＷＥＢサイト（ＥＣサイト）制作での認知度向上と非対面での販路拡大

広島県 株式会社Ｒｅｎｓａ 3240001044291 安心安全なオンライン経営支援と見える化サービスで販路拡大

広島県 髙田和也 － 地方移住を検討する人が賃貸物件と街の声を動画で確認する仕組み

広島県 ハートロード － ＥＣサイト作成による配送発注の非対面化及び小売り業務の展開

広島県 有限会社広島金具製作所 5240002044108 アフターコロナ時代に向けたコンテンツマーケティング強化事業

広島県 株式会社価値組プロジェクト 5240003002774 非対面型でオンライン対応も可能なサポートサービスの展開

広島県 株式会社伸和自工 3240001005095 『セルフ洗車事業』

山口県 有限会社空調システム 8250002012597 空調のプロによる感染防止に適した空気環境提案で新規顧客獲得

山口県 バジェーナ － 「非対面型定額制セルフエステで究極の美を追求」

山口県 有限会社福一商店 8250002010675 非対面型での市外小口取引開拓とＥＣサイトによる販売機会の創出

山口県 寺田板金店 － 建築現場におけるドローン活用に伴う新規顧客開拓事業

山口県 有限会社菓子工房ルマン 9250002007142 地元が愛したレーズンウィッチのＥＣ販売による新事業展開

山口県 グラスホッパー － 完全予約制の貸し切りスペース確保による非対面型接客への転換

山口県 株式会社山口茶業 3250001003684 通信販売と卸部門の強化のための商品開発と宣伝用チラシ製作

山口県 Ｏｗａｒｉｙａ　ｃａｆｅ － オーダーエントリーシステム導入とテイクアウト販売の拡充

山口県 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ － ホームケア商品のＥＣ販売強化とシミ取りサービスの提供開始

山口県 株式会社サンライズナガトシ 8250001015634 情報発信によるテイクアウト販売の強化、非接触型の販売方法確立

山口県 株式会社虎の子 7250001016006 ホームページ作成によるＴＡＫＥＯＵＴ需要の獲得と認知度向上

山口県 おでん酒場和 － キッチンカー事業によるサンドイッチ移動販売

山口県 有限会社ロイヤル 9250002005955 ＥＣショップ販路強化のための業務体制の再構築
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山口県 株式会社山崎建設 1250001015715 システム化に伴うイメージ誘起・作業簡略化による顧客獲得

山口県 ＵＬＣＵＴＥ － ＣＡＤを使った新商品開発及びクラウドワークス化による販路拡大

山口県 イタリア食堂ベケ！？ － パン菓子製造・販売やライトアップによる売上維持と客単価向上

山口県 ＬＯＧＣＯＦＦＥＥＲＯＡＳＴＥＲＳ － 高性能グラインダーの増設による生産体制の強化

山口県 株式会社どうもんフィットネス 3250001013477 感染対策強化と高齢者プログラム新設による休会復帰・新規獲得

山口県 ネイルサロンディスコレ － 非対面型のネイルスクール始動と３密を防ぐ為の売場移動

山口県 株式会社ワイヤード 6250001002667 非対面型の営業方法の強化と作業の生産性向上による働き方改革

山口県 株式会社みやび 8250001018331 栄養価の高い魚の骨を用いた新商品開発、ネット販売による販路拡大

山口県 ことぶき株式会社 2250001015664 防府ソウルフードの焼肉老舗店が取組む企業向け宅配弁当事業

山口県 合同会社ＣＨ．Ｓｔｒｅｅｔ 8250003001830 セルフエステで新たな顧客開拓、売り上げアップを目指す

山口県 Ｍｉｄｕｋｉｔｃｈｅｎ合同会社 1250003002629 料理教室のオンライン事業への転換による新規顧客開拓事業

山口県 株式会社セイコー 1250001008958 ネットの利用によるより安心できるウエディングサービスの提供

山口県 ＦｌｅｕｒＰａｒｌｅｒ － 本格的なホームページ制作により全国展開販路拡大事業

山口県 Ａｐｐｌｅａｄ周南店 － ３密回避のサービスのＷＥＢ広告開始と店舗改装による集客改善計画

山口県 株式会社ＫｙｏＴｏｍｏ 3250002014276 自社ＥＣサイト媒体を構築し、新規顧客獲得へ！

山口県 華のうつわ － 安心・安全の確保による売上確保と新規顧客の獲得

山口県 岩崎酒造株式会社 1250001007992 ＷＥＢサイトとＥＣサイト構築による非対面型販売の強化

山口県 有限会社アレイカンパニィ 250002017635 フォトスタジオで結婚式をしよう【Ｃｈｅｅｒ婚】

山口県 季美の住まい株式会社 5250001012378 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換

山口県 いろやギャラリー － おうちにいながら楽しめるコンテンツの充実化

山口県 マル屋 － 山口県産品を使った新商品のネット販売等で、新規顧客を獲得する

山口県 株式会社コトプラス 1250001015797 感染対策の徹底とオンライン活用による顧客開拓事業

山口県 株式会社ＰａｔｈＧａｔｅ　Ｊａｐａｎ 3240001049002 オンラインを活用した知育創造ツール「ナノドッツ」の販路拡大

山口県 浩苑書道教室 － 「デジタル技術で書道教室を守りたい」

山口県 池本美和グラススタジオ － 新商品開発の研究とブランディング及びＨＰ開設と通販の開始

山口県 有限会社ハヤシ 250002019799 非対面ビジネスのスタジオルーム整備とネット販売強化事業

山口県 Ｐｈｏｔｏ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｋａｐｕｒｉ － オンライン販売と限定１組による安心した撮影の実現

山口県 株式会社オイニョン 6250001018060 新型コロナウイルス感染対策費とテイクアウト向けメニューの新商品開発

山口県 株式会社しまの華 9250001015963 新規患者、会員の開拓と新しい経営形態の構築！

山口県 株式会社山水園 9250001000230 インターネット販売強化のための環境整備と新商品開発

山口県 株式会社Ｒ＆Ｍ 8250001017259 飲食店経営から食品製造業・惣菜製造業・食肉販売業への展開

山口県 Ｔａｏ　ＳＡＫＵＲＡ － 農生産物を加工し独自のインターネットショップを持つＤ２Ｃ化を導入

山口県 アートサウンド － 高音質、高画質によるリアルに近いリーモートレッスンへの転換

19 / 20 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３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

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

山口県 ヨーガ・セラピー・スーリア　岩国店 － 【“メンタルマネジメントヨーガ”動画配信ビジネスによる販路開拓】

山口県 アボンコーポレーション株式会社 2250001002563 災害復旧現場へ非対面型営業の転換で全国へ販路拡大

山口県 合同会社和ｌｅａ 1250003002546 健康経営をリモート相談で診断し、企業の生産性向上と離職率低下

山口県 山装株式会社 4250001005473 ＷＥＢサイト開設による売上回復

山口県 株式会社エスポワール 9250001017381 軽貨物自動車を利用した飲食店等のテイクアウト商品の配送業務

山口県 株式会社田中青果 1250001011474 テイクアウトの強化による新規顧客獲得

山口県 そのこのカイロプラクティック － オンラインベビーケア事業開始とＨＰの改修による新規顧客の獲得

山口県 まゆみ先生の学習塾・英語塾 － 非対面オンライン授業導入による塾生維持と新規獲得で安定化経営

山口県 蓮華　（れんげ） － ＷＥＢ販売の開始と地元及びオーガニック食材での加工品製造着手

山口県 うまもん株式会社 5250001011215 おうち時間の発酵食作り体験と継続のオンラインサポートシステム

山口県 温品自動車株式会社 5250001009168 ネットを活用した「予約」という集客と非対面での販売と手続き

山口県 有限会社クレアツーワン 3250002000532 ごまのおからを活用した新商品開発とネットでの新規顧客獲得

山口県 岡井家整骨院 － 問診・触診に代わる非対面検査の導入＆ＥＣ機能による物販拡大

山口県 海鮮竜門 － 萩産海産物を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

山口県 株式会社山縣本店 1250001009353 ＷＥＢサイト構築による非対面販売強化と国内外の遠隔営業強化

山口県 有限会社福田フルーツパーク 6250002015263 果物の移動販売とオリジナルスィーツのキッチンカーで販路開拓

山口県 株式会社畑水産 2250001006168 下関ふくのインターネット小売販売強化
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