
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

福井県 ラメール － 店内のコロナウイルス感染対策及びＳＮＳを活用したＰＲ

福井県 はんどわーく － 左利き商品の認知度向上にネットショップを用いた販路拡大事業

福井県 株式会社八百五商店 8210001004203 「新顔野菜・果物」をより幅広くお客様に提案するためのディスプレイ事業

福井県 有限会社ワイズホーム 5210002004717 ＺＯＯＭを活用した非対面住宅見学会とネット予約システム構築

福井県 合同会社ＡｎＤＯＬＬ 6210003000846 コロナ禍での増収増益を達成するための新サービス提供事業

福井県 安永コンピュータシステム株式会社 210001004222 歯科医院向けリモート操作サポートおよびＤＭによる販路開拓

福井県 スタッフマネジメント有限会社 8210002008599
「オンライン窓口開設によるテレワークの実施及びスタッフ増員・販路拡大事
業」

福井県 春田機械工業株式会社 210001009021 当社技術を活用した新製品開発・販路開拓及び生産体制改変

福井県 株式会社シェシーマ 9210001010340 立地とブランド力を活かしたテイクアウト・デリバリー事業

福井県 テンダ　ロッサ － テイクアウト商品提供設備とＨＰリニューアルによる情報発信強化

福井県 株式会社竹内菓子舗 210001016376
ネット販売とＡＩシステム、自動釣銭機を使った新規顧客の獲得と店舗運営の
構築

福井県 麺の坊もり伝 － コロナ対策及びテイクアウトの為の製麺機導入による集客強化

福井県 有限会社あっしゅ 9210002007014 結婚式に参列しているような目線でご覧いただく動画配信サービス

福井県 株式会社加藤瓦工業 9210001017550 Ｗｅｂによる雨漏り診断と簡単Ｗｅｂ見積作成による販路開拓事業

福井県 株式会社ライト・スタッフ 2210001004316 ウィズコロナ時代に対応したイベント用対策グッズ製作

福井県 イタリアンバルクオーレ －
テイクアウト業務の強化によるオリジナル商品開発、それに伴う施設の強化・
設置

福井県 天じゅ － ソーシャルディスタンスを確保した客席配置改装

福井県 美容室ＬＡＵＧＨ － 他店との感染症対策差別化による売上回復及び新規顧客の獲得事業

福井県 ぶちでざいん株式会社 2210001008894 ペットホテルの非接触受渡口、洗浄（除菌）・隔離部屋の新設

福井県 つるが愛農 －
Ａ：サプライチェーンの毀損への対応『干物等水産加工品の自店製造化に係
る設備の導入

福井県 Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌ － 北陸新幹線開業に向けた地方創生に貢献する旅行ツアー開発事業

福井県 株式会社Ｆｒｅｅ　Ｎｅｓｔ 4210001016391 ＥＣ販売等による売上増加と新規顧客獲得事業

福井県 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＴＡＫＥ－ＷＨＯ 5210001012472 ライブ映像オンライン有料配信サービスによる販路開拓事業

福井県 リラクゼーションサロンフローラ － 肌解析機器使用のオンラインカウンセリング商品販売促進計画

福井県 越前そばと珈琲ＨＡＭＡ庵 － 真空包装で新商品を開発・販売・発送・新規顧客獲得

福井県 株式会社宗近 7210001012033 ＥＣ事業拡大に向けたＨＰ制作とテレワーク型受注環境の整備

福井県 旬庵きくら － 炭酸ディスペンサー導入で内製化による生産性向上事業

福井県 株式会社白山やまぶどうワイン 4210001009874 ストーリーテリングによる自社ブランドの向上とネットを通じた新規顧客獲得

福井県 温古手整骨院 － オンライン施術と想いを伝える自社ホームページの作成による販路開拓

福井県 有限会社吉村油店 2210002013992 創業２百年に向けコロナ禍での販路拡大を目指す安全セルフ化事業

福井県 有限会社せいわ箸店 1210002013795 新鋭のＥＣモール新規出店によるお箸の販路開拓

福井県 株式会社レガーレ 7210001017577 対人接触頻度軽減、飛沫感染防止の設備設置事業

福井県 ＳＴＵＤＩＯＶＩＧＯＲ － ＨＰを活用した販路拡大と動画配信による集客アップ事業

福井県 石窯パンの郷こころ － 急速冷却機の導入により可能となるネット通販事業

※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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福井県 みきのや － コロナ禍における店外店内飲食の両立、店内環境整備による安定化

福井県 ＧＡＴＴＡ　ＮＥＲＡ － テイクアウト事業強化に向けた新商品開発と店内レイアウトの変更

福井県 株式会社晃梅 9210001012849 非対面型店舗内接客案内システムの構築

福井県 ＳＰＩＫＥＦＡＣＴＯＲＹ － ３Ｄプリンターを活用した売上げ向上、新規顧客獲得

福井県 タケウチ住建株式会社 5210001012407 非対面型となるオンライン相談の窓口設置と告知

福井県 株式会社アトムジャパン 2210001012467 当社の説明力を全国へ。保険オンライン受注システムの構築

福井県 堀口設計事務所 － 新製品開発とネット販売による新規顧客獲得事業

福井県 有限会社萬谷 6210002011951 越前市の魅力と食のマッチングによる非来店客向けオンライン事業

福井県 Ｂｉｓｔｒｏ　ｍｉｓｔｒａｌ － テイクアウト商品受注拡大事業

福井県 株式会社ワイジェイ 9210001009969 更なる多品種・小ロット等への対応に向けた生産体制強化

福井県 株式会社エステートプール 9011001111347 アプリを使って無駄な３密を防ぐために予約管理の徹底

福井県 株式会社中野 2210001013119 現代に適した越前漆器の新商品開発・販売促進事業

福井県 そば処二男坊 － 地産地消を家庭の食卓で！蕎麦屋のデリバリーと通販事業拡大

福井県 くつ呂木 － テイクアウトの挑戦。老舗の味を家庭の食卓で！

福井県 株式会社野中 7210001017957 対面では売らない魚屋さん！新鮮な魚介をあなたの食卓に直送

福井県 鎌仁別荘 － 商品開発とＥＣサイト構築による販路開拓

福井県 Ｇ・Ｐ・Ｓ － コンクリ職人だからできる、優良工務店ご紹介サービス

福井県 やまはつ菓舗 － ＥＣサイト開設による非対面型販路開拓・店舗運営事業

福井県 有限会社アネックスホテル福井 6210002000211 三密回避のためのトイレと手洗い場の増設

滋賀県 株式会社Ｇ－ｃｌａｓｓ 4160001019318 オンラインでのセルフケア・トレーニング

滋賀県 堀江工業　大津石山麺屋しん － 『ネット注文による自社製品の販売及び新規顧客獲得』

滋賀県 高田直司法書士事務所 － 主にテレワークを用いた、新旧クライアントの対応及び開拓

滋賀県 株式会社八坂興産 2160001015120 ≪びわ湖松の浦別邸の非対面型ビジネスモデルへの転換≫

滋賀県 サロン・ド・グランジャン － ウエブショッピングシステムの導入で新規顧客の販路拡大

滋賀県 合同会社タックシーズ 3160003000912 リモートロック導入による非対面物件案内システムの導入

滋賀県 株式会社ＣｏＣｏクリエイト 3160001012397 非対面型の接客推進と、感染予防に配慮した料理提供対策

滋賀県 株式会社品川 5160001000929 近江牛を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

滋賀県 あまゆき組 － 子ども向けリモートライブのパッケージ化による販路拡大

滋賀県
株式会社近江ミネラルウォーターサービ
ス

1160001000429 純水製造装置導入および個人向け商品の強化による販路拡大事業

滋賀県 ｙｏｃｏ　ｙｏｇａ － 「ヨガを自宅やオフィスで」オンラインレッスン新規顧客の獲得

滋賀県 ｍａｄｏｃａｆｅ － テイクアウト販売個数増加への強化策

滋賀県 合同会社大津空き家バンク 2160003001721 非対面型内覧集客システム導入による差別化事業

滋賀県 有限会社山川商事 6160002001891 セルフオーダーシステム導入による作業効率と客単価の向上

滋賀県 株式会社きくのや 1160001000528 会食会場における３密防止とソーシャルディスタンスへの取り組み
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滋賀県 ケーキハウス・トップス － 新たな生活様式に対応したレイアウト変更と新商品開発

滋賀県 スタジオ桜 － 新しい商品映像の提案とオンラインシステムの構築事業

滋賀県 有限会社アプロサービス 7160002014752 特許を取得した自社開発のバッテリー設置治具の販売

滋賀県 有限会社不二企画 2160002000014 コロナ後に向け、完全非対面で動きシーンを提案できるサイト構築

滋賀県 茶菓　山川 － 自社ＥＣサイト構築と専用商品開発による新規市場の開拓

滋賀県 株式会社ヤマモト 8160001002039 販路を全国へを視野にいれたＷＥＢサイトとリモート営業と工事密防止

滋賀県 幸盛丸 － テイクアウトや家族飲みニーズに足した海鮮丼やオードブル販売

滋賀県 ＡＷＡＮＯコーティング － オンライン個別商談サービスと塗装保護フィルムサービス開発事業

滋賀県 株式会社日本プロパティシステムズ 7160001002386 オンラインセミナー予約管理システム導入による非対面接客の開始

滋賀県 ヘアースペースヒーロー － 非対面型オートドライ機器の導入＆広告効果での販路開拓

滋賀県 有限会社アイメディア 6160002008838 リアルとオンライン融合型イベントスタイルの確立

滋賀県 古書＆カフェＬｏｕｐｅ（ルーペ）舎 － ＥＣ販売による販路拡大とヒト・コト消費型カフェの設備充実

滋賀県 株式会社住茂登 2160001019468 専門料理のインターネット販売による販路拡大と高級路線への変更

滋賀県 株式会社びわこライス 9160001007846 一般消費者向け販路開拓による事業転換と衛生管理設備の設置

滋賀県 たんぽぽＴＡＪＩＭＡＹＡ － 非接触型センサーによる安心安全な入退店装置導入

滋賀県 株式会社ＶＯＣＥ 6160001018210 安心安全な新しい生活様式に適した教室づくりで集客アップ

滋賀県 シーテック － 飛沫感染防止衝立等を製作・販売するＥＣサイト新規構築

滋賀県 椿 － 非対面型の収益の柱を作るためのデリ専用ＥＣサイトを新設

滋賀県 Ｙｅｔｉ　Ｆａｚｅｎｄａ　ＣＯＦＦＥＥ － 非対面型テイクアウト仕様への店舗改装

滋賀県 ＡＮＥＸ － 民間学童によるオンライン英会話指導を周知することで販路開拓

滋賀県 有限会社田中印刷所 3160002008279 展示会後のＷＥＢ商談による一貫した非対面型営業への転換事業

滋賀県 たきい司法書士事務所 － 非対面営業を実現するＨＰ強化により地域Ｎｏ，１司法書士となる

滋賀県 魚匠庵雅樂 － 家飲み需要を狙った魚料理テイクアウト事業の開始

滋賀県 ｔｅｒａｉｔｅｉ － 家庭で手軽に本格フレンチを味わえる移動販売の導入

滋賀県 平塚瓦店 － ドローンを使った「屋根診断システム」による新規顧客獲得

滋賀県 スマイルビジョナリーカンパニー － ＳＮＳを活用した受注増大と新研修サービスによる売上アップ

滋賀県 Ｇｉｒａｓｏｌｅ － テイクアウト開始・ＥＣサイト開設の周知徹底による販路開拓

滋賀県 ハッピー太郎醸造所 － 発酵食加工品の通信販売や卸売の需要拡大と生産販売体制の強化

滋賀県 弥一製麺所 － 製麺所で作るこだわりのできたて麺を直接お届け

滋賀県 有限会社笑家 3160002008246 新型コロナウイルス感染の影響に対応、負けない事業を作る

滋賀県 株式会社タカモリ 1160001010915 ネット販売の強化による非対面型ビジネスの販路拡大

滋賀県 株式会社住宅工房ライブス 9160001021038 新事業の立ち上げとそれに伴う新規顧客の獲得！

滋賀県 シェナー － デリバリー、テイクアウト客数増に対処するための設備増設事業

滋賀県 株式会社布引焼窯元 7160001010133 オンライン販売の強化による強い販売体制の構築
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滋賀県 ありが太陽 － 製氷機導入及びメニュー開発、各種宣伝を行ったテイクアウト事業

滋賀県 日本料理　魚繁大王殿 － 琵琶湖産湖魚を使ったメニュー開発及びテイクアウト事業

滋賀県 ディアパパ＠マックステージ － 少人数客に特化した上で安全距離を確保する客席配置への変更

滋賀県 ふる里 － 非対面型販路の開拓を目的とした商品開発に伴う設備導入事業

滋賀県 株式会社かなで 2160001020608 時短が叶うトレーニング機器の購入とＥＣサイトによる商品販売

滋賀県 有限会社八日市機工 5160002009944 見積依頼機能付きホームページ作成による非対面型営業と販路開拓

滋賀県 Ｈ．Ｂコミュニケーションズ合同会社 7160003001650 店外向けのアイスクリームの販売強化

滋賀県 上之町整骨院 － コロナに負けない身体作り！ＥＭＳトレーニングで免疫力向上

滋賀県 株式会社滋賀ビューティプロダクツ 5160001009937 ＥＣサイトでの自社商品と新商品の販売強化の取り組み

滋賀県 近江酒造株式会社 3160001009781 女性等の新規顧客層の開拓を目的としたブランドサイト構築事業

滋賀県 株式会社木村プロ 1160001022423 動画コンテンツを活用した企業ブランディング事業を非対面で実現

滋賀県 こども創造教育舎 － こどものロボットプログラミング・個別指導オンライン授業化計画

滋賀県 梅田　千智 － リモートカウンセリング、個別マッサージセラピーによる販路開拓

滋賀県 株式会社モトクラ 1160001013769 貴重史料撮影におけるリモート対応サービス導入による販売促進

滋賀県 Ｍｕｓｃｌｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ － 非対面型で健康をサポートする３つのフィットネス事業

滋賀県 加藤機工商事株式会社 7160001012724 テレワーク対応並びに非対面営業対応

滋賀県 株式会社みらくる分析センター 5160003000654 ＨＰをリニューアルし、非対面型ビジネスモデルの構築

滋賀県 ＴＭＧ　Ａｔｈｌｅｔｉｃｓ － 非対面で強みを活かせるオンラインエクササイズプログラムの加速

滋賀県 セルクルキッチン － 「通パン」の品質保持と安定供給の為の設備設置と商品開発

滋賀県 しが草津ボクシングジム － ３密を避け、安心してボクシングに取り組めるジム作り

滋賀県 エイブル美容室 － 非対面のネット販売、美しいびわ湖へ石鹸シャンプー開発販売

滋賀県 パレスチナ・アマル － ガザ難民女性に習うパレスチナ刺繍等オンライン教室の開設事業

滋賀県 メディアサウンド株式会社 160001020440 「企画提案のオンライン化」ワンストップ提供で販路拡大

滋賀県 串カツ咲朔さくら － 「コロナ禍に、テイクアウトとデリバリーでピンチをチャンスに！」

滋賀県 ＰＬＵＭＥ － 感染対策強化と、非対面型のサービスで、美と健康をお手伝いする

滋賀県 クーズコンセルボ南草津店 － 自宅でのプチ贅沢にケーキと笑顔を提供し、売上と免疫力アップ

滋賀県 ヘアーサロンレビュー － ｗｉｔｈコロナ！ＩＴ化で未来型理容室へ変身！集客＆売上アップ

滋賀県 ユアサリンク株式会社 1160001013216 ネットによる非対面型販売とオリジナルデザイン商品製造

滋賀県 株式会社駒井工作所 8160001013770 ＷＥＢ広告の掲載及びＥＣサイトの刷新によるサプライチェーン強化

滋賀県 株式会社オフィスワイズ 9160001014198 第４の強固な収益の柱…ＢｔｏＣメインのギフトサイトの構築

滋賀県 有限会社岡田屋旅館 2160002011952 接客の非対面化と客室の満足度の向上による顧客の確保

滋賀県 ポーラ化粧品上笠営業所 － 動画やＳＮＳを活用した告知拡大とオンライン相談による集客

滋賀県 株式会社ライティングフリーダム 6160001016271 舞台照明用ビジュアライジング機器導入による非対面ビジネス化

滋賀県 らーめん　一護 － キッチンカーを活用した移動販売による家族連れの売上確保
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滋賀県 株式会社北陸 6160001015447 仲卸市場を活用した新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

滋賀県 株式会社ヤスナート 8160001016179 慣例に捉われないバレエ教室の非対面型サービス構築と顧客拡大

滋賀県 今井結子バレエスタジオ － 自宅で出来るオンラインによるバレエレッスン＆ウェブショップ

滋賀県 葵画房 － 鳥瞰図原画を印刷したクリアファイルの委託販売とネット販売

滋賀県 真和工業株式会社 9160001015312 環境に配慮した汚水処理設備の導入による販路拡大事業

滋賀県 喫茶パインツリーたまがわ － パインツリーの懐かしの洋食を自宅でも！

滋賀県 株式会社Ｅｖｅｒ　Ｊｅｗｅｌｒｙ 6160001020026 Ｗｅｂサイトの開設による非対面型販売の開始による新規顧客獲得

滋賀県 合資会社魚和 7160003000818 デリバリーの作業効率化と売り上げの確保

滋賀県 高山木工株式会社 2160001006763 新型パネルソー導入による業務効率化・内製化

滋賀県 Ｔａｋｕｍｉ　Ａｐａｒｔｍｅｎｔ － 新しい生活様式「Ｎｅｗ　Ｎｏｒｍａｌ」型賃貸スペースへの刷新

滋賀県 株式会社福島建具製作所 6160001008715 オリジナル遊具の開発と自社ＥＣサイトによる新規顧客獲得

滋賀県 合資会社シルクジャパン 3160003000581 個別オーダー型受注ホームページへの更新による新規顧客開拓事業

滋賀県 オステオパシーホロソフィー治療院　律 － オンラインセミナー宣伝効果による新規患者の獲得

滋賀県 伊吹食品株式会社 7160001006420
ＥＣ機能を持つホームページ構築による滋賀湖北の佃煮の魅力アピールと販
路拡大

滋賀県 有限会社平井商店 9160002001501 酒造メーカーによるアルコール消毒液製造への新たな販路開拓

滋賀県 株式会社千紀園 7160001012914 お茶の包装資材のデザインを一新し、商品を選びやすくする

滋賀県 株式会社ＫＯＡＳＴＯ 3120001185552
高品質カラーマネジメントソフトを活用した印刷サービスのネットでの拡販プロ
ジェクト

滋賀県 焼鳥安っさん － テイクアウト部門の新規顧客獲得

滋賀県 ストレッチ×整体ＨＯＰＥ － オンライン整体で新型コロナウイルスによる健康二次被害の防止

滋賀県 ゴールフリープラス八日市教室 － オンライン（会議）システムを利用した授業・自習室の提供事業

滋賀県 ビストロフジハラ － ＨＰを活用した本格フレンチテイクアウトと安心の店舗改修

滋賀県 居酒屋　楽歩 － テイクアウトとＳＮＳ活用でウィズコロナ時代の飲食店へ！

滋賀県 ｇｌｏｉｒｅ　ｊｏｕｅｒ － ＬＩＮＥを活用した、販促物の売上向上と新規顧客獲得

滋賀県 株式会社ケイリザルト 2160001020681 オンライン講座への展開とＨＰ作成、ＷＥＢ広告で新規顧客獲得

滋賀県 ＢｅｅｒＣａｆｅ　Ｍｉ　ｃａｓａ － クラフトビールのテイクアウト事業の開始

滋賀県 株式会社ｈｏｕｓｅ工房 4160001014517 新規提案商品とＷＥＢ会議システムを活用した非対面ビジネス

滋賀県 ｋｉｔｏｈａｎａ － Ｋｉｔｏｈａｎａ　ヨガの可能性を多くの人に。健康に美しく。

滋賀県 株式会社Ｓ＆Ｎ 6160001019217 ＩＴ・ＥＣを活用した非対面型営業スタイルへの転換と販路開拓

滋賀県 合同会社ｄｉｇｏｏｎ 3160003001415 自社ＥＣサイトによるデザインコンサルティングサービスの事業化

滋賀県 株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＬＩＮＫ 1160001014453 オンライン障がい者支援事業及び非対面型提案ビジネス

滋賀県 株式会社ＨＩＳＡ 6160001021560 名古屋コーチンを使った料理のテイクアウト事業

滋賀県 サンレイ・フーズ － キッチンカーによるイベント販売の強化とデリバリーの実施。

滋賀県 株式会社クオーレ 4130001056306 新商品の開発と自社サイトの構築、新規顧客獲得

滋賀県 共弥寿し － 安全で美味しい料理提供により顧客数アップと食品ロスを減らす。
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滋賀県 近江野菜鉄板焼きわえん － ＥＣサイトを活用したオリジナル調味料・加工品のオンライン販売

京都府 株式会社おもれい 6130001047369 部活動指導員用の【検定・スクール・サロン】オンライン運営

京都府 有限会社はんなり都 3130002018090 旅館のごま豆腐の小売商品化とネットを通じた新規顧客獲得

京都府 株式会社柴田法衣店 2130001017549 全取引先へのカタログ送付による販売促進

京都府 株式会社ＷＡＬＬＲＩＤ 6130001064075 通販サイト非対面型販路とオリジナルヘアケア商品の開発

京都府 Ｇｏｒｉ’ｓＫｉｔｃｈｅｎ － 【自宅でＧｏｒｉ’ｓＫｉｔｃｈｅｎの出来立てピッツァを提供】

京都府 有限会社たき川旅館本館 6130002007413 接客・受付システム導入による非接触型ビジネスモデルへの取組み

京都府 都教材 － オンラインで学習できる学習コンテンツの導入

京都府 株式会社古河會 8130001051526 オンラインオークションとＥＣ販売による販路開拓

京都府 株式会社ＧＡＫＵＹＡ 3130001057494 自宅映像学習事業の構築

京都府 株式会社孤高去来相身互い月華凛々 9130001066655 非対面型ビジネスモデルへの転換事業

京都府 イマジンクリエイト － 【講座のオンライン化とオンライン通販事業】

京都府 立ち呑み食堂おいない － ＥＣサイトの構築による顧客獲得とソーシャルディスタンスの対応

京都府 株式会社メディカルステップ 1130001012583 抗菌マスクの開発及び既存販路拡大と新規ネット販売の拡充

京都府 今井清土地家屋調査士事務所 － 最新測量機器を活用した作業の省力化を通じた新規顧客獲得

京都府 楽奏－ｇａｓｓｏ　ｍｕｓｉｃ　ｓｔｕｄｉｏ－ － スタジオの配信環境整備と配信環境を活用した新規顧客獲得

京都府 株式会社ラズワール 2130001030964 プリント技術を活用した新商品をネットを通じて販売

京都府 ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥＰＲＯＳＨＯＰＭ．Ｃ．Ｈ． － ネットオークション出品システム構築によるオンライン売上の確保

京都府 よねだ整骨院 － 非対面型ビジネスモデル実現に向けたソフトウェア導入と情報発信

京都府 株式会社ＣＲＡＮＺ 7130001062219 非対面型ビジネスモデルへの転換・新しい販路開拓

京都府 Ｓｏｉｒｉｓ（ソアリス） － 非対面化で顧客に安心感を与える美容室モデル推進事業

京都府 ルブランペンション宇多野 － フランス料理惣菜開発販売、ネットショップ構築販売。

京都府 株式会社市文字屋與三郎 6130001028526 多様化する食業界をどんな時もアシストする為の非対面対策事業

京都府 やまさきの整体 － 高品質な整体コース新設とオンライン不調改善システムの構築事業

京都府 優司法書士法人 5160005008662 オンラインサービスをアピールした遺言、相続に特化したＨＰ制作

京都府 蕎麦屋にこら － テイクアウト事業充実による新たな販路拡大

京都府 いっかくじゅう株式会社 5130001056073 非対面型盛付技術のサポート体制とコロナ型接客の確立

京都府 合同会社西東エステート 7130003004375 『三密を避ける移動飲食店・キッチンカーによる販路開拓』

京都府 工房　藍の館 － 非対面型販売確立の為、自社ＨＰの充実と販売ページの構築

京都府 株式会社雅苑 3130001003944 京都の味を届けるためのホームページ制作とネット販売

京都府 北洞株式会社 2130001002798 銅繊維・紙糸を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

京都府 Ｊａｐａｎ　Ｆｌｏｒａｌ　ｐｌａｎｎｉｎｇ － 非接触型事業オンラインショップ立上げとセミナー導入

京都府 有限会社ワイズ 5130002015359 人気商品のネット販売での新規顧客獲得と近隣顧客の獲得

京都府 小西商店 － 外部ＥＣサイト及び自社サイトを活用した備長炭、木炭の販路拡大
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京都府 株式会社カセットミュージアム 2130001024124 美術館・観光音声ガイドコンテンツのダウンロード販売の構築

京都府 株式会社ケーズパレット 3130001026268 ソムリエに相談できるワイン通販サイトの構築事業

京都府 洋食イノツチ － テイクアウトとデリバリー、ネット販売を通じた新規顧客獲得

京都府 株式会社京都ツクル 2130001047273 新規販路、顧客開拓のためのホームページ製作とＥＣサイト構築

京都府 株式会社コペンコンフェクト 7130001017321 ネット通販のための菓子製造工場の設備改善による生産能力の強化

京都府 ワイン食堂ウミウサギ － 非対面型の通販販売と店舗と通販の知名度を向上させます

京都府 浅井建設株式会社 2130001012285 テレワーク環境の整備と事業の拡大と開拓に向けて

京都府 染の庵　結暉 － 新たなブランドの設立でネットを通じた新たな販路・楽しみの創造

京都府 株式会社アローズー 3130001019775 新しい生活様式を支援する開発商品による国内外向けＥＣ販売

京都府 都和麗 － オンラインセミナー事業と新規顧客獲得の為のホームページ、チラシ制作

京都府 中川博昭 － オンライン監視システムの構築と防草シートの設置

京都府 株式会社ビーエムジー 4130001011509 医療機器向け３Ｄプリンタ用フィラメントの開発と新規販路開拓

京都府 リラクゼーションサロンＢｏａｒａｔ － オンラインスクール開校！及びウイルス感染予防対策の店舗改装

京都府 点心厨房桃花 － 近隣の方に求められる本場の中華を極力非対面で提供

京都府 株式会社ルチル 1130001055715 既製品ジュエリーと染料付ランジェリーの新規ＥＣサイト構築

京都府 株式会社守破離 1130001066514 自社ブランドの販路開拓に向けたＥＣサイトの構築と新商品開発

京都府 Ｂｅ－ｔｒｅｅ － 『シニア相手の対面販売から、ミドル向けのネット販売への移行』

京都府 ゴボウキカク － 伝統工芸×アニメによる自社プロデュース事業の立ち上げ

京都府 石川つゞれ株式会社 3130001004315 ＢｔｏＢ　Ｅコマースによる非対面型業者間取引の構築

京都府 株式会社ＩＤＥＡ　Ｋｙｏｔｏ 9130001052333 ■非対面で施設見学・採用面接、作業ができる環境を整備する

京都府 株式会社清水　嵯峨グレースホテル 8130001000961 教育旅行（修学旅行）の打合せをリモート化へ

京都府 なないろ電気通信株式会社 5130001064984 照明器具販売の為のＥＣサイト制作

京都府 クリエクスト株式会社 4120001208898 リモートによるオーダーチップ製作及びネット販売事業

京都府 ローケツ染・職人体験　やまもと － ローケツ染め商品の開発，宣伝とＥＣサイトでの販路開拓

京都府 株式会社小野祥子商店 9130001047481 お家で買物するからこそ購入判断しやすい鞄を開発

京都府 Ｂａｒ　Ｒｏｃｋｉｎｇ　ｃｈａｉｒ － 良質なオリジナルプライベートボトルのインターネット販売事業

京都府 株式会社ケイ・ワタベ 9130001004688 体感型の自社展示場の無人化＆リモート案内で来店者を呼び戻す。

京都府 有限会社西進 2130002001238 異業種の見本市へ出展で新たな「非対面式」販路拡大

京都府 大衆酒場　お多家 － ネット通販と新店舗広報の為のＥＣサイト制作及び感染対策

京都府 有限会社トラビュー観光 7130002010069 オンラインツアーの非対面サービス提供による販路開拓

京都府 ｄｅｃｏｒａｒｅ － 手芸、針仕事を豊かに彩る素材を開発仕入れしネットでの販路開拓

京都府 株式会社オネスト 4130001052809 バックシャンプー台を導入しプレミアムサロンとしての顧客獲得

京都府 株式会社三京 1130001046607 刺繍機械導入によるコロナに打ち勝つ内製強化と制作工程の効率化

京都府 お粥や福住 － テイクアウト作業のための受付カウンター増設及び店内改修事業
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京都府 株式会社アドストーリー 2130001061654 テイクアウトや飲み歩きを対象とした利き酒スタンド事業

京都府 株式会社北山クリーンサービス 7130001059925 日本人宿泊客の集客リピーター客を増やす為販路開拓等の取り組み

京都府 株式会社仁秀 1130001007022 新商品開発とＥＣ活用による器卸業から器販売業への事業転換

京都府 株式会社京菓堂 5130001010360 ホームページリニューアルで新規取引先獲得と既存客の満足度ＵＰ

京都府 ＵＮ　ＪＯＵＲ － 旬の厳選フルーツを使用した冷たいスイーツパンと通販事業の開拓

京都府 株式会社ユリヤ 8130001011983 ＥＣの強化（自社サイトのリニーアル、モールへの新規出店）

京都府 飯田接骨院 － 徹底した感染症対策による安心快適な院内改革事業

京都府 株式会社ｂｌｏｏｍ 1130001058783 お客様の安心安全を叶える、非対面型バックシャンプー台の導入

京都府 株式会社ニカク工務店 8130001013121 イベントの非対面化とネットを通じた新規顧客獲得

京都府 シャイロウ － オンラインと店舗両立型の将棋を介した地域コミュニティスペース

京都府 フランス料理レジョン － 新商品の開発をベースに通信販売事業拡大を図る

京都府 靴屋楽ちん － 「サイズゲージ」システムによる非対面型ウェブ販売

京都府 きもの丸洗いいしはら － 着物の魅力、お手入れの大切さを全国に発信する事業

京都府 めん処こばやし － テイクアウト商品の販売と非接触型オーダーシステムの導入

京都府 株式会社すみれホーム 9130001048744 オンラインで夢のマイホーム購入がよりワクワクする世界を体感

京都府 ディーエスコスモ － デザイン専用大型複合機導入によるテレワーク・非対面化の実施

京都府 株式会社・野製氷 8130001045817 自社ＥＣサイトの構築による販路拡大と新規顧客の獲得

京都府 株式会社クロッシェ 6010401098610 高齢者層に向けた通販コールセンター開設による新規顧客開拓

京都府 富士ハウジング株式会社 3130001007193 屋外飲食、テイクアウト、ＷＥＢ予約を通じた新規顧客獲得へ

京都府 京都バルーン　フルール － 子育て応援！非対面で楽しむバルーンアート

京都府 みくり － ホームページ改修とＥＣサイト構築による新規顧客獲得

京都府 株式会社サロンドＬａＬｅ 4130001045309 こだわり商品の開発と、ネット販売での新規サロン、顧客の獲得

京都府 ぺたほめ医専アカデミー － 女優力でほめる勉強法を伝授。親子円満支援オンライン・動画販売

京都府 有限会社タイムズクラブ 8130002011124 小型焙煎機導入による小ロット生産とネットショップでの販売拡大

京都府 京料理ほうざん － 仕出部門強化及び高級料亭風、密を防ぐ空間維持店に軌道修正計画

京都府 カフェ・フロッシュ － 持帰り商品スペース拡充とネット通販による新規顧客獲得

京都府 ＤＡＮＪＩ － 新商品開発、量産の設備導入とネット構築による新規顧客獲得

京都府 ＣＵＣＩＮＡＩＴＡＬＩＡＮＡ　Ｎ＋１ － ＥＣサイトによる通販への参入とテイクアウト用カウンターの設置

京都府 三幸染織有限会社 2130002007177 本社スペースの改装による居酒屋からデリバリー専門事業への転換

京都府 かじや声楽教室 － オンラインレッスン新規顧客獲得のための防音環境整備事業

京都府 山上雅子ＩＢＡ － オンラインビジネスへホームページ改良、新規・常客の更なる獲得

京都府 中華ダイニングＮＡＯ － 非対面モデルの充実及び、安心空間でプレミア酒×中華

京都府 たけのこ旬一 － 筍を使った商品開発とネットを通じた新規顧客獲得及び生産性向上

京都府 Ｐｅａｃｅ　ｏｆ　Ｈａｉｒ － ネットショップ新規導入と脱毛のメニュー化による販路開拓
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京都府 あんびしゃす花 － テイクアウト販売の強化と、ネット販売による新規顧客獲得

京都府 有限会社豊和食産 2130002004307 京都スイーツの新商品開発とＥＣサイト構築によるネット販売

京都府 さい鍼灸整骨院 － ロボット活用による、受付の完全無人化と非接触対応

京都府 有限会社さくらいや青果 1130002002385 新たな目線作りで、新型コロナと戦う！デリバリー対策。

京都府 株式会社美好園 5130001019022 非対面ビジネス実現のための越境ＥＣサイトの構築及び衛生設備拡充

京都府 株式会社ゆば庄 1130001011981 「不得意な通信販売・贈答品を主とした商品開発及びマーケット強化」

京都府 株式会社夢屋 1130001007542 自家焙煎珈琲豆＆人気グルテンフリー焼菓子のＥＣ販売

京都府 有限会社青谷染工 7130002008294 生産体制の増強とインターネットを活用した顧客の創造

京都府 有限会社トリッキーパンダース 4122002012817 空きスペースを活用した簡易コンテナ店舗設営による販路開拓

京都府 株式会社ＴＡＭＩＳＡ 3130001057338 オンラインにて経験豊富な講師のヨガ指導とカフェ本来の味を提供

京都府 つじもと個別 － 塾内感染者拡大防止と新サービスの展開

京都府 パッショーネ梅田竹生 － シルバーアクセサリーのネット販売による販路開拓と生産性の向上

京都府 有限会社月光堂 3130002005213 音楽教室及び月光堂サロン運営のオンライン化

京都府 有限会社ビジョンワード 7130002027930 オンライン予約導入と非接触型ネット販売の推進

京都府 白川 － オンライン料理教室で、日本料理を世界に発信

京都府 株式会社百識総合 1130001057983 既成概念からの脱却　新しい顧客獲得手法の確立

京都府 まったんケアサロンＭｉｎｅｔｔｅ － ＥＣサイト構築と非対面型スクールへの事業転換

京都府 ＢＡＲＬａｇＷａｇｏｎ － キッチンカーでの販路拡大と自社のブランディング

京都府 有限会社嵐山のむら 3130002023363 非対面型の販売チャネルの構築と商品開発

京都府 船戸湯 － 入場料金支払・集計の非対面化での感染症対策・経営効率化

京都府 株式会社クロスウィッシュ 130001047101 テレワーク環境整備と販路開拓を目的としたＳＤＧｓメディア事業

京都府 パワーデザイン有限会社 1130002009182 図案・日本画・オリジナルグッズのＥＣサイト構築

京都府 ＬｉＶＥ　Ｂｕｚｚ　ＫＹＯＴＯ － ＬｉＶＥ　ｎｅｔ　Ｂｕｚｚ　ＫＹＯＴＯ（ライブ動画配信名）

京都府 株式会社Ｍｔ．Ｎｅｘｔ 8130001050676 宅配・テイクアウト体制確立による非対面型ビジネスモデル構築

京都府 クラウン工業株式会社 4130001014321 Ｗｅｂ連携を伴うカタログを活用した顧客への非対面営業推進事業

京都府 指物師　川本　光春 － ＷＥＢサイトの構築による京指物の新たな販路開拓

京都府 旭ネクタイ工業株式会社 1130001004267 ダイレクトジャガード導入による紋制作・製織の内製化

京都府 大原リバーサイドカフェ来隣 － 無添加ドレッシング増産体制整備と卸売・ネット販売での売上拡大

京都府 カフェコレクション － 日本一のエスプレッソとチーズケーキ作戦

京都府 艮作 － 持ち帰り弁当と、新商品開発。ネットを通じた新規顧客開拓

京都府 ｃａｆｅＢＬＥＵ － くつろぎ開放のカフェ空間、非対面ビジネスの拡充

京都府 Ａｔｅｌｉｅｒはなはる － インターネット販売を通して世界で一つだけのお花を安全に届ける

京都府 ＢＩＳＴＥＣＣＡ　ＮＡＯＫＩ － 高いクオリティの料理の通販サービスを始めることで新規売上獲得

京都府 ヨシ鍼灸接骨院 － ネット予約システム導入、３密を避けた運営体制の確立
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京都府 Ｃａｆｅ＆Ｋｉｔｃｈｅｎ松吉 － 松吉の京サラダチキンを自社サイトで販売する販路拡大事業

京都府 サン・フレーム株式会社 9130001010704 ぼくの手（コロナウイルス感染症予防の為の補助具）の開発と販売

京都府 株式会社カネ七畠山製茶 8130001015398 ＹｏｕＴｕｂｅ配信事業による非対面販売の導入

京都府 ＣＡＦＥ　ＯＴＯＷＡ － オリジナル菓子の型枠を３Ｄプリンターで製作・非対面販路の拡大

京都府 サイクルグランボア株式会社 7130001053309 セミオーダー自転車のカート式購入サイトの構築

京都府 京西陣菓匠宗禅有限会社 3130002002284 対面販売からの脱却。新ブランド開発による通信販売への挑戦。

京都府 株式会社京都和紙工芸社 7130001002372 ＨＰ開設・ＥＣサイト構築及び無償カタログ配布による販路開拓

京都府 株式会社カナルトレス 1130001034702 テイクアウトの強化とおつまみアウトソーシング事業での販路開拓

京都府 有限会社エンブ・キョウト 2130002034163 自宅で刺繍デザインが出来ることにより、テレワークが可能

京都府 株式会社バンガード 5130001044078 婚礼・家族イベントなどの各種ライブ中継、相互通信

京都府 カーショップジェレズ － カーエアコン取替修理機器を導入し自社で修理対応し新規顧客獲得

京都府 麺屋ソミーズ － テイクアウト商品と新商品開発による非対面販売強化事業

京都府 江戸前握り華寿司 － 持ち帰り商品の販売促進と安心の店内環境の構築

京都府 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　ＥＧＯＮ 3130001050912 オンライン接客による時間短縮と接客環境の改善による売上向上

京都府 株式会社ＨＯＲＩ建築 6130001041487 テレワーク導入とチラシ配布で新規顧客の獲得

京都府 株式会社スタイル 2130001041763 医療・防災関連用品増産体制構築のための設備導入

京都府 ＢＢ－ＰＨＯＴＯ － 新しい生活様式に適した撮影、編集事業

京都府 パペット工房Ｇｏｋｋｏ － インターネットを使った《パペット作りキット》の販売拡大

京都府 エースプラン － ＩＴ活用による工場作業の在宅リモート型業ＩＳＯへの転換

京都府 天橋立旬の味雪舟庵 － 新型コロナウイルスの影響を乗り越えるテイクアウト事業の確立

京都府 酒菜　禅 － 自家製のお土産物等の新規販売及び昼営業開始による売上拡大事業

京都府 有限会社上野観光物産 4130002032058 真空包装機導入による海産物加工品の宅配による販路拡大事業

京都府 長十水産 － 小売販売拡大のための製造体制強化と販路拡大事業

京都府 鶴屋 － 観光客向け駐車場の無人自動化と土産物店改修による売上拡大事業

京都府 サルバトーレ － 京都府南丹・中丹エリアの山間部への出張自動車整備サービス

京都府 株式会社輪奈織 4130001031151 リアルウェブ５０／５０計画

京都府 Ｃｏｆｆｅｅｓｔａｎｄ　Ｂｌａｃｋｉｅ － 開放的なテラス設置と非対面のデリバリー配達

京都府 ぜんじろうミルク － 高齢者の健康を見守る買い物代行宅配サービス

京都府 泉工業株式会社 2130001038289 溶剤再生装置を導入した環境に配慮した新商品開発と新規顧客獲得

京都府 株式会社ジョリーゼ 7130001066442 ＳＮＳ動画配信で飼い主さん安心＋商材のネット販売強化

京都府 有限会社森羅 3130002024493 店舗来店客のネット顧客への転換とＥＣ販売の強化

京都府 株式会社土井活鰻 9130001026915 ＨＰ上での店内メニューの動画公開とＥＣサイト制作への取り組み

京都府 楽寿 － 悉皆屋が取組む京友禅インテリアの開発及びＥＣサイトの再構築

京都府 ビーウェブコミュニケーションズ － コーディング事業の非対面型営業システムの構築事業
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京都府 株式会社西浦商店 2120901007765 自社ＨＰを製作し、非対面型ビジネスモデルへの転換と販路開拓

京都府 マザーシップスタジオ － 「オンラインサービス」の拡充と「スタジオライブ配信」の開始

京都府 株式会社ｋｙｏｍｉｏｒｉ 2130001054336 オンラインショップの拡充とネットを利用した業務体制の構築

京都府 株式会社廣部商事 6130001005351 小売店顧客のＤＢ化とＨＰの有効活用による非対面需要の創造

京都府 中井商店 － ＨＰ・顧客ＤＢを活用した和装商品の美容院ルートの開拓

京都府 株式会社田辺宗 2130001006790 高齢者向け、インターネット以外での非対面型販売事業

京都府 株式会社アズスタイル 8130001059783 トータルデリバリーサービス

京都府 京洋食まつもと － カレー、冷凍ハンバーグの商品開発とＥＣサイトによるＰＲ・販売

京都府 たかはし鍼灸接骨院 － アスリートを応援するオンラインサロン開設とＰＲ事業

京都府 株式会社山中油店 7130001024524 ネット販売強化に向けたホームページ・ＤＭ改善と設備導入

京都府 イエストア株式会社 3130001064029 ホームページ、ポータルサイトの物件の可視化、来店への誘導

京都府 株式会社ＴｏｏｔｈＴｏｏｔｈ 3130001063220 非対面型の新商材開発と非対面型の顧客開拓手法の確立

京都府 株式会社ボンボン堂 3130001043643 店舗移転改装新規オープンでコスト削減とＥＣサイト販売で収益改善

京都府 染め屋　べっぴんしゃん － 高品質ヘアカラーのオンライン展開及び濃厚接触時間の削減事業

京都府 龍仁 － 非対面環境の構築

京都府 株式会社ミロクリース 2130001029362 紬－ＴＳＵＭＵＧＩ－葱豚しゃぶセット　鶏水炊きセット通販

京都府 Ｊｏｌｉｅ － オンライン上での住空間改善の提案と新商品開発と新規顧客開拓

京都府 株式会社タザワ電気 6130001028765 ・遠隔操作・クラウドサーバを活用したテレワーク整備

京都府 肉酒家３６１０ － ディナー営業オンリーからテイクアウト、ランチ営業付加事業

京都府 株式会社ＲＣ 7160001021007 リモートサッカー教室の運営・管理のＨＰ開設による販路開拓

京都府 鳳舞楼 － インターネット通販による新しい販路拡大

京都府 有限会社藤田染苑 8130002001430 コロナ禍における新たな広報活動とネットショップによる販路拡大

京都府 ブリッジステイ合同会社 5130003005763 安心安全な非接触型チェックイン及び利用者確認システムの導入

京都府 五感食楽 － 京都の食材宅配付オンラインレッスンと惣菜のネット販売事業

京都府 株式会社南部工務店 1130001037663 修繕工事の新しい販路開拓と、非対面型アフターサポート導入

京都府 ギアリズム － 『新システム導入に伴う感染症対策及びテレワーク環境の構築』

京都府 但馬亭 － インターネット通販による厳選された最高級和牛の販売

京都府 Ｆａｃｅ　ｃａｆｅ　ａｎｄ　ｃｌｏｔｈｅｓ － バナナジュースのブランディングとアパレルの通販による販路拡大

京都府 薬膳・漢方茶カフェｃｈａ－ｃａｆｅ－ｗａ － 【テイクアウトメニューの開発による非対面型ビジネスモデルの取組み】

京都府 株式会社やまだ研修企画 8130001054520 「オンライン『徳』別支援学校プロジェクト」のオンライン販促

京都府 株式会社立神 3130001061769 オリジナル食品販売に伴うＨＰ・ＷＥＢ決済・店舗改装の実施

京都府 京の惣菜あだち － おうち時間で味わう京都のおばんざいをネットで販売

京都府 合同会社京都澤食 7130003005456 館内インスタスポット作りによる女性観光客取込み事業

京都府 柴田洋裁学院有限会社 8130002023862 オンライン洋裁教室サービスの本格化に向けた支援サイトの構築
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京都府 金子正字堂 － 非対面型ＷＥＢ通信サービスの導入

京都府 株式会社津田建設工業 5130001042528 オンラインで営業力を強化し新しいビジネススタイルの確立

京都府 冨田ウェブクリエイション － ＥＣサイト構築システム開発と同システムによるＷＥＢ素材販売

京都府 株式会社宗和 8130001060857 ＥＣ機能付きテイクアウト、デリバリー強化サイトの立ち上げ

京都府 日暮手傳舎 － 「自社ブランドの確立による新規顧客の開拓」

京都府 工芸こはく株式会社 1130001019595 テレワーク環境の整備と新ビジネススタイルの構築

京都府 エルマー・ヴァインマイヤー － メンタルヘルス対策ＷＥＢコンサルティング提供で新規利用者獲得

京都府 株式会社ＧＥＮＫＩ 4130001049169 【オンラインによる発毛・美容・交通事故相談】

京都府 フシミ書房 － カードゲームの非接触型ビジネスへの転換

京都府 月蓮 － ＩＴを利用した非対面型での通信制書道教室の導入

京都府 花しま（屋号） － インターネットを通じた自宅内で楽しめる京料理の開発と販売

京都府 有限会社宗悦 9130002002535 西陣帯とウィズコロナ

京都府 株式会社京津モータース 5130001028279 「中古車・自動車関連商品のオンラインショップ」の開設

京都府 有限会社ピュアモード 9130002018465 ＥＣサイト構築による美容商品の販売体制の確立

京都府 Ｌｏｕｐ　ｙ　ｅｓ　ｔｕ？ － 小規模実店舗の開業と創作フレンチテイクアウトの取組

京都府 アップルフードキタテン － 軽食のテイクアウト（新商品の開発含む）と新規顧客獲得

京都府 向井畳店 － ＢｔｏＣ販路強化の為のコロナ対応ショールーム及び製造体制構築

京都府 株式会社一文字 9130001032101 インターネット販売に依る食品製造量の拡大

京都府 料理屋まえかわ － 本格日本料理テイクアウト食品の試作開発と展開

京都府 株式会社エムズレント 7130001054463 ＥＣサイト構築により、おばんざい食品の通販事業部門立ち上げ

京都府 アイキュービック株式会社 5130001048459 自社ＥＣサイトの構築と認知度向上による新規顧客獲得

京都府 Ｂｏｎｈｅｕｒ（ボヌール） － 「非対面環境と除菌・抗菌環境の構築による経営安定化事業」

京都府 株式会社クリエイティブトゥモロー 1130001029017 生活情報サイトの立ち上げ

京都府 コトコト・きっちん － 子供向けオンライン料理教室システムサイトの構築

京都府 Ｌｉｎｏ － １つのお店で複合型収益をあげられるオンラインレストランの開業

京都府 株式会社なないろ 1130001054337 「オンライン講座マッチングプラットフォーム」事業

京都府 株式会社ミレ・フードサービス 3130001052710 お客様の安全のために　焼肉デリバリーサービスの開始

京都府 アンドレイ － 営業時間早期化と、テイクアウトカクテル商品の開発と展開

京都府 京都二条弁天株式会社 8130001059825 新型コロナ感染防止対策工事、およびその対策に基づいた集客ＰＲ

京都府 株式会社かなだや 9130001012502 地域に愛される、高齢者にとっての一番店へ！

京都府 株式会社リトルコンシェル 6120001192694 非対面型ビジネスを視野に入れた未来型映像パンフレットの製作

京都府 株式会社碧翆園 6130001038566 ネットショッピングを利用した抹茶及び加工品の販路拡大

京都府 ｓｏｕｎｄ － ＣＴＩシステムを利用した生産性の高い一般家庭向け出前販売事業

京都府 株式会社サン・グリーン 7130001014541 職員・利用者を感染から守る再スタートプロジェクト
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京都府 株式会社三源庵 7130001028095 ＷＥＢショップの新規開設による非対面の販路開拓

京都府 株式会社カナザワコーポレーション 3130001010271 販路開拓のための新商品開発とオンライン販売の開始

京都府 平井旗株式会社 8130001018566 アフターコロナ・ウィズコロナに向けた新たな事業領域に挑戦

京都府 有限会社都南自動車鈑金 6130002011233 「自動車整備事業のウィズコロナ」

京都府 株式会社中村 3130002009107 不動産事業部立ち上げとオンライン不動産情報提供サービス

京都府 株式会社大興電気 6130001014914 情報集約型のアプリケーションによる非対面型ビジネスの推進

京都府 株式会社放光堂 6130001022487 ｗｅｂショップ構築による非対面サービス構築と新商品開発

京都府 株式会社ＳＧＲ 4130001066379 販路開拓のための非対面提案システムの導入

京都府 Ｐｏｌａｒｉｓ － サイクリスト向け製品の開発とのＥＣサイト制作

京都府 株式会社トラストニック 1130001053322 不足する外注保管から自社保管化による販路拡大顧客獲得事業

京都府 Ｌｉｎｎｏｖａｔｅ － 非対面型の組織開発コンサルティングの新サービス開発・提供事業

京都府 株式会社光技術サービス 7130001051031 高精度インフラ用金型の社内生産を可能にする、製造装置改良

京都府 ＱＩ９ＳＴＹＬＥ － 自社縫製工場製造による「自社ブランドシャツ」のネット販売事業

京都府 とんかつ一番 － ＥＣサイトによる昔ながらの洋食メニューのテイクアウト事業

京都府 株式会社ｔｏｍｏｓｕ 8130001064916 『ＳＮＳ投稿データ解析システムによる新規顧客開拓』

京都府 株式会社ＬＯＧＵＥ 7130001061699 ＳＮＳによる販促経路構築とＹｏｕＴｕｂｅでの新たな収益の獲得

京都府 和牛焼肉きむら － ＥＣサイト環境の構築と、ＨＰでの動画によるメニュー紹介

京都府 株式会社和楽 1130001009794 ＥＣを開設して、楽焼食器の対面販売依存からの脱却

京都府 お好み焼きなるせ － 宅配業務の取り組みと、ソーシャルディスタンス確保の為の改装

京都府 ｚｕｓｈｉｃｕｒｒｙ＆ぱん屋ＬｅｕＣｏｃｏＲｙｎｅ － 通販や配達などの販路開拓と感染予防対策による集客ＵＰ

京都府 株式会社ＯｐＥＬ． 2130001064624 ものづくりのオンライン講座と教材の販売及び交流サイト構築

京都府 ＡＣ　Ｂｉｏｄｅ株式会社 1130003003944 モビリティ、蓄電向け世界初交流電池と特殊回路の開発実証、製造販売

京都府 株式会社サワダ寝具工業 3130001038412 創業１００周年　高収益事業への変革

京都府 株式会社晃翠 1130001040287 工房での直接販売、移動販売車の活用、ネット販売の拡大

京都府 株式会社ＧＧ 2130001048296 ファッション感覚でアートを。アートギャラリーのＥＣサイト始動

大阪府 株式会社クリオ 7120001181721 ファッション誌出版を利用したキャスティング事業の拡大策

大阪府 有限会社ウイング 5120002010699 新規顧客・新商品開拓

大阪府 有限会社すし処新竹 6120002054258 三密回避！宅配販売とテイクアウト販売へのモデルチェンジ

大阪府 株式会社ｅｎコーポレーション 1120001168690 黒毛和牛のこだわり弁当やローストビーフなどのネット販売

大阪府 株式会社ミルビット 9120001191520 ＩＴを活用した非対面モデルの開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 アート盛上げ印刷株式会社 6120001118708 問い合わせ業務の在宅対応、自社サイトのレスポンシブル対応

大阪府 はり灸整体治療院すずらん － オンラインケア・筋トレ器具導入とＷＥＢ広告による販路拡大

大阪府 ラディアンヌ株式会社 8120001184442 国内倉庫における生産能力向上に向けた設備投資

大阪府 ＨＩＴランド － ウェブを通じて参列するオンラインウエディングサポート事業
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大阪府 株式会社アルプス 4120001006897 「オーダーピアノカバー専門サイトの開発で新規顧客獲得」

大阪府 株式会社グラワーズ 7120001146625 美容室の広告ツール制作サイト「サロンプロモ」の非対面全国展開

大阪府 センコーフーズ株式会社 9120001066037 本格おでん・和食等の持ち帰り需要や通販への対応事業

大阪府 株式会社ＴＡＳＣ 8120001171886 店舗・オフィス・住宅内装に付帯する備品や物品の通信販売事業

大阪府
健康増進事業フィットネスサポートシステ
ムズ

－ ネットを活用したオンラインレッスンＥＣ構築と広告ＰＲ強化

大阪府
石津カイロプラクティック治療院石津整骨
院

－ コロナ対策の衛生設備強化及び予約システムの構築と周知

大阪府 北村鍼灸整骨院 － 非接触の環境×機械で、心身ともに日常から開放へ導く。

大阪府 リネスト － 貨物運送事業許認可の申請代理業における非対面での新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＨＡＹＡＳＨＩＤＡ－ＣＳ総研 5120001163069 オンラインを活用したハイブリット型研修による収益拡大

大阪府 株式会社エルム関西 9120001217589 森下仁丹製フコイダンの販路開拓とＥＣサイトリニューアル

大阪府 株式会社ＨＩＶＥ 9120001197451 「施設の感染予防×新ターゲット取込」による稼働率回復事業

大阪府 エステサロンベレン － 「オンラインセミナー×専用ＨＰ」で新規事業取込み強化事業

大阪府 火鍋成都 － ランチ営業・ネットでの非対面営業での新規顧客獲得と衛生対策

大阪府 株式会社ＵＩＷ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2122001030103 「通訳付きオンライン学習システム」で特定技能外国人サポート

大阪府 Ｋｕｓａｋａ　Ｃｕｒｒｙ － レトルトカレーと自社食器のネット販売・配達による新規客獲得

大阪府 株式会社マイウッド 7120001198138 【事業名】通販用の商品を開発し、ご家庭用への通信販売

大阪府 お食事処まるつ － チラシ・ＨＰ作成等によるデリバリーとお持ち帰りの新規販路開拓

大阪府 左川　知佐子 － オンライン授業と少人数クラス開催の拠点としての新スタジオ開設

大阪府 ワンネスデザイン － ぱらぱら製作所

大阪府 司法書士事務所ともえみ －
生前対策・家族信託コンサルティングのオンラインセミナーによる新規顧客獲
得

大阪府 クウネルキッチン － 真空パック包装機を導入して、テイクアウト事業を始める。

大阪府 ＭＤＭ合同会社 120003017274 インターネットライブ配信の出張サービス

大阪府 株式会社ＦＣパートナーズ 2120001129865 「管理システムの仕様変更によるテレワーク対応と業務効率化推進」

大阪府 Ｋｉｍｃｏｍ９ － ネット販売による新規顧客獲得

大阪府 株式会社ネジコ 5122001022700 非対面で安全なサービス提供のためのインフラ整備

大阪府 株式会社関西芸術座 8120001003189 テレビ・ラジオ等／オーディション通過向上・動画配信プロジェクト

大阪府 山口鍼灸整骨院 － オンラインカウンセリングと非接触治療事業の構築

大阪府 有限会社フジメディカル出版 7120002032551 非対面型ビジネスモデルへの転換およびテレワーク環境の整備

大阪府 マザーリングスマイル合同会社 7120003006678 つばさ型ソーシャルディスタンスの試作開発及び販路開拓

大阪府 株式会社オンリーマインド 2010001144611 Ｗｅｂサービスの動画制作＆ネット広告での新規獲得アップ

大阪府 株式会社バルザッコ・ジャパン 4120101058368 プーリア州エキストラバージンオリーブオイルのネット販売

大阪府 株式会社やまＧＥＮ 4120001119088 ＦＩＶＥ－Ｇ　ｎｅｗ　ｅｒａ　ｂｉｏｇｒａｐｈｙ

大阪府 株式会社みなも 5120001100724 健康的な本格和食を楽しめる宅配弁当のホームページ作成

大阪府 北新地馬虎亜（キタシンチバトラー） － ネット販売、宅配導入、ＩＴ導入した新たな営業スタイルへの転換。
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大阪府 株式会社Ｈｒｓ 7120001213862 感染防止とリスク情報の提供とコラボしての販路開拓

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｍｕｒａｋａｍｉ － リモートで安心、強くて省エネな住宅で安心、不安払拭で販路開拓

大阪府 株式会社美美 8120001218522 イベントで販売した商品をネット販売しリピーターと新規顧客獲得

大阪府 株式会社一向社 1120001034273 新規顧客獲得のために必要なウェブサイト改修とＰＲ広報事業

大阪府 株式会社芳薫堂 1120001047275 ＷＥＢの活用による自社の強みを生かした商品の法人向け販路開拓

大阪府 株式会社セオリー 9120001215155 エステサロン業界の非対面型ビジネスモデルの構築

大阪府 株式会社美や古 5120001193215 自転車配達プロジェクト

大阪府 喫茶果林 － ｗｉｔｈコロナに向けての喫茶店のテイクアウト主体とした生残り戦略

大阪府 フォルモサ株式会社 2120001209361 「オンラインで売上向上とコロナ対策で快適と安心を提供」

大阪府 ２６１２ＣＡＦＥ － 非対面型ＥＣサイトでの“お客様が笑顔になる焼菓子”販売事業

大阪府 ＭａｄＣａｔＨｏｓｔｅｌＯｓａｋａ＆Ｂａｒ － 新生活様式に適したフード販売と自社ＨＰでの新規顧客獲得

大阪府 ＳＰＥＥＤＫＩＮＧ － 無観客ライブの配信事業

大阪府 けむり屋 － オリジナルソースを開発、ＥＣサイトによる販路開拓

大阪府 株式会社山善 6122002015058 安全かつ安価な、レンタルデスク、レンタル会議室で新規顧客獲得

大阪府 健康塾ＳＢバランス整体院 － 施術と自宅ケアをシームレスに繋ぐＷｅｂシステムでの販路開拓

大阪府 お好み焼　鉄板焼　エソラ － Ｗｅｂ販売で「エソラの味」を全国にお届けし、売上アップ！

大阪府 株式会社ｅｄｉｔｉｏｎ 4011501017197 ①双方向ライブ配信　②営業資料やバナー・ＬＰ・チラシ動画化サービス

大阪府 葉菜茶 － 庭テラスｏｓｏｔｏ弁当販売、キャッシュレスによる新規顧客獲得

大阪府 ミニッツデリ － テイクアウト出前専門店としての価値創造

大阪府 小出商事株式会社 1120001023284 新たな販路開拓に向けたガーゼ手拭い新商品の開発

大阪府 有限会社岡ゴム印店 7120002039258 オーダーメイドのゴム印、プレートの対話型ネット販売

大阪府 稲穂ベトナム料理店 － 人気メニューの商品化とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社狼たちへの伝言 3120001196203 非対面型留学合同説明会と非対面型留学個別相談での販路開拓

大阪府 北京飯店 － 持ち帰り客向けのファミリーパックの開発

大阪府 株式会社ストレッチスタジオ 2120001116120 東洋医学メソッド「アンシーのオンラインヨガスクール」

大阪府 ＫＩＴＣＨＥＮまるしん － 冷凍グラタンと冷凍ハンバーグのネット販売

大阪府 ハイドラモーション・ジャパン株式会社 5120001226528 新規販路開拓のため設備投資をし、非対面型ビジネスを目指す

大阪府 一心株式会社 7120001193675 自律神経と整えるセルフケアＬＩＮＥ講座、オンラインカウンセリング

大阪府 谷町屋 － 非対面ビジネスモデルの確立

大阪府 相互白衣株式会社 2120001032994 Ｈ．ＰリニューアルとＥＣサイト構築による全国への販路拡大の為の事業

大阪府 炭割烹　誉 － テイクアウト専用注文サイト開設による販路開拓

大阪府 ラン・ミュージック・スタジオ － ライブ配信とオンラインレッスンの非対面型ビジネスの導入

大阪府 合同会社・の猿 3120003016342 大阪岬町淡輪漁港直送　熟成魚のＥＣサイト販売による販路開拓事業

大阪府 れだん － テイクアウト対応強化と通販事業開拓
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大阪府 ＰｒｅＣｌｏ － フードメニューを拡充してデリバリーとテイクアウトに注力

大阪府 国際ビジネス － 対面式講座からオンライン講座への全面的な転換

大阪府 ながい針灸整骨院 － オンライン施術システムによる三密解消による売上改善・安定事業

大阪府 Ｃａｒｅｅｒ　Ｖａｌｕｅ研究所 － 人生１００年時代・キャリアアップオンラインセミナーの開催

大阪府 株式会社城 4120101057799 テイクアウト開始に伴う改装とＷＥＢ集客、顧客誘導・会計処理

大阪府 尾田企業株式会社 8120001062012 テイクアウト天丼の迅速な調理と迅速な商品のお渡しを目指す事業

大阪府 株式会社ｍａｒｕｔｏｍｏ　ｐｌｕｓ 4120001203503 飲食ＥＣ、テイクアウト、デリバリーの構築、美容室の新規顧客開拓

大阪府 ヘアーサロン　オンリーⅡ － 女性客獲得のため　エクステ　インターネットでの美容物品の販売促進

大阪府 鉄板カフェ　ひとと － 飲食店サポート事業の確立、及び自社開発商品のＷｅｂ販売

大阪府 アクサングラーブ・ル・ソレイユ － ウェブ注文受付と新商品開発によるお取り寄せ商品販売の強化

大阪府 ハワイアン食堂ＨＡＬＥ － 店舗改装、席数増加で密を防ぎ、ゆったりハワイアン食堂

大阪府 蒲生のお花屋さんとも － オンライン在宅せり対応設備の導入と感染予防店舗づくり

大阪府 日本空手道大和会館 － リモート格闘技スタジオ

大阪府 大阪造園土木株式会社 1120001072546 プレゼンテーションで使用する造園ＣＡＤソフトの新規導入

大阪府 アラファリーヌ － オンラインレッスン導入による販売強化のための事業

大阪府 サロン・ド・クリア － セルフホワイトニング＆セルフエステで新規獲得と安心度アップ

大阪府 ＳＵＴＡＤＩＯ　ＡＶＡ － オンライン動画による少人数プライベートフィットネスレッスン

大阪府 堀裕和 － 新商品による販路拡大とＥＣサイト認知のための印刷物の配布

大阪府 ＳＳアドバンス株式会社 7120001222434 健康相談サロンカーとオンラインによるサービス提供で新規契約増

大阪府 ＬＵＰＩＮ － テイクアウト・デリバリー新商品の開発とＥＣサイトでの販売

大阪府 生ハム＆イタリアンＶＩＮＯ － テイクアウト・デリバリーの新商品開発・販路拡大

大阪府 株式会社エモルヴ 5120001165627 動画とチャットを利用したオンラインプレゼンサイトの構築

大阪府 株式会社メディコビーイング 5120001154646 電話連動型クラウドシステムによるテレワーク実現と新規顧客獲得

大阪府 松原　寛 － 脱インバウンド！徹底したコロナ対策による国内新規顧客の獲得

大阪府 株式会社スタッフワーク 6120001007794 「ＰＲ動画を用いた非接触型営業手法の構築」と新商品の開発

大阪府 合同会社ＦＯＲＴＨ１ 7120003016347
ランチタイムを活用した営業。お弁当のデリバリーのおよびテイクアウトサー
ビス。

大阪府 株式会社Ｏｃｏｎａ 5120001169280 テイクアウト販売の窓口を新設することによる新規顧客の獲得。

大阪府 株式会社尼伊 6120001112041 ジュエリードクターが楽しみ方を直伝！宝石リフォーム宣伝事業

大阪府 リエール － 非対面型受注システム構築による販路拡大と売上増加

大阪府
株式会社カービューティファクトリー・ブロ
ス

5120001114294 光触媒溶液のＥＣ販売の開始と販売促進事業

大阪府 江幡　遥祐 － 演奏活動・レッスンのオンライン化及び、貸室業の非対面化

大阪府 株式会社モンゴルセイ 2120001200312 モンゴル家庭料理ホーショールのネット通販とテイクアウト販売

大阪府 合同会社つづみ 1120003009389 テイクアウト・デリバリー商品の開発と新たな販路の開拓

大阪府 ゲストハウスのんき － 家具のＷＥＢ販売を優先し、非対面のビジネスモデルを確立する。
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大阪府 株式会社スタンドケイ 7160001017921 生鮮食品（農・畜・水産物）のＥＣサイト販売の構築と運営

大阪府 株式会社ＲＡＲ 6120001214135 ブランド牛をご家庭で！秘伝のタレと共に自動販売機で提供

大阪府 株式会社ＡＬＩＶＥ 9120001186000 船場卸売発信！国内生産スマホカバー等非対面販売で新規顧客獲得

大阪府 ご馳走じきはら － ランチ弁当とお祝・法事弁当テイクアウト強化事業

大阪府 有限会社ＧＲＡＮＤＥ＆ＣＯ 4120002065356 オンライン接客ができるネット販売サイトの構築

大阪府 株式会社ａｉｌｅ 2120001204899 安定的売上確保のためサブスクリプションの仕組みを導入

大阪府 有限会社壮克 6120002054919 オンラインゴルフレッスン開始による新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社ｒｉｃａｒｉｃａ 4120101050845 Ｇｒｏｏｖｙ　Ｉｃｅ　Ｃｒｅａｍ　ＧＵＦＯ、ｒｉｃａｒｉｃａ

大阪府 株式会社テックメイト 1120001010480 環境と意識の変革から新たな商品の生産体制を整え受注拡大を図る

大阪府 Ｓａｋｕｒａｉ － 本格レストランカレーのネットを通じた新規販売ルートの構築

大阪府 株式会社誠和設計事務所 6120001044607 テレワーク導入による、労働者環境の安全・安心と雇用の確保

大阪府 有限会社太陽社 4120002005782 弁当販売の告知、ＨＰからの受注を図り新規顧客獲得事業

大阪府 杉村実加 － 吸収体一体型生理用ショーツのネット販売の構築と拡大

大阪府 株式会社トクダ製作所 3120001215929 誰でもどこでも楽しめる観劇・音楽生配信の宣伝事業

大阪府 株式会社ラウンドクオリティ 1120001206145 ゴルフ場キャッシュフロー改善のための支援システム開発

大阪府 ｙｏｒｉｄｏｎｏ － ＷＥＢサイトのリモート受注型リニューアルと東京での展示会出展

大阪府 ＢＡＲＨＥＡＶＥＮＳＫＩＴＣＨＥＮ － 有料ライブ配信の販路開拓とＥＣサイトの開設

大阪府 じゃりんこ － 新しい形での新鮮で安全な食と笑顔を提供する非対面型の販路開拓

大阪府 ＡＲＳ昭和町整骨鍼灸院 － ＷＥＢ問診とＷＥＢ販売開始で、美容効果倍増・売上倍増！

大阪府 株式会社ｓｅｔ－ｅｎ 4120001173300 オンラインシステムの導入による非対面型サービスの拡大

大阪府 中華そばいぶき － 商品を非対面で効率よく提供及び自家製麺のテイクアウト事業の開始

大阪府 やまのや市場 － 新商品開発によるテイクアウト等の販売強化と店内の環境整備事業

大阪府 二代目かっちゃん － お客様と従業員を守り、安心満足して頂けるお弁当事業

大阪府 株式会社清水本堂 3120001169191 感染リスクを防ぐ学習環境の整備

大阪府 シェアＦＯＯＤＴＲＵＣＫ　ｏｕｔｄｏｏｒｋｉｔｃｈｅｎ － 「宅配キッチンカー」デリバリーでも安全に楽しめる食

大阪府 高田釦貿易株式会社 8120001083875 テレワーク環境整備によるＥＣサイト販売促進強化

大阪府 お好み焼き　ちとせ － デリバリー事業者を活用したテイクアウトで売上回復！

大阪府 上智製薬株式会社 8120001120678 ご当地コスメのパッケージデザインのリニューアルおよび内製化

大阪府 ルリアンプランニング株式会社 8120001203053 オンライン開催の結婚式＆接客・国内リゾート婚導入で販路開拓

大阪府 いたや木材有限会社 6120002009047 ネットを通じた「動線リノベーションの住宅提案」の新規顧客開拓

大阪府 ＡｔｅｌｉｅｒＭ／Ａアトリエエムエイ － 新商品の開発とＥＣサイトでの販売力の強化

大阪府 焼酎ぎゃらりぃさわ － 現役居酒屋ママが徹底指導！おいしい介護食オンラインスクール

大阪府 スパイス株式会社 5120001128261 不動産広告作成事業のオンライン受注による販路開拓

大阪府 スリック株式会社 6120002293032 国内対面販売から海外非対面販売への展開によるコロナ克服事業
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大阪府 有限会社キュー・システム 2120002030163 テイクアウト事業のＨＰ制作と無農薬野菜宅配のＥＣサイト制作

大阪府 有限会社マリーフィールズ 2120002041714 海外で食べた味を自宅でも！美味しいマフィンのお届けサイト

大阪府 株式会社アッシュ 8120001116197 ウエディングＥＣサイト「ＧＡＭＯＳ」の機能増強による販路開拓

大阪府 株式会社ジョージーズ 2120001206037 イブ美豚のお取り寄せ商品のＷＥＢ通販強化と店舗改装

大阪府 ＡＴＡＲＩＺＺＡ － ＨＰの作成と新商品開発、テラス席の設置、宅配の販売強化事業

大阪府 濱洲　拓矢 － コロナ渦を乗り越える新たな営業ツールとなる“映像制作”事業

大阪府 妹尾　綾 － オンラインによる患者サポート！安心安全に通える治療院開院

大阪府 株式会社ＡＮＳ 1120001201963 非対面型集客の推進、対面を避ける為の現場調査軽減システム導入

大阪府 ダンススタジオタートル － 非対面型と感染拡大防止の取り組みによる二本柱事業に転換

大阪府 ピザ＆スコッチハウスカーニバル － 集客出来る広告・宣伝対策と新たな販路開拓・拡大の為の強化事業

大阪府 株式会社オオウエ 2120001022715 （１）新和紙素材を活用した衛生用品開発（２）オンライン販売の加速化

大阪府 有限会社南歯車製作所 7120002015960 ３Ｄスキャナ導入による歯車を主としたリバースエンジニアリング

大阪府 株式会社アミスタ 2120001229104 ウィズコロナに向けた放課後等デイサービス非対面型モデルの確立

大阪府 日本飲食経営研究所合同会社 5120003012934 コロナ禍に対応した飲食店の地域ポータルサイトと研究会の運営

大阪府 有限会社マウスホーム 3120002070951 テレワーク対応住宅の非対面営業用ホームページ・ＳＮＳ構築

大阪府 花 － お好み焼きの持ち帰り強化と新メニューの開発での売り上げ向上

大阪府 芳光産業株式会社 7120001126107 非対面型ビジネスモデルの構築・活用による新規顧客・新規商圏の獲得

大阪府 株式会社Ｆｉｅｌｄｗａｔ 9120001211204 パンフレットの作成　ホームページの更新

大阪府 株式会社アイクラン 7120001208202 沖縄県産あぐー豚を使用したギフトボックスを開発し新規顧客獲得

大阪府 整体院蒼風 － 「質の高い自費治療と運動療法によるオンライン施術」

大阪府 難波Ｍｅｌｅ － ライブアーカイブによる新たな提供サービスの構築

大阪府 株式会社プラスミュージック 2120001220509 ３密を避けた安全な音楽レッスンのオンライン化と配信業務の拡充

大阪府 絆観光株式会社 7120001213838 安心・安全な移動の取り組み

大阪府 株式会社愛フードサービス 7120001136238 デリバリー用バイクの導入及び感染リスク削減のための厨房設備導入

大阪府 ポテンシャルプロジェクト株式会社 7120001206222 自社サイト機能の再構築による業務効率化と新規顧客開拓

大阪府 株式会社旭陽製作所 7120001078034 ネット通販のためのホームページ・ＥＣサイト・宣伝動画作成

大阪府 株式会社共同 9120001005151 ビニールアパレルブランド発信のためのホームページ制作

大阪府 ＧＯＲＥＰＡＩＲ － オンライン　スマ修理研修宣伝のためのホームページ新設

大阪府 株式会社ＭＥＤＬ 9120001201196 フロント業務をシステム化し、無人対応のホテル運営

大阪府 有限会社ロココスペース 9120002070896 テレワーク企業の研修ツール、マイクロラーニング事業

大阪府 ＴｅａｍＫＩＺＵＮＡ － 非対面型レッスン、三密を避けたパーソナルトレーニングの強化

大阪府 北村泰之 － 非対面型集客システムの構築とアフターコロナを見据えた販路開拓

大阪府 ＷＩＴＨ　ＰＲＯＪＥＣＴＳ株式会社 5120001137543 ネットでガラガラ抽選会ができるツールを開発しイベント売上強化

大阪府 パティスリーガレット － 洋菓子店の新非接触型販売様式への店舗改装及び事前決済の構築
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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。

大阪府 肴酒屋　おとと倶楽部 － 高齢者が安心して来店できるＷｉｔｈコロナ地域貢献型店づくり

大阪府 Ｐｌａｔｅ１＋０ － サービスのオンライン化とオンライン講座の新規構築

大阪府 北野緑生園株式会社 4120101021466 地域からのブランド発信と非対面型ビジネスモデルの導入

大阪府 ＣＬＯＣＣＯ － 感染拡大予防業務および映像業務の提供事業の開始

大阪府 株式会社柚子辛凛 3120101051547 設備導入による製品安定供給及びネット販売による販路開拓事業。

大阪府 ヒカル － ホームぺージを作成しウェブカタログを掲載、ネット広告で集客

大阪府 株式会社テアトロ 6120101030267 ダルマ食堂名物もちもち焼きそば弁当でテイクアウトニーズ獲得

大阪府 株式会社アクオス 6120101052740 コロナに負けるな！みんなで乗り越えよう明るい未来へ！！

大阪府 ｃｉｋｏｃｉ工房 － 大学芋商品力・販促力アッププロジェクト

大阪府
有限会社義経　（運営店舗：海鮮和風居
酒屋　義経　堺店）

5120102005054 テイクアウト新商品の販売を強力することで事業継続化を図る

大阪府 バルデエスパーニャマルガリータ堺東 － ＥＣサイト作成による非対面型の営業とテイクアウトの取組み。

大阪府 ＴＲＡＤ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｔｕｄｉｏ － 【オンライン環境整備による新規顧客獲得と自宅録音による販路開拓

大阪府 株式会社わおん 1120101052456 わおん独自のテイクアウトの取り組み

大阪府 おやつカフェ － セルフでも満足度アップ！非対面型フリーサービス飲食店への転換

大阪府 Ｃａｆｅ　ＳＡＴＯ － ウィズ＆アフターコロナに対応した販路開拓による経営の強化

大阪府 やなファーム － オンライン「園芸教室」を開催し作品をネット配信

大阪府 河村刃物株式会社 9120101001703 高級和包丁シリーズの海外展開

大阪府 ベレザ合同会社 8120103001966 クラウド化によるテレワークの取り組みと販路開拓

大阪府 福島四季海鮮株式会社 1120101050047 販売チャンネルの多様化及び周辺地域への周知による売上増大事業

大阪府 ＯＨＸｃａｆｅ － テイクアウト関連テラス事業及びキッチンカーによる移動販売事業

大阪府 なつみ不動産鑑定 － 「オンライン相談のためのホームページリニューアル」

大阪府 松毬 － 本場を越える、堺もんじゃ焼きの開発と真空パックでのネット販売

大阪府 株式会社ｍｏｒｅ　ｃｌｅａｎ 8120901038565 コロナが不安なシニア世代や働くママの為の宅配洗濯代行サービス

大阪府 株式会社菅生 9120101021560 コロナの影響により、生産体制を強化する為の設備投資

大阪府 株式会社三砂堂漢方 7120101006943 東洋医学の非接触型相談システムと販売システムの構築

大阪府 ひとみプランニング － オンライン相談に対応したツール導入とｗｅｂサイトの制作

大阪府 株式会社ウッドストック 2120101000934 ブランド力の向上と非対面ビジネス化へオンライン営業の強化

大阪府 ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧＢＥＬＬＥ － 新規顧客開拓及びテイクアウトピックアップシステム構築

大阪府 株式会社トレンドフマーナ 8120101027476 ＥＣ販売の開始と安心安全な利用が可能な店舗改修事業

大阪府 株式会社名代秘伝の味たこ一 1120101054551 非対面型でのセルフオーダー事業

大阪府 ｃｈｏｕ＊ｃｈｏｕ － ＥＣサイト構築、予約システム、動画配信で売上ＵＰ

大阪府 ＫＥＥＳＥ － 販路拡大のためのホームページ作成と感染対策を講じた店舗運営

大阪府 晴海株式会社 9120101005654 消毒用オゾン発生器の開発とＥＣサイトによる販路開拓

大阪府 寿司割烹牧山 － テイクアウトの販売強化と近隣の方に求められる商品開発
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

大阪府 ラーメンロケットキッチン － お客様との対面接客の機会を減らす為の設備導入

大阪府 ブルームハウジング株式会社 9120101061219 Ｗｅｂ集客を促進するため不動産サイトを構築し新たな販路獲得

大阪府 Ｂｉｎｔａ － サブスク型のＷｅｂサービスによる新たな販路開拓

大阪府 株式会社ＬＵＣＫ 5120101051512 非対面方式による「通うことが困難な障がい児とその家族」支援

大阪府 株式会社ハウス工芸社 4120101010163 動画営業とオンライン面談で人を集めず生産性の高い販路開拓

大阪府 トラとウサギの茶飯事 － 良品米生産性向上とＨＰ開設による新規顧客獲得

大阪府 名前のないイタリア料理店（Ｏｒｉｇｉｎｅ） － テイクアウトメニューの強化とネット販売による販路拡大

大阪府 もじ工房みくにのはんこ屋 － 付加価値を上げる特殊印刷の内製化に特化しＷＥＢで拡販計画

大阪府 株式会社うさぎ 7120101051717 リモートでもお店の味を！保存もできる！卯まいらーめん

大阪府 なかもず駅前整骨院 － 患者と接触しない治療機器による施術事業

大阪府 株式会社三天被服 2120101057149 コロナに負けるな！ネット販売を活用して販路拡大！！

大阪府 小猿　雅之 － 次亜塩素酸水溶液の卸売及びネット小売業

大阪府 鼎伊藤商店 － 少人数個室客席を活用した売上回復、向上対策

大阪府 有限会社千総 6120102002612 充填設備導入による外注工程の内製化とネット通販用商品の開発

大阪府 Ｇｌａｎｚ － コーヒー豆のネット販売と持帰りメニューの開発による顧客開拓

大阪府 株式会社ＣＥＢＲＩＤＧＥ 1120101058569 フィリピン人講師を起用したグループ型オンライン英会話事業

大阪府 創作中華　山哲 － 新型コロナ対策、非対面型ビジネスの導入と店内（ハード面）改善

大阪府 Ｒｅｌａｃｅ － ・音楽、英会話教室の遠隔レッスン導入事業

大阪府 株式会社ひまわりパートナーズ 4120101059341 非対面型ビジネスを軸とした、ネット活用による新規顧客獲得

大阪府 株式会社リヴエイド 2120101048024 中小企業に向けたオンライン化に対するサポートと販路拡大

大阪府 株式会社イージス 3120102010774 新規『ステンドグラス工事』立ち上げと非対面営業での顧客獲得

大阪府 株式会社ＧｙｐｓｙＦｉｒｅＳｔｒｅａｍ 9122001032027 家庭用ＢＢＱｓｅｔ及びオンラインウェディングＷＥＢサイト開発

大阪府 ソウカレント － ＶＲカメラとマルチ収音による、演劇等のライブ配信推進強化事業

大阪府 谷　恵太 － オンライントレーニング事業で新規顧客獲得

大阪府 マツダ写真機店 － 証明写真、出張撮影の集客とネットプリントサービス利用促進

大阪府 有限会社東阪社 1122002003380 ＷＥＢ会議システムの構築とその活用をＰＲし業績改善・安定事業

大阪府 あいる整骨院 － 当院ホームページ上で簡単ネット予約相談申込と物販の開始

大阪府 昭和光学株式会社 1122001003555 枠入加工を活用した受注促進＆ＥＣ強化計画

大阪府 株式会社アクルス 5122001023483 通常復帰へのＣＡＤ導入による３Ｄプリンター受託事業スタート

大阪府 夢設計 － 一戸建て住宅「まいほーむエコット」販売促進事業

大阪府 株式会社尾上写真場 9122001001312 ネット上での予約システム・フォトレタッチ導入等による集客拡大

大阪府 クローバーライフ株式会社 2122001014262 ホームページリニューアルによる物件閲覧動画の新規顧客獲得事業

大阪府 炭焼酒場　翔 － 自宅で本格炭火焼居酒屋！販路販売拡大事業

大阪府 有限会社小方化学製作所 6122002001256 射出成形機と匠の技で作るコロナ後の新たなプラスチック製品の夢
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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。

大阪府 ｙｕｋｉ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｕ　Ｉｖｙ － １人用サムゲタンとわがままに大阪を楽しむガイドマップサイト

大阪府 株式会社松よし人形 7122001006569 商品カタログのネット化と紙媒体の併用による販売システムの構築

大阪府 岩崎酒店 － 多彩な商品を扱える自動販売機導入による非対面型販売の強化

大阪府 アマトカフェ － ＥＣサイト及びテイクアウト事業での販路拡大

大阪府 有限会社グッドライフ 7122002001585 非対面型リハビリサポートアプリ「リハサポ」の開発

大阪府 有限会社ケーオー 2122002001466 通販サイトを開設し、自社オリジナル商品のネット販売を強化

大阪府 株式会社宮﨑製作所 122001032239 ネット販売経路の開発と販売、木製品のレンタル

大阪府 ハンナ株式会社 7122001006214 非対面営業充実の為のホームページ改訂とオンラインカタログ制作

大阪府 有限会社赤心 5122002005803 新商品開発と自社サイトの構築

大阪府 ｆａｎｔａｓｉｏｓｏ（ファンタジオーゾ） － ＷＥＢで始める「お金計画」　～自分の思う人生を生きるために～

大阪府 株式会社ドリーム・ジーピー 3120001117828 マイフットページから「選ぶ楽しみ」の体験ができるネット販売の実現

大阪府
特定非営利活動法人おはなしキャラバン
つばさ

6120105007121 ～夢と感動をとどける～人形劇の動画配信

大阪府 日の出毛織株式会社 5120101042602 《非対面による商品（自社製品含む）提案システムの構築》

大阪府 株式会社クラスデザイン 6120101046536 オンラインでの住宅設計と暮らしのサービスメニュー化と講座化

大阪府 株式会社グロージャストマン 1120001164228 店舗拡大及びテイクアウト実施によるコロナ対策・売上増大事業

大阪府 磯若寿司 － ノルウェー産の鯖を活用した「焼き鯖寿司」のテイクアウト販売

大阪府 Ｈａｉｒ＆ｎａｉｌＧａｒｄｅｎ － 徹底的な衛生面の強化で顧客満足度・集客ＵＰ

大阪府 合同会社和乃芽 9120903003236 新時代の心身の健康をオンラインでの和講座とスイーツ販売で守る

大阪府 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｋａｔｓｕｍｉ － 感染防止対策は万全！院内一方通行の動線で回転率・業績ＵＰ

大阪府 株式会社味源グループ 8120901010268 日本料理店向け、レトルト高級和惣菜の業務用通販

大阪府 ナオミヨガ － 「新ヨガメニュー導入、スタジオスペース改装で販路拡大事業」

大阪府 Ｌｕ，ｅｍａ － セルフホワイトニング導入での非対面売上アップ事業

大阪府 Ｃｌａｍｍｂｏｎ － テイクアウトでメニューを増やして販路拡大

大阪府 株式会社河原工房 5120901015071 古民家の価値創出！日本から世界へ広げる古民家事業

大阪府 株式会社Ｍｉｌａｂｏ 5120901019139 五島列島産の海鮮を自宅にお届けするための宅配事業

大阪府 クラムスバナナ － マスコットキャラクターのグッズ販売＆デリバリーによる顧客開拓

大阪府 味川 － 自社ＥＣサイトの構築とお持ち帰り商品の開発・販売

大阪府 酒の肴あがりや膳 － 鮮度を保ったテイクアウト商品での売上アップと店内環境の改善

大阪府 ＢＯＣＣＯＣＵＲＲＹ － テイクアウトの強化と刷新による販路拡大

大阪府 お好み焼き一休 － デリバリー業務拡大と店舗改装による売上アップ計画

大阪府 ダイニングキッチン・ＭＡＳＡ － ランチタイムのお弁当デリバリー事業及びテイクアウト事業の展開

大阪府 亀十料理店 － テイクアウトメニューの充実と長期保存可能な形態の開発

大阪府 ｆｌｏｗｅｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　ｈｏｎａｈａｎａ － 新商品のネット販売、ブライダル打合せなど非対面遠隔モデルへの転換

大阪府 正道会館　髙雄道場 － オンラインレッスン拡大とデジタル看板による集客
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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。

大阪府 株式会社いづみあられ本舗 7120101036156 生産体制を強化し新商品の開発に取り組み新顧客獲得を図る

大阪府 整体院つなぐ － 自宅でできるオンラインカウンセリングや整体＆ケア販路開拓事業

大阪府 ＣＯＣＯ － 自社ＥＣサイトによる物販とオンライン教室事業

大阪府 日本料理うおり － 顧客に安心を提供するコロナ感染予防対策の設備の導入

大阪府 株式会社プラス 9120101054750 非対面によるプロモーションの強化と販路開拓の為の基盤作り

大阪府 株式会社鳥勝 5120101037206 ＥＣサイト導入による非対面型個人向け販売拡大事業

大阪府 ＧＬＡＳＨＢＥＡＭ － テイクアウトコーヒー非対面ビジネスで乗切るコロナ対策事業

大阪府 ＫＡＩ － 【昼間営業を加味した営業スタイルの見直しによる顧客の回帰と拡大】

大阪府 有限会社一歩 2120102021797 テイクアウト受注を可能にするオンライン構築事業

大阪府 個別学習工房 － リモート授業の周知と感染症予防の設備改修による売上規模拡大

大阪府 株式会社陽あたり 1120101055946 陽あたりサービスの周知による顧客獲得と障害者増員プロジェクト

大阪府 焼きとりとら吉 － 新規販売路線開拓のテイクアウト事業

大阪府 株式会社ＲＥＳ 新型コロナウイルス感染防止を施した非対面サービスと販路開拓

大阪府 株式会社セカンドバリュー 5120901016656 自社機械保有によるサプライチェーンの改革

大阪府 有限会社魚善 2120902000240 近年購入が難しい鮮魚加工品のＥＣサイト販売

大阪府 株式会社みなみフードサービス 1120901038555 テイクアウト等の販売強化と、「魅せる料理」の発信で販路拡大

大阪府 Ｌｉｌｉｙ － 半個室化でソーシャルディスタンス確保による３密回避で来店促進

大阪府 下野精密株式会社 1120901000993 事務所改修工事とオンライン化の普及

大阪府 Ｊスタジオ － スタジオ内の給排気改善とｗｅｂ情報発信、非接触、運営効率化。

大阪府 株式会社サイバーインジェクション 1120901016569 オリジナルスマートフォンケースの印刷内製化

大阪府 ｃａｆｅ＆Ｂａｒ８ － ＥＣサイトや持ち帰りを軸としたクラフトビールの新たな販路開拓

大阪府 特許業務法人ＦＯＲＥＳＴ 1120905005246 インターネットを用いた非対面型の受注システムの構築

大阪府 アルファライン株式会社 4120901016608 新商品【ポケプリ】と【子供用高機能マスク】による販路転換

大阪府 株式会社ひろみつ 9120901039174 さつまいもスイーツのネット販売による新規顧客獲得と品質の向上

大阪府 個別指導塾Ｗｉｎｇ － 高校生の遠隔個別指導システム導入による売上規模拡大

大阪府 株式会社レガシープラス 4120901041572 自分で巻き爪を改善するためのセルフケア動画サイト

大阪府 ハポロコ － セントラルキッチン化販路拡大非対面型転換のための内装工事事業

大阪府 ＡｋｅｎｏＡｔｅｌｉｅｒ － オンライン薬膳講習会を開催するためのＨＰサイト製作

大阪府 株式会社エフワンコンサルティング 7120901019153 エフワンブレイクスルー塾への説明会セミナーのオンライン化

大阪府 Ｏｒｉｓａｋａ　Ｂｒｏｓ株式会社 4120901016509 店舗内での濃厚接触を避け、ジビエ料理で「幸せ」を届ける。

大阪府 ＡＲＴ　ＷＯＲＫＳ － ケセラメニューのテイクアウトとデリバリーサービス

大阪府 ママヨガ － ヨガ個人レッスン／オンラインヨガクラスの新規事業

大阪府
Ａｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙ　Ｒｏｏｍ　ｃｕ＊ｒｕ＊ｍｕ
＊

－ コロナ禍でも選ばれる非対面健康指導の導入とサロンブランド構築

大阪府 アロマセラピーサロンｋｏｔｉ － 「くつろぎの空間と時間」が体験できる非対面型ビジネスへの転換
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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
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大阪府 株式会社ＨＹＧＧＥ 9120901040818 ｗｅｂ説明会導入での新規顧客獲得と施設の幅広い顧客対応

大阪府 ブンブンフラワーズ － オンライン販売展開による販路拡大と新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社ＯＳＬＯ 7120901018873 オンライン販売展開による販路拡大と新規顧客獲得計画

大阪府 エステティックＫａｌｏｎ － 自宅できれいになる「自社化粧品」の通販サイトの構築事業

大阪府 株式会社幸鷹 8140001095811 インド式伝統ヨガのオンライン教室

大阪府 ＬＩＳＩＧＮ（リサイン） － ＬＩＮＥによる食事改善相談と新店舗の集客

大阪府 お菓子教室Ｓｌｏｗ　ｂａｋｅ － 体と心に優しい米粉のお菓子がお家で作れるオンラインお菓子教室

大阪府 ＨＡＫＵＢＩ　Ｃｏｆｆｅｅ － テイクアウト型カフェ事業及びその非対面式ビジネスの拡充

大阪府 株式会社ＳＵＮ 8120001168156 テイクアウト戦略の構築と店内改装による非対面型店舗運営の推進

大阪府 株式会社アールエル 5120901031275 お客様に直接商品をお届けするベビー用品オンラインサイトの構築

大阪府 フリアンディーズ － 冷凍タルト等ネット販売の非対面型事業への転換とブランド化

大阪府
アクアテクノシステムソリューションズ株
式会社

2120901036673 独自システム・サービスをＰＲできるホームページの再構築

大阪府 株式会社カーズアップエイト 3120901034478 非対面対応型中古車短期リースリモート審査事業計画

大阪府 株式会社リリヤコーポレーション 7010901019313 化粧品のネット広告とチャットボットによる問合わせ激増計画

大阪府 小川隆史税理士事務所 － オンライン経営相談の実現とテレワーク雇用実現による業務拡張

大阪府 株式会社ｅライフ・パートナーズ 3120901036301 ＨＰを利用した非接触型入会者サービスの構築事業

大阪府 ペットハウスＴＯＴＯＲＯ － 三密回避で一対一接客スペース確保と新サービスでの売上拡大

大阪府 株式会社クラスタープラン 5120901006277 法善寺横丁のお好み焼のブランドを生かした非対面型事業への転換

大阪府 Ｐｒｏｍｅｎａｄｅ（プロムナード） － 食（健康、栄養、料理）のオンラインサロン立ち上げ

大阪府 ＢｏｎｈｅｕｒＪＩＮ（ボヌールジン） － ウィズコロナ時代のオープンな賃貸住宅とオンライン業務への転換

大阪府 うたた屋 － 鶏専門店が創る各種ブランド鶏を安心安全にお店でもご家庭でも

大阪府 株式会社リトルグラウンド 4120901029213 ３６０度写真・動画で内覧会＆モデルハウス見学も非対面で対応

大阪府 株式会社ゼロワン 4120001120566 「テイクアウト事業の取り組み、感染予防対策改装による集客の確保」

大阪府 ジョイントプレイス － テレワークでの営業活動と顧客満足度アップのための新商品開発

大阪府 株式会社ＨＨ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 1120901038704 売れない物を大量生産し廃棄する悪しき習慣のアパレルからの脱却

大阪府 有限会社ラパン 7120902008072 パン屋の串カツ店サクサクネット販売、卸売開拓で販路拡大

大阪府 彩風船 － 祈・必勝！ネットで簡単注文、為書き直送

大阪府 菊池紙工株式会社 3120901006089 非対面でも名入加工の受注が取りやすい営業システムへの転換事業

大阪府 豊楽デザインラボ － 対面型と非対面型のデザインスクール

大阪府 Ｏｃｃｈｉａｌｉ　Ｏｇａ － 非対面型ビジネスモデルへの転換とウィルス感染拡大防止の両立

大阪府 Ｍ＆ｍ － ＥＣサイト構築と店舗小売販売を掛け合わせた新規顧客獲得

大阪府 株式会社トータルプランニングリフォーム 3122002015977 ウィズコロナの状況でのリフォーム業界の販売促進の在り方

大阪府 株式会社ヌーベルアージュ 3122001025507 非接触型施術の導入及び院内感染リスクの軽減

大阪府 有限会社ぷりんと工房ヒロノ 7122002016658 プロの動画をお手軽に。完全オンライン制作サービス（仮）
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大阪府 株式会社ＭＯＮＤＩＡＬ 4122001025448 ＥＣサイトでの新規顧客獲得と、ＥＣサイトで販売できる菓子の開発

大阪府 ドクターベルツコンフィスイート － オンライントレーニング講座の開設による販路開拓

大阪府 珈琲フチ － 実店舗来店者、コーヒー豆の実店舗及びネット販売の売上増を狙う

大阪府 株式会社ＳＡＫＵＲＡ　ＴＲＡＤＥ 4122001026594 ＢｔｏＢプラットフォームを活用した海外新規顧客獲得事業

大阪府 Ｊａｓｍｉｎｅ’ｓ　ｃａｌｃ － 倉庫・物流業に特化したオンライン経理事務代行サービス

大阪府 株式会社関西オート 2122001021424 ・車両リース事業の販売促進に向けたＥＣサイト構築

大阪府 ｅｌｍｅｊｏｒ － 新型コロナ対策を踏まえた魅力ある理美容サービスの情報発信

大阪府 株式会社Ｍｅｄｉ－ＬＸ 1120901042012 学習科学に基づいた教育人材育成普及と特定行為研修教材の開発

大阪府 株式会社エース 7120901030168 非対面の営業体制構築と室内除菌抗菌サービスの提供開始

大阪府 有限会社丸十寿司 1120902019851 非対面式注文による本格握り寿司お持ち帰りサービスの提供開始

大阪府 株式会社ウイル 7120901022909 楽天市場にてスマホで３Ｄ印刷できる「Ｔ３Ｄ」の販路拡大を図る

大阪府 ｕｎｉｃｋ　ｆｌａｐ － メーカー卸からネット小売販売へ　非対面ビジネスモデルへの転機

大阪府 株式会社栄弥 3120901023852 老舗一人鍋しゃぶしゃぶ専門店の味をご家庭で！宅配本格参入事業

大阪府 長谷川栄音楽教室 － 自由な時間で素敵な夢を叶えるオンラインピアノ教室の取り組み

大阪府 映楽 － 音出しできるライブ会場からの気楽なライブ配信サービス

大阪府 株式会社エード 6120901022950 インターネット配信向け音響技術サービスへの業務対応事業

大阪府 ｌａｈｅｌｌａ － 国産精油を学ぶオンライン講座及びビデオ講座の開発

大阪府 有限会社アクティ 5120002060042 非対面型営業と店内バリアフリー化による新規顧客の獲得

大阪府 有限会社庵月堂 2120002033570 「老舗×ＷＥＢ」和菓子店の非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社２４ 8120901042253 住宅街立地の強みを生かしたお好み焼き店の店外需要拡大事業

大阪府 ＨＡＷＡＩＫＩ － 移動販売車による新規顧客の獲得と既存顧客の不要不急の外出削減

大阪府 ヘアメイクカワタ － 非対面ビジネスモデルへの転換と店舗改装による新規顧客獲得

大阪府 株式会社ベッチンヤ 5120901026507 有料老人ホーム入所者向け婦人服オンライン接客サービスの提供

大阪府 有限会社かめたに 4120902016004 非対面型【地元特産品】無人販売所の設置

大阪府 Ｈｏｔ　Ｒｏｄ　Ｒｅｌｉｇｉｏｎ － 新型コロナ対策と各種リニューアルで集客・売上アップ計画

大阪府 サロン・エアル － チラシとＷＥＢ販促によるオンライン施術事業と新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ジパングフードリレーションズ 2120001225631 ＮＥＷ飲食業宣言！店舗＋ＨＰ＋ＳＮＳ＋ＥＣの四方活用事業

大阪府 エキップキャトルケイ － ＳＮＳの活用での新規のチーズ購入者を囲い込む事業

大阪府 スタジオ・ヴェルデ － 世界中の日本人と繋がるオンラインフラメンコレッスン

大阪府 いずみ総合鑑定 － 職員のテレワーク環境と営業活動の非対面化の為のシステム構築

大阪府 ＦｉＲＥＦＬＹ － 配信ライブの実施と自社ＨＰでのチケット販売での再営業

大阪府 クロッキオ － 真空包装機導入によるテイクアウトでの販路拡大とコスト削減

大阪府 株式会社アートセンターサービス 3120901027878 非対面イベントグッズのＥＣサイト販売事業

大阪府 麺屋ほぃ － ～おうちで麺屋ほぃのラーメンを～通販・テイクアウト事業
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大阪府 ｌｉｔｔｌｅ　ｓｍｉｌｅ － オンライン化による動画コンテンツの構築と集客チャネルの獲得

大阪府 株式会社ＳＫＹリサーチ 1120901042268 コロナから始める空撮素材販売～待ちから攻めの経営転換～

大阪府 株式会社サプライズサービス 4120901023942 【新型コロナウイルス（その他のウイルス含む）の消毒・除菌・失活】

大阪府 田中呉服 － 商品アピールと販売用のホームページ作成による非対面販売

大阪府 株式会社トラスト 6120901027644 テイクアウト商品の供給可能量を増やして売上増強をめざす事業

大阪府 株式会社丸巻商会 4120901037538 商談システムを活用した‘非対面式ウイルス抗菌コート’の提供

大阪府 株式会社ＹＯＵＲ　ＳＵＮＲＩＳ 9120901033383 自社特許化粧品のＥＣ市場における販売、強化

大阪府 株式会社整備技研 3120901024297 オンラインによる非対面の営業体制とテレワーク事務体制の構築

大阪府 中尾貸倉庫 － 非対面型レンタル倉庫の紹介とレンタル料のネット上決済

大阪府 株式会社グローカルフットボール 4120901040351 キッチンカー出店エリアの開拓と新規売上の創出

大阪府 株式会社ＢＩＣ 9120901036774 ネットで福祉車輌の修理等の受注や正しい使い方の講習を行う

大阪府 和ゴコロ － 北海道産食材の新商品『健康お惣菜』をネット宣伝と宅配事業

大阪府
くつろぎ空間創作ダイニングバー居酒屋
じゃこらん

－ テイクアウト事業の新規展開と周知

大阪府 株式会社カノア 120901038204 ＥＣ業界への参入と店内集客へのアプローチ

大阪府 株式会社かさ家 8120901042484 ウィズコロナ時代にふさわしい、魅力ある居酒屋を実現する事業

大阪府 とり天　とき － コロナ下における販路開拓と現代的手段での周知。

大阪府 個別指導アクシス深井校 － 『オンライン専用教室の開設による非対面型授業の拡充事業』

大阪府 フォーシーズン津曲珈琲 － 提供メニューの追加、テイクアウトによる販路拡大

大阪府 パティスリーＴａｉｋａｉ － 自社ＥＣサイト構築による販路拡大と従業員感染防止対策

大阪府 餃子ダイニング天真 － テイクアウト事業の拡充と厨房機器の見直し

大阪府 しろくま － ”非対面！でも濃密関係活動“

大阪府 平田商店 － 事務作業のリモート化及び効率化による販路拡大

大阪府 株式会社グローアップマーケティング 5120101054820 非対面で全国事業者に提供できるオンライン・コンサルティング

大阪府 有限会社インテリア中庄谷 1120102023415 アフターコロナに向けた地域ブラウンド商材開発

大阪府 フタバ － 非対面型での和装品の紹介と販売

大阪府 株式会社つかさ 7120001124011 商品提供方法変更によるレーン不動及び客席間仕切り工作工事

大阪府 絹（ｓｉｌｋ） － リンパケアセラピスト養成　通信教育

大阪府
「オマール海老と黒毛和牛のお店」ビスト
ロケンズ

－ コロナ対策売上アップ安心安全を提供できるお店づくり

大阪府 さくら株式会社 5120001153268 生活様式の変化に伴う新たな販路拡大、中食事業の強化。

大阪府 株式会社鎌田設備 2120001149343 リモートワーク　での業務効率の向上およびサービスの向上

大阪府 酒場　フトコロ － デリバリー（宅配）事業で顧客拡大と既存客の確保

大阪府 パルップ － 自社ＨＰとＳＮＳによるネット販売の持続的な売上拡大への取組

大阪府 Ｏｎｅｂｉｔｓ － デジタルクーポンパッケージの開発とネットを通じた営業施策実施

大阪府 みらい個別 － 双方向オンライン授業や講習、テスト対策の提供と広告宣伝活動
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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。

大阪府 大田鍼灸接骨院 － オンライン問診を取り入れたホームページを作成し、販路の新規開拓

大阪府 アクティブライフプロダクツ － オンライン体質＆体型改善ヨガレッスンのプロモーション事業

大阪府 ａｂｏｕｔａｃｏｆｆｅｅ － ホームページの刷新でコーヒー豆とお弁当の販路拡大

大阪府 株式会社トレンタ 2120001200782 本場イタリアンを意識したテイクアウト新商品開発

大阪府 よこた針灸整骨院 － 事業名】手技から最新医療器に転換し接触を減らし安心を売りに顧客獲得

大阪府 ａｎｉｌｌｏ － サブスクリプション型ネイルスクールで全国から新規顧客取得

大阪府 岩田写真事務所　おもひで工房 － 店内の配置換え等による密への配慮と出張撮影のための機材導入

大阪府 株式会社スタジオマムーン 4120001181971 イベント代替で需要高い演奏動画制作事業参入による新規顧客獲得

大阪府 有限会社春日ハウジング 120002073897 【賃貸事業の非対面化促進による入居促進と販路拡大および退去の抑制】

大阪府 Ｗｏｒｋｓ株式会社 1120001211161 ウェブ媒体での非対面型での打ち合わせ、ＳＮＳ活動、テレワーク

大阪府 株式会社メイフィール 1120001152760 おもらし対策肌着の企画開発とネットによる新規顧客の獲得

大阪府 創作和食ダイニング暦 － テイクアウトシステムの導入と安全なお店ＰＲによるファン作り

大阪府 くらわんか餅の世界 － 生産性向上に必要な機械装置の導入

大阪府 山下音楽院 － 楽しい演奏で新型コロナを吹き飛ばして新規顧客を獲得し販路開拓

大阪府 ビストロ五感 － 本格洋風料理をご自宅に届ける料理の宅配サービス

大阪府 鍼灸館 － 動画とＷＥＢ会議システムを活用した非対面型による新規客開拓

大阪府 ばんざいや － ネットでデリバリーとテイクアウト販売強化！

大阪府 株式会社ツーアンドアイ 5120001209904
好立地で需要の多い地域をターゲットにした広告宣伝と商品のデリバリーテ
イクアウト事

大阪府 整体かわみつ － オンラインカウンセリングと施術効果を高める新メニューの導入

大阪府 福万佐豆腐店 － 人気商品の改良及びインターネット販売による売上向上事業

大阪府 栄光技研株式会社 1120001157140 ＭＡツールを活用した新しい生活様式に合わせた営業活動の構築

大阪府 株式会社カジノ 5120001155479 自社技術を活用した感染防止器具をＨＰを刷新して販売する。

大阪府 株式会社橋本善商店 8120001000962 「ホームページによる顧客の新規開拓と、きめ細かい情報提供」

大阪府 アップル～ｍａｍａ＆ｂａｂｙ～ － オンライン親子ヨガ教室のための教材制作とホームページ構築

大阪府 ＢｏＬｃｈｅ － トレーニングのオンライン化とファッションＥＣサイトの開拓

大阪府 炭焼きジョニー土居駅前店 － 唐揚げ宅配事業参入および少人数グループへの対応

大阪府 Ｆｕｚｚｙ － オンラインスナックによる既存顧客との関係強化と新規固定客確保

大阪府 靴と鍵の未来工房 － 新サービスの展開と新規顧客の獲得で、環境変化に強い経営を行う

大阪府 乾癬専門治療院 － 事業内容ＰＲを抜本的に拡大・強化した販路開拓事業

大阪府 有限会社とり福本店 8120102014390 国産最上級あい鴨のＢｔｏＣ向けオンライン販売

大阪府 洋菓子店ＭＩＫＡ　ｄｏｉ　ＹＡＳＵ － 自動販売機の追加とラッピング装飾による店舗アイコン化

大阪府 株式会社丸真 3120101053048 販路開拓に向けての新規提案創出プロジェクト

大阪府 株式会社廣川 3120001004175 コロナに負けない店舗改装とＥＣサイトの構築

大阪府 Ｐｈｏｔｏ×Ｄｅｓｉｇｎ　ｓｏｒａ － 入門編アート写真作品のＥＣサイトでの販売
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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。

大阪府 Ｏ・Ｄ・Ｒ・Ｆ － コロナに負けない！雇用を創出するショップづくり

大阪府 ０７ゼロナナ － 非対面型テラス席とテイクアウト商品の開発で新規顧客獲得

大阪府 カフェ　ら・さぼうる － ＥａｔＯｕｔによる非対面型ビジネスへの転換と顧客満足度の向上

大阪府 大栄クリーニング － 内製への移行とウィズコロナに対応した非対面宅配モデルの導入

大阪府 株式会社スプレッドウイングス 9120101024704 コロナ禍における産業用ロボットのプログラミング

大阪府 七ふく神堺東店 － ふぐ料理専門店のデリバリー、テイクアウト、ネット販売の強化

大阪府 Ｋ－ｗｏｒｋｓ － アフターコロナを見据えた現場系求人サイトの運営

大阪府 楽しや － コロナに対応したお食事スペースの提供事業

大阪府 椿原　茂 － 配信中心ビジネスモデルへの転換

大阪府 Ｅ＆Ｃサポート株式会社 1120901031337 オンライン英会話と食材の宅配サービスによる売上拡大と新規顧客

大阪府 銀なべ － ＷＩＴＨコロナ・箕面名物牛肉どて鍋の高級テイクアウトで新規販路開拓

大阪府 Ｋｙｕｎ＋ － テイクアウト強化事業

大阪府 合同会社アウトワールド 4120903002060 感染症対策のための事業所拡充と特許製品等の販促強化

大阪府 ルートファクトリー株式会社 3120901031814 非対面型セールス化に向けたシステム構築

大阪府 ＳＵＰＥＲＦＵＮＫＡＳＴＩＣＭＡＲＫＥＴ － 展示会とＥＣサイトを活用した新規顧客の開拓

大阪府 株式会社寺田商会 9120991010911 非対面で車をお預かり。感染症防止対策を強化。

大阪府 日本ベビーコーチング協会 － オンライン講座の拡充とそれに伴うホームページの整備。

大阪府 ｐｌａｉｓｉｒ － コロナ後の新生活様式を見据えたテイクアウト・物販強化対応

大阪府 ユーロキッチン“デル・ソーレ” － 飲食店の多くの技術と味を後世に残し存続させる為の事業（闘い）

大阪府 株式会社オファー 3120901027700 ネットショッピングモールに頼らない自社サイトの構築

大阪府 ちまちま工房 － テイクアウト型店舗改装＆設備投資オンライン販売導入での収入増

大阪府 ディーゼル通商株式会社 6120001134804 ホームページの構築でネットからの販売強化

大阪府 株式会社シンタニ 4120101042388 遠隔監視開閉栓システム導入事業

大阪府 星野鍼灸整骨院 － オンラインによる相談開拓事業

大阪府 ロゴヒット　グラフィックス － 難聴者用透明マスクの制作・販売

大阪府 ＦＲＡＴＥＬＬＩ　ＴＯＫＵＹＡＭＡ合同会社 8120103001818 自社ＥＣサイトを活用したワインの通販拡大と地域雇用創出

大阪府 藁ｓｕｍｉ － デジタル広告でテイクアウトの販路開拓へ

大阪府 株式会社うを健 3120101042117 配達車両導入による本物の味をご家庭に！仕出し販売強化事業

大阪府 手打ちそばかけはし － 密集、密着回避の為の店舗改装と、テイクアウト販売の開始

大阪府 Ｋａｒｎｅ － 自社のＥＣサイトの新規作成によりホームケア商品などの販路開拓

大阪府 夕食Ｄｉｎｉｎｇげんべ － ＥＣサイトでの物販事業による非対面ビジネスの構築

大阪府 焼肉ホルモンＭｅｅｔｓ － 自社通販サイト作成による非対面型ビジネスモデルの構築

大阪府 地鶏専科ぺこぺこ － ＥＣサイトを利用した非対面型で行う新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＡＧｇ 3120001226091 美と健康の可能性を世界に発信するコンテンツ配信事業
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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。

大阪府 新大阪食品産業株式会社 8122001015404 移動厨房車（キッチンカー）を活用したおふくろ給食の新市場開拓

大阪府 株式会社ＫＯＳＨＩＮ 1120001176124 無人型スポーツジムと非接触型による運動指導のＰＲ

大阪府 ひまり整骨院 － オンラインダイエットプログラムとコロナウイルス感染予防

大阪府 株式会社ボヌール 食品の移動対面販売から非対面型注文配達への転換による売上拡大

大阪府 ニシオオート － ＨＰ創設による非接触希望の顧客獲得と車部品販売ＥＣサイト構築

大阪府 株式会社Ｄｅｓｉｇｎｅｒ’ｓ　Ｐａｓｓｉｏｎ 9120001169814 ＨＰで非対面ビジネス構築と、新商品開発で新しい販路開拓

大阪府 屋形船大喜丸 － ・非対面型ビジネスモデルへの転換を目的としたツールの整備。

大阪府 株式会社小川建装工業 2120101029115 ドローン活用およびホームページリニューアルによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社九里 3120001121838 鮮魚仲卸がダイレクトに消費者にお届けする美味しい加工水産物

大阪府 株式会社ディアクレア 4120001130664 オンラインＢｔｏＢ展示会の構築

大阪府 竹内会計事務所 － 非対面型による機動的顧客面談「今スグ面談！！」サービス事業

大阪府 株式会社セイシェル 9120001162694 イベントのライブ配信への積極的な取り組みと映像制作部門の強化

大阪府 トリガーポイント － オンライントレーニングの共同運営・オンラインセミナー運営

大阪府 京町や吉むら － 懐石料理のテイクアウト導入及び宣伝活動による新規顧客獲得

大阪府 株式会社Ｓｈｉｆｔｅｒｓ 5120001214086 テイクアウトの強化と宣伝および店舗へのＱＲコード決済導入

大阪府 山田晒染工業株式会社 3120001053131 新規発注獲得を目指したホームページ開設と非接触商談窓口の設置

大阪府 ｒｏｕｔｅ － “ｗｉｔｈコロナ”時代でも生き残れる総合美容サロンへと変貌

大阪府 有限会社味菜 1120002029033 ホームページ設置及びインターネットにおける販売ルート開拓

大阪府 Ｇ・Ｌ・Ｇ株式会社 7120001131239 オンラインリモートシステム導入による料理教室

大阪府 かもめ整骨院 － コロナ対策と尿もれ改善を主体とした顧客獲得のためのネット事業

大阪府 有限会社ますだ組 6120902009179 非対面での打合せ環境整備による工事受注／施工体制の構築

大阪府 カラオケ　きまま。 － 名物のモーニングのテイクアウトとウイルス感染防止対策の実施

大阪府 リノアンドアイアコーヒー － ハワイテイストの婦人子供服の生産とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 Ｊ＆Ｍ　ＳＰＡＣＥ － 非対面型サービスのための設備と仕組みの導入と販路拡大

大阪府 株式会社オールグリーン 1120001207201 リフォーム事業における反響営業の展開による収益力向上

大阪府 ＥＭＰ税務会計事務所 － 動画・ＤＶＤの通信販売による販路開拓及び既存サービスの訴求事業

大阪府 合同会社ピクセルグラム 2140003012522
アフターコロナに対応したクリエイターのサードプレイス運営再開及び、販路
開拓事業

大阪府 株式会社ＣＡＲＰＥ　ＤＩＥＭ 1120001216573 非対面ビジネスモデルへの転換により自社サービスを全国展開

大阪府 トラスト産業 － 障碍者の気持ちが体感できるバリアフリー設計のＨＰ作成

大阪府 株式会社つばさトラベル 6120001146808 非対面型販売ＥＣサイトの構築及び感染予防対策の周知

大阪府 株式会社伸太 2120001225739 商圏拡大・新規顧客獲得のためのデリバリーメニュー広報活動強化

大阪府 株式会社素肌美容研究所 9120001082240 ＥＣサイトのスマホ対応・カウンセリング～販売までのデジタル化

大阪府 ｋａｅｄｅ － ２４時間どこでも購入可能。ネット販売参入で売上向上計画！

大阪府 株式会社マルチライフ 8122001032837 オンラインレッスンと動画配信サービスの導入
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大阪府 横浜珈琲　天神橋３丁目 － 陳列棚改装により、テイクアウトビジネスのアピール＆販路拡大

大阪府 ナラサトコ － アフター・コロナまで見据えたクラウド導入及び新規広報活動事業

大阪府 居酒屋　まこっちゃん － 改修工事をすることで感染防止とテイクアウトの導入

大阪府 株式会社ディールメーカー 2120001171330 宅配買取り用ＥＣサイト構築により非対面型への転換事業

大阪府 アトリエオレンジ株式会社 1120001208240 電子パンフレット制作事業の立ち上げに伴う販路開拓

大阪府 株式会社源 7120001221502 お店の味を自宅でも！ネット通販サービスのためのＥＣサイト作成

大阪府 悠愛 － リモートによる「終活」相談で、エンディングノートを作成する

大阪府 ステージプラス － オンエア芝居フェスティバル（無観客演劇フェスティバル）

大阪府 日新プリント株式会社 1120001052606 ネット・チラシ・自社ホームページを通じた新規顧客獲得

大阪府 セルクル株式会社 4120001208452 ホームステージング×非対面方式のＶＲ内覧サポートで販路拡大

大阪府 可緋処　雪人 － 専用ホームページの作成とコーヒー豆の焙煎・在庫能力の拡充

大阪府 有限会社ワイ　トゥー　エム 2120002068872 パパッと手軽に、美味しい料理が作れるようになるサロン

大阪府 那義建設 － ＩＴ活用した非対面営業への転換と個人向け新サービスの宣伝活動

大阪府 株式会社三輪 6120001214234 お取り寄せ商品の開発、及びホームページのＥＣサイトページ開設

大阪府 讃岐うどん今雪 － うどん百名店のこだわりの味を、新商品開発と通販で全国に広める

大阪府 株式会社角八魚鱗箔 4120001004983 次亜塩素酸水入手困難を解決するため、生成器を自社で購入する

大阪府 活魚専門　隆勢丸 － ランチ時の大量調理実現で集客増加とテイクアウトで売上向上

大阪府 雑貨屋ＺＩＺＺ － ＥＣサイトの売上拡大：非対面型への転換及び修理部門の内製化

大阪府 ラ・バルカッチャ － テイクアウト商品の開発とテラス新設による店内環境向上で売上ＵＰ

大阪府 株式会社オユモ 8120001207087 自社ウェブサイト作成を通じた留学および求人情報のシステム化

大阪府 株式会社Ｌ＆Ｃ 1120001177386 ３ＤＣＡＤによる新規取引先開拓とＥＣサイトのコンテンツ拡充

大阪府 田辺商店 － ホームページ作成しネット販売でコロナ感染拡大防止及び移動販売

大阪府 Ｃａｆｅ　ＯＴＯ － 真空パック配送用食材開発等の新規顧客獲得

大阪府 よつばしフーズ株式会社 6120001176953 機械導入による感染リスク低減対策とテイクアウト事業の強化

大阪府 ｌｉｖｅｈｏｕｓｅ　Ｍｒｓ．Ｄｏｌｐｈｉｎ － 「ライブストリーミングによる集客と販売体制づくり」

大阪府 燻製と鉄板イタリアンｋｏｍｕｇｉ － ホームページ作成による、燻製イタリアン真空パック商品のＰＲ

大阪府 はつえダイニング － 安全な日本料理の新商品開発とネットを通じた新規顧客販売

大阪府 創作和食とよ吉 － 新規顧客開拓のための本格和食おばんざいテイクアウト事業

大阪府 樹恵理 － 店内のコロナ感染症対策とデリバリー＆テイクアウトの開始

大阪府 アロマテラビーラボラトリーあ・ぺぜ － ヘッドセラピストのオンラインカリキュラムへの変換

大阪府 株式会社アクセルホーム 1120001186577 非対面の物件紹介による賃貸・売買仲介で本業とのシナジーを図る

大阪府 株式会社森西 9120001053092 『リモートの追求で顧客の潜在的ニーズに応える事業』

大阪府 株式会社スタジオクララ 1120001177064 【事業名】：非対面型営業の仕組みづくり（得意先の非対面営業を支援する）

大阪府 株式会社安保道場 8120001127376 【事業名】高単価デリバリー弁当事業
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大阪府 株式会社ＫＩＭＩＹＡ 2120001220491 自社ＥＣサイトを通じて、最高のお肉と最高の笑顔をお届け

大阪府 有限会社啓友エステート 4120002069092 内覧から契約までウェブで完結、女性に特化したサイトで販路開拓

大阪府 サトーネーム株式会社 8120101002941 小ロットの新主力製品事業確立のための新設備導入と販路開拓

大阪府 ぎんれいカラー － 写真注文をネットで受注できるシステム

大阪府 有限会社こなや 7120002048085 ＥＣサイト構築による名物「明石焼」の通販事業参入

大阪府 Ｌｉｂｒｅ　Ｐｒｏ － 「落語から見える関西の魅力と歴史」ライブ配信＆アーカイブ事業

大阪府 株式会社ＣＯＭＰＡＳＳ 2120101060045 日本製品のＥＣサイト販売及び体験型ツアー企画の新規顧客獲得

大阪府 ＫＡＺＵ － 自社ＥＣサイト構築による販路拡大事業

大阪府 Ｃｏｎｔｉｎｕｅ　ＫｉｃｋＢｏｘｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ － オンラインツールを活用したオンラインレッスンの導入

大阪府 洋食　やろく － 新ブランドの立ち上げ　真空調理でネット販売新たな販路開拓

大阪府 有限会社幸 7120002051840 テイクアウト用の新商品開発と新たな顧客獲得

大阪府 ＫｅｙＨｏｐｅ － オンライン講座の開講による売上アップ

大阪府 ｂｏｕｄｏｉｒ － 最小限の非対面型接客「個室化」で安心提供と新規顧客の獲得

大阪府 株式会社カザーナ 2120001197301 非対面による営業力向上と自社デジタル商品の販売による販路拡大

大阪府 ａｉｓｌｅ（アイル） － ＴＶ会議システムを用いた「メイクアップ講座」による関係性強化

大阪府 ラ・プラース・アンソレイユ － スマホ対応とＢｔｏＢのＥＣサイト制作により新販路拡大

大阪府 株式会社近畿医療システム 5120101027792 院内感染リスクの軽減と非接触型ビジネスモデルの導入

大阪府 有限会社源氏 8120002035454 蕎麦発祥の地、大阪蕎麦を全国へ！商品開発とネット販売拡大

大阪府 炭火焼鳥　きびたき － ＥＣサイト構築と動画で広げるＯＥＭとサブスクモデル導入事業

大阪府 稀音家淳也　きねやじゅんや － 非対面営業ツールとしてのＨＰ制作とオンライン三味線講習の実現

大阪府 株式会社ＡＵＲＩＣ 6120001184898 国産の自社オリジナル商品の生産を強化し通販サイトを作成

大阪府 イトープロダクション － オンラインＬＩＶＥ配信アプリのライブ配信者の活躍を支援

大阪府 ＳＯＣＯＲＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ － ＳＯＣＯＲＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＷＥＢ配信「そこは、お茶の間」

大阪府 新森桂整骨院・鍼灸院 － ＡＩによる姿勢分析を基にしたカウンセリングと運動指導

大阪府 宗近ライフコーチングアカデミー － 非対面型の集客ツール活用とオンラインセッション体制の構築

大阪府 手作り弁当＆お食事処咲咲 － テイクアウト・デリバリーサービスを通じた新規顧客獲得

大阪府 レッドセブン － 非対面型のオンライン型飲食サービスを提供するための投資

大阪府 あらき整骨院 － 非対面型セルフトレーニングジム併設による新規顧客層開拓

大阪府 Ｊｏｍａ　Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ － オンラインセミナー導入により商圏を全国に広げ新規顧客獲得

大阪府 ｓｔｕｄｉｏ　Ｇｒｅｅｅｎ － オンラインでのヨガレッスン導入により新たな顧客獲得

大阪府 洋風料理屋連れてっ亭 － テイクアウトメニューの強化と原価率の低減

大阪府 炭焼き鶏とつくねの店空音 － テイクアウトと、安心・安全のネットでの告知による集客計画

大阪府 株式会社かじ新 7120101039539 オンライン展示会や他の展示会での新商品紹介、ネット販売の拡充。

大阪府 株式会社ソウルフルフード 9120001180399 ＥＣ販売事業強化とブランド発信による新規顧客層の取り込み
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大阪府 城島意匠企画株式会社 9120001200157 ｅコマースにおける新プロダクトデザインの挑戦と地方創生

大阪府 ＴＡＶＥＲＮＡ＿Ｂａｃｃｉ － 感染予防店舗の増改装及びＥＣ販売サイト構築

大阪府 さかとう整骨院 － リモート施術と個別スペース設置のハイブリッド型治療院で収益増

大阪府 Ｔａｋｅ－ＲＨＹ － ＨＰを活用し、牛タン弁当をウリに新たな販路開拓の実施

大阪府 株式会社ＢＵＤＤＹ 5120001197876 ＷＥＢ内覧システム導入とＨＰ作成による不動産の販路拡大

大阪府 亀桜合同会社 2120003013084 無人カウンターとＥＣサイトを活用した新規顧客の獲得

大阪府 手羽だるま三国駅前店 － 手羽先のテイクアウトによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＧＲＡＰＨＩＣ　ＷＡＶＥ 5120001202990 ３６０°ＶＲを活用し、アフターコロナを乗り切る！

大阪府 株式会社梅仙堂 120001061084 ＥＣ専用新ブランド商品開発及びＥＣサイト作成による販売強化

大阪府 クシ〈Ｘｓｉｘ〉 － クシ〈Ｘｓｉｘ〉による自社ＥＣサイト販売事業

大阪府 田豊株式会社 3120001205962 オンラインセミナーの開始と新規教材開発による新規受講者獲得

大阪府 株式会社ＴＫＦ 3120001136621 こだわりチーズケーキのブランディングとＥＣサイト販売

大阪府 株式会社ＤＴＳ 9120001201907 ＤＴＳテコンドーエクササイズ　オンラインクラス導入

大阪府 ネクスト・マキ － 待合ゼロ顧客の安全を確保する来店状況がわかるホームページ製作

大阪府 くくる施術院 － ネットを活用した非対面による販路開拓事業

大阪府 北京気功整体院 － ホームページでの問診・予約システム導入事業

大阪府 株式会社キャストランド 4120001128519 テレワークとデータ管理システムの導入

大阪府 株式会社カサマ 3120001014538 コンサルティングのオンライン化による新規顧客獲得・販売促進

大阪府 株式会社ＥＬＥＣＴ 2120001152462 オンラインレッスン提供し近未来につなげる英語教室を目指す

大阪府 株式会社新田谷工房 2120901035436 ＥＣサイトの構築によるホルモン焼肉全国販売事業

大阪府 トランジット・フィールド － 「オンラインライブ・ＷＥＢ配信サービス」の周辺機器の設備投資

大阪府 焼鳥海鮮いろどり － 若い女性をターゲットにした商品開発、ＰＲ・ネット販売戦略

大阪府 エミリアトラベル株式会社 9120901042368 イタリアをモデルにした旅と街づくりアドバイス

大阪府 旬鮮　銀 － テイクアウト商品の開発と新規顧客（若年層・女性）の獲得

大阪府 有限会社ＯＥＨ 7120002073752 オンライン化に苦しむ英会話学校が始めるコンサルティング事業

大阪府 ＨＯＳＵＬＩ　ＢＡＫＥＲＹ＋ＣＡＦＥ － 通販取組のためのハード系パン製造機導入、量産体制構築

大阪府 おもてなし支店 － ホームページとオンライン商談による差別化及び新規顧客獲得

大阪府 つばさ塾 － 双方向オンライン授業構築と遠隔地生徒獲得による商圏深耕・拡大

大阪府 クロムカスタム工房株式会社 3120001122976 非対面営業強化に向けたパンフレット・ウェブの充実及び来店対策

大阪府 株式会社イーアドバンス 2120001120072 非対面型就活集客と就職マッチングサイトの構築事業

大阪府 美曜日 － Ｚｏｏｍを使った着付け遠隔レッスンとふるさと婚の企画及び実施

大阪府 株式会社Ｔオフィス 6120901030235 オンラインゴルフレッスンの立ち上げとＥＣサイトの構築

大阪府 ＣｏｒｎｅｒＳｈｏｐ － ＥＣサイト活用による音楽，ファッション，食を繋げる取り組み

大阪府 ＫＩＣＫ‐ＳＴＹＬＥ － オンライン個人レッスン／パーソナルトレーニングの新規事業
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大阪府 Ｋ＆Ｉ興産株式会社 120001218100 不動産賃貸管理業務に対する非対面型システム導入による満室化

大阪府 お気軽会議室ｔｕｔａ － 非対面入退室管理を行うためのスマートロック導入

大阪府 長町　健史 － 非対面でのオンライントレーニングの販路拡大

大阪府 おもいでフォトハウス － 【ベビー・キッズ用品のネット販売と、着物のネットレンタル事業】

大阪府 株式会社アーティスティックイノベーション 3120001179686 Ｒ－Ｎ複合型授業・ＴＡＰ－ｖｉｄｅｏ　ｔｅｘｔｂｏｏｋ（教育動画教材販売）

大阪府 大阪真珠株式会社 9120001220907 ホーページ改修による接客頻度の縮小と新規取引先拡充事業

大阪府 鉄板キッチンまつもと － テイクアウトメニューを強化した弁当・惣菜販売

大阪府 株式会社イスカ 9120001007791 非対面型ビジネスモデル導入による売上回復

大阪府 ＮＧＵ － ＥＣサイト制作と宣材写真・動画撮影

大阪府 ふたいろ － テイクアウト事業とキッチンカー事業参入による非対面化の推進

大阪府 Ｊヒューマンネットワーク － 日本語オンライン授業による留学期間短縮とコスト削減の実現

大阪府 株式会社ＯＭＰ 8120101050321 ホームページ作り直しによるテイクアウト事前予約拡大事業

大阪府 株式会社カレラプロモーション 1120001168146 イベント請負・派遣３事業の統合Ｗｅｂブランド形成と販路開拓

大阪府 フレンチバルｐｌａｔｔｏ － 本場フランス料理によるテイクアウト等の販売強化事業

大阪府 株式会社ひなた笑店 120001179088 新たなモール型教育系サイト構築による販路開拓

大阪府 株式会社サンライズコーポレーション 6122001029711 オンライン商談システム導入とＨＰ作成による一戸建ての販路拡大

大阪府 伽琉駝門（カルダモン）カフェ － ライブハウスの今後。配信事業システムの構築と新規販路開拓

大阪府 ますもと整骨院 － オスグッド専門非対面型オンライン施術事業

大阪府 ダイニングバーＤＡＮＫ － ＥＣサイトを用いたオリジナルドレッシングの販売促進

大阪府 ＦＩＰエンターテインメント株式会社 5120001204888 ＥＣサイト構築でスポーツ関連グッズの販売事業

大阪府 株式会社若野建築不動産研究所 8120001191926 特化型のレンタルスペースとしての転用とコンサルビジネス拡大

大阪府 あびこ酒場ゆうひめ －
魅了を最大限の発揮出来るホームページリニューアル・販路拡大！当社自慢
の味をＥＣサ

大阪府 株式会社Ｇ’Ｓｔｙｌｅ 9120001163635 新規「和洋折衷餃子弁当」開発によるテイクアウト事業の拡大

大阪府 藁焼き酒場　椛屋 － ＥＣサイト構築とサブスクリプションモデルの導入事業

大阪府 寳来堂 －
一番人気商品のどら焼き、子供向けの誕生餅やおやつのオンラインショップ
販売

大阪府 株式会社ＳＥＰＴ 5120001114369 オンライン事業を推進するための基盤構築

大阪府 有限会社ガッツうまい米橋本 8120002041023 ＥＣサイト制作による安心安全なお米のネット販売

大阪府 Ｔ－ｓｔｕｄｉｏ － ステイホームで行う本格ボディメイク！出張加圧トレーニング

大阪府 大吉食品 － ホームページ作成をして　テイクアウト、デリバリー業務のお客様集客効果

大阪府 ＤＵＫＥＳ － カラダが喜ぶ自然派料理のテイクアウト・デリバリー事業

大阪府 クロネコ食堂１ － 売上を戻す為の集客Ｕｐと顧客獲得のテイクアウト事業

大阪府 ムマインビテーション － レトルトカレー、冷凍カレー弁当をネット販売

大阪府 縁－ｍｕｓｕｂｉ － 新たにハーブ浴専用ルームを開設し、非対面型モデルを構築

大阪府 馬肉料理　ばにっくん － 熊本県産馬刺し、馬肉を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得
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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
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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。

大阪府 牛王 － キッチン業務効率化によるテイクアウトの実現と新メニュー開発

大阪府 アメ村社員食堂 － テイクアウト強化およびＥＣサイト構築を通した新たな販路開拓

大阪府 株式会社２５ 4120001225860 非対面型施術サービスへの取り組みと認知度向上

大阪府 ＵＮＵ － 新商品を開発し、非対面での販売による売上アップ

大阪府 お好み焼き　ＡｒＡｋＡ － 家庭・職場やホテルで楽しむ、大阪弁当とお好み焼きキットの販売

大阪府 Ｇ’ｄａｙ － 新たな宅配サービスの受注システム整備と衛生対策の為の店舗改装

大阪府 株式会社池田商店 2120001213289 「自宅で楽しむ高級魚」の販売サイトで売上アップ計画

大阪府 有限会社トラベルジャパン 1170002008081 非対面でファンを増やす！旅の情報ポータルサイトで販路拡大

大阪府 丸亀 － テイクアウト強化と個別料理提供への変更

大阪府 炊い処ぽんたん － 名物メニューに絞り込んだテイクアウト販売の強化

大阪府 海坊主　八阪店 － ソーシャルディスタンシング営業と中食サービスによる売上増進

大阪府 ブルーミング株式会社 7120001128680 人生最高の一日を。挙式用バーチャルドレッシングルーム事業。

大阪府 ＹＵＲＡＬＩＮＡ － コロナ対抗！独自開発クラフトジェルのブランド確立、販売促進

大阪府 株式会社ＭＹＭ 6122001026733 顧客がセルフでできる痩身・美顔サービス立上げのための設備導入

大阪府 かんてきや － 創業２１年目の挑戦～テイクアウトでファミリー層獲得～

大阪府 株式会社ジーブリッジ 8120001122708 プレミアム焼酎の海外向けオンライン販売サイト構築事業

大阪府 冷麺館　鶴橋店 － テイクアウトメニューの開発とＹｏｕＴｕｂｅ広告で売上アップ。

大阪府 冷麺館　大国町店 － 冷麺館の味をそのまま食卓に！テイクアウトメニューの開発事業。

大阪府 ＢＩＳＴＲＯ　ＬＡＭＰＥ（ビストロランプ） － ＷＥＢ会議システムによるデリバリーコース料理の販売強化事業

大阪府 Ｗ－ＢＥＡＳＴ　ＧＹＭ － 非対面式個人レッスン講座と一人空間での筋トレエリアの創設

大阪府 株式会社Ｍ・Ｋテック 8120101023715 移動用品の世界的人気による生産要請に応じるための測定機の導入

大阪府 ＣＡＭＩＯ － ＣＡＤ導入による業務の効率化と非対面販売モデルの促進

大阪府 パルップラボ － 自社ホームページとネットショップによる売上拡大への取組

大阪府 株式会社ＧＲＯＵＮＤ　ＵＰ 2120001214428 マーケットイン型の子供服の新商品開発とそのネット販売

大阪府 Ｔｒｉａｎｇｌｅ株式会社 9120001187502 ドローン農薬散布に特化したシステムを活用した新規顧客販路の開拓

大阪府 ＶＩＣＳ行政書士事務所 － 越語・中国語・英語・日本語によるオンラインビザ相談システム

大阪府 株式会社しのぶれど 5120001182432 非対面でも心を繋ぐオンライン環境整備による写真サービスの提供

大阪府 株式会社サンフィールド 8120101020159 ＷＥＢ／ＨＰを用いた体験型注文住宅モデルルームの展開

大阪府 ネットトレインサービス株式会社 2120001024835 展示会に代わる新しい法人顧客開拓支援サービスの提案と販促

大阪府 株式会社エムエム 3120001000199 非対面サービス開始に向けたセルフ施術可能な最新脱毛器の導入

大阪府 ｙｕ－ｂｉ　ｗｏｒｋｓ － ホームページを活用した婦人服の新たな販路開拓事業

大阪府 おでんと肴清水 － こだわりおでんとおばんざいのテイクアウト・出前事業

大阪府 株式会社Ｗ 4120001176105 京橋ハラミ屋のテイクアウト・ＥＣ販売体制構築事業

大阪府 迦奈 － まつエク店のホームページを活用した非対面対応と感染症対策
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大阪府
社会保険労務士事務所楽しく働くジャパ
ン

－ 集客・サービス完全オンライン化計画

大阪府 ナチュラ・ライフ － フィットネスのオンライン動画を活用した非対面事業

大阪府 ＣＵＴ＆ＳＰＡ　Ｌｉｅｎ － ネットを活用した地域密着ヘアサロンの非対面ビジネス

大阪府 株式会社アール・ド・ヴィーヴル 5120001187522 既存サービスのオンライン化と「オンラインサロン」の開設

大阪府 株式会社ＭＹＴＨＯＳ 6120901028808 「非対面型への転換による販路開拓に向けたホームページ改修」

大阪府 Ｃｌｕｂ　ＲＵＢＹ － 出前・テイクアウト受注サイトの導入による販路開拓

大阪府 和処Ｒｅ楽 － 大阪寿司テイクアウト及びオンラインマナー講座による新規客獲得

大阪府 狸狸亭 － 店舗販売からＷＥＢを活用した通信販売及び宅配事業への進出

大阪府 株式会社インフィニティ 8120001211411 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 フォルティシモ － 快適・安心な室内環境で顧客満足度向上とテイクアウト開始で集客

大阪府 株式会社ＴＲＹＡＮＧＬＥ　ＺＥＲＯ 2120001226266 デリバリー事業の本格稼働による販路開拓事業

大阪府 株式会社大剛 8120001097891 営業活動の効率化を目指した非対面型ビジネスの推進事業

大阪府 割烹片桐 － 創業１５３年にして初のＨＰによる非対面全国展開のネット販売事業の開始

大阪府 ａｎｈｅｌｏ － オンラインで施術する「おうちｄｅエステ」を取り入れたサービス

大阪府 千と宝山 － テイクアウト用設備の導入と、全国の名産品で新サービス開発

大阪府 株式会社写楽 4130001058442 ・ＥＣを活用したドレッシングルームの貸出と宅配レンタル事業

大阪府 マイケルジャクトン － ＡＲやＶＲを活用した新しい映像エンターテイメント事業

大阪府 炭火串焼石橋一刀流 － 食材管理の見直しとテイクアウト事業の拡充

大阪府 株式会社ジュン・コーポレーション 3290002015774 オンライン商談及び新サービス「台湾素食」の食材の通販

大阪府 海外漫画カフェ＆バーＣＲＯＳＳＯＶＥＲ － 新しい生活様式に沿った営業体制構築とＳＮＳ連携ＥＣサイト実装

大阪府 韓喜屋 － 通販サイト活用で非対面型の店舗・デリバリーサービス体系構築

大阪府 アマラール － オンラインイベントによる収益事業の創設

大阪府 ライジングフード株式会社 9120001167751 フードデリバリーサービス活用に比重を置いた事業への転換

大阪府
子どもの心と発達の相談ルーム「ここケッ
ト」

－ インターネットを活用した非接触のカウンセリングの実現

大阪府 行政書士乾事務所 － 特化ページによるオンライン自動入力システム導入による販路拡大

大阪府 株式会社フューチャー・クリエイション 3250001017577 【ＷＥＢを活用した無料オンラインセミナーによる販路開拓】

大阪府 ＮＥＸＴＡＫＥ株式会社 2120001219501 民泊事業の新需要の取込と不動産事業の仕組化で規模拡大

大阪府 グローフーズ株式会社 3120101047586 非対面型テレワーク設備等の導入による中食分野の新規顧客開拓

大阪府 ＳｏｗＭｅｎ． － ネット販売強化と新規顧客獲得及びオリジナル新商品開発

大阪府 合同会社プラスシステム 8120003016503 焼肉と串揚げのテイクアウトとＥＣ機能導入による販路開拓

大阪府 不登校克服カウンセリング大阪 － 不登校克服カウンセリングの非対面化実現事業

大阪府 株式会社Ｅａｓｐｅ 8120001219578
オンライン完結型導入・サポートフローの確立および、オンライン療育へ向け
た機能開発

大阪府 株式会社はっぴー創造研究所 8120001129265 ウィルスを不活性化する光触媒の新事業を非対面型営業により実施

大阪府 株式会社ａｒｔｏｓｓ 2120001181817 オンラインを活用したグラフィックデザイン講座
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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３回受付締切分）
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大阪府 しらひげ鍼灸整骨院 － 院内の感染対策と非対面での健康増進メニュー開発及び認知度向上

大阪府 有限会社自然医科学研究所 6120002003173 非対面型健康支援事業推進のためのホームページ作成

大阪府 株式会社ドリームリンク 6010001095784 ホームページから受注し、生花を販売する事業

大阪府 株式会社笑顔デザイン研究所 9130001054263 オンラインでの企業・団体向け研修会や講習会の訴求

大阪府 壮妍舎 － ・非対面型販売促進と相談ルートの拡充

大阪府 株式会社ソレイユ 9120001189622 福祉用具の売上アップのための通販サイトによる販路開拓

大阪府 すし処利八 － お持ち帰り専用寿司メニューの開発と宣伝での新規客獲得

大阪府 株式会社０７４２ 9120001215907 ＥＣサイト制作によるスポーツジム用品の販路開拓事業

大阪府 株式会社シェイプアップ 4120001222536 自社サイトリニューアル（ＥＣ機能搭載）および販路拡大事業

大阪府 株式会社インバウンドグループ 1010001179427 世界中いつでもどこでも日本料理教室の展開

大阪府 有限会社ＳＨＩＫＯＨＹＡ－ＥＦＳ 6120002058060 デジタル広告で非対面での販売促進に取り組む

大阪府 Ｌａｔｅｎｔ株式会社 2120001227925 ホームページ作成とＷＥＢ面談を導入し企業と求職者の成長を支援

大阪府 アクシスカイロプラクティック － 遠隔操作による歩行検査機画像で施術の見える化により販路開拓

大阪府 株式会社高砂 3122001019211 非対面売上を増やすためのＨＰ刷新と新事業

大阪府 クラニオ気功 － 働く女性のためのリモート気功・気功教室と相談で世に活気を

大阪府 株式会社あきづ 3120101059549 対面・非接触による食事対応も可能な多目的スペースの提供事業

大阪府 浪花昆布 － デリバリー販売・ホームページなどを使った非対面販売

大阪府 Ｔｅｍｐｔａｔｉｏｎ　ｎａｉｌ　ｓｔｕｄｉｏ － 自爪を労る新メニュー開発とネイリスト養成講座をオンラインで実施

大阪府 はこべら － 減・無農薬やさい料理の弁当おばんざい店の立ち上げ

大阪府 ＹＯＵメディカルルーム － 非対面型での「整体」に関する情報発信とＥＣ物販の導入

大阪府 ＪＵＮ－ＧＯＬＦ　ＡＣＡＤＥＭＹ － 「弾道測定器のレンタルによる非対面ゴルフレッスンの体制整備」

大阪府 ワールド企画有限会社 8120002028846 ＨＰスマホ対応による新規顧客獲得とオンライン講演会の販路拡大

大阪府 合同会社ＦＬＯＷ 3120003015294 テイクアウト・デリバリー向けの個性的な映える新商品の開発

大阪府 ままごとや － ＷＥＢサイト及び各種宅配サービスの活用・新商品開発よる販路拡大

大阪府 和食ふくみ － 【あわびや国産うなぎ等を自宅で楽しめる和食ふくみのネット販売】

大阪府 Ｋａｒｉｔｅ － オンライン化推進と、より一人一人に向けた新たなサービスの開発

大阪府 嘉富得株式会社 5120001201076 鉄人ｍｏｔｏのまじめにおいしいシリーズ『商品開発と顧客の獲得』

大阪府 欣栄株式会社　揚子江ラーメン大池橋店 4120001197670 店内コロナ対策及びテイクアウト、デリバリー事業の構築

大阪府 うだま － テイクアウトと地方発送を強化し時短営業へ！

大阪府 株式会社ｃｏｐｉａ 7120003010358 婦人服オーダーメイド商品の拡充と販路拡大による新規顧客の獲得

大阪府 佃水産株式会社 9120001035743 「佃の鮪」ＥＣサイト構築による売上拡大計画

大阪府 株式会社ミルファーム 6120101059620 飲食店及びテイクアウト・ステイホーム需要向け食肉加工販売事業

大阪府 ラーメン大学 － 認知度を上げてコロナを乗り切る！地元密着型中華料理店の挑戦

大阪府 結音茶舗 － テイクアウト事業への本格参入による非対面型ビジネスへの転換
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大阪府 株式会社ディクラ 4120001226859 自社サイトによる販促と熟成冷蔵庫活用でのテイクアウト商品開発

大阪府 行政書士くすき事務所 － 新型コロナウィルスに負けない！新業務開拓プロジェクト

大阪府 株式会社千里眼 2120001173896 オンライン占いの推進とタブレット無人受付システムの強化

大阪府 三協不動産株式会社 6120001029013 堅牢な情報システム整備による商談等の非対面化＆遠隔化の実現

大阪府 株式会社シラカワ 7120101003544 ＥＣサイトにてオリジナルＴシャツ受注

大阪府 ライズ・ステージ株式会社 3120001222033 オンラインでの内覧システム導入による不動産の販路拡大

大阪府 真心 － オンラインによる非対面型ビジネスへの転換

大阪府 パティスリーラヴィルリエ － 倉庫から　テイクアウト中心の店舗への改装による　販売強化事業

大阪府 株式会社フードベンチャー 8120001206080 ウイズコロナ対策プロジェクト

大阪府 株式会社サーブリィ 3120001181709 ＥＣサイト開設により「焼肉屋さんのお肉」をオンライン販売

大阪府 藤原　正典 － クラウド遠隔監視システム付き機械装置の導入

大阪府 ＶＥＬＶＥＴ － ライフスタイルショップによる「うつわ」の通販強化事業

大阪府 Ｂｉｊｏｕ － 形状記憶ネイルチップ販売・オンラインネイルサロン事業

大阪府 オフィスソレイユＯｆｆｉｃｅ　ＳＯＬＥＩＬ － 女性の精神的経済的自立を目的としたオンラインサロンの構築

大阪府 株式会社学志館 3120001152742 学びを志す人を育てるオンライン教室開設計画

大阪府 株式会社笑福 4120001186566 おやこ食堂及び弁当販売による新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社Ｋ３プロジェクト 4120001126571 高級クラブやバーの少ない北区で新型コロナ対応型店舗の再開

大阪府 あや菜 － テイクアウト商品開発・販売による売上獲得

大阪府 株式会社フラップゼロアルファ 120001218995 非対面型ビジネスモデルの構築及び販路拡大のためのＨＰ作成

大阪府 ＷＯＭＡＮＳ株式会社 1120001187988 オンライン学習講座で安心安全に心と体の健康美を提供

大阪府 ｍｏｄｅｒｎ　ｄｉｎｉｎｇかがり － テイクアウトの強化と食材ロスの低減

大阪府 株式会社美癒素 3120001131754 バストケア講座のオンラインスクール化事業と動画配信による集客・ＰＲ

大阪府 アノエル － コロナでも女性として美しくあり続けるためのスタイル提案サロン

大阪府 株式会社ＢＬＡＮＣ 7120001228869 「コミュニケーションの主役になるハンカチ」ＥＣサイトで販路開拓

大阪府 株式会社ココカラ 3120001178861 自社キッチンカー導入による移動販売型ビジネスへの参入

大阪府 Ｐａｎｄｅシャンボール － 【パン屋のサブスクリプション型デリバリー事業×ＹｏｕＴｕｂｅ】

大阪府 餃子の名前考え中 － 【餃子のデリバリー＆キッチンカー事業】

大阪府 株式会社ユメイク 1120001213851 非対面ビジネスを取り入れたウイルス対策商品の販路拡大をする

大阪府 株式会社グロース 6120101058201 ネットを活用して新しい事業の柱「メダカ販売」を強化する。

大阪府 ＴＩＥＮＳ代理店 － オーガニック素材で作った化粧品・サプリメント等ＥＣサイト構築

大阪府 株式会社ＫＡＮＯＮ 2120001206144 ホームケア専用の自社新商品開発とネット販売を通じた売り上げの獲得

大阪府 義歯工房 － 売上向上を目指し内製化・生産性の向上・新規販路開拓

大阪府 株式会社日本アレンサービスセンター 2120001072693 「機能性とデザイン」の共存をアピールする販路拡大事業

大阪府 株式会社ピンポン 7120001087935 オンライン化促進とデリバリー向け新商品開発
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大阪府 株式会社ＲＥＶＥＲＳＩ 6120101050728 自社サイトによるホームケア商品の新たな販路の開拓

大阪府 ｈｉｎａｔａ　ｃｏｆｆｅｅ － テイクアウトとネットショップ需要に向けた店舗改装

大阪府 Ｎａｎｉｗａ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ　ＢＬＤＧ．Ｏｓａｋａ － ヴィーガンフード開発とデリバリーアプリを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社新和プラスチック 7122001003640 飛沫感染防止アクリルパネルに抗菌加工した新商品を非対面でＰＲ

大阪府 合同会社こらぼるた 5120003013759 非対面型らぁめんＥＣサイトのサブスクモデル構築事業

大阪府 Ｃｌｅａｒ（クリア） － ベテラン実演家が講師～リモートでつながる・学ぶワークショップ

大阪府 あさひファーム有限会社 3120002000068 直売所の整備とホームページ活用したお客様対応強化

大阪府 株式会社ソアーズ・ミュージック 5120001172128 音楽・エンタメライブのインターネット配信による非対面型事業の導入

大阪府 ｈｉｔｏ．ｏｔｏ株式会社 2120001212563 新時代安心のヘルステック訪問看護事業

大阪府 有限会社サクセス 6120902010327 激選豆しば飼育グッズ販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

大阪府 サツキパソコン教室 － キッズプログラミング教室オンライン授業化

大阪府 レフズ － 非対面型オンライン相談スマホサイトと動画活用コミュニティ集客

大阪府 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ迫 － 希少性の高いテイクアウト料理導入による顧客の開拓

大阪府 串揚げ処法善寺 － 名物の持ち帰り弁当の販売＆店内のウイルス感染防止対策

大阪府 弁護士法人まこと 9120005017820 クラウドシステムとペーパーレス化によるテレワーク環境の整備

大阪府 山中酒店 － 酒好きに伝わり心から美味しい酒を全国に届けるネット販売事業

大阪府 クリアリンクサロンＬＩＧＬＬＡ － オンラインによる研修・コーチングの確立へ

大阪府 ＲＥＰＲＥ　ＭＡＫＥＳ株式会社 2120001230680 【光触媒コーティングで抗ウィルス、抗菌、除菌、消臭】

大阪府 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｈａｒｍｏｎｙ － オンラインでの教育事業・講演事業・イベント事業

大阪府 ウタゲ・ファクトリー株式会社 2120001217216 鳥取県産鶏肉を活用した新商品開発とネットを通じた新顧客獲得

大阪府 エリーゼ音楽企画 － コロナに負けるな！音楽教育、新たな挑戦

大阪府 有限会社ひまわり家族 6120002059901 ネット広告の強化による事業拡大の促進

大阪府 株式会社関西ビル管理サービス 6120001161096 パーティスペースとしての貸出・国内宿泊利用者向け集客への対応

大阪府 ＢＵＹＭＡパブ＆ぴぴ － 現地企業と直接提携によるネットショップ非接触型販売強化

大阪府 株式会社スターエキスプレス 4150001007777 企業マッチング＆商品販売サイトの構築

大阪府 大一精機株式会社 4122001003882 初の一般顧客むけ自社商品のＥＣサイト開設による拡販

大阪府 薩摩うどん － 薩摩うどんにおける店内の換気・消毒対策と持ち帰りメニューの導入

大阪府 Ｃｈｉｋａｓｈｉ － ４Ｋ対応カメラ導入による新規顧客開拓戦略

大阪府 渡邊工務店 － 非対面型ウェブカウンセリングシステム導入

大阪府 株式会社Ｗａｒｒｉｏｒ 1122001028585 フィットネス関連商品をメインとしたＥＣサイトによる販路開拓

大阪府 ユーエスバレー・ラバー株式会社 7120901033856 ビンテージタイヤの迫力と価値が伝わるＥＣサイト作り

大阪府 さくら月　田ごと － テイクアウトの開始で、ランチで満足・ゆったり安心空間で大満足

大阪府 Ａｔｔｉｒａｎｔ － 非対面方の女性向けの憩いの場を作るためのホームページ制作

大阪府 美ＧＲＡＣＥ － 「かっさ」美容法による非対面型エステサロン実現事業
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大阪府 株式会社シンプルワン 2120001220129 ゴルフレッスンのリモート化による新規顧客獲得事業

大阪府 ラタン － ホームページを改良し、ＥＣサイトの構築！ＥＣ販売開始

大阪府 合同会社ベジたる 1120103001576 「おとうふドーナツの冷凍食品化による通信販売の開始」

大阪府 株式会社谷岡ドレス 6120001056791 ユニフォーム専用テレビ電話無料相談窓口の開設

大阪府 タニダ鍼灸治療院 － コロナ禍を乗り切る新規開拓とオンラインカウンセリング事業

大阪府 ＩＣＨＩ株式会社 2120001180892 海外向けＥＣサイト作成・オンライン商談による木材等の輸出

大阪府 Ｋ２ｎｅｘｔ － 非対面での相談ができるＨＰの制作と販路拡大

大阪府 有限会社グッドスピード 5120002048145 渡航再開による留学需要増に備えた留学斡旋のオンライン集客事業

大阪府 トーコーレンタル株式会社 2122001023866 レンタル屋さんのホームページ－多角化・オンライン化で事業継続

大阪府 株式会社シンキタ 6120001164256 事務所環境整備と除菌・衛生管理強化による感染防止対策の徹底

大阪府 株式会社ユナイテッドダイニング 9140001074608 テイクアウト強化・デリバリー事業参入・ウィズコロナの環境整備

大阪府 Ｋホームズ － オンライン面談や動画を活用した遠隔リフォームサービス

大阪府 居酒屋さが野 － 自店ＥＣサイトによる居酒屋料理のテイクアウト事業

大阪府 株式会社ＳＯＬ 8120001179756 ポスティングと自社サイト連携による非対面訪問営業システム

大阪府 後給　鈴菜 － オンラインパーソナルトレーニングによる非対面型ビジネスの構築

大阪府 しろくまドーナツ － 販路拡大のためのＥＣサイト制作

大阪府 島名輝 － リモート型セミナーで安心して学べる新事業

大阪府 チョーハンの餃子 － チョーハンの餃子オンライン販売

大阪府 ＢａｒＩＢＩＳ － おうち時間のお供に～ギフトマーケティング戦略

大阪府 株式会社オールウェイズ 4120001146108
非対面型のＷＥＢ飲み会サービスを活かした旅行プランの提案と店舗のＢａｒ
への集客事

大阪府 梶浦鍼灸院 － 非対面型による鍼灸院の首・腰・膝・競技別ストレッチ動画配信サービス

大阪府 なかえ鍼灸院 － 自宅にいながら健康になりたい顧客を獲得するＷＥＢ構築事業

大阪府 ｃｏｃｏｒｏＢｅ： － 動画配信によるリモート型体質改善トレーニングの開発

大阪府 イタリア酒場　京橋ＯＲＡ － 非対面型ビジネスモデルへの参入のためのホームページ作成

大阪府 株式会社Ｆ－ｓｔａｎｄａｒｄ 1120001165531 オンライン完結型のＷＥＢサイト制作事業

大阪府 Ｈｉｍｅ． － カスタマイズ商品のＥＣサイト構築

大阪府 株式会社ＲＦＣ 5120001203403 オンラインＲｏｃｋｓ　Ｆｏｒ　Ｃｈｉｌｄｒｅｎ　～子どもたちの夢の入口～

大阪府 株式会社ナーチャーハーツ 8120901038292 オンラインによる商談・面談体制構築のためのホームページ改良

大阪府 有限会社マスダ 8120002019267 衛生管理を徹底した安全な店舗づくりとチラシによる販促活動

大阪府 株式会社アトラクション 9120001187477 ＳＮＳによる「ファン作り」とテイクアウトでコロナ禍を乗り切る

大阪府 新陽産興有限会社 1120002020058 ＷＥＢ流入強化とチラシ・動画制作

大阪府 株式会社ＭＴＫサービス 5120001199971 医療・介護の事務系人材専用サイト立上及びサービスオンライン化

大阪府 オー・エス・エス － 自社ブランド立ち上げに伴う事務所開設・設備導入事業

大阪府 株式会社ＴＮＴ　ＭＡＲＫＥＴ 3120001154706 クッキー成型機の導入によるテイクアウト通販事業の拡大

38 / 59 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。

大阪府
株式会社アリーヌ・インターナショナル・
ジャパン

2140001100139 自社ＥＣサイトの構築による冷凍イカ唐揚げの通販事業開始

大阪府 合同会社ｆｉｖｅｕｎｉｔｙ 1120003009637 ＷＥＢサイト一新と予約システム導入で韓国料理教室のＩＴ化

大阪府 合同会社キューブ・エス 3120003012192 リモートワークのセキュリティ対策に特化した事業の拡大

大阪府 アオト自動車株式会社 2120101029619 非対面による車の販売予約注文及び決済のできる車の相談窓口

大阪府 大井ＦＰ事務所 － オンラインサービスによる中小企業経営再建・生活再建プロジェクト

大阪府 Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ － 非対面を取り入れたオンライン英語教室

大阪府 Ｂｉ　ｎｅｉｇｅ － ＥＣサイト構築、セルフエステ機器導入による売上増加

大阪府 スロース有限会社 7120002067977 自社開発商品の非対面型販売強化による新規顧客の獲得

大阪府 りらく原整骨院 － 新規機材導入・オンライン体制整備による新規事業の売上向上

大阪府 お好み焼きなお家 － 独自ホームページ作成等によるお好み焼きテイクアイトＰＲ事業

大阪府 株式会社アトラス 9120001216566 ＥＣサイトによる非対面でのメンズ専用化粧品の物販事業

大阪府 ヒキガネ株式会社 8120901038235 サプリのオンラインサンプリングによる新規顧客獲得

大阪府 あっとほーむばー　ぼくるーむ － インスタグラムを活用した集客による顧客獲得事業

大阪府 Ｓｋｙ　Ｇｒｉｄ株式会社 4120003011037 自社オリジナルのプログラミング教室の開設と顧客獲得事業

大阪府 カッフェ　チャオッペ －
当店の課題を改善していくこと、アフターコロナで販売促進を考えるうえで、当
店はネッ

大阪府 からあげ専門店とりの　玉造店 － 自社ホームページを構築し、自慢の唐揚げを食卓へ

大阪府 株式会社和身塾 9120101050824 芯伝整体師養成講座半オンライン化プロジェクト

大阪府 株式会社山樹 5120001173679 非対面でのオンライン受付からの、オンライン撮影接客業

大阪府 有限会社岡本図書教材 1122002001244 営業体制の完全オンラインシフト事業

大阪府 株式会社桝本工務店 3122001006762 オンラインセミナーを通じた顧客囲い込み戦略事業

大阪府 株式会社ギンガム 8122001032259 自社ＥＣサイトの新規作成による販路拡大

大阪府 井下公認会計士・税理士事務所 － 非対面で安価な革新的税務支援サービス

大阪府 Ｕｖｉｌｌａｇｅ － 三密を避けた野外での飲食提供と出前事業

大阪府 株式会社けやきサポート 8120101035966 動画・ＶＲ導入による非対面非接触での施設・サービス内覧

大阪府 Ａｒｃｏ　Ｉｒｉｓ － オンライン化へ業務転換するママ起業家へのプログラム告知と拡充

大阪府 株式会社Ｅ－Ｒｅｓｅａｒｃｈ 5120001217824 オンラインスクールのためのＥＣサイト作成とＨＰリニューアル

大阪府 Ａｒｔｓ　ｌａｂ － 個展と教室を非対面型ビジネスモデルで展開して収益を得る

大阪府 株式会社植村工房 2120002000100 オリジナルブランドの開発とＨＰ改修による非対面営業

大阪府 ハチマル蒲鉾　なんば千日前店 － ホームページ作成を行いデリバリー配達の売上向上を目指す

大阪府 株式会社ウッドワークエムニ 120101035459 ＥＣサイトでの業界初非対面型カスタマイズテーブル販売

大阪府 時間意匠 － 施工事例３６０　ｗｅｂ内覧及びＳＮＳ情報発信

大阪府 株式会社ＢＡＮＫ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 6120001196191 オンラインセミナーの動画配信等による非対面型金融コンサル事業

大阪府 株式会社ＣＲＡＦＴＭＡＲＴ 5150001020473 自社ＥＣサイト構築により、販売価格の低下と売上高増加を実現

大阪府 Ｂｏｎ－ｔｕｎｅ － オンラインを活用した集客の向上、テイクアウト販売の増加
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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３回受付締切分）
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※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。

大阪府 タダフラ － 非対面型観望会の実施に向けての観測設備とシステム導入

大阪府 吉田麻子料理教室 － 料理教室のＩＴ化、オンラインサロンの実施とＷＥＢ改善

大阪府 Ｒ×Ｒ（アールアール） － 音楽のオンラインライブとオンライン授業を行う配信事業

大阪府 ギャラリーＳｏ－Ｒａ － ＥＣサイトで作品の魅力を伝える為の写真＆動画撮影環境の整備

大阪府 フラワーショップブリッジ － ホームページの制作と感染予防として店舗改装

大阪府 株式会社ＮＥＸＴＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ 5120001186409 オンライン化に対応したホームページ開設とプロ使用、安心のＥＣサイト作成

大阪府 株式会社トシツウ 3120001200476
新規販路開拓としての非対面型サービス可能なホームページ制作と業務の
効率化

大阪府 株式会社ケイティトラスト 7120002068661 当社の魅了や強みを発揮可能とする非対面型対応ホームページの開設

大阪府 ちょっとＢａｒ？ －
ホームページの開設による販路拡大・レイアウト変更でソーシャルディスタン
ス

大阪府 Ｍａｎｎｅｒｚｅｌ － ビジネスマナー研修等のオンラインによる非対面化と販路開拓

大阪府 合同会社ＧＲＡＣＩＡ 4120103002506 新規顧客獲得のためのオンラインダイエット教室と顧客管理

大阪府 つくし － 最新機器導入による、非対面ビジネス販売拡大及び要求への対応

大阪府 味肴房　田 － 二階座敷の換気対策と居心地の良い店づくりのための諸施策実施

大阪府 瑞川株式会社 2120001193548 高度外国人材ビザ取得支援と不動産販売ルートの拡充

大阪府 株式会社ヘルメスエムエフジー 6120001156625 一般客への直販のためのＥＣプラットフォーム事業

大阪府 Ｃａｂｏｔｔｅ － お客様とのご縁を繋ぐためのオンラインバーの開設

大阪府 株式会社エルムズクリエイト 4120001117612 ＡＩ導入による効率的営業実現と雑誌広告による顧客獲得事業

大阪府 Ｂｕｄｄｙ株式会社 4120101056561 非対面型営業による家財整理業の新規顧客獲得

大阪府 光株式会社 6120001139729 ホームページ作成・既存設備買い替えによる売上増加を実現

大阪府 株式会社スリーリード 5120001198412 電子契約とホームページでＶ字回復

大阪府 株式会社大新工業 9120101049065 非対面型営業推進のためのホームページリニューアル事業

大阪府 丸木　隆弘 7120001131073 業態変更と店内改装による非対面モデルへの推進

大阪府 竹中　裕美 － 美容室向け非対面型経営指導のためのＬＩＮＥ公式アカウント導入

大阪府 とりだん深江橋店 － とりだん深江橋店の秘伝焼き鳥テイクアウト事業

大阪府 とりだん住之江店 － 秘伝の炭火焼き鳥テイクアウト販路拡大事業

大阪府
司法書士・行政書士オフィスネクスト・ラ
ボ

－ 新規顧客開拓に向けた、テレワーク環境の整備と新規商圏の開拓

大阪府 株式会社アプロエステート 1120001110272 オンライン内覧会で新規顧客の獲得

大阪府 有限会社旭ヶ丘中央薬局 8120902017436 薬店が行うダイエットオンラインカウンセリング事業の販路開拓

大阪府 株式会社Ｅｓｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 3010901033350 本格ピザのテイクアウトでファミリー層の新規開拓

大阪府 Ａｎｉｍａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｒｅ －
①里親さんの為のオンラインドッグトレーニング事業②オリジナルペットフード
の開発・

大阪府 ＬＩＶＥＨＯＵＳＥＲｕｍｉｏ － ライブイベントのオンライン配信事業

大阪府 株式会社関西電工 5122001008591 オンラインセミナーを通じた顧客囲い込み戦略事業

大阪府 翔栄株式会社 7120901032619 家庭向け省エネを軸としたリフォームのオンライン受注型事業

大阪府 有限会社神吉 8120102006784 リモート化及び特定整備事業の認証による営業効率向上と販路拡大
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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３回受付締切分）
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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。

大阪府 株式会社アソシエイツ 4122001014822 太陽光発電設備販売のネットを通じた新規顧客獲得事業

大阪府 有限会社エイチ・エフ・エス 7120002007792 近隣住民のニーズに応えるテイクアウト＆デリバリー業態開発事業

大阪府 ＣＨＡＮＮＥＬ　ＨＯＵＳＥ － オンラインＳＮＳマーケティングを活かしたリモート営業導入

大阪府 トーベイ株式会社 4120001018232 ブランディングＥＣサイトを活用し定期購入の構築

大阪府 サカエ食品株式会社 6120901006458 Ｗｅｂ経由で食品・調味料を販売するビジネスモデルを構築

大阪府 Ｂａｒ　ｔｒｉｐｌｅ － 非対面型のオンライン配信ＢＡＲスタジオシステム

大阪府 アトリエ和央 － 認知度アップのための展示会開催とＨＰを活用した収益事業

大阪府 米田　直記 － プロが提供する個人向け「高画質・高品質オンライン配信」事業

大阪府 株式会社太洋オート 3120901014653 非対面で中古車販売を可能に！オンライン商談の開設事業

大阪府 ｍａｒｒｉａｇｅ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ＳＥＥＤＳ － オンラインを活用した結婚相談サービス開設による売上げアップ

大阪府 ジグザグ発達研究所 － ｚｏｏｍを活用した新しい研修サイトの構築

大阪府 田中商事株式会社 6120001045324 撮影スタジオとして活用と国内旅行者向け施設への転換

大阪府 株式会社スリール 8120001192726 フェイスペイントを未来に残すためのオンライン化と多角化戦略

大阪府 株式会社グッドガンインターナショナル 5120101056453 オンラインシミュレーション等の導入による新規顧客獲得

大阪府 株式会社中央ビジネスグループ 6120001163398 介護のコツがつかめる教材のオンライン販売による販路開拓

大阪府 株式会社Ａ１・ＩＤ設計 9120901027187 オンラインから受注、セミナー参加へ繋げる新規顧客獲得事業

大阪府 ミツミ産業株式会社 5120001070901 「蜜」を避けた日帰りバーベキューで自然を楽しむ

大阪府 株式会社ジャパンフロントファーム 4120001130318 ＥＣサイトでオンラインによる野菜卸売の販路開拓

大阪府 ｉＳＥＫＡＩ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 2120901040163 オンライン英会話とＶＲツアーによるＰＲ活動

大阪府 ニホンネコ － レトロ衣料のＷＥＢカタログ作成と宣伝事業

大阪府 株式会社池電 6120101041041 ホームページ制作による新たな販路開拓事業

大阪府 喫茶美香 － お年寄りと女性のお客様のためのトイレバリアフリー化工事

大阪府 笑良う － 非対面サービスシステム構築諸施策、及び拘り食材提供維持継続

大阪府 情熱うどん讃州　新大阪店 － 変革時代に対応する柔軟性と新時代を切り開くシステムの構築

大阪府 ＴＨＥ　ｃｏｆｆｅｅ　ｔｉｍｅ － テイクアウトの推進とネットショップによる新規販売経路の開発

大阪府 Ｓｉｇｎｐｏｓｔ　ＳＯＲＡ － サービスのオンライン化、ＨＰ開設による販路開拓と売上の獲得

大阪府 株式会社ベストウェイ 2120901027763 非対面型介護資格オンライン講座で全国へ販路拡大

大阪府 特定非営利活動法人ママトリエ 120905005413 子育て団体や地元企業が活用できる情報ポータルサイトの構築

大阪府 アールアンドエル株式会社 4120101059787 テイクアウト・デリバリー強化による低糖質料理情報発信事業

大阪府 Ｍａｈｉｎａｔｕｒａｌ － オンラインによる美容と健康のサポートに関する販路拡大

大阪府 ｌｅｃｏｃｏｎｓｔｙｌｅ（ル・ココン・スタイル） － 新規オンラインによる健康サポートとセルフケアの事業

大阪府 株式会社森武商店 4120001004447
伝統的工芸品「大阪仏壇」のインターネットサイトでのＰＲを通じた売り上げ獲
得

大阪府 おぶつだんの長竹 － 仏壇製造知識を活用した商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＰＳＣＯＭＰＡＮＹ 4120101061652 「ＩＴ化を促進させ、非対面での営業アプローチを構築する」

41 / 59 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）
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大阪府 ラプンツェルン － 髪のアンチエイジングのオンライン相談とＥＣ販売

大阪府 有限会社ティーピーアート 5122002006314 ＥｄＴｅｃｈ市場を見据えた教材のデジタル化とＥＣ展開事業

大阪府 有限会社ダイトク化研 2122002014113 短納期化と低価格化のために２種類の専用具の導入で新規顧客開拓

大阪府 ライフエデュケーション － オンライン営業の強化のためのＥＣシステム構築事業

大阪府 ｆｕｍｉ＆ｓａｖｉａ － 自分で自分を変える！オンラインセルフサロンの展開

大阪府 そん法務事務所 － 事務所の感染症対策とＩＴ化及び相続事業の訴求による新規顧客開拓

大阪府 ゼロツーアカデミー － 「Ｗｅｂで売れるリブランディング」のオンラインプロモーション

大阪府 有限会社エスコム 1200102005933 オンラインによる犬のしつけ教室とメンバー向けネットショップ

大阪府 株式会社ＨＯＴＥＩＹＡ 7120001162903 アウトドア料理専門店における非店舗型ネット販売

大阪府 寺カフェ茶庭 － 新生活様式にあわせた店舗形態への変換とイベントのオンライン化

大阪府 プシケピアノ教室 － 「幼児の自己肯定感を伸ばすオンラインピアノ教室のＷｅｂプロモーション」

大阪府 「美・健・癒・技」研究所 － 新規顧客獲得とエステ業界発展のための後進育成に係る諸施策実施

大阪府 ｋａｅｄｅｒｅｃｏｒｄｓ － 音楽＋イベント＋動画！動画マーケティングのパッケージ販売事業

大阪府 シンワケント － ＰＴＡを通じた一般向けＥＣ収益化事業

大阪府 合同会社ｐｒｏｊｅｃｔｆｏｒｃｅ 6120903002265 ＨＰ作成によるテイクアウト・酒類販売等販路開拓事業

大阪府 株式会社ヴンダー 5120001218211 オンライン動画による商品紹介を活用した新規顧客獲得事業

大阪府 Ａｎａｔｒａ － 販促用ホームページとＥＣサイトを活用したＷｅｂ上での販路開拓！

大阪府 株式会社シナジス 7120001213219 マイクロラーニングをベースとするコンテンツ開発及び認知度向上

大阪府 株式会社Ｘ＆Ｔ 7120001171045 非対面型モデル転換への取り組み

大阪府 株式会社吾妻屋 1120001011611 通信販売システムの強化と広告

大阪府 株式会社中野木型製作所 1120001159021 新しい生活様式で使える紙製品の開発とＥＣサイトでの販売

大阪府 ボノスヘアー － ＬＩＮＥを活用した非対面販売への新規取組

大阪府 幸せへの近道 － 女性の為の自己肯定感を高めるｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ講座

大阪府 佐々木清掃 － 非対面での清掃キット販売

大阪府 サイクルロード － ＥＣサイトとＶＲサイクリング体験による新規顧客開拓

大阪府 ｃｙｃｌｅｓｔｙｌｅｓｈｏｐＴＩＦＡＲＥ － 新生活及び新通勤形態に対応したネットによる顧客獲得事業

大阪府 瀧川塗装店 － 「プロが教える塗装講座＆塗装セット販売」で完全非対面営業実現

大阪府 トラッド － 最大の売りは“安心感”メンズサロン感染根絶宣言！

大阪府 ロイヤルマスターシザーズ株式会社 4120001126638 非対面型販売のためのショッピング動画制作と新規顧客獲得事業

大阪府 ベジくるむ － 安心安全な野菜ギフトを届けるＥＣサイトとＨＰによる販路開拓

大阪府 ＯｓａｋａＭａｋｅｒｓＳｐａｃｅ大阪ＤＩＹ工房 － 体験型英語レッスン・製造体験ワークショップを非対面開催へ移行

大阪府 株式会社ファムカンパニー 2120001168855 イタリアンから中華への業態変更でコロナ禍を乗り超える

大阪府 膳友 － キムチのネット販売再開に向けた新商品の開発

大阪府 ケアリングヨーガ協会 － 新時代の健康の為のプログラム開発とオンライン教室
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大阪府 ＵＮＯ鍼灸院 － 自費治療を柱とした運営とオンラインカウンセリング新規事業

大阪府 ちゃんと － 特許取得オリジナル下着企画開発とＷＥＢによる販路開拓

大阪府 株式会社プラウド 3120001116227 【ＥＣサイトによるＢｔｏＣ事業の構築】

大阪府 Ｈｅｕｒｅｕｘ株式会社 1120901039413 テイクアウト販売と新規顧客獲得の為のインスタタウン出向

大阪府 行政書士つむぐ法務事務所 － Ｗｅｂ活用による新規事業での非対面の営業および集客

大阪府 合同会社ふぉーりーふ 1120903001156 ＨＰリニューアルでオンラインを使った非対面の面談に取り組む

大阪府 株式会社小松 3120901033653 ＥＣに適した高付加価値製品（Ｔシャツ・スウェット等）の開発とＥＣ販売

大阪府 有限会社ジーフェスタ 9122002012341 弊社オリジナル人気商品の鯛焼きの瞬間冷凍化、及びネット販売

大阪府 有限会社ユキソーイング 1122002009931 アイソレーションガウン製造のための生産管理システムソフト導入

大阪府 稲嶺鉄工作室 － 家具職人による展示会の開催を通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社スターラップコーポレーション 9120001044471 いつでもどこでも誰とでも～遠隔操作によるリモート・マルチ録音

大阪府 瀬戸脇　連 － ガラ紡糸を使用した新商品開発とニットの自社製造事業

大阪府 けあ人財アカデミー合同会社 6120003008964 オンラインによる介護事業者向職員研修顧客回復・拡大ツール作り

大阪府 焼きたてパンスワーハ － 新型コロナ感染症に対するデリバリー事業の確立

大阪府 株式会社ジェイシーシステム 4120001093655 テレワークによる手書きパターンのＣＡＤデーテ化および活用事業

大阪府 株式会社岡田商事 無添加無着色の『出汁』を飲食店に販売し飲食店の収益性革命

大阪府 株式会社グリルラボ・パイナップル 2120001198571 黒毛和牛に関わる新商品の開発とネット販売の顧客獲得

大阪府 クリエイティブジャパン有限会社 120002055651 ソウル　ロケ地オンラインツアー

大阪府 株式会社ビヨンド・ワーズ 8120001224586 自宅から受講できるオンライン講習による新市場開拓

大阪府 大喜多接骨院 － 予約システム導入と物販・体操教室のオンライン化で販路開拓

大阪府 株式会社インターナショナルシューズ 5120001037347 脱ＯＥＭ、自社ブランド「ｂｒｉｇｈｔｗａｙ」の販路拡大プロジェクト

大阪府 エーカムヨガ － 【動画作成＆広告から教材・講座販売まで全オンライン化】

大阪府 株式会社リグノ 3120001209922 オンライン完結型の賃貸契約システム構築

大阪府 株式会社サキカワ 8120001025927 非対面型Ｗｅｂ通販の仕組みを活用した感染症予防資材の提供事業

大阪府 ピュアフラワー株式会社 6120001161518 自社ＥＣサイト等の新たな販路の開拓で「自力」を高め、収益力を向上させる

大阪府 ゆくるカフェ － かならず来る、かがやく明日のためのカフェ計画

大阪府 株式会社アイズ 8122001022524 請負型からの転換！全国中小企業向けリモートコンサル事業

大阪府 Ｖｉｓｅｒ　Ｔｏｐ株式会社 3120901039122 弁当事業「弁当バカ三代」による中食事業取り込みで事業拡大

大阪府 株式会社ハッピーハートフル 2120002081958 薬の分包機とアプリを活用したオンライン処方サービスの展開

大阪府 浜焼太郎　今里駅前店 － 人気メニュー〆ラーメンのテイクアウトとランチ開始で売上ＵＰ

大阪府 おひさま楽団 － 公演獲得、周知活動の為の宣伝材料の制作

大阪府 株式会社ＧＢＵ 6120901038922 オンライン美容サロンとイベト開催による新たなビジネスの構築

大阪府 はぐくみ行政書士事務所 － 動画シナリオライター事業で非対面サービスの販路開拓

大阪府 株式会社ＪＢＳクロス 5120001162839 リモート・無観客ライブシステムのオンライン販売事業
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大阪府 株式会社アイエスオート 3120101052479 非対面可能なリモート商談機能実装による中古車販売

大阪府 株式会社スタッフクリエイション 1120001204867 美容業界・人材紹介の全国展開事業

大阪府 株式会社ベック 2122001024617 Ｗｅｂ商談システムの活用で、東京進出を非対面営業で成功させる

大阪府 Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｅａｄ － 新しい生活様式に対応するためのＨＰ作成、ＭＩ測定器購入事業

大阪府 株式会社正晃 2120001140194 職人自身も営業へ！ＢｔｏＣ展開で新規顧客獲得及び売上拡大

兵庫県 ゆめちょ不動産株式会社 1140001096213 ＶＲを活用した非対面型内見システム導入による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ＩＬＢＯ 9140001109438 フォアグラを使用した熱々のお料理をキッチンカーで宅配する事業

兵庫県 鷹ノ羽鈑金塗装 － エイミング作業の需要を獲得し、販路拡大と収益確保を目指す。

兵庫県 Ｓａｋｕｒａｍａｔｅｒａｓ － ＥＣサイト構築による販売促進と新規エステサービスの開始

兵庫県 株式会社プロテオールジャパン 9140001112680 製品供給継続のための体制構築および学会等における営業活動展開

兵庫県 司法書士法人神戸合同事務所 4140005004292 テレワーク環境を整え、新しい方法で司法書士業務を提供する

兵庫県 赤帽ジーエス急送 － 軽貨物運送業の２４時間問い合わせＨＰ改修とネット広告事業

兵庫県 株式会社ダイニングイノベーション 8140001116047 新店舗による鉄板焼等のテイクアウト・デリバリー、冷凍通販事業

兵庫県 タン・コンサルティング株式会社 8140001033168 不動産業にて独立を目指す方へのオンライン情報提供及び支援

兵庫県 株式会社スマートミッション 2140001109931 地元食材を活用した本格懐石弁当の新規ネット販売チャンネル創出

兵庫県 株式会社グローイングコンセプション 7140001028961 オンライン完結型和牛輸出事業への転換

兵庫県 和食彩り南天 － 「店内飲食と併行した店頭または宅配における食品販売事業」

兵庫県 ビデオプロダクション　ビュー － オンライン授業教材・企業研修・商品説明・ライブ中継の映像制作

兵庫県 株式会社栞プロジェクト 4140001003455 神戸野菜を活用した新商品開発と販売事業

兵庫県 株式会社幸福堂 9140001007550 ＷＥＢ構築による販路開拓・発信力強化とブラント確立に係る事業

兵庫県 レンタルスペース秘密基地 － オンライン手芸教室とオンラインショップによる手芸品販売

兵庫県 神戸キッチン株式会社 9140001094993 神戸の焼肉屋がご家庭へ届ける本格的焼肉セットのネット販売事業

兵庫県 株式会社尚美 1140001097401 「事業多角化とホームページの充実によるオンラインの販路開拓」

兵庫県 結婚市場株式会社 3140001025120 出前神前式対応のオンラインブライダルサロン

兵庫県 ＡＣＴ中塚 － インターネット物販・集配サービス開発による売上向上

兵庫県 プレセデゴルフスクール － ネットを通じた新規顧客開拓と非対面型ゴルフレッスンの強化

兵庫県 ヒアーサポート － ３密回避のための移動販売事業による補聴器の販路拡大

兵庫県 株式会社ジャスミン・オリエンテ 6140001109341 コロナ太り解消！鍼灸師がダウンタイムケアで関西ＯＬの健美応援

兵庫県 安穏株式会社 6140001089393
①オリジナル商品「縮毛矯正専用トリートメント」の通販構築による新規獲得
②商圏を地域から全国「美白オンラインカウンセリング」によるWEB 構築による新規獲得
化粧品販売（オンラインサポート）

兵庫県 株式会社Ｋｎｏｔｕｓ 6140001105134 対面型からオンライン会議へ転換する自社ブランディング事業

兵庫県 旨い酒寿しあおやま － 兵庫県の地元特産の海鮮類を活用した加工食品の開発・販売。

兵庫県 株式会社昭和や 1140001029619 テイクアウトメニューのオンライン受注対応と衛生面強化の取組

兵庫県 株式会社ｄｅｎカンパニー 1140001096254 国産和牛のみを使用した当社で捌くスジ肉のオリジナルカレー販売

兵庫県 インド料理ガネーシャガル北野店 － ＥＣ販売導入による非対面型ビジネスモデルへの転換
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兵庫県 株式会社フォトサポート 4140001092845 写真スタジオ対象　キャッシュレス化支援サービスの提供

兵庫県 株式会社戎工務店 9140001003104 オンラインによる商品説明と商談システムの構築

兵庫県 株式会社甲南医療器研究所 5140001032791 ネットによる新規顧客獲得と口から食べる情報・セミナーの販売

兵庫県 ＬＩＦＥ　ＦＩＸ　（ライフフィックス） － 整理収納×ＨＡＣＣＰで飲食業界の衛生管理を促進させる事業

兵庫県 ママと子どもの企画ＭａｍａｔｏＫｏ － レッスンのオンライン化とブランディングによる新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ＵＯ － インターネット販売の強化とデリバリーサービス充実化による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社３７Ｄｅｓｉｇｎ 6140001087380
新型コロナウイルス感染症対策に対応した改築・リノベーション案件獲得のた
めの取組

兵庫県 株式会社８ 8140001108416 非接触型施術の導入と院内改装による密の改善、感染リスクの予防

兵庫県 株式会社江戸町商會 9140001023449 オンラインと連動し若い世代が魅力と感じるマンション・街づくり

兵庫県 時守商店 － オンライン商談で全国のホームページ作成をお手伝い

兵庫県 株式会社チャレンジ 3140001017704 自社ＥＣサイトを活用した販路拡大とブランド力強化

兵庫県 ｉｌ　ｇｉｇｌｉｏ － オンラインとオフラインを組み合わせる。ＨＰ・ＥＣサイト開設。

兵庫県 言の葉ＯＦＦＩＣＥかのん － 専門性を最大限に発揮する非対面型個人指導の動画による顧客拡大

兵庫県 神戸ステーキ雅 － 神戸ステーキ雅が届ける本格ステーキ＆カレー

兵庫県 大鳳餃子 － ギフト餃子強化など本格的な非対面型ビジネスモデルへの転換事業

兵庫県 兵庫通商株式会社 7140001012338 日本サプライチェーンと非対面型マーケティングのダブルシフト

兵庫県 日本料理さいじょう － ふるさと納税返礼品参入（日本料理さいじょう　ぼっかけカレー）

兵庫県 Ｎａｉｌ　Ｄｏｌｌ － オンラインセミナー、オンライン教材の販売

兵庫県 宴家Ｂａｎｑｕｅｔ － 兵庫県産の食材での新商品開発とテイクアウト、デイバリー客獲得

兵庫県 ＫＯＢＥ鍼灸治療院 － ジールコスメティックスのネット販売と新規顧客獲得事業

兵庫県 有限会社ＳＯＵＮＤ　ＤＩＱ 6140002024309 新しい生活様式に対応した業務の受注システムの刷新

兵庫県 カカオもの － カカオに特化した自社ブランドの開発とネットを通じた顧客の開拓

兵庫県 耀理不動産 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 株式会社Ａｎｇｅｌｉｅ 140001077589 新規ＥＣ事業展開による新たな顧客開拓

兵庫県 ＫＤＴダンスファクトリー － 新規導入／オンラインレッスン動画配信サービス計画

兵庫県 オクタファーム － いちごの高品質化に向けた生産基盤の強化

兵庫県 株式会社おかげさまで 8120001214835 ハイブリットおりぎりバーガー商品とネットを通じた新規顧客獲得

兵庫県 Ｋ．Ｄ．ＡＬａｂｏｒａｔｏｒｙ － 技術を伝え体験できる非対面型の歯科技工所への転換

兵庫県 有限会社花菱 3140002006441 コロナ対策とテイクアウトの充実による顧客層拡大事業

兵庫県 よりそい整体院 － おうちで解消　オンラインカウンセリング及び整体事業

兵庫県 匠永サービス － 非訪問型オンライン営業のＰＲで販路拡大・新規受注を強化

兵庫県 株式会社ボンドデザイン 7140001089830 ボンドデザインのあらゆる味を広めよう！キッチンカー販売計画

兵庫県 学園都市カルチャーセンター － コロナに負けず楽しみながら心身共に健康を維持

兵庫県 感動空間研究所一級建築士事務所 － 情報発信及びコミュニケーション強化による、非対面型の家づくり
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兵庫県 神戸いろは整体院 － 【パワープレート導入による患者さんとの接触減少及びその広告戦略】

兵庫県 早川商事株式会社 3140001016680 ホームページ等でのゴム新素材受託研究事業の非対面営業体制構築

兵庫県 ＫＯＫＯＳＩＣＡ － 専門店が作るデニッシュ、ベーグル、焼き菓子の通信販売事業

兵庫県 株式会社新神戸通商 7140001008253 事業所改装による新規顧客開拓とリモートワーク環境構築

兵庫県 山本リフォーム設計 － ホームページ及びＳＮＳによる非対面型販路開拓事業

兵庫県 山葵 － 和食居酒屋のテイクアウト・宅配販路確保と「健康食」路線の強化

兵庫県 合同会社一陽来復 6140003012717 キッチンカーで販路開拓、安心と安全と手作りを届ける計画

兵庫県 ＶｏｕｌｅｚＶｏｕｓ － ネット来店予約システムの導入とネットショップの開発

兵庫県 株式会社全力フーズ 9120901030637 人気ラーメン店の味を販売するＥＣサイトの構築と即席麺の開発

兵庫県 ｋｕｌｉ－ｋｕｌｉ － インターネット販売とオーダメイド商品の拡充

兵庫県 ハギノテック － 造船備品・建設機器の国産生産への非対面でのチャレンジ

兵庫県 有限会社梅香堂 6140002011934 テレワーク環境の整備と広報の強化で直販ＯＥＭの販路を拡大する

兵庫県 Ａｎｉｍａｌ　Ｇａｒｄｅｎ － ネット活用と屋外バックヤード化による販路拡大と利便性向上

兵庫県 株式会社福正 7140001087207 ２４時間予約が出来るレンタルスペースの予約システム導入事業

兵庫県 マルチメディア×クリエイト － ネットワークを利用した配信事業

兵庫県 株式会社ＳＨＡＭＯ 2140001092566 兵庫県姫路産ヒネ鶏を活用したネットを通じた新規顧客獲得

兵庫県 ｈｏｒａｉ１２０６ － オリジナルアクセサリーツールキッドのネット販売売上増加計画！

兵庫県 ＳｈｉＧｅｚｏｎｅ － オンライン教室とネットショップ・新商品開発による収益確保

兵庫県 株式会社フナモコーポレーション 5140001086920 抗菌プラナを全国に販売計画！ウイルス抗菌で売上増加へ！

兵庫県 ａｍａｎｅ － 地域限定のマッチングサイト構築

兵庫県 わたなべ美容院 － ネットショップを使ったサブスクリプション販売で固定売上増加へ

兵庫県 転石 － コロナ対策でテイクアウトとネット通販に本格的に参入

兵庫県 姫路カイロプラクティックセンター － 『非対面・最少接触で完結する対感染症の施術モデルへの転換』

兵庫県 西駅前Ｂｅｅｒダイニング麦笑家 － ３密回避屋外ビアガーデンとテイクアウト＆ネット販売で販路拡充

兵庫県 株式会社金谷興業 1140001065312 アイアン家具、キャンプ用品の製造及びネット上での販売

兵庫県 甲南塾 － オンライン講座導入で商圏拡大による売上向上計画！

兵庫県 有限会社秋花 5140002053564 ３密回避の為のテイクアウト事業強化と潜在的顧客へのアプローチ

兵庫県 株式会社光明商店 4140001058771 キッチンカーの導入による「食」の移動販売事業の開始

兵庫県 姫路スタイル － 「自分だけのワークスペース」を提供する個室のシェアオフィス

兵庫県 姫路瓢亭　本店 － 「料亭の味を家庭で」ネットを通じた新規顧客獲得

兵庫県 割烹　梅寿司 － ネットで新規客開拓＆販路拡大！地産地消の姫路グルメを全国へ！

兵庫県 株式会社姫路樹脂化研 6140001064685 非対面型集客システムの構築による新規開拓事業

兵庫県 割烹ともゑ － 今までやっていなかったテイクアウトメニュー開発事業

兵庫県 極楽イタリアンジローラモ － 新商品『肉匠Ｇｉｒｒｏ』の開発とオンライン販売による販路拡大事業
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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

※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。

兵庫県 ＣＫバレエアカデミー － 広告による新規生徒獲得と、オンラインレッスンによる事業拡大

兵庫県 株式会社福壽堂本店 8140001064246 ＥＣサイトの構築と安心して商品を製造出来る環境を構築する

兵庫県 株式会社アイエムオー 4140001116488 通販機能搭載ＨＰの活用とデリバリー事業を軸とした販路開拓事業

兵庫県 Ｃａｆｅ＆Ｎａｉｌ　Ｕｅｍｕｒａ － 自宅でカフェランチなどのプチタイムが楽しめるテイクアウト事業

兵庫県 Ｂｈａｖａ － オンラインクラスのシステム導入と新規顧客の開拓

兵庫県 有限会社ひとやすみ 1140002050433 通販事業の再構築と珈琲豆の安定供給を軸とした事業継続強化事業

兵庫県 株式会社ろーいん 5140001066195 ご家庭でも手軽にろーいんのステーキを

兵庫県 合同会社サクプレ 4140003014566 非接触による機能訓練の提供とカフェエリアのリニューアル

兵庫県 株式会社グロースネット 5140001067607 非対面型新ビジネスによるウェディング動画制作・販売事業

兵庫県 パティスリーアリス・エ・レーヌ － 通販販売を軸とした販路拡大並びに当店ブランド力の強化事業

兵庫県 株式会社ＡＣＥ　ＦＯＲＭ 8140001112153 非対面型ビジネスモデル環境整備と新規顧客集客対策

兵庫県 ファイブ・ストレート － ＨＰ作成による販路開拓及び非対面式製造モデルの構築

兵庫県 炭火やきとり　よりみちや － 家族層獲得に向けた、テイクアウトサービス環境の充実・促進

兵庫県 エイチエスソーラーメンテナンス － 非対面型ソフトウェア導入によるメンテナンス業の拡充

兵庫県 ジャックフロスト － 新型コロナウィルスに影響されにくいテイクアウト事業への設備投資

兵庫県 キッチン　プチット － 神戸旧居留地５０年プチット名物カレーのレトルトパックＥＣ事業

兵庫県 中華麺食　味良久 － テイクアウト！家でも味良久の料理で笑顔になろう。

兵庫県 合同会社ＳＡＩＮＯＷＯＲＫＳ 5140003011678 赤ちゃん連れの母親の産後ケアと出張メニューによる顧客開拓事業

兵庫県 さくら整骨院 － 対面から非対面型の問診、予約の為のオンラインシステムの導入

兵庫県 大和興発株式会社 7140001047615 内製化によるポートフォリオの充実とＨＰの外国語対応

兵庫県 立花カイロプラクティック － 自宅で受けられるオンライン相談窓口と骨格矯正コース

兵庫県 Ｌａ　Ｍｅｉ － さつまいもスイーツの通販開始と量産体制構築による販路開拓事業

兵庫県 アリクイ食堂 － アリクイ食堂のエコ弁事業

兵庫県 エンジェルハート － 美意識向上に貢献！イオンメニューの導入とオンライン講座の開講

兵庫県 ＢＬＡＮＣ’Ｏ酒蔵ＳＡＫＥ食堂 － 兵庫県産「七味味噌」のＷｅｂ販売による在宅消費の販路開拓事業

兵庫県 有限会社バンスインポート 8140002043521 “好みの生地でドレスアップ”オンライン展示会での集客事業

兵庫県 ＢＯＤＹ　Ｄｅｓｉｇｎ　プログレ － 健康経営オンライントレーナー事業

兵庫県 はり灸治療院ねこの手 － おうちｄｅセルフケア！オンラインでの個人レッスン

兵庫県 お食事処　駒川 － テイクアウト窓口と屋外飲食場所設置計画

兵庫県 ＨＡＬＵ鍼灸整骨院 － コロナに負けない！自宅でもできるフィジカル・メンタルケア術！

兵庫県 ｓａｃｈｉｍａｓｕ － 当店エステサービスのオンライン化による新規顧客開拓事業

兵庫県 合同会社ユーアセットプラス 1140003011343 ＶＲ・スマートロックによる非対面の賃貸物件紹介システムの確立

兵庫県 山田茶園 － オリジナルブレンド茶専門のＥＣサイト開設による販路開拓事業

兵庫県 松谷　秀巳 － 非対面による視覚トレーニング訓練のＷｅｂ集客の仕組み構築
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兵庫県 株式会社かんさいベイト 5140001109516 会社ホームぺージ作成及び新商品販売のための冷凍庫増設

兵庫県 侘助 － コロナ感染予防対策およびテイクアウト、配達事業への転換

兵庫県 株式会社たなか酒店 9140001035130 「地水産物と近郊野菜のお惣菜」＆「お酒」のネット発信販売

兵庫県 整体院アイズ － オンライン広報の強化と、オンラインパーソナルレッスンの確立

兵庫県 株式会社金稲 4140001096301 大人の隠れ家から明石発信プロジェクト～飛沫対策も安心安全～

兵庫県 お好み焼・鉄板焼尾瀬 － 神戸長田の老舗お好み焼の継承店～明石から安心とソースを発信～

兵庫県 株式会社明徳 9140001038067 コロナで心機一転！個室化と仕込み見直しで風の流れを一新

兵庫県 今日や － 新商品導入による店舗改装での新規顧客の開拓事業

兵庫県 明石運転代行 － 運転代行ビジネスのオンラインコンサルティング

兵庫県 山城鍼灸院接骨院 － カッピング施術の訴求と非対面での予約完備による新規顧客獲得

兵庫県 三陽ホーム株式会社 3140001110500 不動産仲介サービスのオンライン化事業

兵庫県 株式会社グリーンライフ 4140001068556 テレワーク・クラウド連動型３ＤＣＡＤの導入による新規顧客獲得

兵庫県 ワールドイン株式会社 5140001070734 【手織り絨毯のＷＥＢ二次マーケット構築と関連事業】

兵庫県 イズミ経営コンサルティング － ｅラーニング用動画の制作体制の構築とＷＥＢ会議システムの導入

兵庫県 株式会社Ｉ　ｗｉｌｌ　ｄｅｎｔａｌ 9140001107648 導入セミナーのオンデマンド配信・ＤＶＤ制作による売上獲得

兵庫県 北京料理　松鳳 － テイクアウトの強化とデリバリーでの販路拡大

兵庫県 有限会社アドバンスコーポレーション 3140002059191 オンライン通塾・通いホーダイ・選抜プレミアムの拡販

兵庫県 やきとり　おしどり － テイクアウト事業を強化するための設備の導入をする。

兵庫県 はやし整骨院 － シニア向け安全なトレーニングマシンを導入し新規顧客獲得

兵庫県 ときわの塾 － オンライン学習システムを活用し通塾生以外の販路拡大事業

兵庫県 合同会社ＲＡＭＡ 7140003014290 北インド料理を自宅へお届け、人気のタンドリーネット販売計画！

兵庫県 ＬＡＵＴ － オリジナルカメラバッグの新商品開発とインターネット販売事業

兵庫県 カフェ・クルル － テイクアウト用のサンドイッチ、弁当の新商品開発し新規顧客獲得

兵庫県 株式会社楓 3140001089561 予約システムと非接触セルフレジ導入による非対面接客の実現

兵庫県 ＴＯＲｉＯＩＲＯ（トリオイロ） － ＨＰ作成とＷＥＢサイト出店による非対面販売での販路拡大

兵庫県 ジェイ・エム大阪東 － オンライン対応の認知を高め、新規顧客開拓のための販売戦略

兵庫県 ウイメンズクリエーターズ・アズ － ＳＤＧｓな非対面型プラットフォーム“ロスマルシェ”の周知発展

兵庫県 山田哲也写真事務所 － インターネットを使った非対面型の写真技術指導及び写真教室

兵庫県 日本料理　川久 － 配達のシステム強化による幅広い年齢層の顧客集客

兵庫県 合同会社カツミサミット 9140003014561 非対面型リフォーム施工体制及び不動産Ｗｅｂ内覧システムの構築

兵庫県 鮨割烹とと － こだわりの魚のネット販売と日本酒の品揃えで新規顧客獲得

兵庫県 るこら・るっこら － テイクアウトを更に強化しコロナに負けない店作りを

兵庫県 有限会社みなもと 4140002057995 『おうちＤＥ串膳』家族皆さん、お膳を囲んで楽しいお食事を！

兵庫県 ＢＵＲＮＩＳＨ　Ｖｉｚ　Ｓｔｕｄｉｏ － ＶＲ・ＡＲ技術を利用したオンライン上での建物内覧・家具等ＡＲ閲覧の開発
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兵庫県 株式会社新窓工業 9140001086322 第２波に備え地域のお客様へお食事を継続提供できる店舗づくり

兵庫県 ロハス鍼灸整骨院 － コロナ太り解消をサポートする美ろはすの開設とＥＣサイト開設

兵庫県 有限会社キットメディカル 1140002059144 在宅・宅配事業の拡充と、ウィズコロナを意識した店舗運営

兵庫県 北川パリスオートサービス株式会社 3140001078242 非対面整備問診化とウィンドリペア（自動車ガラス修理）内製化事業

兵庫県 株式会社ブルトン 8140001084351 遊休施設の新たな活用を含めた店舗の総合的ＰＲによる新規客獲得

兵庫県 アラウンドエム － 非対面販売拡大のための新ＨＰ作成と新商品開発機材の導入

兵庫県 さかなの大将 － ホームページの作成と感染症予防で安心、安全の確保。

兵庫県 たなか鍼灸接骨院 － ３密回避と新規サービスの告知による顧客層の開拓

兵庫県 株式会社ダイユウ 1140001078558 新型コロナウイルス対策を強化した安心安全な料理と店作りの継続

兵庫県 株式会社ベスタ 2140001081981 ウェブシステムと商品受取Ｂｏｘ導入による非対面式受注の構築

兵庫県 Ｒｅｔｉｃｅ － ＷＥＢ会議システムによる衣料製造商談サービス！

兵庫県 ツクダ酒店 － 山田錦オリジナル日本酒のオンライン販売による商圏拡大

兵庫県 播州ラーメン　ひすい － キッチンカー導入で販路拡大事業

兵庫県 有限会社内橋綿行 9140002061514 ネットを通じた寝具販売とふとんレンタル受付で新規顧客獲得

兵庫県 商道グループ株式会社 8140001077090 自社ホームページでのネット販売を中心とした販路拡大事業

兵庫県 有限会社ヨシカワ 1140002061447 タブレット導入による非接触対応とキャッシュレス化

兵庫県 株式会社西脇小西 4140001075767 デザインソフト導入による新たなビジネスモデル構築

兵庫県 有限会社貴心 4140002063011 店内改装及びテイクアウトサービス強化による売上アップを図る

兵庫県 有限会社飛田モータース 2140002061999 非接触型リアルタイム販売方式導入による顧客開拓、付加価値向上

兵庫県 有限会社ｋａｊｉｔｓｕ 6140002061426 ＷＩＴＨコロナ　オンライン販売及び非対面システムの構築

兵庫県 有限会社コロヤス 7140002061730 ＷＩＴＨコロナ対応お客様・スタッフに安心・安全な環境の提供

兵庫県 ひかり － テイクアウトの強化と店舗内の環境改善で売上アップ！

兵庫県 お好み・鉄板焼き　万喜 － テイクアウト強化及び店内の密回避のための改装

兵庫県 株式会社パ・ドゥ・ドゥ 6140001077068 テイクアウトの売り場を設け、入口付近の密対策

兵庫県 内橋ラーメン － 持ち帰り商品の販売体制強化で売上アップ

兵庫県 森本織布工場 － コロナ禍対応生産体制の確立と工場内環境の改善

兵庫県 そらとぶじゅうたん － 非対面型販売環境の向上

兵庫県 株式会社アイエヌジー 6140001096233 新鮮な状態で食品を保存し、販売機会を増やすことで売上増加を目指す

兵庫県 平田ベンダーサービス － ハンディターミナル導入による業務改善と衛生管理

兵庫県 ヘソノオ・プレイスＡｎｎ － ウィズコロナに向けたコワーキングスペース非対面型モデルの確立

兵庫県 有限会社播磨漁具 3140002034079 ＥＣサイト構築とＳＮＳによる投網・刺網の販路開拓

兵庫県 おうちごはんｃａｆｅそらまめ － 廃棄予定の果物を活用した商品開発とネット販売による販路開拓

兵庫県 アーレスプラン － 自社ＥＣサイト構築による“伸右衛門”ブランドの海外販路開拓

兵庫県 株式会社ＮＥＸＴＳＴＡＧＥ 7140001106180 障害者対応テレワークによる非対面型就労支援事業所の開設
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兵庫県 ニューむさし － お取り寄せ通販サイトでのオンライン販売事業

兵庫県 有限会社オリオン 1140002068764 ＷＥＢ予約システムの導入による非対面・非接触での営業再開

兵庫県 あるこっこ － 洲本産ジビエを活用した女性客獲得と新商品のインターネット販売

兵庫県 エンブリッジ － 「リモート湯灌」導入による新しい葬儀様式の提供

兵庫県 星の果実園 － テイクアウトへの移行、ネット販売を利用した非対面ビジネスの構築

兵庫県 中華バルＧＥＮ － ネット通販による非多面型ビジネスモデルへの販路開拓事業

兵庫県 我流遊食笑に志。 － 豊富なイートインメニューをお弁当にして提供

兵庫県 あわすまいる － ＥＣサイトと店舗販売の強化による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社アワジエネルギー 5140001117444 自動精算機による非対面型ガソリンスタンド事業

兵庫県 窪田塗装工業 － 新型コロナウイルス対策、非対面見積化・業務向上化プロジェクト

兵庫県 きもの　くろ～ぜっと － 催事への出店によるアピールとサイトの機能強化による販路開拓

兵庫県 株式会社ＢＬＵＥＬＡＢＯ 5140001115522 設備導入に伴う中食業界への進出と顧客拡大戦略

兵庫県 ハマーダの酒場 － Ｗｅｂサイトを中心とした輪を形成、雑貨販売と店舗売上を高める

兵庫県 立ちのみ呑喜 － 居酒屋から弁当配送への転換！非対面ビジネスモデルへの変革事業

兵庫県 龍野ペイント株式会社 4140001057055 調色設備導入による多種少量対応・顧客満足向上を実現し顧客開拓

兵庫県 ミサバレエスクール － バレエオンラインレッスン対応と発表会オンライン配信で販路拡大

兵庫県 ＳＵＳＨＩ＆ＶＥＧＥＴＡＢＬＥ心 － ホームページ作成によるテイクアウトの販路開拓と売上拡大

兵庫県 ＭＡＸＧＹＭ － オンラインレッスン＋最新設備導入で商圏拡大と新規顧客の獲得！

兵庫県 株式会社セイラー 6140001046262 オンライン配信／無観客ライブを利用した新規開拓

兵庫県 協伸マテック株式会社 2140001042703 生前整理事業

兵庫県 いわみ整骨院 － 間仕切りにより、感染防止と客単価を高める

兵庫県 旭株式会社 2140001042439 ホームページの改定とＥＣ機能の強化による売上ＵＰ

兵庫県 ＴＡＮＴＯ屋 － テイクアウトメニュー製造貯蔵用設備の充実とＥＣサイトの構築

兵庫県 有限会社井上文尚堂 4140002035340 「オーダーメイドジュエリー印鑑」販売サイト制作事業

兵庫県 加古川ワインバル － 地域の食材を活かした中食需要の取り組み

兵庫県 イー・マネジメント合同会社 3140003009113 コロナ時代の「テレワーク・脱三密発電所」の提案営業

兵庫県 エムガネーシャ － オンラインレッスンの取組拡大！商圏の拡大と売上の増加計画！

兵庫県 株式会社ＫＩＣＨＩＪＩＲＯ 6140001116494 Ｄ２Ｃモデルを構築するべくＥＣ事業への本格取り組み

兵庫県 株式会社和輝 1140001103423 宴会場をテイクアウト＋少人数向けセルフ飲食店に転換

兵庫県 Ｈａｉｒ　ｄｉｓｉｇｎ　Ｋｅｙ　Ｐｉｅｃｅ － 美容院完全個室化でデッドスペースに写真館を作り新規顧客獲得

兵庫県 有限会社藤川組 2140002036514 オリジナル　オンライン自動見積システムの構築

兵庫県 株式会社アクトライズ 3140001100781 Ｗｉｔｈコロナを見据えた、場所に縛られない働き方を目指す事業

兵庫県 工房木久里 － 三密対策の為のテラス設置とオンライン販売・展示会実施

兵庫県 割烹魚司 － 京風料理お惣菜テイクアウト販売による新規客獲得事業
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兵庫県 のんき － 安心快適な店舗スタイルへの設置改修と新しい販売方法の構築

兵庫県 株式会社アキタ 9140001076050 ＳＤＧｓ！ホームコンテナビジネス（非対面循環型モデル）

兵庫県 大和農園洋蘭部 － 最新の自動温度制御機器による省エネかつ生産体制の強化

兵庫県 デザイン・印刷アットフリー － ホームページの大幅なリニューアルで、非対面での営業活動の強化

兵庫県 Ｇｌａｖｉｏ － 全国の動画クリエイターと繋がるＥＣサイト構築と販路拡大

兵庫県 英会話ジム　ＣｈａＣｈａＥｎｇｌｉｓｈ － オンラインで学ふバーチャルツアーガイドコース開講

兵庫県 株式会社小瀬外装工業 4140001081484 非対面対応で元請からも新規開拓先からも信頼できる体制構築事業

兵庫県 みちみち屋こぐまパン － パンのネット販売・予約販売・宅配のシステム構築

兵庫県 はり・きゅう弁天堂 － お灸を軸とした健康セルフケアオンラインサービスの開発と展開

兵庫県 京弁当　夏鈴 － 従来対面型予約方法からの脱却、非接触型予約システムの構築

兵庫県 蕾 － 幅広い客層を獲得するための店舗改装、テイクアウトの充実

兵庫県 仁川電化 － 新型コロナウイルス対応によるリフォーム事業の販路拡大

兵庫県 足立鍼灸整骨院 － コロナ対応型の安心して通院、施術できる空間づくり

兵庫県 株式会社さんしようや本家 9140001081538 対面販売からセルフ方式への変更による感染防止で業績回復を図る

兵庫県
Ｃｕｃｉｎａ　Ｉｔａｌｉａｎａ　ｅ　Ｇａｓｔｒｏｎｏｍｉａ　ＣＩ
ＣＣＩＯ

－ 新商品開発に伴うＨＰ開設、オンライン注文開始

兵庫県 有限会社水晶堂 5140002066995 オンライン授業・動画配信導入とオリジナル教材ｅコマース参入

兵庫県 やぎ鍼灸接骨院 － 感染症が流行しても安心・安全の場を提供できる鍼灸接骨院を構築

兵庫県 養液栽培研究所 － ＤＩＹ取付できる、スマート農業用ＩｏＴ制御機器の開発

兵庫県 有限会社太陽商会 2140002068342 非接触で２４時間営業できる太陽商会へ

兵庫県 ＳＯＲＡＣＡＦＥ － 自社サイトとＬＩＮＥ公式活用で新規事業参入とさらなる顧客獲得

兵庫県 ｔｒａｔｔｏｒｉａａｌｆｉｏ１９９７ － 通販参入および持ち帰り・配達を強化する革新計画

兵庫県 らんちゃん － ゆったり・安心居酒屋

兵庫県 マッサージはりきゅうフィロソフィー － オンラインによるＷＥＢ問診およびＷＥＢ施術サービス体制の構築

兵庫県 キミっと学習館 － 補習型・進学型両方のニーズに対応する新学習フォローの実現

兵庫県 合同会社ＺＩＭＭＥＲＭＡＮＮ 4140003010838 宣材動画コンテンツ制作と新規ホームページ作成

兵庫県 株式会社コスモウェーブ 6140001072449 元プロ野球選手が取組むオンラインでのパーソナルトレーニング

兵庫県 株式会社マーキュリー 8140001064717 古民家再生で建物を有効活用しようプロジェクトによる販路開拓

兵庫県 こみぞ体育学研究所 － 新事業リフレッチ配信と、リフレクソロジーサロンの新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ＨＡＡＡＰ 3140001110913 新サービスの開発・ＬＰ作成等の広報力強化による売上規模拡大

兵庫県 くるみ音楽教室 － オンラインレッスン・親子で参加できる動画講座による販路開拓

兵庫県 ヘアーステージ　ル・シー・プラス － 店頭での対面販売をＬＩＮＥを使用したオンライン販売へ転換

兵庫県 アトリエアッシュ － ＥＣサイトの再構築とレッスン開設によるオンライン事業の強化

兵庫県 ＫＢＳ株式会社 7140001040727 安定したサプライチェーンを支援し地元に貢献する物流システム

兵庫県 櫻田　貴大 － ＩＴを活用した業務の効率化ならびに取引先の拡大と受注単価向上
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兵庫県 甲東園整体院ＨＡＬ － 自律神経機能を回復させるオンライン施術指導

兵庫県 株式会社コアライズ 6140001115736 ３Ｄパース動画プロモーション作成事業

兵庫県 かやぶき古民家カフェつむつむ － テイクアウト販売で集客を増やし売り上げの向上を図る。

兵庫県 株式会社ＰＵＲＥ　ＢＡＬＡＮＣＥ 9140001035980 心と身体の両方をケアする非対面新事業立上げで販路拡大を狙う！

兵庫県 有限会社おたやん商事 6140002035495 おたやんの味を自宅や会社で！テイクアウト・配達の販路開拓事業

兵庫県 株式会社Ｓｔｒａｔ　ｔｏ　ｂｅ 3140001101235 お客様に安心してご飲食いただくためのコロナ対策を施したテラス席の拡充

兵庫県 株式会社マネジメントオフィスいまむら 8140001116030 オンライン配信型セミナーの本格実施による新たな収益モデル構築

兵庫県 ＡＬＯＨＡ　Ｓｃａｌｅ － ハワイアングッズの新商品開発とネット上での新規顧客獲得

兵庫県 有限会社ファミリーレストランササキ 5140002029572 コロナに負けず旨い料理で心を豊かにさせる作戦

兵庫県 アイアンドティテック株式会社 1120901018169 サプライチェーンのマルチ化とＷｅｂ会議導入による商談の効率化

兵庫県 有限会社スガタ 3140002033510 コロナ対策商品のネットでの販売開始で売上増加計画！

兵庫県 Ｍ．ＫＩＭＯＮＯ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ － ＷＩＴＨコロナ時代Ｍ．ＫＩＭＯＮＯ流　宅配クリーニングで着物を守る事業

兵庫県 株式会社ｂｅ－ｗｅｌｌ 9140001102104 新講座の開講、チラシ配布・パンフ改良による売上規模拡大

兵庫県 ＦＣビジネスサービス株式会社 3140001031820 管理システムの仕様変更によるテレワーク対応と業務効率化推進

兵庫県 ＭＥＧＡＭＩ　ＳＡＬＯＮ － 自社オリジナルシャンプー開発及び店内感染対策強化事業

兵庫県 マルチライフプロジェクト － 対面型スクール・コミュニティ運営のオンライン化への取り組み

兵庫県 株式会社ボディアセットジャパン 6140001107345 非対面式トレーニングサービス開発による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ＡＬＩＶＥ 1140001072478 『究極の定点サービスで安心と特別感を非対面で提供する』

兵庫県 Ｇｌｕｃｋ鍼灸院 － 自社サイト、ＳＮＳを活用・強化したオンライン集客事業

兵庫県 ＢＩＳＴＲＯ＆ＢＡＲ　ｉｄｅａ － インスタグラム広告の利用による新規顧客開拓と売上増収

兵庫県 ｍｉｙａ　ｃｏｌｏｒ － オンラインから始まる、カラーによる理想の人間関係構築サポート

兵庫県 楽読明石スクール － オンラインレッスン導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 ｋｉｓｅｋｉ － 感染リスクのない非対面販売であるネット販売への転換事業

兵庫県 かかしや － ネット活用のテイクアウト販売と周辺配達サービスの周知

兵庫県 ユーガ工業 － 工具受け渡しによるコロナ感染防止とＨＰによる販路拡大

兵庫県 株式会社イローゼ 7140001054363 若い女性をターゲットにした商品開発、ＰＲ・ネット販売戦略

兵庫県 サンエーホーム株式会社 9140001058973 オンライン営業による販路拡大事業

兵庫県 アルコバレーノ － レストランのオンライン＆デリ化計画！

兵庫県 株式会社セミナークレスト 5140001067598 対面式双方向オンライン授業の展開

兵庫県 株式会社ファンテン 1140001086965 自社サイトの情報提供強化とオンライン面談導入による集客拡大

兵庫県 Ｋ’ｓ　ｌｏｒｅ（ケーズロア） － オンラインレッスン環境の構築と、動画作成

兵庫県 ラウンジ　デュアル － コロナ禍を乗り越える！オンライン接客で商圏拡大と売上増加計画

兵庫県 バタフライカヤックス株式会社 3140001109311 部品の自社加工と国内生産、インターネット販売の強化

兵庫県 スポーツジムトップキング － 新事業を可能とするＨＰ開設と、新店舗開業における販促活動
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兵庫県 ノース行政書士事務所 － コロナ禍での非対面推奨ＬＰ制作及びＰＰＣ広告による販路開拓

兵庫県 せんす － お顔そりの周知とＥＣサイトで販路拡大！

兵庫県 ラーメン丸十 － 食券販売機の導入による非対面注文システムへの様式転換

兵庫県 えなみ骨盤整骨院 － 子供のケガのオンラインカウンセリングの導入

兵庫県 ラサンタ合同会社 8140003011808 不動産賃貸業の非対面化による感染対策と販路拡大

兵庫県 村上　沙織 － コロナに負けるな！リモート商談で売上アップ！

兵庫県 レザーワークプロ － ホームページ作成・靴修理業務の金額アップ・洋服修理の業務拡大

兵庫県 井戸美枝事務所 － オンラインセミナー開催による非対面ビジネスモデルへの転換

兵庫県 株式会社ドゥ・ビィ 2140001037546 「雛形から選べるホームページ」のネット販売

兵庫県 プライムインターナショナル － オンラインレッスンの環境構築とその販促宣伝活動

兵庫県 創作焼肉　游月 － コロナに負けるな！お家で焼肉！！デリバリー事業で活路を作る！

兵庫県 有限会社アゴスト 9140002021559 感染対策の為オープンテラス改装とテイクアウト事業開始

兵庫県 株式会社熊澤 3140001102539 利酒師、ソムリエが伝える　オンライン「酒＆ワインセミナー」

兵庫県 Ｍｏｔｏｍａｃｈｉ　Ｔｉｍｏ － 「お家にいながらレストラン気分」テイクアウト＆通信販売

兵庫県 株式会社花やしき 2140001069960 無添加料理を安全安心でご家庭に！

兵庫県 オカモト醤油ヌードル － 自家製麺を使った「あったか家族のつけ麺セット」ネット販売事業

兵庫県 居酒屋げんちゃん － 換気、空気清浄機能の強化と衛生面、作業導線確保のための改装

兵庫県 ＥＭＡ株式会社 3140001102002 西宮発Ｄ２Ｃブランドエコレザーを使用した国産スニーカーを広める。

兵庫県 株式会社Ｍｏｒｒｏｗ　Ｗｏｒｌｄ 1140001099950 「ＥＮＧＬＥＡＤ」英語コーチング事業のオンライン非対面化

兵庫県 Ｂａｒ　Ａｎｄａｎｔｅ － 神戸の一流バーテンダーが監修。お酒に関する動画配信事業。

兵庫県 インポートジャパンドットコム株式会社 5140001092539 ウェブサイトの更新による販売力強化とテレワークの推進

兵庫県 アート○美空間Ｓａｇａ － 電子取引事業で販路開拓の新たな取り組み

兵庫県 株式会社こども未来研究所 2140001101062 非対面型ビジネスモデルへの転換とサービス向上の自社アピール

兵庫県 三日月 － リキッド凍結技術の導入によるテイクアウト事業への対応

兵庫県 株式会社ｄｅｆ 3140001092400 「部品・パーツ販売のＥＣサイト運営に伴う新たな販路開拓」

兵庫県 株式会社Ｂｒｏｗｎ 9140001095876 オンライン授業促進と教室環境整備・認知度向上を通じた顧客獲得

兵庫県 株式会社なゆた 6140001032329 コロナ対策として淡路島産の素材を使った商品をオンラインで販売

兵庫県 ＨＡＲＵＫＩ － 「ケイラク美容」技術者育成オンラインスクール事業

兵庫県 株式会社Ｆ．ａｌｌｓ 4140001102678 オンライン授業導入によるスクールの対応力と売上アップ

兵庫県 合同会社村雅ＢＡＳＥ 3140003013874 オンラインでの自転車のバーチャルトレーニング指導体制の構築

兵庫県 株式会社ｔｒｉｐヘアメイクＭＩＯ 7140001105645 お客様もスタッフも安心安全！居心地いい店内で、笑顔満点事業

兵庫県 茶事釣月 － お茶事店が手掛ける上生菓子の販売とオンライン教室開講

兵庫県 株式会社個別教育フォレスト 8140001087057 オンライン（会議）システムを利用した授業・自習室の提供事業

兵庫県 ｗｉｔｈ　ａ　ｓｍｉｌｅ － 健康に！美しく！生きる智慧を伝えるオンラインクラス・動画配信
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　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。

兵庫県 株式会社ＭＳＢ 3140001032653 安心して利用できるお店と新たは非接触サービスによる顧客獲得

兵庫県 株式会社ワンパレード 6140003009894 世界とつながるハイブリッドそろばん教室の展開

兵庫県 美容・鍼灸サロンハミング － 免疫力を上げるためのセルフケアオンライン動画作成と施術の実施

兵庫県 サロン・ド・あいり － 生ライブからライブ配信への転換で新たな文化の交差点に

兵庫県 株式会社成田屋 2140001070910 テイクアウト商品拡充による顧客獲得と非接触型接客モデルへ転換

兵庫県 有限会社リッチフィールド 8140002023779 カタログ・ネット販売の強化を伴う『非対面経営促進計画』

兵庫県 フィットネスラウンジＮＡＲＣＩＳＴ － オンラインレッスン＆トレーニングマシン導入により新規顧客獲得

兵庫県 身体工房ＬＩＢＥＲＴＥＸ － オリジナルプロテインのオンライン販売で起死回生

兵庫県 ハッピシンママホーム － シングルマザー向けのシェアハウスへの改装

兵庫県 有限会社リトルウイング 5140002052855 授業のオンライン化

兵庫県 岩橋鉄工株式会社 4140001068011 非対面による新規取引先販路の拡大

兵庫県 鶏力 － Ｗｅｂ活用で非対面型ビジネスへの転換と店頭改装で利便性の向上

兵庫県 クロスライン株式会社 8140001029661 演出ツール「フォトシャワー」を非対面で使用するシステム

兵庫県 有限会社クリンテック金澤 8140002008466 非対面除菌抗菌パック販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

兵庫県 山本　純子 － オンライン指導と安心して参加できるレッスンへの取り組み

兵庫県 株式会社Ｍ・ＡＬＬ 2140001094298 スクールのオンライン化とカウンセリング付ＥＣサイト構築

兵庫県 極真西岡道場 － 「子供たちを護る」ための護身術認定制度とオンライン講座の創設

兵庫県 合同会社フィロキセラ 7140003011908 居酒屋からラーメン店への業態変更とテイクアウト事業の開始

兵庫県 美容室ｓａｌｏｎ － 体温アップで艶美髪・いきいき育毛で若返る

兵庫県 たこ焼き松むら － 家庭でたこ焼きを楽しむ文化を全国に広げる

兵庫県 斗乃モーター株式会社 3140001110896 ＷＥＢを活用した中古車事業での非対面ビジネスの取組

兵庫県 スタジオｆｅｅｌ － ＷＥＢを活用し３密にならないにボーカルスクールに取り組む

兵庫県 株式会社おうちカンパニー 9140001097495 テレワークニーズ対応設備の導入と徹底した感染対策の実施

兵庫県 Ｄｏｇ　ｃａｒｅ　ｓａｌｏｎ　Ｓｍｏｏｃｈ － ＺＯＯＭを利用したコンサルティングシステムによるＨＰの強化

兵庫県 焼肉まる喜 － 人気焼肉店の味を自宅で楽しむオンライン通信販売事業

兵庫県
有限会社アプリシェイト宝塚シエンティワ
ン

3140002064258 オートシャンプー機を導入して感染の緩和を強化

兵庫県 ｗｅｂ　ｐｏｗｅｒ　ｔｒｕｓｔ － サイト無料診断＆改善提案サービス開始によるオンライン集客促進

兵庫県 糸と和 － 「重ね煮」の動画制作・販売による非対面型のビジネスモデル構築

兵庫県 株式会社マルセイ 1140001062792 オンライン相談を活用した漢方食品のネット販売と新規顧客獲得

兵庫県 Ｏｎｏｃｙ＆Ｃｏｍｐａｎｙ　Ｊａｐａｎ － ネット販売における特設ページ事業。

兵庫県 Ｙｕｐ！Ｇａｒｄｅｎ － 枝人としてＢｔｏＣに特化した事業展開による新たな販路開拓事業

兵庫県 坂巻　寛之 － 国内利用者にむけてのおもてなし（レンタルスペース＆近隣宿泊者）

兵庫県 株式会社創－ｎｅｔｗｏｒｋｓ 8140001097477 データ販売も取り扱える、音楽特化のフリマサイトによる販路開拓

兵庫県 たかだや丼丸西宮今津店 － デリバリーサービスによるワンコイン海鮮丼販路拡大事業
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兵庫県 ｓｔｙｌｅ　ｂｙ　Ａｍｂｅｒ － コロナに打ち勝つ！オンライン開設と新サービスによる経営力強化

兵庫県 株式会社エルフィア 5140001098552 トレーラーハウスを活用した新しい販路開拓の取り組み

兵庫県 株式会社エーマックス 6140001054067 「オゾン機導入とスケルトン型（非対面対策）リフォーム工事の実施」

兵庫県 ＣＯＮＣＨ　ＰＥＡＲＬ． － エステサロンのホームページ新設による若年層顧客獲得、販路開拓

兵庫県 南　千里 1140001105576 セルマン化粧品をオンラインで。自社ＥＣサイトによる販売事業

兵庫県 松本　茂樹 － 非対面での原稿受渡しが可能な個人向け校正業のホームページ作成

兵庫県 株式会社Ｍｉｙａワークス 2140001113132 ＹｏｕＴｕｂｅ開設とネット販売の開始しで事業拡大を目指す！

兵庫県 株式会社ブランニューワン 8140001103895 新車軽自動車リースの新たな販路開拓

兵庫県 成翔興業 － 通信販売事業及びリモート授業への切り替え事業

兵庫県 お酒とおかず　仲松のお店 － ＨＰ作成テイクアウト／デリバリー／注文・決済システム導入事業

兵庫県 Ｃａｒｒａｔ．．．＋ － オンラインで受注　オーダーメイドペアアクセサリー

兵庫県 吾妻蒲鉾店 － ＥＣサイト開設とＳＮＳの利活用による新規顧客獲得・販路拡大事業

兵庫県 有限会社愛雅堂 5140002039654 ２０２０年コロナ被害問題による通信販売事業への転換計画

兵庫県 三木　久美 － 世界に羽ばたけ性教育！オンライン販売への取り組み

兵庫県 スポーツ＆ゴルフ　ＢＡＲ　ＶＩＶＡ － 非接触型！新感覚ＶＲ！神戸初のゲーム機で新販路開拓

兵庫県
Ｈｉｒｏｋｏ　Ｓａｓａｋｉ　Ｖｏｉｃｅ＆Ｙｏｇａ　Ｓｔｕｄｉ
ｏ

－ テレワークによるオンラインレッスンの導入及び新規生徒の獲得

兵庫県 Ｂｉｓｔｒｏ　ｅｎ － Ｂｉｓｔｒｏ　ｅｎのフレンチのサービスＥＣ事業

兵庫県 Ｊ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ株式会社 1140001112960 産直野菜セット定期便お届けサービスの本格化

兵庫県 高嶋デザイン製作所 － 高齢者・障害者に配慮した着物のリメイク商品の広報と新商品開発

兵庫県 株式会社ＮＳＣ 9140001099167
オンライン化による新たな販路と当社の魅了を最大限伝えるホームページ開
設

兵庫県 咲咲 － 当店特製調味料等のテイクアウト販売による販路拡大

兵庫県 ビストロガニオン － オードブル重の販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

兵庫県 株式会社シティバッハ 6120001140042 研修施設の内覧のリモート化、及びネット予約システムの整備

兵庫県 株式会社ｃｏｂａ 6140001074536 簡単お鍋セットのテイクアウト＋自社ホームページでのネット販売

兵庫県 合同会社空世宇 9140003012367 ポータルサイトの非対面型対応への転換による販路開拓事業

兵庫県 Ａｔｔｉｂａｌｌｏｏｎｓ － 感染拡大防止のための店舗リニューアルとオンライン通信販売事業

兵庫県 ロジ・コンビニエンス株式会社 8140001052366 Ｗｅｂによる非対面提案営業とウェビナーによる売上獲得

兵庫県 サムズアップ － 非対面型ＷＥＢプログラム集客の仕組みによる売上げアップ

兵庫県 家庭教師のアイデア － 遠隔授業の促進と社会人に向けた電験三種学習プログラムの顧客獲得

兵庫県 ＤＲＡＧＯＮＧＡＴＥ株式会社 5140001109482 非対面ビジネスを活用した販路開拓、そしてプロレス業界の発展へ

兵庫県 株式会社ながしお農場 2140001103918 非対面型（通信販売）を活用した販路開拓とコアファンの創造

兵庫県 オーダーメイド靴店雪結晶 － コロナウィルスと共に生きる為の事業基盤作りと積極的な販路開拓

兵庫県 株式会社ロイハート 6120001223490 ＶＲでいつでも可能。オンライン老人ホーム施設見学事業。

兵庫県 アトリエ三体夢 － 人間本来持っている免疫力を発揮させる食養生の発信基地を作る
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兵庫県 株式会社リフォーカス 3140001110401 新サービスの展開による事業の持続

兵庫県 一本堂尼崎店 － 固定売り上げ比率を３割引き上げる為の大口法人顧客開拓事業。

兵庫県 株式会社キルシュベルク 5140001092753
①シューズの移動試着サービス②競輪用シューズの開発③車内オフィスス
ペース化

兵庫県 ＣａｆｅＳａＡｎ・珈琲茶庵 － 珈琲豆の販売及び飲み物のテイクアウト

兵庫県 ＣＡＳＡ　ＭＩＡ － Ｗｅｂ動画配信とＥＣでの食材販売によるバーチャル料理教室の実現

兵庫県 アワジ電気 － 遠隔監視システムの構築及び人力作業を軽減する新たな防草対策

兵庫県 株式会社チョッパー 7140001076770 低価格なＷＥＢ完走証発行システム導入による新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社アチーブメント 3140001106820 ランニングに特化したオンラインジム開設による新規顧客の獲得

兵庫県 有限会社神野商店 9140002004349 高速ミシンを導入して医療用防護服やアパレル製品を増産する計画

兵庫県 御料理図子 － 仕出し弁当に特化した調理効率の向上事業

兵庫県 シューラボラトリー　コンドル － 新しい生活様式に対応する販売方法とオーダー中敷きの通信販売

兵庫県 株式会社マルタカ 1140001036623 トラック解体に於ける高効率な金属類再資源化による利益向上計画

兵庫県 株式会社うつみ商会 4140001105623 食パンの定期お届け便で新規客の獲得

兵庫県 Ｙａｍａｄａ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ａｉｄ － 持ち込みＢＢＱエリアの整備による新しい販路開拓の取り組み

兵庫県 ハミングバード・コミュニケーションズ － リモート通訳による会議通訳とオンライン英会話レッスン

兵庫県 株式会社前實 7140001106164 ＥＣを活用した天然皮革素材の販路拡大による新規顧客獲得

兵庫県 おかだ鍼灸整骨院 － 非対面で患者様のケアを行い、顧客満足度を向上させる取組み

奈良県 わかつきひかる －
通信教育、ウエブ授業を拡充するためにホームページを作り、非対面型で行
う。

奈良県 合同会社ＳＥＮＴＩＣ 9150003001609 映像コンテンツのスタジオ収録とオンライン配信サービスの導入

奈良県 奈良菓子工房田田 － 新しい駐車場イートインの提案と魅力ある新容器での商品提供

奈良県 ＡＳＡＫＡ　ＨＯＵＳＩＮＧ － 感染症対策商品のサイト構築とＷＥＢ会議を使った新規顧客獲得

奈良県 オサム整体院 － 「オンラインカウンセリングの導入とＳＮＳ活用による販路拡大事業」

奈良県 ＥＣＣジュニア佐保小学校前教室 － 子ども・初心者の大人対象オンライン英会話コミュニティ

奈良県 ならこばこ － ＨＰリニューアルし奈良のお土産（飴）をインターネットで販売

奈良県 有限会社イーフラット 3150002002101 ライブハウスのイメージ改善も兼ねた宅配カレー等による販路開拓

奈良県 中谷自動車 － 来店客の安心とインターネットで非対面型お見積り

奈良県 荒木整骨院 － 四股踏みで腰痛予防！伝統武術柔整師によるリモートレッスン

奈良県 のすたるじ屋 － ネイルアート＆ラテアートカフェのテイクアウト事業

奈良県 有限会社希招大黒 1150002002029 新メニューを加えたテイクアウトの周知・拡大と新規顧客の確保

奈良県 フレンチ居酒屋えとね － オンライン料理教室の開設と、キッチンカーによる移動販売とデリバリー事業

奈良県 町屋ｋｉｔｃｈｅｎ　ｎｅｒｏ － 自家製麺機械と真空機械の導入で衛生対策、また非対面販売の構築

奈良県 ａｍｕ － 地元観光情報の提供及びセミナー等のオンラインでの集客と実施

奈良県 株式会社足のお悩み研究所 9150001022169 サブスクを活用したオリジナルインソールのネット販売と顧客獲得

奈良県 ビジネスホテルセンチュリー － 「ＧｏＴｏトラベルキャンペーン」対応とバリアフリー化
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奈良県 Ｒｉｂｂｏｎ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 個室対応により安心・安全な、マンツーマン接客システムの構築

奈良県 株式会社Ｒｅｍｉｘ　Ｄｅｓｉｇｎ 1150001016871 Ｗｉｔｈコロナ時代のリフォーム事業化プロジェクト

奈良県 株式会社松鳥 1150001021211 「奈良産にこだわった食品とオリジナル企画商品のネット拡散と販売」

奈良県 Ｅｄｕ　Ｂａｓｅ － 高品質オンライン講座の提供とネットを通じた新規顧客獲得

奈良県 ビバリーヒルズ － 大和の国から発信！オンラインによるライブ配信システム整備事業

奈良県 日緑製茶株式会社 6150001001869 【小売りの強化／ＢｔｏＣへの販売強化事業】

奈良県 合同会社Ｇａｔｈｅｒｉｎｇ 5150003001447 『仕事も休暇も旅先で！ワーケーションに最適な一軒家まるがしの宿』

奈良県 有限会社パオスタン 9150002002450 こだわりの食材をテイクアウト・通販で提供する事業への転換

奈良県 株式会社飛鳥荘 9150001000125 独自の宿泊予約サイト導入に伴うＨＰ改修と、清掃管理ツール導入

奈良県 ＡＣＡＲＴ　ＬＩＦＥＳＴＹＬＥ －
オンラインストアとSNS を利用した新規顧客獲得、店舗の半無人化による非
対面型ビジネスへの転換。

奈良県 株式会社ｂｅレストア 8150001019001 ヨガのオンラインレッスンで新型コロナに負けない心と身体作り

奈良県 大仏いちご － 予約システム導入による接客時間の短縮と非対面販売の実現

奈良県 大倭印刷株式会社 9150001000422 封筒専門ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスモデルの確立

奈良県 大和漆工芸杉村 － 大和漆工芸　杉村　ホームページ開設、作品集（図録）制作

奈良県 有限会社鴻ノ池大黒 3150002000674 仕出しテイクアウト事業の拡充と新規少人数来店顧客の獲得

奈良県 Ｋ＆Ｍ　Ｖｅｇａｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ菜美 － ピンチをチャンスに！ビーガンカフェの新規顧客獲得とＥＣ販路拡大

奈良県 有限会社イングリッシュプロダクション 3150002000170 個別指導のオンライン授業化。

奈良県 株式会社リエゾン 9190001004709 オンラインパーソナルトレーニングの予約管理システム構築

奈良県 奈良ヨーガリトリート － 「自然に沿って健やかに生きる指導」のハイブリッド化と働く環境作り

奈良県 アロマリ － スクールのオンライン化およびＥＣサイトの構築による売上アップ

奈良県 ルシアーオブジャパン － オンラインでの商品説明及び販売強化事業

奈良県 株式会社バロン 9150001015313 「新しい生活様式」に対応した通販事業の改革

奈良県 有限会社ツーリスト企画 1150002004090 【事業名：コロナ感染症を抑制した旅行販売体制の構築と販売商品の開発】

奈良県 ユアミロワール合同会社 7150003001552 自宅一室のスタジオ化による代行ショッピングへ事業への切り替え

奈良県 株式会社ｆｌｅａｈｅａｒｔ 1150001019734 心理カウンセリング等のオンラインでの販路開拓と提供の環境整備

奈良県 ＨＡＮＡＲＥ屋 － 非対面セルフチッェクイン完全個室提供への移行で新規宿泊者獲得

奈良県 大和物産館株式会社 6150001019093 新型コロナ感染拡大防止措置とＥＣ改修によって非対面販売への転換

奈良県 ｃａｆひそひそ － テイクアウト専用ショップスペースのための改修工事

奈良県 中川ハウジング － 不動産物件の３Ｄカメラ撮影によるネット見学会の実施と販売促進

奈良県 ジュニアバッティングスクール近畿 － リアル×オンラインでコロナに負けないスポーツ指導の新様式へ！

奈良県 株式会社とりっくエンタープライズ 3150001023668 本格的お弁当事業開始と非対面型事業に対応するための改装

奈良県 コンディショニングサロンＣＵＲＡ － オンライン構築による販売ツール拡大と新メニュー導入ＰＲ

奈良県 備長炭イタリアン創 － イタリアン料理店が新たな事業展開する通販事業

奈良県 いぶし吟ふじや － コロナに耐え、事業継続の為テイクアウト・物販商品強化製作事業
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奈良県 株式会社ソニック 6150001001167 買取とリフォーム相談のオンライン対応と事例紹介ページの構築

奈良県 喫茶イレブン － 作り手の想いが伝わる・届く自家焙煎珈琲店ウェブサイトの改良

奈良県 ルゥ・ディ・パフィー － ＨＰ作成と調理開発によるテイクアウト強化と新規顧客開拓

奈良県 ヴィガーＫ２株式会社 5150001008584 オンライン合唱レッスン及び３密を避ける野外コンサート活動

奈良県 ＤＯＮ腹話術研究所 － 腹話術教室のオンライン化による販路開拓と業務改善

奈良県 ＬＡ　ＴＲＡＣＥ（ラ・トラース） － フレンチレストランの焼菓子オンライショップ販売

奈良県 株式会社近畿レンタカーサービス 2150001000619 初のキャンピングカー導入でファミリー層の新規顧客開拓！

奈良県 ＫＡＮＡＭＥｔｅｃｈ － Ｗｅｂ活用による個人顧客の獲得に向けたオンライン商談の導入

奈良県 有限会社アベール（マガジーノ） 3150002008684 ＨＰ等によるテイクアウト強化及び安全安心な食事環境整備事業

奈良県 寿し美幸 － 寿司、弁当の宅配、出前に力を入れる新規顧客獲得

奈良県 スカラベ企画 － 安心・ハイレベルな生態観察空間の提供とリモートビジネスの導入

奈良県 株式会社豚竹林 7150001021800 テイクアウト商品開発とスマホオーダーによる売上拡大、衛生管理

奈良県 きむら鍼灸整骨院 － 非対面型貸切りトレーニングスタジオ

奈良県 株式会社多伽美久良 6150001019713 通販機能を強化したスマホ対応ホームページで売上を回復する

奈良県 お好み焼き・鉄板焼きさんわ － デリバリー事業による新規顧客獲得及びテイクアウト事業の強化

奈良県 口福酒楽家　月ｔｏｋｋｕｒｙ － 和食店の味をご家庭に　和食店のデリバリー事業

奈良県 株式会社泰平システム 6150001023450 ホームページ開設とオンラインサロンによる非対面型販売への転換

奈良県 カウンセリングルーム沙羅Ｓａｒａ － 新製品開発、非対面型ビジネスの推進とネット広告による新規集客

奈良県 シン株式会社 9150001022805 赤ミミズサプリ販売業務エリア拡大　商談＆管理効率化計画

奈良県 高田習字教室 － 家族で楽しむ「ペア」「団体」書道教室事業の展開

奈良県 ジェイネットナラ － 新規通販サイト開設により非対面型ビジネスモデルへの転換

奈良県 ＴＥ　ＡＮＤ　ＣＨＡ － 新デザインでオンライン卸売とモール型ＥＣサイトに切り込む！

奈良県 株式会社オーシャンプロダクツ 6150001021495 幼児用自転車から非対面で野外体験ツアーにつなげ、常連客を獲得

奈良県 大田　仁司 － 国内サービスとオンライン活用による海外投資支援サービス提供

奈良県 うどん＋食彩いな田 － テイクアウト販売強化計画

奈良県 株式会社ヘルスプラン 9150001015305 対人距離の確保による安心安全な施設環境整備と新規顧客獲得

奈良県 ｇｌａｓｓ　ｕｎｉ－ｂｉｒｔｈ － 新商品開発及びネット通販サイト新規構築による販売拡大

奈良県 花 － 発酵食スペシャリストのオンライン講座による海外販路拡大事業

奈良県 ランダーブルー株式会社 1150001021847 メイキャップ、フェイスエステのオンライン講座

奈良県 創作ステンドグラス工房ビッグハウス － 工房での事業を非対面型ビジネスモデルに転換して収益を得る

奈良県 からだｌａｂｏ － 美腸活事業のオンラインによる告知と提供の拡充

奈良県 株式会社ＴＳＪ 9150001020486 ジビエ肉の１００％利活用とオンライン販売による弱肉強食計画

和歌山県 株式会社レンタ・ループ 6170001013160 複合機の自社メンテナンスセンター設立

和歌山県 有限会社アート工房匠人 9170002005781 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換
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和歌山県 大瀬株式会社 6170001000514 和歌浦の美味を冷凍真空パックセットとして商品化しネット販売。

和歌山県 アビーロード － 音楽のテイクアウト（本格的スタジオでのＣＤ録音のお持ち帰り）

和歌山県 フラワー電力合同会社 8170003001310 遠隔監視装置・撮影機器導入によるメンテナンス効率化

和歌山県 七つの月の夢 － 手作りの美味しさが味わえるテイクアウト商品の開発と販路開拓

和歌山県 株式会社ＲＥＴＨＡ 8170001012565 産後のママ向けＬＩＮＥを使ったオンラインカウンセリング

和歌山県 ＡＧ株式会社 2170001012389 オンラインでスマートトレーナーを利用したイベントを開催

和歌山県 食堂ことぶき － 急速冷凍機導入によるテイクアウト販売拡大及びＥＣ販売開始

和歌山県 アルミール株式会社 8170001006591 ＨＰによる販売促進改革、テイクアウトビジネスと新予約システム

和歌山県 有限会社幸太郎 3170002001472 『ネット通販で３密回避！和歌山幸太郎を全国に！

和歌山県 アロマセリノ － オンラインによる簡単アロマレッスン配信とキットのネット販売

和歌山県 有限会社エストレン 1170002005351 水中写真撮影に特化した情報商材のオンラインショップ

和歌山県 ２５ｎａｉｌ － 店内大幅リニューアル！広くて綺麗な空間でネイルを楽しもう！！

和歌山県 白蓮会館　和歌山支部 － 新規事業による顧客増加と地域での認知度向上の為の事業

和歌山県 株式会社Ｍ２テクニカル 2170001015342 従来の営業内容から一新！新たな営業活動事業

和歌山県
合同会社ウィッシュボーンイングリッシュ
アカデミー

9170003001045 テレワーク環境整備・オンライン授業強化と休眠顧客の掘り起こし

和歌山県 丸菱化成株式会社 6170001015388 ＨＰの刷新による非対面型ビジネスモデルへの転換

和歌山県 亀井商店 － サプライチェーン対策に向けた設備投資で経営体力の向上を実現

和歌山県 菓子工房アンシャンテ － 移動販売体制の構築と新商品開発・販促の実施

和歌山県 有限会社仮屋商会 4170002011834 家庭向けガス衣類乾燥機を使った体験型コインランドリー

和歌山県 辻本好美 － コンサートの手作り化及びＷＥＢ配信の取り組み

和歌山県 エルワイズアカデミー － 新クラス開講とオンラインクラス拡充による販路拡大

和歌山県 バナナキッチン － 大型イベント及びパーティー対応型生産性向上、販路開拓事業

和歌山県 ＢＡＬＯＲＩＣＣＯ － ＥＣサイトを活用したデリバリー・通信販売の開始

和歌山県 Ｆｉｔａｍ － テイクアウト・デリバリー販売体制の強化

和歌山県 アイランドジャパン合同会社 5170003001370 自社ＥＣサイトを活用した動画配信サービス
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