
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

茨城県 有限会社リカーショップキナセ 2050002003564 【事業名：クラフトビールテイクアウト強化とオクトーバーフェスト開催】

茨城県 株式会社ＬＥＩＤＥＡＳ 5050001046660 中国向けＢｔｏＢ越境ＥＣプラットフォーム提供と非対面商談会事業

茨城県 株式会社風林 9050001002156 テイクアウトの強化と、安心して来店できる空気づくり

茨城県 有限会社デップ 50002001578
需要の高まるオンライン動画配信！新事業販路開拓戦略‼　コロナにまける
な！ピンチをチャンスにジャンプアップ！

茨城県 中山製パン有限会社 2050002002426 ＷＥＢ予約宅配サービスにより安心・便利な受注サービスの提供

茨城県 そば紀 － 県産食材を使った通販及び出前・テイクアウトでの新規顧客獲得

茨城県 ＥＣＲＵ　ＣｏｌｏｒＳ合同会社 7050003002651 非接触カウンセリングと時短でも結果の出せるエステ

茨城県 株式会社永江楽器水戸 9050001038670 リモート音楽教室等新規事業開始のための新店舗移転計画で販路拡大

茨城県 奴寿司 － 新メニュー開発とデリバリー強化による販路拡大

茨城県 ａｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｓａｌｏｎ　ＬＡＢＯ － 最新ＴＨＲ方式！！あんしん光エステ＆脱毛サービスの開始！

茨城県 クレープのお店Ｋ｀Ｓ － お客様の店舗滞在時間を減少する事で回転率を上げ“密”を避ける

茨城県 株式会社ダステック 6050001001631 専用サイトを活用した非対面型タイルカーペット営業

茨城県 茨城プロダクション － 非対面での番組制作の導入と番組の２次利用コンテンツの商品化

茨城県 株式会社ＨｉｋａｒｉＣｏｍ 5050001006409 ＥＣサイト構築による新規顧客獲得

茨城県 株式会社ヴィーナス 4050001037792 コロナ対策で施術場所の減少による効率低下とセルフエステの導入

茨城県 有限会社プロダクツ一生 1050002008903 来店モチベーションを高める店内環境の整備と新サービス提供

茨城県 株式会社大矢呉服店 5050001000733 コロナ感染対策を含むＥＣ対応による老舗呉服屋再生プロジェクト

茨城県 株式会社ＣＡＲＡＴ６６ 4050001008587 新しい生活様式にふさわしいオンラインショップでの販路開拓

茨城県 株式会社蔭山利兵衛商店 1050001000662 「こだわりの水府提灯を全国に発信するためのＥＣサイトの立ち上げ」

茨城県 株式会社アゲート 4050001041274 卸ネット販売開始、新商品開発による非対面ビジネスの導入

茨城県 株式会社さくらカフェ 2050001046465 【フードデリバリーおよび出張販売の為のキッチンカー製造】

茨城県 中華ダイニング笑 － テイクアウト強化と高齢者向けヘルシー中華の開発と店内整備

茨城県 有限会社水戸山翠商事 8050002002998 ＥＣサイトリニューアルによる売上向上・販路開拓

茨城県 株式会社大湯塗装 7050001041635 プロの塗装技術を活かした若年層向け小物商品の開発及び販路構築

茨城県 学び舎Ｙａｐｐｅ － オンライン指導システム導入に伴う広報活動

茨城県 株式会社ライズアークス 2050001035699 新生活様式に対応した非対面接客導入と店舗づくり事業

茨城県 与三郎庵 － 店舗営業での感染拡大防止、宅配・テイクアウト事業の拡大・充実化

茨城県 ＹＯＣＩＣＯＴＡＮ手づくり工房 － オンライン体験販売によるＥＣ強化とオンラインライブ事業の拡充

茨城県 カイロプラクティックオフィスさくら施術院 － ホットペッパービューティーによるネット予約の拡充と販路開拓

茨城県 火門拉麺（カモンラーメン） － 製麺機導入による麺部門の内製化

茨城県 ストリーム － オンラインによる教室の再開とネットを通じた新規顧客獲得

茨城県 桜町食堂Ｃａｖｅ － テイクアウト、店内個室化一部改装による新規顧客増の獲得

茨城県 株式会社ナチュライ・サイクラ 9050001012675 オンラインによる新たな非対面販売促進、美容サービス展開

※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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茨城県 牛タン焼き仁斗（じんと） － 牛タンの冷凍真空パック販売及び店舗改装による新規顧客の獲得

茨城県 株式会社ヤグチアート 5050001009849 レーザーマシーンによる飛沫対策用アクリルパーテーションの加工

茨城県 サニースパイス － スパイスを家庭に！プラモデル化で手軽なスパイス惣菜商品の普及

茨城県 株式会社ヒラマ写真製版 2050001009703 即日発送に特化したネットプリントショップ事業

茨城県 ソニックエステ＆コスメＬｕａｎａ － ＥＣサイト利用による販売力強化と美容効果即実感メニューの提供

茨城県 株式会社山本自動車 6050001043120 ＨＰリニューアルオンライン商談、車椅子でも安心バリアフリー化

茨城県 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ａｖｅｎｔｕｒｅえいごあそび － 新しい生活様式に対応した事業再開と、ウェブ教室の開設

茨城県 Ｂ　ｓｉｄｅ　Ｓｏｕｎｄｓ － 感染防止策の徹底と既存フロアの分割によるスペース利用の促進

茨城県 株式会社日本私教育研究所 4050001018495 オンライン講座の取り組み実施による退塾防止と新規顧客の開拓

茨城県 合資会社高橋スポーツ店 7050003001199 オリジナルマスクの開発と販売強化による新規需要の開拓

茨城県 有限会社はつせ 4050002024204 インターネット販売の取り組み強化による顧客の維持・開拓

茨城県 株式会社雪華 1050001018432 新規顧客獲得のためのテイクアウト販売とＥＣサイト構築の導入

茨城県 株式会社ぬた屋 9050001018499 ＥＣサイトを活用した新たな顧客（贈答品需要）の開拓

茨城県 株式会社Ｍｕｓｕｂｉ 2050001044948 サイト内新規事業の立ち上げとオンライン接客ネット決済導入

茨城県 Ｏｃｈａ－Ｎｏｖａ － テイクアウト強化のための冷蔵ショーケースの導入と広告宣伝事業

茨城県 － 設備導入による非対面メニュー拡大・充実と近隣の認知度アップ

茨城県 株式会社山内銃砲火薬店 3050001023802 新型コロナウイルスにより売り上げ減少対策としてのＩＴ導入

茨城県 有限会社松光 5050002030713 ちゃんこ鍋とお料理のデリバリー事業

茨城県 Ａｔ’ｓｓａｌｏｎ － セルフ式シャンプー台の購入による感染症対策強化事業

茨城県 有限会社志筑屋 9050002015347 来店不要で造り手の顔が見えるお酒を全国のみなさまへ！

茨城県 － 食材ロスも改善！２号店を家族向け海鮮お好み焼き屋に改装

茨城県 石岡寺子屋塾 － 学習塾でのオンラインレッスンで生徒獲得と感染症対策

茨城県 有限会社沼知商事 8050002015736 オンラインズームを活用した非対面型稽古の周知事業

茨城県 株式会社Ａｒｔ　Ｆｏｒｅｓｔ 2150001012541 Ａｒｔ　Ｆｏｒｅｓｔ　Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ　ｌｉｎｅ　ＧＲＯＶＥ

茨城県 ＬＩＬＹ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ － 美容院でのシャンプー自動化による非対面サービスの実施

茨城県 株式会社小倉味噌店 6050001011341 老舗みそ屋の移動販売事業

茨城県 椿姫苑 － お店クオリティーを自宅で！家族、友人と楽しむ一流店の味

茨城県 富田屋 － インターネット販売のリニューアルによる早急な事業再生

茨城県 有限会社盛昭軒 5050002042196 お店のラーメンを家でも楽しめる、非対面型ビジネスモデルの導入

茨城県 京扇 － テイクアウトメニュー開発による非対面ビジネスモデルの導入

茨城県 いのせそば店 － コロナ対策用テラス席の新設工事による非対面ビジネスモデル導入

茨城県 株式会社エムアンドエー運輸 50001032394 新型コロナウイルス対応待合室の整備による個人客への販路開拓

茨城県 株式会社ぷらす・みー 3050001033974 【永久保存版】ぷらみーのお助けどこでもサイト！
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茨城県 らぁめん和 － 全世代が安心して来店できる店舗改装とテイクアウトの充実。

茨城県 有限会社新井製麺所 1050002041739 ネット販売の再構築と商品の飛沫防止対策による自社麺の販売拡大

茨城県 有限会社はぎわら 3050002042388 時代のニーズに合った衛生的店内とネットショップによる販路開拓

茨城県 そば　つけそば大山 － お店の味が自宅で簡単に食べられるつけそばの販売

茨城県 めし処　よこた － テイクアウト・デリバリーによる、非対面型ビジネスモデル構築

茨城県 創作酒房炭火よいや彩 － キッチンカーパワーアップ！来店できぬならお客様の元へ行こう！

茨城県 有限会社ニヘイ・シー・エフ・エス 3050002043428 ホームページとＥＣサイトを使った非対面ビジネスモデルの展開

茨城県 朝日印刷株式会社 9050001031808 動画制作完全内製化によりサプライチェーン毀損の対応で相乗効果

茨城県 株式会社池田写真事務所 3050001034527 リモート撮影とリモート作業で３密を避けたフォトスタジオの開設

茨城県 和水建設 － 個人ターゲットでＤＩＹを後押し！リフォーム需要喚起で売上拡大

茨城県 ＡＮＤＰＯＴ － 感染症に負けない！生花で心と体に潤いを届ける販路拡大大作戦

茨城県 サードセレクション － 感染対策の為のキッチンカー改造で非対面販売へ事業転換

茨城県 美容室フェイス － フレンチアンティークで非対面を実現！めざせ安心愛されサロン！

茨城県 そば処まるじゅう － 地元と共に新たな販路拡大と優しい店創り

茨城県 株式会社グロース 6050001041215 当店オリジナルパスタのネット販売の推進とテイクアウト拡販事業

茨城県 酒と肴おおた － 感染症対策とテイクアウトの拡充による販路開拓事業

茨城県 しんしん農園 － インターネットＥＣショップを開設し、野菜の販売力強化

茨城県 ＊Ｓａｋｕｒａ＊ － オンライン環境の整備による非対面体制の強化と現状改善

茨城県 目黒登記測量事務所 － 非対面ビジネスモデルとしての測量基準点計算受託サービスの提供

茨城県 ピッツェリア　モンテマーレ － 非対面事業としての冷凍商品工房設置と通販用商品開発

茨城県 小料理　住よし － 店内改装による快適性の向上と鮮魚類のテイクアウト促進事業

茨城県 井坂塾 － ハイブリッド型ボイスレッスン事業のＰＲ

茨城県 有限会社トキワ交通 6050002007181 感染リスクを大幅に低減するコロナ安全対策車の開発・運行

茨城県 はなももリサイクル － リサイクルの非対面型サポート事業の新規展開

茨城県 株式会社Ｋ２ＲｅｌａｔｉｏｎＣｏｍｐａｎｙ 7050001007578 キッチンカーでの新たな顧客獲得と新たな顧客満足度造りに挑戦

茨城県 有限会社甘茶や彩 1050002041771 テイクアウト商品の充実と店舗外スペースの有効利用

茨城県 印象エキスパート株式会社 9050001038241 「経営メンタル融合ビジネスコンサルティング事業」

茨城県 有限会社プライム 9290002048224 テレワーク可能な販売管理システムの導入と販売促進

茨城県 株式会社ネクストワークス コロナに負けない骨太事業で雇用を守るビジネス展開

茨城県 株式会社樹里 1050001007749 アイシングクッキーの非対面型オンライン教室事業の構築

茨城県 株式会社レッツ文化村 9050001004409 温泉利用型健康増進施設の非対面接客と経費効率化の実現

茨城県 株式会社夢工房 10500010360
ＷＩＴＨコロナ時代に安心出来る衣装の提供と直接来店による店舗販売向上を
目指す

茨城県 小泉園芸 － 心安らぐ花と緑をお届けする地域密着型園芸Ｗｅｂショップ
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茨城県 くずし和食高山 － 本格創作和食のテイクアウト・デリバリーサービスの新規展開

茨城県 ＭＡ　ｈｅａｄ　ａｒｔ － 「美容野菜」販売のためのＥＣショップサイト構築

茨城県 株式会社ブリッジ 1050001046689 ロボットプログラミングスクールの体験イベント非対面化事業

茨城県 株式会社ワイツー 8050002008541 飲食デリバリー［デリバリーＭｉｔｏ］ＷＥＢサイトの制作・周知

茨城県 株式会社ａｒｍｓ 2050001037472 負けない・罹らない・うつさない新型コロナウイルス

茨城県 株式会社Ａ２４ｍｕｓｉｃ 8050001031214 オンラインレッスンの新規導入

茨城県 ＢＳＭ株式会社 7050001020044 テイクアウト事業ＰＲおよび予約システムの構築

茨城県 中崎建築 － オンライン受注による非対面業務の効率化と販路拡大戦略

茨城県 株式会社ａｚｕｒｅ 5050001043897 感染拡大防止の三密対策のための店舗改装とオンライン接客の実施

茨城県 株式会社ＮＧＦ・ＬＡＢＥＬ 5050001042528 ＥＣサイト・グッズストアへの集客促進と拡充

茨城県 カフェピッコ － こだわり食材のテイクアウト開始による新規市場開拓戦略

茨城県 井上建築 － 現場管理クラウドによる非対面業務の構築

茨城県 株式会社ＡＳＬテクノロジーズジャパン 7050001046733 技術コンサルティング及び会議の非対面化及びテレワーク化

茨城県 Ｂｅ　Ｉ － 動画配信等による販路開拓、オンラインＥＣサイトの開設

茨城県 檜山工業 － ３ＤＣＡＤを使用した非対面型のプラン提案による販路拡大

茨城県 株式会社暮らし図 6050001044275 非対面型ＰＲ＆非対面型ご商談の拡充の為のＷＥＢサイトリニューアル

茨城県 株式会社魚武 4050001022984 仕出し自社ＥＣサイト開設とＳＮＳを使った和割烹と仕出しのＰＲ

茨城県 ＥＸ－ＴＲＵＳＴ株式会社 2050001039601 販路が全国に広がるエクステリアＥＣショップの開設

茨城県 有限会社ＳＣＥＮＥ　ＳＰＯＲＴＳ 6050002014483 既存ホームページへのオンライン接客導入と情報配信機能追加事業

茨城県 さわやかオートサービス株式会社 50001236626 車検予約対応ホームページ制作と予約・顧客管理ＰＣの整備

茨城県 株式会社Ｔ‐ＷＯＲＫＳ 7050001040967 非対面での商談推進、３ＤＣＡＤでニューノーマルを実現する。

茨城県 ツクバリカセイキ株式会社 5050001015905 効果的な情報提供とリモート営業環境を実現するＷｅｂサイト構築

栃木県 反町産業株式会社 6060002032088 中国製ロボットの非対面インターネット実演販売事業

栃木県 有限会社ビューティ田中 5060002032502 ケアドライによるサービスと効率化

栃木県 ひまわり合同事務所 － オンライン申請導入による業務効率化と顧客満足度の向上

栃木県 とちの葉マンスリー － コロナ対策を施したマンスリーマンションを多言語ＨＰで発信ＰＲ

栃木県 有限会社ゼンシン 9060002034998 テイクアウト販売を効率化する厨房機器の購入とお客様の予防対策

栃木県 有限会社ちづか家 9060002032291 新規サービス・メニュー開発とチラシ・Ｗｅｂによる販路開拓

栃木県 そば処さとや － 通信販売の強化及び安心・安全な店舗環境整備による販路拡大事業

栃木県 炭臓 － 大人気！炭臓もつ鍋のネット販売事業

栃木県 たこ焼きぽりぷす － たこ焼き屋の非対面販売の導入とその促進のための宣伝

栃木県 ｏｆｆｉｃｅＮＯＢＬＥＢＬＡＺＥ － 新開発太鼓の販売サイト構築と動画の配信

栃木県 Ｓｔｕｄｉｏ　ｇｌｒｏｗ － オンラインでのレッスン提供と集客
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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）
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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。

栃木県 有限会社東花製菓 3060002006318 デリバリー弁当開発！うちわとＩＴで宣伝効果３倍　新規販路開拓

栃木県 株式会社Ｄｌｉｐｓ 1060001028711 コロナを乗越えろ！サスティナブルなコーヒー暮らし計画

栃木県 株式会社美枠 2060001028165 ネット販売強化のための商品使用動画配信と販売拠点周知事業

栃木県 株式会社エーケー・リンク 4060001011268 移動販売及びケータリングサービス、ネット販売事業

栃木県 株式会社ジェネックス 5060001028138 セルフオーダーシステム案内サイト制作による、全国への販路拡大

栃木県 キャンディーマジック － 地域名産品を活かした新商品開発と、ネットを通じた販売拡大

栃木県 株式会社寺沢商会 1060001002906 お客様とスタッフ、双方の選択肢充実による空間と事業の拡大

栃木県
合同会社アメリカンケバブ（ＫＥＢＡＢＵ　Ｅ
ＲＥＮ）

3060003002654 ケバブキット開発によるＥＣ販売とオープンテラスで新規顧客を獲得

栃木県 光楽菜館 － テイクアウト事業強化のための業務用冷蔵設備の拡充

栃木県 株式会社ニチヨー 7060001019011 「ＨＰの強化と海外向けＥＣサイトの構築」

栃木県 有限会社稲岡材木店 6060002035487 ソーシャルディスタンスの構築とＨＰリニューアルで受注拡大

栃木県 有限会社ｍｏｔｈｅｒｔｏｏｌ 6070002030462 ＥＣサイト構築とＨＰリニューアルによる新規顧客獲得

栃木県 一番鳥 － 売上向上のためのテイクアウト販売専用スペースの新設

栃木県 株式会社つちのか 1060001026293 農作物を主とした新業態の確立（通信販売とテイクアウト事業）

栃木県 有限会社モテギ 7060002037549 ソーシャルディスタンシング化による安心安全な店舗営業へ

栃木県 橋本商店 － 店舗の安全性を高め空間除菌機設置で感染拡大防止対策事業

栃木県 ジェイワンホールディングス株式会社 2060001007400 部品トレーサビリティの遠隔監視システムの構築

栃木県 Ｃｈｉｎｅｓｅ恵泉 － コロナとの非接触モデル導入により安全・安心な食と空間の提供

栃木県 株式会社嶋田屋本店 8060002020248 通販事業開始！「家庭でも料亭限定のお酒を！」

栃木県 有限会社裕寿司会館 9060002020767 テイクアウトメニューの充実とドライブスルーによる事業の拡大

栃木県 有限会社平井生花店 9060002020759 「彩り溢れる花のある日常」を定期配送でお届けサービス

栃木県 Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　Ｂ－Ｄｅａｒｌｙ － 自宅にいながらヒーリングの遠隔伝授で予約数減少を解消！

栃木県 ハナドコロ　エン － 生花の移動販売事業

栃木県 おうちＳａｌｏｎＳｏｕｒｉｒｅ － 予約アプリの活用で感染防止！安心安全で事業再起！

栃木県 株式会社丸英刀剣 8060001028390 インターネットを利用した刀剣・美術品買取販売の新規顧客獲得

栃木県 お菓子処　嘉祥菴蛸屋 － 省力化機械でコロナに負けない生産体制構築＆効率化と品質向上！

栃木県 ヘアーピース － 美容室の感染症対策設備の導入と非対面の物販サイトで事業転換

栃木県 合同会社Ｎスクール 1060003002243 新規オンライン塾生の獲得、通塾塾生のオンライン化対応

栃木県 和乃匠味感 － ホームページで販路開拓を図り生産性の向上と持続的発展の取組み

栃木県 万石墓石設計合同会社 1060003003266 営業方法の非対面化によるｗｉｔｈコロナ販路拡大

栃木県 株式会社スウィッチ・キャッチ 3060001015749 新規顧客の獲得！オンライン活用と看板設置で認知度アップ

栃木県 有限会社光慈朗 3060002029946 人気商品のテイクアウトと新レトルト商品のＥＣ販売

栃木県 遠井農園 － 看板等設置で直販売上向上とＥＣサイトでの非対面販売強化
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

栃木県 ＲｏｏｍＭｏｎｓｔｅｌｌａ － 一人一人のお悩みを解消！自宅でＯＫ！オンラインアナウンスレッスン

栃木県 株式会社ＶｉＰａｓｓ 5060001024442 「オンライン化」による対面機会の削減と新規入塾者の獲得

栃木県 大栗屋 － 自動精算機とポイントを活用した非対面非接触型ビジネスへの転換

栃木県 株式会社風土屋 9060001022434 ３密回避の環境整備とデリバリーによる売上回復

栃木県 株式会社ハンディーマン 5060001022537 ホームページ作成でインターネットでの受注販売拡大

栃木県 株式会社Ｃａｆｅ　ＦＵＪＩＮＵＭＡ 4060001029954 新たな事業機会を開拓、再起を図り雇用を維持する

栃木県 ＬＩＦＥ － ウイズコロナ対策を徹底、お客様に安心感を与える店づくり

栃木県 ひかるん家 － 新メニューの開発で、テイクアウトの販路拡大事業

栃木県 日中文化交流株式会社 3060001014882 オンライン授業への転換による語学学校の販路開拓

栃木県 ハートフルワン － ＺＯＯＭを活用した非対面型オンライン講座で新規顧客の獲得

栃木県 しのざき商店 － 新鮮野菜を無人で販売！完全非対面による安心の販売方式確立

栃木県 株式会社ＷＲ 1060001030188 非対面型ビジネスモデル転換のためのコンビニ等への納品強化

栃木県 株式会社ＨＯＯＤ　ＬＵＣＫ 5060001029730 プリント機械導入で自社加工による内製化と販路拡大

栃木県 プリントステージＲｉｓｅ１１１３ － 当店の強みであるオリジナルプリント加工商品のＥＣ販売

栃木県 ペンション　レスカル － 「日光情報発信ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル開設」

栃木県 有限会社高井家 9060002015726 「ウィズコロナ時代を乗り切る老舗料理店の商品開発と販路開拓」

栃木県 鹿の子 － 密を防ぐためのテラス席増設計画

栃木県 Ｄｅｌｉｇｈｔサロン中村 － 非対面型ビジネスモデル導入による新規顧客の開拓及び持続的経営

栃木県 ハーブ＆カフェＦＵＴＡＭＩ － 感染防止のため屋外テラス席増設による客席数ＵＰでダブルの効果

栃木県 有限会社プランニングオフィスワン 5060002025613 イベント開催で、地域経済の回復を図る

栃木県 有限会社アルファ東宝 7060002026799 椎茸自動販売機、ネット販売による非対面ビジネスモデルの確立

栃木県 株式会社ｔｅａｍ－Ｋ風間 2060001029452 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換

栃木県 カタツムリラボ － ＥＣサイトへの参入。デリカテッセンへの転換。

栃木県 ＳＥＴＴ　Ｆ． － テイクアウト部門開設による集客獲得に向けての強化事業

栃木県 しのはら工房 － コロナ対応型仕様のキッチンカー導入による販路拡張

栃木県 ＬＳＥ山形教室 － 電子黒板＆動画を使って自宅でいつでも塾クオリティ！

栃木県 ＠ｈｏｍｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｏｈ！Ｌａ－Ｌａ － テイクアウト事業の確立・感染予防のための環境整備

栃木県 株式会社行楽花 5060001027321 行楽花改善計画

栃木県 一乃胡 － 佐野ラーメン特性オリジナルメニューのお持ち帰り環境整備

栃木県 赤見窯　長谷川青峯 － 収益の主軸となるホームページの立ち上げ

栃木県 ネイルサロンｆｒａｇｏｌａ － 新型コロナに負けない　ｗｉｔｈコロナ時代を生き抜く

栃木県 メガネドクター佐野店 － ネットを通じた販売と、チラシや看板による出張販売のアピール

栃木県 株式会社ｈａｎａｍａｒｕ 4060001021259 通販で厄除け！開運厄除けだるませんでコロナ祓い！

6 / 107 ページ
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栃木県 青竹手打ちラーメン麺や大山 － ネットから本場佐野ラーメン『麺や大山』の味をご自宅で！

栃木県 酒落工房花ぶんこ － 動画による非対面型オンラインコサージュレッスンの講座販売

栃木県 おいしん坊ハウス仲 － おつまみセットやテークアウト予約システムの構築による売上強化

栃木県 Ｃａｆｅ＆ｂａｒｃｈｏｕ‐ｃｈｏｕ － コロナウイルスの影響による新しい接客、そしてセルフサービス化

栃木県 佐野らーめんくにや － コロナに負けない免疫アップメニュー作りとネット販売

栃木県 株式会社ＡＭＧ真岡 5060001027924 移動キッチンカーを導入し、新業態開発と新規顧客開拓事業。

栃木県 ＤＥ－ＬＩＧＨＴ－ＨＡＩＲ － ルーミング整備でお客様が安心して利用できる店舗への転換

栃木県 フラワーショップアンシャンテ － 「おうちフラワー、おまかせフラワー、フラワーコンセルジェ」

栃木県 有限会社カナイ 2060002017159 真岡市来訪者に「安全・安心・ストレスレス」を

栃木県 味噌のかんべ － ・アフターコロナも見据えたテイクアウト事業の確立

栃木県 炭火焼真八 － リピーターに再び！テイクアウト搭載ＨＰで安心で美味しい焼き鳥を

栃木県 株式会社ＭＩＸＩＭ 5060001027858 ゲートカット機の導入と生産工程自動化による新規受注獲得

栃木県 有限会社喜楽縁 4060002038038 テイクアウト事業の商品欠品の対策と提供時間の短縮

栃木県
欧風食彩Ｔ’ｓ　Ｓｅｒｋａｇｅ’（ティーズセルカ
ジェ）

－ 店内環境改善工事、食品衛生管理と販路開拓のための機器導入

栃木県 株式会社お米ひろば 8060001009151 スマホからのオーダーで三密回避しテイクアウト販売強化計画

栃木県 かねいり有限会社大谷資料館 8060002002816 ＡＩ搭載サーマルカメラ活用による安全安心な観光施設の提供。

栃木県 食品安全技術センター －
ＨＡＣＣＰ責任者養成や予防管理適格者ＰＣＱＩ養成等の食品安全関連研修の
オンライン

栃木県 とんき － 非接触式除菌手洗い器導入と感染症対策レイアウトで売上回復

栃木県 株式会社栃木リラクゼーションスクール 5060001007174 オンラインスクールへの転換及びオンライン講座の開発・販売

栃木県 花真 － 非対面へのスタイルチェンジ及び在庫管理を徹底し利益率の改善

栃木県 合同会社かふう 8060003001338 地元飲食店の非対面化促進による地域活性化のための動画事業

栃木県 テラス合同会社 5060003002669 リモート対応設備と防草シート導入による電力安定供給環境の構築

栃木県 株式会社ル・ヴァン 3060001029699 ノベルティの開発、ＥＣサイトにより販売、新規販売経路の獲得

栃木県 ＮＰＯ法人シェアハッピーエール 4060005009721 オンライン環境を生かした新規販路開拓事業

栃木県 めんや天夢 － ヤバにぼラーメン＆セメントスープを栃木県に轟かせる

栃木県 有限会社大谷精肉店 8060002019802 テイクアウトのＷｅｂ予約対応とフライヤー導入による売上アップ

栃木県 有限会社福田印刷 8060002015297 ペットキャンバスプリントＥＣ販売スタート事業

栃木県 株式会社春風凛 5060001032222 ラーメン屋の作るこだわり餃子のテイクアウトで売上向上

栃木県 カジルシイチバ － 健康志向＆食制限者向けパンの開発と通信販売の拡充

栃木県 株式会社ファミリーｊｐｖｎ 3060001030269 テイクアウト対応と認知度向上による非対面売上の確保

栃木県 ＥｙｅｌａｓｈＥｘｔｅｎｓｉｏｎＳａｌｏｎＡｄｅｊｉｏ － ＥＣ決済によるレジ対応削減とネット上での新たな販路開拓事業

栃木県
コンパス・ジャパン・マーケティング株式会
社

1010701021994 宿泊客が渓流沿いで楽しむバーベギュー・ディナーの開発

栃木県 株式会社アラカワリフォームサービス 1060001024017 非対面型リフォームの開始に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

7 / 107 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。

栃木県 有限会社衣料のうすい 6060002001472 お客様が安全に安心して、かつ快適にお買い物ができる環境の整備

栃木県 株式会社響企画 4060001009031 宿泊客確保のための空気清浄機導入による施設内の安全性向上

栃木県 株式会社リノ 8060001030272 遠隔監視システムの導入と新規コンサルティング事業の推進

栃木県 ＯＮ　ＪＡＰＡＮ有限会社 7060002012155 栃木県産野菜を使ったベジタブルアイスクリームの製造・販売事業

栃木県 株式会社ベレーヌ 3060001029930 完全除菌サロンでお客様もスタッフも安心エステ！

栃木県 ＯＲＧＡＲＳ合同会社 3060003002134 「宮レモン」を使ったこだわりレモネードの企画・製造・販売事業

栃木県 株式会社嚶鳴エクステンショングループ 6060001027816 ご家庭でも最高の学習指導を提供、オンライン集客のＨＰ制作

栃木県 有限会社神保栄三久商店 6060002015019 百年の伝統を未来へ繋ぐ、新しいビジネスモデルへの転換と確立

栃木県 さこよが － オンライン体制整備による集客・物販売上の向上を実現

栃木県 らーめん中村家 － 家系らーめん店が本気で取り組むテイクアウトメニューで売上増加

栃木県 有限会社一路 7060002001323 顔が見える非接触注文システムで、守り続ける一路の真心接客

栃木県 株式会社アシストパル 60001027366 紙から動画へ集客サービスの為の多目的動画発信システムの構築

栃木県 ＴＯＮＥＲＩＣＯ － オーガニック製品を扱うＥＣショップ導入とｗｅｂサイト制作

栃木県 榊屋株式会社 4060001023156 ＥＣ販売・ＨＰ強化による、現状打破、榊屋ブランド確立

栃木県 有限会社ティアンドティナーサリー 7060002015166 インターネットでの苗販売による新規顧客獲得

栃木県 有限会社北関東断熱 5060002003115 内装拾い出しシステム導入による打ち合わせの非対面化

群馬県 株式会社ＦＲＥＮＤＩＸ　ＪＡＰＡＮ 9070001033050 「イノリフト」販路拡大のための動画マーケティング

群馬県 ことぶき整体院 － ３密を避けるためのレイアウト変更とリモートサービスの強化

群馬県 エッセンス・エナジー － お家でできるセルフケアＷＥＢレッスン＆技術スクール

群馬県 株式会社高崎テクノ 5070001029804 テレワーク対応ハナレの販路開拓のための受注システム構築

群馬県 渋川飯塚ファーム － 直営ＥＣサイトの開設とＯＥＭ受注等による事業拡大

群馬県 株式会社みや里企画工房 9070001002770 コンテナ型の移動販売店舗で新たな顧客を獲得し売上拡大する事業

群馬県 フォーの店Ｈａｒｉ　Ｈａｒｉ － 営業形態変更によるテイクアウト・新商品開発・ネット販売の強化

群馬県 空楽井みゆ － オンラインサロン開設による新規事業展開

群馬県 有限会社アクト 7070002014489 リモート物件案内・地方移住者向け自社ＨＰコンテンツの充実事業

群馬県 Ｔｒａｕｍ　Ｌａｂｏｒ － 次世代スキャナー導入による高度化

群馬県 麺屋福籠 － キッチンカーによる販売強化とイベント出店による知名度アップ

群馬県 しずの苺園 － ジェラート・イチゴのネット販売による販路開拓

群馬県 リングサーチ － 多言語に対応した通販サイトの構築とオリジナル自社商品の開発

群馬県 株式会社須田建装 5070001027840 工事を止めるな！現場監督のテレワークで工期を守る

群馬県 株式会社はなん 3070001032363 ホームページの開設等によるオンライン売上獲得事業

群馬県 有限会社菓心たつや 9070002010346 ネット販売システム構築と冷凍酒まんじゅうの開発による販路開拓

群馬県 絵本と童話　本の家 － 新たな販売システム導入による会員サービスの利用者獲得
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群馬県 ｌｅ　ｐｏｍｐｏｎ － テイクアウト販売に注力を可能にする新たな調理機器の購入

群馬県 ライフケア群栄株式会社 7070001008731 ホームページによる配布エリア選定と見積の自動化

群馬県 上州山賊麺大大坊 － 新しい生活様式での顧客ニーズに応えるキッチンカー事業

群馬県 香ノ酉 － 「もつ鍋」の真空パック化とＥＣサイトでの販売による販路拡大事業

群馬県 児玉企業株式会社 7070001010729 ネット予約や体表温度検知機等の導入による非対面型営業の促進

群馬県 蛸一（たこいち） － 小型キッチンカーによる宅配業務の実施で販路開拓

群馬県 株式会社クラウド 8070001024587 デニムお直し工房拡充・来店不要オンラインショップの拡充の為のＷＥＢ戦略

群馬県 ミガルーダイビングサポート － Ｗｅｂおよびマネキンを活用した新たな講習事業による顧客の獲得

群馬県 クル・クメール － 一人用個室ハーブテントのデリバリー事業の導入

群馬県 株式会社ヒューマンハンズ 4070001034029 「美味しい」でステイホームをより豊かに！デリバリー強化事業

群馬県 太樹接骨院 － トレーニング機材をレンタルする事による新サービスの導入

群馬県 株式会社みのたけ 7070001032888 ＥＣサイト設立によるテイクアウトメニューの拡充と販路拡大事業

群馬県 たかさき中央整骨院 － オンライン運動指導及びセルフトレーニング動画による販路開拓

群馬県 蒼屋 － オーダーシステムによる生産性向上とテイクアウトによる販路開拓

群馬県 玉いち － テイクアウトメニューの拡充と、感染防止に配慮した店内空間

群馬県 野村土地家屋調査士事務所 － 地域初！非対面式受注システム及び登記申請プロセスの構築

群馬県 ムーンシャインドック － 非対面型「ＷＩＴＨコロナ」の近未来型ＢＡＲ経営

群馬県 株式会社サンクタス 7070001035148 アーユルヴェーダアクセサリーのＥＣサイト構築

群馬県 Ｌｅｐｔｏｎ高崎本町教室 － 新型コロナウイルス対応　未来型英語教室事業

群馬県 レヴクリエイト合同会社 8070003002681 エリアタイアップサービス券の非対面型ビジネスモデルへの転換

群馬県 フォーストリングスジャパン合同会社 4070003002850 自社出品システムの構築によるリモートワークの推進で売上拡大

群馬県 株式会社ココリビング 8070001031014 非対面型ツールを駆使した不動産契約でｗｉｔｈコロナを勝ち抜く！

群馬県 株式会社ライフ 3070001003422 知名度向上のためのＨＰ作成とチラシ作成による普及活動

群馬県 株式会社イタガキ建工 3070001009675 ＨＰリニューアルによる非対面サービスの提供を実施

群馬県 株式会社マニカアベティ 8070001011008 インターネット販売システムの構築とパッケージ作成

群馬県 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＭＡＴＳＵ － コロナに負けない安心な店舗を！！幅広い顧客の獲得に向けて！

群馬県 Ｔｏｔａｌ　Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　涼華 － オンライン指導による非対面型サービスの顧客獲得事業

群馬県 市川鉸工業株式会社 8070001006197 飛沫感染防止パネル製作販売

群馬県 ＡＦＦＡフィットネスインストラクター － 自宅のパソコンでオーダーメイド健康体操

群馬県 林工業株式会社 5070001008097 医療機器メーカー部品向け簡易窒素加工用新型コンプレッサー購入

群馬県 レストランカフェＣＡＲＯ － テイクアウト促進と屋外喫煙スペースの設置による感染症対策営業

群馬県 ポジティブシンキング － 「リモートワークによるエステートセールの販路開拓」

群馬県 デザイナーズヘアーリンクス － 美容室の顔面作業、接触感染予防の非対面型ビジネスモデルへの転換事業
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群馬県 歯科技工ＡＳＩＳＴ － 患者と非接触で、きれいで長持ちする歯科技工物の新製品開発

群馬県 酒房厨 － 日替わり手作り家庭料理弁当テイクアウトによる新規顧客獲得

群馬県 有限会社ココア 4070002007405 ナノブランドと新しい生活様式でのクリーニング業の確立

群馬県 ダイニング八風 － 『新商品投入による百貨店での催事販売（テイクアウト）の強化』

群馬県 株式会社ソーレ・ジャパン 5070001026578 地中海マルシェの弁当・惣菜・ケータリング事業

群馬県 株式会社ＧＡＲＤＥＮＯＮＥ 9070001025584 自動見積りシステムを用いた非対面型ビジネスモデルの確立

群馬県 肉とワインのイタリアン酒場ｍｏｒｅ － ソーシャルディスタンスを考慮した新しい売場の構築事業

群馬県 株式会社グレイン 5070001024904 ウィズコロナ時代の、家族だけのお葬式専用施設みにまるを販売

群馬県 株式会社Ｂｅｉｎｇ 3070001025532 『高品質製品の開発と内製化による新規販路開拓』

群馬県 桜あん － 真空調理機導入によるテイクアウト事業部門の確立

群馬県 株式会社アルファルファ 9070001000224 「テイクアウトビジネス」の構築

群馬県 株式会社モテナ 3070001005716 新たなサービスとネット販売の構築による新規顧客獲得

群馬県 株式会社創美社 70001001864 顧客が非接触型集客を実現するＶＲコンテンツでの受注獲得

群馬県 寿し割烹桃乃木（有限会社桃乃木） 5070002005432 群馬県産豚肉を使った新商品開発とＷＥＢを活用した新規顧客獲得

群馬県 泰処セマクテ － ネット通販とスーパーなどでの物販販売強化事業

群馬県 株式会社リマルヤ 2070001027851 ＥＣ専用サイトへの充実と、それに対応できる生産体制の設備等の整備

群馬県 株式会社Ｌｏｍ 7070001035296 新商品開発にともなうデリバリー、テイクアウト事業

群馬県 株式会社たいぜん総本舗 70001032696 新しい販売形態に挑戦するための厨房機器及び調理機器の充実化事業

群馬県 株式会社ユーホー 2070001016722 ＶＲを活用した袴や振袖等のヴァーチャル展示商談会システムの構築

群馬県 株式会社鈴木機械 8070001016171 ＴＶ会議体制整備による試験用冶具の新規受注獲得

群馬県 Ｌｉｌｉｅｓ　Ｄａｎｃｅ　ＳｔｕｄｉｏＳｈａｌａ － オンラインダンスレッスンサイトによる新規顧客開拓事業

群馬県 有限会社高好美術織物 1070002024031 御朱印帳を始めとする和装品製造を内製化するための繊維機械の導入

群馬県 茂木第三支店 － 真空パック封入した精肉商品のインターネット販売事業

群馬県 株式会社千吉良 3070001016275 繊維産地桐生の技術と文化を融合させた商品開発とＢｔｏＣの体制整備

群馬県 泉織物有限会社 2070002022661 抗菌防臭機能を持ったウォッシャブルなシルク製襦袢のネット販売

群馬県 株式会社阿部製作所 2070001015559 溶接の内製化によるアンテナ中継基地部品のサプライチェーン確保

群馬県 ＨＥＩＲＬＯＯＭ － 桐生産の生地を使ったアパレルセレクトショップ事業

群馬県 有限会社Ｊ・Ｗハウス倶楽部 4070002025530 非対面型ＨＰの作成とＺｏｏｍ活用で蓄電池の販路開拓！

群馬県 有限会社さくらネット 9070002025492 新商品販売と販路拡大のための設備導入とホームページ作成事業

群馬県 有限会社スズキワーパー 7070002023804 販路拡大のためのカタログ作成とホームページリニューアル

群馬県 Ｍ’ｓ　ｐａｌｅｔｔｅ － ギフト用フラワー商品のインターネット通販サイトの構築

群馬県 株式会社芝浜 7070001032772 人気ラーメン店の味をご家庭で。ネット通販事業の本格稼働による売上確保。

群馬県 株式会社ライフデコ 6070001030488 カーテンを始めとする窓装飾品のＥＣサイトでの販売増強
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群馬県 有限会社魚勝本店 8070002022755 真空パックによるテイクアウト事業

群馬県 有限会社オオキ製作所 70002022863 ＥＣサイトの構築による新商品の受注獲得

群馬県 株式会社ファミリー・クリーンサービス 8070001032375 ＡＩ清掃ロボットの導入による新しい清掃スタイルの提案

群馬県 ｃｒａｆｔ － 発酵ドライフルーツのオンライン講座とネット販売による売上獲得

群馬県 有限会社ブライダルファッションつるや 7070002024620 ソフトクリームパフェ専門店事業開始へのＥＣサイト作成・設備導入

群馬県 株式会社オトワ楽器 3070001021622 オンラインレッスンの本格的導入によるボーダーレスでの生徒獲得

群馬県 ｔｈｅ　ｇｒｏｖｅ　ｃａｆｅ － 非接触型テイクアウト窓口及び３密を避けるオープンテラス増設

群馬県 有限会社銀座ずし 8070002033273 ニューノーマルに対応した宴会スペースとインフラ整備事業

群馬県 ｅ－ゼミナール － オンライン型指導による新規顧客獲得

群馬県 有限会社やおとも商店 1070002034030 オンライン予約によるドライブスルー方式販売と新商品の販売促進

群馬県 合同会社オネスティツー 7070003002237 新常態対応のためテレワーク専用スペース確保事業

群馬県 スバル工業株式会社 7070001021791 サプライチェーン毀損に応えるＨＰ作成及び新規取引獲得

群馬県 有限会社メガネメイト 9070002031227 ＳＮＳを活用したＥＣサイト構築による販路拡大

群馬県 カプヘアーたかはし － 「集客タイプ」の音楽ライブから「高品質配信タイプ」への移行

群馬県 パティスリー　ル　カドゥー － バイヤーむけ通販商品開発製造による全国展開と新たな事業確立

群馬県 株式会社阿部珈琲堂 3070001036406 テイクアウト商品提供とＥＣサイト構築による事業強化

群馬県 とりとり亭　伊勢崎店 － 通常営業時間外のお弁当のテイクアウト＆デリバリー事業

群馬県 ｔｏｉ　ｔｏｉ　ｔｏｉ － 新商品“ＳＨＡＶＥ　ＩＣＥ”販売による新規顧客獲得

群馬県 レストランＣＡＬＭＡ － テイクアウトと屋外デッキによるコロナ対策と新規顧客の開拓

群馬県 有限会社大村フードサービス 3070002018601 テイクアウト専門店への転換と新商品開発による新規顧客獲得

群馬県 ウェディングプロデュース　アケースオブ － ＥＣサイトで衣装のレンタル・販売と打ち合わせスペースの確保

群馬県 株式会社セノキ 9070001032746 「窒素ガス樹脂溶接機によるプラスチック部品修理事業」

群馬県 合同会社ＭＥＴＥＯ 2070003003347 新しい生活用様式を取り入れた「美しさを提供する専門店」事業

群馬県 篠原　篤 － 顧客満足度向上のための、非対面オンライン販売の構築

群馬県 ＣＨＥＥＳＥ＋ＣＡＶＥ　Ａｔｒｉ － 物販を含めた非対面型テイクアウト商品の販売

群馬県 株式会社橋本紋店 5070001019978 コロナに打ち勝ち橋本紋店をリスタートするプロジェクト

群馬県 黒猫亭併設配食のふれ愛 － 非対面型　高齢者配食サービス部門の主たる事業部化への取組

群馬県 有限会社木村家 1070002028858 安心してご来店いただくための外食業ガイドライン対応事業

群馬県 ＬｏｕｎｇｅＭＨ － 非対面型・非接触型のおもてなしサービス実施による顧客獲得事業

群馬県 株式会社ティアンドエム 4030001088920 自宅用宴会セット

群馬県 有限会社中川自動車販売 6070002030280 ニューノーマル社会対応顧客獲得訪問セーフティーチェック事業

群馬県 炭火だいにんぐ燈 － 非対面型ビジネスモデルへの転換を図るための改装

群馬県 地球塾イングリッシュスクール － 非対面で可能な英会話オンラインレッスン事業への取り組み
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群馬県 有限会社エスエスティーフードサービス 3070002034549 ＨＰ作成及びスマホメニューシステム商品開発による販路拡大

群馬県 株式会社ホープチェスト 5070001034168 新規顧客獲得のための写真撮影事業の販路拡大

群馬県 有限会社美濃屋 3070002035183 三密回避（社会的距離の維持）、空気循環向上の為の設備投資

群馬県 ｈｕｍｍｉｎｇｂｉｒｄ － デジタルを活用したスマートな接客とＥＣサイト構築事業

群馬県 ＹＹＫｉｔｃｈｅｎよりどこ － オリジナル商品の非対面販売化による売上向上計画

群馬県 スタディ７ － オンライン映像学習・オンライン自習による充実した家庭学習支援

群馬県 めがねのカムイ － 独自の商品を主軸とした本格的ＥＣサイト事業の立ち上げ

群馬県 高田食堂 － 無添加・無香料・無着色レトルトカレーの試作品開発事業

群馬県 有限会社越中屋魚店 5070002025983 販売促進パンフレット作成

群馬県 有限会社ブリックホーム 9070002027101 非対面オーダーシステムの導入と快適に食事が出来るテラスの整備

群馬県 合同会社モトゴーイング 8070003002723 オンライン商談可能な営業体制の構築による新規顧客の獲得

群馬県 ドーゼン株式会社 3070001012753 自社生産農産物の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

群馬県 松屋酒造株式会社 6070001012643 旧習を打破するオンライン販売によるＢｔｏＣへの転換

群馬県 有限会社藤の 4070002017742 安心な店内環境の整備、テイクアウト定着化による売上回復

群馬県 アヤナス － 自社ＥＣの立上げ及び非対面接客効率化ＨＰリニューアル

群馬県 有限会社オフィスシミズ 8070002009216 店内飲食の価値向上・スイーツの販売強化による売上回復

群馬県 鬼ばば － コロナ対策のための新商品テイクアウトオンリー販売

群馬県 メニーセント － オンラインサポートを利用した新メニュー自宅ボディメイクの開発

群馬県 ネナシグサ － 「可変式」個室の設置により非対面空間を創出し、売上を確保

群馬県 株式会社ＭＯＯ－ＦＡＣＴＯＲＹ 2070001036877
新たな菓子製造場を持ち、菓子製造業を取得し売上の増加、販路拡大を図
る。

群馬県 合同会社ビーグラッド 8070003000470 コロナ禍を克服するためのキッチンカー導入事業

群馬県 株式会社吉沢防水 8070001031641 雨漏り修理専用ウェブサイトでの新規顧客の獲得強化

群馬県 ごはん処壱番家 － 待ちから攻めへ、ウイズコロナ経営に向けたキッチンカー導入事業

群馬県 株式会社佐藤塗装 8070001024959 まるで来店したみたいな非対面型オンライン来店システムの導入

群馬県 青龍株式会社 3070001033238 テイクアウトの強化による新規顧客の獲得

群馬県 株式会社ＰＬＡＴＺ 1070001036754 非対面型サービスとしてオンラインコーチングの導入

群馬県 小澤徹郎中小企業診断士事務所 － ユニットハウス事務所による、非対面ビジネスモデルへの早期転換

群馬県 有限会社ぐんぱつ管理 2070002018833 リアルタイムの情報提供を行うホームページの作成

群馬県 株式会社ヴィジット 3070001035457 インターネット活用による非接触型営業の確立。

群馬県 前橋南長生館 － 非対面型のセルフケアサポートを認知させるためのホームページ作成

群馬県 ＯｙｓｔｅｒａｎｄＷｉｎｅＢａｒＲＩＴＺ － 世界、日本全国のブランド牡蠣を一回の注文で食べ比べ！

群馬県 美容室Ｇａｒｄｅｎ － ケアドライを使って感染安全性を高め新規顧客獲得

群馬県 アイ・プランニング株式会社 7070001031725 小売業を中心としたオリジナル小物雑貨品の製造請負事業の構築
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群馬県 株式会社群馬マーケティングセンター 9070001010850 ウエブの新コンテンツ開発とオンラインビジネスによる新規客獲得

埼玉県 有限会社エム・オー商事 7030002081780 新規顧客獲得のためのホームページ作成

埼玉県 金丸正樹 － ウェブサイトを活用した非対面型経営コンサルティング事業

埼玉県 有限会社二十萬石ウエストパーム 7030002079420 ホームページリニューアル（充実化）による非対面営業の展開

埼玉県 有限会社ラッカル人財研究所 8030002079626 オンラインサービス導入による利用しやすい新たな相談体制の構築

埼玉県 かぶや － 商品開発等によるテイクアウト・デリバリーの強化と宣伝効果の向上

埼玉県 有限会社オールフォードアメリカンライフ 30002077955 キッチンカー販売及びデパ地下販売での新規顧客獲得

埼玉県 磐梯２号店 － コロナに負けないステーキハウスの非接触化と集客

埼玉県 株式会社サイキグリーン 3030001054766 ＨＰスマートフォン対応とガーデン施工例集による新規顧客獲得

埼玉県 ティース　ヘイブン － 歯科医院の口腔内３Ｄカメラとのデータ互換活用スタイルへの転換

埼玉県 株式会社ポディウム音楽事務所 8030001118161
タブレットを使用した、非対面での音楽教育システムの開発による、新規の顧
客獲得

埼玉県 らあめん達磨屋 －
【達磨定食】とテイクアウトメニューの開発及びコロナ対策に伴う店内環境の整
備

埼玉県 ハンバーグ屋ｂｙチェスナット － 『テイクアウト商品の製造・販売を開始する為の設備投資』

埼玉県 有限会社えぷろん亭 5030002072518 近隣の方に求められる弁当を、ｗｅｂ受注により非対面で提供する

埼玉県 ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ － ライブ動画のインターネット有料配信事業

埼玉県 ｙｕｆｒａ － 会員制オンラインサロンの開設とリスティング広告の導入

埼玉県 東名クリーニング － 集配業務拡大による売上げ増加と新規顧客獲得及び対面回避対策

埼玉県 ＡＬＴ　Ｍｕｓｉｃ － オンラインレッスンに向けた配信インフラ整備及び広告宣伝活動

埼玉県 ＢｕｒｇｅｒＣａｆｅ　ｈｏｎｏｈｏｎｏ － テイクアウト強化と認知度向上によるニューノーマル時代への変革

埼玉県 おいも堂（川越デジタル設計） － ネット販売を通じた新規顧客開拓とサツマイモを使った新商品開発

埼玉県 サードサポート － 新型コロナウイルス感染症対策における霊柩車非対面事業

埼玉県 Ｂｒｉｇｈｔｏｎ　Ｄｒｅａｍ株式会社 2030002034198 新型コロナウイルス感染防止による安心・安全での販路開拓

埼玉県 ＬＯＨＡＳ － お客様と従業員のため非対面型ビジネスモデルを導入する

埼玉県 Ｔｏｉ　ｅｔ　Ｍｏｉ　Ｗｅｄｄｉｎｇ － 非対面型の婚礼と写真事業の構築を行い新たな需要を取り込む

埼玉県 株式会社ＨＩＴＭ 6030001134359 非対面型ビジネスモデル導入と３蜜環境改善で安心安全を提供する

埼玉県 合同会社Ｎｉｃｏ 2030003015107 ワインとピッツァの組み合わせによるテイクアウトの新規顧客獲得

埼玉県 株式会社プレミアブリッジ 5030001124229 自社ネットショップ構築及びインターネット広告による集客強化

埼玉県 株式会社ネイルズ菅野 4030001082196 新規事業としてＥＣサイトを構築し、新たな収益を生む事業

埼玉県 株式会社かわぐち設計工房 4030001074235 自社サイトを通じてお客様との関係性を構築し、事業継続を図る

埼玉県 ＲＥＰＬＯ合同会社 5030003012927 ライススキャンを活用したコメ品質管理クラウドサービスの運営

埼玉県 株式会社ヤマガネ 3030001077998 神社仏閣の新規顧客開拓と卒業記念品販路拡大

埼玉県 ヌトリ － 新生活様式をビールと共にエンジョイしよう♪

埼玉県 日東機材株式会社 5030001076676 安全で信頼性に優れた畜養水槽用加温装置ユニットの開発
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埼玉県 株式会社日本ネット 5030001076552 新たなシステム構築による「非対面型ビジネスモデル」の提供

埼玉県 アルマン株式会社 3030001073659 ネット店舗による非対面型の販路開拓と新規顧客獲得

埼玉県 ユーシーズＬＣＹ － （自宅に居ながら外食気分！ご自宅に呼べる移動レストラン）

埼玉県 おとなの塩ｓｏｂａ － 本格ラーメンをご家庭で！公式サイト・ネットショップで通販事業

埼玉県 ＢＭＡ（ビー・エム・エー） － ＢＭＡ（ビー・エム・エー）オンラインスクールの立ち上げ

埼玉県 チャーチル － 宅配特化型への転換で外食部門を撤退する非対面型飲食店の構築

埼玉県 利根川テント － 高周波ウェルダー機導入による作業スピードアップと効率化

埼玉県 株式会社シンヨー 8030001075403 リピート印刷物のウェブ完結型受注ホームページを展開する事業

埼玉県 株式会社山燕庵 4380001010997 展示会を通じたネット通販の新規顧客獲得

埼玉県 ジャパニメ有限会社 4030003103827 マンガ教室を非対面型ビジネスモデルへ転換し新顧客獲得！

埼玉県 有限会社すすきの 4030002113553 テイクアウトと宴会場の非対面型サービスの展開

埼玉県 株式会社ＩＮＰＲＯ 3010001201980 出張代行、オンライン通訳の海外向けＷｅｂマーケティング事業

埼玉県 Ｔｏｒａｔｔｏｒｉａ　ＪＩＬＬＹ － 「ぜいたくテイクアウト」の開発・告知・拡販

埼玉県 ｈａｉｒｓａｌｏｎＤｏｕｘｓ － 自動ドライマシン導入による、接触時間の減少で、安心感を醸成

埼玉県 株式会社ｍｉｌｉｍｉｌｉ 1030001134719 薬膳火鍋のテイクアイト・発送販売による非対面型販売の強化

埼玉県 株式会社バナーズ 6030001085230 テレワーク環境の整備

埼玉県 株式会社アトリエＫＣ 7030001111783 インターネットによる潜在顧客への情報提供と新規顧客の発掘

埼玉県 Ｅｃｏトレーディングエムズ － Ｗｅｂ非対面自社販売サイト宅配買取りＥＣシステム導入と強化

埼玉県 株式会社トゥーアット 2030001012171 レーザー加工機とＣＡＤソフトを導入で飛沫対策パネルの販路拡大

埼玉県 株式会社ＨＡＬ 4030001100932 店舗改装による販路開拓と厨房機器の刷新による生産体制の強化

埼玉県 Ｋａｙａ’ｓ　Ｓｔｕｄｉｏ － 自宅録音データの高音質化とオンライン・コーチング事業の開設

埼玉県 株式会社小木 1100030815651 店舗販売からＥＣサイトアクセス強化による売上拡大

埼玉県 株式会社Ｓｕｎ　Ｂｌｕｅ　Ｒｏａｄ 4030001012574 非対面型ビジネスモデルへの挑戦

埼玉県 美容室シャン － 美容室の自動化による非対面化と効率化による新規顧客開拓

埼玉県 スタジオＳａｌｕｃｅ － 女性の美と健幸を考えるオンラインセッション

埼玉県 有限会社ハウスメイクタカハシ 2030002010901 カラーシュミレーションとドローン空撮で非対面化での販路拡大

埼玉県 有限会社ウイザスボールパーク 1030002118571 日本製ユニフォームの販売強化とユニフォームマスクの新規展開

埼玉県 整体サロン日月水土 － リモートｄｅ人間ドック（健康状態のチェックとケア）

埼玉県 株式会社ＭＯＲＥＳ 9030001113830 ＥコマースとＷｅｂマーケティングを活用した新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社Ｌ＆Ｆ 7030001135117 オンラインでのセミナー、相談対応よる販路拡大とＷｅｂ集客

埼玉県 有限会社愛翔 2030002022715 葬儀の一部オンライン化による参列者の非対面化

埼玉県
特定非営利活動法人親子ふれあい教育
研究所

7030005015744 持ち帰り用『岩槻コロッケパン』の店頭販売に伴う工事と販路開拓

埼玉県 望制作室 － 新規顧客獲得の広告宣伝媒体とＨＰ作成と３Ｄプリンターの導入
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埼玉県 さくらや東浦和店 － ｗｉｔｈコロナ・・「さくらや」は学生服を通じて地域活性！

埼玉県 Ｗｅｌｌ － 環境と健康のコラボレーションを広めようプロジェクト！！

埼玉県 株式会社浜野工務店 3030001019001 動画やＨＰを活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

埼玉県 株式会社フォークローバー 9030001129819 顧客が求める新しい生活様式に合わせたテクニカル総合サービス

埼玉県 幸福そば － 出前広報の強化による収益の主軸化と新規顧客の開拓

埼玉県 ＭＥＴＤｅｓｉｇｎＨｏｍｅ株式会社 8030001043351 【接客の非対面化・貸会議室の環境強化による販路拡大】

埼玉県 株式会社大谷鉱油 1030002003063 非対面ビジネスモデルの構築と安全性、効率化の向上を計る

埼玉県 有限会社スタジオファイン 7030002007538 店内、屋上改装し、カフェのテイクアウト新規顧客獲得

埼玉県 ヒサオズキッチン － 店内改装により、製造業許可を取る。

埼玉県 合同会社クラディ 3030003014909 ＤＩＹ学校ＯＮＬＩＮＥ、ＤＩＹ　ＰＡＲＴＹ　ＯＮＬＩＮＥ

埼玉県 株式会社津多工業 7030001101564 非対面型相談見積り依頼受付システムの構築による新規顧客の開拓

埼玉県 合同会社クリエイトモア 6030003012793 プログラミング学習のオンラインスクール開設による新規顧客開拓事業

埼玉県 ｄｒｙ　ｆｏｏｄ　ほしさま － コロナ対策としてのインターネット販売とブランド強化

埼玉県 酣まる － 地域特産品を活用した商品開発とキッチンカーによる外販事業

埼玉県 中華料理　泰山北斗 － 非対面型接客サービスを取り入れ作業改善と生産性ＵＰをめざす

埼玉県 株式会社和銅農園 3030001121640 オンライン販売構築とロスの削減による相乗効果創出

埼玉県 バーチェ・アリー － テイクアウト事業の拡大とＥＣサイト構築による新たな販路開拓

埼玉県 居酒屋信玄 － テイクアウトの本格的事業展開と新商品開発によるビジネス転換

埼玉県 有限会社秩父写真館 8030002121569 写真館による非対面型撮影サービスの導入と安心できる店づくり

埼玉県 大衆焼肉ホルモンながしま － テイクアウトメニュー開発と新商品開発による販路開拓事業

埼玉県 ＬＡＭＰ － オリジナルメニューのテイクアウト強化とオープンテラスの設置

埼玉県 Ｙ’ｓ　Ｄｉｎｎｉｎｇ寛齋 － 移動販売車両の導入による本格的ピザ販売の実施

埼玉県 有限会社サクラ住研 4030002122785 オンライン物件案内システムの構築による受注拡大事業

埼玉県 アートステージ株式会社 5030001091535 これまで培った知識、ノウハウを活かした動画広告制作事業の展開

埼玉県 和風ダイニング有り処 － テイクアウト・通販用商品の開発と新たな販売展開

埼玉県 有限会社ラパンノワールくろうさぎ 1030002122763 個人向けの通信販売の強化、およびテイクアウトのコーヒーの導入

埼玉県 わっしょい農園 － 現商品の生産性向上と新商品を開発し、インターネットにて販路拡大

埼玉県 － 特製カレーのレトルト商品化及びネット販売による販路拡大事業

埼玉県 ＫｏｓｅｌｉｇＬｙｋｋｅ － テイクアウトメインの商品構成への切り替えと新規顧客獲得

埼玉県 富田製畳所 － 畳小物製品販売事業の展開による非対面型ビジネスモデル構築

埼玉県 株式会社依田商店 1030001090994 非対面スタイルの「ちちぶ空き家相談所」開設による顧客開拓

埼玉県 株式会社ニチエイ 2030001091843 ネット販売による外出不要お取り寄せ米粉パン

埼玉県 まんてん － 新商品「豆乳プリン」の開発とネット販売を通じた新規顧客開拓
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埼玉県 きすけ食堂 － テイクアウト、中食型ビジネスモデルの転換と移動販売の強化

埼玉県 三共印刷株式会社 2030001088600 断裁作業の機械化による生産体制の強化と多様なニーズへの対応

埼玉県 居酒屋わ － ２０～３０代の女性客と既存顧客のテイクアウト需要の取り込み

埼玉県
ＯＮＥＨＡＮＤＲｅｓｔａｕｒａｎｔこびとのスプー
ン

－ 「キッチンカーによる出来立てサンドウィッチの移動販売」

埼玉県 株式会社鶴田フーズ 7030001086450
コロナウィルスの影響に伴う従来の労働環境と生産性を一新する生産体制の
構築

埼玉県 Ｌｅ　ｃｉｅｌｂｌｅｕ － チョコとアイスは配送が可能、ネット販売で新規顧客獲得

埼玉県 有限会社西間堂本舗 2030002116871 「青天を衝け」に関連した新商品開発とネットを通じた販路開拓

埼玉県 合同会社家事代行社 7030003010136 事業者向け家事代行プランと３密対策のクラウド勤怠管理システム

埼玉県 株式会社柳本店 2030001029777 デリバリー・テイクアウトでの特選会席料理の提供

埼玉県 ソラローブ － オンラインセミナー・オンライン相談会による販路開拓事業

埼玉県 川上　泰志 － 遠隔操作撮影によるセミナーや会議のインターネット中継

埼玉県 ジャパンライフ合同会社 6011503003094 建設・介護事業者向け有料職業紹介ＨＰとコスメＥＣサイトの拡販

埼玉県 有限会社サロン・ド・ジュン 2030002025949 「高齢者の方が安心できる空間づくり」で新規顧客獲得

埼玉県 リリフル － 高音質なバーチャル空間レッスンによる新規顧客獲得事業

埼玉県 プラシャルルー － 「巣ごもり需要」に対応したテイクアウト事業強化による拡販

埼玉県 株式会社大王商事 8030001114689 北海道産の食材を活用した商品開発とデリバリー等強化による拡販

埼玉県 北四和楽備整骨院 － 今までの施術とは違う新しいケア体験の提供と予約システムの構築

埼玉県 酒亭えぶり － 新しいライフスタイルに対応した、新しい収益モデルの構築

埼玉県 満留賀 － 老舗蕎麦店の出前・テイクアウト事業による販路拡大事業

埼玉県 株式会社ＳａｂｌｅＡｒｇｅｎｔ 8030001034565 人気商品パニエの増産体制構築と販売促進事業

埼玉県 株式会社光ヤマト物産 4030001021526 町の看板屋が行う小規模事業者の繁盛店サポート事業

埼玉県 株式会社はい 7320001007245 ＥＣサイトを活用した「安心安全な除菌液」の販路開拓事業

埼玉県 株式会社トラスト 3030001022715 テイクアウト・デリバリーサービスの実施による販路拡大事業

埼玉県 ｍｅｌｔ － 定額制エステ導入による新しいプライベートサロン制度の導入

埼玉県 株式会社和み 6030001023074 新型コロナの影響下でも利用しやすい治療院への変革事業

埼玉県 Ｂｉｓｔｒｏ・Ｍｕｒｉｅｒ（ビストロ・ミュリエ） － 新たな生活様式に適応したデリバリーサービスの導入事業

埼玉県 有限会社長崎紅屋 2030002026212 ＨＰ作成による新規顧客獲得とネットショップ開設による販路拡大

埼玉県 株式会社マスヤ 30001021210 「実店舗・無店舗の選択」お客様に選択肢を持たせる販路確保事業

埼玉県 ＳＰＳ合同会社 4030003013240 オンラインの展示会出店による販路開拓事業

埼玉県 ｅｎｃｕｒｕ － 起業家向けオンライン・写真を活用したＳＮＳ集客サポート事業

埼玉県 Ｌｉｂｅｒｏ接骨院 － ケガをしている子ども向け非接触型治療の提供によるＰＲ活動

埼玉県 株式会社ＰｏｓｉｔｉｖｅＳｉｇｎ 9030001112056 テイクアウト商品開発及び徹底したクラスター対策による販路拡大

埼玉県 レストハウス名栗株式会社 8030001134118 自社ＥＣサイトによるアウトドア用品物販事業及び新たな販促活動
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埼玉県 株式会社マミラス 5030001131737 セミナー事業を強化するオンライン販売システムの構築と教室設立

埼玉県 リンデンプロモーション － オンラインによるライブ・レッスン・セミナー大改革プロジェクト

埼玉県 信乃堂 － おやきのＯＥＭ生産事業

埼玉県 アガリコ餃子楼　上尾店 － アガリコ餃子楼のキッチンカー導入

埼玉県 株式会社Ｒｅ‐ｓｔｙｌｅ 2030001044223 ＢｔｏＢからの脱却。目指せ地元のデザイン工務店

埼玉県 ｃｏｃｏｓａｉキッチン － ○発酵料理教室オンライン化とＨＰ作成による新規顧客開拓

埼玉県 有限会社小田塗装店 7030002033377 リモートで仕上がり確認。住宅塗装の見える化とクラウド活用。

埼玉県 ＦＰカウンセリング事務所 － 子育て世帯のお金の悩みを解決するオンラインサービス

埼玉県 株式会社アップステアーズ 1030001039637 ショールームの新設およびＨＰでの非対面集客強化で販路開拓

埼玉県 エイチアール合同会社 2030003008647 人事情報サイト「日本の人事部」掲載による販路拡大活動のＯＮＬＩＮＥ化

埼玉県 埼明漢方薬専門店 － ＥＣサイトの構築・運営及び店舗の改装

埼玉県 株式会社Ｗｉｌｌｂｅ 5030001136819 「感染リスクを抑えたセルフエステ導入による顧客満足度と経営向上」

埼玉県 栄進研 － オンライン個別指導の導入と対面指導の価値強化で新規顧客獲得

埼玉県 株式会社グッドウェル 4030001095462 非接触強化を目的とした感染拡大防止対策工事による販路開拓

埼玉県 未来創造オフィスＴＨＥＣＯＭＰＡＳＳ － 非対面でのマーケティング・オンラインプログラム提供実現

埼玉県 株式会社ｙｏｋｏｓｕｋｅ 7030001109574 冷凍食品及びグッズ販売の展開による新規顧客の開拓

埼玉県 株式会社スリーゼ 7030001093554
自社所有自動販売機導入における、感染症対策と顧客満足度につながる効
果

埼玉県 ｔ－ｉａｒｕｍａｓＴ＆Ａ株式会社 6010901015305 自社ＨＰの作成および紙のカタログの送付

埼玉県 ｍｉｌｌｅｖｏｅｕｘ（ミルヴー） － Ｗｅｂ予約／決済導入による非対面化と新サービス導入で販路開拓

埼玉県 合同会社コルサント 8030003013880 レンタルスペースの活用とオンライントレーニングによる販路拡大

埼玉県 氷川かおり接骨院 － Ｗｅｂカウンセリングと専門性の高い自費治療の販路開拓事業

埼玉県 株式会社セント 4030001063436 ｗｉｔｈコロナでも持続可能なおせち料理製造内製化プロジェクト

埼玉県 合同会社清水や 9030003001876 ＨＰを活用したテイクアウト・デリバリー事業

埼玉県 個別指導塾スマイルスタディ － コロナ時代の個別指導塾　講習のオンライン化と入塾生獲得事業

埼玉県 ボルダリングサイトＢ３春日部 － ＩＴ活用と時間軸の工夫で、非対面型のクライミングジム運営事業

埼玉県 カフェレストランクレール － 自家製ナポリピッツァを全国へ！ＥＣ販売を通じた新たな販路開拓

埼玉県 中華食堂　フーロン － デリバリー開始と集客力強化により新規顧客と売上を確保する事業

埼玉県 合同会社クローバーロバー 4030003003464 【オンライン授業とＷｅｂプロモーション強化による販路拡大】

埼玉県 ホワイトクラウド － オリジナルブーツ・レザーグッズのＥＣサイトによる新規顧客獲得

埼玉県 株式会社エムアテンドジャパン 9030001136996 非対面型レクチャー導入と感染症対策サポート広報のための施策

埼玉県 ｓｔｕｄｉｏ　Ｈａｎｄ　Ｊｉｖｅ － 録音物・コンサート・講師業のデジタル環境導入による非対面化

埼玉県 合同会社ジストデザイン 2030003003499 オンラインによる販促・催事実施運営事業

埼玉県 株式会社たち花 4030001126663 新時代コミュニケーション美容と非対面型エステの顧客売上アップ
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埼玉県 有限会社正八 5030002086526 配達車両の購入と広告宣伝によるデリバリー事業の立ち上げ

埼玉県 音楽茶屋ごりごりハウス － 未来へ繋げる音楽作品制作で新規顧客獲得プロジェクト

埼玉県 合同会社プロプラス 3030003012947 ネット環境を活用しターゲットの拡大による販路拡大

埼玉県 株式会社マーブル 7030001067533 ウェブ戦略の強化で越谷市地域ナンバーワン大作戦

埼玉県 マザーズクレープ津田沼 1030001089062 新商品バナナジュースの販売およびテイクアウト販売への転換

埼玉県 株式会社Ｕｎｅ　ａｔｔａｃｈｅ 2030001122094 「店内売上」だけでなくテイクアウトの「店外売上」の構築

埼玉県 コノソラ － オンライン完結型サービスで新規顧客獲得

埼玉県 有限会社花吉 9030002106131 ネットショップ機能付きのＨＰ構築で売上増加を図る

埼玉県 ブーランジェリーキシモト － 店舗改装とＨＰ構築で、イメージ一新し、通信販売にも取り組む

埼玉県 合同会社ヘルスクリエイト 9030003014696 オンライン施設見学の導入！チラシ・ポスターで周知

埼玉県 株式会社まごころジャパン 9030001113847 送り状発行システム／スマートＣａｔ導入による非対面ビジネスの徹底

埼玉県 株式会社綺麗堂 5030001129665 仏具クリーニングの非対面型営業手法の確立による知名度向上

埼玉県 有限会社山岸商事 2030002013821 さいたま市内の区役所及び官庁関係を対象とした新たな配達事業の展開

埼玉県 花子家 － テイクアウト受付専用サイト制作他

埼玉県 有限会社川島屋商店 8030002003478 新たなシステム構築による「非対面型ビジネスモデル」の提供

埼玉県 ＪＣＡ開拓株式会社 3030001112136
◆非対面型ビジネスモデルへの転換、テイクアウト・デリバリー等の取り組み
開始

埼玉県 株式会社エコトキシコロジー研究所 2030001001265 新規試験項目導入による受注の拡大と売上増加への貢献

埼玉県 合同会社Ｋ＆Ｋ 9030003000762 新開発の家庭用商品販売と新規顧客開拓のためのネット利用

埼玉県 のぞみ鍼灸院 － 【のぞみ鍼灸院】新規患者獲得計画

埼玉県 ダイニング酒場優 － キッチンカー利用による移動販売・デリバリーの事業拡大

埼玉県 ｍａｋｅ　Ｂ　ｄｅｓｉｇｎ　ＢＬＡＮＣ － 新型コロナ感染リスク減少対策・外出自粛応援「痩身エステ事業」

埼玉県 ｄｅｓｉｇｎ　ＤＫ － 新商品のサンプル配布による認知度向上と非対面型面談への転換

埼玉県 有限会社杉浦商会 5030002103917 呼び出しベル導入など感染防止対策の徹底と広報強化で売上を向上

埼玉県 増林砂場 － テイクアウト売上げアップの為に冷蔵庫導入と広告宣伝強化

埼玉県 平田香苗 － 動画配信等を活用した非対面型セミナーによる販路開拓

埼玉県 ヘアーメイクアドニス － ヘアドライ作業時に機械を用い人の密接時間を減らす

埼玉県 ＶＣＫＲ・駆動良 － 宅録環境整備による高品質ナレーションの宅録対応と販路開拓

埼玉県 株式会社命薬 1030001013484 テイクアウト・デリバリー事業での売上獲得

埼玉県
株式会社志木サテライトオフィス・ビジネス
センター

1030001047292 新規「テレワーク・キャリアコンサルティング事業」の展開

埼玉県 ＩＷＡＩ株式会社 1030001106759 非対面施術、オンライン講師・物販による顧客獲得と売上げ拡大

埼玉県 株式会社イングリッシュ・サポート 4030001034412 オンラインレッスンによる新規生徒獲得に向けたＷｅｂ広告展開

埼玉県 株式会社ＱＵＡＤ 7030001016291 生ライブ配信と２フロアを活用した新たなライブハウスを創り出す

埼玉県 レザードックわたなべ － 施工注文のオンライン化による非対面ビジネスの実施
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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。

埼玉県 ＬＩＫＥＩＴ株式会社 5030001130672 非対面型ビジネスを加速するＥＣサイト構築＆販路拡大事業

埼玉県 有限会社ＨＲＤ 2030002051185 高級カーパーツ販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

埼玉県 株式会社ｎｅｖｅｌｅ 1030001133803 現役プロが教えるオンラインバスケスクール開講による売上増加

埼玉県 株式会社日本トラベルサポート 9030001097289 ＨＰリニューアル化と非対面型営業の促進で業績を伸ばす

埼玉県
有限会社ジェナイトミュージックファクト
リー

7030002006341 音響＆照明まで完備したハイクオリティ５カメ配信プロジェクト

埼玉県
ブライトンヒューマンキャピタルコンサル
ティング株式会社

4030001010280 オンライン研修の開発とＰＲによる新規顧客獲得

埼玉県 ドウガビュッフェ － アナウンサーによる動画制作支援サービス

埼玉県 ライトガード株式会社 6030001118543 非対面化オンラインレッスンによる販路拡大事業

埼玉県 スムーススキン脱毛キラット － 非対面型ビジネスによるエイジレス商品のＥＣサイト販売

埼玉県 株式会社タカノオート 30001075912 コロナ感染対策と近隣住民へのアピール

埼玉県 有限会社清水屋 9030002007016 生花定期便のオンライン販売

埼玉県 福田玉庭事務所 － 全国・世界へのオンライン書道教室と書の制作販売

埼玉県 合同会社ＶａｉＰｒｅｓｔｏ 2030003013696 非対面ビジネスへの転換によるＥＣサイトの構築で販路拡大

埼玉県 秋山総業株式会社 6030001115004 法人顧客向けの解体工事をＷＥＢサイトと自動見積を導入し受注する

埼玉県 安心院 － テイクアウトに対応する為の商品開発と食品ロスの軽減。

埼玉県 株式会社平和観光 2030001013062 多言語サイト構築で旅行会社からの観光ハイヤー受注を拡大させる

埼玉県 スタジオモンキーダンス － オンラインを活用した非対面ビジネスモデルの構築と展開

埼玉県 石亀　希実（音楽家） － 業務ＩＣＴ化の設備投資及び持続可能な新規事業の立ち上げ

埼玉県 禅教育普及会 － 禅による教育事業のオンライン化

埼玉県 Ｌｏｖｅｌｙ　Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　安田　比登美 － ガーデニング用革グローブの試作品開発と販売用ＥＣサイトの制作

埼玉県 株式会社千葉工務店 1030001064379 自然回帰の家のモデルハウスオンライン化と非対面営業の強化

埼玉県 株式会社朝日宝工社 3030001000035 検査体制の強化と営業エリア拡大で食品機械製造の受注を増やす

埼玉県 水道屋ですー － 「ホームページ新規開設によるオンライン受注の開始」

埼玉県 株式会社あそびの館 9030001110002 非対面型接客への転換と安心安全を重視した消毒作業の徹底

埼玉県 株式会社ヒロテック 4010001104704 安心してご来店いただきたい！感染症対策と新メニュー徹底ＰＲ！

埼玉県 株式会社牛込昇建築設計事務所 9030001126097 詳細パース作成による新しい営業の確立とテレワークの実現

埼玉県 株式会社Ｌｕｅｂ 5030001123759 ＩＴツールの積極的な活用による店頭・デリバリ・通信販売事業

埼玉県 合同会社ジュディジャパン 3030003012400 新規商品開発及び商品のＬＰ構築で成約率を上げ回復を図る

埼玉県 養老介護合同会社 3030003013596 世界を繋ぐＨ．Ｐ．作成と、日本製介護用品と健康器具の越境販売

埼玉県 有限会社白勇舎本店 9030002106024 クリーニング店での非対面ビジネス転換と安心の環境整備

埼玉県 有限会社ハグホーム 2030002104604 注文住宅販売を非対面営業を行い販売回復、営業エリアを拡大する

埼玉県 Ｆｌｕｆｆ　Ｕｐ　Ｓｕｐｐｏｒｔ － 「ハイバリューポジション戦略」オンライン講座の開発・販路開拓

埼玉県 株式会社ｓｏｋｏ 30001014313 オンライン授業及び映像授業の導入による教育のＩＴ化事業

19 / 107 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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埼玉県 Ｎａｉｌ　Ｃｌｏｓｅｔ － 対面時間を半分にする新たなシステム構築とネット販売で新規獲得

埼玉県 株式会社Ｐｒｏｔｅａｎ 7030001099543 コロナに影響を受けない遠隔対応可能なビジネスモデルへの転換

埼玉県 有限会社五十鈴工業 3030002100354 得意先の要望に応え新商品獲得とリモートによる売上高増加に期待

埼玉県 ちいさなヨガ教室ｓｈｉｍａｓｈｉｍａ － オンラインヨガサービスの開発とネットを通じた新規顧客獲得

埼玉県 株式会社工事企画 1030003009217 オンラインによる営業方法の確立と新規顧客の獲得

埼玉県 ヘルスハピネス株式会社 4011001119774 非接触検温による安心できる２４時間フィットネスクラブの提供

埼玉県 Ｖｉｖｉｄ　Ｎａｔｉｏｎ（ビビッドネーション） － 春日部発大人のネイルサロンの非対面化＆ネット集客・販路拡大策

埼玉県 有限会社トータルクリーンサービス 6030002034112 注文入力機能追加と業務管理システムの導入で顧客獲得

埼玉県 有限会社フジ相互企画 5030002011863 店舗型営業のみでなく非対面での営業をするための施策

埼玉県 ステージＳＥＮさやそよ － 徹底した感染症対策で安心空間を作りチラシ・ネットで告知

埼玉県 サウンドミューズ・アカデミー株式会社 6030001112331 新たな生活様式に対応した音楽教室事業

埼玉県 株式会社ＲＥＤ－ＪＡＰＡＮ 9030001034416 コロナウイルスの影響に対応するパン小売り事業の展開

埼玉県 熊谷スポーツフレア整骨院 － 接骨院の革新的非対面型オンライン問診サービスの実現

埼玉県 有限会社石城アートジャパン 4030002007821 ウェブ・映像活用で“オンライン書道教室”と“書の販売”を実現

埼玉県 カーターテクノロジーズ株式会社 30001099425 オンライン会議を用いた新しい営業様式への転換と感染予防対策

埼玉県 埼玉中央清掃株式会社 6030001003464 生前整理、遺品整理など個人宅の大掛かりな清掃をお手伝いします

埼玉県 Ｅｙｅｌａｓｈ　Ｍｅｅｋ　ミーコ － 事前のウェブ面談で安心してアイラッシュサロンへご来店いただく

埼玉県 ＲＥＤ　ＴＥＮＴ　ＹＯＧＡ － 心身の健康を提供するオンラインヨガ教室の認知拡大と顧客獲得

埼玉県 サーフィンドライブ － サーフィン専門動作分析型オンラインコーチング

埼玉県 ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｒｉｕｎｉｏｎｅ － 徹底的にコロナ対策をしていますので安心してご来店ください！

埼玉県 株式会社晩成 1030001134099 “緊急”から“不要不急”に切替え、水回りトラブルを未然に防ぐ

埼玉県 さいとう司法書士・行政書士事務所 － 専門特化ＨＰの開設およびオンライン面談による集客・販路拡大

埼玉県 株式会社キョウエイ 4030001011907 Ｗｅｂ集客促進による販路拡大及び非対面型商談の実施

埼玉県 有限会社井上合金鋳造所 2030002100520 ホームページとＺＯＯＭを用いた非対面販売体制の構築

埼玉県 株式会社でんでん 3030001101436
テイクアウト・デリバリー（Uber 含む）に特化した厨房設備を整え、コロナ禍営
業スタイルで新規顧客獲得

埼玉県 大京建設株式会社 2030001018012 ＨＰ制作とオンライン受付の実施

埼玉県 株式会社三幸商事 5030001116143 国産高級の食材を活用した商品開発とデリバリー等による拡販

埼玉県 株式会社明元素 6030001131991 メモリアルビデオレターの非対面販売を起点とした販路開拓

埼玉県 合同会社ＬＥＬ 5030003012522 会員制サービスの顧客増加を目的としたホームページ制作

埼玉県 株式会社アーティスベイ 6030001091765 非対面で店内商品を販売する仕組みを構築する

埼玉県 株式会社ナカムラ 9030001088125 非対面のオンラインマーケティング強化による工事営業の非対面化

埼玉県 手打そば　尾沼 － おうちで体験、本格手打そば。蕎麦前と地酒で心と身体も楽しい！

埼玉県 グランディット株式会社 4030001104685
倉庫をｗｉｔｈコロナ対応型店舗のアンテナショップとしてプロモーションする取り
組み
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埼玉県 株式会社エコーソリューション 6030002088661 差別化を図るペットリフォーム事業の非対面型販売促進

埼玉県 かみかわ接骨院 － Ｚｏｏｍ開催講座の案内を含む新規ホームページ構築

埼玉県 Ｓａｌｏｎ　ｄ’Ａｒｔ － 配信型コンサートの実施とそれに伴う楽器等設備の充足

埼玉県 市川　亜矢子 － 「ＴＯＥＩＣ対策独学法」教材・講座のオンライン販売の環境整備

埼玉県 ＰｕｎｔｅＦｅｌｉｚ（プエンテフェリス） － 犬の歯周病を予防するオンライン歯科検診・歯磨き指導と動画配信

埼玉県 株式会社フリクト 5030001059895 販路開拓のための内装工事と新メニュー開発

埼玉県 夢人力 － 全国初のオンライン人力車で全国各地のあらゆる人に笑顔を届ける

埼玉県 有限会社ピノキオ 2110002021709 テイクアウト用のホームページの開設と内装工事、勤怠管理機設置

埼玉県 株式会社アルコグランデ 6030001083820 行政・団体等オリジナルグッズ作成システム

埼玉県 株式会社トリムタブ 2030001093641 Ｗｅｂによる販路拡大及びテイクアウト等の予約フォーム導入

埼玉県 株式会社エム・ジー・アール 1030001001340 外商中心の販売から、オンライン通販向けに特化した実店舗設計。

埼玉県 有限会社鶴林 5030002070323 安心安全な「夢の宿」を作る・知らせる・泊まって頂く

埼玉県 有限会社三井経営研究所 5030002013232 非対面企業診断の生産性向上事業

埼玉県 ネオチック － 非対面型でお客様を楽しませるエンタメスナック事業

埼玉県 有限会社森工芸社 8030002052665 自社ブランド立ち上げと非対面型ＥＣサービス事業による販路開拓

埼玉県 こころの整骨院 － ＨＰ作成によりオンラインでのトレーニング事業の集客強化

埼玉県 株式会社アトリエ・エヌ 4030001000199 ３Ｄ光造形を使った試作のスピード化と自社Ｗｅｂでの販売強化

埼玉県 公文式別府教室 － 既存事業のオンライン化と広告宣伝

埼玉県 しゅかぶら － 自社商品のオンライン販売による販路開拓と新規顧客の獲得

埼玉県 有限会社吉栄工務店 9030002062589 自社ホームページ作成とＺｏｏｍ打合せ導入による新規顧客獲得事業

千葉県 ガレージジョーカー － スマホ用ホームページの作成と宣伝広告の拡充による販売拡大

千葉県 有限会社エムエフワン 1030002066127 授業用教材・専門文具をネットで注文！！

千葉県 株式会社人と古民家 7040001095203 女性目線のサイト作成による新規顧客獲得とテレワーク環境整備

千葉県 株式会社さんたファーム 7040001106538 冷凍設備の導入による冷凍いちご及び派生商品の開発・販売

千葉県 みんなでプログラミング － オンライン授業のサービス拡充と対象地域拡大による新規顧客獲得

千葉県 有限会社ちばアート 7040002007462 ３密を防ぐ為の無観客公演の為の出張ライブ配信事業

千葉県 湯島組 － 事業名は「消毒・抗ウイルスコーティング事業」です。

千葉県 チェン・エン・ジャパン有限会社 4040002007300 詳細写真と動画で商品説明！非対面販売のための撮影スタジオ設置

千葉県 合同会社オフィスサザンクロス 1040003006188 対面ゴルフレッスンを非対面型でも可能なモデルへ転換する事業

千葉県 千葉マリンＦＰオフィス － オンラインセミナー、オンライン商談への転換。

千葉県 株式会社ディライト 5040001031481 店舗飲食だけじゃない！デリバリー・テイクアウトの店

千葉県 アンティコジェノベーゼ － 真空包装機導入による、テイクアウトの高付加価値化、作業効率の向上

千葉県 有限会社エヌ・ケー・商事 4040002080818 イタリアン＆ニンニク料理店が新規に取り組むピザテイクアウト事業！！
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千葉県 開成ラボ合同会社 40003012623 子どもたちの学習を止めないためのオンライン化への進化

千葉県 株式会社システムサポート 5040001016318 ホームページ等での宣伝集客による屋根壁の災害復旧工事業。

千葉県 ナチュール － オンラインスクール事業の新規創設とフォトスタジオ環境改善

千葉県 株式会社感動舎 8040001081375 自社の強みを生かした極力対面を減らした新事業の立上げ

千葉県 エーセブン福祉タクシー － 階段昇降機導入による新規顧客獲得

千葉県 川井美智子 － オンラインレッスンの提供と、広告宣伝活動

千葉県 香舎　九重十徳 － 手作りキット商品の開発とリモート講座配信による新規顧客獲得

千葉県 ＢＡＮ－ＹＡ － テイクアウト売上の拡充

千葉県 株式会社ストールマネジメント 7040001013552 デリバリー対応及びテイクアウト比率向上のための新商品導入

千葉県 三代川ピアノ教室 － ウイルスにまけない環境での音楽教育づくりの提供を。

千葉県 有限会社島村写真館 7040002022767 ３密になりやすい店舗から安心して来店してもらえる店舗への改装

千葉県 有限会社美容室そうだすい 1040002024736 『ＨＰリニューアルに伴い新たな販路開拓を実現していく！』

千葉県 株式会社山下印刷 7040001018972 新型製本機の活用とＥＣを通した広報による、個人顧客層の開拓

千葉県 Ｔｈｅｒａｐｉｅ　Ｃｈｅｒ － ・施術を学べるオンライン講座の提供と特化メニューの確立

千葉県 株式会社桜華 6040001105581 複数店における集中管理リモートシステムの構築と業績改善

千葉県 株式会社ｈａｎａ＆ｔａｒｅ 8040001110984 非対面オーダーシステムの導入及び店内環境整備の導入改善

千葉県 ＧｌｏｂａｌＦａｍｉｌｙＦｉｅｌｄ合同会社 4040003014626 『オンラインスクール立ち上げとテレワーク導入での業務効率化』

千葉県 株式会社ボヘサタミ整骨院 8040001097603 オンライン無料相談所開設による新規、既存の集客と物販

千葉県 株式会社栄養セントラルジャパン 6040001016820 オンライン化推進による体制強化

千葉県 ニコニコブックスアンドザッカ － オンラインでアーティストが自宅で音源制作出来る環境の整備

千葉県 有限会社月島 40002031553 新型コロナウイルス感染防止対策工事

千葉県 － ステイホームで変わる食卓にポムの一品を

千葉県 ＡＴＡＲＩ　ＣＲＡＦＴ － 感染予防対策の什器製作・アクリル板組み立てキットのネット販売

千葉県 株式会社アテーナ 5040001081262 化粧品開発事業

千葉県 ｃｏｃｏｔｔｅ － オンラインショップ開店による新規顧客の開拓と通販商品の開発

千葉県 株式会社ぶれいぶかんぱにぃ 5011001120517 独自ルートで仕入れるオリジナル商品を中心としたＥＣサイト事業

千葉県 ノーブル株式会社 8290001058943 セルフエステルーム開設とバストケアエステによる新規顧客開拓

千葉県 株式会社伸幸 2040001017632 ウイズコロナ時代の、感染防止に徹底した安心感ある料理店の構築

千葉県 山野淳一税理士事務所 － テレワーク環境の整備による安全安心な職場環境の構築

千葉県 アルトポンテ － 外部販売カップジェラートの製造体制拡充と販路拡大

千葉県 おさけやきとりだべ家 － 安心安全を確保し来客を増やす。ネットを利用し売上を増やす

千葉県 合資会社アイム・ファイン 9040003000992 コロナ対策に向けた施設改修工事とテレワーク事業の推進事業

千葉県 有限会社つるや伊藤 6040002023766 【つるや伊藤・かわら版】ＤＭによるサプライチェーン堀越し事業
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千葉県 鮨しばかつ － テイクアウト・出前・新商品開発による販路拡大の取組

千葉県 株式会社ＫＡＦＫＡ 3040001085331 中食事業・加工品ＥＣ販売強化と地元食材の魅力発信

千葉県 地域の学びステーションエスタ － オンライン型授業サービスの開発とネットを通じた新規顧客の獲得

千葉県 髙木製菓 － 壊れないケーキ開発と販路開拓計画

千葉県 ＩＬＭａｒｉｏｌｏ（イルマリオーロ） － 新商品開発・テイクアウト販売・ネットを通じた新規顧客の獲得

千葉県 有限会社田園 5040002067277 家でも店の味！ニーズに対応したテイクアウト新メニューの開発

千葉県 株式会社レッド・ダイニング 5040001053369 ニーズに対応した３密回避のためのテラス席拡張サービス周知事業

千葉県 有限会社伊藤川魚店 6040002065998 鰻を使った新商品開発とネット販売も含めたＢｔｏＣ新規顧客開拓

千葉県 信栄開発株式会社 6040001055653 非対面型ビジネスへの転換でバウムクーヘンを木更津から世界へ！

千葉県 姫愛 － 非接触型接待への取り組みとテイクアウトで売上げ確保

千葉県 ＢＡＲ　ＣＨＯＹＺ － ネットを通じた顧客の獲得と徹底的な衛生管理で安心安全の店

千葉県 株式会社實埜邑 1040001032161 ＳＮＳを活用したサブスクリプション方式ネット販売システムの構築

千葉県 エフイーエスエス株式会社 1040001098888 昭和から令和の鉄道沿線展望動画サイトによる安定した広告収入

千葉県 ヘアシック － Ｇｏ　ｔｏ　オートメーション

千葉県 宙雲 － 《非対面型販売でコロナ禍を乗り切る販路開拓事業

千葉県 ヴィオレット音楽教室 － 音楽活動のオンライン化などによる新規事業展開

千葉県
メナードフェイシャルサロンＳｕｐｅｒｂｅｃｏｅｕ
ｒ

－ セルフエステ指導とオンラインカウンセリングによる化粧品販売

千葉県 Ｒｕ － オンラインレッスンとネット販売による新規顧客拡大

千葉県 株式会社ライオン薬局 7040002037294 非対面型の接客モデルの確立とオンライン相談対応の開始

千葉県 Ｃｉｅｌ－ｂｌｅｕ － セルフホワイトニングによる非対面型サービスの導入

千葉県 千歳 － テイクアウト販売に伴う設備投資　作業効率化　衛生管理の強化

千葉県 焼肉　まさ実や － ネットでテイクアウト拡大と高速換気で安全な店作り計画

千葉県 丸春木材有限会社 3040002048898 『木づくり逸品』のネット販売～子育て応援と木への恩返し～

千葉県 株式会社ＳＥＮＴＩＲ 3040001040352 対面・オンラインと選べるハイブリッド型ネイルスクールの展開

千葉県 株式会社ＢＡＬ 6020001091155 ＷＥＢカタログを用いたオンライン営業形式での新規顧客の獲得

千葉県 株式会社オルフェウス 3040001093945 ホームページ新設による広告宣伝及び営業・管理業務オンライン化

千葉県 株式会社ｇｒｏｗ 6040001108329 動物占いサービス導入による非接触・客層拡大・イベント活性化

千葉県 塚本理容所 － 来訪型から訪問型サービスへの展開で３密回避とテレワーク実現

千葉県 香取屋本店 － 旬な食材の料理を揃えています。ネットで気軽に注文をどうぞ。

千葉県 株式会社Ｍ－ｏｆｆｉｃｅ 6040001093323 メニューのテイクアウト化とテラス建築による店外での飲食の提供

千葉県 ヘアーサロン・タカシ － セルフスペース設置と空調機能強化による顧客満足度の向上

千葉県 コロンブス － 地域循環型チャネルで顧客ニーズを絞ったオリジナルの惣菜販売

千葉県 株式会社ルミエール 5040001060407 設備強化による生産性向上とＥＣ進出による販路開拓
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千葉県 和伊ダイニングやどりぎ － テイクアウトの注文強化と感染拡大防止策周知で店内飲食強化事業

千葉県 有限会社田想 2030002020322 セルフ腰痛施術・食事改善のオンライン会員患者の販路拡大

千葉県 ウイル企画株式会社 9040001072142 家庭で出来る看護学「西村ゼミ」でウイルス対策

千葉県 株式会社サングリーン 3040001073798 ＥＣサイト再構築・甘酒ラベル変更・新商品開発で新規顧客獲得

千葉県 有限会社いづ喜 7040002099203 真空包装機を用いた取り寄せ商品の新規開発・販売促進事業

千葉県 有限会社カイトレーディング 2040002099281 新しい生活様式に対応したサーフィンスクールによる販売促進事業

千葉県 カーサ・フレスカ － 地産地消を活用し、テイクアウトや真空宅配での販売促進事業

千葉県 海の四季 － 北海道の海の幸を使った弁当の開発とテイクアウト事業

千葉県 ランゲージ・ラボラトリー － 新型コロナ感染対策をした塾の認知度アップと新規顧客獲得

千葉県 株式会社シモムラ工芸社 8040001088692 高い技術力でオリジナル家具を生産・ＥＣサイトで販売して差別化

千葉県 株式会社エールテック 2040001080911 遊び満載のリノベーション　非対面型打ち合わせ・受注体制の展開

千葉県 聖恭塾 － 電子黒板を使った遠隔授業により非対面型授業を提供する

千葉県 株式会社味良 7040001058804 インターネット販売を見越した販路拡大するための商品開発

千葉県 有限会社木村屋製パン 6040002077275 給食パン個包装化に対応する労働生産性・収益性向上事業

千葉県 有限会社タケヤ 7040002077258 ＵＶプリンターによるキャラクター商品内製化とネット通販事業

千葉県 九十九館 － 非対面型販売へ変更のためのお弁当の新商品開発と販路拡大

千葉県 有限会社トランタン 7040002077596 新しい生活様式に対応する「非対面型ドーナツ移動販売事業」

千葉県 株式会社オン・ジ・アース 9010601036549 旅行事業のオンライン化による販路開拓と新事業の展開

千葉県 有限会社竹やぶ 2040002090554 テイクアウトの新メニュー展開のための大型冷蔵庫導入事業

千葉県 株式会社ディーアソシエイツ 9040001070146 繁盛経営Ｏｎｌｉｎｅセミナーの周知と顧客管理システム開発

千葉県 株式会社からだとこころ研究所 6040001098099 ＷＥＢを活用したオンライン運動指導用システムによる販路開拓

千葉県 株式会社Ｈｅｌｔｅ 40001094614 「ＬＩＮＥを活用した従業員の稼働時間管理システムの導入」

千葉県 株式会社千宝堂 1040001065863 新規顧客獲得のためのＨＰの刷新及びＥＣサイトの増設。

千葉県 寿司割烹酒場ゐまる － デリバリーや出張料理でこだわりのお寿司を提供して販路拡大！

千葉県 ＲｉｚｏｕＲａｉｓｉｎ － 通信販売強化のため真空調理包装機の導入

千葉県 有限会社千葉ケンネル直販センター 6040002074215 自社での養殖規模拡大及び新たな取引先の開拓

千葉県 いぬねこ共生Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ － 移動式トリミングカー導入による非対面出張サービスの開始

千葉県 株式会社Ｗ－ＳＡＩＢＡ 7040001034061 おいしいカレー工場！来店以外の販売チャネルの開発

千葉県 Ｒｉｋｋａ － テイクアウト開始の為、菓子製造業許可取得に向けた設備導入

千葉県 有限会社時代家 2040002073617 行列のないデリバリーキッチンカーで地産地消ランチ予約販売

千葉県 クラフトボックス － ホームページ作成と作り方動画配信による非対面型販売推進

千葉県 株式会社大地石材 40001103937 ＷＥＢ上で完結できる墓石の提案を可能にする環境整備

千葉県 ネクストドリーム合同会社 3040003011244 仕出し料理のノウハウを活かし飲食業から食品製造業への事業転化
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千葉県 早川ピアノ教室あいカルチャー － コロナ禍でも安心安全の中で学べる教室作りと非対面講座のＰＲ

千葉県 小籠包中華ＫｉｒｉｎＫｉｔｃｈｅｎ － ネット注文サイト導入によるお弁当テイクアウト事業

千葉県 株式会社ＥＴＥＲＮＡＬＬＩＥＮ 1040001102708 サロンの安心、安全と自社ブランドのネット販売による顧客獲得

千葉県 合同会社デルタ総合設備 2040003005197 メディアミックスで業務効率アップ、新たな販路を開拓する！

千葉県 株式会社風見酉 6040001055851 ＥＣサイトによる非対面型販売の導入とパッケージングの効率化

千葉県 松浦健城 － 「ＨＰ掲載用制定刀法解説動画の制作及びオンライン稽古の確立」

千葉県 フレックス津田沼 6040001083480 Ｚｏｏｍアプリを活用した非対面型オンラインでの運動指導

千葉県 株式会社ノエオ 1040001112134 「ＡＩサーマルカメラ導入による販路拡大」

千葉県 有限会社久保木畳店 2040002018225 古畳裁断を自社内製化で安心を提供

千葉県 ロケットファクトリー － ＷＥＢ動画を使った非対面型新規顧客集客システム構築

千葉県 株式会社運転士道研究所 5040001095932 マスク周辺冷却装置及びフェイスシールド内冷却装置製作・商品化

千葉県 株式会社ＯＦＣヴィータ 1040001106659 ＥＣサイト構築による新たな販路の開拓

千葉県 Ｂｏｎ　Ｃｒａｆｔ（ボンクラフト） － 「プライベートブランドの展開とＥＣ販売による新規顧客の獲得」

千葉県 株式会社ＢＥＡＵＴＹＱＵＥＥＮ 4040001075793 ＷＥＢ入会およびネット販売・レンタルシステムの構築。

千葉県 ハウススタイル株式会社 9040001078791 インターネット物件掲載の登録及び情報確認の自動化事業

千葉県 あいであ居酒屋来て烈 － 居酒屋のあいであ弁当でテイクアウトお家ごはん

千葉県 リゾートライフ株式会社 4040001103827 非対面型オンラインセミナーの開催による顧客拡大

千葉県 染め工房造舎 － 「オンライン対面販売による販路・売上拡大と作品制作環境の整備」

千葉県 合同会社リチャージ 1040003011873 オンライン指導コースを新規導入！

千葉県 株式会社Ｋ－Ｂｒａｎｃｈ 8040001049760 ＷＥＢ集客とポスティングによる来店促進とテイクアウトの拡大

千葉県 株式会社アフアフ 3040001079671 オンラインによるＶＩＰ個別トレーニングコースの構築と周知普及

千葉県 トータルパワーワークス － ＷＥＢ上での商談を向上し打ち合わせを減らしコロナ対策！

千葉県 有限会社ｌｉｍｐｉｏ 4040002065001 エステの非対面型サービス化に伴う機器の導入

千葉県 エノテカ　フィオリーレ － 御用聞きデリバリーのビジネスモデルの確立

千葉県 有限会社ヴィジュアルコミュニティサンセン 8040002028549 アイス自動充填機による個包装化で非対面販売対策と販路の拡大

千葉県 レストランマサイチ － 環境問題と三密を避ける衛生面を重視した未来型テイクアウト事業

千葉県 株式会社パスカルシイエーアイ 7040001021051 非対面・遠隔の授業解説＆セミナーによる新規会員獲得

千葉県 有限会社山浦鉄工所 4040002019163 超音波探傷器導入による生産力の向上

千葉県 ２番地．ＣＡＦＥ － 安心して来店できる店作りと惣菜販売による新規顧客の獲得

千葉県 和菜越川 － 本格的な日本料理のデリバリー事業

千葉県 麺屋小鉄 － 新たなオーブン導入によるテイクアウト事業の販路拡大

千葉県 ＯＮ　ＡＮＤ　ＯＮ － 菓子工房新設及びテイクアウトや通販の販路拡大

千葉県 合同会社ｏｆｆｉｃｅ　ｍａｒｕ 3040003014635 非対面型事業への多角化と新規顧客獲得のための施策
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

千葉県 防災アドバイザー － 有料の防災オンラインセミナー開催と電子教材の作成・販売促進

千葉県 株式会社リアリズムオーディオ 1040001111213 ステイホーム環境対応のレコーディング用ケーブル販路拡大事業

千葉県 合同会社アウェイク事務所 7040003010655 対面より理解度が深まる３ステップオンライン研修事業

千葉県 メディカルピラティスステラ － 新規会員の継続的獲得とＩＴ活用し非対面型サービス利用者の獲得

千葉県 和蔵酒造株式会社 1040001052110 個人客の獲得を目指してＥＣ市場への販促強化

千葉県 有限会社石川商店 1040002069590 地元顧客および個人通販拡大のための販促強化

千葉県 株式会社ｎａｉｖｅ（ナイーブ） 9040001078206 お客様が安心して来店できるコロナ対応の安全サロンづくり

千葉県 合同会社帝王 6040003014293 感染症対策強化及びＥＣサイト充実による安全・安心な店づくり

千葉県 有限会社石塚文化堂 9040002069591 ＮＥＴ通販部門の販促強化および修理部門強化による売上安定

千葉県 有限会社ＳｔａｙＤｒｅａｍＰｒｏｊｅｃｔ 2040002082163 屋台事業を起業、現存店のコロナ型改装を実施

千葉県 鶏みつ － キッチンカーの機動力を生かした販路拡大と店舗の認知度アップ

千葉県 炭焼やきとりかご八 － 三密回避と夏の防虫対策実施による顧客呼び戻し対策

千葉県 有限会社亀山温泉ホテル 1040002069905 亀山湖畔をみわたす中庭テラスで新しい価値を生むスペース活用

千葉県 秋田や － 地産新鮮野菜を使ったスイーツで女性客の満足向上と新規顧客獲得

千葉県 藤井将矢コントラバス教室 － 夜間も対応可能なオンラインレッスンによる販路開拓

千葉県 新華楼 － テイクアウト強化と店舗改装を行いコロナに対応した店舗へ転換

千葉県 ｋｏｐｒｏ － 親子ＤＩＹを含む新しい建築工事サービスの開発と新規顧客の獲得

千葉県 株式会社ビュートレード 4040001089208 ホームケア商品開発とＤＭ／ファックス／電話営業による顧客獲得

千葉県 ホルミシスエステサロンガーネット － ウエブを活用した非対面型セラピーの開発と新規顧客獲得

千葉県 ＦｉｔＳｔｕｄｙ － 完全オンラインでの家庭教師サービスの提供

千葉県 和風料理豊後 － テイクアウトで大人の隠れ家料理を家庭の食卓で楽しむ

千葉県 フルヤ牛乳　平和台販売店 － コンビニへの販路拡大をして地域内の知名度と売上拡大を目指す

千葉県 アルコホーム － オンライン設備を備えた事務所及び機材の整備により販路を拡大

千葉県 笹屋商店 － 老舗寝具専門店のブランド力を強化し新規顧客を獲得

千葉県 Ｇｌｏｂａｌ　Ｌｉｇｈｔｓ － 新規ＷＥＢサイト制作でオンラインコンサルティング

千葉県 ｇｒｅｅｎｓｔｙｌｅ － 品質向上と効率ＵＰを両立する取り組みにより顧客満足度を高める

千葉県 有限会社長浦製作所 7040002054562 三次元測定機強化とブラストマシン導入による一貫生産体制の構築

千葉県 株式会社輝夜 7040001093867 テイクアウト＆デリバリーと店内環境整備でコロナを乗り切る！

千葉県 チャンプス平和台店 － 非対面のコロナ対策『リフォームと時短新メニューの確立』

千葉県 食事処みやま － テイクアウトメニューの販売強化と店内環境快適化で新規集客

千葉県 南シャツ － 「ｂｏｎｆａｎｔｉ　ｔｅｓｓｕｔｉ」の卸売り、非対面型ビジネスへの転換」

千葉県 Ｋｉｒｉｙａ － ラーメンの通信販売によるビジネスモデル革新

千葉県 はらぺこ亭 － ホームページへの誘導を促す看板で最小限度の対面接客の実現
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第３回受付締切分）
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※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。

千葉県 有限会社佐々浦建設 1040002050831 テレワークリフォームに特化した販路開拓

千葉県 ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｇ　ＣＯＮＣＥＲＴＯ － テイクアウト拡充とインターネットによるミールキット販売事業

千葉県 株式会社染谷商店 1040001038167 環境に配慮した抗ウィルス生地を活用した販路開拓

千葉県 － 非対面を推進する「デリバリー・現地販売」プロジェクト

千葉県 麺屋　空 － 「テイクアウト」強化のための新メニュー開発と新規設備導入

千葉県 新西工業株式会社 3040001038140 ＶＰＮサーバーやＷＥＢでの動画を使用し、業務効率を図る。

千葉県 木と革の創作工房Ｂａｎｇｅｍ － ＥＣサイト追加やシステム追加の為のＷｅｂサイト新規作成や更新

千葉県
ＢＲＩＤＧＥＨＥＡＤ　ＬＯＧＩＳＴＩＣＳＤＥＳＩＧＮ
合同会社

7040003005358 物流・越境ＥＣのＷＥＢメディアの制作と非対面型収益モデル確立

千葉県 陶工房Ｆｒａｎｃｅｓｃａ － 新型陶芸用焼成窯導入によるオリジナル作品制作販売部門の強化

千葉県 響悦子音楽オフィス － 「消したいコロナ、消せない歌心」　事業

千葉県 Ｍｏｇｒａシステム － プログラミング教室のオンライン化と教室の利活用

千葉県 三代目大忠家 － キッチンカー導入によるテイクアウト販売の拡販事業

千葉県 有限会社玉の家 2040002097252 ホームページとｚｏｏｍの活用による「宅配居酒屋」の確立

千葉県 株式会社ケープラス 7040001103147 広告主の非対面型ビジネスを加速するプロモーションビデオ事業

千葉県 虹色こまち株式会社 6040001103222 「千葉県特化型セレクトＥＣサービス」千葉のいいものセレクション　千葉集

千葉県 スタディジム － プログラミングコース及び非対面型の設備充実、販路開拓

千葉県 ハートフルライフ株式会社 6040001108964 非対面営業への転換と供給体制強化に伴う業務用冷蔵庫の確保

千葉県 有限会社キャロット 9040002033622 ハーレーパークのセルフオーダーシステム導入による販路開拓

千葉県 ニュー東京製菓株式会社 6040001056379 コロナウイルスに対応した非対面型生産体制の確立

千葉県
西船南口整体院　西船橋カイロプラク
ティック

－ 非対面ビジネス展開とコロナ後に向けたマーケティング強化

千葉県 株式会社山二建具 6040001037156 ネットを使った注文建具を商談するためのホームページリニューアル

千葉県 株式会社グローバルセールス 5040001076502 食品輸出ノウハウ電子教材化及びネット販売システムの構築

千葉県 有限会社総文堂 9040002073932 新規商材のインターネット販売による売上増と新規顧客の獲得

千葉県 有限会社イージャズ 4040002050457 オンラインライブ配信事業

千葉県 プレジャーリンク株式会社 3040001060656 ＷＥＢを活用した若年層新規顧客の獲得と買取（仕入）チャネルの拡大

千葉県 株式会社東光ハウス 4040001036250 ラッピングバス広告による販路開拓と非対面型顧客対応への転換

千葉県 小空間オペラＴＲＩＡＤＥ風の丘ＨＡＬＬ － コロナに勝つ新ホールの整備　＆　トライアル新型オペラ上演への挑戦

千葉県 出張トリミングＲｅｓｈ － ＥＣサイト開設によるペット関連商品のネット通販事業

千葉県 Ｎａｉｌｉｓｈ　Ｓａｌｏｎ　Ａ － ネイル用品・ネイルチップ販売用サイトの構築および販促強化

千葉県 割烹食堂うえ村 － サービス拡充による新規顧客開拓及びコロナ対策のための店内改装

千葉県 有限会社スロー 3040002049970 店頭試飲会に代わる新たなオンラインコンテンツ（動画）制作事業

千葉県 アクセルカンパニー － ＥＣサイトで自社ブランドの認知向上と販路拡大を目指す！

千葉県 有限会社関川商店 9040002090358 情報技術の活用による非対面型ビジネスモデルへの転換。
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千葉県 ハンモックリフレ＆ロミロミｋａｈａｎａ － 非対面で失った顧客を再獲得する！ＷＥＢ活用強化事業

千葉県 佐藤康仁税理士事務所 － ＩＴ投資による新規顧客の獲得と非対面ビジネスモデルの構築

千葉県 工藤　恵理 － 非対面型レッスンの強化とコロナ対策に力を入れた教室作り

千葉県 株式会社キチット 9040001088675 コロナに対応したテイクアウト等店外売上の拡充・業態転換

千葉県 ラーメンつち家 － 【ラーメン店主が作る餃子持ち帰り専門店】の開業

千葉県 カフェレストラン　スターカフェ － 清潔なトイレでお店もお客様も安心！

千葉県 株式会社スプリングス 2040001015867 『新しい生活様式』に沿った非接触型飲食店・リユース業の転換

千葉県 有限会社亀甲堂 3040002086808 香取産ジビエ製品の開発販売及び土産物のＥＣ販売

千葉県 株式会社Ｈ＆Ｒ 5040001100897 業務の非対面への接客簡略化の為のテイクアウトシステムの開発

千葉県 有限会社パールエンジェル 1040002042382 ジュエリーの接客販売や対面営業をオンライン化し収益を拡大

千葉県 ＮＡＩＬ＆ＹＯＵ － ネイリスト検定受検者とハンドモデルのマッチング推進事業

千葉県 らーめんたつみ － デリバリー販売を前提とした新メニューの提供と新規顧客獲得

千葉県 オハナテーブル － サービス拡充による新規顧客開拓及びコロナ対策のための店内改装

千葉県 銚子観光バス有限会社 2040002085760 国内回帰ＤＭＯ非対面型営業体制構築販路開拓事業

千葉県 株式会社伊藤商店 6040001016713 本場八街産落花生の魅力を発信するＨＰとＥＣ導入による販路拡大

千葉県 小顔セラピー＆メイクサロンｍａｎｏｍａｇｉａ － オンラインセルフ小顔セラピー認定講師育成講座

千葉県 アスモアイル株式会社 7040001086838 外国語版ＥＣサイトの新規開設による外国人顧客の拡大

千葉県 福井愛 － オンラインレッスン導入による自宅ボイストレーニング

千葉県 Ｒｉｃｏ － オンライン上でのサービス提供による売り上げ確保と新規開拓事業

千葉県 真野慈円 － オンライン動画配信のサポート事業や動画制作請負事業への取組み

千葉県 ＣＣＳ株式会社 8040001080666 地域密着！幕張ベイタウンに「本格中華デリバリーサービス」

千葉県 株式会社ハブプロダクト 4040001112836 双方向・オーダーメイド型オンライン研修プログラムの開発・ＰＲ

千葉県 株式会社ＭＡＤＥＬＥＩＮＥ　ｃｕｉｓｓｏｎ 4040001112027 専門店がつくるこだわりマドレーヌのインターネット通販事業

千葉県 合同会社Ｏ’Ｓｉｄｅ　Ｓｕｒｆ 9040003005117 ＊新顧客獲得のための新商品開発とインターネット事業強化

千葉県 株式会社サクラム 1040001107161 非対面型の整体ＷＥＢセミナー事業

千葉県 株式会社Ｇａｒａｎｃｅ　Ｊａｐａｎ 4040001105484 会員制女性限定オンラインスクール講座の開発・販路開拓

千葉県 有限会社マザーズ 6040002085996 新たなＥＣプラットフォームの確立と新ブランドの立ち上げ

千葉県 株式会社こうちゃんペイント 8040001058035 東金市で一番安心できるリフォーム店としてのオンライン営業戦略

千葉県 Ｆｉｔ　Ａｘｉｓ － 非対面で感染リスクゼロ！オンラインによるトレーニング指導事業

千葉県 株式会社スタジオコアー 8040001050272
部分リフォームパッケージによる、買い物のようなセレクトができる電子カタロ
グ制作

千葉県 だいこん － 店頭販売からネット販売への転換に伴うＷＥＢ販売システムの構築

千葉県 株式会社ビナセーコー 7011801011376 自社ブランド商品の開発とＥＣサイトを活用した直接販売

千葉県 合同会社アルコ 7040003010341 非対面・接触頻度減で行う獣害対策支援事業
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千葉県 株式会社ダイレクトケアＤＳ 13301039395 オンライン教育機能付きＷＥＢサイト再構築とマーケティング事業

千葉県 トータルセラピーＹｕｃｃａ － ファスティング事業のオンラインによる告知と提供の拡充

千葉県 伊藤　元洋 － コロナに負けない！オンラインサービスと接触減の出張マッサージ

千葉県 合同会社Ｐｌａｔｉｎｅ 6040003008832 非対面オンラインカウンセリングの導入　新規顧客獲得の広報活動

千葉県 オフィス・マリカ － オンラインによる講座開催とネットを通じた新規顧客獲得

千葉県 株式会社まちリノベ 9040001105125 軒先珈琲のオンライン化でコミュニティカフェの活性化

千葉県 株式会社ＯＮＥ 4040001106193 当店自慢いすみ豚のテイクアウト導入とコロナ対策による店舗改装

千葉県 有限会社アイムサポート 2040002042142 ネット予約販売システム及び遠隔サポートの導入による販路開拓

千葉県 らぁめん一撃 － 「デジタルマーケティングへのシフト～ＩＴインフラの整備と活用～」

千葉県 有限会社ログコーポレーション 7040002098576 予算と品質勝負！明朗会計で安心のウェブ見積・受注システム制作

千葉県 有限会社トップライズ 3040002018744 インターネット・メールを主とし非対面型の新しい販路の拡大

千葉県 さくら大家 － 大家が募集する物件バーチャル内覧サイトの構築

千葉県 株式会社プロシードジャパン 3040001013985 オンラインによる薬局薬剤師向けコミュニケーション研修事業

千葉県 エステサロン　Ｃａｔ’ｓ － オンラインカウンセリングを通じた新規顧客開拓及び化粧品販売

千葉県
有限会社ケー・アンド・ケー・スピリッツ（店
舗名：ビージュ）

7040002040777 オンラインによる化粧品販売と相談窓口の設置

千葉県 アップほっぺ社 － ＷＥＢ活用による非対面型サービス支援構築による新規販路拡大

千葉県 ＦＡＶ　ＯＮＥ － 非対面型ビジネスモデルへ転換する４つのプラン

千葉県 ＳＨＩＭＡＮＤ － 販路拡大に向けた自社ＨＰ拡充とＥＣサイトへの導線強化

千葉県 相馬　尚志 － 各種クラウドシステムを導入し合理化とコロナ対策を同時に推進

千葉県 有限会社ふぐ家 5040002048269 感染対策の徹底と非対面型ビジネスの拡充

千葉県 手羽焼いってんばり － 快適・便利なテイクアウト展開で潜在顧客開拓

千葉県 株式会社Ｒ９２ 2040001080721 ＨＰ上でのボディーメイク術の紹介とカウンセリングツールの提供

千葉県 セイワエレベーター株式会社 6040001042008 『遠隔監視』によるエレベーター保守で、安心・安全を提供します

千葉県 株式会社トップランナー 7040001022859 オンラインでの姿勢分析・姿勢改善アドバイスと、ＰＲツールによる販路拡大

千葉県 株式会社丸藤 1040001007196 対面要素を極力減らした「ドライブスルー販売事業」の新展開

千葉県 ピッツェリア　ポジターノ － 新たな生活様式対応型システムと非対面店内オペレーション強化

千葉県 アトリエＦｌｏｗｅｒＦｌｏｗｅｒ － 教育用デジタルコンテンツによる非対面型のオンラインスクールへの転換

千葉県 株式会社ドメーヌ 7040001098214 コロナ禍により更にニーズ拡大成長する中食市場での弁当事業展開

千葉県 唐澤農園 － 出荷できないトマトの活用による都市農業と都市農産物の魅力発信

千葉県 株式会社ＰＲＩＭＥ 7040001096696 オンライン相談の導入によるＷＥＢサイトでの新規販路開拓

千葉県 株式会社イシヅカ 6040001032875 キッチンカー導入による出張販売への挑戦

千葉県 ＯＨＡＮＡ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ － ＰＲイベント・広告ツールの完全オンライン化

千葉県 芝　直哉 － ホームページ導入による非対面型ビジネスモデルへの転換
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

千葉県 整体院彩 － コロナに負けるな！新メニューとオンライン指導で販路開拓！

千葉県 青柳　明日香 －

千葉県 アドバンス柏株式会社 2040001070763 ＨＰのリニューアルや動画の制作による積極的な販路開拓の実施

千葉県 トラットリアパーチェ － レストランの味をインターネット及びキッチンカー販売で全国に！

千葉県 熊のや － 夜間営業を補うランチ営業とテイクアウトで販路拡大

千葉県 西川仁大 － 自分で家をリフォームしたい方に向けたオンラインコンサル事業

千葉県 合同会社ＩＤＥＧＪＹＯ 9040003014621 冷凍食品製造販売による非対面ビジネスモデルへの転換

千葉県 株式会社東明フーズ（トンミョンフーズ） 8010501033408 店舗からオンラインへのビジネスモデルの転換事業

千葉県 株式会社Ｓｋｙ　Ｃｏｎｎｅｃｔ 2040001093302 オンラインで解決する非対面型基本動作プログラム提供サービス

千葉県 湊谷将吾 － コロナ禍においても売上向上するためのオンラインツール導入

千葉県 ピーエイチ・プラス株式会社 9040001100051 非対面型生放送サービスの構築

千葉県 ＢＬＡＳＴＦＡＣＴＯＲＹ － 自分で作れるＨＰオンライン講座とオンライン講座制作事業

千葉県 コンサルティングオフィスグランツ － ＥＣサイトの構築と販売

千葉県 ＮａｉｌＲｏｏｍＶｉ．ｓａｎｔｅ － 「オリジナルネイル」拡販のための機械装置導入と店舗改善事業

千葉県 株式会社ＦｉｒｓｔＣｌａｓｓ 6010401129101 台湾フルーツや関連物販事業の強化および売上ＵＰ

千葉県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｒｏｔｅ － オンライン授業の推進とインターネットを通じた新規生徒獲得

千葉県 株式会社口コミリフォーム 7040001076517 無人のリフォーム図書室で情報提供をし比対面で新規客を獲得

千葉県 アサヒ建築土木株式会社 8040001014260 ウィズコロナ時代の非対面型集客手法で売上向上

千葉県 有限会社プロモーション 6040002013172 カフェ化、テイクアウト化推進による新規お客様の為の事業

千葉県 アドコム株式会社 1040001112814 複数拠点のつながり強化が生産性を向上させるテレワーク環境整備

東京都 ＥＮＡ合同会社 1430003006099 ７世代先を見据えた健康計画

東京都 株式会社ミナミカンパニー 10401098853
強みを生かした新商品開発と、自社ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスの
強化

東京都 株式会社ハイヒールの休日 8011301017336 電子カタログを利用したインターネット受注システム

東京都 エッジ合同会社 2011103008076 非対面型Ｗｅｂコンサルティングへの主力事業のシフト

東京都 学習・進学塾　パスクール　西川口校 － 親しみやすい学習空間の創出とオンラインを併用した通塾支援

東京都 合同会社國見 8011403001287 新型コロナを乗り越え、次世代の賃貸マンションを創出する

東京都 Ｋ＆Ｉ　Ｅａｇｌｅｓ合同会社 5010403018170 《店舗改装とコロナ対策を講じて離反顧客の呼び戻しと新規集客》

東京都 株式会社アンリミテッドマーケティング 4010001135534 セミナーオンライン化推進事業

東京都 Ｅｎｊｏｙ　ｌｉｆｅ － 弓道専門サイト「弓道Ｌａｂ」の構築

東京都 大上特許商標事務所 － 海外ダイレクトメール・ネット申込を活用した新規顧客獲得

東京都 有限会社インディゴ 4012402010308 専門制を生かしたコンテンツのネット販売

東京都 水波通商合同会社 4011103009188 日本国産ヘアオイルの新商品開発と新規顧客の獲得

東京都 ジュリーズ － オンラインメイク講座とプロモーションビデオ作成
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

東京都 株式会社食彩アドコム 4010001117383 全国各地食文化イベントのポータルサイト化。

東京都
ＪＡＰＡＮ　ＱＵＡＬＩＴＹ　ＣＯＳＭＥＴＩＣＳ合同
会社

2010003025124 自社サイトの構築による販路開拓のオンライン化

東京都 クレリオ株式会社 6011001107604 非対面での商談機会を構築する「ＢｔｏＢサイト」の制作

東京都 アルゴリンクス株式会社 8010901035978 自動及びリモートプレゼンテーションシステム構築

東京都 Ｓｅａｓｈｏｒｅ － オンラインヨガ・ピラティスＳｅａｓｈｏｒｅ

東京都 株式会社ノアベル 5010601040802 ホームページ告知ＺＯＯＭを活用した非対面による新規顧客獲得

東京都 ｐｒｅｐａｒａｇｅ － ドレスの地方巡回で卸先店舗を拡充し、地方客ニーズの獲得を図る

東京都 株式会社丸和鋼材店 9010801011401 コロナウイルス感染症を起因とする非対面型営業の展開と除菌対応

東京都 データモーション株式会社 3010001141723 オンライン動画制作システムによる新規受注獲得と業務効率化

東京都 特定非営利活動法人キャリア解放区 2010005021435 オンライン就職マッチングサービス

東京都 岩本　健 － 大学のオンライン講義用のビデオ撮影とビデオ撮影の編集、配信

東京都 クラウド整体師養成スクール － ＤＶＤやＹｏｕｔｕｂｅを取り入れたオンライン授業の構築

東京都 株式会社Ｆ＆Ｍ 9070001005792 ＷＥＢで簡単！アプリ開発見積もり作成システム

東京都 岡　竜一 － Ｗｅｂ活用による非対面型コンサルティングへの転換

東京都 株式会社ｄｒｅｒｉｃｈ 7011001093819 ネットで完結のオンラインレンタルシステムｄｒｅｎｔａと、自宅で結婚式の前撮り

東京都 株式会社メガネのヒラタ 1010401029297 自社ＥＣサイトを通じた新規顧客獲得と実店舗の相乗効果

東京都 らーめんえにし － 通販サイトと持ち帰り用として販売する冷凍商品の開発と販売

東京都 廣田硝子株式会社 8010601014308 自社サイトを改良し、新たに非対面販売型のＥＣサイトを構築する

東京都 Ｍ’ｓ株式会社 3010001206559 Ｍ’ｓ　Ｌａｂｏ（エムズラボ）ＵＲＬ：ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｅ－ｍ－ｚ．ｃｏｍ

東京都 株式会社アールクロスラボ 6011101032607 オンラインギャラリーによるテレワーク商材の販売促進事業

東京都 合同会社Ｇｔａｌｉａ 8011603001211 テイクアウト事業拡大、衛生管理強化

東京都 株式会社レバレッジブレーン 8011001127476 非対面型臨床試験の業界誌公告・非対面営業の推進事業

東京都 野田伸太郎 － ＸＲ事業の導入とウェブサイト開設による新規顧客獲得

東京都 千両株式会社 6010401131833 新規獲得と収支改善、キャッシュレス決済導入、安全と利便性向上

東京都 Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ　Ｊａｐａｎ株式会社 7010501035990 非対面型オンライン展示会出展とウェブサイトの再構築

東京都 ＤＲＣマーケティング株式会社 1011001100596 ウイズコロナ対応ランチクーポン事業

東京都 株式会社ソース 5010901030544 外食産業の新しい日常、新しいカタチ。安心・安全のパラダイムシフト。

東京都 株式会社ホリデイ 8011001059975 自社ＥＣの強化と非対面型展示会を開催するための整備

東京都 株式会社レガシー 1011101076456 中国人ゲスト新規獲得！非接触型キャッシュレス導入し三密防止

東京都 合同会社オールラウンド 9013303005152 ＨＰの開設・活用による予約弁当販売と持ち帰り総菜の販路拡大

東京都 株式会社榎本事務所 1011601013264 歴史コンサルティング事業による新規顧客開拓

東京都 株式会社ａｎｄ　ＥＮＧＬＩＳＨ 8011001132039 安心、安全な非対面型のオンライン英語スクールへの移行事業

東京都
クリエイティブフィナンシャルマーケティン
グ株式会社

3011101035617 自社オフィス・工場から展示会を全国に発信する「０円展示会」
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※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。

東京都 ユナイテッドフェロー株式会社 5090001014837 非対面ビジネスへの転換を図り効率経営を目指す。

東京都 トータルビューティーサロンジョワイユ － オンライン美容カウンセリングとEC サイトでの化粧品販売

東京都 合同会社ｍａｉｋａｅｎ 4010603005606 商品価値のＰＲ強化と、テレワーク導入による感染症対策の強化

東京都 株式会社ヴィヴィアナ 10801026806
従業員が安全・安心・快適に働くことのできる環境整備と新規顧客の確立を行
う

東京都 ＴＡＧＥＩＧＨＴ合同会社 3011103008827 新規ＷＥＢサイト制作による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社四方森 5014401022123 オンライン相談でターゲットを広げる

東京都 有限会社サンセットウォーター社 7011102028095 ふくろうカフェでオンラインふくろうｃａｆｅＢａｒを始めよう！

東京都 こちらＯＫ行政書士事務所 － 動画配信＆電子書籍による販路再生と、オンラインセミナーの確立

東京都 株式会社ユーセーアーヴェー 7011401022229 アイスのテイクアウト販売

東京都 合同会社Ｐａｄｄｙ　Ｆｉｅｌｄ 8011103008888 オンライン配信事業に伴う音声収録事業への展開と売上の獲得

東京都 有限会社ゴルフワールド 4010802016057 新たなゴルフレッスン環境整備と新規会員獲得

東京都 ツナグマ株式会社 6011001098604 北海道知床産魚介類を活用した新商品開発と新規顧客獲得

東京都 株式会社ＭＡＮＡＢＩＣＩＡ 2010401113983 オンライン研修のコンテンツ作成と運営システムの導入

東京都 中嶋亮介 － ウィズコロナでも持続可能な「高品質４Ｋ映像編集スタジオ」設置

東京都 カフェボン！ － 音楽ライブの興奮を自宅で楽しめる！複数カメラでライブを生配信

東京都 Ｏｌａ　Ｐｉｌａｔｅｓ株式会社 6011001097507 回数券アプリ導入による非接触型・非対面型受付への移行事業

東京都 インサイトアーキテクト株式会社 1011001110232 インターネットによる会員制動画配信サービス事業

東京都 ｔｏｋｙｏｅｉｇｏ．ｃｏｍ － オンラインレッスンの提供・新規顧客獲得の販促活動

東京都 テンダーミュージック － ＩＣＴによる宅録サックスデータと楽譜の販売

東京都 株式会社話し方研究所 3010001006447 研修のオンライン化を実現し、ブレンド型教育研修企業への転換

東京都 株式会社タートルＧｒａｐｈｉｃｓ 6011101084776 ＥＣサイト制作による「ハイクオリティロゴ」販路拡大事業

東京都 チキンダイニングちりばり － Ｗｉｔｈコロナに向けたテイクアウト・デリバリー事業強化

東京都 株式会社愛創コラボレーション 7011601012979 買物代行サービスの強化と高齢者向けお惣菜の製造・宅配強化

東京都 Ａｓｉａ　ＡＣ株式会社 1010401115551 海外専門学校向けのオンラインＣＭによる日本食品の輸出販売の拡大

東京都 株式会社一色出版 6010001184166 出版物の自社販売強化による非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 船久保商店 － お客様が商品に触れることの無い、新たな安心安全の販売スタイル

東京都 個別指導塾ツーシグマ － オンライン型学習管理サービスの開発とネットによる新規顧客獲得

東京都 合同会社小江戸倶楽部ヘルスツーリズム 9010803002068 「遠隔医療」の新商品開発と多様販売ルートを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社お祭りナビ 8020001120779 リモート動画撮影システム

東京都 株式会社ＹＴ　Ｖｉｓｉｏｎｓ 7011601023902 非対面型・小規模体制による高品質８Ｋ撮影の実現に向けた取組

東京都 Ｔ＆Ｆジム － 会員向けのオンライントレーニング動画配信サービスの構築

東京都 合同会社ライフジュエル 5030003008933 「イベリコ豚生肉」をフードデリバリー用に加工するラインの構築

東京都 恵比寿２丁目サロンたに － 衛生面に配慮した店舗改装による顧客の呼び戻し及び新規顧客獲得
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東京都 合同会社三森事務所 9010703002366 ラーメン店の非対面型モデルへの転換と運営オペレーション改善計画

東京都 株式会社ピー・ワークＰＲＯ 6010401066055 オンライン面接・商談、テレワークの導入

東京都 ｐｉｃｐｏｔ － 「非接触・無線操作可能ＬＥＤライトによる対面作業の効率化」

東京都 トーフク株式会社 2120001134378 【３Ｄコルセットを用いた非対面型身体機能の維持モデルの構築】

東京都 ＴＯＫＹＯ　ＨＡＮＡＫＯ － 着物マスクを販促物にしたネット販売の認知向上

東京都 株式会社ジェイエムアンドカンパニー 7010001046489 非対面によるオンライン型イベントの受注による売上げ拡大

東京都 株式会社ストレッチサポート 8010601040997 非対面での市民ランナーの目標達成サポート事業

東京都 やまちゃん － 居酒屋の接客の非対面化とテレワーク顧客層の新規獲得の両立

東京都 特定非営利活動法人結ぶ会 2010405011201 新型コロナウイルス感染症から障害者の尊厳を守る事業

東京都 株式会社Ｇｅｎｉｃ 9010401138264 認知度アップによる潜在顧客開拓とコロナ時代の新しい環境づくり

東京都 有限会社オフィスフォーハウト 4010602028368 「新規事業立ち上げ希望者向けオンライン営業セミナー」

東京都 株式会社ａｔｅｌｉｅｒＲｉｋｋａ 1010901026967
すくい縫い、出し縫い機械導入による自社生産とアウトワーカーでの売り上げ
獲得

東京都 たけべ司法書士行政書士事務所 － オンラインを活用した相続特化ウェブサイト作成と新規顧客開拓

東京都 三田のもり － 非対面型ビジネスモデルへの転換、及び教室改良のための機械装置の設置。

東京都 ＣＨＥＥＲＦＩＥＬＤＣｏ． － Ｗｅｂライターを育成するオンライン講座事業

東京都 京風フレンチバルやまや － 京都産の食材を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 ＫＳプランニング合同会社 2011403001128 オンライン活用の中国人患者診療及び日中医学交流サポートの推進

東京都 カミナリ － ＨＱ（ハイクオリティー）オンラインライブ計画

東京都 ＮＳＴ － 『安心・安全・ストレスフリーで健康管理の維持増進』

東京都 株式会社Ｒｅａｌｍｅ 3011001103267 オンラインサロンを通じたフリーランス美容師の為の情報提供

東京都 有限会社柴田印刷 2011402004453 弊社開発オリジナル商品「コロコロコイン」のＰＲ活動

東京都 株式会社デクノバース 9010401087890 ローストビーフＤ２Ｃプロジェクト

東京都 有限会社ＴＡＫ 4010402029062 集客アップ目的ホームページ改変、及びリモート授業システム構築

東京都 有限会社さより 6010002020270 テイクアウト／デリバリーの非対面販売事業

東京都 Ｉｎｎｏｖａｔｏｒ － ＥＣサイトを製作してお客様に必要な商品をお届けする

東京都 株式会社ナットーキャリア 1010401106815 オンラインキャリアセミナー事業

東京都 ＧｒｅａｔＯｃｅａｎ － 「テイクアウト・宅配弁当の生産力強化」と「店舗の認知向上」

東京都 松下　清永 － 稽古場と上演中の舞台を非対面化し、終演後は舞台裏を配信

東京都 － 「ランチ営業とランチ弁当の製造販売」

東京都 株式会社ｓｔｕｄｉｏ　ｍｕｆｕｆｕ 8010801025559
Ｗｅｂサイトリニューアルとオンライン広告集客を活用した非対面型・集客コン
サルティングへの事業転換

東京都 青代深雪 － オンラインサロンの開設（動画コンテンツ、コラム等の配信を含む）

東京都 有限会社花心 5013202011899 リモート葬儀サービスの導入による葬儀の非対面化

東京都 株式会社ニイチ 1011002025891 感染症防止のための非対面型オンライン不動産相談システムの開発
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東京都 有限会社明正 13302009921 銀座　喰い切り　ひら山　平山氏監修　家飲み割烹

東京都 株式会社知床 1011701004139 テイクアウト用製造機材・トイレの充実と来店促進用窓への改修

東京都 けんこう専科整体院 － オンライン対応とアフターコロナに向けた取り組み

東京都 Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　Ｆｒｏｍ　Ｈｏｍｅ － 海外旅行ツールを使ったＷＥＢ自動集客システムのコンサルティング

東京都 株式会社ハッピードッグ 1011601016085 お弁当動画紹介事業による非対面型ビジネスモデルへの転換戦略

東京都 株式会社ジェイティップス 7011001041083 日本在留外国人労働者の採用支援システムの開発

東京都 合同会社おいでまい介護 1011003006016 ホームページ新設と施設の庭を活用した感染防止非対面サービス

東京都 クレモンティーヌ・ビス －
密を回避する店内の個室区分工事、テイクアウト事業拡大の為、客席と厨房
の別離工事

東京都 株式会社サトミ産業 4011801032573 オンライン会議ツール導入による非対面型ビジネスモデルの推進

東京都 株式会社ｃｏｃｏｎ 1011001126385 新型コロナウイルスの対策として換気の徹底および店内の環境改善

東京都 株式会社Ｒ＆ｎ 4010801030208 地方企業へのテレアポ営業による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社Ｕｓｕｋｕｒａ 4010801016504 非対面型バレエレッスンによる新規顧客獲得

東京都 水道橋Ｗｏｒｄｓ － 動画配信サービスによる新しいライブエンターテイメントの提供

東京都 ルミエールアキ株式会社 5010901025759 強みを活かしたオンライン・スクールの仕組みの構築

東京都 有限会社ドゥウィルキューデザイン 6010902010503 ベースカラーを黒だけに絞ったスリムタイの非対面型販売への転換

東京都 櫛引　貴子 － リモート撮影に適した環境整備

東京都 株式会社首都圏ビルマネジメント 5010401014114 新規案件獲得のための非対面での営業ＩＴ化事業

東京都 ＢＬＥＮＤＩＡ － 焙煎したコーヒー豆のオンライン販売

東京都 ソフィアプラスジャパン株式会社 1010001197354 販路拡大・新規顧客獲得のための非対面型への移行事業

東京都 ｂｕｎｃａ堂株式会社 1010401130443 新規顧客創出のための宅配買取センター兼買取相談窓口の設置

東京都 株式会社Ｍｅｗ 2010001191851 ビデオ通話を活用した非対面型オンライン接客への転換

東京都 Ｆｌａｓｈ　脱毛．ｃｏｍ － 『次世代型　痩身マシンＥＭ　Ｓｌｅｎｄｅｒ　導入計画』

東京都 株式会社アルゴ 9011101077959 非対面型管理システムの客付け強化＆宅配ＢＯＸの退去防止対策

東京都 有限会社トゥーズ 5010902010512 ライブ配信によるイベント制作／撮影とＥｃサイトでのチケット販売

東京都 合同会社キノシタ 6011803001748 新たな営業・管理業務手法への取り組み

東京都 豊田　淳 － マジックパフォーマンスにおける非対面ビジネスモデルへの挑戦

東京都 株式会社ＯＤＪ 1010901026793 ソーシャルディスタンスを確保した安心の美容サービスの提供

東京都 株式会社ファンプロジェクト 2010401121879 オンラインショップの中心とした流通開拓及び新商品開発

東京都 株式会社ＡＮＮＹＳ 5010401088208 コロナに負けず安心安全にダンスレッスンを継続する事業

東京都 株式会社スルシィ 6010701025859 自社サイトのＳＥＯ対策強化と他社ＥＣ販売に取組むための投資

東京都 有限会社調律 4010902024488 ＥＣサイト作成により中古ハープを通信販売する体制づくり

東京都 ビストロシノワＹＡＳＭＩＮ － テイクアウト用資材や商品の保管兼作業スペースの設置

東京都 鍼灸治療院　ひびき四ツ谷 － オンラインで解決！自宅で受けられる健康相談で新規顧客を獲得
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東京都 有限会社日本鮮魚連合本部 4010702012619 コロナ禍対応、新規顧客獲得のためのキッチントレーラー改造計画

東京都 合同会社ＭＹハウス 9011103007609 テレワーク需要を取込む為の店舗改装等を行い新規顧客獲得

東京都 株式会社ブランデックス・ジャパン 7010001056182 持続化のための無人受付システムの導入と顧客回復広報活動

東京都 有限会社金太郎飴 2013302002702 手づくりの飴を届けます！インターネット販売で新規顧客獲得！

東京都 株式会社ＭＥＧＵＭＩ 7013201013011 ＥＣサイトの構築及びレーザー溶接機の導入による新規顧客の開拓

東京都 合同会社工藤商会 6010903002251 真空冷凍パックで、タイ屋ソンタナの味をいつでも！どこでも！

東京都 森山　誠子 － オンラインダイエットによる自宅パーソナルトレーニングの提供

東京都 株式会社ファンズファクトリー 3010001158701 オンラインビジネス転換のための会員専用サイト構築と顧客拡大策

東京都 株式会社織誉 7011001127618 非対面型ＥＣを含むホームページ開設とそれに伴うブランディング

東京都 旬彩あかり － 宅配事業の開始とＨＰ作成および店舗改装による顧客維持

東京都 株式会社ＴｏｈｎａｉＤｅｓｉｇｎＯｆｆｉｃｅ 7010001180668 オンライン商談への移行＆自社ブランド開発・ネット販売・販促

東京都 浜田山ＣＡＺＵ整体院 － オンラインセルフケアサポート事業の構築及び認知度向上事業

東京都 株式会社ＭＡＮＧＯＳ 4011101045045
インターネットを介した焼き菓子、焼き菓子キットや具材、プロテインや青汁な
どの工場直売事業

東京都 株式会社Ｆ５・ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ 5010001145160 テックボールの内製化と動画配信事業による新規顧客獲得

東京都 有限会社ヤマザキ産業 1011702011943 ＶＲ内見とデジタルサイネージ、遠隔対応機の導入

東京都 フェルデンクライス東京スタジオり：はーと － 非対面レッスン環境での顧客獲得への取り組み

東京都 株式会社ダブル・フェース 2013201003594 合同展示会出展、オンライン展示会、ＥＣによる販路拡大事業

東京都 明宏印刷株式会社 5013301012807 非対面営業とテレワーク実現によるデジタル事業の推進

東京都
ＭＥＮＡＲＤ　ＦＡＣＩＡＬ　ＳＡＬＯＮ　ｎｅｇｉｓｈｉ
５

－ 下町美人の笑顔満開プロジェクトによる新規顧客の獲得

東京都 株式会社五聖閣 5010801016321 動画配信とＷＥＢ連携販売で臨む、ウィズコロナ対応の販路拡大

東京都 株式会社ウーツェ 8010901043477 オンラインの充実による収益増強計画

東京都 ＣＨＥＲＩ － 自店サイトの予約受付とオンライン教室・コンサル業等の販路強化

東京都 株式会社サニフット 1013301026488 非対面型への転換と靴ベラのいらない革靴等の販路開拓・広告宣伝

東京都 ツール市場 － ネット販売・チラシ作成ＤＭ送付・改良型新製品開発

東京都 カンフル株式会社 9013301042057 当社水道検診ＧＩＳ製品の、代理店支援販売促進ツールを制作する。

東京都
特定非営利活動法人ユニバーサルデザイ
ンきもの協会

8011105008556
ＨＰ開設による非対面型受付・相談システムと新サービスの導入による新規顧
客獲得

東京都 美容室我夢城 － ３密対策が万全な美容室への転換＆新しいネイルサービスの立上げ

東京都 株式会社ＦｌｙＮｅｘｉａ 8010601052092 オンライン双方向ライブ授業による販路開拓

東京都 株式会社ＦＬＡＰ 3010601037593 オンラインレッスン・動画配信に付随する環境設備の整備

東京都 Ｂｒｉｇｈｔ　Ｅｄｇｅ株式会社 2010801030837 新鮮な海鮮素材を使ったＥＣサイト活用による居酒屋宅配の展開

東京都 株式会社ＢＯＳＣＯ 8060001018045 毎日売れる！ＷＥＢＳＨＯＰをつくる！

東京都 まほろば整骨院 － 感染症感染予防・非接触型の物理療法機器導入による売上ｕｐ。

東京都 リンパ若返りサロンストゥティ － 会員制オンラインセルフエステ事業立上げとウェブによる会員開拓
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東京都 株式会社アトリエ新井文月 8010601048966 オンラインアート経営

東京都 にちようひん － 国産栗材のアウトドア用品のＥＣ販売、オーダーメイド事業の構築

東京都 株式会社Ｉ＆Ｓ 8011401012900 ＢｔｏＢ展示会型ホームページによる集客と販売機会増加計画

東京都 イッチク・カルチュアバリュー株式会社 7011001091707 ＢＡＭＢＯＯ　ＣＯＯＬＥＲ垂直統合

東京都 公文式西葛西３丁目教室 － 在宅学習用動画補助教材開発とネット配信による、販路開拓

東京都 合同会社ジュンカ 5011003002829 新メニューとオンラインを活用した集客向上計画

東京都 カラーキャッチ株式会社 8010601039833 私にピッタリのコスメが選べるパーソナルカラーコスメ総合サイト

東京都
株式会社スウィーツウェディングアンド
パートナーズ

7013201018373 小売り事業の強化に向けたホームページ再構築と業務効率化

東京都 アイティソルブ株式会社 9050001011586 オンライン指導＆動画配信への転換による売上及び新規顧客の獲得

東京都 株式会社ストリーム 4013201011694 カレーの店舗にての、ｅコマース事業。

東京都 ｔｕｒｎＴＯＫＹＯ － オンラインストアを活用したサロン内安全性確保と売上向上事業

東京都 有限会社プットイットオン 1013202005533 ＥＣサイト立上げ国内ベビーキッズギフト需要で事業の安定を図る

東京都 Ｂａｒｏｑｕｅ　ｈａｉｒ － 当社独自の粉末カラー剤の通信販売の実施

東京都 ｔｏ　ｍｏｒｅ　ｍｅ　ｓｐａ＆ｓｔｕｄｉｏ － 化粧品、美容グッズの開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ＲＥＰＡＲＯ 1011601011994 顧客宅への出張修復からお預かり修復への転換に向けた情報発信

東京都 モニカプロモーション － ＥＣ・移動販売車による新たな販路開拓と新規顧客の獲得

東京都 ダブルグラント株式会社 8290001086837 訪問買取からオンライン買取への転換・キャッシュレス決済の導入

東京都 イーコミュニ － ナレーションを自社収録しネットでの非対面営業を強化

東京都 ＳＵＰＥＲＴＲＵＭＰ － オリジナルイラストを使った商品のオンライン販売

東京都 株式会社ラクト 1010001101654 オンライン展示会の活用と感染防止対策に配慮した展示会の実施

東京都 株式会社Ｌａｍ 3011001125006 直販で世界に拡げる、アニメ・マンガグッズＥＣサイト事業

東京都 ｓｔｕｄｉｏサマディー － ヨガ旅館の人気企画「ヨガのある旅」のオンライン化を目指す

東京都 もも整骨院 － エステ・ボディメイクサービスのオンライン化による新規事業展開

東京都 くすのき治療院 － オンライン診療を活用した既存顧客の維持並びに新規顧客の獲得

東京都 Ｂｌａｃｋ　ＯＷＬ － ＩＴを活用したサプライチェーンの維持と非対面型の販路開拓作戦

東京都 有限会社伊藤朱子アトリエ 8010802001311 高性能住宅のオンラインセミナー実施による設計依頼件数の獲得

東京都 下着屋Ｃｌｏｖｅ － 乳がん用下着の非対面型試着相談イベントと新商品開発事業

東京都 株式会社Ｐｒｏｔｅｃｔ　ＯＮＥ 5011001126803 ウェブ集客と非対面商談の実施による新規顧客獲得と売上拡大

東京都 千住ＫＡＲＡＴＡＣＨＩ － テイクアウト販売のための設備導入

東京都 株式会社クリア 1011101005638 「非対面型概算見積サービス」による顧客利便性向上・顧客拡大

東京都 小松建設工事株式会社 5011401002307 増産体制の強化による生産性向上

東京都 株式会社銀座くろ寿 6010001150564 テイクアウト商品の開発とホームページの拡充

東京都 香墨書道教室 － 書道オンラインレッスンの開設による非対面型モデルへの転換
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

東京都 株式会社オダ 6010901026252 診療後のオンラインリハビリ指導事業による顧客満足度アップ！

東京都 ＴＡＮＫ株式会社 2010001206502 ＷＥＢサイトで魅力的にデザイン作品を掲載し販路拡大を目指します！

東京都 Ｋ　ｔｈｅａｔｅｒ　ＡＲＴｓ － レッスンやイベントのオンライン化、対面レッスンの為の環境整備

東京都 株式会社Ｗｉｓｅ　Ａｒｋ　Ｊａｐａｎ 4010001129305 オンライン実況を通したカンボジア事業共同投資推進モデル構築

東京都 株式会社新里製本所 5010001003533 【特殊生地を活用した上製本のＷＥＢでの提案営業・ＯＥＭ販路開拓】

東京都 Ｆｌａｇ － 安心安全なイートインの提供と特製内食・中食グルメ商品の開発

東京都 株式会社セブンスＰＲ 7010701038042 美少女図鑑ライセンスを活用したオンラインＰＲと文化人の育成

東京都 合同会社ＳｍａｒｔＢｅ 2012303001044 対面セミナーをオンラインや動画販売に切替えて売上を構築する

東京都 株式会社雲母 3011001053462 『飲食業から製造業への業態転換』

東京都 株式会社ホワイトチャペル 2011001091926 百貨店店舗展開事業からＥＣ販売で非対面サービスの強化

東京都 株式会社コウ 8011101054661 「コロナに負けない体と気持ち作り」

東京都 Ａｍｂｒｅｔｔｅ － テイクアウトと店内改装による非対面型新商品・サービス提供事業

東京都 西原　龍起 － 観光事業と外国人材事業の非対面ビジネスモデルの構築

東京都 ｍａｍａｎｇｌｉｓｈ（ママングリッシュ） － 初心者でも心に余裕を持って話せる！冒険英語オンライン講座（新設）

東京都 日本防災研究所 － オンラインセミナー用　ＨＰ　チラシ　看板　販促物の作成

東京都 ａ　Ｌａ　Ｂｏｕｔｅｉｌｌｅ － ＥＣとテイクアウトによる近隣及び地方のワインラヴァーの開拓

東京都 ＷＪＥ合同会社 1011003010372 他予約サイトへの販路拡大・無人経営へ向けてのシステム改良

東京都 Ｏｎｅ　Ｔｗｏスポーツクラブ － 感染リスクの徹底的低減のための仕組み及び練習コースの新設

東京都 こむぎ － 逆境を乗り越え未来を切り開き、千客万来へのＷＥＢ活用！！

東京都 Ｒａｐｐｏｒｔ － ＨＰリニューアルとオンライントレーニング導入によるモデル転換

東京都 株式会社ＴＩＴコンサルティング 1013201012142 コロナ後のオフィスを支える非対面型サーマルカメラ導入支援事業

東京都 株式会社梅原インターナショナル 7010401101975 健康を資産化するオンライン講座『Ｎｅｗ　ｆｉｔｎｅｓｓ　ｓｔｙｌｅ』

東京都 株式会社ジョーズコーポレーション 3011001118042 多言語オンライン診療支援システムの提供、仲介事業

東京都 ＡＫＩマツモト － 「非対面によるサクソフォニストのためのアンサンブル講座」

東京都 株式会社小倉広事務所 6010402028450 「オンライン配信スタジオの設営による非対面型研修開発と販売開拓」

東京都 株式会社ＫＯＨ－ＳＥＮ 8011601015659 非対面型エステスクール事業確立と新商品のボディジェル開発・周知

東京都 合同会社ＥＸＰ 9011103006305 【アマゾンネット通販特化！会員制動画サロン事業の展開】

東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ．Ｓｈｉｍａ．Ｖｉｖｉａｎ．Ｂ － コロナ感染対策による新メニュー導入により新顧客開拓と売上ＵＰ

東京都 合資会社喜福堂 6013303000123 安全で安心して買い物ができるお店作り

東京都 株式会社Ａ　Ｆｌｏｗｅｒ 1011001128836 通販サイトの制作による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社Ｄｉｚｚｙ 8013301038279 限定公開デジタルパンフレットＨＰと動画広告を利用した新事業

東京都 株式会社アン・ドゥミ 9013201010642 オンライン向け新商品の開発・販路開拓とテレワーク環境整備

東京都 ＬＩＮＸＡＳ株式会社 5010601046072 オンライントレーニングとアカデミーによる新規顧客獲得
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

東京都 ＢａｒＳｐｅｓｓｏ － テイクアウト実施（感染対策）と新規営業媒体による販路拡大

東京都 株式会社スタジオ・エス 4010401111746 内装工事にかかわるコミュニティ形成による潜在顧客層の取り込み強化

東京都 ＭＡＲＵＮＡＫＡ株式会社 7010601055344 店舗でのお酒の販売から自社ＥＣサイトでのお酒の販売転換

東京都 株式会社ＫＴＮ 6011101076708 ライブのオンライン配信計画

東京都 株式会社ＩＰｒｏｇｒｅｓｓ 8013301020113 １枚の写真から求職者を引き付ける～非対面型取材・撮影サービス

東京都 株式会社Ｒｉｂｂｏｎｚ 5010401153341 人生１００年時代に向けた情報メディアの認知拡大と離脱防止施策

東京都 Ｕｔｏｐａｒａ（ウトバラ） － ＥＣサイトを活用した顧客接点の拡大で商品の価値訴求と販路確保

東京都 株式会社日本拳闘クラブ 2011501019955 自宅で本格トレーニング。オンラインスタジオ・オンラインパーソナル！

東京都 株式会社シュウ・カワグチ 1011601003199 スーツアクセサリーのネット販売展開のためのＷｅｂページ作成

東京都 ブライダルエステ【ＨＡＮＡ】 － 忙しい女性の為のセルフエステオンライン講座システム構築

東京都 森　薫里 － フラメンコ歌唱オンラインレッスンとＷＥＢサイト改修による販路開拓

東京都 株式会社勝丸 6020001040624 テイクアウト・デリバリー事業の開始

東京都 虎子食堂 －
有機野菜に特化したオリジナルソースの商品開発とネットを通じた新規顧客獲
得

東京都 株式会社草冠 3011001071043 オーガニックハーブティーのＥＣサイト化による販路・売上拡大

東京都 ＢＲＡＶＥ合同会社 2010803002685 ご利用者様が内覧にこなくても入居を検討できるためのホームページ作成

東京都 合同会社ＮＥＷ　ＬＯＤ 4010003027589 オンラインでの社交ダンスレッスン集客の充実化

東京都 株式会社メルタ 2010701030210 ＥＣサイトによる非対面ビジネスでの３Ｄプリントサービスの提供

東京都 ＴＯＫＹＯ留学 － Ｗｅｂの活用による集客率向上と非対面型ビジネスへの転換

東京都 ファイヤークラッカー － カフェも可能な抗ウィルス安心内装とＩＴ利活用で新規販路開拓

東京都 国際事務機株式会社 8011701002953 集客特化ＷＥＢサイト構築とテレワーク環境整備事業

東京都 有限会社ＯＯ．ＴＡＫＥ（オオタケ） 5010602026577 動画配信や非訪問型オンライン営業で既存顧客リピート受注の強化

東京都 株式会社ユニオンスクエア 5011001094645 非対面型撮影現場への転換と映像制作のオンライン化

東京都 ｅｉｇｈｔｓｕ８ － 非対面で女性の起業支援とオンライン教材、スクール事業

東京都 株式会社ナチュラルタイム 5010001110189 非対面型への転換オンラインカウンセリングとセルフケアセミナー

東京都 株式会社アテンド 5011701017070 エグゼクティブシニア出張サポートのオンラインでの受付と契約

東京都 菊池　康治 － 飲食店舗の事業多角化と健康、ヘルスケア思考との融合

東京都 株式会社衣屋 9011001094229 デジタル加工のオンライン化による新規顧客獲得

東京都 Ｔｓｕｊｉ－ｑｕｅ － テイクアウト予約システムの開発と認知拡大のためのＷＥＢ作成

東京都 池田　陽子 － セミナ秩のオンライン化による売上および新規顧客獲得

東京都 淺田　南 － 深化する日本・ベトナム間交流の活性化事業

東京都 株式会社アムネット 9010601038652 オンライン上での予約システムとネット決済機能の構築

東京都 株式会社三企 9011501006633 ＥＣサイトによるｍｕｓｕｂｉおしぼりの新規販路開拓

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ＤＵＭＭＹ　ＲＵＮ合同会社 6011003008998 ホームページの作成及びオンラインによる受注販売システムの確立
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第３回受付締切分）
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東京都 ＋ＣＯＣＯＣＨＩ － オンライン販売化による非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 アルメッド株式会社 7070001035511 情報共有のクラウド化による質・量・安全性・迅速性の向上

東京都 Ｍｅｄｉｆｉｘ － 『オンライン相談の推進とＷＥＢサイトを活用した新規顧客開拓』

東京都 Ｃｈａｘｒｉｅｒ － ネイルサロン・ネイルスクールの非対面対応へ向けた取組

東京都 合同会社ｍｉｙａｓｈｉ．ｃｏｍ 4010703002750 インターネット販売実現のための店舗改装・物品の購入

東京都 有限会社マイプランニングオフィス 7010602018151 相続・老後の財産管理全般のオンラインコンサルティング

東京都 株式会社ラプリ 4011001103258 ＥＣサイト拡充、ＳＮＳを通じてオンラインでも売上を上げる施策

東京都 株式会社テーブルクロス 8010401112716 非対面型販売体制強化と新規事業の構築

東京都 株式会社カラーバード 8011001099138 非対面型ビジネスモデルへの転換による新規販路開拓

東京都 三起旅行株式会社 5011401021686 リンゴジュースのリブランディングによる非対面販路拡大事業

東京都 雅クリニカルルーム － ■オンライン問診とオンライン治療の融合の為のＷＥＢ構築事業

東京都 株式会社Ｔ＆Ｋグループ 2011401018173 自宅にいながら「心と身体のアロマセルフケア」オンライン講座

東京都 株式会社アウローラ 6020001090553 国内外における音楽動画の配信、グッズ販売による販路拡大

東京都 さくらＢＬＯＯＭＩＮＧ － オフラインからオンラインをとおした新規顧客獲得への転換

東京都 株式会社アイ・タッグ 1010401091421 オンライン講座での営業人材育成コーチ認定制度及び新規顧客獲得

東京都 社会保険労務士法人プラットワークス 6010005030564 新型コロナ対応の非対面型コンサルティングによる新規顧客の開拓

東京都 有限会社ペルメージカンパニー 6020002079876 ＡＰＩＡ４０音楽ライブ動画有料配信事業

東京都 ｓｔｕｄｉｏ　ａｒｃｈｅ － 木工房のギャラリー改装とＷｅｂサイト構築による新規顧客開拓

東京都 株式会社ｂｅｑｕａｄｒｏ 2010401146430 稲由来植物性クリスタル製品の開発とＤ２Ｃブランドでの顧客獲得

東京都 窪田　洋子 － オンラインでの料理・開運レシピ教室、地場産業全国展開指導

東京都 株式会社ワンダーアンドクロックス 5011001060325 インターネットを活用した非対面のライブ配信ビジネス

東京都 株式会社ＡＲＴＣＨＥ 1011301021501 非対面型ビジネスモデルの転換に伴うＥＣサイトの構築

東京都 ＬＩＦＥＷＩＴＨ － ハンドメイド作品のネット販売とオンラインワークショップの開催

東京都 本多　晃 － リモート撮影環境整備による販路拡大と広告宣伝事業

東京都 倉知医学研究所 － オンラインを活用したコンサルと鍼灸治療への転換

東京都 株式会社高進製靴 1011501006327 サスティナブル素材による内製化靴作り

東京都 株式会社Ｒ＆Ｎ 2011001121699 販路開拓と接触機会を低減させるサービスの実現

東京都 グローバル親子クラブ － コロナ禍の子供の英語学習支援の為のオンライン英語レッスン開始

東京都 株式会社ブレイブ 9011801022388 オンラインレッスンの導入と新たなブランドイメージの発信

東京都 吉田伸 － ＷＥＢ集客による障害児オンライン教室の拡大

東京都 伝ふプロジェクト合同会社 4011703001288 ＥＣサイト出店＆ライブコマース・オンラインＷＳ配信

東京都 アーカ － 店内入口リニューアルによる新規客増大、及び既存客の繋がり強化

東京都 スクイント合同会社 2011103009000 非対面型の営業・納品システムの構築・家族向けスタジオへの変革
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東京都 有限会社ステッチ 9010602031400 外注先供給に影響されない自社製品開発と販売

東京都 アドバンス株式会社 3010901022808 オンライン通信によるリモートゴルフレッスンでの新規顧客獲得

東京都 株式会社ＳＯＨＯ 3010401147171 Ｅコマース事業にかかる動画制作およびＳＮＳ運用

東京都 滝沢茂雄建築設計事務所 － 非対面型打合スペースの新設とＨＰ作成、３ＤＣＧ採用によるサービス強化

東京都 株式会社ケー・ビー・シー 4011401001920 デリバリー・テイクアウトで愉しむ伝統の味、専門店の味わい

東京都 リフレッシュサロン・ヌーベル － エイジングケア美容製品の非対面による販路の開拓と収益化

東京都 ソムニアーレムジカ合同会社 5011003007290 ＹｏｕＴｕｂｅにおける動画制作・配信による顧客・販路の開拓

東京都 株式会社白音 9010401075342 全店舗スタジオ無人化計画

東京都 株式会社イクシーリゾー卜 5011101057691 ウェブサイト非対面型集客強化事業

東京都 エブリカラーデイズ合同会社 7010803002961 理美容サロンをサポートする独自の商品とＥＣシステムの拡販

東京都 合同会社ユーカリブルー 5470003001068 【対面型集客・授業・ハーブ体験を、非対面型で効率化プロジェクト】

東京都 クレド社会保険労務士・行政書士事務所 － オンライン営業による地方クリニック開拓事業

東京都 株式会社サンメディア 1010101008659 講義の非対面型ライブ配信及び録画配信

東京都 八王子割烹せきど － 「店内営業事業とテイクアウト事業併用の業務効率化とＨＰ強化」

東京都 株式会社アトラス広告社 3010101000226 ＤＭ・ウェブサイトを活用した課題解決戦略

東京都 有限会社ビー・エム・シー東京 6010102005700 オンライン型トータルビューティースクールで新規顧客を獲得

東京都 株式会社ゴンファノン 7010101007614 設備投資による製造工程の効率化

東京都 Ｔｗｉｎｓ　ｃｒｅｐｅ － 自社ＥＣサイトによるオリジナル冷凍ミルクレープの全国販売

東京都 ユウアイライフ － オンラインでのハウスクリーニング講師事業の立ち上げ

東京都 ＴＫ　ａｌｏｈａ－ｐａｌｍ － 店舗移転とオンラインによる対面・非対面リンパケアの提供

東京都 福Ｆｕｋｕ○ － 資格を活かした映像・オンライン事業への転換と取り組み

東京都 八王子響 － ご自宅で簡単に調理ができるお持ち帰りラーメンの販売

東京都 お祭り処じょっぱり － テイクアウトおよびデリバリーによるオリジナル餃子の販売

東京都 山下電装株式会社 5010101008738 中国での拡販に向けた中国語対応ホームページ作成

東京都 株式会社ＭＩＤＡＩＲ 4010101008359 イベント会場用動画作成機器の海外レンタルシステムの構築

東京都 セリアン洋菓子店 － 非対面販売に対応する急速冷凍設備とコンパクトな陳列棚

東京都 ＦＹＳＫＹ － フィッティングツール開発による非対面ビジネスモデルで販路開拓

東京都 米ぬか酵素　武蔵野店 － 休憩室エリアの非対面化による集客力アップへの取組み

東京都 Ｏ－ＯＷＬＵＬＵ － 美容室連携型ネットショップの作成

東京都 アンティークディーラーズクラブ － ネットを活用した１００％非対面による仕入れと販売への変革

東京都 石井宏税理士事務所 － 農業法人等の新規開拓のためのＷＥＢ会議システムの導入

東京都 株式会社ｃｏｂｉｓｍ 6012401029677 セルフで簡単３Ｄマタニティペイントシールのキット販売

東京都 有限会社タビィー 6010902025798 自社ＥＣサイトの強化リニューアルによる新規顧客獲得
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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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東京都 ライヴ酒場＆喫茶南郷７丁目 － 『お店でもお家でもみんなで音楽を楽しもう』計画

東京都 有限会社小倉商事 4012402016437 ＥＣサイトを活用した販路開拓による非対面型ビジネスの展開

東京都 株式会社西川 7010501009862 ＷＥＢサイトとＥＣサイト構築による非対面型営業の展開

東京都 ファミリーケア三鷹はり・きゅう院 － 非対面ビジネスへの対応による売り上げ確保・自社の周知

東京都 鍼灸室らくみ － Ｗｅｂ上での講座と動画配信による新規顧客獲得

東京都 Ｌｏｏｍ － 美容室の非対面化対応への取り組みにより、収益アップを図る

東京都 めいぷるえいご － オンラインを利用した英語レッスンとサービスの規模拡大

東京都 合同会社Ｐｌａｓｕ 2012403001712 ３　密回避の新しい美容スタイル♪まつげとお肌を同時に美しく

東京都 きれいや － 「非接触を推進し感染予防しながら売上拡大の計画」

東京都 武蔵野花凛 － 【非対面事業ネットショップ販売の為のネットビジネスの構築】

東京都 ＳＴＵＤ　ＡＲＴＳ － レザーウェアの販路拡大に向けた非対面型ビジネスの展開

東京都 株式会社マジェルカ 6012401030940 非対面販売への転換とウェブ・シャッター広告による新規顧客開拓

東京都 寓 － 自店舗ホームページ作成とネット通販サイトの活用

東京都 株式会社尾林ファクトリー 6013101006074 サニートラック専門の自動車パーツ（部品）を開発

東京都 ＹＴＷＯＲＫＳ － 対面せずにお客様に喜んでいただける商品を開発、販売する。

東京都 株式会社ＮＡＴＴＹ 2012801007245 メキシコ料理を中心にしたキッチンカー事業による新規販路開拓

東京都 ｃｈａｋｕｒａ　ａｒｋａ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 従業員とお客様との接触頻度を避ける新たなサロンワークの創出

東京都 トーエイ・コンピュータ・サービス株式会社 5012801001138 セキュリティに重点を置いたテレワーク環境の構築

東京都 リフレクソロジールームｍａｎａ － オンラインアロマカウンセリング、ホームケア講座への転換

東京都 釜焼鳥本舗おやひなや立川店 － （１）非対面販売による販路拡大と対面販売の効率化の実現

東京都 株式会社ＦＳ．Ｋ 7012801017421 「非対面型ビジネスへの転換とガイドライン遵守した営業の徹底」

東京都 サニームーン － 高級チョコレートの通販サイトによる収益向上と立川の価値向上

東京都 ＫＡＴＺ　ＪＯＮＡＴＨＡＮ　Ｈ． － リモートスタジオ整備とウエブサイトアップグレード等を行う事業

東京都 一歩塾 － 新規オンライン授業、オンラインセミナーの提供と広告宣伝活動

東京都 株式会社かおる不動産 9012401031630 非対面でも顧客獲得可能なコンテンツ導入と既存顧客向け店舗作り

東京都 株式会社日暮写真事務所 7012401035526 「３Ｄカメラ導入による、ＶＲビジネス等への事業拡大」

東京都 ＣｒｉｓｔａｌＡｎｇｅｌａ － 【手軽にオンラインで占い鑑定】

東京都 ＤｒｅａｍＰｉｘｅｌｓ － スタジオレンタル事業の強化による新規販路開拓

東京都 美容室Ｄ－ｓｔｕｄｉｏ － 看板設置と新規顧客獲得

東京都 ＡＰＲＩＬＥ（アプリーレ） － ３密を避ける！プロの味をご家庭でイタリアン・テイクアウト

東京都 有限会社イトウフォト 3012402000301 スマホのこども写真をプリントにつなげる「ほめ写」プロジェクト

東京都 ニスロック － 自社内製デザインＴシャツのＥＣ通販による販路・売上拡大

東京都 有限会社伊万里 3012402000350 アプリで「らくらく宅配」の周知・普及事業
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東京都 合同会社Ｒｏｏｔｓ 6012403004125 音楽専門の配信・収録スタジオへの改装

東京都 和食処けんけん － 非対面型への取り組みによる新たな販路開拓

東京都 株式会社アジラ 9012301010123 新常態下のＤＸ推進・働き方改革プロジェクト

東京都 有限会社味太郎フーズ 1012302000386 テイクアウトとデリバリーを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ＴＲＹＬ 4180002047010 オリジナルブランド独立サイト立ち上げによるファン作り

東京都 スタジオ３９ － 非対面型ビジネス・レンタルスペースとしてテレワーク環境の整備

東京都 合同会社マルナカ 9012303001046 非対面のウエブサイト完結型、衣裳ネットレンタルシステムの構築

東京都 一恷接骨院 － 【ドコでもケア】サービスの質の向上と新たな販路開拓への取組

東京都 株式会社翔栄 1012301005782 オンライン授業及び映像配信

東京都 みのり庵和み － 「和菓子屋のかき氷・カフェ」テイクアウトによる新たな販路開拓

東京都 スウィート・ドリームス・プレス － 音楽データ販売サイト構築と海外の顧客獲得

東京都 ＦＡＮＴＡＳＹＤＡＮＣＥＳＣＨＯＯＬ －
非対面型のオンラインダンスレッスン／ダンス動画見放題配信サイトへの導入
で３密から

東京都 合同会社サザンブルーエスケープ 3012403002313 コロナウィルス感染症の危険性が低い安全な海外旅行の提供

東京都 有限会社ハッピーウェディングＫ＆Ｋ 8013402006960 ＷＥＢサイトリニューアルによる販路拡大計画

東京都 バランスビュー匠多摩センター － 自宅で健康不安を解決したい顧客とオンラインで繋がる計画

東京都 富士八州株式会社 5010001129709 非対面の販路確保のためのＥＣサイト整備

東京都 ルセット・ナイン株式会社 2010401108315 メールマガジンマーケティングと動画による新たな販路開拓

東京都 有限会社アエフジジェジャポン 2013202000203 新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得とリピート率の向上

東京都 株式会社グループダイナミックス研究所 9010001022190 『混浴部門での自動券売機活用による非接触型ビジネスの導入』

東京都 ワールド女子プロレス・ディアナ株式会社 8010701023976 Ｗｉｔｈコロナに向けた顧客開拓及び販路拡大事業

東京都 グラムシュタイン － オンラインを活用した新サービスと、清潔で安心な空間作り

東京都 株式会社アイエヌフェー 7011001067905
①美容室の空気清浄機導入
②独自開発した漢方の商品を活用しインターネットを中心にした新規顧客獲得

東京都 ａｄｏｒｎ（アドーン） － ライブ配信事業及び動画配信サービスの仲介

東京都 新銅康晃 － リモート録音、Ｍｉｘシステム及び三密対策録音スタイルの構築

東京都 Ｊ＆Ｃ流通コンサルティング株式会社 3010001123151 ＡＩ（人工知能）プログラミングのオンライン学習サイト構築

東京都 漢方ヨガスタジオ美遥 － ヨガ教室の告知活動；オンラインレッスン実施のための動画制作

東京都 株式会社ＬＯＶＳ 3010901029869 オンラインヨガのＰＲを活用したブランド全体の顧客新規開拓

東京都 株式会社ナースキュア 2040001092898 ・新サプリメント商品開発事業　・オンラインセミナー、個別相談事業

東京都 オートレスアパートメント － 非対面型チェックインを導入し販促活動を強化

東京都 株式会社バースリー 2011001065830 全世界でオンラインオーダーが可能なＪＯＯＲを導入

東京都 株式会社ＭＲ 9010901039573 高品質ライブ配信サービス開発による新規顧客の獲得

東京都 株式会社アドバンス 1010901029714 オンラインによる「セルフ整体の指導」＆「健康カウンセリング」

東京都 いもと薬局 － ハンドメイド製品販売と刺繍ビジネスのためのネットショップ構築
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東京都 有限会社英龍 6010002033669
・コロナウィルス 対策を講じた事業再開（１店舗目のバー和菜れとろの事業再開　２ 店舗目の別亭むすび業態変更）
・非対面ビジネスのＥＣ事業構築（インターット販売）
・テイクアウトデリバーの 開拓構築を主とした非対面ビジネスの開始・構築と広告

東京都 株式会社ｏｎｃｅ 6010901025709 オリジナルサンプル帳とオンライン商談会で販路開拓

東京都 株式会社エスエイチモア 8010401129371 地域経済貢献型小規模イベント開催に役立つ新システム開発・提供

東京都 合同会社プレシャスステイ 7011003009038 安心して宿泊頂く為の非対面式設備の導入による感染症対策

東京都 株式会社北村エージェンシー 8010901019403 非対面型運用保守作業クラウド基盤の構築とサービスの販路拡大

東京都 落合孝裕税理士事務所 － 非対面型ミーティングの導入、在宅勤務時における業務の効率化

東京都 株式会社ＫＵＮＥＮ 2011101072941 自宅で本格的な燻製料理と燻製酒を楽しむ新規開拓事業。

東京都 株式会社ＢｅａｃｈＶｉｌｌａｇｅ 9010501045278 当社ビジネスのオンライン化及びＩＴ化

東京都 株式会社サンクタム 7013201019149 コンテンツ開発と海外ＳＮＳを活用したデジタルマーケティング

東京都 ｍｏｒｍｏｒ株式会社 8012401023488 ベビーシッターサービスの英語対応とオンライン研修講座の開発

東京都 蓮 － 【新たにランチ営業と料理のテイクアウトを行う】

東京都 新宿御苑工房 － 情報発信によるオンライン受注を獲得

東京都 合同会社クルーズ 9012303000808 コロナ時代に対応した、賃貸非対面管理システムの導入

東京都 坂井泉 － 映像制作・ポスプロにおけるリモート化の強化事業

東京都 合同会社ユナイト 7010003023619 キャッシュレス決済及び新ＰＯＳシステム導入による販売促進事業

東京都 拓鶯書道塾もじくり － 動画配信サイトの制作によるオンライン書道塾の立ち上げ

東京都 クロッカーズ株式会社 4010901041187 部品供給先変更による受注生産の維持

東京都 合同会社クラルテ 5011303003080 テレワークスペース確保による集客力ＵＰを目指す

東京都 株式会社デルタトライブ 2013401006950 「ＥＣサイト開設による、自動車関連事業の販路拡大」

東京都 ケィディケィ株式会社 9010801014585 ブランディングの見える化と非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社杉浦印房 3010001207961 新規ＥＣ販売事業による販路の開拓

東京都 株式会社井目結 7010411141105 「テレワーク時の顧客対応強化」と「新規顧客獲得」

東京都 フラワーキッチン － コロナ撃退１００００円ブーケドットコム

東京都 マルミ工藝社 － 動画サイト《ユーチューブ》で情報発信して、新規買取顧客開拓

東京都 ＳＨトレーディング株式会社 8010501038191 中古品買い取り事業への参入及び自社作成分析結果表付き商品販売

東京都 株式会社ドクナーズ・ジャパン 4010401102530 オンラインドローンスクール＆動画コンサルティング配信システム

東京都 株式会社ＮＡＶＩＳ 3180001126633 ＷＥＢ会議システムを活用した非対面型ビジネスへの転換

東京都 ＨＡＮＺ － アフターコロナにおける持続可能な新たな飲食スタイル

東京都 ＡＪＩＮＡ － 非対面型ＷＥＢ講座と３密を避けたオフライン講座による販路開拓

東京都 ｅｌ　ｍｕｓｉｃ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ － 高品質なライブ配信（無観客ライブ）事業

東京都 株式会社アリシア 6010901019116 街の焼肉屋がコロナ禍以降、生き残るための収益複数化への取組み

東京都 麹也 － ＰＲ強化と設備の充実による新規顧客の獲得と既存顧客の繋ぎ止め

東京都 合同会社テンセグリティ 9010003019185 新規事業リハビリジムの開設
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東京都 株式会社コータロー 8010401104283 ＥＣ売上増のため、写真品質向上と新機器による冷凍商品開発

東京都 株式会社武蔵境増田屋 2012401011985 座敷をテーブル席に改装とテイクアウト宣伝強化で売上げアップ

東京都 ＩＲＯＲＩ － 非対面型串揚げテイクアウトサービスを提供した新規顧客獲得

東京都 合同会社伸梯社 1011403002936 ストリーム配信を含む研修・セミナーのオンライン化事業

東京都 ゴールドスミス － 婦人服オンラインショップ販売事業９９９９

東京都 プローナ株式会社 3011001091165 非対面型新規接客で、新しい生活様式に沿った和婚の推進

東京都 有限会社アルフアコーポレーション 1011402000668 オンラインによる外反母趾診療と治療院サポート

東京都 有限会社銀座　しも田 8010002018973 テイクアウトによる当店のお料理提供

東京都 株式会社バーリントンプロジェクト 2010401071430 納骨堂運営会社向け非対面型業務・顧客契約管理システムの開発

東京都 かどや食堂 － ７畳座敷を三密回避改善に伴う将来を見据えた効率化工事

東京都 ＳｕｔｕｄｉｏＫｅｌｅｂｅｋ － アナトリアンダンスプロジェクト立ち上げ事業

東京都 株式会社ＫＳコンサルタント 4040001085330 ブランド再構築の取組みとしてＨＰ制作とオンラインサロンの実施

東京都 ｃｈｕｃｃｈｕ－ｎａｉｌ － 最新次世代型のセルフエステ導入で個人サロン活性化計画

東京都 ビストロデュムーラン － テイクアウト販売の強化と近隣の新規顧客獲得

東京都 Ｇｒｏｗｉｎｇ－ｈｍｃ － 非対面型でハラスメント対策研修の提供と新規取引先獲得

東京都 丹波谷　かくりゅう － すき焼き、おばんざいの宅配と昼間の店舗の有効利用

東京都 ＨａｉｒＬａｂｏ　ＵＲＡ － 今必須である美容室設備を導入しＷｉｔｈコロナ時代に対応する。

東京都 株式会社篤松会 5010101012863 介護事業者と介護車両のマッチングサービス事業による売上拡大

東京都 合同会社ファンクハウス 3010403021093 新型コロナウイルスに負けないためのオンラインサービスの構築

東京都 株式会社Ｄｏ　ａｌｌ 3011001133834 往診と動画を活用した在宅高齢者向け少接触型サービスの開発

東京都 株式会社ナタンヘアルーム 2011001123596 非対面型カウンセリングとキャッシュレス化でビジネス転換

東京都 鉄板焼　もとまち（有限会社蛸の家） 2010802008782 換気効率向上等でお客様が安心して来店できる鉄板焼き屋への転換

東京都 株式会社アイルビー 4010501040366 コロナ対応型不動産ＣＬＯＵＤ・非対面物件案内システム導入

東京都 株式会社Ｍｅｇａｍｉ 5011001134335 非対面型のオンラインストア構築による豆スープ商品の立ち上げ

東京都 山上智商店 － 総合的なリモート強化と、効果的な広報で、販路開拓

東京都 Ｐｌｕｍｍｅｅ　Ｄｅｓｉｇｎ － 成果報酬型広告での自社サイト収益化及び事業者向け集客サービス

東京都 株式会社ブライダルアーツ 8011001055322 撮影会社がプロデュースするオンライン・ウェディングの販路拡大

東京都 株式会社ツインナイン 8011301019381 オンライン英語塾開校と英単語動画チャンネルの運営。

東京都 書道眞和会 － オンライン専門書道教室による事業継続と販路開拓

東京都 真昼の月　夜の太陽 － ライブハウスにおけるオンラインＬＩＶＥ有料配信事業

東京都 ｄｅｃｌｉｃ　ｄｅ　ｂｅａｕｔｅ － 新技術の導入・周知活動による新規集客ＵＰ

東京都 有限会社ななさわ音楽工房 6011302014342 高品質な録音から生まれる臨場感のある演奏作品と演奏教材販売

東京都 ワインと私と西池袋 － デリバリー事業進出に伴う、安全・安心、高品質な料理の提供
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東京都 株式会社ＪＩＮ 9011101078767 ＥＣサイト新設による非対面型ビジネスの強化と実店舗の販促

東京都 ＫＲＹＮＡ株式会社 4012301005933 オンライン診断サービスの開発とＥＣサイト構築による販路拡大

東京都 有限会社エルダンジュ 8013202011070 新規顧客獲得に向けた整備の改善と新規サービスの開発

東京都 Ｇｉｖｅｅ株式会社 2013301045470 映像制作でのオフラインからオンラインへの営業・制作スタイル確立

東京都 有限会社リップスティック 9010402036079 非対面型ビジネスを強化するためのホームページとＥＣサイトの改修

東京都 株式会社ｅｘｐｌｏｓｉｏｎ 3011101085307 ドローンシステム導入による新規顧客開拓戦略

東京都 株式会社Ａｔｔｉｎａ 2011001100265 美容情報提供番組とオンラインスタッフ教育

東京都 合同会社Ｍｅｅｅ 2180003015240 「非対面ビジネスへの転換」及び「国内旅行者集客」システム構築

東京都 首都マンションズ株式会社 6010401097554 住宅ローン返済困窮者支援サービスの構築

東京都 株式会社つながるハングル 6011601017252 オンライン講座×商品販売

東京都 ハイウィル株式会社 2011601013734 ＡＩ活用非対面システムによるリノベーション事業の販路開拓

東京都 カンブ写真スタジオ － 料理写真の非対面型写真教室の新規開設

東京都 株式会社インスプレース 1020001117427 観光業向けＳＤＧｓイノベーションビジネスモデル創造非対面教育

東京都 有限会社サンラボ 8011702016853 ペットフード・サプリ販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の展開

東京都 ｍｐｌｕｓｐｌｕｓ株式会社 6010701028300 遠隔ライブのための在宅電飾システムの開発

東京都 株式会社ＭＯＯＮＳＨＯＴ 9010501033786 ブランドの自社ＥＣストアオープンとストア用新商品の企画

東京都 株式会社ＫＡＫＥＩ 9010001127411 オンラインで完結！～スマート内覧＆ＩＴ重要事項説明～

東京都 江東住吉整体院ピュアカイロ － オンライン整体コースの立上げと販路開拓

東京都 株式会社かなエール 9011001123870 オリジナルブランド｜ＫａｎａＹｅｌｌのＥＣサイト強化によるＢｔｏＣ販売の拡大

東京都 株式会社ＷＥＷＩＬＬ 8010001175659 ＥＣプラットフォーム活用による販路の確保と海外販路の獲得

東京都 ペルガモンスタジオ － 遠隔撮影環境の整備及び配信用動画撮影体制の構築

東京都 墨田三菱自動車販売株式会社 2010601012671 自動車販売等の販売手法開発とネットを通じた新規顧客開拓

東京都 Ｇａｕｃｈｅｒ － 通販向けフランス料理の開発

東京都 ジャパン・ビット・イノベーション － Ｗｅｂ上でのワンストップ販路開拓と非対面型サポート体制構築

東京都 アロハ・アーヌエヌエ － オンラインレッスンで新規顧客獲得

東京都
麻布インターナショナルリアルエステート
株式会社

5010401112917 保存出来る新商品開発と日本初米国人気店リブのネット販売

東京都 株式会社日本ＥＡＰセンター 3013301023665 適職診断システムとＨＰを連動した非対面型カウセリングの実施

東京都 株式会社ヒュー 4010901017113 『教育分野における非対面型教材アプリの開発』

東京都 株式会社矢藤園 4010901012221 剪定オンライン講座提供に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

東京都 岩淵　亨 － 海外展示会延期によるオンライン受注整備。

東京都 アミエージェンシー株式会社 1010001104681 無観客ライブの収益化を支援するイベント集客とグッズ・動画販売事業

東京都 有限会社中沢硝子建窓 3011802028381 窓専門店として新規顧客獲得のためのオンライン営業戦略

東京都 株式会社Ｓｐａｒｋｌｅ　ＪＰ 8011001129349 （１）トレーニング用品のネット販売及び最新トレーニング機器の導入
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東京都 株式会社ワイツーオフィス 301320107511 ＥＣサイトによる「裂地」ｉｓｏｚａｋｉバッグの若い顧客を開拓。

東京都 株式会社ＲＥＮＪＡＰＡＮ 6012301010274 ネット販売を通じた顧客獲得の為の広告宣伝・ホームページの強化

東京都 株式会社いちから 2011301024643 オンライン面談・販売増等を目的としたＳＥＯ対策等のサイト改修

東京都 ＢＲＩＧＨＴＳ － ３Ｄプリンター、撮影用機材導入による新製品試作開発と販促動画制作

東京都 株式会社あすみ技研 4011801021766 動画とＴＶ会議を活用した新しい営業手法の確立

東京都 ＡＧ　ｇｒｏｕｐ合同会社 3011503002470 ＩＴツールの導入で非対面決済＆新規ＨＰで一人客の獲得

東京都 喜多村商店 － 近隣の方や新たな顧客になるべく非対面で新商品を提供

東京都 シーエーシー販売株式会社 4011001031137 自社の強みを生かして若年層をターゲットとしたＥＣ販売

東京都 Ｓｏｕｎｄ　Ｐｏｏｌ　Ｔｏｋｙｏ － 韓国アーティスト専門ＥＣサイトの構築事業

東京都 さとうカイロプラクティックオフィス祖師谷 － 【リモートで行う健康啓蒙からの顧客獲得活動事業】

東京都 辻安全食品株式会社 2011301004447 通販売上増加のための通販カタログの一新及び一斉配送

東京都 廣瀬染工場 1011102010744 廣瀬染工場　自社日英ＥＣサイト構築による販路開拓

東京都 株式会社ＬＵＭＩＥＲＥ 5010001190545 売れるＥＣサイトの構築とネットでの販路拡大

東京都 合同会社カンパイ日和 9011303002649 自社製クラフトビールの生産・販売・告知体制の強化

東京都 株式会社魔法のランプ 7010001197761 化粧品通販事業の売り上げ増加とセミナーのオンライン化

東京都 ソフィーエステティック － 新ＥＣ通販サイトの構築とオンライン美容相談による売上増加

東京都 株式会社アミュゼフード 7010601043514 当店人気の地獄鍋をオンラインで販売する通販事業の立ち上げ

東京都 株式会社川村製作所 2013101003521 射出成形事業を非対面型で提供することによる全国への進出事業

東京都 フリースタイル － 安価で高画質なインターネット動画配信サービス

東京都 ＹＴＴインターナショナル株式会社 7012401001866 リモートレッスン導入と新スタジオ開設による新規顧客獲得

東京都 合同会社フードランニング 4010903005272 販売拡大のために「待ち商売」から「店外へ開かれた商売」へ転換

東京都 ステラアソシエ株式会社 8010401138694 インバウンド強化を目指したＷＥＢ改修による新規顧客開拓

東京都 サニーアベニュー合同会社 4010803001735 テレワークによる発電監視

東京都 たいわんみー － 旅するキッチン　ゴーストキッチンプロジェクト

東京都 有限会社ファースト　ピュア 6010902013621 ＷＥＢと連動し「安心と安全」を提供する地元密着型理容室の運営

東京都 株式会社エムヴィーアール 3010001012552 非対面型対応店舗改装及びオンラインスクール構築による販路開拓

東京都 株式会社ラナチュール 7011001122024 フォト婚とオーダーメイド服事業の立ち上げ、ネットでの顧客獲得

東京都 フュージョン・ヒーリング － Ｗｅｂ活用で心と身体を包み込む伝統と新しい装いの新規販路を拓く

東京都 中尾　仁子 － 北欧の高品質な皮革を非対面ＷＥＢを通じ周知拡販する

東京都 嶋津　良智 － リモート研修用動画コンテンツの開発と販路拡大

東京都 株式会社ＡＫＩＫＯＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 1010901024418 スタジオを設け少人数の記念撮影希望者を自社で取り込む

東京都 多満×猟師工房 － テイクアウトと新メニューの導入による売り上げ回復

東京都 有限会社アセンティー関東 7011202010267 ネット増強による非対面型への営業形態転換とリモート営業の推進
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東京都 フライビー － 工作機械導入とホームページ開設による安心安全の確保と販路拡大

東京都 熊木産業株式会社 7011101005632 ＢｔｏＢ分野でのネット販売による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 日本消臭抗菌予防株式会社 7001201017932 消毒作業オンライン講習付き「セルフ消毒キット」

東京都 株式会社ＴＩＳ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ 5010001110305 コロナ禍でも新規顧客獲得に向けた新たなＰＲ動画の展開

東京都 エムズファクトリー合同会社 2011003008721 非対面ビジネスに対応するリモート販売とオンラインサービス事業

東京都 ガッチ株式会社 8010001140191 ＡＩを活用したオンライン金継ぎ見積りシステムの開発と販路開拓

東京都 Ｏｔｉｓ － ＷＥＢを活用した非対面型通信販売事業

東京都 Ｓａｎｒｉｓｅ＆ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － 密防止オンラインレッスン開講による販路拡大

東京都 株式会社ミスティー・オーパース 4011301015665 感染状況に応じてレイアウト変更可能な店内非対面化工事の実施

東京都 サロンドサクセス － シニアを集客。「いつまでも美しく」というコンセプトでＳＩ実行

東京都 株式会社プロモ 5011101036943 ゴルフ関連企画事業者による非対面型販路拡大事業

東京都 株式会社アプローズ 2010001173809 中高年女性に向けた善玉育菌サプリ「スルーラ」のＥＣ販売事業

東京都
有限会社スチューデント、ショップ、テーラ
さいとう

8010002003315 自社ＨＰによる学校制服の新しい受注

東京都 エスエージーバルーンズ株式会社 7010601010828 オンライン広告集客とＷｅｂサイトによる国内・海外の販路開拓

東京都 株式会社ラクレット 5010001165662 「外食のすすむ店内環境の改善　店前のテラス席　の　設営とデリバリー事業」

東京都 合同会社ＵＰ－ＬＩＮＥ 4010903002617 Ｗｅｂ活用のパーソナルなお家エステとパーソナルジムで新規顧客開拓

東京都 株式会社ジュエリージャパン 3010801024425 オンライン仕入れ、販売と海外宝飾市場を狙った中国展示会出展

東京都 株式会社ハーモナイズ 1011001064833 非対面ビジネスへ転換のための決済機能付きホームページの制作等

東京都 有限会社アジリカ 9010702013224 店外販売強化を目的としたサイトおよび店舗の改装

東京都 アトリエＲｉｆ － ゲストと非接触、スタッフも最小人数のオンライン結婚式の配信

東京都 特定非営利活動法人繁盛店への道 6011105003377 ｗｅｂ試験導入とライブ配信を使った、新規飲食企業の獲得

東京都 株式会社ぶるーむ 4010902013359 商品アイテム、ターゲット、販路の拡大と利益確保改善計画

東京都 合同会社辰巳エネット 8010603008035 各種センサーを用いたオンライン診断・コンサルティング

東京都 株式会社オロージャパン 2010001125017 オンライン指導と動画による非対面型教室への転換と新規顧客獲得

東京都 株式会社ＢＥＰＰＩＮマルシェ 4011701019654 自社ブランド構築による販路拡大と非接触型販売への移行

東京都 株式会社スマイルクリエイト 9011401018729 ＶＲ観光サイトの改修

東京都 有限会社エフ・シー・エム 6260002001485 ホームページ、ＥＣサイトを活用した通信販売による新規顧客獲得

東京都 富田嵐馬 － ジムのいらないオンライントレーニング

東京都 Ｆａｌｏ　ファロ － テイクアウトデリバリー料理導入による顧客の開拓

東京都 Ａｓｏｂｉ － 非対面ビジネスモデルへの転換と衛生のアピールによる顧客回復と新規獲得

東京都 南西旅行開発株式会社 6011001016813 旅行サービスのオンライン展開に向けた取り組み

東京都 株式会社サニーサイド 9010801026110 幼稚園への絵本サマリー配布によるサプライチェーン再構築

東京都 ミライズ都市開発株式会社 8012701015375 インターネットを活用したＢｔｏＣ向け事業への転換
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東京都 有限会社榎本電機 7011302001686 非対面接客の仕組み構築と新規及び既存顧客の集客施策

東京都 株式会社ＩＱ－Ｓｔｒａｔｅｇｙ 4020001094936 英会話教材のオンライン法人営業と広告による新規販路開拓

東京都 真心建設合同会社 2010003031923 ホームページからのオンラインリフォーム相談による顧客獲得

東京都 廣田勇介写真事務所 － アウトドア動画撮影事業ならびに銅像写真撮影／販売事業

東京都 ラ・ティレ － 着付けスクールのオンライン型サービス事業

東京都 Ｍａｙｕｋｏ’ｓ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － オンライン教室システム・魅力的なＨＰ・日本手拭配布で顧客開拓

東京都 ＬａＶａｒｉｅ　ラヴァリエ － ＬａＶａｒｉｅ抹茶スイーツ通信販売　通信講座

東京都 株式会社ＣＡＹＯＦ 5010901037036 オリジナルゴールドジュエリー販売に伴うネットショップ開設

東京都 株式会社山内 7010001203734 お店の味をテイクアウト弁当とお土産の商品開発と販路拡大

東京都 株式会社Ｋｎｏｃｋｎｏｔｅ 2011101079202 高品質なプログラミングレッスンをオンラインで提供

東京都
ｎｃ．

－

東京都 ワンダーフロー株式会社 1370001039520 セミナー非対面化でコロナ禍でも持続可能な体制を構築する取組み

東京都 株式会社平野タカシ 3010901038325 ライブ撮影の望遠化による、演者、観客とのソーシャルディスタンスの確保

東京都 有限会社ミノス 9011302008993 不動産内装掲載用ホームページ構築とＷｅｂ販路開拓

東京都 株式会社ＷＬＰ 1011301018588 オンライン語学留学

東京都 ＯＫＡＤＡ － オンラインでのレッスン等の開始による新規顧客獲得

東京都 ＭＩＡ　ＶＯＣＥ － ＭＩＡ　ＶＯＣＥ事業のオンライン化による業務改善と新規顧客開拓

東京都 株式会社武田看護教育研究所 7130001045140 ＷＥＢ模試

東京都 有限会社クリップ・クラップ 1012302007910 ＥＣサイトで“お家にいながらいつでも綺麗”を実現

東京都 合同会社ＴＷＩＮＬＡＹ 4010903003912 ＥＣサイト開設等非対面型ビジネスへの転換で販路拡大を目指す事業

東京都 株式会社ジール 8010401012841 キャプテンズワーフ、テイクアウト拡大とオンラインクルーズ事業

東京都 有限会社小山ランドリー 5010702003212 新時代への発信！安心と信頼の非対面型クリーニングサービス！

東京都 株式会社ウチタカ 7011801036852 自社ＨＰでの受注強化と自宅で飾る花のインターネット販売の拡大

東京都 株式会社アイ・ビー・エス 3040001016550 「自社ウエッブサイト構築と新商品開発を通じた新規顧客獲得」

東京都 株式会社しあわせ相談倶楽部 2010001201387 外出せずに全国で活動できるオンライン婚活事業

東京都 株式会社コルド 7010901040277 Ｏｕｃｈｉ　ｄｅ　ＣＯＲＤＥ（お家でコルド）ＥＣサイト構築と販売。

東京都 株式会社タイ国専門食堂 5010401140430 パーティーメニューテイクアウト向けＨＰ・オンライン決済を導入

東京都 株式会社ダディ 3010001128778 オンラインウクレレレッスン及びネット環境の整ったスペース貸し

東京都 株式会社ＭＯＣＯ　ＧＩＮＺＡ 5010001194744 オンライン活用の新サービスで非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 アムラス鍼灸院 － 冷え症改善の温活商品開発とＷｅｂサービスの販売促進事業

東京都 株式会社ＢＡＲＥ　ＮＯＴＥ　ＳＴＵＤＩＯ 1010901041330 ホームページリニューアル、予約システム導入、３Ｄ写真撮影

東京都 南国居酒屋　城　－ぐすく－ － ＥＣ販売体制の構築と抗菌繊維ハチミツ商品の開発

東京都 株式会社スタジオレヴォ 8011301016494 上映会に代わる映画鑑賞機会の創出と販売促進ツールの制作
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東京都 株式会社ジーサウンド 1011601018926 自社技術を活かした独自製品のＥＣサイトによる非対面販売

東京都 株式会社エムデックス 3010901039694 リモートチェックイン化と宿泊所のＷｅｂ映像配信による販路開拓

東京都 Ｎｅｌｓｏｎ’ｓ － 本格洋食をご家庭で！キッチンカーによるグラタンデリバリー

東京都 株式会社いしはらＴｏｋｙｏ 9010001157433 レビュー至上主義！超・顧客志向の国内ＥＣ新ブランドの立ち上げ

東京都 有限会社シャイニング 7013202011146 オンラインエステおよび大人向けオールインワン化粧品事業の推進

東京都 ＯＵＧＡ株式会社 3010901029596 試食販売から製造実演販売への販売スタイルチェンジ

東京都 三葉　ＭＩＴＳＵＢＡ　Ｏｆｆｉｃｅ － オンライン講座開設・写真販売・動画制作等で新規販路開拓を実現

東京都 株式会社Ｌｉｖｍｏ 9010001145842 非対面営業によるオンライン完結型のお部屋探しサービス

東京都 インタレスト － ・ダイエット＆運動・オンラインカウンセリング・オンライン接客

東京都 株式会社スポレッド 9012301007573 オンラインを活用したプログラム提供および講座による販路開拓

東京都 ＭＡＣＯＯＬ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6010401125018 ＭＡＣＯＯＬ自社オンラインショップ構築とＳＮＳサイトの再構成・運用

東京都 合同会社エスリンク 7010003023313 ハイパーウェーブ導入による非対面型のビジネスモデルへの転換

東京都 小暮和彦税理士事務所 － 「会社設立無料相談専用サイトの開設と在宅対応による販路開拓」

東京都 オフィス　シレンテ － 顧客導線用動画作成＆開設及び非対面業務開設

東京都 合同会社松本撮影事務所 9010903004699 オンラインでの写真、動画の販売

東京都 シーエイエムマインス － 『対面型の写真事業から、非対面型の動画で豊かな情報量を伝える』

東京都 カタレー合同会社 6010403018673 簡易宿所における予約チャネルの多角化

東京都 株式会社山本卓郎建築設計事務所 8011101068678 建築空間を感じるコミュニケーションｗｅｂで新規顧客獲得！

東京都 ジャパンフードサービス株式会社 5010001155746 ピザ窯導入による新商品開発並びにテイクアウト事業新規参入

東京都 株式会社大吉飯店 3011501002596 調理器具増強による、テイクアウト販売事業の強化

東京都 居酒屋　太郎坊 － おばあちゃんの味と健康食を主体とした昼食と弁当の販売

東京都 馬場井英之 － 非対面型録音システムの構築

東京都 株式会社お菓子共和国 5020001119097 Ｚｏｏｍを活用したコンサルティングによるビジネスモデルの構築

東京都 株式会社ｒｏｃａ 3120001214402 販路開拓のためのＷＥＢサイトリニューアルと、広報戦略の強化

東京都 サニーサイドスタジオ － 遠隔操作システムを使った新しいエンターテイメントの開拓事業

東京都 株式会社アルテ・ラボ・ラッコント 1011601022397 レッスン＆公演オンライン配信システムとサブスクモデルの確立

東京都 税理士浅野有美事務所 － テレワークと自動化で新しい会計事務所を目指す。

東京都 有限会社孔雀画廊 3010002019456 Ｗｅｂ展覧会でお気に入りの絵画探しとオンライン買取拡大事業

東京都 株式会社アイフィクススタイル 6011701016245 非対面型オンライン受発注システムの提供

東京都 Ｓｏｌｉｄ　Ａｒｔｓ － 高画質マルチカメラによる無観客配信システムと仮想イベント

東京都 太陽ＦＩＬＭｓ － 新技術を活用した映像撮影と、それに対応できる編集環境の開拓

東京都 株式会社パッションプリンセス 8010501042474 イリュージョンマジック体験付の動画撮影スタジオで新規顧客獲得

東京都 Ｍａｎｎｅｒ－ＢＯ　Ａｌｌｉａｎｃｅ株式会社 8010401088171 非対面型人材教育用の会員制動画配信サイト「マナボー」の構築
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東京都 ライブカフェエクレルシ － オンラインライブ配信サービスの開始

東京都 位下尚子バレエアカデミー － オンラインレッスンによるバレエの身体づくりと顧客満足度向上

東京都 Ｅｃｈｏ　ａｎｄ　ｃｌｏｕｄ　ｓｔｕｄｉｏ － 非対面型・高画質・マルチビューライブ配信と遠隔レコーディング

東京都 ＰｉｎｋＣａｍｉｌａ － 安心店内とテイクアウト・デリバリー事業による販路開拓

東京都 ＣＯＭ’Ｚ合同会社 7010803003051 地域密着型で共働き世帯を支える洗濯物集荷・配達サービス

東京都 グッドハンド － オンラインセミナー体制整備および販路開拓事業

東京都 ブリリアンス東京 － ＥＣサイト導入による販路開拓と売上拡大

東京都 エスト株式会社 1010801027371 ＦＡＸチラシとオンライン面談ツールを利用した新規顧客開拓

東京都 株式会社エムキャスト 6013201001041 来店不要で購入可能！原宿オリジナルキャラクタートータルコーデ

東京都 株式会社新東海 6010501025349 ネット授業による在校生の復帰及び新規生徒の獲得、売上の持ち直す

東京都 Ｗｈｉｔｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ － 心と意識についての講座制作、及びオンライン・動画コンテンツ化

東京都 有限会社ハンズ 3010902021569 包括的健康オンラインサービスと超時間短縮型トレーニング指導

東京都 ポウアカデザイン合同会社 3010903004911 ＥＣサイトでの販売強化による新規顧客獲得と売上の安定化

東京都 株式会社ＧＯＯＮＩＥ 8011601022341 脱三密の「非対面型」ゲームの企画・開発および販路開拓

東京都 株式会社ウェルビーイングＴＯＫＹＯ 7011001115242 バーチャルショールームと動画を活用したインテリア販売促進

東京都 株式会社ＭＫコーポレーション 3030001050006 フィットネスジムによるオンラインスクール立ち上げ

東京都 有限会社力舎 7011502016170 自動点呼メールシステムの導入によるテレワーク推進と顧客へのＰＲ

東京都 アイラボット株式会社 1012401030953 予約受付と対面受付の連動システムの構築

東京都 株式会社ＥＬＤＮＡＣＳ 8010901029014 『レーザーカッター購入／オンラインショップ拡大』

東京都 株式会社クランクブルーイング 4011401020581 お客様との結び付きを活かしたテイクアウト事業のシフト化！

東京都 株式会社Ｑｕａｒｔｅｒ－Ｂａｃｋ　ＢＡＮＤＩＥＳ 7010701024422 インターネットを通じた新規顧客獲得とオリジナル商品の販売

東京都 株式会社戸村商事 9010501001673 （１）自動精算機導入を起点として、非対面的なデジタル環境の推進。

東京都 有限会社アズ 2020002068503 研修・講座のオンライン化及びＨＰ制作による非対面型販促の実現

東京都 ギゼン株式会社 7010701029479 新しくデリバリー事業の開始、スパイスの輸入販売での新規顧客の獲得

東京都 美容整体ルピナス －
「オンラインによる美容セルフケア指導等非対面型新サービス実施・新規顧客
導入の作戦

東京都 Ｎ　ｏｆｆｉｃｅ － 「ワンストップ楽曲制作」オンライン受注・販路開拓プロジェクト

東京都 特許業務法人ＢＯＲＤＥＲＳ　ＩＰ 2010005029602 非対面による新規顧客開拓と知財保護活動の重要性と認知の深耕

東京都 ヒカリナオーガニック － エステと食品販売のオンライン化による非対面型ビジネスへの取組

東京都 プレビアス － 講座のオンライン化と分割化による販路開拓

東京都 国広診療院 － 自宅サロンからあなたの癒しを発信！非対面型施術講座

東京都 株式会社アイティービーラボ 6010401089477 【オンラインセミナー開催で非対面ビジネスの確立】

東京都 おたふく商店株式会社 5011101089537 ネット販売による販路開拓の為の自社ＷＥＢサイトの作成

東京都 株式会社ＭＥＧＡホン 7010401151285 オンライン動画教材の開発と提供による販路開拓
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東京都 有限会社長栄堂 1010902009789 ホームページを活用したデジタル三文判の販売と安全な店舗対応の確立

東京都 スキンプロサロン － 『セルフサービスのオンライン化と施術準備時間の効率化』

東京都 株式会社ノーマル 4010401074266 サイトリニューアル効果によるオンライン販売強化による販路拡大

東京都 たべもの教室采輪 － 離乳食・幼児食から始める「食」に関わるオンラインサービス

東京都 株式会社プロフィットジャパン 7011501016956 法人営業におけるＷＥＢを活用した非対面型集客への転換

東京都 ＲＳ‐ＬＡＢＯ － ワンマン・オペレーションの高画質、高音質、動画配信サービス

東京都 株式会社トランスコア 6011501013822 非対面ツールでの営業展開と民需向けレスキューくんの開発

東京都 スペース株式会社 9010401076266 海外流通も含む『現代作家作品事典』掲載作品のネット販売事業

東京都 株式会社ユニオンＴＥＸ 3011201016161 ホームページリニューアル、地元フリーペーパーへの広告掲載

東京都 株式会社ＫｉｎｇＭａｋｅｒｓ 7010401151987 Ｍ＆Ａ売却価格診断システム「売却価格キケルくん」導入

東京都 アヴェーク － 「健康食品ブランドＨＰ」「機械導入による接触時短」による事業

東京都 株式会社８１ＩＮＣ 4012401021520 電気工事をパッケージ化したＥＣサイト構築・展開プロジェクト

東京都 株式会社川上商店 6010001099686
自社製品「江戸唐木箸」のネットを通じた新規顧客獲得と、それに伴う増産体
制。

東京都 鳥八下丸子店 － 新商品開発における作業効率化とレジキャッシュレス化

東京都 ｎａｔｕｒａｖｉａ － 放牧飼育バターを活用した新商品開発とネット利用の新規顧客開拓

東京都 和食屋ふくしま － 本格和食弁当の販売による非対面型ビジネスモデルの実現！

東京都 株式会社サプライズモール 8290001076953 誰も見たことの無いサプライズモールだからこそ出来る結婚相談所

東京都 バリューアップステージ株式会社 7011801033841 ロケーション撮影　家族フリーフォト（出張撮影・ご自宅へ訪問後　屋外で撮影）

東京都 木野　雪 － サービスのオンライン化に伴う新規事業展開

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓａｉｔａ － 写真撮影サービスや写真販売をするマーケットＥＣサイト

東京都 株式会社ＯＲＩＥＮＴＡＬＦＯＯＤＳ 2010701021184 五反田飲食店デリバリーポータルサイト制作とインフラの整備

東京都 コンディショニングｋｉｎａｄａ － 腰痛に対する体づくりをオンライン整体サービスの新規顧客獲得

東京都 ｓｔｕｄｉｏｚｉｚｏ － リモートコントロール撮影計画とリモートでおこなう写真講座

東京都 株式会社アンプインテリアデザイン 5010901041698 非対面型業務への移行とショールーム来店客への感染拡大防止対策

東京都 オステリアアバッキオ － テイクアウト及び店舗改装による顧客開拓事業

東京都 スパイスカレーとくじろう － 非対面型営業の為レトルトカレーを開発・販売する。

東京都 有限会社對馬（料理つしま） 9010602028330 自家製調味料のオンライン物販とデリバリーの開始事業

東京都 合資会社神谷園 9010803000170 ＨＰ作成、ＥＣサイトの構築によるネット販売の確立と新規顧客拡大

東京都 株式会社エヌ・エス・エス　シブヤ楽器店 6010701001562 バーチャル映像による観客動員とスタジオ非対面型利用の推進事業

東京都 株式会社マイク・グレー 5010001029719 ＥＣで顧客との双方向コミュニケーションを通じたサービスの提供

東京都 株式会社みらいハウスワークス 1011801035117 収録スタジオ整備とオンライン用動画制作事業

東京都 サイバークルー株式会社 1010001115381 経理アウトソーシングサービスのデジタルシフト化対応

東京都 有限会社Ｂｅｅｈｉｖｅ 7010702014579 花＋食＝美しく健康で豊かなライフスタイルの提案
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東京都 Ｌｅｋｕｏｎａ － 「本格派フレンチバスク料理のテイクアウト＆デリバリー」

東京都 株式会社エヌスタイル 8011001055363 オンラインインタビューに向けたテレワーク環境整備と新製品開発

東京都 Ｂｅ－ａ－ｌｉｖｅ － “心の学校・仕事の学校”のオンライン化によるリカレント教育市場への参入

東京都 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＡＯ － 物販及び相談のオンライン化と中高年齢層の新規獲得

東京都 新井　暢子 「ナレーション収録における非接触型”自宅録音システム”の構築」

東京都 株式会社舞プランニング 7010401138836 オンラインクラブ事業

東京都 株式会社ｅｓｔｏ 4012301010887 プライベートライトアップサービスの創造とホームページからの新規顧客獲得

東京都 ＢＡＲ　ＰＩＥＲ１９ － テイクアウト営業による新規顧客獲得

東京都 Ｌｕｔｅ’ｃｉａ － 自社ＨＰ作成を通じた、新たな販売チャネル開拓によるＷｉｔｈコロナ

東京都 株式会社福みみ 6010901021344 非対面型ビジネスモデルテイクアウト事業

東京都 ガイアモーレ株式会社 9010001102876 「ゼロから研修講師プログラム」オンライン版リリース事業

東京都 八百輝 － 八百屋ならではのテイクアウト専門店立ち上げとＷｅｂサイト構築

東京都 株式会社ベンチ 8010001084876 コロナ禍によりダメージを受けている小規模宿泊施設の支援

東京都 ＳＴＥＫＡ＆ＭＪＯＬ － ニュースタンダード対応の販路開拓とリブランディング

東京都 株式会社小杉湯 5011301023584 小杉湯の代名詞でもあるミルク風呂を入浴剤として商品化して販売

東京都 歩っとけあ － 動画セミナーや商品のウェブ販売など非対面サービスの取り組み

東京都 モバイルマガジン株式会社 6011101054614 アクティブデジタルシニアを取り込み非対面型ビジネスを推進

東京都 株式会社柴技建 7010601044966 Ｚｏｏｍ活用での遠隔見積による受注獲得ホームページの構築

東京都 蕎麦絃 － 券売機による非接触型への営業転換と換気による感染症対策

東京都 有限会社バイ・ザ・ウェイ 4010902025981 村田雄浩をおオンラインサロンの解説と動画撮影事業での営業展開

東京都 株式会社ＬＡＶＥＣＪＡＰＡＮ 2010401128164 ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎブランド衣料品のＥＣ導入による販路開拓

東京都 株式会社Ｗｅｌｌ　ｉｎ　Ｌｉｆｅ 9010401091001 非対面型オンラインセミナー、動画セミナーシステムの構築

東京都 ＭＯＨＡＮＡＫ － 三密を避けられる屋外イベントを計画！「出張型イベントスペース」

東京都 株式会社センブレス 1011401021426 オンラインを活用した非対面型による美容サービス・レッスン提供

東京都 株式会社ミューエムズ 2010401110378 ＥＣサイトによる通販事業展開と店舗の感染症対策強化

東京都 有限会社ヤギトレーディング 5010902015445 ＣＡＤによる製品化効率改善とネット販売新規販路拡大

東京都 株式会社ＬＡＦＡＮ　ＢＥＡＵＴＹ 9010401106873 オーダーネイルチップ販売開始のＨＰ作成・オンライン決済の導入

東京都 Ａｑｕａヘルスサポート － リモート型のセルフメディケーションシステムの開発と通信販売。

東京都 合同会社マイメディア 6010403018574 オンラインと整体機器を活用した非対面型による整体メニュー提供

東京都 鳥屋心人 － 当店の自慢の逸品を全国にお届け！ＥＣサイト導入事業

東京都 有限会社昭和食品 9010002020508 インターネット販売用の商品構成・包装形態の構築とモール出店

東京都 株式会社ふ清 7010601005200 ＥＣによる目で見て食べて美味しい本格生麩の一般消費者への販売

東京都 花懐石　ふる林 － テイクアウト商品開発と自社ＥＣサイトを通じた新規顧客獲得
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東京都 株式会社漫画家学会 4011001057025 オリジナル紙芝居のオンライン配信による事業の見える化推進

東京都 株式会社いとし藤 7010001106318 オンラインＬＩＶＥクラスを取り入れた新たな日本料理教室のかたち

東京都 株式会社千代田教育図書 7010001101525 私立学校の常勤・非常勤講師の人材派遣事業

東京都 洋食のグルメ － お弁当とお惣菜の製造販売事業による非対面型サービスへの転換

東京都 株式会社スタジオアイランド 8010401015002 新サービス「動画撮影＆編集」で、新規需要と新規顧客を獲得

東京都 十五夜 － 癒しの宿を訴求するＥＣサイトの構築と運営で、新旧顧客の回復を図る

東京都 株式会社プロダクションガレージ 3011301022869 高品質ライブ配信システムの構築と配信スタジオへの転換

東京都 株式会社東京ジョンフォード 9010001061387 ペーパーレス、電子化に取組み、現状の型紙をデータ化一元管理

東京都 株式会社Ｒａｎａ．ａ 3010501035994 ＲＰＡ・クラウドを利用した業務効率化による人材紹介事業拡大戦略

東京都 Ｓｉｉｓｔｉ（システィ） － カフェ営業（テイクアウト）の開始とＰＯＳレジ導入で非対面決済

東京都
株式会社ＪａｐａｎＥｘｐｏｒｔＩｍｐｏｒｔＣｏｎｓｕｌｔ
ａｎｔｓ

2010001140684 テイクアウトメニュー等の開発と通販・宅配による売上ＵＰ

東京都 オーガニックエステミュシス － オンラインでの美容講座・女性の生き方講座の開講と商品販売

東京都 ゲッコープロダクション株式会社 9010701027803 オンライン受注システムとリモートワーク社内研修用動画の販売

東京都 株式会社クーリケ 8010901034963 パーソナルトレーニングにおける非対面サービス拡充とその周知

東京都 Ｐｒｉｍａ！ － 想いのある土地で結婚式を　ローカル　ウェディング　ネットワーク

東京都 株式会社ＢＯＣＡ 6011101086525 テイクアウト・宅配事業開始に伴った、新たな販路開拓の取り組み

東京都 株式会社Ｇｒｒｏｗ 8010401114010 「外国人特化型転職支援システム（Ｚｉｐａｎｇｕ）」の販路拡大

東京都 株式会社アルク 6010001104264 ＨＰをプラットホームとしたリモートワーク営業力の強化

東京都 合同会社ＭＰｌａｎｎｉｎｇ 3010703002735 新商品開発と非対面型ビジネスと環境整備によるコロナに負けない店作り

東京都 株式会社エヴァーズ 5010501018931 コロナ感染症対策の光触媒施工を含めたＷＥＢ受注システム構築事業

東京都 からだ家 － オンライン野球指導・アドバイスによる新規顧客獲得

東京都 岡田屋酒店 － 弁当及び惣菜の販売の為の厨房設置

東京都 株式会社ミリ 2040001075969 非対面接客での新たなお客様とのかかわり方と新規顧客開拓

東京都 大澤　奨 － 非対面型レコーディング／トラックダウンに対応する環境整備

東京都 株式会社マツダ 6010801011156 Ｗｅｂ学習・個別最適化　学習塾の取り組み

東京都 スタイルプラス － 採用・人材コンサル新規事業とオンラインサービスの為のＨＰ作成

東京都 株式会社日進月歩 1011101083642 自社ホームページの整備によるスタジオ利用予約の非対面化

東京都 株式会社Ｕｎｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌ 7010401140882 安全・安心・清潔なジムづくりとより効果ある指導内容への革新

東京都 有限会社ラスライフ社 8011002015746 ライブとトーク番組の配信事業ｂｙライブハウス渋谷Ｌａ．ｍａｍａ

東京都 株式会社ユナイテッドアローズ 7010001008126 ＥＣサイト拡充等による国産和精油のアメリカ市場への拡販事業

東京都 株式会社ノコノコ 9010801026606 「１人暮し専用サービス」のネット広告による新規顧客獲得

東京都 ＢＡＴＯＮ株式会社 6010001200823 日本の物づくりの火を消さない！！

東京都 株式会社ＳＥＲＥＮＤＥＣ 1011101068817 バーチャル展示会提供に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入
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東京都 株式会社ＮＫＦ 5011101062130 新規ＥＣサイト作成による通信販売の強化と広告

東京都 株式会社Ｒｅａｖａｌｕｅ 6010501041783 オンラインやＶＲを活用した不動産仲介の取り組みによる顧客獲得

東京都 ＳＯＡＲＮＡＩＬ － ＥＣサイト構築によるＷＥＢ販売強化で販路開拓

東京都 株式会社デューン 1010501043850 食洗機導入による作業省力化とＥＣサイト活用による新規販路開拓

東京都 グローバル・ビジョン株式会社 1010001105597 通販サイトｄｉｓｈ－おうちレストラン－のインターネット広告

東京都 佐東　倫子 － 敏感肌や肌荒れの人向け化粧品・サービスの販売促進事業

東京都 有限会社トゥルーマンカンパニー 5011302016034 ヨガオンラインレッスンによる新規事業開拓

東京都 スリー・ケー株式会社 8011001028105 テイクアウトの販促と情報発信力の強化に向けたツール整備

東京都 ＹＳ　Ｏｆｆｉｃｅ合同会社 1010503005700 海鮮食品のＥＣサイト作成、販売とその広告による販路拡充

東京都 株式会社Ｐ．Ｋ．ＷＯＲＫＳ 5011001104437 ＷＳ受講生拡大のためのＨＰ改修と新規申込者用動画制作

東京都 ＴＥＡＭスキマジャパン － シェアハウスの非対面型コンサルティング事業のＷＥＢサイト制作

東京都 有限会社エイ・ティー・コム 1013202013775 自社ブランドでの新商品開発とＥＣ通販事業等の販路構築

東京都 ブティック・サンフェルメール － リアル店舗の接客体験を感じるお買物機能付コミュニティサイト制作

東京都 株式会社イエロー 8010801021285 スポーツマスクをオンライン販売するためのＥＣサイト制作

東京都 Ｇａｌｌｅｒｙ　ｎｙｏｚｅ株式会社 9010001196118 現代美術のオンライン展示環境整備事業

東京都 大山国際特許事務所 － 次世代ビジネス創成講座のオンラインサロン化で新規顧客獲得

東京都 Ｋ＆Ｙ － 非対面型販売体制の構築による、事業継続と新規販路拡大事業

東京都 かわい腰痛治療院 － コロナ対策の新たな「非対面・非接触型の施術スタイル」の導入

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｙｏｇａ　Ｃｈｉｔｔａ － オンライン講座による事業拡大を通じた顧客と講師のＱＯＬ向上

東京都 株式会社ＰＯＷＥＲ　ＧＡＴＥ 8011301018879 テイクアウト専用サイト作成他

東京都 明石屋 － 蕎麦販売の非対面化のためのホームページ制作及びシステム導入

東京都 株式会社加藤製作所 2010501002558 マスクを収納用の缶の製品開発と個人販売ルートの開拓

東京都 秋葉原ｃｏｔｔｏｎ － ＥＣショップ強化と動画販売・非接触型エステ導入による販路拡大

東京都 株式会社ティーシトラ 1010501030469 布マスクの製造販売とホームページ改良により販路拡大、新規集客

東京都 合同会社Ｄ－ＨＡＳＨ 2011003008515 アナログから３Ｄ動画のアパレルデザインへ！

東京都 株式会社アイランドユニヴァース 6011001056553 新販路開発を目的とした非対面型オンライン受注システムの構築

東京都 中目黒Ｌｉｎｋｓ鍼灸院 － 非対面オンライン身体評価とセルフケア指導

東京都 株式会社ハートフィールド 5011501003766 生産設備強化による生産性向上と労働環境の改善

東京都 スリーエスエデュケーション － タイ語体験レッスン販売に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

東京都 有限会社アルカディアピクチャーズ 8010902001070 祖父母の姿を伝える動画ウェブ配信とその他ウェブ配信動画制作

東京都 株式会社ヨコヤマ 7010901012549 個人宅向けや小規模事務所の需要獲得

東京都 アトリエ・アルーア有限会社 2011502016200 オンラインスクール開始に伴うＨＰ制作・ＷＥＢ決済の導入

東京都 株式会社オイシード 9030001095425 麺の通販サイト（わーるどめん）の構築及び通販の運営支援事業
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東京都 ｒａｆｆｆ － 集客力向上に向けた設備強化と非対面ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社ガーディアン 4010801028805 Ｗｅｂマーケティングシステムの構築による新しい営業手法の確立

東京都 株式会社足立鹿濱會館 6011801013670 ＩＴを活用したオンラインによる葬儀参列・非接触で行う打ち合わせから決済

東京都 有限会社Ｄｒａｇｏｎ　ｋｉｎｇ 7010402032220 名店の焼肉をご家庭で堪能♪ギフトサービスプロジェクト

東京都 株式会社六一書房 8010001115235 自社ＥＣサイトクーポンとＳＮＳ機能による会場出店販売中止対策

東京都 日本酒ラボ － 新鮮な海鮮丼のテイクアウトと広告宣伝事業

東京都 炭火ホルモン焼き　まるかん － コロナ対応業態転換コンサルティングと販促物制作

東京都 株式会社伊藤バインダリー 4010601009807 高品質画像を活用しデジタル展示会を通じて新規顧客獲得を図る

東京都 銀座とき － 家族団欒、オンライン飲みのニーズに対応した総菜販売（持ち帰り）

東京都 働き方改革日本株式会社 8010001188413 オンラインセミナー推進事業

東京都 有限会社ジョーカーファクトリー 7011702013356 刺繍ミシン導入による新サービスと新商品展開で販路開拓

東京都 行政書士飯島事務所 － 非対面型ビジネスモデルを推進しコロナに負けない新規案件を獲得！

東京都 株式会社ＮＯＩＡＢ 8011001129687 楽器のオンラインレッスン「ＮＯＩＡＢ」の開発及び拡大

東京都 株式会社双峯農産 1010501023828 お米屋が推薦する弁当・・・双峯農産コシヒカリ弁当

東京都 マジックケーキデコ － マジックケーキデコ全国販売開始

東京都 からだＣｕｒｅ鍼灸治療院・整骨院 － 脱３蜜！非対面型医療機器の導入による新たな販路開拓事業

東京都 株式会社ｎｅｘｔＨ 3013301042979 ビジターカード導入による非対面型受付への移行及び物販の強化

東京都 青木典子 － プロライターの非対面型販路拡大事業

東京都 有限会社ナカニシ 4011002036093 本格ビストロ料理を「おうち時間」で楽しめる新ブランド事業

東京都 有限会社ワイエム・ネット 6011102018774 対面ビジネスから非対面ビジネスへの転換を図る。

東京都 有限会社アウア 3010502021102 非対面・非接触型劇場と配信型サテライトスタジオの併用

東京都 合同会社ルスツ 6012803001201 感染症対策のための非対面型業務推進

東京都 日本料理教室キッチンウイッチ － オンライン料理教室開催のシステム構築と、継続的な運営

東京都 さろん楓 － 弁当・総菜のテイクアウト店舗開設で売り上げ増加計画

東京都 アクオリーナ － ＥＣ及びテイクアウト販売強化による売上増加

東京都 株式会社立花 9010401094937 オーガニック原料にこだわった「秘伝のたれ」の製造・販売事業

東京都 中島製作所 － タッチいらずのＬｉｆｅ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ開発事業

東京都 Ｆｉｌｍ　Ａｓｉｌｅ － 「新たな挑戦と、多くのお客様に映画的で高品質な映像作品を届ける」

東京都 株式会社スリービー 2010001105968 飛沫感染防止パーティションで事業再開をバックアップ！

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ＲＩＣＥ － コンサルティングのオンライン化および動画講座提供

東京都 和みの泉 － オンラインヒーリングの拡大プロジェクト

東京都 株式会社Ｍｉｇｈｔｙ　Ｆｕｔｕｒｅ 1010401141928 ボディケアとフィットネスでコロナに勝てる体力づくり

東京都 合同会社ＴＥＮＴＯＮ 7010903005014 音楽・音声制作事業の自社内制作環境の整備
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東京都 株式会社Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 5011101073961 医者と患者の関係強化のマーケティング支援のオンラインサービス

東京都 ｐｒｏｄｕｃｅ．ｉｎＧ － 魅力あるコンテンツの映像配信、及びグッズ展開への転換

東京都 Ｂｅ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 3010701016398 習熟度の高さに徹底的に拘った個人向け料理オンラインレッスン

東京都 笠島式ビジネス中国語コーチング － 中国語学習者同士の交流と学習意欲を促進するオンラインサロン事業

東京都 株式会社ＭＯＣＡ 7011010119486 ｅ－ラーニングで研修とカウンセリングの統合型人材育成

東京都 銀座モアーズ － 働く女性のリフレッシュや美と健康サポートを非対面型へ

東京都 株式会社日本トラステック 7011001017950 ライブ配信システムの整備および配信サービス事業の展開

東京都 猪俣　由貴 － ｗｉｔｈコロナ時代のリモート映像制作サービス事業の開拓とＰＲ

東京都 株式会社ベルベ 7010001056694 営業再開に向けて衛生管理の徹底と販路拡大への取り組み

東京都 株式会社ＧＥＡＲ 9010901028873 結婚相談所ｍｉｒａｇｅオンライン婚活カウセリングの販路開拓

東京都 ＣＨＩＣ　Ｎａｉｌ － ネイルチップ販売とハンドエステ機による新事業・展開

東京都 株式会社Ｈｏｎｏ－Ｈｏｎｏ 3010001180184 「キレイでありたい」女性へ向けた新たな美容サービスの提供

東京都 株式会社ミション 2010401143659 マネジメントラーニングシステム構築セミナー動画コンテンツ販売

東京都 有限会社ＪＰＳ 1290002049733 オンライン環境の活用による非対面型リモートバーサービス

東京都 株式会社ウエスティ・コンサルティング 2012401033625 人材紹介会社向けＲＰＡシステムのコンサルティング販売

東京都 アライフ株式会社 4010001182865 ＶＲ技術の導入による不動産物件情報サイトの再構築事業

東京都 株式会社Ｕ．Ｃ 6011101085080 動画コンテンツによる“育乳ブラ”の販売促進

東京都 株式会社浅野葬儀社 9011301000282 「コロナウイルス感染対策および非対面型サービスの構築」

東京都 株式会社ブルーフレイム 4010401131372 カリスマ校長先生が提供する、オンライン英会話学習事業。

東京都 ＤＡＩＬＹ　ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ － 飲食店営業におけるコロナウィルスに影響されない体制づくり

東京都 有限会社ヒラメキ工房 9010602030518
教育的知的独自玩具を自社サイトネット販売と折込広告を通じて新規顧客獲
得

東京都 花の食堂 － あたらしい生活様式に合わせた販売促進策の実施

東京都 株式会社Ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔａｓ 9011101076218 ＷＥＢセミナーとスマホアプリの連動による通販ビジネスの拡大

東京都 東京ボーテ － 前髪がくずれない「美的フェイスシールド」の製造と通信販売

東京都 後藤はりきゅう整骨院 － インターネットと動画を駆使してお客様に運動療法指導を行う事業

東京都
創造の杜ｆｉｒｓｔ＿ｆｉｒｍａｍｅｎｔ－最初の蒼
穹－

－ オンデマンド機器導入と魅力的画面構築でＥＣサイト出店販路開拓

東京都 株式会社エアースタジオ 6010001100040 【デジタルアカデミーによる「オンラインサービス」の提供】

東京都 ＴＲＥＡＳＵＲＥ － セルフ美容を自宅でできる商品のインターネット販売

東京都 ＲｅｓｔＦｅａｔｈｅｒ － Ｚｏｏｍを活用した非対面型ビジネスモデルへの移行事業

東京都 株式会社ビッグ・ピンク 110010043207 国内音楽の情報発信やＥＣサイトの構築で音楽スタジオの売上アップ

東京都 ワナ・グルーブ － 消費者ニーズにあった商品開発及びオンラインでの普及活動

東京都 健美ｓａｌｏｎ２０１ － サロン経営者等へ贈るインスタグラム活用オンラインサポート事業

東京都 Ｌａ　Ｂｅｌｌａ　Ｖｉｔａ白金台 － 【非対面型で提供する小顔セルフケアオンラインセッション】

56 / 107 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。

東京都 株式会社ＹＵＲＵＫＵ 2120001180587 教室からネット授業へ、ウォーキング教室の非対面型への事業転換

東京都 ＰＯＷＤＥＲ　ＲＯＯＭ － 『ギャラリーに撮影スタジオ・テレワーク環境の機能をプラス』

東京都 武器商人 － クリエイター向けに月額制で動画素材を販売し、新たな顧客獲得

東京都 臼井　淑子 － オンラインによる研修、コンサルティング事業

東京都 株式会社兩國百香堂 3010601051974 オリジナルブレンドハーブティーの非対面ビジネス化と販路開拓

東京都 諏訪晋平 － ＥＣサイト構築による販路開拓、生産に伴う新規雇用

東京都 株式会社ロイスワン 9011101069667 〔軽キッチンカーを活用したランチ出店での新規顧客獲得〕

東京都 一信堂印刷株式会社 1010601008745 刷版不要体制の構築による制作部門のテレワーク環境の整備

東京都
株式会社マンション給排水改修センター
一級建築士事務所

4011701021478 給排水管リモート診断機材の開発と普及・オンラインセミナー開催

東京都 エグゼマリッジ － 婚活イベント・セミナーと婚活カウンセリングのオンライン化による販路開拓

東京都 株式会社早慶道場 8011101054892 「非対面授業推進及び広報活動による包括的コロナ感染症対策」

東京都 行政書士会社設立エクスプレス 非対面型オンライン相談による外国人と外国企業の誘致事業

東京都 株式会社マイルートプラス 8010701034957 コロナ鬱を解消するオンライン型企業研修の全国展開

東京都 有限会社ニューグロ＿リ 5010002004605 宅配とテイクアウトの実施と店舗の売り上げアップ

東京都 リアライズ社労士事務所 － オンライン労務手続きサービス開始による非対面ビジネス転換事業

東京都 東商住建株式会社 4011701005605 対面接客からＶＲを使った非接触型の集客と接客方法への転換

東京都 株式会社辻屋本店 3010501035838 ライブ発信とライブ接客で取組む浅草老舗履物屋へのどこでもドア

東京都 セラピスト　青野　千春 － 月額課金型でのオンラインサービスの提供で全国展開の実施

東京都 株式会社エクスプレスＪＳＣ 3011101086981 留学生人材就労支援オンライン非対面化で生産性向上！

東京都 株式会社オルドラゴ 9010001116414 サービスのオンライン化に伴う新規事業展開

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｔａｉｒａ － サービス提供場所を「３本」に分散し、売上維持と向上を実現

東京都 ＰＲＡＫＡＳＨＡ － 断食・栄養・食事指導サービスのＩＴ活用とオンライン化事業

東京都 株式会社Ｂ．Ｍ．Ｃ 1020001090418 ＢＭＣウェブスクール開校による新たな挑戦

東京都 株式会社ｎｏｔ 8013301039343 愛イヌ・ネコのためのダイエットを起点とした「オンライン外来」

東京都 株式会社Ｅ－Ｖｏｉｃｅ 8010001188702 企業向け研修サンプル動画制作による新規顧客の獲得

東京都 株式会社Ｄｅｆ　Ｆｅｌｌｏｗ 2010001157290 コロナもノックアウト！オンライン観戦による新規市場開拓戦略

東京都 府中そるぶ治療院 － 薄毛でお悩みの方向け「オンラインカウンセリング」

東京都 株式会社真田製作所 5010501005021 ＢｔｏＢ製造業のＨＰを活用した非対面接触型営業体制の構築

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　Ｃ５ － ネット配信「ダンス発表会」による新規顧客獲得

東京都 ＡＬＴ　オルト － ３次元データーの活用促進と３次元模型製作によるノンストップ型デザイン

東京都 安藤ファーム － 冷凍チーズフォンデュ・キッシュ・デザートの通販計画

東京都
ボーダーレス／コーチングインターナショ
ナル

－ ウエブサイトを活用した国内中堅企業向けコーチング契約販路拡大

東京都 利宏合同会社 4013303003920 海外卸売から自社開発商品を主体とした小売とＥＣ販売の強化事業
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東京都 Ｖａｌｏ － 自宅でお試しできる照明器具の販売サイトで新規顧客を獲得する！

東京都 株式会社マネジメントイノベーション 2012401022413
オンラインマネジメントコーチング（リモートコンサルティングによる顧客経営支
援）

東京都 ＥＮＥＬＬ株式会社 3010401142825 非対面手法で「資源」を提供し、健康をお届けしたい

東京都 ＬｕｎｅＢｅａｕｔｅ － 滞在時間を短くするクイックエステ導入及びおうちエステの強化

東京都 ＦＯＯＤＪＥＷＥＬＲＹ株式会社 2010401125715 オーガニック菓子のオンラインによる非対面販売

東京都 アロマ＆氣功セラピーサロンｍａｎｉｍａｎｉ － アロマ＆氣功オンラインレッスンの開発・販路開拓

東京都 和田写真事務所 － 動画を活用した受注アップの取り組みとオンライン撮影セミナー

東京都 Ｅｐｉ厨庵（エピキュリアン） － 新規ホームページによるオンライン予約と通販の強化

東京都 むらやま整骨院 － スポーツを行う学生や障害に悩む人のためのＷＥＢコンテンツ作成

東京都 株式会社シンク 3010401087731 オンライン窓口による非対面型営業強化と月額制ＨＰ作成の開発

東京都 株式会社キズナキャスト 9011101049719 【一般向け研修事業開始とインターネット広告による新規顧客獲得】

東京都 ｍｉｒｅｇａｌｏ － 「食」を通して笑顔に出会える空間「ｍｉ　ｒｅｇａｌｏ」

東京都 有限会社丸安 6010002014611 ＥＣサイトによる非対面受注増加と店舗印象改善による単価向上

東京都 株式会社幼児さんすう総合研究所 4010901035486 幼児さんすうオンラインコミュニティサロンの運営

東京都 株式会社中谷 7010001201556 デリバリー・インターネット事業への業態転換による新規顧客獲得

東京都 株式会社クロカンブッシュ 9011001052649 コロナ禍でのウェディングドレスの集客見直しと通販事業の拡大

東京都 チトログッピス － オンライン化を通して新規顧客の獲得とプロモーションのための投資

東京都 株式会社ＢＥＹＯＮＤ 2010401098795 オンラインツアー・イベント等の地方創生を目的とした観光ＰＲ

東京都 アイル株式会社 5011701018671 教室の感染防止対策、ネット回線利用及び短期集中募集強化

東京都
株式会社クリアトータルコミュニケーション
ズ

6010401134142 オンラインによる就活応援プロジェクトの実施

東京都 株式会社宇野刷毛ブラシ製作所 6010601047549 ＷＥＢの最大活用で顧客＆売上増大のための非対面型販売の構築

東京都 株式会社予防医学研究所 2010001139074 ダイエット電子ＢＯＯＫ販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

東京都 橋本鍼灸院 － 鼻づまりでお悩みの方向けのセルフケア商品・サービスの販売促進

東京都 株式会社トーキョーボウズ 2010901031140 非対面で提供する法人懇親会と企業研修向けの謎解きゲーム

東京都 暁法律事務所 － ホームページ見直しによる「外資系企業の労働問題」の顧客開拓

東京都 リック － オンライン商談の導入とＷＥＢサイトリニューアルによる新規顧客獲得

東京都 中谷さや － オンラインスクールへの転換とＷｅｂ広告を利用した販路開拓

東京都 駒井倫久税理士事務所 － コロナに勝つ！ＩＴを駆使した戦略的事業（新規税務顧問先獲得）

東京都 有限会社キャリーカンパニー 5011702017409 お弁当ＥＣサイト「美味（ウマ）デリ　Ｔｏｋｙｏ」の運営事業

東京都 合同会社Ｓ＆Ｃトレーナーズ 9080103001714 オンラインサービスの確立と個人顧客への販路拡大事業

東京都 株式会社ＦＡＣＴＯＲＹ オンラインによるパーソナルトレーニング導入プロジェクト

東京都 響芸インターナショナル合同会社 8010003016464 １席の価値を上げる非接触型生演奏の導入事業

東京都 土屋乃予フラメンコスタジオ － オンラインｄｅスペイン留学　もうパスポートはいらない
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東京都 株式会社ＧＯＭＢＡＹ 11101091478 オンラインによる高音質演奏動画配信とリモートレコーディング

東京都 ｓｕｇａｒ．ｃ － ＩＴ導入で集客と販路拡大＆新規設備で非対面化とサービスの充実

東京都 エンジェル・ローズＡｙａｋｏ － 「全国の女性の安心と幸せを育む在宅学習オンラインスクール」

東京都 株式会社Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 2010001207104 トータルビューティサロンにおける非対面型カウンセリング事業

東京都 ヨシトリップ － 非対面音声観光ガイドとそのシステム開発

東京都 小野木梨衣 － オンラインでのスピーチ指導とＹｏｕＴｕｂｅでの話し方講座配信

東京都 有限会社ユイプロモーション 3010002049346 非対面形式で作成するハイクオリティな動画音声素材の販売。

東京都 株式会社フールミーソリューションズ 2011801024837 台湾バイヤー向けリモート商談会システム

東京都 マケナエンタープライズ株式会社 1336045090231 プロの味を日本全国へ届ける非対面型ＥＣ食品販売事業

東京都 リスナーズ株式会社 2011101057026 Ｗｅｂ広報オンラインコンサルティングの非対面型販路拡大事業

東京都
株式会社ヴァリエンテプロパティーマネー
ジメント

4011101045912 非対面化への転換と移動販売の取組み

東京都 有限会社ウエル 7010002000817 「オンラインショップの構築による販路拡大」

東京都 株式会社スプール 4011001062834 ３Ｄシミュレーターシステム試作と販売サイト制作による販路拡大

東京都 レストランタニ － 「おうちで本格フレンチ」テイクアウトメニューの提供体制確立事業

東京都 梓不動産販売株式会社 9010801019907 動画配信サービスを実施して不動産所有者の悩みを解決する事業

東京都 株式会社中江 1010501009513 宅配事業の新規導入に伴う業態開発、環境整備および販路拡大策

東京都 有限会社りべーろ 8011002032469 ・ＥＣサイトによる非対面販売の構築と新規事業の確立

東京都 株式会社ＢＯＮＨＥＵＲ 5011301021555 ＺＯＯＭキャバクラＣＬＯＶＥＲ

東京都 ＳｈａｍｐｏｏＳｅｌｅｃｔｉｏｎ － 非対面式美容室による新型コロナウイルス感染拡大防止計画

東京都 株式会社ｇｒａｎｗｏｒｋｓ 8011301023689 Ｗｉｔｈコロナ下でも発展、繁栄できる魅力ある店舗づくり

東京都 ＲＯＣＯサロン － ホームページを活用した非対面での接客と販売体制の構築

東京都 Ｎａｉｌ＆ＥｙｅｌａｓｈＲＯＣＯ － ネイルチップのオンライン販売とＨＩＦＵ機器導入による新規顧客獲得

東京都 ＲｏｕｌａＴｉｍｂｅｒｌａｋｅ合同会社 7010803002342 ブランドかき氷の販売による新しい非対面コアコンテンツの確立

東京都 株式会社プロジェット・スフィーダ 7011001064282 宮古島×イタリアで彩る次世代ヒット商品発掘プロジェクト

東京都 株式会社Ｓループ 3010401084043 利用者の安心と安全性の確保を顧客の呼び戻しと新規開拓へ

東京都 大坂や茶店 － 自社ＥＣサイト開設、一人で運営管理できるシステム環境作り。

東京都 インピゲル株式会社 4011001105766 芸能系技術職のプロが教えるオンラインセミナーの開設

東京都 有限会社楠元 2011002004416 非対面営業とテイクアウト業務導入への取り組み

東京都 メソッド株式会社 3011801021156 小規模トレーニングジム向け顧客管理プラットフォーム開発

東京都 ｔｒｅｅｅ －
キッチンカーによるバナジュースと焼き芋の移動と既存事業のWEB ショップによる ネッ
ト販売の宣伝による販路 の宣伝による販路 ・新規顧客獲得と売上の拡大。

東京都 有限会社スナッグ 8011002031322 ＨＰ制作によるテイクアウト商品の販路拡大とタイ風焼肉ムーガタ

東京都 株式会社テックドクター 6010001201945 アプリケーションを活用したヘルスケアコンサルティング

東京都 株式会社エイチアイイー教育社 9010601056217 オンライン授業の導入ならびに感染症拡大予防対策
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東京都 株式会社かざと 7010601050626 「助六寿司」の商品化とデリバリで法人からの注文獲得を強化

東京都 有限会社モーズデザインコンセプト 5010402022636 ＵＡＥを起点とする新たな海外収益基盤の確立

東京都 ロトンド・インターナショナル合同会社 3011003007185 「テイクアウトと弁当。おいしいひと時を店外で提供する試み」

東京都 Ｅｎｓｏｅｉｌｌｅ － 赤身肉・熟成肉に特化したオンライン料理教室の構築

東京都 株式会社プロセスナカムラ 7010101003530 エンドユーザー向け非対面型配送サービスの新規事業開始

東京都 － オリジナル子供服のオンライン販売事業

東京都 有限会社蛍 5010502020738 テイクアウト新規事業の為のＨＰ製作と安心安全な店舗作りによる来店客増

東京都 中村ハーバー株式会社 2011001124768 デリバリー美容室の展開

東京都 ティーチャーズ株式会社 3010401146082 「マインドフルネス及びヨガによるストレス対策アプリ開発」

東京都 丸市珈琲ｍｕｌｔｉｃｏｆｆｅｅ －
インターネットを利用した「自家焙煎コーヒー」と「独自企画した新商品」の宣伝
と販売

東京都 株式会社マヴィーブル 2010901041783 サロン事業のオンライン化とＢｔｏＣ向けの新規商品開発

東京都 株式会社ニューエイジ 6013301030510 マッサージ施術動画のインターネット販売と宣伝ページの制作

東京都 株式会社ＬＵＸＵＲＹ 1010401150350 テイクアウト・デリバリー用ＨＰ制作とＹｏｕＴｕｂｅ動画広告

東京都 スマイルラボ株式会社 3010401070010 新商品開発と宅配冷蔵車による販路拡大、新規顧客獲得

東京都 Ｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎｌａｅｒａ － コロナウィルス感染症対策の為の既存客の保持と新規顧客開拓

東京都 磯沼ミルクファーム － 牧場の動画配信と電子カタログ制作による非接触型の販売促進

東京都 キュウ整骨院 － 在宅でできるオンライン治療カウンセリング開拓と良質な自費治療

東京都 有限会社ムーブアートマネージメント 1011002028416 新規顧客層に向けたオンライン展覧会やイベント開催、販路の開拓

東京都 マイルストーンコンサルティング合同会社 2011603002256 『経理財務部長代行サービス』による盤石な会社経営のサポート

東京都 株式会社ＧｉＦＴ 8010001201118 オンライン完結型採用サービス「飲食転職ナビ」の開発

東京都 デジタル・シンフォニー・インク － 体験ギフト通販事業の拡張とホームページ構築事業

東京都 ＨＯＳＯＫＡＷＡ　ＡＳＩＡ　ＬＩＭＩＴＥＤ 3700150073425 ウェブサイト構築やショールーム改装による新規顧客獲得

東京都 ジャイロ総合コンサルティング株式会社 3010001108318 Ｗｉｔｈコロナ時代の完全オンライン研修事業と働き方改革オフィスへ転換

東京都 株式会社ｍｅａｌａｎｉ－Ｃｏｏ 8011001063738 アロマサロンのオンライン化と専門性広報

東京都 入沢図工 － オリジナル定番家具の生産とｅｃサイト新設による販路拡大

東京都 平澤ＦＰ事務所 － オンラインを活用した相談の強化と新規顧客獲得

東京都 株式会社戸田屋商店 7010001052041 「手ぬぐいマスク」の生産体制強化およびＥＣサイトによる販路開拓

東京都 株式会社邦楽ナビ 1010001135264 ＥＣサイト構築により非対面ビジネスへの転換と販路拡大

東京都 ＴＡＴ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ － ネットを通じた非対面による任意後見制度の活用支援事業

東京都 今枝国際行政書士事務所 － オンライン化による業務・業種の拡大と新規顧客の獲得

東京都 株式会社ステルラ 4010001198507 不妊治療のクリニック検索専門サイトでネットを通じ新規顧客獲得

東京都 キッズカフェフルハウス － テイクアウト開始につき宣伝力強化と設備投資

東京都 株式会社ビジョンワークス 6010401124085 研修のオンライン化による新規チャネル＆顧客拡大
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東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｙｏｋｋａ － 「犬の歯みがき士」を育成をするオンラインセミナーの事業化

東京都 松本庵路 － 「非対面インタビューと３密を防ぐ撮影」及びその宣伝活動

東京都 フラメンコプーロ － 身体の健康とリラックスを考えた非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社フルセイルカンパニー 2020001065443 対面販売型化粧品の非対面型販売モデルへの転換

東京都 株式会社耳 1010001123401 コンテンツ配信販売業務

東京都 株式会社フジック 3011401007464 ベラボンをインターネットで販促し売上アップ

東京都 はんこ工房都立家政店 － 『オリジナル商品をメインにネットを通じて顧客と売上の獲得』

東京都 東輝英語塾 － オンライン授業による通塾回数の減少と新入生獲得の為のＰＲ活動

東京都 株式会社Ｗｉｎｅｔｅｒｉｏｒ 8010001195475 ＥＣ兼接客カウンセリング及び講座のオンライン化による販路開拓

東京都 株式会社バードランド 5010401126215 感染防止策と有料ライブ配信による新規顧客獲得

東京都 有限会社林寛子事務所 7010802020485 動画配信スタジオへの転換と遠隔によるカラオケ指導事業の推進

東京都 株式会社アコット 7010901036110 ＨＰ開設による新規顧客の獲得とオリジナル商品の開発で市場開拓

東京都 Ｓｈａｒｅ　Ｓｔｙｌｅ　ＢＢＱ － キッチンカー導入による三密回避のサービス提供及び新規顧客開拓

東京都 ろうむや － 人事コンサルティング事業の非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ － 非対面型オンラインサービスの導入及びＷＥＢ販路強化

東京都 整体院和み － オンライン販売による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ｓａｎｓａ － お弁当（ランチ）おつまみセット（ディナー）のテイクアウト・デリバリー

東京都 株式会社オオヒロ 6011201015350 『店舗型』から『出張・出前型』への転換

東京都 ｕｋａ　ｐｌａｎｅｔ合同会社 7011603003002 起業女性支援非対面サービス向上のためのＷＥＢコンテンツ充実

東京都 株式会社マックス・ユア・ビズ 3011402018931 Ｗｅｂを活用したオンライン講座による販路開拓

東京都 一枠 － 秘伝のタレを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 ｌｉ・ｎｏｏｌａ － 女性向け非対面接客によるオンライン診断講座

東京都 株式会社カラ・プランニング 5010401084751 ドローンによる田畑（圃場）のリモートセンシングとそのレポーティングサービス

東京都 株式会社ファッションエリアパリジャン 5011001020122 ＨＰリニューアルとＥＣサイト開設で手作りＴシャツ等の販路開拓

東京都 株式会社Ｄｅｃｏｌａ　Ｒｅｓｉｄｅｎｔｉａｌ 1011001063380 ＨＰ上の動画を活用した「抗菌リフォーム」の広報活動

東京都 Ａｒｔｉｆｙ　Ｄｅｓｉｇｎ － 【インスタグラム分析ツールサービスの導入】

東京都 宏明産業株式会社 3010701022990 お客様に安心安全と認識され信頼されるお店作りを図る

東京都 合同会社Ｒｅｖｅｒｉｅ 7012303001097 非対面型ビジネスモデルへの転換（オンラインレッスンの実施）

東京都 ＦＬＥＵＲＳ　ＢＥＮＩＴＥＳ － オンラインショップとプロジェクター活用の非対面ビジネス開拓

東京都 株式会社スペサン 9012401029988 オンライン結婚式プロデュースサービス開発による販路開拓

東京都 ＨＩＲＯＫＯ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ － オンラインに特化した料理教室を強化し新規顧客獲得を狙う

東京都 Ｇｏｌｄ－Ｌｅａｆ － 対面型個別指導からオンライン型個別指導への転換事業

東京都 なか村 － ネットを使った家具等の販売とオーダー木製作・施工の販路開拓
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東京都 レデックス株式会社 1012301006500 障害児支援施設の非対面型個別支援を行うサービスの販売促進活動

東京都
有限会社ＣＨＩＣＫＥＮＭＡＮ’Ｓ　ＣＯＲＰＯ
ＲＡＴＩＯＮ

9010402026591 お店に来られないならこちらから出向くローストチキン屋の挑戦

東京都 株式会社Ｖｉａｎｄｕ 3010001209108 除菌剤などのＯＥＭ商品の開発と通信販売の開始・販売促進活動

東京都 株式会社伸興物産 8010001046174 オンラインショップ開設とそれに伴う商品開発・広告宣伝活動

東京都 ＬＩＦＥ　ＭＡＲＣＨＥ － 【業務用洗剤のＷＥＢ販売（マニュアル・スポンジ・ヘラ付き）】

東京都 有限会社伊豆屋 1010402001271 店内安心改装と、非対面販売のための通販ホームページ開設

東京都
有限会社フリーダムカスタムギターリサー
チ

3011502013221 サプライチェーンの毀損を克服するためのレーザー加工機導入

東京都 ポチャ － 非対面型ビジネスモデルの転換　ウーバーポチャ大作戦

東京都
株式会社アビリティブルームコンサルティ
ング

7010001196656 オンライン研修「ＡＢＣプレミア会員」教育事業

東京都 ＢＥＬＬＵＰ － 仕入れロスを利用した（非対面）無人販売所での切花の販売

東京都 ブランディーユ － フラワーアレンジメント教室及びフラワーギフトのオンライン対応

東京都 株式会社ＣＰＩ 8010001079356 オンラインコンテンツ推進プロジェクト

東京都 ＬＯＣＡＬステーキハウスワタナベ － インバウンド販促・顧客との接触機会を削減する注文システム導入

東京都 ふれあい株式会社 9013401004980 貸し会議室集客チャネル拡大および完全遠隔管理環境の実現事業

東京都 有限会社みどり 4010502011250 民謡ライブ配信への展開

東京都 株式会社インフィニティ 5011201019039 「業界初オンラインで組織開発」による差別化で販路開拓

東京都 ｎａｎａｂｏ － クラフトワークショップ等のオンライン配信開始による販路拡大

東京都 合同会社Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｄｕｂ 2010703002380 回線補強技術を利用したハイブリッドイベントの提案と技術提供

東京都 有限会社金太郎 3010002001744 テイクアウトの開始及びキャッシュレス推進

東京都 ＳＵＯＮＯ － 気軽にイタリアン～毎月おすすめパスタを自宅で堪能予約サイト～

東京都 株式会社二宮 6011001017349 国内ムスリム向け新商品ハラール冷凍食品製造による新規顧客獲得

東京都 株式会社ばさら 1011101090069 テイクアウト・デリバリー事業の強化

東京都 はり・きゅう・養生たまご堂 － リモート相談を活用した患者ニーズの対応と患者誘致事業

東京都 株式会社ＡＣＥ　ＢＬＵＥ　ＪＡＰＡＮ 8011101071541 新規顧客開拓に向けたオンラインシステムの構築

東京都 Ｇｉｆｔ株式会社 9010401141086 ＷＥＢサイトやＳＮＳを活用した、非対面型の販路拡大

東京都 株式会社ビュッシー 4010901023689 【ロボクープ機導入による働き方改革と新商品開発】

東京都 東京インドアゴルフ株式会社 3011001103936 ゴルフオンラインレッスンの導入と非接触型指導による販路拡充

東京都 有限会社プライミング 9010902025110 講座等のオンライン化による販路開拓及び商品開発と業務改善

東京都 カットスタジオショウ － 非対面化した営業と新規遠隔サービスへの取り組み

東京都 株式会社ＺｅｎｍｕＡＩ 4011101087293 小規模飲食店のコロナ対策を支援するためのＩＴシステムの販売促進

東京都 ＱＲ　Ｇｕｒｕｍｅ株式会社 5011501025174 ｗｉｔｈコロナに備えた、新たな外食産業支援の取り組み

東京都 有限会社東伸フーズプランニング 6010602032772 ネット、その他で炊き込みご飯の素の販売（深川めし等数種類）浅利ご飯

東京都 株式会社アクトシス 4010401091939 日本国内で小ロットの名入れグッズ商品事業
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東京都 小林　弥生 － 龍神画のオーダーメイド制作サービスのオンライン化

東京都 株式会社ＵＢＩＱＳ 7010401145287 新規オーナー獲得のための非対面業務の拡充

東京都 エステサロンＳＵＨＡＤＡ － ＳＮＳやＷＥＢでの販路拡大とオンラインサービスの開発

東京都 ＣｈｏＣｈｏＧＲＥＥＮ － ハーブボールの通販と通信講座の拡充による非対面型事業への転換

東京都 有限会社花月 6010002001460 オンラインショップリニューアル及び個人客層への新商品開発

東京都 串焼きと地酒ひらく － 焼鳥の新規販売システムの構築事業

東京都 株式会社ヒューマン 6010901027548 イベント推進事業者のオンライン連携業務遂行システム構築

東京都 株式会社ＳＴＡＲＢＡＳＥ 新規ＷＥＢイベント企画とＥＣサイト制作事業

東京都 株式会社井之口笑店 4011101058600 テイクアウト・デリバリー事業の強化

東京都 グットドレザン － テイクアウト・デリバリーによる非対面型ビジネスモデル構築

東京都 有限会社ビルドコンサルテーション 5010102010627 Ｗｅｂによるポスティング発注を周知する動画制作で販路拡大

東京都 株式会社日本橋ＯＩＫＡＷＡ 8010001165098 「本場京懐石料理のお持ち帰りおよび業務オンライン化」

東京都 ｎａｍ － ・ＥＣビジネスによるＥＵ圏内・世界への販売促進、富裕層新規顧客の獲得

東京都 Ｒｏｕｖｌｅ － ＳＮＳ映え！ホームパーティー用バルーンの非対面型販売事業広告

東京都 リカバリー － 全国のメンタルヘルスの悩みに寄り添うオンラインカウンセリング

東京都 Ｓｔ．Ｓｏｌｏｍｏｎ株式会社 1010901012645 リモートコンサルテーション事業

東京都 株式会社オウンスタジオ 4010401108916 オンライン映えのするレディースオーダースーツのオンライン購入

東京都 株式会社ＤＩＡＭＯＮＤ 1010001187181 現代アートアパレル化、オンライン販売

東京都 ＳｈｏＷａｙ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ － 留学業におけるｗｅｂと紙媒体を合わせた新規営業手法の確立

東京都 三浦塾ＣｈａｎｇｅＭｏｒｅＢｅａｕｔｙ － 本格的オンライントレーニングシステムの導入と販路開拓

東京都 ダンススタジオウップス － 動画サイト品質向上によるオンラインダンスレッスンの集客拡大

東京都 想画 － 「ありそうでなかったはちみつスプーン」の非対面型販路拡大事業

東京都 レアーズハウ有限会社 1010502015346
全国のお客様に特に日本に住む欧米人への冷凍イギリス、ヨーロッパ料理を
通販にて非対面で販売

東京都 株式会社ランプロス 5010001110008 英単語スマホアプリの新事業とメディアを利用しての営業戦略

東京都 株式会社ＡＸＴ 9011101058595 オンラインによる学習指導とインターネット広告による販路拡大

東京都 株式会社つばさコーポレーション 2011301014058 自社サイトの開設による非対面での販路開拓と新規顧客獲得

東京都 わらいふ － 「オンライン茶道教室」による販路開拓事業

東京都 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＹＡＵＹＡＵ － 革のかごバックと内袋のＥＣサイトを活用したセミオーダー販売

東京都 遠藤晃顧客教育研究所株式会社 5010901029537 研修のＥラーニング化による場所時間問わず受講可能な環境構築

東京都 有限会社ポルカドット 2011102027432 手作り菓子の味を日本全国へ届ける非対面型ＥＣ販売事業

東京都 ａｙｕｍｉ．ｍｉｔｓｕｋａｎｅ － 既存及び新規ブランドのｅｃサイト構築による非対面販売

東京都 かじたいずみチーズ教室 － オンライン講座のためのチーズ小分け配送および配信の環境整備

東京都
インナープロモーションネットワーク株式
会社

6010801001090 先進のウイルス対策を提供する「ＩＰＮｅｔ」ブランドの構築
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東京都 ＡｍｉｃａＳｔｕｄｉｏ －
オンラインコーチング等を取り入れた、非接触・非対面型ビジネスモデルの導
入

東京都 ふじ － 焼鳥の新規販売システムの構築事業

東京都 隈取屋本舗 － 自分で隈取セット・自分の隈取Ｔシャッツの販売

東京都 株式会社すえよし 2010401135912 「食材・料理人・知恵」三重のブランディング化プロジェクト

東京都 Ｅｎａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｃ． － 主体的・対話的深い学びのリモート授業デザイン・企画・運営支援

東京都 株式会社ＩＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮＳ 3020001105512 オンライン授業・オンライン講座の開始

東京都 キッチンわたりがらす － “医食同源”オーガニック手づくり総菜の通信販売

東京都 株式会社プレジャークルーズ 6010701016065 屋形船大江戸コロナ対策プロジェクト

東京都 ムーンリンク株式会社 2010701036629 インド視察事業とコミュニティのオンライン化

東京都 有限会社グラビテート 1011002036088 ＥＣサイト構築による自社ブランド商品の販路開拓とブランド力強化

東京都
特定非営利活動法人農商工連携サポート
センター

5010005014733 「ちよだいちば」ご当地通販事業の立ち上げと新規顧客獲得

東京都 美麗Ｋｉｍｏｎｏ＆Ｃｕｌｔｕｒｅ － 新しい学び場「クリティカルシンキング×国際関係学」の提供

東京都 一声会さくら整骨院 － 小型超音波治療器によるセルフ治療と訪問診療時の非対面化

東京都 合同会社ＰＳＶ 8010003030622 動画講座による販売促進事業

東京都 株式会社Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｆｒｏｍ　ｆａｉｌｕｒｅ 6010001183762 新型コロナを乗り越える為の「非対面型サービス」の実現

東京都 株式会社フィールドデザイン 9011001066533 企業向けオンライン研修の実施と販路拡大

東京都 キートスデザイン株式会社 1010501029387 非対面打合せ導入と家具・什器通販事業向けＥＣサイト刷新事業

東京都 Ｔｏｕｃｈ　ｆｏｒ　Ｗｏｒｌｄ － 在宅ワーカーとセラピストのための健康増進オンライン講座開発

東京都 Ｙｔ合同会社 1010603008009 業態変更・ＥＣ販売で生き残りをかけた新規顧客獲得

東京都 ＬｉｔｔｌｅＧａｒｄｅｎ － ｗｉｔｈコロナ時代を見据えたオン／オフライン融合営業計画

東京都 すみれ書房株式会社 4011001125509 自社サイトでの販路強化および販売促進事業

東京都 株式会社ＦＬａｃｅ 4040001100007 安心して飲食店をご利用いただき、新規顧客獲得に繋げる内装変更

東京都 株式会社ディールゲート 3010001116923 ＶＲ機能付き不動産物件情報とオンライン商談機能付きサイト構築事業

東京都 ムーンライトウェイヴ株式会社 3010701018741 オンライン記者会見で話題作り、新ＰＲ手法で海外顧客を開拓

東京都 有限会社トータル総健 3010902010621 非対面型の双方向カウンセリング用ランディングページの作成

東京都 株式会社愛 2021001010744 エンタメコンテンツのオンライン化による飲食店の生き残り戦略

東京都 Ｐｒｅｔｔｙ　Ａｎｇｅｌ　ＲＧ株式会社 1013301038120 オンライン新体操教室で目指せオリンピック選手事業

東京都 ＩＤＡカイロプラクティック － 非対面化した営業によるカイロプラクティックの普及

東京都 有限会社竹島内装 9010402007939 オンライン商談可能なＨＰと建築関連資材、工具販売サイト制作

東京都 向島松むら － 新規顧客へＰＲ、非接触レジの導入

東京都 善屋 － テイクアウトの認知向上＆オンラインによる販路拡大事業

東京都 Ｇｌｏｂａｌ　Ｕｎｉｔｅｄ　Ｊａｐａｎ株式会社 1010401136432 新生活様式に対応した非対面での受注による新形態での販売事業

東京都 合同会社Ｌａ　Ｔｒａｄｉｔｉｏｎ 7010803002490 ・方向転換によるＥＣサイトの構築で販路拡大と新規顧客獲得
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東京都 山田堂 － ○インターネット販売システム構築による新規販路開拓事業

東京都 アスルート － コロナに打ち勝ち売上向上のためのオンラインサービスの確立

東京都 寝占　友梨絵 － ネット販売用デジタル音楽コンテンツ制作と非対面型販路拡大整備

東京都 有限会社メディア・アート・リーグ 3010902023953 「本物の日本遺産イニシアチブ」のＥＣサイトによる電子出版事業

東京都 ライフコーチ － コーチング技術習得のためのｅラーニング開発による新規顧客獲得

東京都 表参道Ｂｅｓｔ　Ｔｒｅａｔ整骨院 － オンライン健康支援サービスと高周波機器による新メニューの提供

東京都 株式会社ＦＡＤ　ＲＩＤＥ 6010401122964 焼肉専門店の非対面での販売経路の獲得事業

東京都 株式会社アイリンクス 8011801024518 地域初。売却物件と自然災害の家屋損傷をオンライン同時調査事業

東京都 株式会社ルーチェグループ 3010401086766 自社ブランド商品開発とＥＣサイト構築による新販路開拓戦略

東京都 七りん半 － 外部サイトを利用したテイクアウト販売の強化と生産性向上の促進

東京都 株式会社アルボス 4010001201443 求職者の採用面接及び従業員の勤怠管理に対する環境整備とオンライン化

東京都 ドリームムービー株式会社 2010001132624 サブスク化と個人顧客比率増のためのＷＥＢを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社小池屋 7010501003865 新作浴衣の動画販促とオンライン仕立てサービス

東京都 1010401077107
当店人気メニューを新たに商品化し、ＥＣサイト等非対面販売による販路拡大
プロジェク

東京都 ｃａｆｅきちなん福郎 － ＥＣサイトによる国外での日本酒販売の販路開拓

東京都 株式会社ＭＩＲＵＭＥ 4010401120061 「女性の声を商品化」通販ＥＣサイトスタートで売上アップ

東京都 株式会社ウィズマーケット 6011101047444 「失敗しないための経営脳」を鍛えるオンラインサイト

東京都 Ｑｅｓｈｅｔｈ － ホームページによる非対面型サービス集客とＥＣサイトの構築

東京都 酒・肴くりや － 座式への椅子席導入による集客及びネットを利用した販路開拓

東京都 アルタミラ － ＢｔｏＢ強化に向けた新たな販路開拓のための展示会出展

東京都 バイブリーコート － リアルタイムなオンライン接客

東京都 津田　祥太郎 － オンライン音楽瞑想事業

東京都 株式会社ａｄ　ｌｉｂｉｔｕｍ 1010701036943 キッチンカーによるお弁当の移動販売、及びケータリング

東京都 株式会社こぶた舎 6010001179521 新しい試食方式とネット活用による新規顧客獲得

東京都 株式会社日本健康経営 8010001188173 ＷＥＢサイトとＬＩＮＥ販促によるオンラインセミナー／相談の開催

東京都 やきとりたけうち － やきとりのデリバリーサービス開始と店舗改装による売上拡大

東京都 Ｍｕｓｅ　Ｅｎｄｅａｖｏｒ株式会社 7010401139231 臨場感を損なわない高画質・高音質な無観客ライブ配信事業

東京都 株式会社矢島美容室 3011301021929 オンラインで選んでカウンセリングする着物レンタル事業の展開

東京都 株式会社アカミー 3011001113076 Ｗｅｂ上で髪の毛のお悩みカウンセリングとソリューション提案

東京都 ＮＰＯ法人ジャパンハートクラブ 9011005001643 ＪＨＣ認定トレーナー事業（ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ学習のシステム）

東京都 頭ほぐしサロンゆめゆら － 上級睡眠健康指導士によるオンライン睡眠相談

東京都 張　玉美 － 日持ちする焼菓子の開発と新設オンラインショップでの拡販

東京都 株式会社入船屋フード＆ワイン 1010001128383 ネットショップ開設や商品供給体制の整備による販路開拓
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東京都 ニキータ４音楽事務所 － 配信ライブ・オンライン指導・教材での新しい音楽提供を目指して

東京都 カットブレイクＳＨＯＷ － 衛生面に配慮した店内改装による新規顧客の取り込み

東京都 Ｂａｒ　Ｐａｌｉｎｋａ － 飲食店のＥＣサイト構築による飲食領域外の生存戦略

東京都 オフィス小夜子 － 「ＤＶＤ教材とｅラーニングを組み合わせたオンライン授業の構築」

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｗａｖｅｓ － オンラインライブ配信システム構築

東京都 株式会社ＺｅｉＬａｂ 9010001195144 ＷＥＢ面談予約システム構築等の非対面型ビジネス転換に関する事業

東京都 株式会社トレンドオンライン 5010401144431 記事作成における管理システムの開発

東京都 有限会社オービット 9010402029611 「山形牛ローストビーフ等新たな商品開発とＥＣ販売」

東京都 株式会社コスモクオーク 6010001150787 素粒子ノウハウを用いた高品質の自社商品を中国越境ＥＣで販売

東京都 株式会社アリエル 7010401083033 コロナ禍でもこだわり素材を使ったジュースで健康を届け続けたい

東京都 都立満腹大学セイギのミカタ － コロナ感染防止！３蜜回避型「相互連携飲食店プラットフォーム」

東京都 株式会社ＫＴＹ 5011001109964 顔専門の美容コンサルタントが製作した高級マスクの拡販事業

東京都 株式会社日本カメラ社 4010001061929 ホームページリニューアルで非対面型ビジネスのＥＣ売上増

東京都 ｙｏｇａ－ｃｈａｎ － 非対面型遠隔型オンラインレッスン活用による在宅ヨガの推進

東京都 Ａｌｉｅｌ＆Ｃ。 － コロナ対策用品・猫用品等新商品開発とＢｔｏＢサイトの構築

東京都 ＭＫ保険ソリューションズ株式会社 1011301020932 カーリースを手軽に。非対面型審査で簡単審査＆申込

東京都 ＢＯＯＫＳ青いカバ － Ｗｅｂサイトを活用しての情報発信と古書仕入先の新規開拓

東京都 有限会社メニサイド 8011802024021 「海外も認めた新規性のある紙布商品のコロナ禍での新規顧客の獲得」

東京都 ＢＬＩＳＳ　ＥＶＥＮＴＳ株式会社 5011001062016 『オンライン型企業向け研修の開発と新規顧客開拓のＨＰ制作』

東京都 有限会社ピースメイキング 8010102010715 生産効率アップによる安定生産と健康食品による新規販路開拓

東京都 株式会社ＳＴＯＲＹＳＶＩＬＬＥ 7011001053599 自宅で学ぶファッションアドバイスオンラインサービス

東京都 株式会社スリースターズ 3010701034581 オンライン完結型・会議運営サービスによる顧客獲得

東京都 筋肉ダルマ家 － 宅配デリバリー＆テイクアウト筋肉ダルマ家の一部へ

東京都 合同会社雲水 9010903005334 営業活動の非対面化のためのコンテンツ制作

東京都 有限会社バモ 8010002046925 ネットを通じた新規顧客獲得と販路開拓

東京都 株式会社空海 6010001148699 英国リトルポッド社製天然バニラ香料製品のネット通販事業

東京都 ミハマ技研株式会社 3011501004551 車両専用飛沫防止パーテーションの設計・製造・販売

東京都 合同会社ダルマ 5011503004201 ホームページを活用した販路開拓と非対面販売への挑戦

東京都 アンジェラ － 当サロンサービスのホームページ作成による販路開拓

東京都 めると － 独自ＥＣストアの構築によるブランド力強化と新製品の開発

東京都 株式会社ビーシード・アソシエイツ 6013201018837 新型コロナウイルスと共存しながらのより安全安心な空間創り

東京都 ＳＨＡＲＡ － 【特選ネイルケアＥＣサイト＆ネイルオンラインサロン事業】

東京都 シンク・エイ株式会社 9010401143074 Ｗｅｂシステムの構築による非対面営業・非対面コンサルの実現
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東京都 ＬＩＬＹ　ＳＯＵＲＩＲＥ － ＥＣショップを活用した販路拡大

東京都 ＰＲＥＧＩＡＴＯ株式会社 6040001086748 マスクによる肌荒れケア！保湿美容液による美肌活動ＰＲ

東京都 有限会社アイランドプランニング 4010602029878 【オンライン型“ダイビングスクール＆ショップ”事業の展開】

東京都 スピリッツインターナショナル有限会社 5010802020636 「プロも納得のお酒を、ご家庭で」ネットプロジェクト

東京都 株式会社貴闘力 5010601040884 焼肉専門店の持帰り弁当販売＆店内の感染予防対策による売上増加

東京都 株式会社もんじゃやきくぅ 1010701033552 自宅で調理できるもんじゃ焼きキットをＥＣサイトで販売する

東京都 コインスペース株式会社 3010401122505 テレワーク環境整備による新業態コワーキングスペースの利用促進

東京都 株式会社Ｄｒｏｏｔｓ 4010001204438 【感染対策の非接触型ビジネスへ切り替えるＥＣページの導入】

東京都 株式会社アリセイ 1011101066201 北海道産の食材をのデリバリー開発

東京都 株式会社ネクストインターナショナル 7040001072879 ジャパンフルーツのブランディング強化と東南アジア向け輸出事業

東京都 株式会社華龍 100801022885 飲食店におけるコロナ感染防止対策の非対面ＩＴシステム導入

東京都 株式会社ＺＯＯ 1011301013473 リブランディングとテイクアウト活用でファンに象の耳をお届け！

東京都 株式会社オイコス 5010601043763 多言語対応非対面型チェックインおよび鍵渡しシステムの導入

東京都 株式会社ＡＩ 3010801028896 ネイルシールや生分解性ネイルチップのＥＣ販売事業

東京都 ＷＡＮＯＷＡネットワークス株式会社 3011001092964 子育て女性層に向けたオンライン型コミュニティ構築と展開事業

東京都 有限会社ハートハーブス 5020002065200 新商品開発と自家製マフィンの冷凍ＥＣサイト通販

東京都 株式会社亀右衛門 8010901018578 ホームページ制作による新規顧客・雇用の充実と開拓（スマホ対応型）

東京都 Ｇｒｏｗｉｎｇ　Ｓｅｅｄｓ株式会社 6011001123717 サービスのオンライン化に伴う新規事業展開

東京都 ｄｉｖｉｎｅ　ｔｉｅｄｅｕｒ － ＥＣアプリを導入し非対面でサロン専売商品を販売する計画

東京都 志コンサルティング株式会社 6011101088100 学習効果の高いオンライン研修と動画配信による非対面型サービス

東京都 合同会社パイオニア 8011003008278 リモートキャバクラＮＥＯ

東京都 Ｕｎｉ　Ｍｅｄ　Ｊａｐａｎ株式会社 9010001211033 自社商品拡販に向けたオンライン商談と販促への取り組み

東京都 株式会社ベネフィット 5011001041804 新型コロナ対応非対面型動画商談不動産カウンセリングサービス

東京都 株式会社ブレーンスタイル 4010801028870 オンライン面談及びＷＥＢメディア制作によるオンライン完結型事業への移行

東京都 ひらしま接骨院・鍼灸院 － ＷＥＢ集客促進とオンラインカウンセリングの確立

東京都 株式会社クロダン・デポ 1012401025755 ウェブを使った販売サイトで販路開拓事業

東京都 株式会社エナジークエスト 1010401043190 非対面型ビジネスモデルへの転換でお客様がより購入しやすくなる

東京都
株式会社アンチエイジングコミュニケー
ション

8010501023706 国産および海外の幅広いエリアから供給可能な素材での新商品開発

東京都 株式会社ＣＢ 1040001091182 Ｋａｎｓａｉ　Ｓｃｅｎｅのリニューアル編集・発行

東京都 株式会社ＲＡカンパニー 6010401131073 冷凍・冷蔵激辛料理の保管・販売を実現するための設備投資事業

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ａｐｅｘ － リモート撮影と自宅出張撮影による新規顧客獲得

東京都 ＨＡＲＡＤＡＳＡＮ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ － ホームページ及びチャットボットによる事業の非対面化計画

東京都 フィジカルストア － 海外販路開拓のための越境ＥＣサイト構築、地域の新規顧客開拓
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東京都 まるさんかく － 新規案件獲得のための非対面型業務の創出と事業の効率化

東京都 株式会社ＳＯＢＯ 6011301013444 居酒屋から地元密着型生餃子専門店（金猫　きんねこ）への業態転換

東京都 株式会社トラス 9010001144877 非対面型営業・インターネットを活用して利用者募集と成約を図る

東京都 Ｂｅｎａｔａｗａ株式会社 4010601051957 テイクアウト・デリバリー事業進出に伴うＰＲマーケティング事業

東京都 ｍｏｇｍｏｇはうす － ２１世紀型料理教室のオンライン化事業

東京都 株式会社テンポプリモ 4011501016703 新規媒体を含めあらゆる方法を用いた演奏家のプロモーション事業

東京都 有限会社ローパァ 4011102028148 ワインのＥＣ販売事業の立ち上げと電子カタログの制作

東京都 ｙ’ｓ　ａｇｅｎｃｙ株式会社 3013303002361 ＣＤリリースに向けたプロモーション事業

東京都 Ｐａｎｇａｅａ株式会社 7011101078926 最新の物販モデルで経済活性化！物販クラウドファンディング事業

東京都 結彩Ｆ＆Ａ合同会社 1010003026817 ＷＥＢサイト構築によるテイクアウト・デリバリー需要獲得

東京都 Ｐｒｏｆｏｎｄｅｕｒ株式会社 2011001115882 新規美容分野での商品開発とＥＣを通じた既存分野新規顧客獲得

東京都 株式会社トーマス 3010701037411 新規オウンドメディアの構築による新たな顧客獲得および売上向上

東京都 串焼き処ディズ － 自社ブランドレトルト商材販売準備＆改装による集客率アップ

東京都 株式会社ホロハーザジャパン 4011101040748 高級食器を販売するための電子カタログ製作とＥＣショップ開設

東京都 株式会社ＮＯＮ 5013301043001 産地直送・新鮮食材を使ったデリバリー強化事業

東京都 合同会社イージーモード 7010403009416 手書き塔婆のＷＥＢ注文受付

東京都 株式会社Ｋ．ｄｏｏｒｓ 9011001132269 ネットでの新規顧客獲得とドローンでの物件の遠隔案内サービス

東京都 ゲイル株式会社 1010001127939 コロナ感染対策を踏まえたセミナー開催とオンライン営業の実施

東京都 株式会社エーディーカンパニー 3011201017110 １人のみはＬＩＮＥで手軽にオーダー

東京都 株式会社ＤＳＮ 7011601013580 建設部材の内製化とテレワーク導入による生産性向上計画

東京都 株式会社クレアーレ 9011401014430 弾道計測器を活用した新サービス開発とオンラインアプリを使用した指導

東京都 株式会社ＨＡＺＡ 3010901029902 非対面授業取り組みへのスクール改装＆大規模告知事業

東京都 株式会社アンパサンド 8010001179255
ＶＲ撮影のオンライン講習事業と３Ｄキャプチャーシステムを用いた新たな撮影
手法

東京都 有限会社モダ 7011002027255 オンラインビジネスを通じた新規収益源開拓

東京都 Ｐａｌｍｅｅ（屋号：つながる） － クラウドＡＩを活用した非接触型ユーザー対応レコメンドシステムの開発

東京都 Ｏｐｕｓ　Ｏｎｅ合同会社 1010003031817 ホームエステメニューの開発とオンライン販売管理の仕組み化

東京都 有限会社華豊 10802003703 コロナ時代にＩＴシステムを活用した飲食店での非対面サービス提供

東京都 加川　喜美子 － オンライン化への完全移行と効率の良い宣伝の実施

東京都 ニコニコＦＰ新宿事務所 － 集客・サービス提供の非対面オンライン化による売上向上

東京都 株式会社ジェネシス 8011301022352 リモート倶楽部Ｅｌｅｖｅｎ

東京都 株式会社ほっこりーのプラス 8011501020916 ファミリー層にリーチする！オンライン化やＥＣサイトで販路拡大事業

東京都 株式会社二丸居 8010401153256 健康維持関連オンラインコンテンツ制作配信事業

東京都
整体はりきゅうキーポイント築地治療セン
ター

－ 時短施術の実現による出張型ポップアップ治療院の展開
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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。

東京都 株式会社玉木屋 10401117337 非対面型の店舗運営ならびに予約管理システムの構築

東京都 株式会社リフレッシュグループ 3012301006473 非対面環境の整備により安心安全に心身の健康管理・免疫力アップ

東京都 有限会社イースタンメディア 8010902001228 泰南飯店テイクアウト・デリバリー需要拡大事業

東京都 楽楽有限会社 10802018330 新しいＩＴシステムで非対面型サービスに転換する事業

東京都 有限会社アートジュエ 6010402014533 インターネット、ＳＮＳの活用による美術品の国内外への拡販

東京都 株式会社テザイン 2010601054012 非対面を前提とした無人コワーキングスペースへビジネス転換

東京都 有限会社ストリートワイズ 1010002050099 「裏日本橋アプリ」を駆使した地域密着型サービスのサポートＰＪ

東京都 さかなプロダクション － 魚×オンラインの専門家へのシフト

東京都 株式会社ペシャワール 9010001071279 デリバリー・テイクアウト新規事業の構築と非対面型販売体制強化

東京都 株式会社ぱんだハウス 5010501038277 自社ＨＰによる集客と非対面接客システム導入による顧客獲得

東京都 大八恒産株式会社 8010001004611 非接触型のお客様への不動産カウンセリング・営業・契約業務

東京都 パーソナルトレーニングスタジオＲｅａｗｅｌｌ － オンラインパーソナルの販路拡大、およびＨＰのＥＣ決済導入

東京都 梅川壱ノ介 － 「梅川壱ノ介」戦略的日本文化発信事業

東京都 寿司龍 － 店内の感染対策とテイクアウトメニューの充実

東京都 株式会社ベティナルディゴルフ 6010001136043 オンラインストアの構築と安定した売上確保への基礎固め

東京都 有限会社マッスルパワーズ 7010902024626 家庭でできる非対面型オンラインセルフエステの販路を開拓

東京都 笑むすび合同会社 1010903004475 オンラインで「ＯＭＵＳＵＢＩで地球をむすぶ！！」

東京都 Ｂｅｌｐａｓｓｏ － オンラインオーダー会による非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 合同会社フーズクリエイション 1013303004491 デザイン性に富んだテイクアウト・デリバリーモデルで売上アップ

東京都 合同会社輝空 5011203002348 動画配信を用いた参列によるオンライン葬儀事業の推進

東京都 株式会社ＲＹＭ＆ＣＯ． 9012701014574 非対面型営業によるテイクアウト利用可能飲食店数の増加

東京都 ときめきコンサルティングＣ‘ｓ － 【非対面型で完結するオンラインコミュニティの構築】

東京都 尾山台駅前鍼灸整骨院 － オンラインでの心と体のケア診断で新規顧客の開拓を図る

東京都 ｂａｒＴＡＫＩＢＩ － オリジナルグッズ販売ＥＣサイトの制作及びＰＲ動画制作

東京都 中西　聡 － ＷＥＢ環境整備とテレワーク導入で人力車の７５％を非対面化

東京都 もがみ紙工有限会社 2010002025810 相談窓口機能を持ったＥＣサイトの活用による売上高の拡大

東京都
Ｃｈｉｌｌ筋膜セラピー＆リンパドレナージュ
渋谷店

－ ネット通販によるご自宅用のエステ用化粧品やエステ用商材の販売事業。

東京都 株式会社Ｋ＆Ｙ 8010001136446 本格フランス料理の非対面型通販サイトの開設

東京都 株式会社リアルウィンフード 2011701022024 ホームページでテイクアウトやデリバリーのＰＲ及び注文を受ける

東京都 城咲　仁 － 本当に強いコミュ力・人間力向上プロジェクト

東京都 ＳＥＩＭＥＩ株式会社 1010401131350 保険業界特化型研修プラットフォームの開発

東京都 株式会社ライズアップ 7011801037000 事前予約機能を活用した非対面型決済の確立と新規顧客の獲得

東京都 セグラスエリアクラフト株式会社 9010501040865 事前予約機能を活用した非対面型決済の確立と新規顧客の獲得
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

東京都 藤井あや － オンライン配信システムとアーカイブ活用でサブスクモデルの確立

東京都 株式会社ｇａｎｂｏ 4011601021693 チラシ制作の営業から制作の非対面転換による販路拡大

東京都 株式会社ＭａｉｓｏｎｄｅＳａｖｅｕｒ 8013301028998 心地良い空間で味わう、安全で安心な最高のフレンチ

東京都 株式会社エスポワール 2012301010237 オンライン診療および非対面型院内診療の展開による新たな獣医療

東京都 ニコットミュージック － 非対面で行えるレッスン、イベントに転換し、新規顧客獲得

東京都 株式会社ＦＢＫＷＯＲＬＤ 3010401131860 建設業におけるウェブの有効活用とテレワークの実現

東京都 株式会社ｓｔｏｒａｇｅ　ｂｌｕｅ　ｌａｂｅｌ 2011001125411 ソーシャルディスタンスとＥＣ化－ｗｉｔｈコロナの美容室モデル

東京都 Ｍｐｏｗｅｒｅｄ　Ｓａｌｅｓ株式会社 5010001189736 お客様にはなるべく非対面でサービスを提供　自社内ではテレワークの徹底

東京都 ｍｙｔｈｏｌｏｇｙ － セラピー施術者と伝道者をオンライン教育する販路拡大施策

東京都 株式会社プレゼンス 1010001141023 研修コンテンツのオンライン化とオンラインセミナーによる販路開拓

東京都 合同会社Ｅｄｇｅ　ｏｆ　Ｐｌｕｓ 7011003011191 オンラインのパーソナルトレーニングメニューで販路拡大

東京都 Ｙｕｋｏ’ｓＧｌｏｗｂａｌＥｎｇｌｉｓｈ － オンラインレッスンと還元水の導入による安心安全な環境づくり

東京都 ＡＬＡＤＤＩＮ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　ｓｐａ － アレルギー体質でも使える高品質水溶性マッサージクリームの開発

東京都 株式会社アスエミ 3010401136075 バーチャルトレーニングを採用し非対面フィットネス事業への転換

東京都 Ｓｅｅｄｌｉｎｇ　Ｅｎｇｌｉｓｈ － 英語教室及びモンテッソーリ教室のオンラインレッスン事業

東京都 株式会社恒栄 7011601015503 テイクアウト・デリバリー事業強化のためのＷＥＢサイト再構築事業

東京都 合同会社らしさ 2010903002222
ＳＮＳ＆動画発信事業による、らしさ事業経営の非対面型ビジネスモデルシフ
ト事業

東京都 株式会社ビジュアル東京 9010401144106 今から世界へ・オンライン完結型の海外貿易コンサルティング事業

東京都 株式会社Ｉｓｈｉｚｕｅ 2010001167975 ＨＰやオンライン商談を使った脱訪問型の新規顧客開拓

東京都 株式会社ＢＯＵＴ 3011201018455 ＷＩＴＨコロナ時代の飲食店の３毛作のスタンダードを作る

東京都 高野　駿　写真事務所 － リモート撮影による新規事業の開拓・改革

東京都 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社 6013301037126 融資・補助金のオンラインコンサルティングとＬＰ制作

東京都 株式会社デスクトップワークス 3013301027526 オンラインセミナー実施のための配信スタジオ構築事業

東京都 シーズ・キャリエ株式会社 8011301016354 労働者が自信を持って自分で未来を創るオンライン相談室の立上げ

東京都 ａｔｅｌｉｅｒ　Ａｕｓｌｅｓｅ － お客様への認知度向上のための、ネットを活用した集客と情報発信

東京都 株式会社コノッド 7010001169967 「ＥＣへの出店と、新商品開発によるデリバリー専門店舗の開設」

東京都 株式会社裕林食 3013301040958 非接触型デリバリー対応＆低接触型ひとりしゃぶしゃぶへ業態転換

東京都 ＪＯＹ － 美容動画・写真素材を活用した非対面型オンラインサービス事業

東京都 有限会社清川商店 1010602010535 オンライン展示商談会の実施と看板設置で認知度ＵＰ、利益向上！

東京都 株式会社マルアイ食品 6011702015023 自社インターネット販売及び海外販売の強化

東京都 ＬＡＮＤＲＵＴＨ　ｍｕｓｉｃ　ｓｔｕｄｉｏ － リモートレコーディング開始・配信設備強化しました

東京都 丸田真実 － 配信サービスでの会議体に向けた取り組み

東京都 合同会社ＫＡＹＡＢＵＫＩ 9010803002877 都心の駅近リモートワークスペースを活用した新顧客獲得

70 / 107 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
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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。

東京都 株式会社望月製本所 5011402008930 カスタマイズステーショナリーのＥＣ販売

東京都 ＡＳＴ賃貸保証株式会社 2710001194412 チャットボット及び会員登録モジュールによる非対面化事業

東京都 笑酒（えぐし） － お惣菜　又はひと手間かけていただく食材のテイクアウト、デリバリー。

東京都 ＧＬリアルティ株式会社 5010001181288 不動産物件の個人向けオンライン査定プラットフォームの構築

東京都 ブラウンホワイト － ＥＣサイト販売へのモデル転換と改装による販路拡大

東京都 株式会社住まいるペイント 1011601023610 テレワークの実施と機械導入による生産性向上計画

東京都 ＲｅＤｏｏｒ － オンラインお墓参り代行サービス

東京都 姿勢美スマイル合同会社 8011303003037 セルフケア＆メンテナンス　オンライン講座を活用した販路開拓

東京都 株式会社Ｎａｔｕｒｅ　ｒｏｓｅ 5011001071339 既存顧客のリピート率向上のための非対面型セルフエステ事業作成

東京都 株式会社ＡＬＯＨＡ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ 5011001122356 日本食肉流通センターと消費者・飲食店を結ぶ初のＥＣサイト構築

東京都 株式会社フューチャースタイリスト 5011801037340 【“Ｍ＆Ａ事業承継特化”経営者向けオンラインサロン事業の展開】

東京都 ｉｎｔｅｒｉｏｒ－ｖｉｄａ － インテリア事業のオンライン化

東京都 プルメリア － 店内換気環境改善と客席レイアウトによる新規顧客獲得

東京都 株式会社マインドクリエイトジャパン 11101056037 『配信機器を活用した非対面型新規ビジネスモデル構築事業』

東京都 株式会社ベリーダンス・コミュニティー 11301017266 自宅で安全に！非対面型のレッスン受講で心身の健康の維持を。

東京都 合同会社ヴァイナルソユーズ 7010603005628 ウェブサイト作成及び海外展開のための多言語化対応事業

東京都 株式会社プラクティス 1011501004149 教室拡張・自習室開設・オンライン授業実施を通じた新規顧客獲得

東京都 名古屋バル渋谷店 － グルメサイト活用とテイクアウト＆デリバリー導入

東京都 ｍｅａｔ＆ｗｉｎｅ　ＢＡＣＣＨＵＳ － 有料広告とデリバリーによる売上アップ

東京都 株式会社フェイバリット 4011102029212 非対面カウンセリングとＥＣサイト構築とサロン内感染予防対策

東京都 有限会社鳳月堂 5011202005434 ＥＣサイトでの新規顧客獲得と店内環境整備による客数増加

東京都 株式会社春近 10001172846 新型コロナ対策業態転換計画

東京都 株式会社ラズワルド 4010001141490 オンライン授業の開始に関する販促費等及びテレワーク環境の整備

東京都 ぺリキュール － 食のＥＣ通販事業と有料動画による料理配信サービスの立上げ

東京都 関井うらら － デジタル音楽配信とＣＤの新規開発、Ｗｅｂサイトのリニューアル

東京都 ＳＡＴＯＫＥＮ － 家にいても美しいは作れる！本格マッサージでストレスフリーを。

東京都 向井　伸貴 － 特殊メイクのアートワークによる動画配信とＨＰリニューアル

東京都 有限会社一撃堂 4010902001578 コロナ禍における販促及びプロモーションのリモート化推進計画

東京都 株式会社ＫＢインターナショナル 4011101067015 テイクアウト・デリバリー商品強化に伴う冷蔵庫導入・ＭＥＮＵ作成事業

東京都 グラスプレイン株式会社 2012301008875 コロナに倍返しだ！　果樹園を作って、カラダが喜ぶドレッシング開発。

東京都 菊池貴和税理士事務所 － 税理士事務所におけるリモートワークシステムの導入による経営改革

東京都 ヒューマン・コンパス合同会社 4012703001229 中国語、日本語オンライン教室の導入による販路開拓

東京都 株式会社セレンシー 4010001087767 『インテリアガード・撥水スプレー缶』の新規顧客の開拓及び獲得
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東京都 合同会社優貴 3010903002246 通販・テイクアウト・デリバリー事業強化とＷＥＢサイト再構築事業

東京都 株式会社ドローン・フロンティア 9011801033039 スクールのオンライン化と、非対面の相談体制による新規顧客開拓

東京都 個人事業主 －
①室内現状回復の自立化に係る取り組み（サプライチェーンの毀損への対応）
②非訪問

東京都 株式会社ＦＡＵＮ　ＡＧＲＩ　ＬＩＦＥ 5110001032448 おこめんばーコミュニティのオンラインサービスの提供

東京都 株式会社ＧＨ 1011001108466 個別訪問型施術の導入による非接触型ビジネスモデルの確立

東京都 ＴＨＥ　ＵＴＥＮＳ　ＯＦＦＩＣＥ － オンライン体制拡充で既存・新規事業売上の向上を目指す

東京都 駒井　香里 － 空き家を活用したリゾートテレワーク民泊とオンライン体験教室

東京都 いちごきっちん － オンライン講座開講とネットでのオリジナル商品販売強化による新規顧客獲得

東京都 株式会社ＷＩＬＬ　ＢＥ 1012401033543 オンラインでキレイと健康に！「おウチｄｅ整体トレーニング」

東京都 ｇａｕｃｈｅ － タクシーデリバリーによる非対面型飲食ビジネスモデルおよび三方良しの確立

東京都 テックベース合同会社 8010503005545 技術書籍に特化したオンラインマーケット構築

東京都 有限会社柴又紙工 1011802003766 ホームページのリニューアル・新商品開発・卸売り事業

東京都 株式会社ニュートラル 1010901041264 テイクアウト・デリバリー事業進出に伴うスチコン・真空機導入事業

東京都 株式会社ピークビュー 6010801015909 ＧｏｏｇｌｅのＷｅｂサービスを使ったバックオフィスのテレワーク化

東京都 株式会社ストロングスタイル 5010401124029 オンラインサービスによる非対面型パーソナルトレーニング

東京都 しおり株式会社 9010401118349 リモートワーク用Ｗｅｂ管理業務入力・コミュニケーションツール

東京都 ＬＯＲＥＴＴＡ　ＭＡＲＴＩＮ － 新ブースの導入による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

東京都 フィーノ株式会社 7011101063102 デンマーク式小学校準備プログラムのオンライン化による販路開拓

東京都 株式会社デライトエレメント 3011801026948 感染対策強化と免疫力アップ施術で顧客の安全安心を提供する

東京都 シノハラエデュケイトサービス － 独自ｅラーニングプラットフォームによる学び場の提供

東京都 ｂｅｅ － オンライン活用プラン

東京都 サンライズＶＩＳＡ行政書士事務所 － ＶＩＳＡ手続きサービスの非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 合同会社ＹＫ会 4011303002661 「家庭教師オンライン出張講義プログラム」の開発・販路開拓

東京都 ＢＲＩＣＫ － 自社サイトの制作及びオンライン上でのイベントの実施

東京都 株式会社ＵＰ 9010501038109 移動販売車によるテイクアウト事業

東京都 株式会社Ｆｏｕｒｓｅａｓｏｎ 2011101072000 新規営業商品を活用した対面営業からＷｅｂ営業への転換

東京都 ブライド金属株式会社 6010001028315 販路拡大のためのホームページリニューアル施策

東京都 株式会社北欧 6010001007137 オンラインショップのリニューアルおよび販売強化

東京都 有限会社長島パッケージ 8011802016695 ウェブマーケティング戦略と非対面型ビジネスモデルへの転換事業

東京都 株式会社Ｋｅｌｖｉｎ． 3011101064632 吹奏楽のオンラインコンテンツ配信とスクール運営による顧客獲得

東京都 株式会社タップロボーン 1010001141584 目指せ日本一のスリランカレストラン！新商品開発による販路拡大

東京都 マネーディアセオリー株式会社 1010001177075 オンライン相談・オンラインセミナーによる非対面事業の実施

東京都 魚や　乃りの － テイクアウト販売強化による売上拡充とこれに伴う店内整備
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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。

東京都 まる宏商店 －
テイクアウト・宅配サービスの非対面化事業導入の為の設備強化とＰＲで販路
拡大

東京都 株式会社ビーエー 5011001050813 ＥＣサイト最新化とネット受注拡大で、非対面売上を拡大

東京都 ＫＯＬＯＲ － オンラインによる非対面型事前ヘアカウンセリングとアフターケア

東京都 ジョイジョイステーション － 無観客動画配信サービスのシステム構築と換気改善の開口増設工事

東京都 ＤＩＭ　ＬＩＧＨＴ　ＣＯＦＦＥＥ － カフェ店のテイクアウト対応と感染防止対策による集客力向上

東京都 ＳＹＬジャパン株式会社 4120101050374 リモートサービス化によるサービスプランの拡充

東京都 戸瀬恭子ｗｉｔｈ起業塾 － 女性支援コンサルティング＆オンラインサロン事業

東京都 株式会社ｏｆｆｉｃｅ樹 180001112453 美容業界救済コンサルティング＆オンラインサロン事業

東京都 株式会社Ｄ－ｉｎｇ 4011003007572 実践型プログラマーをオンライン教育で育成し販路拡大を図る

東京都 株式会社しまむら 4010801023062 エステサロンのネット予約およびＥＣサイト構築による売上アップ

東京都 株式会社スポーツモチベーション 8013302018255 オンライントレーニングジム予約サイト

東京都 パークホーム株式会社 9010001066799 ＥｄＴｅｃｈを活用した教育コンテンツの整備と新たな販路開拓

東京都 Ｃｒｅａｔｅ　Ｌｉｆｅパーソナルジム － オンラインでも簡単にボディメイクし美しい身体を作ろう

東京都 合同会社ビッドコム 3011303003165 豊富な人脈を活かし非対面型ビジネスモデルへの転換をはかる

東京都 株式会社ｔｈｅ　Ｙｏｕ 7011001131264 ホームページリニューアルによるオンラインによる営業活動とセミナー実施

東京都 株式会社ｒｅｂｏｒｎ． 8011101091738 介護美容オンラインコースの開発・販路開拓

東京都 合同会社ロータリー 5020003014359 ＩＴツール導入による新規取引開拓と業務効率化事業

東京都
有限会社アイ・ディー・エフ・アクテュアライ
ズ

7180002041695 ＥＣサイトの開発し、自社取扱製品（化粧品）の販売を行う。

東京都 株式会社ＨＡＬＥ・Ｏ 4010701037807 ＨＰ兼著作権フリーＢＧＭ・効果音ＥＣサイトの開発ならびに販売事業

東京都 パピーガーデン東京ハウス － 新たな購買決定者もターゲットに加えリモートペット見学会を行う

東京都 イワヤ産業株式会社 4010901001372 対面営業からリモート営業へ　～自社の強みの発信と販売力強化

東京都 バッカ株式会社 1011601019690 デリバリーでもテイクアウトでもない！おうちでピッツェリア事業

東京都 美健樹 － 非対面型による潜在顧客様へのアプローチと興味付け強化

東京都 株式会社コムネット 8011101007149 非対面営業と業務効率化を実現するＷＥＢサイト戦略

東京都 有限会社神戸 1011002022237 全国をターゲットに魅力ある商品開発、販路拡大し通販で売上向上

東京都 中原美野 － オンラインでの演奏／レッスン配信、楽曲販売導入による収入獲得

東京都 株式会社Ｍｅｄｉｂｏｄｙ 2011101065978 非対面での健康増進サービスの開発と事業立ち上げ

東京都 株式会社興和社 2011201011485 現ＨＰリニューアルとＥＣサイトの作成

東京都 株式会社おうちデトックス 4010401135968 テレワーク環境整備と訪問型で安全に整理収納ができる動画づくり

東京都 ＰＵＮＫ　ＣＡＫＥ － 新しい品揃えでＳＮＳも新しく立上げ新規顧客獲得

東京都 Ｐｉｔｏｕ － 店内改装と新規非対面型サブスクリプションビジネス事業展開

東京都 Ｍａｎａｂｉｙａ － 自宅配信スタジオからのオンラインＰＲで販路拡大

東京都 ハイファイブ株式会社 5011601018409 非対面型ビジネスモデルへの転換でイベント事業復活させます
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第３回受付締切分）
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東京都 株式会社ここるく 7011001097919 子育ての悩み・不安に寄り添う乳幼児教育のオンライン提供

東京都 株式会社佐々木塗装 3011601020317 非対面型のＷｅｂを活用した営業活動による、新規顧客獲得と販路拡大

東京都 株式会社さくり 4010001176396 専門店が手掛けるとんかつ、コロッケ、海老フライの通販事業

東京都 ＶＩＡ株式会社 1011001093188 初心者向けウェビナー　スターターキット

東京都 株式会社オオサキ 5010501004378 宿泊施設の安全と衛生を強化し、ホテルでのテレワーク推進

東京都 ビクトリアンカラーズ － コーチング及びセミナーのオンライン化と販路拡大のＷｅｂ構築

東京都 Ｋ’ｓ　ｃａｆｅ － コロナに負けるな！地域の皆様に愛されるプチプラスイーツの提供

東京都 株式会社ワトソンズ 6011601007518 オンラインスクール「生きのびるための動画づくり教室」

東京都 ＡＲＥＮ － 非対面型テイクアウト販売の新規導入による経営の拡大強化

東京都 ミリオンパートナーズ － 経営コンサルティングの非対面型サービス構築

東京都 Ｒｕｈａｎｉ　Ｂｅｌｌｙｄａｎｃｅ　Ａｒｔｓ － ダンス関連事業のオンライン化

東京都 ＯＵＴＢＬＯＯＭ（屋号） － 家でのピクニック提案と新商品開発でネットを通じた新規顧客獲得

東京都 緒方写真事務所 － 企業様のＰＲ活動・コロナ対策に特化した写真撮影事業の展開

東京都 ＦｒｅｅＭ － チラシやネットを活用した新規顧客獲得と非対面ビジネス強化

東京都 フォトスタジオエニシ － ネットを通じた新規顧客獲得と撮影指導への多角化事業

東京都 バックオフィスコンサルティング － 非対面型ビジネスに対応したＢＰＯ業務の構築

東京都 有限会社アイム 4010002000134 ネット販売事業の拡大

東京都 ＡＲＨＩ　ｄｅｓｉｇｎ　ｗｏｒｋｓ株式会社 1010001153407 花に関わるデザイン通販サイトの設立、非対面での新規顧客の獲得。

東京都 株式会社夢み屋 2010001121057 衛生環境の強化と非対面型の新しい美容室経営の取り組み

東京都 ＥーＣｏｍＷｏｒｋｓ株式会社 1010001130703 参加型オンライン研修のホームページによる販路開拓

東京都 フルート － ｗｅｂによる混雑情報発信とカラオケ送信機複数化による感染防止

東京都 柴家茉弓 － 起業・会社設立オンラインサポート事業の全国展開

東京都 株式会社Ｔｉｅｅｌ 1010001172902 楽天市場への新規出店及びホームページ改修による販路開拓

東京都 加藤　大 － ＥＣサイトでボイトレ教材を販売し、生徒の定着と売上増を目指す

東京都 株式会社森の風 7012801018535 個室で行う非接触型セルフ加圧トレーニングによる新規顧客開拓

東京都 村田シゲ － 在宅レコーディングへの投資

東京都 山田　久美子 － フォトグラファーアイバーチャルリアリティ体験開発事業

東京都 ビストロアンソール － 長野県の食材を活用した新商品開発とテイクアウトの新規顧客獲得

東京都 天と地と人 － 非対面型のオンライン整体施術者養成講座の販路開拓

東京都 子連れママのパン教室ｓｈｕｗａｉｙａ － ＬＩＮＥによる動画レッスン

東京都 リ－バ － 海外に依存しない新商品の開発とリモートなどによる販売経路の拡充

東京都 株式会社Ｈｉｂｏｕ 9010001192067 非対面方式導入によるオンライン療育支援の実現

東京都 株式会社ＲＹＭ 9010901030227 ＢｔｏＢ向け自社サイト作成による顧客獲得
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東京都 有限会社繭 4011002031937 売上アップ・ｗｉｔｈコロナプロジェクト

東京都 矢島和明 － お金のオンラインスクール・オンラインコンサルティング事業

東京都 Ｃｙｂｅｒｓ株式会社 1010401144939 動画やリーフレット等の販促ツール整備による積極的な販路開拓

東京都 株式会社藍コンセプト 6010401059091 伝統的藍染を活かした洋服のネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社アミューズ 7010501018608 夏目友人帳と十人十和コラボ商品によるアクセサリー市場復興事業

東京都 株式会社ジュエル・ミュージック 2011101040650 音楽オンラインレッスン販路開拓事業

東京都 株式会社ビッグリバー 6011601019562 デジタルを活用した非対面の不動産賃貸管理と賃借人獲得

東京都 株式会社サンクスループ 9010501040353 日本の伝統発酵食を世界に。「Ｙｕｍｍｙ　Ｆｅｒｍｅｎｔｙ」

東京都 呑み食い処　あはちゃ － 動画を活用した料理講座の実施と訪問調理の集客

東京都 もちつき － 非対面でのネット通販を強化し、ペットハウスの売上増を実現

東京都 ＯＩＡＬｉＣ － オンラインを活用したスポーツ事業

東京都 ＡＩＮＹＵＵ － “人気ユーチャーバーコラボ”マツエク動画マーケティング事業

東京都 有限会社フロル 1010902020837 コロナに負けない自宅でできる美容と健康法

東京都 株式会社ドクター＆ファーマ 7010401104383 非対面で新規顧客を獲得するＷＥＢ制作

東京都 ＬｏＢｏＳ　蒲田店 9010401126599 ホームページによる新規顧客獲得とＥＣによる販売チャネル拡大

東京都 歴茶Ｈｏｕｓｅ茗荷谷 － 物件案内と和文化の動画活用によるシェアハウスの新規入居者獲得

東京都 株式会社ゆり不動産 5011201018858 非対面型オンライン賃貸契約サービス開発とコロナ対策店舗改装

東京都 合家株式会社 2010001140981 真空パックで安心安全、食材ロスと管理の向上。

東京都 株式会社グリーンワーク 1011501024700 ＷＥＢでのマッチングサービスを構築しつつ仕事幅を拡大する。

東京都 ＣＯＣＯ　Ｆａｃｅサロン － 自社ＨＰの制作による非対面での販売チャネル構築と新規獲得

東京都 株式会社三輝 7010901021590 ３Ｄスキャナ導入によるリモートでの制作状況確認の環境構築

東京都 山下　由香里 － 飲食店・観光業を中心としたクラウドファンディングサポート

東京都 ハラペコ７８ － ステイ東京ファミリーを取り込め！！顧客層の拡大とＴｏＧｏ強化

東京都 白井音楽教室 － オンラインレッスン提供と安心安全なレッスン環境の整備

東京都 鍼灸ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎ　Ｂ－ＨａｒｉＴ － オンラインによる指導つきお灸のサブスクリプション事業

東京都 株式会社ｍｙ不動産 4011201021417 オンライン接客の導入とお客様の声の充実

東京都 Ｔｈｉｒｄ　Ｐｌａｃｅ　ｃａｆｅ － テイクアウト・デリバリー事業進出に伴う商品開発マーケティング事業

東京都 株式会社アルス 8010601017723 新ブランドＲＥＮＡＴＴＯＳを軸に自社サイト販売強化

東京都 ＳＰＩＣＥ　ＨＡＲＶＥＳＴ － デリバリー事業の拡大と、宅食メニューの開発及び通信販売の整備

東京都 ＭＩ’ＫＭＡＱ合同会社 4012803001938 オンラインショップ開設による高級ブルーベリー商品の販路開拓

東京都 クラフト教室ｆｅｌｉｃａふぇりーちゃ － 【非対面クラフト講座の環境作りのためのＷＥＢサイト、ＰＲ動画の新規作成】

東京都 株式会社ハピネス 8011101017528 ＥＣサイト立ち上げによる手づくり関連事業のオンライン提供展開

東京都 Ｍｅｒａｋｉ． － ＥＣサイトを活用したネイルケアグッズ及び健康食品の販売
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東京都 株式会社シマクリエイツ 8010901024659 販路開拓のチャンス！抗ウイルス商材の提供でコロナに勝つ！

東京都 ツカモトマチ － オンラインレッスン事業と新規顧客獲得の為のホームページ制作

東京都 ＤＡＳＨＵ株式会社 4010601051164 ホームページ新設とテイクアウト販売による新しい経営基盤作り

東京都 ミュージックスクールピュアボイス － オンラインでの音楽レッスン、リモートレコーディング

東京都 七面鳥 － 新しい音楽の楽しみ方、オンライン配信ライブの為の人材維持及び育成

東京都 ヨコヤマ・アンド・カンパニー株式会社 7010401136261 書籍やセミナー、コンサルティングのオンライン販売事業

東京都 Ｐａｌａｂｒａ株式会社 9011101062399 ＥＣサイト販売による新たな販路開拓事業

東京都 株式会社スーパーボール 6011301017916 インターネットを利用した非対面型営業とテレワークの推進

東京都 明邦建物株式会社 8011301018078 物件メンテナンス遠隔管理のため遠隔操作可能な防犯カメラ設置

東京都 けい英語日本語塾 － オンライン授業による新規生徒の獲得。書籍・文具のネット販売。

東京都 合同会社ボイスクル 7011003011159 発声エクササイズのオンライン＆ＥＣサイト化による健康促進事業

東京都 合同会社Ｒ０９８ 2011003010900 オンライン予約＆販売サイトで集客＆売上アップ

東京都 アーユルヴェーダサロンうつせみ － 出張トリートメント、ＥＣサイト、オンライン活用で売上ＵＰ

東京都 ニュー中野酒場鈴忠 － ご家庭の食卓に居酒屋メニューをお届けします！

東京都 株式会社テレパシー 4011001110840 オンライン販売システム構築による非対面型の新規売上獲得事業

東京都 株式会社トゥインクルハーモニー 5020001092567 オンライン写真教室の展開とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 湧田舎大（ＳＨＡＤＡＩＷＡＫＵＴＡ） － 【オンライン体操教室と、オンラインでのパフォーマンス指導による子ども教育】

東京都 株式会社イクシオ 5010001091553 ・バーチャルイベントシステム・Ｗｅｂ制作パッケージサービス

東京都 Ｐｏｎｐｉｎｄｏｄｅｓｉｇｎｌａｂｏ － 商品価値の「伝えかた」強化による、販路転換計画

東京都 ＨＡＣＣＯ（発酵）グルメレストラン「ＴＯ：ＲＩ」 － 自然派・発酵食レストラン「ＴＯ：ＲＩ」

東京都 天野宝国株式会社 2010001056889 サンプル革見本帳を活用した新規顧客獲得とネットを通じた営業活動

東京都 オパスグラフィカ － 国内外への非対面型新規営業スキームの確立

東京都 ビズユー － ウェブサイトでＤＥＣＡＸを完結！非対面販売で固定ファンを増やす

東京都 ミッドメディア有限会社 5011102020871 オンラインによる新規顧客獲得・セミナー開催の仕組み作り

東京都 臼田総合研究所株式会社 7010401058778 新無線ユニット対応２４軸ＩｏＴロボットセンサー基板・筐体開発

東京都 合同会社レオン 3040003004363 デリバリー・テイクアウトに適した新商品（ラーメン）の試作・開発

東京都 株式会社東建コレクト 7011802024567 Ｙｏｕｔｕｂｅ動画作成で非対面型自社商品プロモーション活動

東京都 株式会社ジープラス 1010701028511 ３６０°パノラマ画像でバーチャル内見

東京都 酒樂 － 日本料理屋がＥＣサイトを構築し本格的な和食の味をご家庭に届ける

東京都 株式会社松楽産業 8011201002578 コロナ禍における新たなサプライチェーン構築と販路開拓の取組み

東京都 バロールラボ合同会社 3010003032086 「祈りの刺繍　ワークショップ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｗｅｂ」

東京都 粉もの屋ジョニー － テイクアウト・デリバリー事業進出に伴う商品開発マーケティング事業

東京都 神﨑美保事務所 － 「オンラインで実現する遠隔同時・逐次通訳・司会」事業拡大計画
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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。

東京都 株式会社和 8010001201167 高単価のテクアウト・デリバリー向け天ぷら弁当開発事業

東京都 ココロトラベル合同会社 6010003023231 外国人が自宅にいながら、日本をバーチャルに旅行できるサービス

東京都 株式会社スタディカンパニー 9011301019496 オンラインフリー学習参考書の実現・運用・広報とアプリ化

東京都 株式会社ＲｅＲｅ 9011001118202 コロナ対応型の「ワーケーション民泊施設」への改修および運営

東京都 ブロッサム東京行政書士事務所 － オンライン相談の導入と業務の一元化による生産性向上計画

東京都 株式会社ＡＲｉＮａ 2010401112746 セミナーコンテンツのＷｅｂ販売による販路開拓

東京都 株式会社ｉｎｔｈｅｗｉｌｄ 9011001123243 オンラインでのオリジナル木製トレーニング機器「軸王」の販売促進

東京都 株式会社Ｄｒ．健康経営 7011001126768 オンライン産業医トライアルプラン

東京都 美腸ＳＡＬＯＮＢｅｌｓｔｉｎ － 物販強化の為のホームページ制作と感染拡大防止の為の店内改装

東京都 株式会社ａｐｃｏ‐ｄｅ 1011001061962 ・ブランディング商品のＥＣ販売による販路開拓

東京都 株式会社フリーダム 2011701013312 接触濃度を下げる接客、積極的な広報活動による新規顧客の獲得

東京都 ｋａｎｏｎ．ｐｈｏｔｏ － 動画作成サービスと、デジタル素材の写真・動画の販売

東京都 株式会社ペットコンシェルジュ 1011101086843 水槽メンテとペットの飼い方非対面セミナーとフードサブスク事業

東京都 Ａ＆Ａ株式会社 3011001121087 遠隔操作音声録音も可能なカメラ設置によるテレワーク環境の構築

東京都 Ｆｏｏｔｗｏｒｋｓ － 姿勢矯正用ラバーサンダル販売向けＨＰ作成・ネット通販を展開

東京都 株式会社Ｙ．Ｍ．Ｃｒｅａｔｉｏｎｓ 2010401063394 デリバリー・ＥＣサイト販売の強化及び販路拡大

東京都 ＴＥＳＯＬＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＪａｐａｎ株式会社 5010401133905 海外大学への進学説明のオンライン化・自動化への取組み

東京都 ｍｏａｋｓｄｅｓｉｇｎ株式会社 7011001110045 さらにお客様のお力に！「大工＋クリエイティブ」サービスの展開

東京都 株式会社ジーケア 7010001195261 オンラインでの新規顧客獲得、治験紹介システムによる収益拡大

東京都 リズラボ東京合同会社 10603006477 通販の強化による新規顧客開拓と新商品開発の取組みによる売上増加

東京都 ｐａｍｚ．株式会社 1010801027207 非接触型ツールｐａｍｌｏを非対面型営業スタイルで拡販する事業

東京都 株式会社マユミ 1012301008430 高齢者が安心して来店できる、抗菌仕様のペットサロンの実現

東京都 株式会社ＡｄｄＦｌｏｗ 1010901043830 ウェブサイトにおけるオンラインコンサル動画配信で新規顧客獲得

東京都 櫟の樹 － 薬膳クラフトビールの開発とＥＣサイト及び店舗での販売

東京都 ＷｏｏｄＧｒａｉｎ株式会社 6011301016711 ビーガンを中心にしたカフェ運営とテイクアウトの推進

東京都 霜田顯夫 － 物件独自サイトおよび大家直接募集サイト間連動システム開発

東京都 ＩｄｅａｌＢｏｄｙＬａｂ － オンラインを活用した非対面型レッスン及び新規顧客の獲得

東京都 株式会社パブリックオンサイン 4010001138553 オンラインサービス（セミナー／レッスン）とＩＴコンテンツ提供

東京都 ヘアサロンダンディ － 新規にオンラインサービスを開始する為のホームページ刷新

東京都 ｃｏｃｏｄｏｋｏ企画 － セミナー型オンライン体験ツアー

東京都 株式会社シャベリーズ 3010001209999 ＭＡツールを活用したオンラインサイトでの新規顧客獲得

東京都 株式会社ＡＮＤＩＡ． 5030001043973 ユーザー向けオンライン携帯サポート教室

東京都 株式会社ｉｌｂｉｖｉｏ 4010401153037 非対面型でイタリア産ストールを販売、ＥＣビジネスへの転換

77 / 107 ページ
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東京都 榊智朗写真事務所 － 動画撮影・編集・ホームページ作成にて営業活動

東京都 株式会社ファーストレディー 8011301014960 ＥＣサイト構築を通じ、ＭＡＤＥｉｎＪＡＰＡＮの競技用ドレス販売のＢｔｏＣへの転換

東京都 株式会社Ｔａｋｅ‐Ｏｆｆ 5010001180760 オンライン結婚相談サービス

東京都 とびだせっ！肉マルくん！ － タブレットオーダーで業務効率化。浮いた時間を感続症防止へ。

東京都 ｒｅｎｕ＋ － バーチャル空間検討プログラムの開始に伴うホームページ改良事業

東京都 牛タン＆ワインバルＳＨＩＴＡＮ’Ｓ － フードトラック　オフショア

東京都 東昇株式会社 8011101079295 非対面型ビジネスモデルによる業務効率化・新規顧客開拓

東京都 有限会社やまとフードサービス 3012802000280 東京都産食材を使用したＥＣサイト向け商品の開発、販売強化

東京都 スポーツ居酒屋ＫＩＴＥＮ！ － ＫＩＴＥＮ！のトークイベントをリモートで楽しもう！

東京都 ＭＡＲＩＥＴＡＫＡＨＡＳＨＩＰＨＯＴＯＧＲＡＰＨＹ － ストックフォトのオンライン販売と動画編集・制作事業参入

東京都 合同会社ＲＭＲパートナーズ 1010003028499 ウィズコロナ時代に地域の信頼を勝ち得る太陽光発電所管理

東京都 魚次三 － 自社ブランド力向上による魚介類専門通販サイトの販売力向上

東京都 株式会社スクアールビストロ 3010001204422 倉庫施設のクラウド化及びリモートワーク

東京都 株式会社ハピネスホーム 9010001202040 ホームステージングのオンラインサービス展開

東京都 有限会社ブルーミング 7012402022523 生配信オンデマンド配信対応による研修・教育事業の非対面化

東京都 有限会社シースリー 9011002019812 新規顧客獲得と業務効率化のためのオンライン受注システムの構築

東京都 キモノ葉月 － ＳＮＳによる着物の通信販売事業と、安心で心地よい接客の提供

東京都 ＣａｓｙＩｏＴ － 患者本位の医療を創造する医療市場の調査事業

東京都 株式会社Ｃｕｒｉｏｕｓ 9013301028023 授業のオンライン化による次世代型教育形態推進事業

東京都 フレッシュアンドブリッジ株式会社 9020001093388 試合映像のＶＯＤ配信による業務拡大

東京都 Ｃｈａｎｂｏｗ － 新規顧客取得に向けたコミュニケーション型ウェブサイトの開設

東京都 ＨａｉｒＳａｌｏｎＲｅｎｅ － ネット販売システムの構築と感染リスクの低い新サービスの導入

東京都 ＭＲ．ＯＬＤＭＡＮＤＩＮＥＲ － ターゲット変更！子育て世代を取り込むオリジナルのグッズ製作とネット販売。

東京都 ＭＯＰＨＳＴＵＤＩＯ － オンラインミュージックスクールの構築と講師の活動支援システム

東京都 駒沢駅前整骨院 － オンライン相談サービスと予約システムの導入

東京都 リオ銀座 － 非対面サービスに対応した脱毛サロンの販路拡大の取り組み

東京都 株式会社Ａｎｇｉｚｅｈ 10701034575 低価格で高クオリティのオンラインサロンを開設

東京都 株式会社ダグズ・バーガー東海 2010401151835 ①持帰りの認知改善　②コーヒーデリバリーの開始　③商品開発

東京都 株式会社ｃｏｍｍ・プラス 13201015685 受発注業務の非対面化・システム化による感染抑止と生産性向上

東京都 ＶｉＶｉｍａｒｔ（ヴィヴィマート） － ＥＣ展開による販路開拓・自社ブランド製作・ハンドメイド教室

東京都 株式会社飯倉商会 5010401002424 氷屋純氷のネット販売事業開始で売上向上を目指す事業

東京都 森豊写真事務所 － スタジオ貸し出しと動画事業による、新たな収益源の創出

東京都 Ｇｒｉｌｌ＆Ｂａｒ　Ｓｌｏｗ　Ｌｉｆｅ － コロナに対応した顧客・スタッフにとって安心安全な肉バルの開業

78 / 107 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。

東京都 新興細巾織物株式会社 6010501005292 加工委託外注業者毀損にともなう、加工業の内製化

東京都 株式会社クロスロードミュージック 3010401072337 ハイブリッドライブによるライブハウススキームのアセンション

東京都 株式会社リンキィディンク 3013201013808 「ライブ配信事業の新設（音楽ライブの非対面化）」

東京都 三友企業株式会社 7010601011561 唐揚げテイクウト専門店の新規立ち上げに伴う販売促進事業

東京都 株式会社Ｍｅｔｏｋｙｏ 9010001165717 「製品の供給を継続するための投資」

東京都 Ｇａｌｌｅｒｙ惺 － オンラインショップ開設とホームページリニューアルとその宣伝

東京都 株式会社ＣＯＮＴＥＮＴＳ． 7011001054119 自社サイトにおけるワンストップでの効果的な提案を行うための販売促進強化

東京都 株式会社クレノヴァ 1011101043951 「サブスクカメラ」Ｗｅｂサービス構築事業

東京都 株式会社３５３ 4010901038290 オンラインセミナーで新規顧客を獲得し売上アップ！

東京都 アトリエサロンＫ － 【エステと理美容のコラボによる多角化事業＋作業効率化】

東京都 藤井　瑞希 － 非対面型指導のためのオンラインシステムの開発と新規顧客開拓

東京都 有限会社　矢澤製作所 7010802014792 加工技術を生かした高付加価値自社製品開発と非対面販売経路構築

東京都 株式会社徳 9020001080915 オンライン展示会と非対面デモ商談による血流スコープの販路開拓

東京都 レ・ミレジム － ペレットピザ窯で焼く本格ピザのテイクアウト販売

東京都 有限会社エニシング 5012402022657 非対面による営業活動実現に向けたシステム構築

東京都 串焼ごった － 自家製調味料を使った名物商品の缶詰商品化とネット販売の実施

東京都 株式会社不動産科学研究所 1011101077529 オンラインビジネスによる販路開拓

東京都 合同会社ヘルクレス 1010503005650 ＩＴ活用による集客増強と経営効率化

東京都 株式会社アプト 7010001195476 ストアブランドの新商品開発製作とネットを通じた新規顧客の獲得

東京都 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｐｅａｓ 2013301032279 『スパイスカレー』テイクアウト専門店新設で【カレー部】を拡充

東京都 株式会社ジャパンヘルスケア 1010601051712 非対面で作れるオーダーメイドインソール販売促進事業

東京都 株式会社大成コーポレーション 2011801013674 絨毯で家族時間を売るネット販売事業

東京都 洋食酒場フライパン － 既存する店舗内での時代用途に合わせた多店舗化

東京都 株式会社完熟屋 1010601040748 テイクアウト専用窓口でのジェラート販売事業による新規顧客獲得

東京都 有限会社杜方 9011502014189 オンラインを活用したスタジオレッスン事業

東京都 Ｂｌｕｅ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ株式会社 3010401143889 ３Ｄプリンタを活用した部材供給安定化と工程自動化プロジェクト

東京都 株式会社パルファンサトリ 2011001060096 「スクール事業の非対面型への転換」と「完全予約制」の導入

東京都 株式会社ルナソル 8010401100704 サービス提供から会計まで非接触のセルフ脱毛エステサービス開始

東京都 株式会社Ｂａｓｅ 7020001061504 大型印刷機を利用した自社製品開発及び国内インターネット販売

東京都 有限会社ムーニーワークス 7010602027904 非対面型コンサルティング及び個別セミナー等による業務の拡張

東京都 株式会社ハイドレックスジャパン 1010001180558 事業継続と販路開拓を実現する非対面型サービスモデルの確立

東京都 株式会社しごと総合研究所 9011301017970 研修、ワークショップのオンライン化による顧客の獲得

東京都 株式会社ジー・エー・シード 7010701014489 デコレーション焼き菓子の開発とネットを通じた新規顧客獲得
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

東京都 株式会社アイクラウド 2010401091577 テレワーク中の企業にむけたオンライン研修サービスの提供

東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄ＇ｈａｒｐｅ － レッスン動画コンテンツと非対面型レッスンの融合ＥＣサイト

東京都 株式会社ｏｚａｗａ　ｓｈｏｗｔｅｎ 4011001113901
宮崎の「海幸山幸」をみなさまへ！「宮崎素材のテイクアウト＆デリバリー」事
業！

東京都 虎次朗 － テイクアウト・宅配販売事業の新事業展開によるＶ字回復の実現

東京都 株式会社テックインターナショナル 1013301016332 展示会ブースのＷＥＢカタログ化による新規顧客開拓

東京都 株式会社ＢＵＤＤＹＨＯＯＤ 1011201018548 顧客商品の販売支援システムの構築事業

東京都 Ｈｅａｖｅｎｌｙ　Ｖｉｎｅｓ株式会社 4011001067833 輸入酒類の販促及び受発注体制の非対面化に向けた業務環境の構築

東京都 宮沢誠 － オンライン総合格闘技システム構築とレッムスン用動画配信

東京都 株式会社コンパス 2010001109440 テレワークで情報コミュニケーションを促進する

東京都 長坂染革株式会社 7011801003547 自社サイトの立ちあげにより認知度と販売力強化

東京都 株式会社Ｍｉｓｓ　ＷＨ 9011501019338 ホームページリニューアルによる非対面型営業モデルの構築

東京都 株式会社ビースタイル 6050001007711
マスクによる肌荒れを改善、現場力を活かした自社開発化粧品のネットを通じ
た新規顧客

東京都 合同会社キャロット 6011603002814 カテキンで免疫力アップ！日本茶テイスティングセットのＥＣ販売

東京都 株式会社ヤシマ 7010801012021 自動組立ラインのパーツフィーダーの能力アップによる生産性向上

東京都 有限会社岸本工業 2010802004146 工業用プラスチック加工のオンライン営業モデルへの転換

東京都 株式会社笑學舎 1010601044526 オンライン学習塾の開設とその周知・新規生徒獲得に係る環境整備

東京都 株式会社Ｌｉｐｐｌｅ 9010401139519 Ｅラーニングサービス展開のための会員制ＷＥＢサイト制作

東京都 株式会社山口建設 2011601007018 オンラインコンテツを活用した効果的な営業手法

東京都 株式会社ＬｉＦＬＡ 9010001196951 新農法のトマトジュース開発とＥＣサイトでの新規顧客獲得

東京都 株式会社リンクディライト 1010001203244 インバウンド需要打開！最新美容で中国市場を臨むＥＣサイト制作

東京都 ＧＤ　ＧＲＯＵＰ有限会社 2011602011068 痛み改善法・運動・食生活を中心とした自宅ケアの非対面型指導

東京都 キーウエスト － 新しいフォトスタイル及びムービー事業による革新的な持続化成長

東京都 有限会社大和寿食品 9010502006956 自社ＥＣ販売サイトを制作し、家庭用焼肉の通信販売事業を開始

東京都 レユシールボヤージュ － オンライン体験事業の開始、和風様式宿泊業の予約決済構築

東京都 株式会社キットゥン 1012401015698 真空パック機の導入でアムリタ食堂のタイ料理の販路を全国に

東京都 ベンチャーロジック － ホルモン焼肉店におけるデリバリー事業に向けた業態転換

東京都 ロッカクケイ合同会社 4011003006070 越境対応ＥＣの構築とお祝いの花の事業化

東京都 株式会社ｉＨＯＬＯＮ 6010501042567 「非対面ビジネスを促進する人材紹介ｗｅｂサイトの構築」

東京都 株式会社ｆａｖａｒｙ 7012701013322 Ｅラーニング併用の非対面型コンサルティング事業

東京都 株式会社トラジェクトリー 1011001121007 ＴＲＪＸシミュレーターを活用したＶＲ実証実験の事業化と販売促進

東京都 株式会社コムラッドファームジャパン 8010001163408 事業継続のための動画配信サービス立上げとテレワーク環境構築

東京都 有限会社マザーハウス 3013302015356 オンラインストアと演奏者と観客を分けた配信可能音楽施設の提供

東京都 株式会社スリーアールコンサルティング 9010701037554 まるごとオンライン採用支援サービスの展開
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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。

東京都 有限会社小池精米店 3011002004514 ネットを通じた高付加価値のお米の販売増及び新規顧客獲得

東京都 弁護士法人トラスティル 1010005021964 オンライン完結型の法律サービスの提供

東京都 医学部予備校レユシール － オンラインレッスン、販売事業による新規顧客獲得と広路拡大

東京都 ＲＯＯＴａｇｅ株式会社 5010001118918 飲食店事業でのテイクアウト販売と酒類の小売販売の強化事業

東京都
ビスポークアーキテクツ一級建築士事務
所

－ 自社ブランド強化とＷＥＢショールームを活用した新規顧客獲得

神奈川県 前田ヘルスプロモーション － 非対面型オンラインサービスの提供とインターネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 ＬＵＣＩＯＬＥ＿ＪＥＡＮＰＩＥＲＲＥ － 新作をすぐネットで買うことができる新しいビジネスモデルの構築

神奈川県 トランヒーロジャパン － コロナ対策用パーティション事業

神奈川県 ＶＲＡＮＡ － 自宅時間を快適にする新商品開発と内製化による工程の安定

神奈川県 株式会社ベルテクニカルサービス 7020001084471 施工作業で使用する除菌剤入手困難のための内製化

神奈川県 朝日マップ株式会社 3020001113449 ＯＳＭで歩くアーストレッキングナビ２０２０※ＯＳＭ：ＯｐｅｎＳｔｒｅｅｔＭａｐ

神奈川県 発酵スープカレーミコヤ． － 商品のレトルト化でのネット販売や、非対面ビジネスの強化

神奈川県 ＩＭＰＲＥＳＳＡＲＩＯ合同会社 6020003017100 レッスン、グッズ販売、情報発信をするバレエ会員サイト活用計画

神奈川県 精肉店熊本清人 － 雨天でも利用できるテラス席の増設

神奈川県 有限会社優 5020002007400 リアルタイムジュエリーモデルソフト導入による非対面接客の構築

神奈川県 株式会社タクト 1020001124308 フリマアプリよりも簡単に不用品売却を可能にする宅配買取事業

神奈川県 合同会社ｒａｋｕｓｏｕ 8020003015110 コロナ対応型キッチンカーサービスの導入

神奈川県 Ｌｕｎａ　ｅｔ　Ｌｉｌｙ － ショッピングサイト参入及び、販売ウェブページとブログの開設

神奈川県 株式会社生物資源研究所 2020001041312 展示会における、クラウド上の画像・動画による当社製品のＰＲ活動

神奈川県 重田　雄二 － 【遠隔化による感染症対策を施したステージマネージメントサービス】

神奈川県 Ｃａｒｖｉｎｇ　ｐｌｕｓ（カービングプラス） － オンライン講座の告知のためのホームページの改修と環境の整備

神奈川県 日本シーアール株式会社 3020001115949 実店舗とＥＣの連携による販路開拓。特に中国向け販売を強化。

神奈川県 個別学習塾さいはら － 子どもたちの学習を停めないための完全オンライン化への進化

神奈川県 ＯＭＩ合同会社 9020003016149 感染予防の環境整備と新規事業立ち上げによる販路拡大

神奈川県 株式会社メイクリーン 5020001058056 レンタルオフィス・ボックス各拠点内覧等の非対面型接客への転換

神奈川県 株式会社マージドサウンド 6020001127099 楽曲のネット配信等、非対面ビジネスへの転換

神奈川県 絵画教室プチ美 － うちでつくろう～授業動画つき工作キット～

神奈川県 ＬＩＢ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ － 企業研修と個人カウンセリングのオンライン化による新規事業展開

神奈川県 有限会社アルティマ 9020002063539 チラシのポスティング及び新規ホームページによる新規患者獲得

神奈川県 有限会社隣保堂 3020002071472 コロナ対応型の葬儀サービスに対応する環境整備と仕組みの導入

神奈川県 鶏恵 － テイクアウト売上拡充のための専用窓口設置事業

神奈川県 株式会社夢工房 2020001059750 施工管理代行ロボットの導入による販路開拓と安全な経営の実現

神奈川県 有限会社美光技研 4020002006824 「昇華印刷による生活雑貨関連事業参入とコロナ対策・作業環境整備」
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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。

神奈川県 株式会社ビューティーホーム 7020001122735 ＨＰ改良整備による生産性・集客率向上、売上高安定化計画

神奈川県 株式会社ベーシックウェイ 3020001100141 非対面型商談ツールとＥＣサイト導入の活用で日中間架け橋の再構築

神奈川県 ＮａｉｌＳａｌｏｎ　Ｒｕｃｅ － 「近所でネイル」働く女性をターゲットにした地元での販路拡大

神奈川県 株式会社ハイパー・ジー 5020001058460 ライブ配信による結婚式撮影事業

神奈川県 株式会社ＶＡＮ３４ 7020001121712 イタリアン惣菜とピザ・パスタのテイクアウト販売事業

神奈川県 株式会社アクポニ 9020001105259 コロナ時代に対応する、アクアポニックスの新たな営業体制の整備

神奈川県 くまさんのタオル合同会社 5020003016904 タオルフェチ向けオリジナルタオルの製作とネット通販業務

神奈川県 坂東流日本舞踊教室 － オンライン日本舞踊教室・歌舞伎舞踊講座

神奈川県 株式会社香音寺総研 9020001134828 店内体制強化と新規インフラ導入による店舗基盤の構築

神奈川県 株式会社フローラル工房・桂 9020001092225 フラワーコーティングキット開発とネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 株式会社タグチ食品 4020001088599 【ル・パン　キャラメル・ムー　ネット販売計画】

神奈川県 株式会社坂口屋 8020001002036 「自社クラフトビールのオンライン販売強化の為のＥＣサイト新規構築」

神奈川県 グリーンマッサージ － 訪問マッサージ業における顧客減少に対応した販路拡大策

神奈川県 株式会社ジーマ 8020001007828 オンライン結婚式打合せと完全貸切宿泊型少人数婚の販路拡大

神奈川県 株式会社リフレ 6020001120847 ドローンによる安心外装点検

神奈川県 横浜ハンバークの虎 － 未曾有の混乱でも負けない、次世代飲食店経営への取り組み

神奈川県 日本雑貨株式会社 2020001061351 オンラインモール出店による販路開拓・新規顧客獲得

神奈川県 ＧｌｏｂａｌＦａｍｉｌｙＣａｍｐｕｓ － ニューノーマル時代に適応するハイブリットモデルビジネスの展開

神奈川県 魚屋酒場フィッシャー － テイクアウト・デリバリー事業への本格参入

神奈川県 みつおか美容室ＢＯＵＮＤ － セルフ式複合美顔機器による新型コロナウイルス感染対策

神奈川県 有限会社蓮華草元町工房 9020002073455 カーリーメープル家具の市場投入と販売方法の転換

神奈川県 株式会社ネクストステージ 1020001111099 広域オンライン授業、オンライン特別講座の提供と宣伝活動

神奈川県 株式会社成和翔 9020001083414 ネット注文受付と商品開発による自社デリバリーバイクの活用事業

神奈川県 Ｍａｒｑｕｅｓ　Ｇａｓｔｒｏｎｏｍｙ＆Ｗｉｎｅ － Ｍａｒｑｕｅｓ　ＴａｋｅＡｗａｙ　新商品開発と新規顧客獲得

神奈川県 せらまいか鍼灸院 － オンラインＨＰとショップの開設による新規事業の展開

神奈川県 愛善産業株式会社 4020001030008 自動左官ロボットによる内製化推進事業

神奈川県 株式会社コスモオリジナル 8020001126198 自社ＨＰ刷新によるオンライン授業、高齢者向け講座の販路開拓

神奈川県 ルシェノン － 感染症対策の徹底とオンラインスクールの実現

神奈川県 大博昆布株式会社 3020002048454 ＥＣサイト構築による非対面ビジネスモデル化と販路拡大

神奈川県 株式会社丸福仁 6020001116705 オンライン講座「認知機能訓練セラピスト養成講座」の販売

神奈川県 ハセガワジュエリースタジオ － ＥＣサイト構築と天然素材使用の低～中価格新ブランド設立

神奈川県 翔優館 － 自宅で受講できる安心安全なオンライン授業の提供と販路開拓

神奈川県 株式会社ライフアップス 2020001048472 非対面ビジネスモデルの構築による新規顧客と生産性の向上

82 / 107 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。

神奈川県 株式会社協新計測 8020002058044 Ｗｅｂサイト制作と運用でインバウンド営業を構築し新規顧客獲得

神奈川県 ＧＵＴＳ株式会社 8020001120762 ｗｅｂサイト強化による新規顧客獲得と販路拡大

神奈川県 海橋商事 － 地域密着型法人向け不動産と家屋調査事業の非対面営業の開始

神奈川県 株式会社コヤマ 1020001061476 非接触型店舗への転換と和食専門店のサービス向上事業

神奈川県 ハドソン靴店 － 靴の修理屋＆製造屋向けオリジナルコバ用インクのＥＣサイト販売

神奈川県 日本蹴球合同会社 8020003006794 「オンラインでの取材力強化と新規コンテンツへの対応」

神奈川県 よこすか自然生活Ａｙｕｓ － 三密を避けたヨガオンラインレッスン構築による売上ｕｐ策

神奈川県 とれび庵 － 新鮮な魚料理をご家庭で！冷凍庫購入による新商品開発事業

神奈川県 根岸町接骨院 － 質の高い自由診療とオンラインカウンセリング事業

神奈川県 焼肉食堂　げんこつや － 焼肉弁当のテイクアウト・デリバリーによる保冷機器等の導入

神奈川県 株式会社上舘 4021001039996 ＨＰ開設およびネット販売の開始による営業形態見直しと売上ＵＰ

神奈川県 有限会社山宗水産 2020002017708 地域の特産品まぐろ贈答品セットの注文方法の多様化

神奈川県 株式会社フジコー 9021001041007 レトロ酒場のテイクアウトＰＲ／映える日本酒冷蔵庫ライトアップ

神奈川県 だるま － 三浦半島の美味しさを世界へ！産地食材のネット販売で売上ＵＰ

神奈川県 じゅっと天 － 大型冷凍庫導入によるテイクアウト用新商品開発事業

神奈川県 株式会社ＦＯＯＤ＆風土 3021001069078 オンラインで食材ＰＲの料理教室開設とキッチンのスタジオ化

神奈川県 ３ＤＳｕｒｖｅｙｐｌｕｓ合同会社 4021003003488 新型コロナウィルス第２波を乗り越えるための関東・関西２拠点化

神奈川県 有限会社エッチエッチ商会 8021002063158 ＥＣサイト売上拡大のためのＷＥＢマーケティング及び新商品制作

神奈川県 横須賀カレー本舗株式会社 7021001042485 よこすか海軍カレーにマリアージュ！シードル開発とネット通販

神奈川県 賢育学舎 － 学習塾新時代　ＺＯＯＭによるオンラインＬＩＶＥ授業

神奈川県 米蔵 － テイクアウト拡大に向けた広報（ホームページ、チラシ）活動増進

神奈川県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｋｏｓｈｉｎａｋａ　Ｍａｓａｈｉｔｏ － ３ＤスキャンによるＶＲ展覧会で世界に配信と作品販売　ＶＲレンタル画廊

神奈川県 株式会社ＨＯＧＡ　ＦＡＣＴＯＲＹ 1021001069807 ＨＰ・ＳＮＳ、遠隔会議システムを使った新営業スタイルの確立

神奈川県 ミシェルシュシュ － 非対面型への店舗改装、顧客管理と新メニュー、ＳＮＳ広告活用

神奈川県 リフテ整骨院 － 『オンラインで心と身体の健康習慣作り』販路開拓

神奈川県 ＳＡＬＵＳ － デリバリーと外観改装で売上増加、換気設備導入でコロナ対策

神奈川県 ヤオキ商事株式会社 2020001064841 ドミトリー施設の個室化及び非対面型ビジネスへの移行

神奈川県 おひさま － ７世代先を見据えた子育ち計画

神奈川県 株式会社大野技術研究所 5020001063915 営業貸出見本の製作とＤＭ及びＨＰによる新規顧客獲得

神奈川県 一汁五菜 － 真空包装素材を生かした販路拡大と広告強化による新規顧客獲得

神奈川県 有限会社栄光重機 9020002095986 新規開拓に向けた配車管理精度向上及びＷｅｂマーケティング強化

神奈川県 ピ酒屋ｄｕｌｔＤＥＯ － ランチ営業を開始し、新たな客層の獲得を目指す

神奈川県 Ｂａｒ　Ｓｏｕｌ　Ｍａｃｈｉｎｅ － 店舗の衛生面向上で女性客の取込、ダンスリモートレッスンの導入
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神奈川県 合同会社西村組 9020003009904 ライブのネット配信による新規顧客の開拓

神奈川県 三正和治療院 － より重症な方々の自費診療とオンライン相談開拓事業

神奈川県 個別学習ハイファイブ － 子ども達の学習を停めないための完全オンライン化への進化

神奈川県 株式会社ジョイメイクス 3020001134288 オンライン薄毛コンサルティングと顧客拡大を図る自社サイト構築

神奈川県 あれこれキッチン － 「焼きたてパンが届く！動画でレッスン米粉パン」の立ち上げ

神奈川県 株式会社ココバリ 1020001082605 レーザー加工機導入による名入れの内製化とスマホによる販路拡大

神奈川県 ＴＡＰフォトインターナショナル － ハイクオリティかつ低コストでの写真動画制作による販路開拓

神奈川県 マリッジサロン　ヘルガの結婚 － ヘルガの「ハートの学校」のオンライン化

神奈川県 株式会社アージョ 3020001087908 テイクアウト需要客の新規顧客獲得

神奈川県 株式会社セルディ 302000108864 葬儀の一部オンライン化による参列者の非対面化

神奈川県 株式会社アプリコット倶楽部 8020001111794 入園希望者や就職希望者に動画で施設や活動状況を閲覧・提供する

神奈川県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｃｅｒｔｅｓ － オンラインミキシング、マスタリングサービスのための機材整備

神奈川県 齋藤彰英写真映像制作 － 新設スタジオを活用した商品撮影と遠隔撮影指導による顧客獲得。

神奈川県 ＭＡＲＣＯＭＡＲ　ＪＡＰＯＮ － 新商品企画によるネット販売の拡充と酒類販売による新規顧客獲得

神奈川県 有限会社グリーンフーズあつみ 9020002096596 食生活に携わる企業として、製品の安定供給を図るための設備投資

神奈川県 有限会社内阪屋 4020002095768 非対面販売／非接触決済から今こそ広げよう！家呑み文化の提案

神奈川県 有限会社三陽会館 7020002097167 障害をもった方・年配者でも安心して利用できる写真館への移行

神奈川県 株式会社ＤＴＣ 9020001112874 ネットを通じた敏速な商品告知と新規顧客獲得による販路拡大

神奈川県 ＭｅＲｖｅｉｌｌｅｓ － ＥＣショップの開設と新作香水の開発

神奈川県 株式会社カツラ・オプト・システムズ 1020001063943 特注高精度３Ｄプリンタ導入による機械部品の自製化

神奈川県 ＭＥ　Ｅｎｇｌｉｓｈ － オンライン英語教室、オンライン英会話講師養成

神奈川県 株式会社モトイ 2020001111189 リモートによる建築リフォームの相談対応！　そして販路拡大へ～

神奈川県 クリエイティブオフィス　ドリームテリア － ポスターオーダーサイトの構築

神奈川県 合同会社ベースランド 9020003012156 ＷＥＢ販売の開始および自社オリジナル商品の開発

神奈川県 株式会社ホテル精養軒 8020001070165 ホテル会場バーチャル化・非接触型会合とテイクアウトの融合事業

神奈川県 株式会社ＭＦＰ 1020001125215 ＡＩ姿勢分析ソフトによる時短・簡単オンライン健康指導

神奈川県 有限会社矢野 3020002099670 テイクアウトの導入でお客様のご家庭で本格中国四川料理を提供

神奈川県 株式会社ＦＬＯＲＥＳＴＡ 6020001104453 美容室・ネイルサロンの、スタッフやお客様同士の非対面型への転換

神奈川県 株式会社愛花園フラワーガーデン 8020001107149 ＷＥＢサイトを活用した非対面型ビジネスとしてのレンタル植木事業

神奈川県 二坪喫茶アベコーヒー － 豆とオリジナルグッズの自社サイトを通じた販売による顧客獲得。

神奈川県 Ｉｌｌｕｓｉｏｎ － ＨＰ制作による集客力向上と民泊運営の１００％リモート化計画

神奈川県 有限会社堺堂 4020002089019 補聴器の遠隔ライブ調整導入で【完全無欠】の感染症対策

神奈川県 Ｊａｐａｎｉｔｙ －
以下の日本茶リーフ商品を製作し、自社サイトでオンライン販売をします。
A：香りたつ茶畑 Japanese Special Tea（プレミアム茶葉のティーバッグ商品）
B：朝を整える抹茶ラテ Matcha＆Herb（缶入りのハーブ入り抹茶茶葉商品）
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神奈川県 株式会社サンク 7020002094412 密集・密接をしない撮影とダイナミックな映像表現

神奈川県 ＩＳ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ － リモートレッスンの開始および広報強化

神奈川県 株式会社江原工務店 4021001034816 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 とみず整骨院 － 新規顧客と既存顧客を集客するための新しいビジネスモデル構築

神奈川県 Ｍｅｇｕ － 施設改装による非対面型宿泊施設事業

神奈川県 株式会社シンインターナショナル 7021001047261 テレワークによる、海外寺院向け修復事業の非対面型ビジネスの構築

神奈川県 聖心堂療院 － オンラインによるプレママ＆ママのための心と体のサポート

神奈川県
ベストピア行政書士・社会保険労務士事
務所

－ オンライン障害年金相談対応による遠隔地販路開拓

神奈川県 株式会社プラザネット 8021001034671 ライティングシミュレータを利用した非対面型プレゼンテーション

神奈川県 有限会社おむろアカデミー 8021001064933 非対面型のクリエイティブ商談ルーム「小田原ＬＡＢＯ」の開設

神奈川県 株式会社マルヒ 8021001064933 スマホ対応ＥＣサイト作成及びＷＥＢへの導線構築事業

神奈川県 有限会社山川屋 5021002050687 新たな道具を手に販路拡大

神奈川県 有限会社成和 2021002058436 疑似ドライブスルー化によるテイクアウト販売で店外販売を強化

神奈川県 ビストロローヤル － 「お洒落なお家ごはん用」テイクアウトメニューの開発

神奈川県 有限会社寿庵 7021002051758 家庭内食事機会増大に対応するテイクアウト強化と新規客の確保

神奈川県 株式会社安池建築工房 8021001054926 オンラインで打ち合わせ情報の共有ができるホームページの開設

神奈川県 株式会社Ｎ．Ａ．Ｃダイニング 1021001056516 「疲れている皆様に元気と美味しいを届けるテイクアウト事業」

神奈川県 イノス株式会社 4021001032332 ・非対面による室内除菌クリーニング・抗菌コーティング施工事業

神奈川県 株式会社中川工務店 6021001035507 Ｗｅｂセミナー集客とその後の営業をＷｅｂで行うシステムの構築

神奈川県 アジアンキッチン風来 － 新たなテイクアウト事業への展開による地域活性化と社会貢献

神奈川県 株式会社アンドエイチ 2021001070152 依存していた中国及び遠方外注からの脱却の為の設備導入

神奈川県 活魚磯料理寿し　眞鶴 － 厨房機器の刷新によりテイクアウトの対応力強化と需要拡大

神奈川県 株式会社ＧＫファクトリー 2021001053396 オンライン対応による地域密着の住まいの番人制度で販路開拓

神奈川県 株式会社大信興業 3021001053742 ＥＣサイト新設による販路開拓及び店内の感染拡大防止対策

神奈川県 フランス料理　マリー・ルイーズ － ホームページのリニューアルとオンライン予約の新設及び拡充

神奈川県 株式会社アスリートネット湘南 8021001038549 会員制高地トレーニングスタジオの密閉密接を回避する個室化事業

神奈川県 ＬＩＡＩＳＯＮ　ＨａｉｒＲｅｓｏｒｔ － ＥＣサイトによる物販事業とコロナ感染防止策による来店促進事業

神奈川県 株式会社菊毬 3021001056778 自社製造商品の生産力強化及びＥＣサイト構築による販路開拓

神奈川県 居酒屋酒蔵 － 新規メニューの開発とテイクアウト販売による新規客の獲得

神奈川県 株式会社いこい 2021001039742 テイクアウト用カウンターの新設及び看板設置改築工事

神奈川県 ドクトルグループ － オンライン授業の選択肢追加とその周知

神奈川県 有限会社都市開発推進協会 3021002008910 物件提案業務の自動化による非対面顧客獲得・管理システムの導入

神奈川県 ｍａｋａｐｕｕ － テイクアウトメニューの強化とデリバリーサービスの開始
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神奈川県 株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ 1021001060609 治療の一部オンライン化と物販による非対面型ビジネスモデル確立

神奈川県 株式会社ＢＵＳＨ 4021001006121 コロナ感染症の安心安全の確保と新規集客のネット環境改良

神奈川県 スキップコンサルティング － Ｗｅｂの最大活用による中小企業支援コンサルティング活動の推進

神奈川県 ２５２５ＨＯＭＥＭＡＤＥ － デリバリーの販路拡大と持ち帰りによる販売促進に伴う機器の導入

神奈川県 志奈乃屋 － 自家菜園の新鮮野菜や地元食材を使った手づくりのお弁当の展開

神奈川県 Ｅｌｅｕｔｈｅｒｉａ － 脳科学・心理学・言語学を使ったオンライン講座とコーチング事業

神奈川県 ワミレスサロン善行Ｍａｈａｌｏ － 非接触型サービス体制強化による販路拡大

神奈川県 株式会社東海コピーサービス 2021001005604 無人化セルフコピー機導入とパーテーションによる非対面への実現

神奈川県 雙葉株式会社 7021001051908 非接触・非対面型、個人向け練習設備導入による新規顧客開拓

神奈川県 わかやま屋ピッツェリアチェッポ － ワインのテイクアウトの充実で新たな顧客開拓と利益率の向上。

神奈川県 Ｓｏｇａ　Ｂｏｄｙ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ － セルフ温熱療法をやろう！免疫力倍々でコロナバイバイ♪

神奈川県 ＺＩＲＩＫＩ － パーソナルトレーニング動画制作サービスによる新規顧客の獲得

神奈川県
特定非営利活動法人アズヴェール藤沢ス
ポーツクラブ

6021005001397 アズヴェール藤沢オンラインコンテンツ配信　トライアル事業

神奈川県 有限会社グラスギャラリーモリヤマ 2021002010719 ネットショップを新設

神奈川県 フルサウンドヴォイス研究所 － オンラインでボイストレーニングスクールを実施し新規顧客を獲得

神奈川県 こころとからだの健やかオアシスＢａｏｂａｂ － 新たな顧客につながるオリジナルバオバブ石けんの開発とネット販売

神奈川県 ｐｓｉｐｓｉｎａ － 宅配・ケータリングを含むキッチンカーでの販路開拓

神奈川県 カナリヤ － テイクアウトを主体としたフードコート事業への転換

神奈川県
ＸＹＺｊｅｗｅｌｒｙ＋Ｌｉｆｅ　イクシーズジュエリー
プラスライフ

－ ニューノーマルに向けた商品企画とオンラインによる販路拡大

神奈川県 ＭａｂｂｙＳ株式会社 8021001050875 非対面販売中心の営業に適した設備・レイアウトへの変更

神奈川県 有限会社タイガープロパン 6021002032263 自動検針・集中監視システムの構築

神奈川県 株式会社プリマパッソ 5021001045696 テイクアウト提供に必要な機器の導入による販路開拓

神奈川県 亀寅技研 － 患者間の非対面型治療院モデル化の為の完全予約制及び個室化

神奈川県 にこにこ健康施術院 － ＷＥＢ集客による若年層、男性客獲得と出張施術の拡大

神奈川県 サンドブラスト工房　和（のどか） － 新規顧客の獲得のための広告宣伝活動事業

神奈川県 旭屋本店 － 非接触会計による『電子マネーデビュー』のお手伝い

神奈川県 コーポレートリンクス株式会社 3010501034006 自社インターネットサイト開設と販売強化

神奈川県 株式会社アトリエコー 2020001134314 冷蔵ストッカー等の導入によるテイクアウト業務強化事業

神奈川県 Ｌｉｎｏ　Ｄｒｏｐｓ　Ｋａｍａｋｕｒａ － 「こんな良いもの」を訴求するＥＣサイトリニューアルと店舗改装

神奈川県 リストランテシーヴァ － テイクアウト事業拡大のための冷蔵ストッカー等の導入

神奈川県 株式会社カルチャーライフ 1010001014204 Ｗｅｂ機能強化による若年層とＥＣ需要の取り込み

神奈川県 トリミングサロン　カニッシュ － オゾンペットシャワーの導入で犬も飼い主も安心なトリミングを

神奈川県 あったかい株式会社 3021001063659 干物のオンライン販売強化による販路開拓事業
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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。

神奈川県 有限会社フラワーショップやざき 8021002015555 配送力向上のための配送車荷台収容スペースの改造及び店舗改修事業

神奈川県 おるとれヴぃーの － デリカテッセン業務強化のための調理機材導入事業

神奈川県 株式会社Ｄｅｌｉｃｅｓ　ｄｅ　Ｍａｍｉ 9021001047417 【ＥＣサイトを立ち上げ、非対面型ビジネスへ転換】

神奈川県 月ノ聖 － インターネット販売を中心としたＨＰのリニューアル

神奈川県 有限会社　陶房渋柿庵 20002012312 事業拡大、販路開拓開始事業パワーアップ！事業

神奈川県 優美出張着付け － 動画・ＳＮＳ配信による国外顧客獲得システムの開発

神奈川県 株式会社ゼオン 3021001009785 店舗公式オンラインショップの開設とＳＮＳとの連動販売の実現

神奈川県 ワールドイベント鎌倉株式会社 8020001085915 ホームページ通じてスポーツ観戦グッズを販売し新規顧客を獲得

神奈川県 花いちぜん － テイクアウトの拡充およびデリバリー・ライブ配信の立ち上げ

神奈川県 有限会社コロナ堂 8021002014648 在宅事業（ステイホーム）を頑張っている方を応援する事業

神奈川県 ウクレレスタジオ七里ヶ浜 － 製造工程の効率化による接客業から製造販売業への売上比率の転換

神奈川県 鎌倉ほっとけーき － 『コロナの時代にも売れる移動販売車による販路開拓』

神奈川県 有限会社ネオディレクション 7021002070989 通信販売用の冷凍商品の開発・製作販売のために必要な設備投資

神奈川県 ＰＩＮＥＳＴＯＮＥＳＴＹＬＥ株式会社 6021001010666 テイクアウト専用スペース製作工事

神奈川県 鎌倉投信株式会社 8021001010747 オンラインツール導入による販路開拓事業

神奈川県 鎌倉チュロス － 家族みんなで楽しく「お家で鎌倉チュロス」促進事業

神奈川県 空の食卓 － コロナ対策。３密を避けた料理教室、ケータリング業務へ変更。

神奈川県 ＧａｌｌｅｒｙＰｉｃｔｏｒ － オンラインショップを通じた販路開拓事業

神奈川県 ＯｕｉＯｕｉ － 真空機を使った１階デリ事業の充実化による販路開拓

神奈川県 株式会社ブルークインス 9021001045651 ネット販売強化のための広告活動、及び開発ツールとシステム導入

神奈川県 竹扇 － テイクアウトメニュー強化で新規顧客獲得と食材ロスの削減

神奈川県 有限会社かなや 4021002014321 冷蔵設備の購入による配達サービスの充実や販路拡大事業

神奈川県 株式会社ドルチェ・エクラーロ 1021001066515 非対面販売の拡充・拡大と中長期賞味期限の商品開発

神奈川県 株式会社ＴＡＶＥＲＮＡ　ＲＯＮＤＩＮＯ 6021001053079 真空包装機導入によるテイクアウト・デリバリーサービスメニューの拡充事業

神奈川県 ドッポ － オンライン片付けコンサルティング事業

神奈川県 ｃｅｒｃｌｅ － 衛生面の設備強化とオンライン導入による販路開拓と新規顧客獲得

神奈川県 Ｂａｒ　ｄｅ　Ｅｓｐａｎａ　ｍｏｒｉｍｏｒｉ －
近隣に向けての宅配サービスやテイクアウト及び全国へ向けてのネット販売の
構築

神奈川県 シルバーマーケット有限会社 7021002017123 オンラインカタログ整備とメッキ加工業務の拡充、店舗看板の設置

神奈川県 株式会社ＤｉｖｅｒＷｏｒｋｓ 1021001061482 エンジニア専門の多様な働き方を提案するオンライン人材紹介サービス

神奈川県 株式会社西松 2021001043471 冷蔵庫保管業務のサービス拡充による販路開拓・売上拡大事業

神奈川県 合同会社三戸浜マーレ 2021003006294 新規の顧客の取り込みと、スペースレンタル時の遠隔での対応の実施。

神奈川県 株式会社ｍ－ｆｏｌｋｓ 3021001068996 グランドオープンキャンペーンと地域商材のネット販売の展開

神奈川県 品質の学校 － 動画配信とオンラインセミナーによる新規顧客獲得と商圏拡大
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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）
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。

神奈川県 株式会社サンワ 5021001057477 クラウドシステムによる業務のオンライン処理と募集活動の強化

神奈川県 有限会社ともずダイニング 5021002029442 新しい生活様式にあわせ感染リスクをなくす！三密を避ける取組

神奈川県 株式会社匠堂 6021001017991 自動精算機による非対面型ビジネスへの移行と顧客維持の為の改装

神奈川県 有限会社あさのやおふぃす 7021002026074 コロナに負けない！食育を考えたお弁当を日本全国にお届け

神奈川県 株式会社セラム・グループ 6021001050365 ｗｉｔｈコロナ時代における非対面式接客とビデオＥＣサイト事業

神奈川県 東方商事仲介合同会社 8021003006875 非対面型へのシフトにより仕入ボトルネック改善と脱直接訪問営業

神奈川県 行政書士みなと国際法務事務所 － 非対面型・低価格のビザ申請サポートサービス

神奈川県 整体ルームいしかわ － オンラインで不調を改善したい顧客を獲得するＷｅｂ構築事業

神奈川県 株式会社菱和テレホンサービス 6021001014428 テレワーク化推進による新規事業開拓

神奈川県 ＨＫ　ＬＯＵＮＧＥ － テイクアウト営業の開始とライブ配信可能なステージ設備の導入

神奈川県 キムラホーム管理株式会社 6021001059778 『非対面ビジネス・テレワークでも顔の見える不動産管理業へ』

神奈川県 遠藤章子 － 非対面型ビジネスへの転換

神奈川県 春田界渡 － 鍵盤楽器の導入と事業のオンライン化による新規顧客獲得

神奈川県 ＫＥＮ．Ｋ　Ｆｌｏｒａｌ　ａｒｔ　Ｌａｂ － 【オンラインビジネスへのチャレンジとブランディングの確立】

神奈川県 海月亭 － テイクアウトの促進、店内衛生強化を行い、３密回避営業の構築

神奈川県 合同会社Ｃｈｅｖａｌ　Ｂｌａｎｃｈｅ 5020003008653 米粉の非対面型お料理教室と米粉商品のショッピングサイトの構築

神奈川県 友恵そろばん教室 － ＺＯＯＭのオンライン授業導入に伴う販路拡大と感染症防止対策

神奈川県 有限会社恵似夢 3021002040194 「ＮＥＶＥＲ　ＧＩＶＥ　ＵＰコロナ対応事業２０２０」

神奈川県 株式会社コービット 1021001046450 アダプタによる非対面型聴診器評価環境の構築

神奈川県 ＰＲＯＳＰＥＲ株式会社 2020001117554 お客様と接触せずに宿泊可能な貸し別荘

神奈川県 ｍａｎｏ’ｎ － ＨＰを活用し非対面カウンセリングによる化粧品販売と新規客獲得

神奈川県 マンマチャオ弘明寺店 － 電子マネーの導入で非接触型のキャッシュレスサービスを提供

神奈川県 住まいるサポート株式会社 1020001127616 テレワークとＹｏｕＴｕｂｅで高気密・高断熱住宅を全国に普及

神奈川県 ＢｅｓｐｏｋｅＬａｂ． － オンライン（非対面）オーダーシステムの立ち上げ

神奈川県 株式会社ＢＩＧＥＡＧＬＥ 7020001133823 テイクアウトメニューの開発と提供による販売（売上）拡大

神奈川県 ＩＮＳＩＧＨＴ　ＷＯＲＫＳ株式会社 6020001119625 問合せ対応のＡＩ化と新サービス提供による新規獲顧客獲得

神奈川県 合同会社トランサイド 1290803002592 ３Ｄプリンターを用いた高周波部品の試作による開発提案

神奈川県 Ｓｕｎｎｙ　ｈｉｌｌｓ　藤沢店 － ネイルスクール講座提供に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

神奈川県 オーズ・クリエーション・ジャパン株式会社 2020001046484 鍛造で大きいサイズの指輪を作り、ＥＣを通じて顧客獲得

神奈川県 株式会社メガネのコイヌマ 2020001074725 ホームページにお客様の安全な集客と予約システム

神奈川県 湘南藤沢整骨院 － “３密を避けたクラスター対策で快適な院作り”

神奈川県 株式会社堀川企画 4021001055853 ＪＧＴＯツアープロ堀川未来夢監修　オンラインゴルフスクール

神奈川県 有限会社パルトレーディング 1020002061608 ＥＣサイトを活用した雑貨商品拡充とＷｅｂ広告による販路拡大
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神奈川県 長田内装 － ネットを活用して、新規手作り家具販売

神奈川県 覚張俊介 － オンラインレッスンの展開と自宅収録環境整備による新規顧客獲得

神奈川県 有限会社ミツバチ 9020002095086 自社ＥＣショッピングサイトを構築し、ＰＲ強化と拡販体制

神奈川県 株式会社スタンプス 4020001100594 自社オンラインストア開設による販路拡大

神奈川県 アラプラーナ合同会社 9020003015365 デーツショコラの通販部門の強化事業

神奈川県 株式会社ＡＳ　ＯＮＥ　ＳＴＹＬＥ 9021001062614 コロナ感染対策をした新たな簡易宿所の経営計画

神奈川県 有限会社酒室商店 5021002069884 業務向け商材のアウトレット販売、及び配達売上の強化

神奈川県 株式会社藤商 8020001015863
繊細な加工技術を使った締め付けない下着の生産およびネットを通じた新規
顧客獲得

神奈川県 ビーエスシー － テレワーク特化型ＥＣ販売と在宅向ヘッドセットアダプターの開発

神奈川県 腸詰屋箱根仙石原店 － 国産豚肉・牛肉を使用したハム・ソーセージのネット販売にて顧客の獲得

神奈川県 有限会社かしわぎ 6021002057310 かしわぎ寝具セット販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

神奈川県 有限会社堀よし 8021002050635 店内消毒改修工事・テイクアウト、真空パック詰め販路開発事業

神奈川県 株式会社トランプス 2020001047689 飲食店の店内の壁面を活用した広告枠販売仲介事業

神奈川県 有限会社イイヅカ電気工事 1020002082983 工事例ショールームへの改装とＷＥＢサイト・看板での認知度向上

神奈川県 株式会社ハイパーのんべえカンパニー 6020001133122 立ち飲みバーからカフェ営業の開始とデリバリーの取り組み

神奈川県 有限会社レインフォーレスト 7021002016595 テイクアウト専門店用ファサードの整備による販路拡大

神奈川県 株式会社Ｙ’Ｓ　ＢＯＤＹ　ＦＡＣＴＯＲＹ 3021001058709 心のストレスを解消するコーチカウンセリングの販路開拓

神奈川県 町田　雄飛 － オンライントレーニング＆トレーニング動画の普及

神奈川県 京風たこ焼き福篭 － 安心安全な食を提供する為の非接触型システムの導入

神奈川県 Ｆｅｅｌａ － サロンの集客を強化し、ネット販売と動画によるＰＲで売上を拡大

神奈川県 株式会社オーベルシステムズ 9020001055909
「家庭で気軽にホテルの味を楽しむ」テイクアウト事業の展開による新規顧客
獲得

神奈川県 結び屋　虹園 － ＶＲを活用したオンラインイベント『おんど！！』の構築

神奈川県 合資会社浅草食堂 9021003000877 １００年食堂の味をお手元に！テイクアウトによる新規需要の開拓

神奈川県
ハラッパーズ　コルティヴァーレ（カフェ
バー　コルティヴァーレ）

－ 店で人気の調味料・惣菜の商品化～テイクアウトとネット販売

神奈川県 株式会社天内鋼業 8020001004750 工事現場とバックオフィスをつなぐ！「クラウド現場管理」の開発

神奈川県 ｓｔｅｌｌａ － 物販及びセルフケアエステのオンラインサービス事業

神奈川県 ヨガスタジオアルモニ － オンラインヨガレッスン・講座配信事業

神奈川県 合同会社サンミックス 8020003012529 暮らしに役立つアーユルヴェーダ基礎理論のオンライン化・および宣伝、販売

神奈川県 渡邉　豊 － 農家体験オンラインプログラムの開発・販路開拓

神奈川県 株式会社テイ．エス．エス 8020001080255 精密板金屋が取り組むコロナ菌対策グッズ

神奈川県 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ａｎｄ　Ｂａｒ　Ｄｅｃｏｄｅｃｏ － 地野菜たっぷり体が喜ぶおかずの弁当テイクアウトとデリバリー

神奈川県 有限会社ＮＹスクエア 4290802005107 遠隔操作可能な防犯カメラの設置による遠隔メンテナンス体制導入

神奈川県 Ｈ＆Ｍ不動産株式会社 8020001133418 登記情報を利用したマーケティングによる収益物件の管理獲得
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

神奈川県 株式会社クレシェス 1013301035588 オンライン完結型経の営者者向け技術講座

神奈川県 株式会社うみどり 8021001067242 気象・海象関連のＢｔｏＣサービス追加による販路拡大事業

神奈川県 スタジオボレロ － 強みを非対面型で提供・ＥＣ販売と設備投資で新規販路開拓

神奈川県 有限会社エムケイティ石渡 5021002062773 ピンチをチャンスに変えてより一層親切・敏速な会社に変身

神奈川県 ピラッジオＦＣ株式会社 7020001122842 フィットネスのオンラインレッスンのプラットフォーム構築

神奈川県 株式会社バディエイチ 5021001022943 音楽ライブ配信とオンライン音楽レッスンによる非対面事業化

神奈川県 株式会社エステル 1020001014401 非対面で受講できるオンライン講座で販路開拓

神奈川県 整体師　柴原　達也 － 腰にきたテレワーカー集まれ！腰を癒すセルフ整体＆ストレッチ

神奈川県 有限会社クアトロ 1021002001529 非対面での出張修理、イベント開催での新規顧客の確保

神奈川県 ＦｕｌｌＬｉｆｅ湘南整骨院　鍼灸治療院心笑 － セルフケアの導入により、非対面治療への転換

神奈川県 にいむら整体 － オンライン整体と炭酸整体を生かした通販による非対面型事業

神奈川県 古道具Ｒ － ホームページでの商品販売・情報発信の強化、買取専門ＬＰ制作

神奈川県 ビューティサロン髪ｉｎｇ － 接触・飛沫感染を極力抑えるため、非接触型ヘアドライヤーの導入

神奈川県 株式会社ＦＵＴＵＲＥ　ＡＭＡＤＥＵＳ 6021001005798 オンラインライブシステムの開発と構築、それに伴う新規顧客の獲得。

神奈川県 トビラ株式会社 5020001124114 飲食店の非対面需要の喚起とイベント事業のオンライン配信対応

神奈川県 楽や温熱鍼灸院Ｙｏｋｏｈａｍａ － セルフ血流スコープで健康状態を確認。深部加温にて免疫力アップ

神奈川県 加藤　功一 － 不動産投資オンライン相談開始に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

神奈川県 のら猫Ｃｈａｙａ － 新たなネット販売体制の構築と店舗訴求強化による新規需要の開拓

神奈川県 はなまる農園 － 有機野菜農家が作るテイクアウト用ジェラートの新商品開発事業

神奈川県 松本　純子 － レッスンのオンライン化の構築プロジェクト

神奈川県 共立機械製作所株式会社 9021001015976 ＥＣサイトによるフェースシールド販売事業

神奈川県 株式会社とりとん 3020001078857 電子マネーが使えて、写真画像と説明・翻訳ができる券売機の導入

神奈川県 ホリスティックセラピーココアン － サロン及びスクールにおける非対面型講座の構築

神奈川県 株式会社フレンチデリ・パッケ 8021001039811 テイクアウトの拡大及び効率化

神奈川県 宮崎　まゆみ － 「愛される話し方教室」オンラインスクールの運営

神奈川県 株式会社バウムスタンフ 8021001037105 雑誌掲載、ＳＮＳ動画配信等非対面の広告による新規顧客獲得

神奈川県 Ｏｋｏ　Ｆｌｏｗｅｒ　Ｍａｒｋｅｔ － 生花の移動訪問販売事業

神奈川県 株式会社ビューティサイエンスタカハシ 8021001057210 オンライン美容品販売とカウンセリングサービスによる販路拡大

神奈川県 株式会社ＪＡＭパートナーズ 7021001063440 非対面型のアポイントが出来る環境設備とＨＰの改変

神奈川県 グリーンフォレストマッサージ治療院 3020003004695 安心してご来院いただく為のオンライン健康相談窓口の構築

神奈川県 ポポの木整骨院 － 自社サイトでのオンラインサービスによる顧客満足度向上

神奈川県 ５ＵＮＤＥＲＳ　ＧＯＬＦ － オンラインを取り入れたデータ活用型ゴルフレッスンを新たに推進

神奈川県 ＷｉｔｈＵ － 「コロナを回避し、身体を鍛え、健康の維持・増進を図る」
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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。

神奈川県 株式会社三六六 1020001014962 テイクアウト強化に向けた販路拡大のためのホームページの作成と設備導入

神奈川県 有限会社パンオフィス 8020002066154 オンライン教室事業＆物販事業強化

神奈川県 矢澤公司 － 「入居者も来訪者も感染の恐怖から守り雇用をもたらす経営づくり」

神奈川県 ３０３Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ － 新商品の開発とＥＣサイトによる非対面型ビジネスの展開

神奈川県 Ｆｉｃｔｕｒｅ － 映像制作業における、非対面営業活動の基盤づくりと取組の周知

神奈川県 Ｐｅｔｉｔ　Ａｍｉｅ　ｍａｍｉｅ － クレイクラフト制作レッスンのオンラインサービス構築と全国展開

神奈川県 ＥＭＭＡ株式会社 8020001134416 オンライン教育への取り組みに伴うＷｅｂを活用した販路開拓

神奈川県 藤田　みさ － オンラインサロンで元気を届けるフリーアナウンサーの挑戦

神奈川県 空日和 － オンライン講座とカウンセリング導入でのコロナ対応及び新規顧客開拓

神奈川県 株式会社Ｒ　ｆｉｒｓｔ　ｊｅｗｅｌｒｙ 2021001006024 自社開催によるジュエリー展示即売事業

神奈川県 さくらや海老名店 － 専用ミシンを利用した制服お直しサービスの展開及び販売促進事業

神奈川県 株式会社ＮＤＹｕｎｉｔｅｄ 4020001047910 ＳＮＳを活用した動画広告と・ＥＣサイトによる販路開拓

神奈川県 立ち呑みエイト／ｂａｒ　ｅｉｇｈｔ － ｓｔａｙ　ｈｏｍｅ救済！自炊代行！自宅ｄｅ居酒屋気分をお楽しみください！

神奈川県 Ｃａｓａ　Ｂａｌｅ － 非対面型テイクアウト販売認知度ＵＰ事業

神奈川県 ＬＩＮＫ － 自社サイト強化を通じた非対面型営業活動、調理動画配信環境整備

神奈川県 ワイズデザインファクトリー合同会社 9020003008600 新型コロナを踏まえての新常態に向けた社内体制の構築事業

神奈川県 アロマセラピーサロンＳｉｒｅｎｅ － 非対面サービスの充実とオンラインセミナーを活用した販路開拓

神奈川県 ＨＡＶＥＳ合同会社 4021003008421 非対面型販路拡大ＥＣサイト構築

神奈川県 株式会社肴倶楽部 1021001023318 お寿司と鮪「マグロ」（魚介類）の店舗外での移動販売事業

神奈川県 ＹＯＧＡ　ＭＩＣＯ　ＳＴＹＬＥ － オンラインレッスン事業の構築

神奈川県 Ｈｏ　Ｌａ　ｎｅ － 身体を変える！人生を変える！栄養カウンセリング非対面化事業

神奈川県 株式会社エムアイストーリー 7020001122413 ハンモックピローの非対面型販売とマスク補助具の試作開発

神奈川県 株式会社ｔｈｅＨａｍｍｏｃｋ 3020001091538 ＥＣサイトの体制構築と新規顧客獲得に向けたオンライン集客

神奈川県 ＭＡＲＩＡ　ＣＲＯＳＳ － 緊急事態宣言に負けない安定した美容室経営

神奈川県 トラットリア・ダ・テレーサ － おうちで外食気分が楽しめるレストラン品質のテイクアウト事業

神奈川県 美の魔法 － ファッションレッスンのオンライン化事業

神奈川県 株式会社子の日 7021001035324 家庭向け新商品の製作機械及びメンテナンス機械の導入

神奈川県 松村　智之 － 動画撮影・制作事業の新参入

神奈川県 有限会社黄河 1020002011736 直場店・通販に新規メニューを投入し、宅配を開始し売上のＶ字回復を目指す

神奈川県 座りや － 手作り惣菜セットのテイクアウトの顧客獲得

神奈川県 有限会社フリュイドパワー 5021002012035 非接触型サーフボードロッカーサービス事業

神奈川県 クレインホーム株式会社 5020001109016 ＷＥＢ商談を活用した新規集客強化事業

神奈川県 有限会社アシストホーム 6021002068662 最新ＢＩＭ対応３次元ＣＡＤを使った非対面内見の実施
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神奈川県 有限会社スクランブル 902002102775 商品・サービスを伝える動画製作・配信を通した非対面型接客システムの確立

神奈川県 松本吉成 － 非対面コンサルティング、能力開発講座の開拓と環境整備

神奈川県 オヘソファクトリー株式会社 4021001052108 ＶＲ機能を活用したオンラインのインテリアコーディネートサービス

神奈川県 整体院和 － コロナ下に苦しむ整体師向けオンラインコンテンツサポート事業

神奈川県 株式会社Ｅ．Ｎ．ＦＡＣＴＯＲＹ 8021001024771 コロナ対策の為の非対面ネイル施術設備導入とＷＥＢスクール開設

神奈川県 有限会社ＳＵＮＳ 1020002082686 非対面での法人研修・受講生の個別面談対応の環境構築と実施

神奈川県 ｈｏｌｏｈｏｌｏ接骨院 － 接触機会を減らす機器の導入と宣伝による顧客維持、獲得の取組み

神奈川県 幸野　惇 － 幸野惇のオンラインフィットネス

神奈川県 家庭料理の教室「なおさんのオハコ」 － 料理教室のチケットから食材まで購入することができるネット通販事業

神奈川県 ｇｒｏｗｔｈ － オンライン営業・集客の仕組み作りに伴う情報発信型サイト立ち上げ

神奈川県 リノフト株式会社 7020001121605 インターネットによる貸し会議室掲載拡大・非対面運営対応事業

神奈川県 ＣＯＣＯＬＯＲ － 『オンライン版ネットショッピング同行サービス事業』

神奈川県 カレー＆カフェＭｏＭｏ２ － インド料理の移動販売を行うためのキッチンカーの導入

神奈川県 オフィスハイ － オリジナルコサージュ販売の対面型から非対面型への転換

神奈川県 株式会社３ＳＴＡＲＳ 4020001129403
①天使のオムレット（テイクアウト商品）の開発、販売　②テラスのオーニングの
設置

神奈川県 株式会社ミュー 20001083083 インターネットを活用した環境ビジネスの積極的展開

神奈川県 有限会社カオス 4020002025948 非対面販売の強化とＢ２Ｃビジネスとブランディング確立

神奈川県 株式会社Ｐｌｅａｓａｎｔ　ｌｉｆｅ 3020001096883 感染・環境対策整備と集客・広告強化の取り組み

神奈川県 ツールワークス株式会社 1021001066614 ＵＸデザイン手法のオンライン提案を目的とした顧客開拓の強化

神奈川県 株式会社キュートン 2021001066266 パーソナルトレーニングにおける非対面サービス拡充とその周知

神奈川県 小山　朝子 － 高齢ドライバーに関する非対面型相談サービスによる販路開拓

神奈川県 Ｌｅ３ － 出張ソムリエによる販路開拓および自社サイトの構築

神奈川県 株式会社Ｏｎｅ　ｓｔｅｐ 3021001064748 美容室ＲＥＡＳＯＮ、カフェ併設サロンｒｅｇａｍｅ

神奈川県 効かせ屋 － 〔コロナに負けるな！！〕元気復活足つぼマッサージコースの導入

神奈川県 合同会社Ｋ＆Ｍ 6021003007388 自社ＥＣサイトを構築し、新たな販路開拓で自社商品を販売する

神奈川県 ディープブレス・ボーカル教室 － 新規顧客開拓のための、オンラインレッスンとレコーディング事業

神奈川県 スタジオぐらっぽろ － オンラインを活用した個人向け新サービスによる顧客の売上拡大

神奈川県 株式会社ＮＤＣ 1290001055047 打倒コロナ！新サービスとＨＰ戦略による販路拡大へのチャレンジ

神奈川県 株式会社グローイングトゥギャザー 2020001087058 動画コンテンツ配信と教室内感染症対策の充実

神奈川県 有限会社プリーズインターナショナル 2020002044842 接触頻度回避の新サロンワークとホームページ改良による新客獲得

神奈川県 ４Ｓｈｉｎｅ株式会社 9021001063570 オンライン活用した女性のためのスクールの開発と新規顧客獲得

神奈川県 有限会社山本事務所 9020002074643 陶芸の魅力を動画でわかるネット注文可能なオンライン陶芸教室

神奈川県 株式会社ＢＯＸ 1020001132391 まつ毛美容液のインターネットを通じた販売、販路拡大。
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神奈川県 ｔｒｏｉｓ　ｃｉｎｑ － ＨＰリニューアル・オンラインカウンセリング　ネット販売事業

神奈川県 ウエルネスあざみの整骨院 － オンライン診療やオンラインアドバイスサービスの提供

神奈川県 ＣＨＩＧＡＳＡＫＩ　ＢＡＳＥ － 内製化と物販強化で販路拡大、ＤＩＹ教室で機会ロス解消

神奈川県 株式会社Ａｍｅｒｉｃａｎ　ｂｌｕｅ　Ｊ　Ｊａｐａｎ 7020001082632 ◆ＢｔｏＢ新販路開拓とギフト新企画商品の開発◆

神奈川県 Ｒｅｓｅｔｔａ － 安心安全なお店作りと顧客数ＵＰと非接触非対面型の売上の増強

神奈川県 自分サイズ － 非対面で行う認知向上のためのＰＲとオンライン相談

神奈川県 ビバーチェ － エステサロンのオンライン化計画

神奈川県 しいれいフォト － 非対面型オンライン撮影講座の開発と、ＷＥＢサイトのＥＣ化

神奈川県 キュア総合整体院 － 個室化・完全予約制で顧客同士の非対面化を図り、コロナ禍を打開

神奈川県 株式会社ｉ－ＤＯＧライフパートナーズ ＦＣ展開のための会員制ＷＥＢサイト制作

神奈川県 西郡　徹 － 新米パパママ向けフォトサロンの開設

神奈川県 蕎麦兄 － テイクアウト販売と感染症対策のためのウッドテラス席の製作

神奈川県 井上　歩 － ＷＥＢサービス改修による社会人向け英会話サービスの販路拡大

神奈川県 個人事業主 － 非対面型ホームページでの顧客獲得、新たな価値観の山岳行動食製造

神奈川県 合同会社Ｇ－ｍｉｎｄ 3010603006142 「セミナー業務　非対面化の取組と販路開拓」

神奈川県 ＴＯＴＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　ＯＨＡＮＡ － （１）リモートドライヘッドスパスクール説明会（２）リモート技術補講

神奈川県 Ｌｉｎｋ － 短時間で効果が得られる低周波・高周波機器のボディケアサービス

神奈川県 北海道らーめん文太朗 － 感染防止対策及び安心安全の北海道名物の提供プロジェクト

神奈川県 美容室アンク［リーフ］ － 機械化による顧客満足度向上と来店客数の増加

神奈川県 株式会社マルセイテック 2021001055285 コロナから子供の笑顔と未来を守るハウス除菌・抗菌事業

神奈川県 マニスファンクラブ － 「自社のブランディング化とＥＣ環境構築による販路拡大事業」

神奈川県 合同会社ｅａＴｒａｉｌ＆Ｃｏ． 8021003005902 食品オンライン受注＆宅配サービス及び集荷加工販売拠点の開設

神奈川県 アオアイベバレジ株式会社 6020001132355 日本で唯一のミードをネット販売から新規顧客獲得へ

神奈川県 Ｕｋｉｃｈｉ－ｃａｆｅｓｔａｔｉｏｎ － 「プルドポークのレトルト商品化で非対面型ビジネスを展開する」

神奈川県 合資会社ザイン 9020003003213 つながりを切らせない、自宅で楽しめるデリバリー陶芸

神奈川県 Ｓ．Ｋ．ｔｅｃｈ － 新型コロナ対策による抗菌塗料を使用した住宅リフォーム新規販路開拓

神奈川県 株式会社東和 3021001013333 商圏の拡大と中間加工業者の撤廃

神奈川県 有限会社ｐ－ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 8021002016470 アナログとデジタルでの非接触・非対面型による情報発信

神奈川県 定食屋しゃもじ － 非対面型ビジネスモデル構築のための新商品開発事業

神奈川県 株式会社ビックバン 4020001028464 「行列ができるお店の本物の味をご家庭で！」

神奈川県 株式会社モトマチ 2020001029191 短納期・小ロットの印刷に対応できるＥＣ販売展開

神奈川県 株式会社フジダナ 8020001070090 ＥＣサイト改善と新たにＳＮＳの導入で新規顧客の獲得を目指す。

神奈川県 株式会社Ｍｏｕｔｏｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 4020001134602 自社新サイトによるネット販売強化・オンライン音楽レッスン開始
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神奈川県 奈良なおし改修設計 － 非対面ビジネスモデルによる新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ＴＤＳ 7020001110921 「ホームページや動画の制作による新たな販路開拓と作業の効率化」

神奈川県 レストランダイニング縁 － 昼はオンラインを利用した宅配、夜は予約制のオンライン飲み会

神奈川県 芹澤優真 － ライブ活動に代わる新たな音楽ビジネス立ち上げの為の取組

神奈川県 株式会社モンマ塗装 8021001055429 ＬＩＮＥによる非対面受注サービス宣伝の為のチラシ作成・配布

神奈川県 岡本　久史（個人事業主） － ホームページや動画を活用した積極的な情報発信と新たな販路開拓

神奈川県 カーヴ隠れや藤沢店 － 本格石窯焼ピッツァ事業（デリバリー、テイクアウト含む）

神奈川県 株式会社エミプラス 2020001117632 コロナ搬送・ＰＣＲ検査搬送などの民間救急への事業拡大

神奈川県 株式会社ロスジェネ・マネジメント 3020001135889 テイクアウト事業強化による非対面型ビジネスモデル構築

神奈川県 株式会社ジャスティス 1020001123714 テレワークの促進と地域密着型レンタルオフィス事業の販路開拓

神奈川県 ＴＥＡ　ＢＵＣＫＳ － ネットショップとテラス席の整備及び店内外改修で販売強化

神奈川県 株式会社みらいアーキテクト 2020001056517 ＶＲ技術の導入による一戸建て物件紹介が可能なＷＥＢサイト再構築事業

神奈川県 渡邉　英一 － 太陽光発電設備の遠隔管理体制構築による安定供給と生産性向上

神奈川県 リフォームプランニング株式会社 6020001082600 「リモート化と動画で非対面型のリフォーム打合せ」

神奈川県 ひできダンスアカデミー － オンラインレッスン並びに起業支援事業開始に伴うＨＰ新規作成

神奈川県 株式会社シティオントレーディング 6020001111375 国内自社販売サイト開設による、販売先の多様化・販路拡大

神奈川県 有限会社山登電気 3021002038833 自社ＥＣサイトの構築による非対面型販売の強化と新規販路開拓事業

神奈川県 竹内直樹公認会計士事務所 － ＡＩ導入による非対面型での経理支援への転換による顧客維持及び販路拡大

神奈川県 株式会社ココニア 7020001103834 ｅラーニングカウンセリングシステムの導入

神奈川県 株式会社ラクセル 4020001063560 美容商材のネット販売、オンラインセミナー等開催、動画投稿

神奈川県 株式会社フィッシュナビ 2021001055995 ＥＣ販売の新事業展開の小売事業による生き残り戦略の実施

神奈川県 株式会社グローバル・ウノ 3021001013928 マルチコプター事業のＷｅｂシステム化による非対面型転換

神奈川県 ＴＯＭＯＨＩＳＡ　ＫＩＮＯＳＨＩＴＡ －
リモートでの撮影に特化した新しい事業の開始（遠隔などでの映像制作、生配
信動画）

神奈川県 Ｈｏｒｓｅ　Ｋｉｎｇｄｏｍ － 競走馬の維持による地方分散型の賞金事業

神奈川県 ＬＯＯＫＵＰ － デリバリー事業の強化と物販開始で新規顧客獲得と売上増加

神奈川県 株式会社ＧＫＪ 4020001134626 非対面式ビジネスモデルのシェアリングジムで販路拡大を図る

神奈川県 株式会社サンテフレスコ 1020001091003 顧客および購買接点のオンライン基盤の整備とブランディング強化

神奈川県 有限会社おおば 7021002050388 店内の非対面化とテイクアウト・通販事業による販路開拓

神奈川県 合同会社Ｇｒｅｅｎｓ＆Ｒａｉｎｂｏｗｓ 6021003009351 ＥＣサイトのブランド強化と海外対応と新商品企画

神奈川県 有限会社ａｙ　ｓｔａｇｅ 5020002101293 非接触型への転換及び衛生管理引き上げによる顧客来店の回復

神奈川県 株式会社命の授業 9021001054470 インターネットを活用した新たなオンライン講演会への転換

神奈川県 株式会社エム 8021001061889 Ｗｅｂシステム構築による非対面販売型の販路拡大

神奈川県 ドルチェ・マーケティング株式会社 3011001054428 オンラインを活用した幸福な人生講座とネットによる新規顧客獲得
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神奈川県 ＣｌｏｕｄＤｒａｇｏｎ － 楽天及び自前のＥＣサイト参入による売上向上計画

神奈川県 クラフトワークスそら － 家庭内・店舗内でプロ仕様の清掃が可能な環境の提供

神奈川県 トータルフットケアサロン心逢 － 「もう一度生まれたてのフットケアサロン」への事業転換

神奈川県 ＴＥＰＰＡＮＹＡＫＩＫＯＴＯＲＡ － 非対面型ツールとテイクアウトの強化における販路開拓

神奈川県 髙橋　須美香 － オウンドメディアを活用したオンライン家事レッスンの提供

神奈川県 Ｆｏｒ１． － 非対面・非接触型ビジネスモデルのためのＨＰ制作と試作品の開発

神奈川県 ＳＵＮＦＬＯＷＥＲＹＯＧＡ － 自宅クラス部門を強化するためのオンライン化への取り組み

神奈川県 Ｕ．Ｓ．ＤＩＮＥＲ － プラットフォームビジネスに繋げるための販路拡大戦略

神奈川県 株式会社ＣａｒｅｅｒＣｒｅａｔｉｏｎ 3020001133050 オンラインキャリア支援サービスの確立による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社テレメディカ 8020001094701 非対面型医学教育を可能にする聴くゾウ　Ｗｅｂマーケティングの実践

神奈川県 若杉公認会計士事務所 － 顧客管理システ構築による提案のリモート・自動化

神奈川県 株式会社トーシンリフォーム 5021001045259 廃棄コスト削減とオンライン診断体制の構築で「打倒コロナ」経営

神奈川県 鴨居よつば整骨院・鍼灸マッサージ院 － ＹｏｕＴｕｂｅ動画による集患とオンライン健康支援サービス

神奈川県 ごはんやなべちゃん － 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 株式会社ＮＥＸＴＷＥＬ 7010701034248 コロナに負けない非対面型コンサル事業創出

神奈川県 株式会社ホワイトデンタルラボ鎌倉 5021001065934 小型３Ｄプリンターによる歯科技工所販路開拓革命プロジェクト

神奈川県 株式会社Ｌａｕｒｅｌ 6020001094711 非対面型のライブ葬儀とオンラインフラワー教室の開催で販路拡大

神奈川県 Ｆプロジェクト － 【ホームページの開設とセミナーのオンライン化】

神奈川県 株式会社ＢＡＬＬＳＥＹ 6020001099330 非対面型ビジネスモデル導入の周知

神奈川県 株式会社スペース・オリオン 5020001104495 ローズマリーケアにおける従業員と顧客向け非対面型システム導入

神奈川県 井佐峯船舶 － ＹｏｕＴｕｂｅ用のＰＲ動画制作とＰＲサイトの構築

神奈川県 有限会社ＴＥＰＥＥＨＥＡＲＴ 5021002008842 自社ウェブサイトでの非対面集客力の強化

神奈川県 株式会社ＲｅｖｉｖｅＨｏｍｅ 1021001062885 ＨＰ制作と営業顧客管理ソフトの導入による生産性向上・販路開拓

神奈川県 ｎａｍｅ　ｃｏｕｔｕｒｅ　紡 － 「オンライン命名式」及び「名づけの学校」による新規顧客拡大

神奈川県 アトピーっ子のわちゃわちゃごはん塾 － アトピー児向け料理教室運営の非対面化および集客オンライン化

神奈川県 兆屋株式会社 6021001005294 自社製のカレー粉・冷凍真空パック等の新商品開発とネット販売

神奈川県 はしもと訪問マッサージ － オンラインセミナー開発、ホームページと動画の作成、水素事業

神奈川県 株式会社ラ・ヴィータ 5021001069761 ＶＲ技術の導入やＹｏｕｔｕｂｅ動画による不動産物件情報サイトの強化事業

神奈川県 株式会社ＣＯＭＰＡＳＳ 8020001122775 整骨院向け「足の専門院を実現する」オンラインセミナーの開催

神奈川県 株式会社北里フラワーサービス 6021002027437 【ウェブを活用した非対面型の注文受付システム構築と新規顧客獲得】

神奈川県 音楽事務所カピート － 非対面化の為の音楽教授法の刷新と常時視聴可能な教材制作

神奈川県 株式会社　ゆに育 2020001114357 オンラインサービスの開発・提供とネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ｅｐｏｃトレーディング 7011101051016
加工食品許可を取得し、流通の立て直しを図る新たな製造・取引スキームの
確立
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神奈川県 株式会社コウタ 5021001062667 フルーツ大福の通信販売を開始するための、調理スペースの改装

神奈川県 ＭＥ－ＴＩＭＥ － 片付けコンサルティングと講座のオンライン化およびＨＰでの広報

神奈川県 株式会社ガーデニア 2290001046458 多言語で特産品の魅力を伝え海外に販路を広げるＥＣサイトの展開

神奈川県 株式会社マイガーデンスタイル 8020001099246 安心して打合せできる店舗環境と打合せ手段の確立

神奈川県 株式会社アカウティングプロ 5020001110031 Ｅラーニングサイト作成による対面セミナーからオンラインへ切替

山梨県 Ｖｅｓｐｅｒ － 自社サイトを活用した顧客への情報発信とヘアケア製品のネット販売

山梨県 株式会社渡邊屋 7090001014760 自宅で安全にゆっくりと選べるブライダルジュエリーの開発と販売

山梨県 もちづき整骨院 － 非対面型トレーニングモデルへの転換と新メニューによる販路開拓

山梨県 味よし － テイクアウト事業と店内３密回避による集客強化

山梨県 ふぐの富久亭 － 「ご家庭でとらふぐパーティーいかかでしょうか」

山梨県 有限会社小穴鋳造所 4090002001117
新商品の販売及びリモート工場見学用ＨＰ作製及び購買来局用仮設トイレ設
置事業

山梨県 ファブリカ － 自社ＨＰとＥＣサイトの開設および新商品の開発

山梨県 有限会社メディア・アイ・コーポレーション 7090002005148 新たなチャレンジ、ＨＰリニューアルと産直オンラインの構築

山梨県 株式会社アスカラ 8090001014768 ３Ｄプリンターの導入による新商品開発と新規顧客獲得

山梨県 株式会社ＣＹＢＯＤＹ 4090001015076 オンライントレーニングの新規サービス開発と新規顧客開拓

山梨県 マリーン美容室 － オートシャンプーシステムソーシャルディスタンス計画

山梨県 赤澤商店 － 宅配業務による既存顧客サービスとエリア外の顧客の獲得

山梨県 ジェイフォニック株式会社 8090001012722 プロ用音響機器の製造技術を用いた一般オーディオ機器への展開

山梨県 有限会社シンフォニー 9080002013249 ①ＷＥＢサイト再構築とＥＣ集客事業。

山梨県 タイ＆ベトナムレストラン　アナンタヤ － ＥＣサイトを使った食材の販売と店頭での非対面食材販売

山梨県 甲府在宅鍼灸マッサージみさき治療院 － ホームページ改修と施術内容のブランディングによる集客力強化

山梨県 株式会社アサノ 1090001015863 テイクアウト及びデリバリー販売

山梨県 株式会社ｃｏｌｏｒ’ｓ 90001005285 新商品開発、インターネット販売を通じた新規顧客獲得

山梨県 岩井ムートン工房 － ＥＣサイトの改良及びスマホ対応化、新規顧客層に向けた新商品開発

山梨県 株式会社ジュエリーオザワ 7090001001123 自社サイトにリンクしたタオバオライブ販売とふるさと納税

山梨県 美樹の店 － 店舗屋外スペースの活用と三密を避けるための店舗、環境整備

山梨県 合資会社ホテル菊富士 2090003000045 オンライン予約システムと施設改修整備によるアフターコロナ対策

山梨県 フルウント甲府 － 受注及び料理教室のオンライン化計画

山梨県 株式会社平野屋 8090001001808 ＨＰ再構築及びＥＣサイト改修更新による自社商品販路拡大事業

山梨県 株式会社さんさんカンパニー 1090001015871 店内飲食に依存しない販売形態確立と新行動様式に対する店舗改装

山梨県 株式会社秋山製作所 5090001000052 消費者の不満を解消したジュエリーブランド確立とＥＣ事業への挑戦

山梨県 アレンジ － サブスクリプションサービスによるオンラインセミナー開講事業

山梨県 株式会社二葉屋 2090001010327 ＥＣサイト導入による販売チャネルの拡大と新規顧客獲得
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山梨県 光織物有限会社 1090002012414 「光織物」「Ｋｉｃｈｉｊｉｔｓｕ」ＥＣ販売とショップ拡充事業

山梨県 有限会社渡小織物 4090002012898 ＥＣサイトを活用したオリジナルネクタイの販売拡大

山梨県 四川龍都 － 本格中国料理を届けるトレーラーハウスキッチン製作事業

山梨県 株式会社アドニス 2090001012538 弁当及びテイクアウト販売の強化で新規顧客獲得

山梨県 鮨処千太郎 － 出前、持ち帰りの強化、出張サービスの取組みで新規顧客獲得

山梨県 創作割烹吟 － 創作割烹のテイクアウト販売と顧客サービス向上事業

山梨県 和泉　洋亮 － インバウンドからファミリー向け施設へ転換。赤ちゃんに優しい宿

山梨県 手打ちうどん開花 － “開花うどん”のブランディングと小売商品開発・販売事業

山梨県 有限会社オサカベ 5090002011742 内製化による安定した生産体制構築のための設備導入事業

山梨県 訪問マッサージアルクス － Ｗｅｂ営業による商圏拡大と施術者増員による新サービスの展開

山梨県 フジチギラ株式会社 4090001010226 ＷＥＢビジネス環境設備を通じた新しいビジネススタイルへの挑戦

山梨県 代表 － オンラインセミオーダー生地の確立とオリジナル商品開発事業

山梨県 株式会社渡辺藤商店 5090001010282 生地カット対応力ハード面強化事業

山梨県 北富士電工株式会社 3090001016273 ＷＥＢサイト新規構築による販路開拓とリモート作業環境の整備

山梨県 Ｌｉｆｅ　ｗｉｔｈ　Ｆｌｏｗｅｒｓ － オンラインレッスンによる既存顧客への対応と新規顧客の獲得

山梨県 呑み処からす － テイクアウト事業に本格参入するための製造機器等の導入

山梨県 有限会社レックマック 1090002005095 地場産野菜等で作る法人、個人向こだわりデリバリー弁当サービス

山梨県 ＲＡＴＵ － 施術スペースの個室化で、安心して来店いただくお店作り

山梨県 合同会社塩澤分店 1090003000418 商品のネット販売とＳＮＳ・ＹｏｕＴｕｂｅを活用したＨＰの改修

山梨県 山梨総合ビジネス株式会社 5090001008616 「自宅で楽しく学習できるオンラインパソコン教室」

山梨県 ジュエリー久貴 － ＣＡＤシステムによる生産性向上とＥＣサイトの構築

山梨県 株式会社ふじいけ 4090001007437 県産食材・季節食材を用いた懐石弁当等の開発、テイクアウト販売

山梨県 株式会社若神 8090001011757 免疫力アップ！りえさんの発酵食オンライン講座

山梨県 甲州心茶 － 日本初デリバリータピオカ＆移動販売車タピオカーにて販路開拓

静岡県 株式会社若鳶 9080001010858 ホームページのリニューアルによる資材リースの周知と新規顧客獲得

静岡県 ニョッキのお店ＰａＰａ － 真空包装機導入、保存期間の拡張、手作りのおいしさを全国へ

静岡県 株式会社島村工務店 80001002080 若年層を取り込もう　ホームページを通じた新規顧客獲得

静岡県 インテリア桜田 － 特許技術の実用化と同業他社との差別化を図る

静岡県 有限会社花のナカムラ 5080002010935 ＥＣサイト販売ＵＰ！ＳＮＳ映えするショールームの開設

静岡県 丸田そば　本店 － 三密回避に配慮した店舗づくりとＰＲ強化による新規顧客獲得

静岡県 パームコート合同会社 7080003001584 非対面による、貴金属・ブランド品のネット査定、宅配買取の促進

静岡県 株式会社ミリオンベル 6080001021081 セルフレジを導入した非対面会計の実践と顧客回転率の向上

静岡県 Ｈ－Ｇｒａｎｄ．Ｈａｉｒ － 半個室型理容店としてのミドルシニア顧客満足度向上

97 / 107 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。

静岡県 猫壺 － 店内飲食のみからお弁当・お惣菜販売への業態変更

静岡県 Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ｇｒａｎｄｅ － 美と健康を取り入れた非対面ビジネスの拡充

静岡県 あさばＣＡＤ － 工期短縮につながり安全なクラウドビジネスの構築準備

静岡県 株式会社エルコラソン 2080001000766 キッチンカーにてビジネス街での静岡産品アレンジ料理の移動販売

静岡県 Ａｎａｎｄａ － テイクアウト事業の拡大、ＥＣサイト構築、自社ブランド商品の開発

静岡県 株式会社マルカ 3080001004923 新たなお茶ニーズに対応した自社ブランド確立による販路開拓

静岡県 エンドー豆腐株式会社 6080001007717 全国豆腐品評会第５位「ふわふわ豆腐」のネットでの販売強化

静岡県 有限会社長嶋印刷 2080002004312 長尺プリンターの導入による紙製リボンの内製化

静岡県 ＭＭ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ － 自社商品開発力の向上とｅコマース事業による販路拡大

静岡県 ルクレクサ鍼灸マッサージ院 － 男性向け美容オンライン相談・ネット通販事業による販路開拓策

静岡県 とんかつ多喜本 － 店内レイアウト変更によりテイクアウト需要に対応する販路開拓

静岡県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＯＥＣ － 素敵空間創造事業

静岡県 株式会社栄利花 6088001007709 ビデオ電話とライブチャットによる旅行案内（非接触による旅行案内の実現）

静岡県 ステンドグラス工房かわもと － セミオーダー対応のステンドグラス製品の開発・ネット販売充実

静岡県 Ｆｉｘｐａｒｋ － オンラインによる体力メンテナンスクラスの宣伝広告と新規顧客の獲得

静岡県 株式会社シーアイセンター 5080001001877 Ｉｎｎｏｖａｔｉｖｅ　Ｃｏｍｍｏｎｓ～創造の広場～　立ち上げ事業

静岡県 長野　真也 － オンラインによる介護教育・キャリアコンサルティング事業の提供

静岡県 佐野印刷株式会社 6080001008095 地域活性化情報誌上での地元飲食店支援と当社の新規顧客獲得

静岡県 株式会社ティーディーピー 4080001019838 体験ワークショップ“ワークショップラボ”の立ち上げ

静岡県 Ｋｉｋｕ　Ｙｏｇａ － ＷＥＢを活用したオンラインヨガシステム構築による販路開拓

静岡県 ＡＲＡＰＡＩＭＡ － 非対面販路開拓！ホームページで情報発信・購買まで直結事業

静岡県 株式会社カタヤマ 4080001007842 ロボットアームを使用した組立作業の内製化による生産性向上

静岡県 おかずやｍａｓｐｉ － 健康でＳＮＳ映えする働く主婦をターゲットとしたテイクアウト

静岡県 静岡イタリアンＧＥＮＴＩＬＥ －
ご自宅で料理とワインをお楽しみいただくケータリングサービス・テイクアウト
サービス

静岡県 株式会社冨井 1080002004214 新技術の調理法によるミールキットの販売と自社アプリの開発

静岡県 株式会社ティーアンドティーグループ 9080001023554 ３密に配慮した訪問型デイサービスの提供とＨＰ開設による販路開拓

静岡県 ＣＨＯＣＯＴ合同会社 6080003001750 地域発の食材に拘ったテイクアウト事業

静岡県 株式会社日晴農場 3080001020788 商品の安全性向上と使用期限長期化による隣県等への販路拡大

静岡県 うたげカレー － グルテンフリー・菜食主義者も楽しめるレトルトカレーの宅配事業

静岡県 うわの空 － 物置を囲炉裏部屋のリノベーション、非日常的な調理体験を提供

静岡県 舶来雑貨の店ウイウイ － 自社オリジナル商品をＥＣサイトで販売

静岡県 ぐりるクラモト － 真空包装でクラモトの味を全国に届ける

静岡県 有限会社サクラクリエイト 6080002012690 『新しい生活様式』の積極的取り組みと、営業スタイルの再構築
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静岡県 食道楽 － お得な贅沢テイクアウト＆デリバリーで一見客獲得

静岡県 有限会社サン　オフィス 7080002002170 こだわりの静岡名産「鰻」を美味しく・スピーディーに提供

静岡県 トータルセラピーエリー － 感染拡大の防止とカウンセリング業務の効率性向上と運営持続

静岡県
健康居酒屋しみず魚ｔｏ畑　エスパルスド
リームプラザ店

－ 「バイクによるデリバリー事業開始と三密を避けたテラス席設置」

静岡県 和の食楽佐平 － テイクアウト商品開発とコロナ対策仕様での安全な客席の提供

静岡県 Ｐｒａｋａｓｈ８ － Ｐｒａｋａｓｈ８　オンラインレッスン

静岡県 株式会社鉄建設計 8080001010982 鉄骨設計における非対面の打合せ体制整備とテレワーク環境の推進

静岡県 ｍｉｋｏｔｏ．ｃｏ － ネットを活用したコミュニケーション強化・告知・販路拡大

静岡県 有限会社トクマルプリテック 1080002011680 Ｗｅｂでの集客システムの構築と非対面型の受注ビジネスの導入

静岡県 珈琲工房すがの － 日本の喫茶文化の維持から次世代開拓の新店舗

静岡県 有限会社福助 5080002007019 一番人気商品のテイクアウト化と感染症対策強化による販路開拓策

静岡県 丸茂商店 － 紙テイクアウト容器のＥＣサイトを通じた新たな販売ルート確立

静岡県 石上国語教室 － オンライン授業の導入と授業料チケット販売体制の構築

静岡県 丸福製茶株式会社 8080001005000 オーガニックティー・フレーバーティーの海外市場への販路開拓

静岡県 川京 － 国内産うなぎ通販、内装、テイクアウトちらしによる新規顧客獲得

静岡県 Ｌａｒｅｃｏｌｔｅ（ラレコルト） － ネット販売とオンライン相談ＰＲによる販路開拓

静岡県 アトリエ？クレーヴ － ホームページを開設し通販体制を整えることによる新たな販路開拓

静岡県 花の店ゆき － 記念日に贈る「バルーンと生花のアレンジメント」の企画

静岡県 待月楼 － 冷凍とろろ汁と自家製佃煮等“料亭の味”の販売強化による販路開拓

静岡県 カツカレーのジャイアン － 超特大ガチャガチャ！レトルトカレーの非対面販売による販路拡大

静岡県 マーブ工業株式会社 3080001009154 新規商材取り扱いに向けた生産管理システムの導入

静岡県 株式会社ＨＡＳＨＵ 4080001023435 放課後等デイサービスの新規利用者獲得と非対面での支援体制構築

静岡県 ｓｔｕｄｉｏＱｕｅｅｎ － 全国のダンサー向けレッスン動画の販売と関連商品の通信販売事業

静岡県 エルスール － お客様が自ら施術するエステのセルフコースの企画提供

静岡県 銀平・山形農園 － ティーバックを活用した、新たな日本茶の魅力を再発見事業

静岡県 食彩岩生 － 職人の技を生かした本格料理が家庭で味わえる加工食品の販売

静岡県 株式会社リュクスアンドデザイン 9080001012391 一般家庭の庭やベランダでの使用を提案するアウトドア家具の開発

静岡県 ぱん屋ハードケー － 全国のハード系パンファンに当店パンを届けるための通販事業

静岡県 株式会社Ｂｅａｕｔｙ．Ｐｒｏｊｅｃｔ 8080001021781 新店開拓、新規事業、店舗設備投資

静岡県 株式会社東海道 3080001017875 コロナ過の需要に応じたテイクアウト商品の導入・販売設備投資

静岡県 ファシル株式会社 1080001004520 災害用備蓄スタンド「ＢＩＳＴＡ」の開発とリモート商談による販路開拓

静岡県 ＡＴＯ － アーバンバーベキューによる新たな顧客獲得

静岡県 有限会社東洋音響 1080002010757 手作業～機械生産に移行し生産の向上・安定した増産体制を整える
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静岡県 株式会社ベースプロジェクト 2080001023346 定額制パーソナルトレーニングの導入とそれに伴う設備の拡充

静岡県 株式会社アップリメイク 6080002012526 抗ウイルス塗料による安心・安全の感染対策塗装サービスの提供

静岡県 北極しろくま堂有限会社 8010705001508 ほしい人に確実に情報と商品が届く自社ＥＣサイト改良事業

静岡県 ケーエス － 非対面事業展開のための基盤整備と販促事業

静岡県 光塾 － オンライン授業の充実とＨＰ改定・広告による販路開拓事業

静岡県 Ｅインナービューティサロン － オンラインヨガカウンセリングの構築と広報

静岡県 宮様まんぢう本舗潮屋 － ネット販売と街並みに合った和モダンな店舗づくりによる販路開拓

静岡県 ＴＥＸＡＳ － ＰＢ商品の開発とＥＣサイトを活用した商品の販売による新規顧客獲得

静岡県 株式会社ｇｒａｃｅ 3080001020144 美容室と同等の介護高齢者向け「訪問美容」提供による販路開拓策

静岡県 八千代亭 － 焼肉専門店ならではの換気対策で安心安全な食事環境の提供

静岡県 ＯＲＳＡ・ＭＡＧＧＩＯＲＥ － コロナストレス解消に向けた整体術告知ＨＰと予約サイトの導入

静岡県 茶ばしら － 清水区産削り節を使うテイクアウト「和風オムライス」の開発と販売促進

静岡県 ｏｎａｈｏｎ（オン・ア・ホン） － 「オギクミートの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得」

静岡県 ＹＯＵコンタクト － 眼科がフォローする安全＆安心コンタクトレンズ通販サイトの作成

静岡県 株式会社さいわいトータルフードサービス 8080401001152 学校給食への券売機導入による感染予防対策と生産性向上

静岡県 有限会社玉屋 6080402004949 非接触型での見積作成・３密回避貸会議室ＰＲのＨＰ作成

静岡県 家計のサポートセンター － 個人別動画セミナー＆オンライン相談で「非接触型受注」にシフト

静岡県 オープスベリーガーデン － コロナに負けない非対面型自主販路拡大のためのサービス開始

静岡県 株式会社ウイルコーポレーション 8080401000633 「Ｂ　ｔｏ　Ｂ」非接触型Ｗｅｂホームページビジネスの導入

静岡県 株式会社ｅｖｅｒ　ｇｒｅｅｎ 5080401018059 非接触型ビジネスモデルの新様式の確立とテイクアウト事業の育成

静岡県 摂映書院 － ＷＥＢを活用した非対面型書道教室への事業展開と新規生徒獲得

静岡県 あいず整骨院 － 非対面型オンラインカウンセリングと酸素療法構築による顧客獲得

静岡県 えびすやフルーツ株式会社 3080401013788 卸売販売・屋外販売を目的とした冷蔵車輛の導入

静岡県 株式会社ヒューマンアロー 6080401006599 非対面型オンラインカウンセリングの提供による販路開拓

静岡県 手打ち蕎麦たけがみ － 調理および保管機材の導入によるテイクアウト事業拡大・顧客開拓

静岡県 和Ｏｌｉｖｅ園 － ネットを通じた浜松産オリーブオイル等の非対面型販売

静岡県 有限会社浜名ファーム 1080402006520 廃棄ロス軽減のための加工会社への販路開拓

静岡県 株式会社白木屋 2080401002420 繊維寝具商品のネット販売及びマスクの新規取扱い

静岡県 髪工房　幸 － 来店客同士の接触を避ける「店舗内半個室化」

静岡県 株式会社日高屋 6080401004529 コロナ廃業を回避するための新店舗・販売計画

静岡県 ＭｚＦａｒｍ－縁結農園－ － ＥＣサイトを利用したインターネット販売の実施

静岡県 有限会社あおい 2080402010876 ネット通販販売強化のための生産体制再構築の取組

静岡県 有限会社ヒルマン 8080402010631 ３蜜対策のニーズに対応したテイクアウト商品の強化
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静岡県 ラ・ポール － ヘアメイクスクールの非接触型オンラインサービスによる販路拡大

静岡県 株式会社松本 4080401011485 店外加工品販売のルート開拓および拡大の取組

静岡県 香茶屋 － オンライン講座を活用した新規顧客獲得策の実施について

静岡県 ＳＨＯ－ＷＡ株式会社 6080401019411 カレーのデリバリーサービス実施と販路開拓

静岡県
パーソナルカラーサロンアシュリーク
チュール

－ 同業者向けのパーソナルカラー製品、商材の開発と販売！

静岡県 Ｏ・Ｃ・Ａ（オー・シー・エー） － ＥＣサイト構築による非接触型ビジネスの構築

静岡県 有限会社マックオーエー 9080402007486 非対面型対応のための通信販売事業の実施

静岡県 ｒｅｒａｋｕ笑美 － 直接体に触れないリラクゼーションメニューの販路開拓

静岡県 鳥居自動車有限会社 2080402005579 コロナによる新品部品遅延対策の為の中古樹脂パーツ修理事業

静岡県 まなびの庭ぴかり － Ｗｅｂによる非対面型個別相談、非対面学習支援サービスの開始

静岡県 リラクゼーションサロン　Ｒｅｓｐｉｅｕ － ＷＥＢページやＳＮＳを活用した新規顧客の獲得について

静岡県 吉和田総合サービス株式会社 4080401013176 完全予約制移行、通販サイト立上に伴う、ＨＰ改修事業

静岡県 ＥＲＩＣＥＲＩＣＡ － 自社ＥＣサイト構築とコロナ太り解消部屋着兼おしゃれ運動着制作

静岡県 有限会社村松商店 9080402008204 動画コンテンツを導入した非対面型ＥＣサイトの改善

静岡県 株式会社タナベ 2080401003113 密にならないお外で写す写真撮影提案とウェブでの問合わせ解決

静岡県 有限会社味の木下 2080402000349 セルフオーダーシステム導入による注文の非接触化と客単価の増加

静岡県 ラポール鍼灸治療院 － 登録制のオンライン講座や、セルフケア※１商材の提供

静岡県 株式会社出版のススメ研究会 6080401018009 自分史制作の非対面講座と相談の仕組及び３密回避の体験施設改装

静岡県 株式会社食文化倶楽部 3080401011949 対面・三密防止の為の自社ＥＣサイト構築及び、テラス席の新設

静岡県 ＴａｒｉＣａｎｈａ（タリカーナ） － ネット予約機能付きホームページの制作による受付業務の非接触化

静岡県 有限会社中津川写真店 4060402005692 ｗｅｂの整備と写真の非対面オンライン販売で写真館の業績拡大

静岡県 鈴木写真事務所 － フォトスタジオの非接触型オンラインサービスの実施

静岡県 アズ留学センター － ハイブリッド留学＆英語外部検定入試対応＆お家で楽しむ海外留学

静岡県 シーアール株式会社 1080401019325 非対面型システム導入による安全コミュニケーションの提供

静岡県 ハタヨガアシュラム － 距離に関係なく、ヨガを味わえるオンラインヨガクラスの実施

静岡県 有限会社サンマリー 8080402010763 オフラインとオンライン店舗の融合による魅力的な店舗作り

静岡県 株式会社エスエンタープライズ 6080401000791 ライブ配信サービスを利用した参加者課金型オンライン講演会実施

静岡県 株式会社プログメイト 2080401020793 ｅラーニングシステムを用いたプログラミング講座の開発・販売

静岡県 アイジースタイルプラス － 「コインロッカー型」野菜無人販売の導入

静岡県 佐野翔一 － 非接触型撮影環境の構築による新しい撮影モデルの提示

静岡県 緑守扇　鯉部路 － 感染症対策の新商品開発とＥＣサイトの構築による販路拡大

静岡県 株式会社第一天龍 8080401002828 ＷＥＢを活用した非対面の営業・販売方法導入による販路開拓

静岡県 沼津アートサロン － オンライン商談体制の構築による新規顧客獲得事業
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静岡県 株式会社ヤマダ水産 4080101003675 食事エリア拡張による顧客間相席の防止による非対面化

静岡県 そばの実千の松 － ドライブスルー形式のテイクアウト開始による新規顧客獲得事業

静岡県 株式会社ライジング 8080101007425 新ＨＰ、テイクアウト商品の宣伝且つ注文販売等の受付事業推進

静岡県 株式会社しらかべ衣料百貨店 7080101000835 着物仮想試着（おり姫）システム構築による非対面型販路拡大

静岡県 有限会社アクセス工房 7080102004661 自宅で学べるオンライン講座の開始及び販路開拓事業

静岡県 株式会社現場ワークス 9080101017605 ＶＲで物件内覧とオンライン接客、事業紹介のウェブサイト制作

静岡県 株式会社不二熱設備 7080101015750 事務所内設備の拡充による非対面型営業活動の実施

静岡県 焼肉明日香 － ウェブによるテイクアウト販促強化と新商品の販売事業

静岡県 パソコンサービスヴェック － リモートアクセスによるパソコン診断及び修理

静岡県 ドッグサロン　Ｐａｗｅｓｏｍｅ　Ｌｉｆｅ － 接触時間削減で安心の店舗利用を推進し、新規顧客獲得！

静岡県 株式会社沼津パワートレンサービス 7080101001511 動画を用いたホームページによる非対面販売の推進

静岡県 有限会社浜田印刷 5080102004614 ２０２０コロナ禍による製版作業の改善

静岡県 焼肉ＫＵＲＵＭＩ － 高品質な国産和牛専門店のテイクアウト弁当の販売

静岡県 有限会社ＴＣＣ・コーポレーション 1080102002365 非対面による家屋・工場等の調査事業の実施

静岡県 内浦プロデュース － アニメツーリストと聖地を繋ぎとめる商品開発とＥＣサイトの充実

静岡県 株式会社エストレジャ 2080101021514 オンライン服薬指導への対応による新規顧客の獲得

静岡県 ＬＩＦＥ － ランチ営業およびテイクアウト開始

静岡県 有限会社山本石油 5080102004960 非対面での収益確保及びテレワーク環境整備事業

静岡県 Ｃａｒｉｃｉａ　Ｎｅｏ － 地域特産「橘」と除菌濃度アルコールを含むスプレーのネット販売

静岡県 有限会社ＣＯＣＯＭＯ 6010102005485 コロナ時代に対応した新たな海水浴・ダイビングの提案事業

静岡県 有限会社タビーナ静岡 4080102004879 全国のネットワークを活かしたモール型ＥＣサイトでの土産商品販売

静岡県 彩り居酒屋　花の菜 － 富士山をイメージしたスイーツ開発とテイクアウト展開

静岡県 ａｄｖａｎｃｅＲＯＮ’Ｚ － ３密を防いだ非対面型セルフエステ

静岡県 宣伝工房舎 － デジタル化への取組み、リモートセミナー等の開催による販路開拓

静岡県 株式会社ヨロズヤ 8080101006518 家庭向け生ゴミ処理槽の開発とネット環境下における販路開拓

静岡県 さんさん食堂 － 地場野菜、箱根豚使用の冷凍生餃子の量産、及び通販事業参入

静岡県 オステリア　イル　ガルボ － リスク回避に向けたテイクアウト品拡充と店内環境・利益率改善

静岡県 有限会社沼田 5080102011263 オンラインショップ更改による非対面型ビジネス加速化事業

静岡県 エスティーエス株式会社 8080101002054 コロナ禍を乗り切るための新規受注獲得に向けた製品開発

静岡県 株式会社ローズラヴィ 5080101018648 自宅エステが可能なネットを利用した非対面式による販路開拓

静岡県 ロザート － 「静岡県産食材で作るヘルシーデリ・イタリアン」をテイクアウト

静岡県 株式会社風土 1080101015748 三島風土をもっと身近に。風土出張販売計画

静岡県
ＲＥＣＡＮＴＯ　ＢＡＲ　ＬＡＮＣＨＯＮＥＴＥ（レ
カントバーランショネッテ）

－ キッチンカー導入による店外での売上確保事業
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静岡県 中華家北京ダック － お家時間を応援！テイクアウト開始による売上増加事業

静岡県 株式会社ＷＡＫＯ 4080101006810 サロン事業の内製化やネット環境への対応による部門間の連携強化

静岡県 トラットリアラボッカ － 換気扇の設置と非対面の席配置による安心してご来店頂ける店づくり。

静岡県 ＤＩＮＥＲ　すぎ － チャルメラ方式への販売形態の変更による売上増加事業

静岡県 ネイトブランディング － コロナ禍の女性活動推進！リカレント教育コンテンツの開発と提供

静岡県 株式会社肉のすずき 9080101012044 インターネットを活用した、非対面ＥＣ販売開始による販路拡大

静岡県 有限会社ワラシナ 80102017476 ネットショップ開設による宅配レンタル事業ＰＲと利用機会の創出

静岡県 株式会社オフィスイデ 6080101012352 式場に頼らないフォトウェディングＰＲとＨＰ改善による面会プロセス削減

静岡県 Ｔ．Ｒ．Ｓ．ＳＡＮＤＥＳＨ株式会社 80101021374 テイクアウト対応の強化と店舗環境の改善による集客力の向上

静岡県 無痛整体しんしん － オンライン利用のカウンセリング及びカウンセラー養成講座のＰＲ

静岡県 株式会社雛ふじ 7080101009348 ＷＥＢサイト作成で雛人形職人が作る伝統工芸の認知度・売上ＵＰ

静岡県 鈴木紙器有限会社 8080102014206 社会情勢に対応した新商品の開発と自社ホームページ開設

静岡県 ママルパ － 「ご自宅で楽しむ洋食テイクアウトのメニュー、販路開発」

静岡県 カワムラ進学教室 － オンライン授業の構築と円滑な運用を図り塾生を増加させる

静岡県 有限会社信玄 9080102014072 テイクアウト販売導入による販路拡大と情報発信の強化

静岡県 １０ｔａｋｕ＋（じゅうたくぷらす） － イタリアンカフェのテイクアウト事業実施による販路拡大

静岡県 龍ちゃん － 三密回避で安心安全　笑顔があふれる飲食店

静岡県 株式会社ゆたか建築設計事務所 6080101016717 オンラインサポートとターゲット広告による新生活様式住宅の提供

静岡県 ｈａｉｒｏａｓｉｓｈａｎｚ － シニア向け理容サービスの強化と安全対策の向上

静岡県 地域発展株式会社 6080401016945 新たなテイクアウトサービスによってお客様と雇用を守る取組み

静岡県 からおけ喫茶　さかきやｍａｍａ － コロナに負けるな！さかきやママの挑戦

静岡県 株式会社三友 2080401023086 『非対面型ビジネスを実現するオンライン商談の展開』

静岡県 うまみ処六番 － テイクウト専用販売所設置による密集を回避策

静岡県 株式会社遠州自動車技工 1080401020679 作業の効率化と非対面での法令３ヵ月点検

静岡県 株式会社カドヤ 2080401020612 催事等密集ビジネスから脱却する個人向けビジネスへの転換

静岡県 整体隆光。 － 自宅兼店舗の整体所における非対面の導線の確立と衛生管理の向上

静岡県 株式会社魚将 8080101018793 お家で楽しむ季節の地魚ミールキットプロジェクト

静岡県 肴屋大ちゃん － 新鮮地魚と地物食材を使った惣菜のネット販売で新規顧客を獲得

静岡県 金目鯛の宿　こころね － 宿泊業における通信販売強化による収入の分散化と新規顧客開拓

静岡県 クルぱんクレープ － 券売機導入及び新商品販売による業務効率化と販路開拓事業

静岡県 有限会社フォトハウスケイツー 2080102020787 新型コロナウイルスに対抗する館内改装と対面接触減少化

静岡県 ＣＡＬＹＰＳＯカリプソ － コロナ感染対策、テラスやテイクアウト強化、ＩＴによる営業促進

静岡県 有限会社丸屋セレクシオン 9080102020509 実店舗のリピーター客に対応した非対面型販売の充実化
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静岡県 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ － 着せ替えアプリ導入による自宅で選べる成人式衣装サービスの提供

静岡県 Ｓ＆Ｓ　ＲＥＳＯＲＴ － ダイビング器材のお預かり＆消毒サービスを通じた固定客の開拓

静岡県 龍雲株式会社 8080101014347 独自開発のＰＯＳレジの開発・当店の宣伝とコロナ対策

静岡県 森のしずく － 旨い酒と料理の宿によるテイクアウト販売

静岡県 有限会社ＡＴＬ 7080102020675 新規コンディショナー液及び非対面型処理装置開発による販路開拓

静岡県 株式会社伊豆中 4080101013294 自社ＥＣサイトにおける通販とテイクアウトメニューの開発

静岡県 カフェタチスイーツ － 当店オリジナル商品通信販売開始による販路開拓

静岡県 株式会社藍花 9080101015815 「密」を防ぐゆとりある店舗作りとそれに伴うテイクアウト強化

静岡県 株式会社丸藤 5080101012873 有名店を活用した海外向けＥＣサイト構築と国内個人客の販路開拓

静岡県 株式会社伊豆毎日新聞社 7080101012590 ピンチをチャンスに。新規貸会議室による収益力強化事業

静岡県 合資会社杉本薬局 8080103000865 ＥＣサイトでのオリジナルフルーツシロップ販売による非対面販売強化

静岡県 株式会社Ｒ＆Ｒ 5080101013979 ミシュランの星獲得を目指して　コロナを逆手に店内大改装事業

静岡県 株式会社山田屋水産 3080101012900 プロ向け練製品を家庭に届ける為の冷凍食品販売・感染リスク回避

静岡県 株式会社ＦＥＳ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4080001022255 ホットパック真空包装商品の開発及び販売、オードブルの受注強化

静岡県 株式会社ｃｏｌｏｍｂｅ 8080001023035 人気メニューをテイクアウト商品として宣伝し新規顧客を取り込む

静岡県 株式会社川直 3080001014757 レトルト窯でネット通販専用商品を開発し販売を拡充

静岡県 みさき － 当店看板商品「手作り餃子」の委託販売事業による販路開拓

静岡県 有限会社コジマカメラ 1080402017344 ロケーションフォト撮影＆ウェディングドレス・レンタル環境の整備

静岡県 洋風居酒屋ＯＺ － 新商品開発によるテイクアウト等の販売強化事業

静岡県 トミーズインターナショナルポイント － 本格的なペルー料理のテイクアウト・宅配サービスの開始

静岡県 有限会社ハナムラコーポレーション 1080402017609 コロナ対策ドライブスルーコーナーの新設工事及び空調設備の増設

静岡県 有限会社雛常 2080002018452 全国取引先小売店のリテールサポート事業

静岡県 株式会社辻工務店 4080001016595 ターンテーブル付バイクガレージ販路開拓のための仕組作り

静岡県 秋田屋 － 製造小売の強みを活かすウェブＢ２Ｃで非対面販路の開拓

静岡県 キャタピラーイングリッシュスクール － ウェブ会議及びデジタル教科書導入等非対面型レッスン体制構築

静岡県 有限会社岡本商店 3080402021451 ＥＣサイトなどによる新たな営業スタイルで、売上アップを目指す

静岡県 有限会社冨士成 1080402021775
新型コロナウイルスに負けない、新しい生活様式にあわせた安心安全な店舗
作り

静岡県 暮しごと舎 － コロナ対策を付加価値に変える古民家を活かした器店の仕組作り

静岡県 パン工房さと － 店内３密を防ぐ新規移動販売事業及び外販事業の取り組み

静岡県 カーコレクション － 新しい生活様式に対応した希望する中古車の提供サービスの開発

静岡県 有限会社おしゃれの店村松屋 6080402021449 新しい販売への挑戦　ＥＣサイトの新規開設・ＳＮＳの強化

静岡県 Ｔｉｎ－Ｊｉｎ（天仁）鍼灸整骨院 － 鍼灸整骨院だから出来る新しい生活様式にマッチした３つの提案

静岡県 株式会社　門西建築 9080401020738 モデルハウスリニューアルと建具内製化による技能伝承と市場拡大
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静岡県 株式会社スズトヨ 6080401017209 回遊同線による非対面型展示場の整備とＷＥＢ活用による販路拡大

静岡県 株式会社さむ 4080001011571 出前とキッチンカー事業強化による非対面ビジネスへの転換

静岡県 ｔａｂｉ－ｔａｂｉ　Ｊａｐａｎ － 伊豆の老舗豆腐店のトーフサンドイッチのキッチンカー事業

静岡県 ＳＫプランニング合同会社 8080103002085 新しい生活様式に沿った、「新しい結婚式」の普及・集客拡大

静岡県 株式会社縁 6080101018705 Ｚｏｏｍによるオンライン授業とＳＮＳマーケティングへの投資

静岡県 有限会社青果のスズキ 5080402004322 衛生的な個別パックへの対応で挑む、Ｗｉｔｈコロナ対応の百貨店漬物

静岡県 有限会社鈴川ゴルフセンター 80102014224 早朝無人営業を開始することによる新規顧客獲得

静岡県 おくだ荘 － ＥＣによる販売エリアの拡大と一般顧客への直接販売ルートの確保

静岡県 株式会社住宅工房コイズミ 6080001017732 ＨＰ改修・デジタル冊子作成で、非対面型で新規顧客獲得

静岡県 神谷加工所 － 射出成型機導入による新規顧客及び受注獲得と原価管理体制の強化

静岡県 有限会社ワラシナ自動車サービス 6080102017482 「魅せる整備」へ、次世代型エアコン整備の内製化と待合ブースの設置

静岡県 株式会社ＲＥＳＴＯＲＥ 1080001019155 信頼度向上のためホームページ改修で新規顧客獲得

静岡県 ミスターＢＢＱ武井精肉店 － コロナ過の新しい生活様式に対応した、中食需要の創出と販路拡大

静岡県 チセ（チセボーカルスクール） － オンラインで学ぶメンタル・ボイストレーニング講座の開講

静岡県 株式会社望月屏風店 5080001012825 オリジナル雛飾り・屏風型命名書のネット販売事業

静岡県 株式会社ＯＨＳＨＯ 4540801010705 テイクアウトシステム構築及び店内環境整備

静岡県 ゆるリラ － オンラインヨガレッスン＆セミパーソナルレッスン事業の展開

静岡県 宝栄自動車工業 － ○顧客の要望を叶えるＩＴを利用した販路拡大と内製化の強化

静岡県 袋井不動産 － イメージをその場で具体化する３Ｄ建築ソフトの導入で新たなお客様の獲得

静岡県 株式会社コリドール 7080001020520 接骨院開業支援サイトの開設による非対面型での新規顧客獲得

静岡県 赤池商店 － 焙煎機導入＆ケーキの非対面販売ＥＣサイトリニューアル

静岡県 株式会社小林園 6080101015999 ＥＣサイト制作による非対面販売事業の展開及び販路開拓

静岡県 株式会社伊豆ドリームビレッジ 8080101020667 客室改装とオリジナル商品の開発、販売による非対面型営業の強化

静岡県 有限会社魚時 9080002017324 「新しい労いのかたち」提案事業

静岡県 レクラマリアージュ － フォトウェディング事業強化でコロナ時代の新郎新婦へアプローチ

静岡県 ギャラン浜松 － 非接触型ビジネスに対応した各種サービス開始

静岡県 ＲＥＵＮＩＯＮ － 新たな客層の開拓を目指した新ブランド展開

静岡県 麺屋龍壽 － テイクアウトやご自宅用ラーメンの販売による売上上昇

静岡県 オフィス・ズー － テレワークによる感染リスク回避と新規サービスの展開

静岡県 株式会社大羽 1080401001027 ＥＣサイトでオリジナルソースを全国発送！販路開拓を狙う！

静岡県 株式会社Ｍ・Ａ通商 1080001015939 観光タクシーの業務を通じて焼津の地場産業を活性化させる事業

静岡県 わた文 － ビンテージ着物の通販サイト事業展開

静岡県 有限会社ミツコ 6080102020544 一生モノの晴れ姿を飾る、オンライン着物レンタル事業
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静岡県 株式会社サンプラダイニング 1080101017703 ラーメン店から唐揚げテイクアウト専門店への転換

静岡県 Ｐｈｏｔｏｓｍｉｌｅ太田写真事務所 － 地元ロケーションを活用した前撮りとネットを通じた新規顧客獲得

静岡県 案山棒 － 快適な避三密空間づくり＆ウェブ上に通販サイト開設

静岡県 ちきり清水商店株式会社 2080001015021 老舗鰹節屋ＥＣサイト強化のためのモニタリング及び囲い込み事業

静岡県 エイツリー株式会社 4080101020695 テイクアウトメニュー強化のための作業場確保に向けた環境整備

静岡県 有限会社百町森 9080002004850 ＳＮＳを起点としたＥＣ事業の強化

静岡県 ＭＯＮＴＥＧＯ － 移動販売用キッチントレーラー導入で販路拡大

静岡県 ホルモン家とりとん － 焼鳥豚（とりとん）テイクアウトチラシの配布

静岡県 東留 － 非対面型接客オペレーションの構築

静岡県 中村　元鴻 － 太極拳オンライン講座（初心者・既存・指導者向け）の普及

静岡県 勝亦園 － 自販重視型の経営形態へ移行するためのＨＰ作成及び店舗改装

静岡県 株式会社サンワ開発 2080001016416 オンラインサポートとターゲット広告による新生活様式住宅の販売

静岡県 オートガーデン浜松有限会社 4080402001642 ＥＣサイトを立ち上げ、スクール受講者を募り販路開拓

静岡県 新日本料理おぶね － 真空パックによる極上味覚料理の販売

静岡県 株式会社エムテック 7080001018333 コロナ渦で変化するビジネス環境に対応する為の社内改革

静岡県 クライン － 新たな包装パッケージ開発によるギフト市場でのブランディング

静岡県 有限会社富士流通センター 8080102017173 新型コロナウイルスに負けない安心提供事業

静岡県 Ｋｉｎｇｓ　Ｐａｒｋ － オンラインツールを活用した同業他社に一切無い総合学習の展開

静岡県 ｒｅｃｈｅｒｃｈｅ － ＥＣサイトによる既存客の利便性の向上と安全安心サロン提供事業

静岡県 リフレシア － インターネット販売体制の構築と新規顧客の獲得・定着化

静岡県 株式会社ＩＳＫ 8080401018353 クラウドＰＯＳレジ活用によるセルフレジ化で感染対策

静岡県 ｃａｆｅ＆ｄｅｌｉ　ｍｏｇｕ － ＥＣサイト開設を通じた販路拡大

静岡県 ｌｏｇｏｏｄ株式会社 1080101021647 リラクゼーションマッサージ足心流で利用する和室改装と動画撮影

静岡県 有限会社トミー 8080102017539 安心して利用しやすい店づくりとテイクアウト・デリバリー事業

静岡県 ｄｒｅａｍ　ｄｏ － オンラインリアルタイム簡易デザインと大判印刷サービス事業

静岡県 スタジオチャクラ － ソーシャルディスタンスを保った新しいフィットネス事業の展開

静岡県 寿司処　柳屋 － 料亭の味を家庭で、寿司屋の一品料理テイクアウト事業

静岡県 有限会社タカダ 3080402020197 「安全標識」のＷＥＢ販促事業

静岡県 株式会社ゆらり 1080001019353 はじめての方から、体感されてから患者様向けに。［オンラインサポート］

静岡県 サーフシーン － オリジナル商品の、自社ＨＰによるＷＥＢ販売の促進事業

静岡県 Ｒｉｌｉａｎ － 美による数年後の人生をより楽しむための自己投資改革の秘密

静岡県 株式会社ナカジマ 8080402009401 ＥＣサイトによる工具販売や作業場提供により販路開拓

静岡県 トゥルタワの扉 － オンライン講座構築＆セラピストの為のオンライン講座サポート事業
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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。

静岡県 シャカテキスタイル株式会社 インクジェット染色用インクの内製化

静岡県 特定非営利活動法人ＦＩＮＥ 4080105002500 運動管理アプリ開発による既存客の流出防止と販路開拓

静岡県 Ｋ３デザイン － ネット通販事業の構築による盆栽の売上アップおよび販売促進
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