
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

新潟県 株式会社ＣｏｍｍＰｌｕｓＢｉｚ 5110001010560 「エアクリーン光」サービス事業

新潟県 クッキングライフｎｕｋｕｎｕｋｕ － オンライン料理教室の新規システム導入と普及

新潟県 酒と肴　のぶ － 当店人気商品の通販商品化とネットを通じた新規顧客獲得

新潟県 ＫＡＭＯＭＥ － 新型コロナウイルスに負けない経営

新潟県 有限会社花蔵みなみ 4110002007598 新しい生活様式に適した省スペースオーダー生花祭壇

新潟県 Ｍａｙ　Ｓｈｉｒａｚ － 人気商品のインターネット販売で販路確保・開拓

新潟県 株式会社大善 9110001002975 自宅で料亭の味を楽しめる商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

新潟県 特定非営利活動法人ゆっくりノボロヲ 7110005016379 移動式加工場を整備し、業務効率化による生産性向上

新潟県 ｒｏｏｍＲｏｏｍ　ｈａｉｒ＆ｓｐａ － 自社ホームページ兼ＥＣサイト作成と雑誌掲載で計る売上増加

新潟県 学習塾エンカレッジ － 「電子黒板を使用したオンライン授業でのデータの共有」

新潟県 株式会社マスヤ商店 3110001005224 鍼灸治療の非対面施術内容への変更

新潟県 有限会社佐上商会 4110002002748 バイク販売強化のためのオンライン商談・受注システムの構築

新潟県 黎明館新潟小針教室 － 新しい学習方式による『毎日塾』の実現と新規顧客の獲得

新潟県 新潟住まいのお金相談室株式会社 9110001030646 対面セミナーのオンライン化による新規顧客の獲得増加と商圏拡大

新潟県 株式会社スパンギャルド 4110001008746 新規顧客獲得のための新商品開発とＥＣサイトでの販売強化

新潟県 株式会社百花園 3110001004738 ＷＥＢ販売のためのサイト構築と商品パッケージリニューアル

新潟県 ＮＩＩＧＡＴＡＢＡＬ　ＴＩＤＡ － 市場動向やニーズに対応した移動販売による中食産業参入事業

新潟県 株式会社丸久建築 6110001018537 オンライン相談導入によるお客様に寄り添った家づくり

新潟県 新潟住宅診断センター株式会社 1110001034803 ＷＥＢページ改良によるオンライン相談受付と集客戦略

新潟県 俺のとんこつラーメン伝丸 － テイクアウト・ネット販売のための新商品開発とＥＣサイト構築

新潟県 有限会社リョウ建築事務所 7110002007249 ＶＲ等を駆使した非対面型集客とコロナ対応商談スペースの設置

新潟県 ＡＵＲＡＰＲＯ － 自宅で美しく！美容ケア商品のネット販売による販路開拓

新潟県 ＳＩＳＴＥＲ － インターネットを活用した衣類販売による新規売上・顧客獲得

新潟県 株式会社山治園 9110001005623 ＥＣサイト「新潟直送計画」新規参入及び店舗集客強化

新潟県 株式会社バード・アイズ 1110001010812 「生餃子・冷凍餃子の製造直売お持ち帰り専門店」

新潟県 からだ創造空間ＮａＴ　Ｓｐａｃｅ － オンラインレッスン開始！商圏・サービス拡大で顧客獲得

新潟県 ちゃんこ大翔龍 － 「テイクアウト事業の本格導入とインターネット販売の開始」

新潟県 ｍｕｗ － バブルを使用した新ヘッドスパとケア用品のネット販売

新潟県 株式会社オーク 3110001009456 キッチンカーの導入による販路開拓とＰＲ強化

新潟県 株式会社ｌｉｎｋ　ｕｐ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ 1110001032022 ワイヤレス撮影技法導入による、生産性の向上

新潟県 有限会社丸山商店 9110002023541 三密を避けるための保冷車による出張販売

新潟県 合資会社三野屋菓子店 1110003001297 ホームページ構築と紙媒体利用による商品情報発信・顧客獲得事業

新潟県 ナイトラウンジシンデレラ － キッチンカーを導入した“戦国からあげ”販売による新規売上獲得

※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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新潟県 株式会社鶴亀社 5110001023901 オンライン展示会・相談会による販路開拓事業

新潟県 ＷＩＬＬ － 美容室における非対面設備の導入並びに、ＷＥＢ活用による販路開拓

新潟県 Ｓｈｏｔｂａｒ　Ａｎｇｉｅ － 安心安全な店づくりとテイクアウトで販路拡大

新潟県 株式会社クレル 3110001024752 ＥＣサイトの強化による新たな販路を実現

新潟県 有限会社イデア 6110002028808 バルーンのＥＣサイト販売とバルーンオンラインスクールの立ち上げ

新潟県 まとい鮨 － ウェブ注文受付と移動販売テイクアウト等の販売強化事業

新潟県 有限会社五十嵐酒店 5110002026770 ＥＣサイトでの顧客獲得とシステム導入による顧客管理

新潟県 きしん － フードロスと供給遅延に対応し変化する事業

新潟県 株式会社中村商店 5110001023199 ＥＣサイト構築とリモート接客による販売力強化

新潟県 ワイヤークラフトｃｈａｎ － 分かりやすい動画付き作品キットでおうちで楽しいものづくり

新潟県 有限会社飯田呉服店（喰拳） 7110002026744 新しい生活様式に沿ったレイアウト変更

新潟県 ネイルスタジオＡ － オンラインネイルセミナー開催とＥＣサイト構築による販路開拓

新潟県 ＣＡＳＵＡＬ　ＤＩＮＩＮＧ　ＥＵ　Ｃａｆｅ － 新規顧客獲得に向けたオンリーワン店舗への魅力拡大事業

新潟県 鍼灸やまだまさき － オンラインカウンセリングによる新規患者の獲得と再来院促進

新潟県 リパリ － 滞在時間減少を目的とした店舗運営と店舗衛生環境の向上

新潟県 有限会社藤巻製作所 3110002021344
オンライン工場監査と非対面オンライン商談システム構築による新規顧客の獲
得事業

新潟県 小林建工 － 非対面営業システムの構築及びパーソナルデザイン住宅の提案

新潟県 株式会社新野屋 5110001017102 ウィズコロナ時代に向けて業務体制の新たな取り組みへの投資

新潟県 新茶屋酒店 － 新潟の限定地酒と絶景を満喫できる酒屋のホームページ改築計画

新潟県 ＴＥＡ　ＥＮＳＥＭＢＬＥ － 通販開設とテイクアウト予約サイト構築による新規顧客獲得

新潟県 株式会社最上屋 5110001017639 老舗和菓子屋のオンライン化促進とリブランディング

新潟県 有限会社年頭屋茶舗 6110002020855 ＷＥＢお茶講座で広がるお茶文化の発信とお茶ファンの新規開拓

新潟県 Ｃｈｅｒｉｓｈ　Ｂａｂｙ＊ － 【オンラインレッスン専用ホームページによる非接触型教室事業】

新潟県 ＴＨＥＲＥ　ＩＳ　ＮＯＥＮＤ － テイクアウト商品の量産能力・販売強化に向けた調理の効率化

新潟県 株式会社藤田製パン所 4110001017549 食材保管機能の向上による安定供給、及び衛生管理強化事業

新潟県 Ｔａｓｔｙ　Ｌｉｆｅ － バイク便で宅配事業

新潟県 株式会社第一建築業 4110001017879 住宅設計業務の内製化とネットを通じた新規顧客獲得

新潟県
ワンズアップ株式会社犬の幼稚園＆トリミ
ング犬幸村

3011701016504 犬のケガと負担を軽減するコーム付きスキバサミ開発とＥＣ販売

新潟県 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＦＵＵＢＡ － 地域最先端のオートシステムを導入したシェアサロン新規出店事業

新潟県 オートサロンＲ’ｔｅｃｈ － 個人客取り込み・自社商品非対面販売のための店舗移転と設備投資

新潟県 株式会社わらん 2110001016882 新しい生活様式と共に進化する居酒屋の宴会スタイル

新潟県 ビストロ　クレオ － 低温調理器を用いた羊料理のテイクアウト用メニュー開発

新潟県 有限会社二色亭すずき 9110002017460 テイクアウト増強と店舗の満足度向上・誘客策による二正面計画
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新潟県 株式会社ＭＡＳＡＹＡ 4110001031715 個別採寸・リモート採寸予約サイトの構築とＥＣサイトの構築

新潟県 マイスターコーティング燕三条店 － ホームページを活用した非対面型の集客と問い合わせ対応の実現

新潟県 有限会社割烹清みず 7110002016968 テイクアウト事業と紹介される店づくりで販路開拓

新潟県 有限会社侍 4110002018075 店舗改善とテイクアウト事業による販路開拓事業

新潟県 株式会社相田合同工場 4110001013812 「鍬のｗｅｂカタログ」作成による、非対面型営業モデルの構築

新潟県 有限会社石﨑剣山製作所 5110002016838 自社ＥＣサイトとＳＮＳの連携による剣山の消費者向け販路拡大

新潟県 Ａｋｅｉ － コロナ禍を乗り越えるための新しい脱毛サービスの提供と販路開拓

新潟県 焼肉天開 － テイクアウトサービスの広告強化に伴う新規顧客開拓事業

新潟県 タナカプレス － サプライチェーン再編に対応するためのワンストップ加工事業

新潟県 株式会社ＡＣＲＯ 4110001030931 設備投資による従業員の高い能力を活かしたＢ　ｔｏ　Ｂ事業

新潟県 ワイズポートフォリオ － 令和２年度中小規模事業者向けＩＴ技術のオンライン講習

新潟県 株式会社テーエム 2110001014432 顧客ニーズ把握とオンラインショップを通じた顧客獲得

新潟県 有限会社ウインドボーイ 2110002016873 動画を用いた商品説明や実技指導とネットを通じた新規顧客獲得

新潟県 株式会社髪結一門金井屋 9110001016612 ショップサイト構築で新たな販路開拓、売上２万円からの復活。

新潟県 合資会社越前屋ホテル 5110003000915 移動してきても安全、集まっても安全なホテルへの転換

新潟県 マルナオ株式会社 4110001016807 越境ＥＣとオンライン販売強化による非対面型ビジネスの強化

新潟県 暖房倶楽部 － 自社製品供給体制強化と完全内製化による外注費削減と利益率向上

新潟県 株式会社ハウスヴィレッジ 8110001032255 オンライン住宅見学会開催による新規顧客との接点づくり

新潟県 Ｎｅｗ　Ｄｅａｌ － 新規ＨＰ立ち上げ、ＳＮＳでの新規顧客獲得とネット通販

新潟県 文化洋食ｉｎｏ － 真空パック機を使ったテイクアウト商品開発による収益倍増計画

新潟県 てしごとや清房 － キッチンカーによる移動販売

新潟県 ＡＫＩＨＡ　ＣＯＦＦＥＥ　Ｈｕｂ － 商品品質向上及び新商品開発による新規顧客獲得と来店率向上

新潟県 株式会社ふとんの新保 8110001007273 各園の詳細指定に対応！オーダーメイドお昼寝布団ＥＣサイト構築

新潟県 株式会社満日製作所 9110001007297 オンライン展示会出展による新規顧客獲得と売上げ向上の実現

新潟県 ｗａｔｅｒｏｏｍ － 貸衣装・アルバム制作をプラスしたＷＥＢ構築で新規顧客獲得

新潟県 有限会社松坂屋 1110002009779 新商品開発で若年層・ファミリーの新規顧客獲得

新潟県 株式会社ヒロノ 8110002011893 ダイレクトメール（ＤＭ）やＳＮＳを駆使した非接触型営業の確立

新潟県 織蔵 － テイクアウト商品の引渡用プレハブの設置と自家製麺への移行

新潟県 燕英会話教室 － 英会話教室、海外向け日本文化セミナーの開講

新潟県 酒遊館　辰藏 － オンラインショップの構築および集客施策実施による売上確保

新潟県 フードライブジャパン株式会社 6110001031473 『元祖新潟タレからあげ』の移動販売及び販路開拓事業

新潟県 ゴッチャドーロゴルフスタジオ － オンライン環境構築による新規顧客獲得

新潟県 食堂カフェうえきｉｎｇ － ①住宅地からメイン通りへ移転　②テイクアウト商品の拡充
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新潟県 株式会社魚晃 1110001025307 ネット販売用冷凍商品開発と定期購入サービス導入による販売強化

新潟県 エスポワール接骨院 － 超音波診断装置による外傷鑑別強化と接触時間短縮でコロナ対策

新潟県 株式会社お米の配達人 6110001021887 対消費者販売強化に向けたＷＥＢページ改良と通販サイトの拡充

新潟県 株式会社三愛旅行社 3110001021592 ＷＥＢサイト改修でオンライン予約・決済による新しい旅

新潟県 食菜和ごころ － ＥＣサイト強化（お土産ラーメン）、テイクアウト販売の強化

新潟県 有限会社やまとのうさん 3110002021831 既存ＨＰの強化と外部ＥＣサイト出店で対面販売事業からの変革

新潟県 株式会社きはだや 7110001020954 「非対面、双方向アプリで築くきものお直しの未来形。」

新潟県 新井タクシー株式会社 5110001020196 アドバタイズメントを活用した救援・軽貨物事業の販路開拓

新潟県 株式会社山長ハム 9110001033847 ネットを通じた新規顧客獲得

新潟県 有限会社割烹阿部 9110002018228 【新生活スタイルにおける料理店の新たなる活路の一例】

新潟県 株式会社丸五鉄工所 6110001030095 代替生産の準備及び、コロナ災害影響の少ない顧客への生産強化

新潟県 ピッツェリア・ダ・ヴィットーリア － ミシュラン掲載本格ナポリピザのネット販売とＰＲ事業

新潟県 株式会社ＢＵＬＫＨＥＡＤ 5110001032893 ホームページ作成による認知度アップとネット販売強化

新潟県 株式会社ＨＯＴ　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ 1110001029043 アイアン家具の製造、販売、リフォーム

新潟県 ニイガタテキスタイル株式会社 9110001006506 ビジネスモデル転換に向けてのＷｅｂ、ＥＣサイトの活用

新潟県 わたご酒店 － まちの酒屋のサブスク販売強化と店舗の魅力アップの取組

新潟県 株式会社ヒューマンリソース 4110001032829 オンライン化の推進と魅力ある教室で新規獲得と流出防止

新潟県 ＴＡＶＯＬＡ　ＡＭＩＣＡ　榮楽亭 － 榮楽亭パスタソースをはじめとする冷凍通販商品の開発と販路開拓

新潟県 ＧＲＡＭＥＲＣＹ － 当店オリジナル商品の通信販売における売上確保

新潟県 つけ麺酒家ＳＡＫＵＲＡ － 看板商品である「餃子」のテイクアウト推進

新潟県 リメイク株式会社 9110001033797 リモート接客を中心とした顧客獲得戦略

新潟県
株式会社ＤＩＡＭＯＮＤＰＲＯＧＲＥＳＳカン
パニー

9110001030968 セントラルキッチン有効活用でテイクアウト対応し新規顧客獲得

新潟県 ＧｏｏｔｈＴａｂｌｅ － テイクアウトメニューの開発とＥＣサイト構築

新潟県 いからし接骨院 － 三密対策治療メニューの実施および短期間の治療による満足度向上

新潟県 ＢｏｄｙｗｏｒｋＳａｌｏｎ　Ｅｎｎ － 音響セラピーのオンラインセミナー導入による新規顧客獲得

新潟県 株式会社グルメデリ 1100010292501 ＥＣサイト構築と少人数向け店内レイアウト変更で新規顧客獲得

新潟県 株式会社長岡徽章 7110001024658 オンライン商談とＷＥＢ活用による顧客拡大

新潟県 株式会社池田工務店 3110001022087 リモート接客の仕組みつくりとイベント集客

新潟県 株式会社フードクリエイション 4110001034313 イートインとテイクアウトを完全分離、非対面型へ対応し商圏拡大

新潟県 株式会社関哲 7110001029112 キッチンカーを導入して、新たに販路を開拓する

新潟県 カフェボール － ホームページ・チラシ等でのテイクアウトメニュー販売強化

新潟県 株式会社丸久ユニフォーム 6110001023487 ネットショップ・ＳＮＳ活用による布マスク・エコバッグの販売強化

新潟県 有限会社竹島屋製菓 7110002032247 ・自社ＨＰ開設によるインターネット通販事業への参入
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新潟県 株式会社ユニゾン 5040002103107 伝統技術を用いた１点物アクセサリーのＥＣ販売により新規顧客獲得

新潟県 有限会社日本メルツ 7110002005005 Ｋ＆Ｋ　ｅラーニング

新潟県 有限会社ペペロッソ 7110002025837 オンライン販売の体制づくりとテイクアウト販売強化

新潟県 株式会社桐忠 1110001025942 地域電器店における非対面型での繋がり「絆」作りによる販路拡大

新潟県 お食事処なご家 － 真空機導入で長期保存可能なテイクアウト商品の製造・販売強化

新潟県 株式会社ハートライフプラン 1110001027906 営業資料の動画配信による非対面型モデル推進計画

新潟県 株式会社グレイスランド 9110001018591 非対面型ライブの環境構築と配信、メディアを活用した広告で集客

新潟県 有限会社水落住建 8110002026116 オンライン完成住宅見学会開催による新たな事業展開の実現

新潟県 にいがた匠の杜株式会社 3110001004201 「地元銘菓を継承し、全国を視野にいれて展開する事業」

新潟県 合同会社Ｋｉｓｕｋｅ 1110003003459 ケータリング車による店外販売と、デリバリーサービスの開始

新潟県 ＰＡＮＤＡＣＡＦＥ － 移動販売からＥＣサイトへ！焼き菓子、オリジナルグッズ販売事業

新潟県 有限会社栄喜堂菓子店 7110002022355 デリバリー、キャッシュレス専用商品の開発、配達サービス

新潟県 コウダイ企画室。 － 工務店向け非対面営業のコンサルティング提供と集客体制の構築

新潟県 株式会社Ｇ．Ｆ．Ｇ．Ｓ． 8110001031604 リモートとオンラインを駆使したプロモーションによる販路開拓

新潟県 ＬＡ　ＣＵＣＩＮＡ　ＬＩＢＥＲＡ － 小売商品パッケージの開発およびインターネット販売の開始

新潟県
株式会社ジェイエフビースタジオかむろ真
鶴

6110001022332 レッスン・イベントで活用できるオンライン配信システムの構築とその広告

新潟県 ＮＡＮＯＢＲＡＮＤ合同会社 9110003003856 モノづくりサービス提供の非対面システム構築による売上向上

新潟県 株式会社ＳＣアカデミー 4110001033389 オンライン学習専用ソフトを利用した学習指導の拡大

新潟県 ＭＵＳＩＣ　ＤＲＯＰ － 音楽レーベルによるデジタルコンテンツ及び、ライブ配信事業

新潟県 株式会社コラボショップ 4110001020503 海外生産の内製化による短納期化と小ロット対応強化

新潟県 有限会社川康ニット 3110002009439 ニット産地新潟の伝統技術、日本や世界の伝統柄を全国に届けたい

新潟県 株式会社はたけやま 2110001034397 （１）顧客管理システム（ＣＴＩ）（２）自社アプリ

新潟県 株式会社Ｓｏｃｉｅｔａ　Ａｂｉｌｉｔａ 10001123146 感染予防対策による人材確保と非対面接触によるの軒先への宅配。

新潟県 ＳＨＯＫＵＲＯ － 新たなショッピングモール出店と新商品開発による販路拡大

新潟県 遊心 － お店の会席コースが自宅で味わえる！謹製二段重の開発と販売強化

新潟県 株式会社ＡＤＶＥＮＴＵＲＥ　ＴＲＩＰ 5110001024817 整体事業における非対面での初診実施とインターネット集客

新潟県 高橋住宅設計事務所 － テレビ会議システムを利用した新たな地域への広告宣伝と拡販計画

新潟県 株式会社イシモク 7110001015153 ＥＣおよびＨＰ刷新による桐製品の効果的な訴求と販売機会の拡大

新潟県 ＳＫＹ’ｓＴＨＥＬＩＭＩＴＪＡＰＡＮ － オンライン研修の導入による新たなビジネスモデルの構築

新潟県 株式会社イジルシ 5110001029568 レトルト商品販売とテイクアウト対応による非対面型売上の強化

新潟県 Ｐａｓ　ｄｅ　ｔｒｏｉｓ（パドトロワ） － 動画を活用したＥＣ物販開始と技術単価向上策の実施

新潟県 株式会社スリムライセンス 2110001034645 自宅でもできるパーソナルトレーニングプランで収益アップ

新潟県 有限会社ＣＩＲＣＬＥ．ＳＥＶＥＮ 8110002012074 新型コロナウイルスに対応、非対面型のラーメン店オープン
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新潟県 アスミル株式会社 8110001030192 バーチャル工場見学導入による新規顧客獲得と新規販路開拓

富山県 有限会社マウ・ファインアート 1230002003316 「オーダーメイドによる風景画の作品提供」

富山県 ライズラボ株式会社 3230001018305 非対面型での工事が要らないウイルス対策施工事業の確立

富山県 株式会社富山グラウジーズ 9230001006031 コロナ感染対策を施しての試合興行再開および販路開拓

富山県 有限会社池田モータース 5230002005738 コミュニティスペース設置による生活サポート企業へのステップアップ

富山県 有限会社大場養蜂園 4230002000681 コロナ対策としてのＥＣサイト出店とスマホ対応を含むＨＰ改良

富山県 株式会社ワイエス・ワン 1230001006872 独自ＥＣサイト開設と社内出荷体制整備によるＢｔｏＣ事業進出の加速化

富山県 ＡＺＡＬＥＡ － ＳＮＳ活用型Ｗｅｂショップから県外顧客獲得

富山県 有限会社マツダ 2230002003372 コンピュータ制御花火とシミュレーションによるＨＰビジネス推進

富山県 有限会社あした 1230002013232 松坂牛ホルモン専門店のテイクアウト用商品開発とチラシの配布

富山県 株式会社葵食品 2230001009610 魚処富山らしい「味付け刺身」開発による新たな販路開拓の取組み

富山県 株式会社ライフイズ 2300010017274 商談のオンライン化と感染予防対策の推進による販路開拓

富山県 有限会社木村刺繍 2230002010922 最新ＷＥＢシステムを活用した販路拡大構築事業

富山県 株式会社ＷＯＲＬＤＡＣＴＩＶＩＴＹ 2230001017695 非接触型店舗オペレーションの導入による安全・安心の提供

富山県 ハスクラフト － ホームページを起点にしたネット集客最大化事業

富山県 有限会社モメンタムファクトリー・Ｏｒｉｉ 2230002013561 名入れ加工の内製化によるギフト・ノベルティ商品の販売強化事業

富山県 有限会社ブーベンコップ 5230002012676 美容セミナーのオンライン化及び感染予防対策の推進

富山県 トリコロール － テイクアウト販売の強化及び新商品開発

富山県 旬肴料理かえで － 富山県産食材を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

富山県 株式会社駒井漆器製作所 3230001010039 非対面直販モデルの構築によるコロナ禍での売上確保策

富山県 株式会社遊酒 4230001016803 ＥＣサイト改良によるテイクアウト推進及び感染対策強化

富山県 株式会社ミヤワキ建設 3230001011053 非対面型営業の確立とテレワーク環境の整備

富山県 株式会社室屋 6230001011059 ＢｔｏＣ向け商品デザインの改良とＷＥＢマーケティングの推進

富山県 大寺幸八郎商店 － ネットとリアル双方での情報発信によるＥＣサイト販売強化

富山県 水持産業株式会社 9230001011015 お家で着物試着ができる新下見サービスの利便性向上

富山県 川瀬ＣＪ　株式会社 3230001014650 ３６０度見渡せるカメラを活用した個室状況確認によるサービスの向上

富山県 有限会社三喜 9230002013159 テイクアウトメニュー開発を足掛かりとした提供メニューの拡充

富山県 さか志゛り －
EC サイト・SNS・実店舗の連携による「日本一大きいシュークリーム」販路開拓
の実行

富山県 オリーブ － 無農薬野菜による新メニュー開発とプロ料理のテイクアウト促進

富山県 鷹休漆器店 － ＥＣサイト：スマートフォン版ページ追加事業

富山県 アンドシダン － オンラインヘアメイクセミナーとホームページ作成による販路拡大

富山県 株式会社ふかまつ 5230001008394 デリバリー・テイクアウト弁当販売による新しい売上の柱の確立

富山県 有限会社ワークスサトウ 6230002010506 メンテナンス対応力強化による経営体質の強化
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富山県 ＭＥＲＲＹＳ　ＣＬＵＢ － テイクアウト強化及びオンライン用個室設置による新規販路転換

富山県 ジュエリーファクトリー － ＹｏｕＴｕｂｅ・Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用した海外への販路開拓

富山県 株式会社Ｔｅｅｔｈ　Ａｉ 5230001013329 お出かけが困難になっている幼児から高齢者等の訪問口腔ケア

富山県 三和インフォメーションビーエムエス － 【非対面型】ＩＴコンサル事業とオンライン事業の確立

富山県 株式会社吉祥 6230001017163 非対面オンライン宴会によるコンパニオンサービスの提供

富山県 株式会社ヴィクトリアライン 4230001016092 非対面型のリモートワーク

富山県 とるちゃ － 業務効率化推進事業。受注可能件数と粗利率引き上げを実現

富山県 有限会社牛島電機 2230002000428 非接触型ツール導入で「顧客満足度（ＣＳ）の向上と業績ＵＰの実現」

富山県 有限会社アーバンプランニング 6230002005217 オンライン内見＆商談。効率化ツール活用で事業拡大！

富山県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＡＮＯＲＭ － オリジナル商品開発による非対面型営業サービス

富山県 土屋鮮魚店 － 新規店舗とＥＣサイトの結合による販路開拓事業

富山県 有限会社田中商店 7230002002031 ＷＥＢマーケティングとＥＣ機能の拡充による全国への販路開拓

富山県 Ｋ＆Ｓ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 9230001006799 三密を避け需要のある場所に攻めの営業

富山県 麺や皐 － テイクアウト事業による販路拡大

富山県 ＪｉＬＬ － 安全、安心、伝染病対策　コロナに負けず前向きに営業力ＵＰ！！

富山県 有限会社シザーズ・ジャパン 2230002008644 シザーをＷＥＢ上で事前予約・決済。非対面で手軽に蘇らせる！

富山県 合同会社ウエルト 4230003000747 オンライン相談と店舗新装による相談機能の強化と販路開拓事業

富山県 株式会社島川 2230001001229 新規販路拡大のための新商品開発事業

富山県 ハウジング・ブレーン有限会社 7230002013235 ＷＥＢサイトによる「地域密着型教室×リモート講座」の展開

富山県 カフェ旬 － クロスベイ新湊の開業に合わせたテイクアウト事業の強化

富山県 株式会社ビーセーフ 6230001009210 オンライン商談会への出展

富山県 株式会社たがやす 7230001017807 非対面コンサルティングの導入とＷＥＢ上での告知

富山県 ピアノメンテナンス・キタガワ － 動画コンテンツによる新規顧客

富山県 お肉とチーズの店かるね － 家ごはん層を狙うキッチンカー事業

富山県 一富士　吉今日 － 食卓を彩る売れるテイクアウト商品開発と実現に必要な機材の導入

富山県 Ｔｈｅｒａｐｙ　Ｈｏｕｓｅ　Ａｙｕｓ － 化粧品ＥＣサイト構築及びシェアサロンのＨＰ作成による販路拡大

富山県 有限会社真木工業 9230002006864 「顧客の需要に応じた、ドローンによるビジネススタイルの提供拡大」

富山県 Ｄｉｎｉｎｇ　＆　Ｂａｒ　Ｂｅｌ　Ｃａｎｔｏ － テイクアウトと新店舗に関する広告販促と店舗改装事業

富山県 ＨＡＮＡＢＳＡ．ＭＡ － オリジナルパッケージでのテイクアウト商品の提供と宣伝広告強化

富山県 有限会社ミートサポートイズミ 8230002003508 新商品『豚肉の昆布締め』の通信販売による販路開拓事業

富山県 合同会社Ｇａｔｕｃｏｉｎｏ 4230003001209 免疫力ＵＰ！安心テイクアウト健康ごはん専門店の販路開拓

富山県 ストロベリーフィールズ － インターネットライブ配信機材の導入及び音響機材のデジタル化

石川県 有限会社織元すみや 7220002010159 インターネットによる非対面型営業にて新規取引先の拡大を図る
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石川県 ロサンゼルス　森島　幹博 － ベジタリアンパティの新商品開発と非店舗販売による顧客獲得

石川県 Ｃｈｉｎｅｓｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｍｉｙａｋｏ － 人気商品テイクアウト事業及びネット販売を通じた新規顧客の獲得

石川県 株式会社ＰＩＥＣＥ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 3220001019865 お家でつくる結婚指輪“おうちりんぐ”のネットによる販路拡大

石川県 テラピ株式会社 7220001015010 セルフエステ機材導入によるコロナ対策及び新規顧客獲得事業

石川県 おでん　よし坊 － 安心安全で美味しさ長持ちの金沢おでんのテイクアウト！

石川県 株式会社キーストーンプランニング 8220001002222 石川県産材の湾曲集成材で作る新商品開発とネット販売

石川県 株式会社ステップアップクリエーション 6220001011530 ＥＣサイトでの一般衣装レンタルで全国に販路拡大

石川県 柿島土地家屋調査士事務所 － ＷＥＢによる非対面転換でコロナに強い土地家屋調査士を目指す

石川県 平岡結納舗 － オンライン事業部（結納相談・体験教室・ショップ）立ち上げ計画

石川県 ＫＡＮＡＺＡＷＡ　ＳＴＹＬＥ　ＷＥＤＤＩＮＧ － 非対面型のオンライン結婚式と打合せを実現する新規事業

石川県 Ｐｌａｎｅｔ － 【ＥＣサイト強化】によるネット販売での新規販路開拓！

石川県 美容室ビート － 非接触型サービスの開発と、ネットを通じた新規・既存客開拓

石川県 有限会社角源海産 4220002010731 売場から姿を消した「干し桜エビ（赤）」の開発と地元郷土食の継続

石川県 株式会社田中工業 4220001013727 Ｗｉｔｈコロナ、新しい営業スタイルで建機業界を救う。

石川県 家具工房ＬＥＯＮ － 無垢材を使った家具職人の新工房移転に伴う新規販路開拓

石川県 有限会社パンあづま屋 8220002011032 自社サイト・通販ページ立ち上げによる顧客の拡大と新規獲得

石川県 あんずの木 － 玄米ピューレを使用した健康食品の開発及び拡販活動

石川県 炭火やきとり　とりうま － 【全世代から愛される地域ナンバーワン店を目指して】

石川県 中島忠平漆器店 － 輪島塗　中島忠平漆器店　非対面型オンライン展開事業

石川県 高名秀人光漆芸工房 － コロナ対応型（リモート解説による顧客新規開拓）オンライン漆芸展　開催

石川県 濵商 － 加賀温泉郷の味をご家庭でお手軽に！海鮮食品のＥＣ販売事業

石川県 日本醗酵化成株式会社 3220001016937 ＥＣサイトリニューアルによるネット販売の強化と新規顧客獲得

石川県 浦電装 － テレワークでの内職管理とドローン事業の新規顧客獲得事業

石川県 株式会社ワザワ 8220001007618 オンラインで顧客との打合せができるシステム導入による事業拡大

石川県 有限会社井筒板金工業所 8220002012121 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

石川県 合同会社Ｐファブリック 5220003000945 安心して来店、打ち合わせできるように個室を完備

石川県 有限会社まるしょう 6220002011224 ネット販売やドライブスルー形式など非接触型販売モデルの構築

石川県 炭火焼肉蓮 － コロナ対応！テイクアウトとひとり焼肉環境整備による売上アップ

石川県 株式会社大樹 4220001021449 駅前の活性化に向けた新たな飲食店運営スタート

石川県 株式会社ガーデン 7220001021990 新しい生活様式に対応した動画配信授業の提供

石川県 フォトコザカ － プロモーション動画を作成してコロナで苦しむ地元飲食店を応援！

石川県 株式会社金沢寿屋 9220001009943 料亭の味を全国に向けてネット販売を行うことによる新規顧客獲得

石川県 有限会社エスエイエス 9220002007418 新事業『キッチンカーの販売』を軌道に乗せるための取り組み
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石川県 有限会社多根や 3220002016242 メッセージダイジェストＤＶＤ内製化による観光入込客再呼び込みの実行

石川県 株式会社カガノト 6220001020969 韓国チキンと台湾タピオカのテイクアウト＆デリバリー店舗開業

石川県 ｅｎｃｉｎｏ　Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ － ケバブサンドの移動販売

石川県 株式会社ウヴリル 1220001022350 インターネット通販用新商品開発

石川県 ＨＡＮＤＳＳＴＹＬＥ株式会社 7220001020745 プロモーション動画で非対面商談時の訴求力を高める！プラン

石川県 Ｌｕｔｉｎ（リュタン） － ＨＰ、ネット販売システムの構築による販路拡大

石川県 株式会社髙木糀商店 8220001019340 金沢唯一の糀専門店によるＷＥＢを通した新規顧客開拓・販路拡大

石川県 株式会社ベンチ 9220001020669 キッズパークの設置による新たな顧客層の獲得

石川県 たまや － 安心安全な炭火焼き鳥弁当を提供するために新製品開発

石川県 有限会社大名茶家 5220002003536 自己の固定観念の殻を破り蟹料理デリバリーで売上アップ

石川県 Ｃｏｅｎ　ｔａｋｅ　ａ　ｓｈｏｔ － 新設ロケ型撮影のパッケージ化と自社製品のオンライン販路開拓

石川県
グローバル・アセット・マネジメント株式会
社

1220001021179 スモール企業をターゲットにしたＭ＆Ａの周知による販路開拓

石川県 胡桃建築設計事務所 － 打ち合わせスペース拡充によるテレワーク導入及び集客率向上事業

石川県 株式会社カーショップチャレン 4220002013602 オンライン商談導入による非対面型の自動車販売事業への転換

石川県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｃｒｅａｔｏｒ 6220001011002 非対面営業用の不動産物件案内動画の作成及び不動産サイト整備

石川県 株式会社ＥＳＳＣＨ 7220001019267 有料動画配信事業の構築及び販路開拓

石川県 おもてなしの宿中の橋 － コロナ対応型宿泊施設への転換、新規顧客の開拓

石川県 株式会社ティーズ・モービレ 5220002009269 ＷＥＢ商談フォーム・商品カタログでソファＴＲＥＳを全国に展開

長野県 ＳｍｉｌｅＳｃｈｏｏｌ － 授業・説明会のオンライン化、デジタル化

長野県 学研　神川・岩下教室 － 密解消・非対面型授業スタイルに向けた教室改装工事

長野県 すずらんパソコン教室 － コロナに負けない新時代を安全に生き抜く為のプロジェクト

長野県 ペンギンズバー － ＷＥＢ予約制による新しい社交スタイル

長野県 ＳｅｌｆｉｓｈＨａｉｒ － 店舗改装・増築による新生活様式に合わせた営業スタイルの確立

長野県 手打ち蕎麦処　東都庵 － ステイホームを楽しむための手打ち蕎麦テイクアウト化事業

長野県 株式会社林工務店 4100001010232 ３Ｄ－ＶＲ見学会の実施とｗｅｂ広報を絡めた新たな営業戦略

長野県 有限会社アイール 8100002012249 ミドル世代に向けたＨＰ開設による新規顧客獲得とイベントの開催

長野県 味処角龍 － ズワイガニ料理のテイクアウト事業と過ごしやすい店内環境作り

長野県 ビッグポンテ株式会社 4100001011429 移動販売事業の拡大に伴う車輌追加とホームページ改訂

長野県 株式会社ピークサービス 9100001031083 モニター経由による安心安全の室内除菌清掃サービス

長野県 べんがる － テイクアウトと屋外テーブル席設置によるさらなる売上の向上

長野県 有限会社シナノテック 3100002014191 ＥＣ活用で『おうち時間にちょっと嬉しいお取り寄せスイーツ』

長野県 有限会社上松屋旅館 8100002013635 ＩｏＴを活用した対面機会の削減による安全・安心の宿の実現

長野県 株式会社小幡 3100001011280 オンラインによる住宅見学会・おうちでＷＥＢ相談
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長野県 オプシス株式会社 5100001028174 求職者が持つスキルを活かして継続的に働ける場を提供

長野県 民宿旅館晴山 － 施設内の非対面・非接触の対策により、既存顧客の復帰を目指す

長野県 上田楽器 － ホームページによる販売・レンタル＆リモート見積り事業

長野県 有限会社ティーティーエス 9100002015440 オンライン授業スタートによる非対面型ビジネスへの挑戦

長野県 元気の酒場　鼓舞 － テイクアウト業務の強化による売上回復・売上比率の改革

長野県 株式会社Ｎ．Ａ．Ｓ 7100002016548 輸入に頼らず内製化確立　グリース潤滑剤をカートリッジへ充填装置

長野県 ＦＥＬＩＭ － オリジナル商品の自社製作による事業継続

長野県 中華料理檸檬 － 非対面・非接触実現と換気設備整備による消費者不安払拭計画

長野県 ガラパゴス工房 － 試作の内製化による早期量産化の実現・売上回復

長野県 有限会社原製作所 4100002014579 非対面型でも内容が伝わるＷＥＢ動画連動型ＱＲカタログの作成

長野県 ＣＯＣＯＲＯ行政書士法人 2100005012350 経営事項審査を受審したい建設業者への訴求強化および販路拡大

長野県 カフェ＋まち案内えんがわ － テイクアウト新メニュー導入事業

長野県 有限会社やぶ本店 3100002005331 自社サイトリニューアル等による新規販売チャンネルの拡大

長野県 有限会社オフィスエイト 9100002001036 婦人下着の試着品発送・自宅試着による販売の促進

長野県 酒菜処　杏佳 － 外気を取り入れた客席作りと新たな商品開発

長野県 有限会社健康生活舎 7100002005963 長野県信濃町の特産甘茶と緑茶を発酵したブレンド茶のネット販売

長野県 五十里うどん麺味座 － 地域デリバリーサービスを活用した新商品で新規顧客開拓

長野県 ｋｕｌａｎｄ② － ｋｕｌａｎｄ②のお料理をインターネットで販路拡大

長野県 有限会社青沼酒店 4100002000125 既存顧客と試飲イベント参加の顧客にＥＣチャネルの窓口を提供

長野県 株式会社三京 7100001005527 新たなメニューの発信とネット販売による販路拡大

長野県 麻絲 － マイナスイオンクリーンズによるフットデトックス

長野県 有限会社カネマツ物産 3100002001198 【主力商品定期購入者拡大のためのネット環境整備と販売基盤強化】

長野県 春夏冬 － 衛生・安全・安心・提供運動による売上向上計画

長野県 株式会社リボンマルシェ 6100001025848 ５０，０００人が体験したイベントのレンタル及びＨＰリニューアル

長野県 ジニアデザイン － 自然素材空気清浄剤の国産化による商品力向上＆供給安定化

長野県 株式会社オールフォーエス 7100001027892 ＨＰ・ＥＣサイト作成によるテイクアウト事業

長野県 有限会社大賀 2100002002775 非対面で「地中熱と太陽光の家」のオリジナル性とブランド力を強化

長野県 有限会社高田屋銘産店 7100002002928 テイクアウト用メニューの充実とおみやげ販売サイトの構築

長野県 かくれ家佐助 － 【新生活様式対応店舗への改修とテイクアウト事業による販路拡大】

長野県 株式会社今井酒造店 7100001000296 ＨＰの改良とＥＣサイト開設による販路拡大と顧客満足度ＵＰ

長野県 ８６ＮＯＴＴＥ － 【店内可視化と入り易さの向上及びテイクアウト商品の強化】

長野県 ホエールズアドベンチャー － インターネットを駆使した販売チャネルの拡充と新規顧客の獲得

長野県 ＧＩＡＮＴ　ＫＩＬＬＩＮＧ合同会社 9100003000581 新しい生活様式に対応した非対面宿泊業務システム構築
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長野県 美容室ｉ★ａｍ － コロナ禍に対応した最高のサロン空間作り

長野県 有限会社モンドール 3100002005257 新ブランドの立ち上げとネット販売の強化による売上の獲得

長野県 有限会社松葉屋家具店 1100002004772 インターネットを活用した予約型・非対面型接客販売の拡大事業

長野県 信州ミートセンター － 長野駅前飲食店の新時代に適応させた店舗作り

長野県 株式会社Ｄｙｎａｍｉｃｓ 5100001005322 「手作りマスク」の製造と、「オンラインショップ」の開業

長野県 株式会社ローズガーデン 3100001003807 ＩＴを活用したオンラインショップ開業と感染症対策型店舗改装

長野県 株式会社Ｎｉｋｋｏフーズ 1100001029374 本格的な和食やフレンチを自分の好きな場所で楽しめるサービス

長野県 アトリエヒカオ － オンライン教室の再構築・教材開発とネットを通じた新規顧客獲得

長野県 ＢＲＩＧＨＴ － セルフエステ設備の導入とオンライン通販ホームページの開設

長野県 有限会社高木製菓 1100002002883 既存店のセントラルキッチン化によるテイクアウト事業展開

長野県 株式会社アールエスティ 1100001000079 非対面式入館管理設備導入による安心安全空間宣言

長野県 有限会社パン屋です 2100002004136 冷凍パン、冷凍商品、テイクアウト、ネットを通じた新規顧客獲得

長野県 合同会社レックス 1010003020720 「ＷＥＢ会議室・レンタルスペース運営事業」

長野県 株式会社ウラノ 3100001026072 デリバリー強化とウェブ・ＥＣサイトのスマホ対応による販路開拓

長野県 ＭＥＡＬ　ＲＥＣＯＲＤＳ － 映像ライブ配信事業

長野県 巻田ギター教室 － ３密対策と非対面型リモートレッスンへの移行と体制の整備

長野県 有限会社鶴翔 4100002001107 設備機器購入で、新たなテイクアウト商品開発と販路拡大に繋げる

長野県 焼肉　馬山苑 － ＢＢＱセット・弁当販売を強化。非対面ビジネスへの転換

長野県 株式会社ｓｕｉｓａｉ 3100001027285 新しい来店の仕方！バーチャル店舗への転換と既存営業の強化！

長野県 有限会社内藤陶器店 9100002003734 数寄屋内藤のアイスクリーム開発～ネット販売と店頭販売～

長野県 ＥｙｅｌａｓｈａｓａｌｏｎＡＬＴＨＡＥＡ － 買い物難民者に向けた美容のお届けとお買い物代行サービス

長野県 有限会社オフィス繭 100002007951 味楽来（みらくる）プロジェクト

長野県 有限会社柳沢商事 4100002021947 【事業名：地域に根差した寿司店の持続的な運営に向けた設備投資】

長野県 木版画家塩入久 － 木版画絵はがき等のネット販路拡大および地域活性化事業

長野県 カフェ　ピラータ － 手網炭火焙煎珈琲豆及び器械焙煎珈琲豆の通信販売事業

長野県 有限会社和泉屋旅館 5100002019206 広間を個室食事処に改装して非対面型の食事を提供する計画

長野県 合同会社末喜商店 6100003003281 テイクアウト事業強化による新規顧客層獲得と商圏拡大を図る事業

長野県 株式会社ことの葉 4100001026765 定期購買を目的とした頒布会員募集による非対面型ビジネスの構築

長野県 コーヒーラウンジ紫陽花 － テイクアウト商品を安全に素早くに提供できる動線確保の為の改装

長野県 スナック養呼 － 非対面セルフサービス型接客への変更及び３密回避の為の店舗改装

長野県 焼鳥鳥富 － テイクアウトに取り組むための新メニューの開発と店舗改装

長野県 有限会社カネタ 8100002019649 自社オリジナルプリント製品ＥＣ通販による収益確保

長野県 でん道 － コロナに負けない相乗効果を生むシステム作り
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長野県 株式会社ともとくつ 8100001032990 非対面型オンライン接客による、足と靴のカウンセリングサービス

長野県 ＭＡＳＡＫＩ　ＡＭＳＥＩ － Ｗｅｂ環境と店内環境の改善、ネットを通じた新規顧客獲得

長野県 ＪａｐａｎｅｓｅＤｉｎｉｎｇ和振 － ・真空包装機導入による作業の効率化とテイクアウトの充実

長野県 ５ｅｎ＋（ゴエンプラス） － 結婚相談事業におけるオンラインビジネスへの転換と新規顧客開拓

長野県 ＢＥＮＣＨ － 自家製スイーツの増産・設備投資でテイクアウト販売増強計画

長野県 Ｐｅｇ － テイクアウト事業強化による販路拡大と貸切利用客誘導への設備投資事業

長野県 ニューコンセプトリゾート有限会社 7100002023107 ＨＰのテイクアウト予約機能追加＆強力エアコンで店舗入口開放

長野県 芭瑠酣 － コロナ禍に負けない為の、テイクアウト仕出し事業の拡大

長野県 株式会社酒井工業所 3100001013145
社内テレワーク環境整備による仕入業務の円滑化と災害時における情報対策
強化

長野県 ｃｒｅｐｅｒｉｅ　ｍｏｎｋａｖａ － 感染リスクの少ない屋外の客席設置と、ショッピングサイト商品の開発・販売

長野県 有限会社陽だまり 2100002023045 新設備導入でワンコ用おやつを開発し通信販売による売上の獲得

長野県 四季彩　和蔵 － テイクアウト事業への新たな取組みと改装による来店対応の強化

長野県 株式会社ベスト・カラー 7100001016268 新商品マスク入れ席札の開発、及びウェブを活用した販売

長野県 株式会社ゆい 4100001031170 ＥＣサイトのフルカスタマイズと広告事業を通じた販売促進

長野県 ワヰン酒場かもしや － 機器導入によるテイクアウトの販売強化事業及び経営改善

長野県 サニーサイト株式会社 8100001013173 ＨＰの再構築で全国からの新規顧客獲得と店舗魅力向上事業

長野県 株式会社リッティーズ 3100001031915 『自然素材で作ったアイスクリーム』のネット販売と移動販売

長野県 有限会社安曇野（店名：凡蔵） 4100002019090 お客様が安心して寛げる「全面個室化」による贅沢な空間づくり

長野県 有限会社ガレージドリーム 3100002019694 ホームページ・看板リニューアルによる認知度アップと新規客獲得

長野県 炉端やきとり田内屋 － テイクアウト事業の強化と安全な店舗づくりによる売上向上計画

長野県 株式会社ふるさと奈川 3100001031246 奈川そばのＥＣ販売による販路拡大と品質向上によるブランド化

長野県 有限会社富田屋　「富田屋別館」 4100002020899 ワーケーションの環境設備の充実により非対面型ビジネスモデルへ

長野県 株式会社エアライズ 4100001026914 『自社ブランドの確立とＷｅｂ活用での非対面型販路拡大事業』

長野県 ＪａｎＤａｋｏｔ　Ｇｏｌｆ＆Ｆｉｔｎｅｓｓ － 新型コロナ対応フィットネス＆室内ゴルフ練習場セルフ化事業

長野県 株式会社信州経営パートナー 2100001030315 利用者の安心安全な入退室管理システムを使った非接触型施設運営

長野県 合同会社麦香 2100003004762 【瓶ビールの製造、及びテイクアウト＆ネット販売事業】

長野県 ソーグッドセレクション － コロナ禍の集配サービスの拡充とｗｅｂサイトを活用した集客事業

長野県 株式会社薬師平リゾート 1100001014302 新たな商品開発とインターネット販売による売上向上事業

長野県 みよしや － シルエットが綺麗で着心地の良い洋服の製作とインターネット販売

長野県 カービューティープロエクセレント－Ｋ － 地域の車をキレイに～非対面接客でも充実クリーニング～

長野県 株式会社ＮＡＯプロジェクト 5100001018010 ＨＰ新規開設とＷＥＢ注文受付によるテイクアウト等の販売強化

長野県 ｍｉｃｍａｌ． － ｗｉｔｈコロナ時代を乗り切るための密接を防ぐ内装工事事業

長野県 ながた寿し － 東京卸売市場仕入れルートを確保し、ＩＴ活用でテイクアウトを提供
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長野県 ｐｕｒ － ＥＣサイト作成によるオンラインでの新たな販路の確立

長野県 Ｐｅｔｒｉｃｈｏｒ － オンラインを使った新たな販路の確立

長野県 株式会社檜皮屋 9100001029689 ＥＣサイト構築により日本の伝統工芸を信州松本から全国展開事業

長野県 結婚相談所ハッピーブライダル長野 － コロナ禍でも安心！自宅で出来るＷｅｂ婚活をする為のＰＲ戦略

長野県 有限会社反町松本そば処もとき 4100002020503 ＥＣサイトを活用した蕎麦関連商品の通信販売による販路拡大

長野県 ピノピノ － ワインバーで楽しむラーメンとバーチャル旅行体験

長野県 カラーズフォート株式会社 7100001026606 キャッシュレス決済対応を用いた非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 南信州いちご村 － 南信州産苺をネットを利用し通年で新規顧客へ販売

長野県 Ｔａ　ｐｒｅｓｅｎｃｅ　２ － オリジナル着物リメイク服のネット通販とオープンアトリエ事業

長野県 北洋整体院 － オンラインを利用した腰痛改善遠隔療法システムの構築

長野県 学習塾Ｓｔｕｄｙ － 学習塾のオンラインでの集客（販路開拓）と指導にかかる環境整備

長野県 － テイクアウトから魅力発信するカフェ営業

長野県 有限会社月見堂 6100002036811 一般流通向け商品の販路開拓への設備新設、商品パッケージの開発

長野県 株式会社エージェンシー広宣 7100001022266 デジタルを活用した非対面型新規開拓営業の強化

長野県 株式会社天の雫フードサービス 1100001032592 テイクアウトの充実したメニューの考案とネットでの顧客獲得

長野県 株式会社龍峡亭 5100001022846 時代に適合した旅館運営のＤＸと新商品開発による新規顧客獲得

長野県 デトックスエステいるる － 非対面で身体の歪みを計測し改善方法を提案！

長野県 ＢＳＳ － ライブ配信事業

長野県 旬彩ふく家 － 豊洲直送鮪と鮮魚、地場食材を利用したテイクアウト料理商品開発

長野県 合同会社スマイルリード 4100003004050 「在宅デザイナーと小規模企業をテレワークで繋ぐオンライン派遣」

長野県 有限会社カメラのキタハラ 9100002031124 感染症対策に向けたＨＰ更新及び屋外スタジオの新規設置

長野県 髙天酒造株式会社 4100001019463 低温貯蔵による酒質安定・品質向上・新商品の開発

長野県 スマイルフィールド － オンライン講習会と登山映像の配信による新規顧客の獲得強化事業

長野県 ＣＨＡＡＮＹ（チャーニー） － 新規顧客獲得に向けたＥＣサイト強化事業

長野県 有限会社アイケミック 6100002030855 商品パンフレット新規作製、新洗浄剤開発による販路拡大

長野県 株式会社杉浦歌吉商店 1100001025274 通販サイトでの急速冷凍手打ち蕎麦と調理済み食品の販路開拓

長野県 カフェ・バル・バーニ － テイクアウト事業の立ち上げと安心安全な店舗改造による売上向上

長野県 林設計室 － リフォームを中心としたＰＲによる地元での新規顧客の拡大事業

長野県 凱旋門 － 非対面型ビジネスの導入によるサービスの向上と売上アップ

長野県 有限会社喜多屋醸造店 5100002031160 ＥＣ事業強化と高級イメージの新商品開発による販路開拓事業

長野県 ｌｏｇ － ＥＣサイトを活用した農薬散布代行業による新事業展開

長野県 ペルシャビアガーデン － キッチンカーを制作し非対面営業販売導入により販路開拓

長野県 Ｓａｌｏｎ　Ｎｏｏｋ － 業務用痩身機器エムスレンダー導入によるセルフエステ事業
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長野県 有限会社渋谷セイケン 7100002028279 より高度な洗浄装置導入により、新分野（医療関係など）へ参入する

長野県 株式会社ライジングジンライ 1100001025670 非対面型オーダーシステムの導入、テイクアウト商品の周知計画

長野県 有限会社登美 8100002028617 外国人観光客等の誘客による夜営業売上増加事業

長野県 めぐハウスＺＵＫＵ － 長期滞在商品による販路拡大事業

長野県 十割蕎麦　そばや － ・ご当地蕎麦開発と移動販売部門新設事業

長野県 有限会社ケイマックス 1100002028111 赤ちゃん撮影イベントの対面販売から非対面販売への躍進

長野県 ナガサキ商事株式会社 1100001018550 冷凍庫購入で食材保管を可能にしお客様に安定した食材を提供する

長野県 居酒屋ゆき － 新型コロナ対策に対応した店舗で安心して集まれるお店に

長野県 有限会社割烹　岩八鮨 1100002027963 Ｗｉｔｈコロナ　新生活プロジェクト「出張サービス＆バリアフリー」

長野県 株式会社ミューズ 6100001018810 非対面型オンラインスクール施設への改装による新規受講生の募集

長野県 二十四節氣　神楽 － 飲食店からオリジナル調味料のアンテナショップへの転換

長野県 八島山荘 － 神美の世界　レンズで除く神々の世界

長野県 エム・トゥーエディットプロダクションズ － コロナ時代に対応した新しい映像制作の取り組み

長野県 花のミヤザキ － 新しい生活様式に合わせた、カルチャー部門の強化と販路拡大事業

長野県 蔵四季 － 新機器の導入によるテイクアウト商品の開発、販売

長野県 みのり － 新しい生活様式に合わせた食事様式を提供する店への転換事業

長野県 山の宿木まま － 感染防止対応型設備導入による安心・安全な旅館の構築

長野県 有限会社マルサン金型 9100002008873 ネット販売を活用したブランディング強化による新規取引先獲得

長野県 おやつとごはんの店ａｉ － 無添加真空惣菜パック商品の開発とネット受注フォームの作成

長野県 有限会社糀屋本藤醸造舗 2100002008376 オンラインイベントシステム構築と販売強化事業

長野県 信州うちやま農園 － ＢｔｏＢを非対面型ビジネスモデルへ転換する

長野県 有限会社田中本家 1100002008468 ＨＰのリニューアルによる通販及び集客強化計画

長野県 ＴＥＭＯ．ｊｐ　ａｔｅｌｉｅｒ　ｓｈｏｐ － 自動販売機設置による非対面型洋菓子販売フローの確立

長野県 石窯キッチンｍａｓａ － ＥＣサイトで、テイクアウト強化・オンライン販売で新規顧客獲得

長野県 ｂ．ぱれっと － 精神疾患者のための気軽な場づくり【オンラインまちの保健室】

長野県 清水ギター教室 － オンラインレッスンの正式開講と新しい楽器の追加

長野県 森のカフェ － 地産地消の手作り料理を維持しながらテイクアウト販路開拓

長野県 和Ｐｒｏｊｅｃｔ － 告知で知名度・環境整備で満足度・テイクアウトで売上の３大ＵＰ

長野県 田村食堂 － 自動餃子製造機で効率アップと冷凍餃子の販売による新規販路開拓

長野県 伊那宝石株式会社 1100001020622 ネット販売「ベビーリング専門店」へのビジネス転換

長野県 ワイズヘアー － ＷＥＢ予約・施術時短・空間除菌システムで３密回避サロン

長野県 Ｂａｒ　ＩＣＨＩＮＡＮＡ － 新しい生活形式に伴うバーのソフトドリンクのテイクアウト事業

長野県 株式会社はしば 8100001032017 外出自粛でも、プロの味で元気になろう。伊那谷を届ける真空事業
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長野県 株式会社Ｃｏｅｌｌｅ 2100001029745 〈サンドイッチテイクアウト強化とＥＣ販売開始による新規販路拡大〉

長野県 郷ごころ － 新型コロナ影響下における店舗設備面での安心と安全の導入

長野県 鎌田建築設計室 － 移住＆別荘の遠方顧客確保の非対面サービス拡大３本柱

長野県 合同会社セルクル 4100003001056 Ｗｅｂサイトからの注文とドライブスルーによる非対面型の販売

長野県 ドリームスパイス － コロナ禍でのテイクアウト需要に適した店内改装と広報活動事業

長野県 エコレットカンパニー合同会社 3100003004101 非対面型販路拡大のためのオンラインショップ開設と動画制作

長野県 有限会社本多写真館 4100002034420 コロナに負けない思い出作り　屋外型フォトウェディング

長野県 山里の蕎麦　福玄 － デリバリーと屋外テラス席でコロナを乗り切る！

長野県 株式会社Ｖｅｒｔ 7100001032018 ボン・コパンだからできるコロナ対応テイクアウトメニュー開発

長野県 彩園 － 新たな販路開拓・メニュー開発に新しい自分の可能性を見つける

長野県 有限会社マルキタ家具 7100002026828 ウィズコロナ時代の社会的距離戦略でデジタルシフト

長野県 ビストロみぃーや － 大町市産リンゴを使った『タルトタタン』ネット販売の強化

長野県 有限会社黒部ビューホテル 1100002026338 棚やパーテーション等を各所に設置し対面回数を減少する

長野県 株式会社黒雲製作所 6100001017580 ウィズコロナを安心して過せる為の製品を内製化する為の設備投資

長野県 有限会社八子ヶ峰ホテル 3100002030627 ネットを通じた土産品販売と団体受け入れの為の衛生管理強化

長野県 珈琲＆ＢＥＡＮＳ　カリオモン － ネットによる非対面販売を強化し新規顧客を獲得

長野県 飯山　和俊 － 新規販売経路拡大とネット体験システム構築による新規顧客獲得

長野県 サンシャインロッジ － ＢＢＱ用テラスの増席と屋根の設置、部屋の改修で顧客の確得

長野県 プロダクションホープスターズ株式会社 6100001019494 【３密を避けた安心安全屋外で楽しむ宿泊バーベキュープラン】

長野県 有限会社岡村康写真事務所 3100002029826 アマチュアスポーツ・インターネットリモート生中継補助システム

長野県 有限会社森 2100002030594 新しい時代の住宅販売の構築

長野県 ポールズキッチン － オンラインショップ開設とテイクアウト商品の販売強化事業

長野県 有限会社エス・ケイ商事 4100002029775 ジャムのネット販売強化と冷凍果実販売開始に伴う周知拡大と増産

長野県 有限会社チノモク 8100002030184 個人顧客対応のための仕組み整備による新規顧客の獲得

長野県 Ｆａｉｒｙ　ｗｉｓｈ － 自社生産の強化とホームページリニューアルによる通販事業の拡大

長野県 日本断食研究所合同会社 8100003005524 「オンライン型ファスティング指導」の販路拡大事業

長野県 有限会社明治温泉 4100002030576 新商品販売による売上拡大とテレワークによる業務効率化

長野県 プチホテル花南 － 国産信州クマ笹茶を生産し、ネットを通じた新規顧客獲得

長野県 たてしな麓八 － 高原の爽やかな風を感じながら深緑に囲まれたテラスでランチを

長野県 蓼科山荘 － 室内テント泊及び双子池ヒュッテの水道設備向上による販路開拓

長野県 信州茅野奥田農園 － 「夏いちご商品のネットショップ開設」による売上アップ

長野県 たてしな陶房 － 自作品のネット販売により売り上げ増加を目指し新ＨＰを作成する。

長野県 ＭｙＢＡＣＫＹＡＲＤ － ダイニングバーから贈る　自宅で楽しめる本格メキシコ料理の提供
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長野県 梅蔵 － 『お客様に安心を！』非対面型　リモートオーダーモデルの構築

長野県 株式会社サンフラワー 9100001029061 源泉水を利用した地域活性化型ミネラルウォーター事業

長野県 スープパスタのコジロー － キャッシュレス決済対応型の券売機導入による非接触、非対面型接客

長野県 戸塚酒造株式会社 6100003000667 ＥＣ機能を持つ自社ウェブサイトの構築

長野県 ビストロ・コパン － 新型コロナウィルス防止・店舗飲食客獲得の為の屋外テラス席工事

長野県 晴美家 － 地産地消！お家の食事のお手伝いテイクアウトサービス

長野県 高原カフェ　ツリーハウス － 新たにテイクアウト事業及び３密防止対策事業を行う

長野県 株式会社人柄 3100001023648 店内密を回避し野外屋外飲食スペース構築とテイクアウト事業強化

長野県 藤企画株式会社 4100001031286 ＩＴを利活用したＥＣサイトの構築と３密回避の事業体制の確立

長野県 うまいもんさっさん － 新規顧客を獲得するためテイクアウト生産販売拡大と強化事業

長野県 ＭａｒｕＣａｆｅ － こだわりの味を、「心」とともにお客様のお家へ届けます！

長野県 四川中華料理佐介 － 売上回復に向けたテイクアウト事業強化とお客様への周知ＰＲ

長野県 合同会社コトブク佐久 4100003005049 自律走行ロボットとＶＲを活用した太陽光設備保守サービスの提供

長野県 有限会社あさや 3100002010232 『感染症対策ガイドライン対策をとった安心安全な店舗づくり』

長野県 株式会社かつ栄 100001009401 「コロナ防止宣言・アクリルボード設置と消毒徹底で安心な店づくり」

長野県 株式会社明石 2100001011793 ３Ｄプリンターで聴講を制作、「安価な飯山仏壇を作る」

長野県 有限会社はやしや 1100002009508 肉のスペシャリストが提供する安心・安全・究極のサービス実施！

長野県 牛平 － ホームページ制作による非対面型・非接触型ビジネスモデルの構築

長野県 ＧＲＡＮＴ － 事務所新設におけるテレワーク環境の整備と新規顧客獲得

長野県 工房いぶき － 果物及びその加工品の自社サイトによる通信販売での新規販路開拓

長野県 美容室ＣｈｉＫａＫｕ － マツエク、ヘッドスパの導入とネットを通じた新規顧客獲得

長野県 合名会社牡丹荘 3100003005330 お客様へ真心を込めて！安心・安全非対面型サービスの確立！

長野県 桐カフェ － 地域密着型！移動店舗販売による地産地消食材で地域を笑顔に！

長野県 山口フードコンサルティング株式会社 2100001030661 食品工場のＨＡＣＣＰ認証取得のオンラインサポート体制の実現

長野県 ウィッシュホーム株式会社 9100001006218 非対面型で販路を開拓！オンラインで住宅選び＆打ち合わせ！！

長野県 信州蕎麦わきゅう － 本格手打ち蕎麦を自宅で楽しむ！信州の魅力を全国へ！

長野県 ｍａｋｅｕｐｓａｌｏｎｓｈｉｒｏ － ホームページ・チラシ制作と外構工事による非接触型ビジネス構築

長野県 Ｐｒｏｇｒｅｓｓ個別指導塾 － 映像授業システムを利用した指導のオンライン化計画

長野県 もみじ茶屋 － ＥＣサイトでの手打ちそば・自家製山菜料理・販売促進事業

長野県 株式会社タヤマスポーツ 1100001001928 ゴルフ試打室を活用した新サービス展開によるファン獲得事業

長野県 ヒモコロ － ＷＥＢリニューアルを中心とした制作力アピールによる集客

長野県 Ｒｏｍｐ － サロン改装とネイルサービス開始・サロン商品の非対面販売開始

長野県 ヤオコー青果株式会社 7100001024535 ＥＣ販売での贈答品市場への販路拡大と野菜の出荷前加工の合理化
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長野県 鐘の鳴る丘 － 衛生管理を強化し、安全、安全性をＰＲし、新規客の獲得事業

長野県 有限会社丸富自工 7100002004899 内製化でサプライチェーンの回復を図ります！

長野県 ラフィアン － ペットオンライン教室の構築と新規オンライン販売サイト制作

長野県 フィード　小林　秀行 － 全スペース半個室化と、薄毛で悩む方へのヘアケア新サービス提供

長野県 梁本商事株式会社 9100001032296 配達事業、注文ＷＥＢサイトの開設、新商品の提供、それらの広報

長野県 有限会社柚木元 1100002038259 新開発商品の製造とネット通販による新しい販路開拓事業

長野県 ＮＡＩＬ　Ｖｅｎｕｓ －
ウェブサイトを非対面式で活用するためのリニューアル　〜美容に関するケア
商品のネット販売〜

長野県 南国食堂くわっちー － 沖縄料理の移動販売開始による売上拡大と来店動機作り

長野県 有限会社滝沢板金塗装 8100002002910 自動車に使われている破損した樹脂部品修理の内製化

長野県 有限会社信濃屋 6100002036514 【精肉業の経験を活かした新たなテイクアウトメニューの提供】

長野県 青木工務店 － お客様第一主義と生産体制の強化を図るための設備投資

長野県 サロンピトレスク　小林　優一郎 － 店舗の半個室化と、ＥＣ事業とマーケティング支援事業の立ち上げ

長野県 Ｔｒｏｉｓ　ｒｏｊｉｕｒａ　トロワロジウラ － テイクアウト用新メニュー開発、新ワイン導入

長野県 ＷＯＲＤＲＯＢＥ － ＥＣサイトを新規作成し売上の向上

長野県 株式会社Ｕ２ 9100001016621 テイクアウト導入による新たな売上の確立とテイクアウトブースの設置

長野県 有限会社中込自動車部品商会 8100002011036 自動車部品等のネット販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

長野県 須坂クラシックバレエ教室スタジオＵＢＡ － コロナウイルス拡散防止の為の取り組み事業

長野県 １５５８ＥＡＳＴ － 地元の野菜栽培で惣菜や漬物作り

長野県 上田蚕種株式会社 8100001010674 蚕種製造から蚕児飼育へ。人工無菌飼育体制の確立と新規顧客獲得

長野県 合同会社信越防水 5100003005725 ウェブによる新会社と融雪新事業の認知度向上

長野県 イコシア株式会社 8100001004949 オンライン上での住宅見学・商談で販路開拓

長野県 有限会社神原旅館 6100002006161 大規模改装と通販サイト構築による売上の強化事業

長野県 特定非営利活動法人白馬の風 8100005007519 在宅でも来訪でも元気が出る癒しのケアサービス事業

長野県 きしだ整骨院 － リモート診療とセルフケア指導。通院できない方の生活を快適に。

長野県 株式会社ＣＬＡＭＰ 1100001024986 ＣＬＡＭＰネットショップ販路拡大事業

長野県 ミリオンズ － 長野県郷土料理のＢｔｏＣ向けＥＣサイトの構築

長野県 宮坂辰雄ＦＰ事務所 － 非対面型面談におけるオンライン・テレワークの体制の構築

長野県 つなぐ株式会社 8100001031935 １２店舗の本格料理をデリバリー！おうちで楽しむ「つなぐ横丁」

長野県 台湾酒場心 － ランチ営業・テイクアウト販売による新規顧客獲得

長野県 スカイアットマークフーズ － 菊芋の奇跡・移動スーパー事業の製造販売及びインターネット販売

長野県 Ｒａｉｓｏｎｄｅｔｒｅ － フリーズドライ非常食のＷＥＢ販売と移動販売車の電力自給設置

長野県 有限会社宮島製本所 8100002005137 設備導入による生産性向上と業務効率化を実現、売上回復計画

長野県 株式会社宮崎製本工業 8100001003455 弱点を克服し、一貫生産するための設備強化
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長野県 ファーム美那美 － 個人向けの販売への転換のためのＥＣシステムの構築

長野県 ｉｎｇ－ｃａｆｅ．パパンガ － カフェスペース縮小・パン売り場拡張によるテイクアウト強化

長野県 株式会社ホリケン 1100001011695 オンライン買取査定システムによる非対面ビジネスモデル構築計画

長野県 株式会社カナエ 7100001000651 ＩＴを通じたＷｉｔｈコロナ、Ａｆｔｅｒコロナへの取り組み

長野県 株式会社松屋 7100001022761 シードルを特徴とするＷＥＢショップ開設による新規顧客獲得

長野県 株式会社山翠舎 4100001001124 古民家移築の営業（集客～受注）をリモートで実現させるシステム
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