
令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第３回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 ビストロピックドール － 冷蔵ショーケースの導入とＨＰによるテイクアウト事業の拡大

福岡県
株式会社フレアインターナショナル＆ツ
アーズ

5290001055621 海外及訪日における新規パンフレット、ＨＰ制作・広告販路拡大

福岡県 有限会社フォトオフィスジロー 2290002032168 カメラ設備増強による自社内製業務の強化、ＨＰ開設で新規顧客開拓

福岡県 芯テック株式会社 8290001078289 コロナに負けない選ばれる会社へ、自社ブランド確立への改革

福岡県 キャンドルスタジオワン － 非対面型サポート付レッスン動画教材の開発による販路開拓

福岡県 エコバイ株式会社 8010801024040 日本茶の新商品開発と新規販路開拓の為のＷＥＢサイトの構築

福岡県 Ａｃｎｅ　ｐｏｔｔｅｒｙ　ｓｔｕｄｉｏ － 陶芸体験の宅配キット作りと店舗の改良

福岡県 株式会社ヒラマ 7470001015299 アフターコロナの社会へ対応する非接触型業務への新体制構築

福岡県 株式会社ニコロ 8290001080138 「オンラインショップ」の開設と、「新しいＣＤ」の制作

福岡県 ｅｎｊｏｙ　ｓｔｕｄｙ神松寺校 － これで安心！子供たちの学習を停めないためのオンライン化への進化

福岡県 せき亭 － ゴボウ関連商品の新規開発と発信・既存商品の製造効率化

福岡県 スペースキューブ一級建築士事務所 － オンライン共有のためのビジュアルイメージ製作環境の構築

福岡県 株式会社ａｃｃｏｒｏ 2010401065498 在宅で癒やし系ビジネスをしたい方へオンライン教材を提供

福岡県 株式会社ファンタイムビューティ 4290001027373 非対面型結婚式相談と小規模結婚式プロデュースで新規開拓

福岡県 久保山整骨院 － ホームページ構築とオンラインレッスンで売上拡大

福岡県 日々ノ珈琲 － 「独自アプリによる、上質を求める顧客への自家焙煎珈琲の訴求強化」

福岡県 鍼灸かんなり治療院 － 自律神経を整えるためのセルフお灸オンライン講座

福岡県 美容室Ｒｏｏｍ － 未来型自動シャンプーで安心安全なサロンワークへの転換事業

福岡県 Ｆａｓｃｉｎａｔｉｏｎ － ネット通販サイト制作による新規顧客開拓と顧客ニーズへの対応

福岡県 ゴンスタジオ － ゴンスタジオ映像コンテンツ事業

福岡県 株式会社ジョンアンドマリー 1290001073750 コロナに負けない新企画で売上アップ

福岡県 ナチュラルセラピーラボ － 非対面型会員制サイト、ＥＣサイト、オンラインスクールの構築

福岡県 ＴＨＥ　ＤＥＶＡＧＡＴＩ合同会社 1290003001494 自社ＥＣサイト構築による海外卸・小売の増加と新規顧客獲得

福岡県 株式会社セブンマーケット 2290001025668 ＢｔｏＢマッチングサイト「解決市場」サービスの開始

福岡県 友納建築 － 地域密着型よりよい空間を作り、顧客を満足させる事業

福岡県 Ｊｏｕｒｎｅｙｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｔｕｄｉｏ － Ｊｏｕｒｎｅｙｓオンライン語学レッスンの提供

福岡県 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｃａｒ　トリタチトキ － あなたの台所を水刺間に。ソースの商品化とＥＣサイトによる普及

福岡県 健康焼肉亀 － 健康焼肉亀のコロナ対策　宅配健康焼肉セットの販促スキームづくり

福岡県 株式会社ウイルブレイン 5290001023470 非対面型サービス導入によるＥＣサイト制作

福岡県 ネクストモデルカレッジ － きれいな姿勢と歩き方講座・オンラインでも受講ＯＫ

福岡県 福岡三和株式会社 4290001021970 新規開拓に不可欠な高付加価値商品の復活

福岡県 ｗｏｒｋｅａｓｙ株式会社 5290001065570 オンラインコワーキングスペース事業の開始と既存事業の販路開拓

福岡県 ａｓｔｅ株式会社 9290001085458 九州初！シェフプロデュースの絶品和牛バーガーを気軽にテイクアウト

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。
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福岡県 株式会社貢献堂 7290001086227 うな重・うなぎバーガーのテイクアウト・宅配及び新メニュー開拓

福岡県 合資会社スタッフ＆サポート 6290003001325 外部ＥＣサイト出店と視聴者参加型ライブ配信での新規顧客獲得

福岡県 サプリスター株式会社 4290001066553 通信販売事業の確立で非対面ビジネスモデルへの転換

福岡県 リンクコネクト株式会社 3290001083566 オンライン美容相談で地域の顧客の満足度を向上する事業

福岡県 株式会社オリーブジャパン 5290001061727 ＥＣサイトの構築でオリーブ利用の普及を拡大！

福岡県 株式会社アルファインド 2290001035873 感染症対策の機械化に伴う非対面型ビジネスモデルによる販路拡大

福岡県 有限会社岡江 5290002024831 濃麻呂の味をそのまま・安全にご家庭へ届けるプロジェクト

福岡県 株式会社ライダーズカフェ 2290001039726 自転車屋が行うキッチンカーにおける移動販売型ビジネスへの新規参入

福岡県 Ｈｏｎｏ － 物理的距離の確保及び心理的距離の縮小に向けた店舗改装計画

福岡県 株式会社フェニックス・ジャパン 6290001074471 ・辛麺のインスタント商品化による非対面販売の構築

福岡県 株式会社夢の地図 4290001087946 障がいを持つ家族向けの『オンライン相談サービス』開始

福岡県 ブルームカイロプラクティック － ＨＰ改修および一部事業オンライン化でコロナに負けない店舗へ

福岡県 ｏｎ　ｔｈｅ　ｌｅａｆ － メンテナンスサポートを連動させた植物のウェブ販売と業務拡大

福岡県 ＢＲＥＡＴＨ － 産科に特化したオンラインレッスン

福岡県 株式会社メディスカイジャパン 9290001020852 非対面ビジネスと即時対応の強化で売上アップと業務効率化！

福岡県 Ｐａｒｌｏｒ廣瀬 － 【衛生環境改善による「脱三密！」とテイクアウト事業の開始】

福岡県 ａｔｈａ（アータ） － オンライン・パーソナル・出張で心と体の健康アップ→笑顔の毎日★

福岡県 合同会社對馬 7390003009573 コロナ対策改修工事リニューアル・物品の新たな販売方法構築

福岡県 有限会社カプリ 3290002031573 老舗イタリアンの販路開拓とディナー集客の戦略

福岡県 株式会社ＢＩＧＳＫＹＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 5290001029880 美容卸事業者が厳選した本格美容品のＥＣサイトによる販路拡大事業

福岡県 小料理　博多べい － テイクアウト用ブース及びインターネットでの販売と商品開発

福岡県 ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ～Ｄｉ’ｌｌｙ～ － 安心な理容サービスを！ソーシャルディスタンスの確保・対面時間の短縮

福岡県 ｉ－ｙｏｇａ － 博多発！いつでもどこでも学べるｉ－ｙｏｇａバーチャル＆ビデオ

福岡県 さかな市場　有頂天 － 実店舗経営から、ネット通販に重点を置いたビジネスモデルの転換

福岡県 宅呑亭 － 新型コロナウイルスによる売上減少挽回の為の移動販売

福岡県 ベトナム料理シンチャオ － ヘルシーなベトナム料理をキッチンカーで移動販売

福岡県 株式会社Ｊ．Ｂ．Ｋ 2290001079961 韓国料理店「元祖タッカンジョンの店」をネット販売で世界中に広める

福岡県 鮨なにわ － 新屋号のＰＲと天然虎河豚の宅配セット販売による新規顧客の獲得

福岡県 グーフォ － レストラン事業者が並行して経営していく個人経営型のミニストア

福岡県 ｉｌｏｈａ － コロナ対策　非対面ビジネスモデル導入と販路拡大

福岡県 人形のごとう － 「今に感謝する」オリジナル商品の受注・提供方式のオンライン化

福岡県 千舟鮨 － 冷蔵車を活用した、安心、安全の移動販売事業による新規客獲得

福岡県 株式会社９Ｒｅｖｏｌｖｅｒ 1290001026452 レノグリーン使用方法のリモート指導システム構築
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福岡県 株式会社エリスティック 5290001078028 非対面販売実施のための自社ＥＣサイトの構築と新たな販路開拓

福岡県 Ｎ．ＧＲＯＷＴＨ株式会社 9290001073982 地方農業従事者への教育をリモートで行うための設備投資とＰＲ

福岡県 株式会社ＴＩＣ 7290001087150 ◆◇◆コロナの時代でも生き抜けるキッチンカー事業◆◇◆

福岡県 株式会社ラルフコーポレーション 3290001068229 ＷＥＢサイトのＥＣ化とＷＥＢ商談の実施による販路開拓

福岡県 株式会社平成水産 1290001031543 冷蔵車を活用した、宅配事業による新規客獲得

福岡県 整骨院　藤川 － 『目の動きと身体の使い方を変える！！オンライン指導』

福岡県 株式会社Ｔｒｕｅ 6290001073465 ＥＣサイト上での健康イベント・サンプリングによる販路拡大

福岡県 合同会社大博多フーズ 1290003008878 市場の新鮮食材で作る弁当＆料理のテイクアウト配達とネット販売

福岡県 白光建設 － ＹｏｕｔｕｂｅのＷｅｂ広告を使った新規顧客獲得

福岡県 ピラティススタジオＫＡＮＯＮ － 自宅で安心！新しい生活様式に対応したオンライン指導で販路拡大

福岡県 株式会社Ｋアライアンス・ジャパン 6290001027149 九州地区の既存顧客のフォロー（解約防止・顧客単価向上）事業

福岡県 有限会社クリアール 2290002028216 地鶏のテイクアウトとデリバリーによる外販事業

福岡県 有限会社アサイラム 9290002028044 新しい生活様式に対応した自社商品開発＆商品販促

福岡県 濱地酒造株式会社 290001000487 酒蔵飲食店が行う発酵食品のテイクアウト導入による顧客層拡大

福岡県 台湾茶専門店　花音 － コロナに負けない！高級台湾茶のネット販売開始で新規顧客獲得！

福岡県 Ｆｏｌｌｏｗ－ｐｌｕｓ － 韓国コスメのインスタグラム及びのための新販路構築

福岡県 エッセンシャルワークス － 小規模食品事業者向け衛生管理のコンテンツサービス事業

福岡県 カフェソネス － ケータリング展示会の開催およびテイクアウトの強化

福岡県 ビューティーボディラボ博多 － ダイエットをしたい女性に向けてオンラインフィットネスクラブ

福岡県 株式会社ハーツクリエイティブ 3290001035212
ＶＰＮ回線を活用したテレワークによる事業継続及び従業員の安全確保にか
かる計画

福岡県 株式会社マッチアップ 3290001031681 ＷＥＢを活用した非対面型ビジネスモデルの構築

福岡県
有限会社ワンナイン・サウンドプロデュー
ス

5290002013710 リモートレコーディングシステムとスタジオ動画サービスの構築

福岡県 洋風そば食堂グリチネ － 洋風そばテイクアウト拡大事業と非対面型の営業スタイルの確立

福岡県 居酒屋八福神 － 博多の食を全国にお届け！『八福神』のお取り寄せグルメ！

福岡県 ｂ－ｃｌｕｂ － 新感覚～クラウドサービスとアクリル板で非対面ビジネスモデル～

福岡県 株式会社ライフシフト 2290001079433 非対面型チェックインによるお客様への安心と自社ＨＰでの集客

福岡県 株式会社スウォード 2290001086768 テイクアウト及びデリバリー特化型　小規模店舗ドミナント出店

福岡県 聖和不動産 － 非対面接客の確立とオンライン内覧を通じた新規顧客獲得

福岡県 ＭＩＣ．ＨＡＩＲ － 完全個室化による快適で安心できる美容室づくり

福岡県 前田　剛史 － 公演やレッスン等のオンライン化と音源自主制作によるネット配信

福岡県 ピースアイランド合同会社 4290003009411 「レンタル着物」オンライン化による非対面対応スキームの構築

福岡県 Ａｒｕｋａｓ株式会社 290001071952 まるで世界旅行！！室内に居ながらリモートゴルフマッチプレイ開催

福岡県 株式会社プリキュウ博多 7290001080089 ホームページでバナー広告を活用した新規販路・新規顧客の開拓
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福岡県 田麦商事 － Ｗｅｂにて商談！快適な生活空間をご提案！

福岡県 ＢＡＮＫＳ － デリバリー発注機能付きサイトの構築で新規顧客開拓

福岡県 タイムレス － 展示会中止と商談機会減少を乗り越えるビジネスモデル転換事業

福岡県 株式会社ＮＰＣ 3010001109695 抗菌商品の製造販売とＥＣサイトの構築

福岡県 エステティックＰｏｉｒ － ウィズコロナ時代に向けてのエステティック業務のオンライン化

福岡県 うどん秀 － 券売機の導入・店舗の改装でお客様に安心していただける店づくり

福岡県 株式会社ＣＪＣＧ・ジャパン 7290001026728 鮮魚のネット通販マーケティングで新市場開拓

福岡県 ＩＤＥＡＪＡＰＡＮ株式会社 9290001069106 ホームページ構築でオンラインカウンセリングの強化

福岡県 ココロ栄養ラボ － オンラインサポート＆カリキュラム販売！の展開

福岡県 株式会社ベストブライト 6290001071626 Ｗｉｔｈコロナ・密を減らす対面営業から非対面営業への転換

福岡県 来夢来人 － 「泳げ、香椎のたいやきくん！」～香椎の味を多くの方へ～

福岡県 帝成建設株式会社 1290001085795 チャットボットで非対面対応・売上拡大事業

福岡県 Ｓｈｕｕ － リモートによる夢の対決！４７都道府県カラオケバトル！！

福岡県 有限会社グリーン・グリーン 3290002031953 水耕栽培野菜サラダのデリバリー＆テイクアウト店の開設

福岡県 株式会社ＦＫＳ 7290001081013 新車、中古自動車販売及び部品販売事業の販路開拓／テレワーク環境整備

福岡県 株式会社ＭＧＭコーポレーション 7290001051858 オンラインレッスンの販売強化と学生向け資格対策コースの充実

福岡県 ファンキードッグ － ＦＵＮＫＹ　ＤＯＧ　リアル生配信ライブ（有料）

福岡県 レストランシェ・ワシズ － ＥＣサイト構築と設備投資でテイクアウト強化事業

福岡県 ＦＰ事務所羅針盤 － オンライン相談・セミナーのＥＣサイト構築と販路拡大ＰＲ

福岡県 ＦＰオフィス　ウーマンライフデザイン － オンラインや動画を活用したシングルマザー向けマネー講座開講

福岡県 ウィンズテック株式会社 4290002051513 得意先のボトルネック工程、鋳仕上げへの参入

福岡県 たんどり庵 － 自慢の料理を真空チルドでご提供！新販売形態でのチャレンジ事業

福岡県 遊食工房茶花 － キッチンカー導入による精進料理等宅配事業と新たなサービスの提供

福岡県 合名会社三和商会 5290003002646 創業６７年、老舗贈答品業の非対面型ＩＴ戦略販路開拓事業

福岡県 豊福鮮魚店 － 「鮮度一番！おいしさ一番！そのまま近隣の方に非対面での提供強化」

福岡県 奥村防水 －
非対面型ビジネスモデルへの転換：看板やホームページによる宣伝広告にシ
フト

福岡県 株式会社アビックス 1290001050064 非対面型営業・打合せ方式の確立及びコロナ対策商品のネット販売

福岡県 西日本スペースエンタープライズ － 「コロナに負けるな！感染予防　リスクマネジメント提案事業」

福岡県 ナイス！はっちゃん － ブランド鶏“ありたどり”で彩った「ごちそう弁当」で新市場開拓

福岡県 合同会社ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＭＡＴＵＢＡＲＡ 7290003008550 商品内製化と生産性向上の両立による経営の安定化

福岡県 株式会社ホワイトベル 3290001048783 ブライダルカウンターを併設し、非対面型相談窓口のＷＥＢ対応

福岡県 ＪＵＭＢＯ － テイクアウト・デリバリー用のＤＭとチラシの作成、及び弁当・料理の宅配

福岡県 ｅｓｔｈｅ＆ｍａｋｅＲＵＢＹ － ＷＥＢからの予約受付とオンライン講座による新規集客
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福岡県 株式会社花畠自動車整備工場 2290001051689 エアコンガス交換洗浄整備機の導入によりサプライチェーンの確保

福岡県 株式会社楽園 3290001047884 テイクアウト市開催とオフィス街まで出向く『楽園ランチ』

福岡県 四季膳さとう － 専用厨房新設による仕出し弁当事業での顧客獲得

福岡県 有限会社アイコン総合企画 7290002050850 ナンバー１メニュー「大栄ホルモンセット」贈答用ネット販売事業

福岡県 株式会社キノシタ 8290001086382 ホームページから相談できる、簡単修理見積の非対面営業事業

福岡県 カラオケＢＡＲヴォイス － ステイホームでも楽しめる、カラオケバー配信宅呑み支援事業

福岡県 癒しドライヘッドスパ専門店「赤ずきん」 － ＩＴ活用による予約の非対面化とインストラクター養成事業への参入

福岡県 合同会社ロイス・ライン 4300003000743 楽天市場出店による塩石鹸売上増計画

福岡県 焼鳥心 － テイクアウトと新生活様式に対応した店舗営業で新規顧客獲得

福岡県 有限会社アサノ自動車 5290002048319 ＨＰ・ＳＮＳからの積極的集客：オンライン見積もりの実施

福岡県 ＳＧ　ＨＯＲＩＵＣＨＩ株式会社 8290001087521 非接触型アプリ（セルフサイズ【仮名】）の開発

福岡県 Ｓｈｏｏｔｉｎｇｓｔａｒｂａｓｅｂａｌｌａｃａｄｅｍｙ － オンラインレッスンの導入とチラシ作成とホームページ改修

福岡県 Ｎａｏ’ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ － 地元食材を使った新商品開発とＥＣサイトを活用した新規販路開拓

福岡県 株式会社エールアクティブ 5290001052296 ロボット・プログラミング教室のオンライン化

福岡県 一本道 － 焼き鳥のドライブスルー販売により新規顧客獲得

福岡県 癒しのカウンセリングルーム － 電話やＺＯＯＭでのカウンセリングとセラピーへの取り組み

福岡県 株式会社ＨＡＳＥ 4290801021006 真空調理導入による新商品開発・テイクアウトによる新規販路開拓

福岡県 株式会社イフ・ケア北九州 3290801006420 新たな顧客層の開拓を目指したオンラインでの営業環境の整備

福岡県 株式会社陶器の戸田 5290801002483 専門家監修による食器の魅力が伝わる自社ＥＣサイトの構築

福岡県 リップ － 「フレンチレストランの味を自宅で気軽に」インターネット販売

福岡県 ナチュリカ － オンラインレッスン付き自宅用切り花のデリバリー販売

福岡県 株式会社ケイエス企画 4290801001263 水中ドローンを利用した動画制作とネットを活用した配信事業

福岡県 カラオケ広場コスモス － 非対面型カラオケとしてマイマイク制の導入等による新規顧客獲得

福岡県 ｕｋｉｗａ － 門司港名物をキッチンカーで味わえる移動販売型ビジネスへ参入

福岡県 焼とり賢 － テイクアウト注文の拡充とメンバーカードで失った売上を取り戻す

福岡県 カレー居酒屋エンフク － 秘伝の手羽先とカレーのテイクアウトの拡販体制の確立

福岡県 蔵花 － 花のギフト需要をＨＰの販売サイト開設で販路拡大する事業

福岡県 炭火焼鳥　翔ふく － 来店客のスマートフォンからセルフ注文できるＰＯＳレジ導入

福岡県 桃華鍼灸院 － 非対面型姿勢測定とよもぎ蒸し導入による顧客獲得及び満足度向上

福岡県 有限会社田中総本店 1290802013657 非対面型　人形、造花の通販サイト構築、ＰＲ動画作成

福岡県 アンジュアカデミー株式会社 5290801025939 美容革命！周りを気にしない非接触型セルフエステの導入計画

福岡県 ｙｏｇａ＋ｐｉｌａｔｅｓ　ｓｔｕｄｉｏ　ａｒｕｇａｍａｍａ － オンラインによる安全安心なヨガサービス展開

福岡県 アストレア － 衣装のネット販売及び貸しスタジオ事業による販路の拡大
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福岡県 コラーゲン処　なかしまくしのすけ － 「豚の丸頭を原料としたコラーゲンたっぷりカレー」の移動販売

福岡県 株式会社泰成 2290801023061 打合せや社内業務のリモート化・クラウド化による企業体制の進化

福岡県 合同会社公孫樹の木 2290803002930 テイクアウト・デリバリー予約専用ＨＰ作成による販路拡大

福岡県 ニコニコキッチン小倉南店 － 宅配方法の転換、高齢者の安全を守る非対面型ビジネスモデル

福岡県 芦田 － 近隣住民に求められるランチ商品を非対面で提供

福岡県 ファミリークリーニング － 地域密着型のクリーニングのデリバリー

福岡県 Ｍｉｓｓｉｏｎ － 「テラス席の充実と、テイクアウトによる販路拡大」

福岡県 株式会社Ｔｒｉｎｉｔｙｓｐｉｃｅ 2290801021040 ペーパーレス化に対応したＷＥＢ招待状アプリ作成

福岡県 エルバリオ － Ｗｅｂ活用での認知及びオンラインレッスン等での新たな販路拡大

福岡県 北九実業株式会社 290801001150 ・冷凍商品「おウチで権兵衛」シリーズ販売

福岡県 ｍｕｓｉｃｄｒｉｖｅ － ネット配信を利用した無観客ライブへの転換

福岡県 有限会社うめね 2290802000778 ネットと店頭の両輪で、新規客獲得＆売り上げＵＰ↑

福岡県 桃太郎　門司店 － うどん桃太郎の味を全国へ！真空包装機の購入とＥＣサイトの展開

福岡県 あつみ珈琲 － 珈琲ソフトクリーム販売によるテイクアウト事業の促進

福岡県 カフェＲｅｉ － 喫茶から串揚げ屋へ、コロナがなんだ！売上獲得計画！

福岡県 とり旬花 － 大分県産・豊のしゃもを活用した新商品開発と新規顧客獲得

福岡県 西小倉駅前イタリアン酒場ＯＴＴＯ － インターネットの活用にょる人気デザートの販路拡大

福岡県 和牛亭　竹藩 － デリバリー販売の取組みにより従来の肉専門の強みを生かす

福岡県 ぎょうざ工房　風人 － テイクアウト強化やイベント出店での店外飲食の売上を伸ばす

福岡県 カフェカクタス － 美味しい珈琲と本格的スイーツを身近にｍｙお家カフェの楽しみ方

福岡県 ＬＵＭＳＦＵＫＵＯＫＡ － ブライダル業界における新しい様式「オンライン挙式」

福岡県 Ｂｏｎ　Ｍａｌｅ　ｈａｉｒ － 髪型診断サイト構築でのスタイル決定で顧客増加と対面時間減少

福岡県 ｆｕｌｌｍｏｏｎ － ソーシャルディスタンスに対応した安心で快適な店内空間づくり

福岡県 からあげ八起 － 動画広告を活用したテイクアウトの強化による新規顧客の獲得

福岡県 Ｂｌｕｍｅｎ　ｏｂｓｔ － テイクアウトによる販路拡大と店内環境改善による顧客増加！

福岡県 ヤマニ醤油株式会社 2290801005811 ＥＣ事業を活用した、既存製品と新商品ＰＲの販路開拓

福岡県 和牛すたんどやきびぃーふ － 厳選九州産黒毛和牛を活用した新商品開発ならびに販売

福岡県 Ｓａｌｏｎ　Ｆｒａｎｇｅ － 厳選アイテムで自粛中も充実のビューティーライフをご提供

福岡県 高上青果有限会社 7290802003867 ショッピングモール構築による弊社ネット通販の拡大

福岡県 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｐｉｃｔｕｒｅｓ － オンラインによるライブコンテンツ制作・配信事業

福岡県 株式会社ＤＫデザイン 6290801017472 規格住宅の商品開発及び販売と外構リフォーム受注拡大

福岡県 キッチンＱ － コロナ対応の店舗への改装と新商品開発、販路開発で売上増事業

福岡県 スパクオーレ － お客様同士の接触を避け、安心を生む空間づくりと非接触型決済
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福岡県 ＤＯＧ’Ｓ　ＬＩＦＥ　ＳＵＰＰＯＲＴ － ＥＣサイトによる販売と少人数グループレッスンの強化

福岡県 ＲＳ　ｐｈｏｔｏ － オンラインでつなぐ『人生の感謝を伝える』機会創出と販路開拓

福岡県 アクトプランニング － 各種イベント・会議のオンライン開催化への対応と販路開拓

福岡県 株式会社ＯｒｂｉｓＢｒａｉｎ 6290801025533 ３Ｄシェアリングエンジンのクラウドサーバ化の開発

福岡県 株式会社重永建設 6290801013760 ネットを活用した受注システムの構築

福岡県 株式会社オービット 3290801022401 弊社独自のオンライン会議等参加登録・管理システムの導入

福岡県 株式会社クロサワ建装 1290801025026 【非対面型】光触媒を利用した消臭・抗菌・抗ウイルスコート事業

福岡県 易仁有限会社 8290802011621 ＷＥＢ会議システムを活用した高品質な遠隔通訳サービスの提供

福岡県 日本健康食住株式会社 4290801019388 通販対応のための新製品開発、広報と教室の非対面化事業

福岡県 有限会社坪根 1290802009630 発注仕入販売管理のクラウド化とリモート運営体制の徹底

福岡県 ＧＲＩＬＬ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＴＯＭＡＴＯ － 「美味しいオンラインショップＴＯＭＡＴＯ　～若松商店～」

福岡県 四季鮮彩柚香 － 仕出しシステム参入による非対面での新規顧客獲得と作業効率化

福岡県 ＴＩＧＥＲＭＩＬＫ　ＢＯＵＴＩＱＵＥ　ＳＵＩＴＥＳ － 新しい生活様式に対応したフレキシブルな店舗づくり

福岡県 株式会社片岡セブンフード 2290802012468 ネット販売による販路拡大のための機械導入と作業場改装

福岡県 株式会社枝光なつかしい未来 4290801019933 劇場の灯を絶やさない！コロナ対策劇場の特別パック料金

福岡県 有限会社ひら川 6290802005377 ミシュラン店の味をお取り寄せできる新商品開発と新規顧客獲得

福岡県 有限会社博善社 1290802005035 コロナ共生社会に適応する葬儀プラン開発と新規顧客獲得事業

福岡県 Ｐｏｕｓｓｅ　ｈａｉｒ － 可動式セット面導入による安全安心イメージアップと来店客数回復

福岡県 門司港開発株式会社 8290801005764 ホームページ改修による団体バス誘致強化と非接触決済の追加導入

福岡県 トルコレストラン＆バーエルトゥールル － テイクアウト向けの新商品開発とネット注文システムの構築

福岡県 児じま屋 － ３ＤプリンターやＣＡＤソフトを活用した独自ブランド家具通販化

福岡県 株式会社ゴールドラッシュ 1290801007882 焼菓子メインの菓子製造部門の創出及びテイクアウト事業の効率化

福岡県 株式会社金福 5290801017655 テイクアウト・通販強化に向けた売り場・商品パッケージの改善

福岡県 有限会社双葉屋旗店 5290802012944 Ｅコマース（非対面販売方式）の導入による営業力の強化

福岡県 株式会社大商 8290801002431 トレーニングのオンライン化でコロナウイルスを乗り越える

福岡県 株式会社スバコ 3290801025882 新生活様式に対応した撮影手法でライブ配信・動画制作事業の拡大

福岡県 有限会社レーベンスクラフト 3290802010999 ＷＥＢ活用による会員向け健康指導・運動指導等の動画配信サービス

福岡県
ＳＣＵＢＡ　ＤＩＶＩＮＧ　ＰＲＯ　ＳＨＯＰ　ＡＱＵ
Ａ

－ ダイビング講習のオンライン化と集客経路の確立

福岡県 茉莉花 － ドライブスルー受け渡しの健康惣菜と会席弁当の提供

福岡県 酒菜屋　有門亭 － ジビエ肉のテイクアウト・お取り寄せ商品の販売による販路拡大

福岡県 ｓｎａｃｋＤＡＩＳＹ － 日替り弁当等のテイクアウト事業及びネットを通じた新規顧客開拓

福岡県 マサジアートギャラリー － お家で使える自社アート作品や占いの通信販売システムの導入

福岡県 島田酒店 － 老舗酒屋が非対面型で取組む「オンライン飲み会」応援事業
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福岡県 ぢどり家 － 地鶏を使った商品のインターネット通販

福岡県 有限会社ＺＥＣＨＳ 3290802021617 コロナ対策に向け安定したオンライン授業の開始と新規顧客の獲得

福岡県 Ｂｏｕｔｏｎ － ライブ配信によるオンラインとオフラインのハイブリット転換事業

福岡県 株式会社Ｈ．Ｓ．Ｐｅａｃｅ 7290001083240 非対面サービスの為の機械導入と選ばれる店舗を目指した店舗改装

福岡県 うまいもんや楽 － 新たな販売方式での売上確保とｗｉｔｈコロナでの店舗改良

福岡県 Ｃａｆｅ＆ｚａｋｋａ１６８ｋｕｐｕｋｕｐｕ － ネット、ガチャガチャを使用した非対面販売による新規顧客獲得

福岡県 有限会社矢部川城観光 9290002047688 ＷＥＢによる非対面で効率的な営業活動への転換

福岡県 有限会社シラキ工芸 9290002048067 オンラインショップ開設及びパンフレット製作による新規顧客獲得

福岡県 株式会社テック・スリー 3290001082056 アウトドア用新商品開発による新規販路開拓

福岡県 ＴＡＣＯ　ＨＯＵＳＥ － キッチンカー導入による安心販売

福岡県 ｔａｓ　ｃｏｆｆｅｅ － 焙煎機を導入し、安定的な豆の供給による事業の継続

福岡県 有限会社龍川魚商店 9290002054189 巣籠もり需要に対応したネット通販による非対面型ビジネスの強化

福岡県 株式会社ＯｃｔａｇｏｎＰｌａｎｎｉｎｇｓ 5290001085718 テイクアウト需要への対応と店舗拡張による機会損失回避

福岡県 有限会社天心堂 9290002053653 相談・セミナーのオンライン化と健康相談の集客力アップ

福岡県 株式会社福米 9290001078825 自社オリジナル「ポン菓子」商品開発とＥＣサイトによる販路開拓

福岡県 有限会社輝泉荘 2290002053189 サーマルカメラ導入等非接触型の安全・安心なサービス提供事業

福岡県 有限会社ディーディーフォルム 1290002054650 オートシャンプー台を導入し、ソーシャルディスタンスを保つ施術

福岡県 丸善産業株式会社 1290001053232 ＨＰでのアドバイス機能を充実させ、顧客ニーズに適切に対応する。

福岡県 よって家いち － 『家でも居酒屋気分！テイクアウト・配達で新規顧客獲得策！』

福岡県 ＴｅａｒｓＣａｆｅ － 移動販売車両での焼きたてオリジナルピザ＆総菜パン販売

福岡県 ＭＡＣ　ＤＥＳＩＧＮ － 最先端！ＢＭＸオンラインスクールで新規顧客獲得

福岡県 有限会社村尾 6290002054051 ＨＰリニューアルによる販路拡大、及びキャッシュレス決済の推進

福岡県 有限会社内田ツキ板 2290002053008 長尺対応突板裁断機による高付加価値製品の製造・販売の実施

福岡県 有限会社いぐさブティック草 1290002092535 インターネット＆チラシでお家にいながらショッピング

福岡県 有限会社きものと帯の秀 8290802024607 『インスタ映え！呉服屋居酒屋の日本庭園プレミアビアガーデン』

福岡県 コガデンキ － 新型コロナウイルス感染症等に対応できる販売基盤事業への転嫁

福岡県 カフェメシ家スイートボックス － コロナに負けない為の販売スペースの建築整備計画

福岡県 輝楽～ｋｉｒａ～ － ネット通販の売上拡大と安心安全な店舗改装で健康と美を提案

福岡県 株式会社久保かすり織物 2290001082016 非対面による販路開拓のためのネットショップ開設とブランド強化

福岡県 有限会社クリアテック 7290802020978 ブロワの業界実績を活かしたコロナ禍の営業と事務所の改革

福岡県 中尾商店 － 美味しさをお届けする移動式店舗カーの導入

福岡県 幸丸農園 － 愛情を込めて育てた新鮮野菜ジュースをご家庭に届けよう！

福岡県 菓秀　桜 － 朝倉の季節を全国へ届けるネット通販の開設
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福岡県 白水電気管理事務所 － 遠隔監視システムで早期対応によるサービス向上計画

福岡県 株式会社ＫＳ　ＡＵＴＯ　ＥＸＰＯＲＴＳ 2290001075408 ●自社ホームページの設立

福岡県 有限会社ティナ・コーポレーション 4290002044021 多言語ネットショップの導入と新布「ＩＫＡＴ　ＤＯＵＢＬＥ　ＧＡＵＺＥ」開発

福岡県 株式会社工房夢細工 4290001044286 ウイズコロナ時代に対応する草木染め体験の構築事業

福岡県 株式会社十文字醤油 7290001044085 九州のうまくち醤油を全国に！コロナ禍に打ち勝つビジネスの推進

福岡県 幸人 － 移動弁当販売車の導入による販路拡大と新規顧客の開拓

福岡県 株式会社エッセンス 4290001082963 ママと未来の子供を守る“アンダーリップ”ネット広報への展開

福岡県 Ｂｌｕｅ　Ｒｏｏｆ宮崎神宮店 － テイクアウト事業の強化及び案内用看板の設置

福岡県 コバコバル － テイクアウトで売上アップ！ｗｉｔｈコロナに対応した店舗へ

福岡県 株式会社ＣＨＡＭＢＥＲＳ 4290001085355 ｗｉｔｈコロナ型宿泊施設へ改修し、新ターゲット取込み強化事業

福岡県 ＹＡＮＯファーム － ＳＮＳを活用したＷＥＢ集客により販路確保

福岡県
スーパースカルプ発毛センター博多祇園
駅前店

－ ■発毛サロンの成約率向上の為の店舗増設とＳＮＳ及び広告の強化

福岡県 アオ株式会社 1209801025711 ＳＮＳ広告によるネットショップへの顧客誘導と商圏の拡大

福岡県 株式会社藤色の小雨 2290001081538 観光客向けオンライン伝統文化イベント開催事業

福岡県 ベジタブルデイズ － 福岡県産農産物の加工品で自社商品を作りネットを活用し販路拡大

福岡県 株式会社ゲイトウェブ 8290001027766 グッズを自分でデザインし購入できるアプリ「デコプチグッズ」

福岡県 マンチカンハウスＲＵＵ － 鶏、牛を使用したおやつ、フードの開発とネットでの新規顧客獲得

福岡県 株式会社スドー 2290001079838 通販事業の強化による新規顧客開拓

福岡県 いろり焼き筑前堀 － ＮＯＲＩＫＯシェフによる新商品の開発とネット販売の確立・充実

福岡県 ＬｉｎｏＮａｔｕｒｅ － 対面研修型講座のオンライン事業化

福岡県 藤山大輝 － 対面型の授業提供サービスの完全オンライン事業化

福岡県 スネアクロス株式会社 8290001077984 格安ホームページ制作事業

福岡県 株式会社紙小 6290001006821 オンラインを活用した新しい販路開拓事業

福岡県 Ｓａｌｌｙ － リモート＆ワゴンカー　洋服お直しサービス

福岡県 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＮＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 1290001071102 ネット販売の開始と新規飲食店コンサルティング開拓

福岡県 飯屋真侍 － 完全個室侍（団体予約客から少人数型へのスタイルの変換）

福岡県 株式会社ＢＲＯＮＺＥＥＹＥ 1290001064114 ネットを使った「リモートまつげエクステセミナー」新規開拓

福岡県 株式会社ベルフードプランニング 6290801008934 テイクアウト強化で、事業継続と事業拡大へ

福岡県 備長焼焼鳥まるの － 焼き鳥盛り合わせ販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

福岡県 モリタ写真室 － 遠隔撮影機材を使用したリモート撮影を行い新規顧客獲得。

福岡県 韓庵 － テイクアウトメニューの定期販売を通じた販路の拡充

福岡県 舞楽夢　政 － テイクアウト・デリバリーとＥＣサイトでの加工食品販売事業

福岡県 サンダーバード株式会社 9290001075310 福岡発！オンラインでまつ毛エクステをもっと身近にする事業
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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。

福岡県 綾部　理惠 － ホームページと双方向オンラインによる非対面ビジネスへの転換

福岡県 ｆｌｅｕｒ － セルフリンパマサージのオンライン講座の実施と顧客管理アプリの導入

福岡県 博多うまか遊び庵 － 博多っ子も喜ぶ当店オリジナル商品のお持ち帰りお土産品の開発

福岡県 味処もみじ － 【テイクアウトを活用した新商品の開発と販路開拓】

福岡県 福岡教育相談研究所 － 支援を諦めない！面談の非対面化と学習のオンラインサポート

福岡県 有限会社花山 9290002005670 ＥＣサイトでの新商品販売促進事業×蜜の無い店舗改築計画

福岡県 みのる整骨院 － 院内施設の改修で非対面型ビジネスモデルの導入と新規患者の獲得

福岡県 下川農園 － インスタ映え！主婦がシェアするイチゴオンライン販売計画。

福岡県 博多あんしん整体院 － 新型コロナ状況下で減少した新規顧客開拓の再構築

福岡県 有限会社味の正福 4290002009420 博多の味を守り続ける定食店オリジナルソース販売強化と集客計画

福岡県 白のフライパン － イートイン・テイクアウト・デリバリーで目指す売上アップ

福岡県 Ｋ・Ａパートナーズ株式会社 6330001008169 ウェブサイトの構築によるオンライン経理代行サービスの提供

福岡県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｈａｒｕ － Ｗｉｔｈコロナ時代の新しいサロン運営・セルフエステ形式の展開

福岡県 ＪＩＬＬ　ｂｙ　ＧｉｓｅＬ － オンライン研修で感染防止＆オンラインチケット販売で販路開拓

福岡県 合同会社コーリムジカ 7290003007494 オンラインサイン会による非対面型の販売、及び販売促進ルートの構築

福岡県 ｈａｉｒ　ｓｔｙｌｉｎｇ　ｂｏｏｔｈ　ａｒｏｅ － 自動化へのシフトによる顧客満足アップでの生産性ＵＰ

福岡県 株式会社スギコーポレーション 1290001089549 【ドローン家屋点検サービスのＷＥＢによる販路開拓】

福岡県 ＷＡＳＯＭＩ．株式会社 5290001070901 リモート活用で世界初の着物フルセットサブスクリプション事業

福岡県 ダメヤ山本カレー店 － 新たな時代。接触機会を減らした食事環境作りと通販事業の構築

福岡県 ＬｉｌｙＬｉｂｅｒｔｙ － 漢方温活での健康のお手伝い！黄土漢方蒸しネット販売・レンタル

福岡県 有限会社ゲットマーケット開発 7290002025423 ＥＣサイトによる「美容室向けコンサルティング事業」の販路開拓

福岡県 有限会社トーブ 1290002008508 ＥＣショップを開設し、新たな販路開拓事業

福岡県 株式会社ＲｅａｌＷｏｒｌｄ 4290001065415 オンラインサロンの開設（自分ダイヤモンドスクール）

福岡県 株式会社ＩＲＯＤＯＲＩ 2290001082932 オンライン個別相談窓口の開設とオンライン予約システム構築

福岡県 株式会社Ｇｒａｓｓ　Ｐｌａｃｅ 4290001072502 ＥＣサイト構築と広告によるＷｅｂ＆実店舗の集客・売上向上計画

福岡県 株式会社楽生 1290001056680 多国籍料理の開発及びテイクアウト・デリバリー事業の実施

福岡県 有限会社ｓａｒａｎａｍ 3290002032019 オンライン販売やリモート営業等の非対面販売強化事業

福岡県 有限会社オリーブ 290002030594 非対面型販売ブースの設置によるテイクアウト事業

福岡県 台湾料理　台北 － 新型コロナウイルス感染症による非対面型サービス転換対策

福岡県 糸島からあげ大地 － 非対面販路拡張に伴う通販設備の構築

福岡県 有限会社ターボマニア 7290002023278 海鮮丼ぶりのテイクアウト専門店事業

福岡県 株式会社システムプラン 6290001059225 仕入れ価格０円の商材をインターネットで日本全国に安く売る。

福岡県 にこみ定食堂 － にこみ定食堂テイクアウト販売に伴うＨＰ・オンライン決済を導入
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福岡県 カラオケスナックてんとう虫 － デリバリーサービス導入による販路拡大事業

福岡県 もつ屋粋星 － 福岡県産もつを活用した新商品開発とネット販売で新規顧客獲得

福岡県 株式会社ＦＲＥＥ 4290001061281 非対面チャット機能でレンタル事業＋経費削減サービス

福岡県 ミラクルファーム合同会社 4290003001252 【オンライン非対面型によるメンタルサポート事業への転換】

福岡県 株式会社ＮＰＣ 8290001065766 ＨＡＣＣＰ対応！微生物検査マニュアル動画公開による顧客獲得

福岡県 株式会社柏木コーポレーション 4290001083499 人と人との心を繋ぐＹＥＬＬ～エール～地域医療連携室整備モデル事業

福岡県 公文式千早駅北教室 － 「オンライン学習体制の確立とその訴求による売上拡大策」

福岡県 あおしま整骨院 － インターネットを活用した、相談、指導（運動、生活など）、治療事業

福岡県 株式会社柳城トラベルズ 3290001055788 「姫バス」を利用したツアーの媒体、新規ＨＰによる新規顧客獲得。

福岡県 京料理豊ふく － 衛生管理を徹底し安心して来店できる料理店を目指して

福岡県 田中刃物店 － 刃物のオンライン販売と砥ぎ修理オンライン受付

福岡県 司法書士・行政書士谷村事務所 － 「非対面型オンライン相続・遺言相談システム導入と販路拡大」

福岡県 ＡＤＯＬ　ＨＡＩＲ － 接触距離・時間を極力抑えたサービス品質の向上と新たな売上獲得

福岡県 大川精工株式会社 6290001052741 「オンライン商談」と「宅配環境整備」によるスムーズな非対面販路開拓

福岡県 ライズバレー株式会社 3290001078087 販路拡大のための展示会への出展とＣＡＤ導入による生産性向上

福岡県 ｆｉｒｓｔ　ｂａｌｌ － オンライン学習を実施するためのＨＰリニューアル

福岡県 ＪＭＴプロダクション株式会社 2290001085118 学習塾生徒の非対面型入塾システム及び学習指導と成績管理

福岡県 Ｓｏｕｌ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　博多屋台　ＤＯＮ － オンラインライブ配信と飛沫防止強化での収益増加

福岡県 ＫＩＭＯＮＯ浪漫 － セットメイク着付専門サロンから半個室型ヘアカットサロンに変更

福岡県 エコイチほんだ － テレワークシステム構築及びＨＰでの問い合わせ窓口開発

福岡県 炉端香家 － 仕出し弁当提供に向けたＨＰ作成・ネット通販を展開

福岡県 有限会社スウィートオレンジ 2290002024090 人気商品のネット通信販売における営業転換および販路拡大

福岡県 株式会社カンカングループ 5290002058475 バーの人気商品をお持ち帰り、配達ができる非対面ビジネスモデル

福岡県
株式会社パーソネルコンサルタントジャパ
ン

7290001086838 日タイ翻訳・通訳のオンラインシステム作成と新規顧客の獲得

福岡県 有限会社ファンキーカンパニー 7290002030472 人気商品・元祖キーマカレーうどんの通販事業による販路開拓

福岡県 フラワーショップクレアトゥール － フラワーギフト提供のためのネット注文システムの構築

福岡県 株式会社五常 8290801018155 新しいホームページを活用したＷｅｂ説明会のシステム構築

福岡県 株式会社優美 5290001058491 全国の食物アレルギーと向き合うご家族へ笑顔を届けたい！

福岡県 株式会社ＴＯＴＡＬｆｏｏｔ 4290001081866 お子様が自宅でもできるメソッド説明動画を充実させる事業

福岡県 ＡＮＤＩＯＲ － オリジナルフラワーギフト開発＆ＥＣ及び卸販売を通じた販路開拓

福岡県 ポチの家 － ＥＣサイトによるペット用品の販路拡大とショップの集客

福岡県 サンライズ鍼灸院 － ＷＥＢチラシ・オンライン相談・キャッシュレス決済推進事業

福岡県 波津馬福岡店 － 馬肉の総菜、ペット用馬肉ご飯の新商品開発＆ネット販売
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福岡県 ガードナー株式会社 2290001076001 非対面型ビジネスモデル構築のためのＷＥＢ広告強化

福岡県 米村の漢方薬 － ＥＣ化導入による漢方相談・薬膳茶・薬膳食材の販路拡大

福岡県 パティスリーソルシエール － 新商品開発と共にデリバリー事業参入で新規若年層の顧客獲得

福岡県 株式会社一期一会グループ 7290001055553 抗菌対策の情報発信と新規顧客のために既存のＨＰの再構築

福岡県 株式会社イマスル 9120001145963 非対面型ビジネスモデルの導入とオンライン学習プログラムの開設

福岡県 有限会社Ａ．Ｇ．Ｓ 1290002031732 テレワークや動画配信需要に向けたパネル製作の販路拡大事業

福岡県 たゆとま －
健康・免疫力アップのオンライン講座と料理代行サービス　オンライン講師育
成

福岡県 川添製菓 － 催事常連客に届けたい！ＥＣサイト開設による新販路開拓事業

福岡県 株式会社ＡＣＬＡ 4290001048163 非対面法人営業強化、業務効率化ツールによる付加価値増加計画

福岡県 株式会社九州遺品整理事業団 8290001088684 ＨＰを活用し非対面で安全に新規顧客獲得

福岡県 イグニッションスイッチ － 免許取得し卸売へ！非対面で安定したビジネスモデルを目指す

福岡県 ビストロ　ル・ブルジョン － テイクアウトの強化と高級弁当のデリバリー事業による販路開拓

福岡県 有限会社桐乃家 6290002047121 テイクアウト体制構築と販売促進強化による売上高の確保・拡大

福岡県 株式会社デキャンタージュ 2290001063585 動画によるオンライン講座とオンラインサロン・ＥＣサイトの新設

福岡県 株式会社味蔵 7290001011333 名店の味をそのままに！「宅食」事業への取組

福岡県 株式会社ＬＯＯＫＵＰＨＡＫＡＴＡ 9290001065746 ウェブ販売とテイクアウトでの販路拡大と新規顧客獲得

福岡県 はすのうてな － 真空包装機と平台の導入による居酒屋の新たな販路開拓

福岡県 魚久精肉総本店 － 厳選食肉加工品を使用した飲食物テイクアウト事業への進出

福岡県 ｅｐｉｃｄｉｎｅｒｓ株式会社 8290801025085 デリバリー等及び通信販売事業の販売増に向けた自社サイトの構築

福岡県 ＳＡＣＨｉＡＢｅｅｆｓｔｒｏｇａｎｏｆｆ － ～感染症に打ち勝つテイクアウト事業の強化とＥＣサイトの構築～

福岡県 珍萬２１ － インターネット販売によって新規販路開拓を行い、安定した経営を目指す

福岡県 餃子専門店黒兵衛 － 感染リスクを軽減し、テイクアウトの普及

福岡県 有限会社山門平和園 3290002055903 地球の環境資源と経済を循環させる非対面型ＩＴサービスの展開

福岡県 友泉自動車株式会社 8290001004914 脱外注！！整備の内製化＆ネットを活用して新たな販路開拓

福岡県 パブリックハウスブラボー － 酒類販売小売事業（ＥＣと店頭販売・デリバリー）

福岡県 有限会社旬楽 2290802016254 配達メニューの刷新と顧客向けＤＭハガキのＷアプローチ

福岡県 株式会社エム・アイ工房 8290001018831 オンライン通話導入や商談スペース造作によるＢｔｏＣ事業の強化

福岡県 Ｔ．Ｐ．Ｏフラワー － 伝統文化華道の新たな市場創造でＳＴＡＹＨＯＭＥを華麗に演出

福岡県 株式会社ブランニュープランニング 7290001068120 インターネットを活用した感染防止型ビジネスへの転換

福岡県 株式会社酒見椅子店 4290001053130 コロナに打勝つ！営業力活用「特注・オリジナル家具テレワーク販売」

福岡県 株式会社ゼロスタイル 5290001068953 コロナウイルス感染症に打ち勝つホームジムリフォーム事業

福岡県 スマイルスマイズ － お料理と婚活をからめた新サービスとネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 株式会社ユウシステム 9290001032567 暗号化通信システムのＷＥＢ構築による非対面営業への転換
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福岡県 あひる社会保険労務士法人 3290805009279 テレワークによる新サポート体制の構築及びＷＥＢを活用した販路開拓

福岡県 株式会社ノダアンドアソシエイツ 7290001031884 ＶＲを活用した物件ブランディング

福岡県 ファーストアズール株式会社 7290001089155 薬膳ペットフード等の開発とオンラインショップの開設

福岡県 株式会社ＡＩＴ 9290801026009 経営者向けカウンセリングと経営コンサルティングのオンライン化

福岡県 － 真空パック機器導入によるグルテンフリー新商品の販売と販路開拓

福岡県 ＳＯＬＡ － オーガニック食品の宅配ボックス販売とマルシェの開催

福岡県 ａｕｒａｍｏｒｅ（アウラモア） － テイクアウト＆ネット販売のシステム構築と商品開発・宣伝強化

福岡県 株式会社中津留 7290001051536 持ち帰り需要を掴み単価アップ！テイクアウト用ワインセラーの整備

福岡県 有限会社ＧＩＮＧＡ　ＥＬＥＶＥＮ 3290002031508 町の花店が挑む「エコプラント」の販売強化

福岡県 Ｂｅｌｌｅ　Ｂａｌａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ － オンラインを活用したヨガで心と身体の免疫力アップ

福岡県 株式会社京都館 2290801015331 老舗ホテルのテイクアウト＆デリバリー商品の開発と販売促進

福岡県 有限会社エス．エフ．マーケット 3290002007714 自社ネットショップサイト構築で販路拡大

福岡県 ＣＲＡＴＥ － オンラインショップを通じて、新規顧客開拓を行う事業

福岡県 株式会社ケンショー 3290001076289 既存顧客のフォロー強化！顧客満足度向上から紹介発生を狙う

福岡県 株式会社三協舎印刷所 5290001007671 製版機の自動洗浄によるコロナ対策、生産性向上、販路開拓の実現

福岡県 ＩＣＨＩ － 非対面ビジネスへの取り組み

福岡県 Ｔａｏ　ｓｕｒｆ合同会社 290003005828 Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線スクールとネット通販による新規会員獲得

福岡県 ｅｆｆｏｒｔ　ｄｉｎｉｎｇ成 － テイクアウト×デリバリー×店舗拡大をＰＲ強化で強力に発信！

福岡県 オーロラ離れ － 自慢のアメリカ直送アンガス牛を全国へ届ける仕組み作り！

福岡県 イシズエワークス株式会社 6290001059778 オンラインによる遠隔コンサルティング体制の構築

福岡県 有限会社アサヒエステート 1290002038570 自社サイトの構築で、非対面で新規顧客獲得を目指す

福岡県 ＦＵＪＩＤＯＧｃａｆｅ － 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

福岡県 大志建設株式会社 3290001062140 工事現場のＩＴ化を図り、現場業務の非対面化を促進

福岡県 株式会社インテリジェンスキーマン 2290001030081 非対面での除菌・抗菌ビジネスの販売拡張事業

福岡県
Ａｕ　ｒｅｎｄｅｚ－ｖｏｕｓ　ｄｅｓ　Ｃａｍｉｏｎｎｅｕｒ
ｓ

－ ＨＰ刷新とテイクアウト・デリバリー開始による新規顧客獲得

福岡県 焼肉のぶた － 既存の飲食店舗の場所、設備を有効活用して行うお弁当の配達事業

福岡県 ジェイアンドケー株式会社 3290001028447 輸出事業で失った売上げを、新製品を開発し国内需要で取り戻す

福岡県 株式会社ＳＨＩＮＳＥＩ 5290001060324 はちべえトマトシリーズの新商品開発とＥＣ販売拡大事業

福岡県 株式会社九州企画 3290001063601 観光客ターゲット層を世界中に広げる大作戦

福岡県 ゆくベジ － 食品ロスとコロナ太りを解消！キッチンカーでのサラダ販売

福岡県 キャリアサロンアルス － ＺＯＯＭによる接客サービスマナー検定取得など講座の集客事業

福岡県 Ｏｕｔｇｒｏｗ　Ｊａｐａｎ株式会社 120003008643 社会人向け能力開発リモートセミナー

福岡県 － ペットと一緒にテイクアウト事業拡大
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福岡県 博多味処灯 － 灯テイクアウト販売に伴うＨＰ・オンライン決済の導入

福岡県 Ｒｅｃｏｒｄ　Ｈａｉｒ － 当美容室使用商品の通信販売事業

福岡県 Ｏｎｅ’ｓ　ｓｔｏｒｙ － ＨＰ、ＳＮＳを活用した補助金の情報発信とオンライン支援の実施

福岡県 公文式　くもん桜坂中央教室 － 集客と採用の効率化の為のサイト作成と非対面指導・面談の導入

福岡県 株式会社アイリンク・アソシエイツ 2290001035072 非対面型サロンサービスの構築と導入およびプロモーション

福岡県 株式会社ＭＩＳＨ 7290001066484 女性と環境にやさしいＰＢ商品の開発とインフルエンサーによる販促

福岡県 Ｔｗｉｎｋｌｅ － コルギアピールＨＰ作成とＥＣサイト構築

福岡県 有限会社アメリカン・ジム 8290002021801 安心してご来店頂ける衛生環境の整備・徹底

福岡県 ｅｎｊｏｙ　ｔｅｐｐａｎ！　ＴＡＭＩ － 自宅でも鉄板焼きの味をｅｎｊｏｙ！

福岡県 ＣＨＩＣＣＡＹ’ｓＢＲＡＮＤ － ＥＣサイトとＨＰの新規制作

福岡県 株式会社Ｄｓｔｙｌｅ 9290001065121 「ネット通販のノウハウを伝授する動画セミナーの構築」

福岡県 有限会社サイトウ企画 1290002021469 無観客ライブ配信及び配信スタジオ事業

福岡県 エステートホームズ株式会社 6290001072839 ホームページと顧客管理システム構築でテレワークの実現

福岡県 コスモ － 認知度向上・販路開拓に向けたネットショップの開設と看板設置

福岡県 ピラティススタジオ　キリ － オンラインサロン新規事業立ち上げ

福岡県 株式会社システムトランジスタ 5290001034526 採用専用サイトの開発による遠隔面談とリモートワーカーの獲得

福岡県 ＣＲＡＣＫ　ＨＯＵＳＥ － 非対面型・ＷＥＢ接客による売上アップ

福岡県 株式会社すぱいす・１ 4290001026482 粉末総合調味料「まんま」のＥＣサイト作成で販路拡大

福岡県 株式会社ＩＹＣ 3290001084853 非対面型ビジネスモデルへの転換に向けたＥＣサイト運営事業の開始

福岡県 株式会社アスタリズム 6290801009668 アラケル社ブランド戦略と新規イタリア産トリュフ商品の販路開拓

福岡県 押方塾 － 家でも塾でも学習できるようなオンライン学習環境の整備事業

福岡県 ＢＩＮＤ株式会社 2290001088252 撮影スタジオ活用による、モデル＆商品コラボのＥＣ拡大支援

福岡県 ほっこり家 － オンラインでのテイクアウト予約獲得の為のプラットフォーム構築

福岡県 ＥｙｅＬａｓｈ　Ｄｒｅｓｓ － 「まつ毛の美容液」開発とＷＥＢ受注可能なプラットフォーム構築

福岡県 有限会社文具いち衛門 9290002022427 ＨＰ刷新による販路開拓

福岡県 株式会社Ｏｎｅ　Ｐｅｎｇｕｉｎ 8290001089204 非対面型のプレゼンテーションの研修・レッスン事業

福岡県 株式会社ハーベリィアース 7290001034656 こだわり化粧品を本格的なＥＣ展開で販路開拓

福岡県 花室Ｂｏｃｃａ － オンラインによる売上拡大、新商品開発事業

福岡県 ベストライフサポート合同会社 3290003005898
個人宅ご利用者様の開拓と、非対面でのマッサージ施術の提供を極力強化す
る

福岡県 ファステラ合同会社 6290003006720 非対面型事業の開発「弁当＆ケーキデリバリー体制の構築」

福岡県 合同会社ギャランドゥ 4290003007167 非対面型研修の開発！ｅラーニングとオンライン研修

福岡県 株式会社十三代松屋利右衛門 4290001084968 江戸時代から続くお菓子を次の時代へ！

福岡県 合同会社ジッカ 6290003007347 自社サイトの構築による新規顧客開拓と今後の対策
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福岡県 株式会社Ａｖｉｒｉｃｈ 1290001082173 販路拡大と課題点改善への取り組み

福岡県 オリオンフーズ株式会社 9290001086241 インターネット販売事業の創設による新規顧客の開拓

福岡県 株式会社Ｕ－Ｐｌｕｓ 4290001085041 新規ＨＰによる非対面での顧客獲得と内見せずに決まる物件づくり

福岡県 有限会社カオモータース 1290802015892 「車の補修をネットで迅速見積り！」導入による新規顧客の開拓

福岡県 肉のながおか － 店舗での感染症対策の強化とテイクアウト・デリバリー拡大

福岡県 合同会社ＣａｎｏｐｙＰｌｕｓ 5290003006738 自社ＨＰ・ＳＮＳ及びＥＣサイトの作成による新規かつ多角的な顧客の獲得

福岡県 株式会社ＲＡＰＡＳ 7290001088529 Ｗｅｂ会議システムを活用した非対面型運動指導サービス！

福岡県 株式会社ＨＲコンサルティング 3290001077849 新時代の働き方を推進するオンラインコンサルティングと研修支援

福岡県 株式会社プレシャスカラーズ 5290001054409 講座等のオンライン化　及び　申し込みやすいホームページづくり

福岡県 株式会社コハルト 9290001079889 歯のホワイトニング専用商品“コナナノカ”の非対面型販路開拓

福岡県 Ｋａｏｉ － コロナに負けるなオープン（野外）フィットネススタジオ開設

福岡県 串焼Ｄｉｎｉｎｇ勝 － ＩｎｓｔａＴｏｗｎ導入によるテイクアウト販売の宣伝能力強化

福岡県 株式会社トーマスラボ 3290001065184 改竄対策付き最適なＷＥＢサイトクラウド移行パッケージ販売

福岡県 グローバル食品株式会社 4290001007276 自然栽培野菜のピューレとソフトクリーム販売による販路開拓

福岡県 ＭＡＸＴＲＩＰ株式会社 2290001066464 「オリジナル商品の拡充とＥＣ店舗による販売強化戦略」

福岡県 株式会社ＳＡＫＵ 6290801021821 コロナに負けない！九州産米粉１００％パン菓子のＳＮＳ強化で販路開拓

福岡県 バソキ屋 － 独自の宅配予約システム及び管理システムの導入

福岡県 ポスパム － 非対面オンラインヨガレッスンによる売上アップ

福岡県 ワークステージ － オンライン配信設備を備えた個人向けセミナースペースの提供

福岡県 株式会社ＥＶモーターズ・ジャパン 6290801025401 ３Ｇ技術応用のオンラインユーザー拡販システム兼用ホームページ開発

福岡県 株式会社プレタロウ 7290001034350 業務の効率化（非対面型・テレワーク）を図るソフトを導入する

福岡県 有限会社おーくぼん 2290002027300 非対面型動画配信・収録スタジオと動画制作コンサルタント事業

佐賀県 Ｃｏｔｔａｇｅ　Ｕｒｅｓｈｉｎｏ － 「安心・安全を第一」として魅力アップできる民泊づくり！

佐賀県 松岡次弘診断士事務所 － 非対面型とテレワークの融合による新サービス、新経営支援の提供

佐賀県 丸屋商事株式会社 4300001000931 シュガーロードを支える生餡の冷凍によるサプライチェーン強化

佐賀県 株式会社ＡＨＴ 4300001011813 本当に必要な方へトドケ！配達代行サービスＴｏＤｏｋの広報事業

佐賀県 洋風定食屋キッチンＭｏｉ・Ｍｏｉ － 無人お持ち帰りシステムの導入と新規女子学生顧客の獲得

佐賀県 御食事処ツル － 店舗一部を改装、レンタルスペースとしても活用し新規客獲得

佐賀県 株式会社永田 8300001000572 ＥＣサイトを構築。非対面型営業への転換と新たな販路開拓。

佐賀県 有限会社日楽ホーム 5300002000590 【事業名：オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換】

佐賀県 株式会社広千 9300001000266 古い施設を活かして創る！『非対面＋非接触』型カラオケのモデル

佐賀県 れんげラーメン － 液晶パネル券売機導入でできる業務改革と非対面型テイクアウト

佐賀県 有限会社雅叙苑 2300002000081 デリバリーサービスを導入することで新たな顧客獲得と雇用の維持
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佐賀県 飯家だゑん － 非対面型ビジネスのための安心安全な空間作りとウェブによる集客

佐賀県 有限会社きぶん 4300002000336 自慢の鍋料理を通信販売でお届け！新たな販路開拓及び雇用の維持

佐賀県 酒肴吉井 －
生けす用水槽を設置、新鮮な魚料理、和食の店としてワンランク上の料理を提
供

佐賀県 有限会社キヌヤコスメティックス 1300002010255 『美肌体験、オンライン』プロジェクト

佐賀県 唐津イタリアンバンビ － 本格的なイタリアン！！シェフ自家製アラカルトをご自宅で

佐賀県 株式会社綿屋 3300001007399 ＥＣ通販サイトによる物品販売・唐津のうまかもん綿屋セレクション

佐賀県 エステサロンコネクション － 間仕切りによるコロナウイルス感染防止空間の創造

佐賀県 未来建築はじまりのいえ － ＤＩＹ教育やプロデュース、スタジオ提供などによる新規顧客獲得

佐賀県 ＣＡＬＡＬＩ － コロナ禍に対応する新規顧客開拓のための４つの取組

佐賀県 なかじま（良）建築 － 先祖の思い出を形にしたネット販売とコロナ対策で新規顧客獲得

佐賀県 おひさまの金貨 － 大自然を活用３密を避けて楽しめるコロナに負けない新規顧客獲得

佐賀県 炉端屋あうん － テイクアウトメニュー強化と密を避けた客席作り及び広告宣伝強化

佐賀県 カフェティユール － コロナでコロッとチェンジ！ソーシャルディスタンスな窓づくり

佐賀県 唐津孤高の肉バルカルネスタ － コロナに負けない新事業のブランディングと通販事業。

佐賀県 体質改善整体すらり － ウィズコロナ個人事業主をターゲットにしたリモート起業塾

佐賀県 合同会社つく田 8300003000728 コロナ対策としての店内改装及びＥＣサイト出店のための設備投資

佐賀県 株式会社キャラバン 3300001011847 和牛専門店「キャラバン」テレビショッピングの構築

佐賀県 有限会社畑萬陶苑 5300002008023 カタログとＥＣサイトを連動した通販の強化による新たな販路開拓

佐賀県 バイオワース株式会社 1300001009785 新しい生活様式に対応した安全なテレワーク・営業への環境づくり

佐賀県 川内産業株式会社 1300001005504 ＩＯＴ化による非対面型業務への挑戦、働き方改革での生産性の向上

佐賀県 青木陶房 － 産地から「３つの青磁」ＥＣサイトで価値を伝える非対面ビジネス

佐賀県 ごう整骨院 － 院内感染を防げ！キャッシュレス端末導入＆コロナ対策で感染防止

佐賀県 Ｋプランニング － モバイルバッテリースタンド普及に向けてのウェブ活用戦略

佐賀県 株式会社三清 2300001005817 インターネットを活用した新規顧客への販売

佐賀県 肥前赤絵窯元　鷹巣 － セミオーダー可能な手描きの魅力が伝わるＥＣ構築で新規顧客獲得

佐賀県 株式会社ＡＲＩＴＡ　ＰＬＵＳ 6300001010788 ネットショップ立上げによる新規販路開拓

佐賀県 たんぽぽ工房 － エコファーマーが作る乾燥野菜のネット販売を通じた新規顧客開拓

佐賀県 たんぽぽ － ホームページ導入による予約システムの構築と販路拡大

佐賀県 むら雲堂 － コロナ禍の今こそ、日本中に向けて故郷小城と小城羊羹の発信！

佐賀県 味わい処海鮮鮨 － 鮨弁当のテイクアウトサービスを導入した新たな顧客開拓に挑戦

佐賀県 大坪米穀精米所 － 『分づき米』の商品開発とネットを活用した販路開拓

佐賀県 寿屋別館 － 顧客満足度向上、予約システムの構築、新商品開発による販路開拓

佐賀県 株式会社山田老舗 2300001003309 産地の“老舗”が挑む「できたてころりん」通販への展開
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佐賀県 有限会社ひのでや 9300002004365 繋げていきたい地域の食資源を生かす商品開発と通販

佐賀県 ＥＣＣジュニア　青葉台教室 － オンラインレッスンと安心して通える教室作りで生徒数ＵＰ

佐賀県 Ｆ株式会社 7290001068951 「極みのくちどけ」高級食パン等の非対面ＰＲ・非対面販売強化

佐賀県 有限会社マキハラ 6300002010696 通販サイト強化による非対面売上増と店舗販売のＷＥＢ接客化

佐賀県 株式会社健康調剤薬局 5300001005252 「患者さんの安心、安全の為の非接触型薬局の構築」

佐賀県 Ｌｉｚ株式会社 300001011425 【フラワーアレンジメントをＷＥＢショップで販売、販路開拓】

佐賀県 株式会社タカヤマ 1300001010933 ＤＩＹ用塗料・ノウハウ販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の展開

佐賀県 ＯｕｔＯｆＣＯＦＦＥＥ － 【自宅需要に合わせたコーヒー豆のＥＣ販売網を開拓】

佐賀県 井上事務所 － 測量作業の準備効率化と依頼獲得のための取組

佐賀県 石崎工業 － コロナウイルスに負けずに建設業を盛り上げようプロジェクト！

佐賀県 白蓮会館　唐津支部 － ＳＮＳサイトの構築で新規入会者の増、空手の宣伝強化事業。

佐賀県 ＥＤＤＩＥＢＯＮＤ －
最新の機材を使った少人数オペレーションによる、ストリーミング配信及びライ
ブ配信代

佐賀県 ニコ道場 － トレーニングビジネスにおけるオンラインでの販売強化

佐賀県 株式会社宝光堂 5300001005797 オンライン接客、打ち合わせが出来るＥＣサイト構築

佐賀県 ＵＳＡＫＯＵ企画 － 対面技術サービスから非対面サイト運営へのビジネスモデル転換

長崎県 ＯＮＥ　ＢＹ　ＯＮＥ － 完全個室で得られる付加価値向上と感染リスク低減で新規客の獲得

長崎県 子別指導学習塾Ｂｒｕｓｈ　Ｕｐ － 完全オンライン学習・遠隔指導の提案による新規学習者開拓事業

長崎県 美容室　ローザ － 全自動シャンプー台の導入による業務効率化と売上向上の環境整備

長崎県 オーナーズｓｔｙｌｅ － 感染防止対策で集客力向上！非対面型店舗リノベーション

長崎県 有限会社ヨシダサービス 5310002007998 スタッフとの非対面、客同士の非接触の徹底での客数、客単価向上

長崎県 花なぎ － 「新しい生活様式」対応！お客様が安心して利用できる空間づくり

長崎県 有限会社井上商店 3310002000492 非対面型ビジネスの強化と、新しい鯨商品の開発

長崎県 南山手八番館 － テイクアウト周知と店内の感染対策による県内顧客の獲得

長崎県 株式会社城島 5310001000814
インターネットを活用した新たなプリント商品の提供と非対面型プリント受注シ
ステムの導入

長崎県 えびす屋 － 新しい生活様式に対応したたい焼きテイクアウト専門店舗の出店

長崎県 Ｇｒｉｓ　Ｈａｕｓｅ　ＮＡＧＡＳＥ － ネットショップの機能拡充による購買率の向上と店内除菌機の導入

長崎県 ＤｅｉｔｙＤｅｐａｒｔｍｅｎｔＳｔｏｒｅｓ － 輸入家具のＥＣ販売と、テイクアウト弁当・ドリンクの販売

長崎県 合同会社六弥太 7310003003433 ・非対面事業（テイクアウト、通販）への移行による新たな顧客開拓

長崎県 フォービート有限会社 1310002007515 長崎県内初の本格的無観客有料ライブ配信サービスによる売上回復

長崎県 スタジオ・プティ・エトワール － 非対面型バレエレッスンへの移行、「三密」防止、広報宣伝

長崎県 有限会社くさの惣菜 1310002001526 坂の上のお宅にも長崎の味を届けたい！長崎味デリバリー事業！！

長崎県 ビューティサロン月輝 － 他の事業者にない自社商品開発とｗｅｂ広告活用による売上拡大

長崎県 なな穂 － 厨房拡大と設備の増強によるテイクアウト商品の販売とデリバリー
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長崎県 有限会社お茶の秋月園 9310002001023 ＱＲコードと来店予約システム導入！サイトリニューアル事業

長崎県 Ａｒｃ　ｈａｉｒ － 安心してもらえるパーソナルな空間での顧客満足向上

長崎県 チャイハナ仔馬 － オンライン販売の強化による非対面型ビジネスへの転換と売り上げ拡大

長崎県 あぶり家晋 － テイクアウト用の新商品開発と宣伝強化による売上拡大

長崎県 だしぼんず － ネット販売で市場開拓＆デリバリーで足元強化～プロの味をお届け

長崎県 平野楽器店 － 郵便とネットを活用した通販システムで現顧客回復と新規顧客獲得

長崎県 Ａ　ＳＡＬＯＮ　ＮＥＷＹＯＲＫ － 大人の香りを楽しむ「シャンプー、トリートメント」の開発とネット販売

長崎県 有限会社アクトス 6310002007031 ネット販売による売上拡大と新規顧客獲得

長崎県 おのうえ畜産直売所 － 精肉下処理の技術を活かしたテイクアウト・配達用焼き鳥の開始

長崎県 ＮＯＯＫ　ｈａｉｒ － 安心安全な空間づくりによる集客と顧客満足度の向上

長崎県 有限会社京弥 3310002001474 ネット活用による新規顧客の獲得および着物リメイク商品の開発

長崎県 あきないたこやき － ホームページ開設とキッチンカーの更新による顧客の獲得

長崎県 花どころ　かん － サブスクリプション型「長崎を想う～花で楽しむ長崎～」の展開

長崎県 株式会社ＡＣＴＡＲＩＳＥ 6310001015976 デリバリーで在宅ランチ需要を取込み焼肉ランチ長崎１位を目指す

長崎県 ｅｌｉｅｊｅ（エリエージュ） － セルフ光脱毛機導入による非対面施術サービスの提供

長崎県 フラワーショップハートリーフ － 「公式ＷＥＢショップと公式アプリの開設によるＯＭＯの構築」

長崎県 有限会社ビジネス・サポート 1310002004545 【コロナ対応の店舗改装によるテイクアウト店への転換と売上拡大】

長崎県 お好み焼マツダ － 老舗お好み焼き店のコロナと共存して行くための体制強化

長崎県 アナハタヒーリングサロン － 【ＥＣサイト新設セルフケア商品販路拡大と店舗改装による集客拡大】

長崎県 株式会社りぼん 7310001012502 ネット販売拡大におけるオリジナルボックスと生理カルタの製作

長崎県 深堀米穀店 － 小袋無洗米の金属探知機導入による品質向上で外部ネット販売拡大

長崎県 株式会社ウエストフィールド 4310001003322 ＳＮＳ利用で新たな販路の開港に！

長崎県 ＰＲＩＭＥ・ＢＡＳＥＢＡＬＬ株式会社 9310001009546 非対面、衛生面の空間作り、デリバリー事業での売上増、雇用維持

長崎県 有限会社巧測量研究所 4310002012743 最新機器の導入により社内体制を強化し事業拡大

長崎県 有限会社草野商店 3310002009765 スチームコンベクションの導入による生産性向上と宅配弁当事業の強化

長崎県 株式会社Ｍｅｓｓａ 6290001039945 避難所でのパーティション導入による感染拡大の防止の取り組み。

長崎県 カチカチ山 － テイクアウトの強化と、店内外改装による集客力向上

長崎県 有限会社ヨネサ水産 9310002010065 オゾン殺菌庫を導入し感染症対策を徹底、非対面顧客を拡大する

長崎県 ラーメンズバーＤ．Ｄ．Ｄ － テイクアウトお取り寄せ商品の開発による事業安定と拡大

長崎県 ガァネット － 新型コロナウイルスに負けない！快適空間創出のための改装

長崎県 株式会社まる 6310001007577 ふるさと納税返礼品とお持ち帰りの商品開発・ＰＲ

長崎県 有限会社マツエ 2310002009881 オゾン発生器導入による殺菌・消臭サービス開始で事業拡大

長崎県 有限会社アマノ工業 1310002014759 お肉を食べて佐世保に元気を取り戻そう！
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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。

長崎県 佐世保独楽本舗 － 伝統工芸を守り世界に伝える「新・佐世保独楽本舗」の環境整備

長崎県 和の食かつき － 店舗入口の大改装でテイクアウト窓口設置と換気対策を実現！

長崎県 千穂寿し － ホームページ作成によるネット通販の拡充

長崎県 ル・フルーヴァン － 新たな生活様式に対応、及び新規顧客獲得の為の取り組み

長崎県 洋食仕出しとん漫 － どんな状況下でも安心・安全を提供する洋食仕出し・とん漫

長崎県 ＨＡＩＲＰｒｏｄｕｃｅＴＯＭＯ － 機器導入による非対面型セルフエステ及びレンタルエステ事業の構築

長崎県 株式会社ＧＲＡＤＯ 9310001013250 店舗改装（個室化）によるコロナ対応型店舗での新規顧客獲得

長崎県 いやし処わざわざ － ネット予約システム導入によるスムーズ化・見える化計画

長崎県 長崎佐世保らーめん麺処あきら － 自慢のお持ち帰りラーメンをネット販売で全国展開

長崎県 ちゃんこ力士 － 「新しい生活様式」の導入による新規顧客獲得

長崎県 喫茶ケルン － テイクアウト用『島原名物かんざらし』の冷凍商品化と販路拡大

長崎県 ニーニョニーニャ有限会社 1310002018470 ＥＣ販売の強化並びに店舗リニュアルにより販路拡大を図る

長崎県 三勇堂菓子舗 － ブランディングを施したＥＣショッブ制作で非対面販売の強化

長崎県 菓舗しまだ － 商品のブランド力向上とウェブ・ＥＣサイトのリニューアル

長崎県 ＣＯＳＴＡ － ＥＣ・ＷＥＢサイト制作による非対面型ビジネスモデルへの対応

長崎県 有限会社浪花寿し 2310002018511 ネット予約システム付ＷＥＢ制作で販路拡大

長崎県 有限会社梅桜亭 9310002018777 通信販売サイトの立上げと真空パック包装機導入による商品拡充

長崎県 重松花屋 － オンライン（非対面）型と来店型の講習会開催による新規顧客獲得

長崎県 焼肉おがわ － 「自社ホームページ活用による新規ネット販売強化事業」

長崎県 梅蓮 － 「当店人気のベーグルパンを提供する新規小売店開業」

長崎県 株式会社ちた和や 4310001011804 こだわり食材販売強化（店頭拡充、ネット販売）による販路拡大

長崎県 合同会社高橋 5310003003096 屋外飲食とテイクアウト強化及びネット販売による販路拡大事業

長崎県 有限会社時代屋 7310002016881 非対面、非接触を増やすための改装による食の安心向上事業

長崎県 パピーステップ － ブリーダーショップの動画発信によるペットと飼い主のマッチング

長崎県 ｅ－フィットネス＆コミュニケーション － オンラインレッスン「つながるうんどう」「つながるコーチング」

長崎県 ＣＲＡＮＫ － 【購入前に、お手軽シェアリング！使用感をお試しサービス】

長崎県 ＳＬＯＴＨ（スロース） － 国産素材をフル活用したプレミアムドリンクの開発

長崎県 合同会社モリヤマファーム 3310003003692 モリヤマファームのイチゴをオンライン販売、販路開拓

長崎県 地酒屋いわさ － Ｗｉｔｈコロナ時代・非接触型飲食店への店内改装事業

長崎県 有限会社マーメイド 5310002017650 自社のＥＣサイト構築とテレワークによる新たな営業体系の整備

長崎県 平坂製薬株式会社 8310001001834 販売経路の２本柱による売上の安定化計画

長崎県 イースマイル株式会社 3310001014898 非対面ビジネスモデルへ転換するための既存ホームページの改変

長崎県 炙バール　明 － 五島市の伝統食「かんころ」を使った移動販売と通販事業

19 / 37 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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　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
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長崎県 ＤＳＳコンサルティング － ホームページ新設によるオンライン事業拡大とサービスの拡充

長崎県 有限会社佐世保バーガー 3310002014229 佐世保バーガーのネット販売による新規顧客開拓と新商品開発

長崎県 ＣＨＩＣ － 地元食材料理と独自ノンアルカクテルのテイクアウトで販路開拓

長崎県 有限会社エーアンドアイ 4310002007495 オンライン講座によるプレゼンテーション・話し方・声活プロジェクト

長崎県 日本酒専門店タイム － 日本全国を移動式日本酒バーで巡るプロジェクト

長崎県 ＤｏｍＨａｎａ － 洋風レストランの人気メニューのテイクアウト

長崎県 有限会社田中旭榮堂 2310002003158 インターネットを活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

長崎県 有限会社京寿司 9310002001452 老舗寿司店のテイクアウトと出前の強化

長崎県 レストランフラワーメイト － 洋食老舗の滋味あふれるメニューを家庭にお届け・市場の深耕

長崎県 住吉整骨院 － 外出自粛による運動不足の為の転倒予防・筋トレに対する取り組み

長崎県 朝日新聞福江販売所 － コロナで結婚式を諦めた方へ、お二人の映像を残してあげたい

長崎県 ｃｏｃｏｎｕｔｓココナッツ － アロマのインターネット販売・オンライン受講システムの構築

長崎県 パインテールファーム株式会社 3310001012811 サブスクライブによる無添加チーズ等の販路拡大事業

長崎県 株式会社五島さざなみ農園 9310001014967 冷却設備設置による安全安心品質で一般消費者獲得事業

長崎県 双葉屋 － ・観光客特化型から地域特化型へ（買い物弱者向けサービスの強化）

長崎県 美容室ルーマ － 人ではなく「オートドライ」で髪を乾かす新しい時代の美容室

長崎県 有限会社梶山製菓舗 5310002009532 ホームページのリニューアルによる新規客の獲得と店内の環境改善

長崎県 株式会社末留葬儀社 3310001012869 非対面・非接触へ改善し「安心して人が集まれる葬儀」を実現

長崎県 株式会社長崎はいからさん 5310001014921 感染リスクを軽減する新開発の着物レンタル・販売形態への転換

熊本県 ヴェール － 非対面式でのマツエク事業オンラインショップの構築事業

熊本県 行政書士事務所ＷＩＴＨＮＥＳＳ － お客様に会わない！非対面型集客と書式販売の強化事業

熊本県 株式会社インシュアランス・クリエイト 3330001007859 オンライン相談サービス提供による販路拡大事業

熊本県 明るい未来 － ベジタリアンキッチンカーを通じて、販路拡大かつ健康と雇用促進

熊本県 合資会社正清電器 3330003000853 熊本初の映像・Ｗｅｂ相互配信システムサービス立ち上げ

熊本県 有限会社　ウィンシステム 4330002007584 安心安全な飲食店を案内するポータルサイトを開設

熊本県 合同会社弁当の信長 1330003007330 ＷＥＢ注文受付と新たな調理器具導入によるデリバリー拡充事業

熊本県 有限会社肉の大栄 1330002007760 無添加惣菜の新商品開発と宅配サービスの新事業で地域貢献

熊本県 馬ｓｔａｙ（ばすてい） － 感染防止対策と共にテイクアウト事業を追加し販路開拓

熊本県
Ａｒｏｔ　ｏｆ　ｋｉｔｃｈｅｎ（アロット　オブ　キッチ
ン）

－ 非対面型テイクアウトメニュー拡充取組事業

熊本県 株式会社儷郷プランニング 4330001014706 本格中華料理店のテイクアウトメニュー充実による顧客獲得事業

熊本県 旬の味かすがい － 真空パックを使った商品を販路拡大する事業

熊本県 株式会社安永商会 9330001004710 ティーパック包装機の導入による内製化を図り生産性向上事業

熊本県 有限会社シルクプラウド 1330002005269 ＬＩＮＥを活用した非対面でのセミオーダー受注サービスの販路拡大事業
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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）
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熊本県 Ｍｏｒｒｏｗ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ株式会社 1330001007605 オリジナル焼き芋宅配サービス事業による販路拡大事業

熊本県 ぶいよん － 県産品を活用した健康志向の購買層へのブランディングとＥＣ販売

熊本県 ＨＡＮＤＭＡＤＥ発酵 － 調味料から手作り！オンラインパーソナル発酵料理教室強化事業

熊本県 牛深水産株式会社 7330001017342 Ｂ　ｔｏ　Ｂの新規顧客獲得事業＋Ｂ　ｔｏ　Ｃ　事業立上げ

熊本県 株式会社連空間デザイン研究所 6330001004952 コロナ対策による非対面・非接触への集客方法改善について

熊本県 コンフィアンス － ホームページの開設による販路開拓及び感染症対策

熊本県 わ蔵 － わ蔵とお客様をオンラインで結ぶスタジオ造り

熊本県 有限会社エスパー 1330002001425 音楽ライブ有料ネット配信事業

熊本県 株式会社熊本ファシリティ 1330001009015 報告書作成クラウドシステムの開発でテレワーク環境整備

熊本県 長迫木材有限会社 2330002007504 厳選木材の木製家具ＤＩＹセットのＥＣサイト販売による販路拡大

熊本県 合同会社ＳＡＭＡＴＷＡ 1330003006951 美容サロンの個室化による顧客獲得と美容用品のネット販売対応

熊本県 フラワーアライアンス熊本 － ＥＣサイトを使った生花販売、販路拡大事業

熊本県 トラベラーズスカイ株式会社 2330001008800 世界とつながるオンライン旅行サービスの構築

熊本県 蜂蜜 － ＨＰでの予約獲得、モニターでのワンモアサービスで売上拡大

熊本県 有限会社都甲額縁製作所 1330002007273 オンラインギャラリーで思い出の着物の新提案と絵画のネット販売

熊本県 株式会社ＲＥＱＲＡＳ 1330001025160 オンライン予約・オンライン決済サービスによる販路拡大事業

熊本県 笑路 － 旬菜を活用した無添加創作惣菜の移動販売を通じた新規顧客獲得

熊本県 居酒屋五郎 － 熊本の台所！テイクアウトと県産の鮮魚で売上拡大

熊本県 有限会社ビツグピンク 1330002008701 非対面型オーダーフォーム開設とウィズコロナ時代への環境づくり

熊本県 ＲＩＣＨＥ　ＣＡＦＥ － 新型コロナウイルスに負けない事前注文システムによる販路拡大

熊本県 下宿　親和荘 － オンラインで空室を民泊として販売し、新規需要創出事業

熊本県 Ｍ － オンラインスナックで新規顧客開拓事業

熊本県 株式会社ＷＡＫＯ８７ 4330001026222 非対面販売強化の為のオンライン販売構築サイトの作成

熊本県 有限会社フォト司 5330002008932 非対面化対応及びクラウドによるテレワークと遠隔地へ保存の実現

熊本県 － 新しい生活様式に伴うコロナ対策および新商品開発・市場開拓事業

熊本県 紫雲 － 庇テントの看板化、ホームページでのご新規様取込での販路拡大

熊本県 おいものおやつ　Ｇａｎｅａｇｅ － 通販用商品の製造のための店舗移転・改装及びホームページ開設

熊本県 有限会社柳井商店 6330002010801 ＷＥＢを利用し目利きの社長自らが動画で作法する新たな販売戦略

熊本県 株式会社ジェイ・インターナショナル 8330001006468 免疫ＵＰドリンクバー併設オンラインセミナースタジオ事業

熊本県 有限会社豆伸食品 8330002007184 新規顧客獲得を実現する通信販売事業とスマート店頭販売事業

熊本県 株式会社和久田コーポレーション 2330001018329 効果的な宣伝による新規顧客獲得とテイクアウト販路拡大への挑戦

熊本県 Ｂａｒ　Ｌａｄｙｂｉｒｄ － テイクアウト事業の強化

熊本県 ナディーヨガスクール － ＷＥＢ活用レッスンと動画導入による養成講座の新商品の構築事業
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熊本県 株式会社仙八 330001027246 熊本の魚介を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

熊本県 Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｃａｆｅ川蝉 － テイクアウト強化による事業継続と店舗の感染防止対策の強化

熊本県 はらぐち社会保険労務士事務所 － 迅速な感染症対策の規定整備。就業規則非対面型作成システム構築

熊本県 ショコラカフェビストロ － 在宅料理教室キット販売による非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 株式会社ヒトコト社 3330001025233 オンライン講座用ＨＰ及びスタジオ制作、業務管理システムの導入

熊本県 株式会社光助 3330001022412 来客（主に観光客）に依存しないネットを通じた新規顧客獲得

熊本県 有限会社呉服の美都 6330002004101 国内向け・海外向けＳＮＳ＋Ｇｏｏｇｌｅ予約・決済システムの構築

熊本県 荒木　直美 － 非対面型婚活事業を立ち上げ、コロナ禍でも出会いを提供する事業

熊本県 合同会社レイバーコミットメント 1330003005367 こころを保ち孤立を防ぐ。五感で体感。非対面型ほめ合う講座開催

熊本県 株式会社レイヤー 7330002015493 ＥＣサイトによる「スライドショー映像制作」販売の販路拡大事業

熊本県 株式会社シャンクス 8330001016707 新商品開発によるテイクアウト・デリバリー事業への新たな展開

熊本県 きらり － オンラインで肌診断とケアの指導ができる化粧品販売サイト構築

熊本県 有限会社エム・ティーエム 9330002012415 世界のあらゆる料理を堪能　ゴーストレストラン始動　チャレンジ事業

熊本県 ＡｙａｍｅＯｒｇａｎｉｃ － コロナ＜笑顔！へ向けて。宅配チェック、ＨＰ強化、お守り開発。

熊本県 浜田醤油株式会社 6330001003814
既存商品の容器・デザインを刷新し、海外取引強化と新規海外顧客獲得を図
る

熊本県 株式会社Ｋｉｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔ 2330001021497 オンライン見学会による太陽光発電システムの販路拡大事業

熊本県 株式会社穀菜 5330001026007 減農農産物の宅配サービスによる販路拡大事業

熊本県 レトロ居酒屋２１９ － 新たな売上の柱を創出　ＳＮＳとＥＣサイトを活用した販売方法の確立

熊本県 合資会社髙岡製パン工場 1330003000475 プログラマブルベーカリーマシンの導入による確実な納品体制確立

熊本県 合同会社アトラスイングリッシュスクール 4330003007336 非対面レッスンの為の教室作り

熊本県 オールステイツキャンドルズ － ＥＣサイト作成、卸先とのオンラインでの商談システム

熊本県 株式会社マイシン 9330001023289 精肉卸事業者の厳選精肉セットのＥＣサイト販売による販路拡大事業

熊本県 印刷計画 － 物品販売の非対面化と新たなレンタカー活用の提案による顧客獲得

熊本県 合同会社ＦＩＲＳＴ－ＰＡＴＨ 9330003008346 ＥＣサイト構築と講習の非対面化、新たなドローンサービスの提供

熊本県 株式会社アドアストラ 9330001020229 熊本の新たな名物「九品寺バーガー」の商品開発とＰＲ

熊本県 有限会社神戸屋 9330002012217 ＨＰ改修によるキャッシュレス化とデリバリー強化への変換事業

熊本県 ＥＩＢＡＮ － 見積システム導入による商談簡略化と施工内製化による利益率向上

熊本県 Ｈｕｎｋ＆Ｂｅｔｔｙ － 非対面型カウンター席を活用した安心感による新規顧客の獲得

熊本県 わくわく堂株式会社 6330001016857 ＥＣサイトの構築と県産品を用いた新商品開発による新規販路開拓

熊本県 有限会社熊本製萠 7330002003366 「専門小売店と連携した宅配ネットワーク確立」

熊本県 株式会社健成園 2330001008107 本格珈琲を手軽に飲める新商品開発による新規顧客獲得

熊本県 有限会社小川 9330002025631 ＨＰでの情報発信，予約システム導入と店内のリニューアル

熊本県 総合デザイン事務所むね工房 － ＶＲ非対面型広報・教育利活用モデルの確立
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熊本県 平田塗装 － 屋根塗装業務をリモート目視可し、県外在住者からも受注を促す！

熊本県 ローズマリー紅茶店 － 安心して来店出来る店作りと通販事業の拡大

熊本県 株式会社みなまた成果卸売市場 2330001026380 地方卸売市場のリアルタイム情報発信による販路拡大

熊本県 整体院　海沙 － 国家資格を有する整体師が行う健康美容整体による販路開拓事業

熊本県 万よう銘茶 － 専門店が提供する本格的なお茶のテイクアウトで新規顧客獲得

熊本県 ラララカフェ － おしゃれにソーシャルディスタンス・快適空間づくり

熊本県 有限会社苓南 6330002029478 ＢｔｏＣ向けのブランド魚の立ち上げと販促グッズの整備

熊本県 株式会社クラブハウスエステート 4330001007354 物件オンライン仲介サービスによる販路拡大事業

熊本県 Ｍ＆Ｓ株式会社 9330001020047 安心安全に安堵できるホテルを目指し新規顧客の獲得

熊本県 ＮＰＯ法人らぷらんど 6330005008438 障がい者就労支援事業所のＩＴリテラシー向上と通販への挑戦

熊本県 Ｍ２ＧＹＭ － リモートパーソナルトレーニングによる販路拡大事業

熊本県 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎＧＲＥＥＮ － ＧＲＥＥＮオリジナルスカルプセットをＥＣサイト販売による販路拡大事業

熊本県 株式会社お茶の清香園 6330001000712 お茶の葉の高速粉砕機の導入による内製化を図る生産性向上事業

熊本県 Ｍａｍａ　Ａｎｇｅｌ＊ｓ － 情報発信＋ＥＣで持続的につながるオンラインコミュニティ構築

熊本県 株式会社エル・パルフェ 1290801019944 非接触型セルフエステによる売上増大でコロナ不況を生き抜く！

熊本県 株式会社アニマ 1330001020319 冷凍食品開発及びネットショップの立上と生産性の向上

熊本県 株式会社ＨＡＣＯ 6330001021551 オンラインカメラ教室開催による認知度向上・売上回復事業

熊本県 酒蔵まつとも － 酒蔵まつとも特製鍋セットのＥＣサイト販売事業による販路拡大事業

熊本県 有限会社バレンタインデュウ 8330002015492 オンラインレッスン・ＹｏｕＴｕｂｅｒ養成講座で新規顧客の獲得

熊本県 ＫＡＭＩ　ＴＥＲＲＡＣＥ　熊本 － オリジナル美容商品をＥＣサイト販売による販路拡大事業

熊本県 シャワー通り美容室Ｒｅｆｌｕｓ － ＷＥＢサイト構築による新規顧客獲得事業

熊本県 株式会社一期一会 8330001024008 オンライン予約・ＥＣ決済よる龍美宅配弁当の販路拡大事業

熊本県 クルワートル － 新しい美容業への事業展開とＩＴシステムの活用

熊本県 株式会社ＪＥＡＮＮＥ（ジャンヌ） 9330001020212 宅配バイク、焼肉ロースター、サービスカメラ導入で売上拡大

熊本県 株式会社ゴールデンリバー 3330001012108 非接触リング開発とリモート接客、人材管理プラットフォーム整備

熊本県 有限会社プラウド 2330002014442 オンラインショップ開設と個室対応の非対面オンライン接客の展開

熊本県 ａｇｅ． － ソーシャルディスタンス確保のための接客エリアの増床と座席数増

熊本県 白龍らーめん － テイクアウト販売ブースでコロナに負けず美味しいラーメンを！

熊本県 フジミオプティカル － 顧客のコロナ感染リスクを抑えるための商品提供及び店舗づくり

熊本県 株式会社モンブラン 7330001024099 自社メディアサイトのＰＲによる新規顧客の獲得と収益化事業

熊本県 １００９Ａ＆Ｅ株式会社 2330001010772 看板料理のパッケージ化！ＥＣ販売の開始で新たな販路開拓！

熊本県 洋食とお酒の店ＡＲＢＯＳ － 自宅を改装したテイクアウト中心のダイニング

熊本県 九丁目酒場　幸村商店 － ＥＣサイトの構築による看板メニューの新たな販路開拓
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熊本県 有限会社善 9330002021011 新しいテイクアウト食品の開発と販売

熊本県 株式会社ニムコ 1330001020533 廃棄物管理及び電子マニフェスト連動システムの開発及び拡販

熊本県 Ｌａｇｏｍｔ － アクセサリー販売におけるサブスク※化に伴うＨＰリニューアル事業

熊本県 Ａｒｏｍａ　ｓａｌｏｎｅ　Ｈｅａｒ　ｔｅｓｔ － 当店オリジナル美容サプリ開発によるコロナウイルス不況克服

熊本県 和食ともき － アフターコロナに向けたテイクアウトの充実・店舗運営の効率化

熊本県 株式会社Ｆｅ技工 9330003006052 電動チルローラーの導入による作業効率の向上

熊本県 ジョイ美容室 － 飛沫感染を防止した非対面シャンプー接客で美容室サービスの向上を図る

熊本県 株式会社吉永コーポレーション 8330001020898 住宅街の農園がもたらす穫れたて新鮮青果物の非対面自販機販売

熊本県 有限会社宝島 5340002027787 空港から島内へ、天草で一番親切便利なレンタカー事業

熊本県 株式会社ＰＲＯ．ＦＩＴ 6330001026807 インターネットを利用した非対面型ビジネスを構築し、事業の持続化を図る

熊本県 やきとり　おん鶏 － 焼き鳥専門店の味をご近所で！「働く台所　食と酒」事業

熊本県 有限会社エフボックス池田屋 6330002012129 非対面型決済方法を取り入れた店舗による新商品開発と新規顧客獲得

熊本県 洋食屋ＴＥＴＳＵＩＴＡ － コロナに負けないテイクアウト・通販の強化で新規顧客獲得

熊本県 Ｓｔｅｒｅｏ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｍｕｓｉｃ　Ｗｏｒｋｓ － 非対面型ビジネスモデルへの転換と新事業開発による収益安定化

熊本県 株式会社ＯＦＦＥＲＩＮＧ　ＰＬＥＡＳＵＲＥ 6330001026435 キッチンカーによる非対面式テイクアウト事業

熊本県 合同会社オステリア・クチーナカズ 1330003006571 本格イタリアン料理のＥＣサイト販売による販路拡大事業

熊本県 味よし － ソーシャルディスタンス確保するための新規サービスの開始とその広報事業

熊本県 有限会社九州ホールセール 8330002002929 プッシュ型リピート対策実践体制構築事業

熊本県 有限会社アフロ・ブルー 2330002000467 当社ホームページでのオンラインライブ配信による売上獲得

熊本県 Ｆａｍｉｌｙ　Ｈｏｕｓｅ － ホームページによるワーケンションの場を提供で新規顧客獲得

熊本県 炙り処彩 － キッチンカーリニューアルによるコロナウイルス不況克服事業

熊本県 居酒屋大将 － インターネットを通じた通信販売・新卸売先の開拓・新商品の開発

熊本県 ＭＥＧＵＲＵ坪井 － リモートワーカーや家族旅行者に快適な宿づくりで宿泊客の獲得

熊本県 温泉ゲストハウスＴｏｊｉｙａ － 宿泊システムの刷新に伴う共同キッチンの整備と自社ブランド商品の開発

熊本県 株式会社ななせ 4330001007908 ＷＥＢ商談サービスとチャットボット問い合わせサービスの実施

熊本県 有限会社エス・エー・ワン 6330002013093 ＥＣサイトで取り組む新たな馬肉市場の開拓と店内環境整備

熊本県 美容室ホワイトストーン － 非接触型施術とＥＣサイトの導入で生産性の向上を図る事業

熊本県 ＰＲＥＯ　ＤＥＳＩＧＮ合同会社 2330003006711 スマホで使える食券アプリ「みらいの食券」の事業化

熊本県 株式会社ｐｅａｒｌ　ｐｅａｃｈ 7330001026319 【カウンセリングルーム設置による、コロナ感染防止の環境づくり】

熊本県 有限会社タナショウ 9330002006706 冷凍煮込み商品とオードブル等テイクアウトの新規売上獲得

熊本県 酒場ル － 非対面型事業テイクアウト商品販路拡大に伴う自社ＨＰ整備事業

熊本県 Ｒｉｔｚ　ｃａｆｅ － キッチンカーを導入した新規販路拡大とその宣伝事業

熊本県 魚座 － ホームページ再構築による認知度向上及びネット販売での販路開拓
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熊本県 ＡＫＡＩ　ＴＯＢＩＲＡ － 「おうち美容」を付加サービスとした地域密着型美容室の展開

熊本県 ヘアースタジオプラウド 4330002015422 快適な空間の整備と新たなサービスの提案

熊本県 株式会社桃 8330001006360 オンラインによるナレーション販売システム

熊本県 株式会社ＭＯ２コーポレーション 5330001007700 Ｗｅｂ展示会場の制作並びにリモート営業による販路拡大

熊本県 株式会社キューケンシステム 6330001021782 地域密着型の電気トラブル安心解決サービス

熊本県 ワンネス株式会社 9330001024683 ＩｏＴ事業ＬＰＷＡ通信網構築及びＥＣサイトによるデバイス販売

熊本県 株式会社経風社 6330001024050 ＷＥＢコンサルティング・ＷＥＢセミナー事業の環境整備事業。

熊本県 花華 － ＺＯＯＭ飲み会システムによる非対面型ビジネスモデルの構築

熊本県 学習指導教室ＧｒｏｗＵｐ（グロウアップ） － 総合教育への拡充と非対面型学習指導の導入によるコロナへの適応

熊本県 からしれんこん萬吉屋 － コロナ禍外部環境の変化に負けない販売体制の確立

熊本県 磨天楼 － 熊本駅近立地を活かした、テイクアウト等獲得事業

熊本県 株式会社ベストナイン 7330001022978 熊本県産馬肉を活用した新商品開発とネットを通した新規顧客獲得

熊本県 株式会社星城電気 6330001005364 ＩｏＴ管理による屋内車海老養殖事業及びＥＣサイト構築

熊本県 フライア － 感染症予防対策と新規客層開拓の両方を達成するＶＩＰルーム開設事業

熊本県 とうゆやさん － 新規利用者促進尾ための、非対面型システムの導入

熊本県 メガネコレクションオヤマ － 非対面型ビジネスモデルの強化により新規顧客開拓へ

熊本県 有限会社お菓子のむらた 9330002020871 新しい情報発信を販売動機に繋いで顧客獲得を目指す！

熊本県 ハピネス　ビューティーサロン － ＥＣサイトによる効果的なＷＥＢ活用と新商品による販路拡大事業

熊本県 酒菜家吾ノ倉庫 － 新型コロナに対応したデリバリー・テイクアウト業務への取組

熊本県 合同会社ｏｆｆｉｃｅＧｎｙｏ 3330003006314 オンラインによる新サービスと効果的なＷＥＢ活用で販路拡大事業

熊本県 株式会社ＣＥＮＴＥＲ　ＶＩＬＬＡＧＥ 4330001013419 弁当や惣菜のテイクアウト販売で新たな販路開拓！売上確保の取組み

熊本県 料理方秘神の水 － 弁当の作業効率化と注文・配送の体制を整え、弁当展開の強化事業。

熊本県 料理酒場森やま － ３密回避のための店舗改装と、デリバリー・オンライン注文の強化事業。

熊本県 Ｂａｒ円～Ｒｉｎｇ～ － テイクアウト商品の新規開発を行い、新たな販路を開拓する取組み

熊本県 福祉サービス企画ビーズ － 笑顔の六次化！環境都市水俣の農産物を全国へ販路拡大

熊本県 バー・スプーンフル － 感染防止のための店舗改装と独自商品の販売を通した販路開拓

熊本県 株式会社エイトライズ 9330001018149 テイクアウトメニューの充実・店舗感染予防対策事業

熊本県 ＧＫＫ　ＣＵＳＴＯＭ　ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ － コロナ対応型非対面インフラの構築

熊本県 有限会社いばらき 3330002017576 【非対面型】ネット広告を自社運用し、新商品の販路拡大

大分県 カントリーキッチンピュアハート － 三密回避！非接触型オープンエアイートインスペースの改修

大分県 有限会社　ｍａｒｉｅｓ 6320002009571 『感染症対策グッズ商品化と、その他商品のネット販売プラン』

大分県 こもれび整骨院 － 非対面型ビジネスモデル「セルフ整体」事業

大分県 Ｓｏ－ｇｏｏｄ． － クラウドの導入とウェブ会議を取り入れた非対面支援と業務効率化
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大分県 ＳＨＩＲＯ　ｂｕｒｇｅｒ（シロバーガー） － 安心安全！大分県産の素材を使用した出来立てバーガーの移動販売。

大分県 ＷＩＮＧ　ＨＥＡＲＴ － お家で楽しく動画で、セルフケア免疫アップ

大分県 東洋物産株式会社 5320001001935 新感覚たまごかけご飯セットのｗｅｂ販売とリブランディング

大分県 Ｓｈｏｈｏｋａｍｉｎ － 惣菜のテイクアウト事業の新たな取り組みによる販路拡大

大分県 シェアードクリエイション株式会社 2320001014956 もっと身近に動画が体験できるサービス『ムビサポ大分』で新規開拓

大分県 あまのがわ整骨院 － 広告等を利用した新たな販路開拓と非対面型の情報発信への移行

大分県 株式会社Ｃ＆Ｏ　Ｌｉｆｅ 1320001012928 『非対面型ビジネスモデルへの転換のための厨房の改装事業』

大分県 株式会社ＬｅｓＬｉｅｎｓ 4320001017577 非対面型施術とサービス向上の取組

大分県 本格焼鳥かじっ亭 － 移動販売車によるテイクアウト等の衛生面や販売の強化

大分県 夢ごこち － ＥＣに取組み商品シェアを向上！総合的な売上の早期回復を目指す

大分県 有限会社ジバコ 1320002020715 『非対面型無人店舗の整備と非対面型販売システムの構築』

大分県 有限会社寿し金 4320002019151 ドライブスルー化で安心安全華やかな持ち帰りを推進する事業

大分県 有限会社日田醤油 9320002019444 高級味噌・醤油の『サブスク戦略』とオンラインでの販売強化

大分県 やなぎ屋 － 顧客ニーズに対応した環境の整備と新たなインターネット販売の開始

大分県 麦屋カフェ － キッチンカー導入～移動販売によるコロナ禍に対応した販売強化

大分県 株式会社Ａｒｒｏｗ　ｏｆ　Ｔｉｍｅｓ 6320002019050
【ＰＥＬＴＨＩＡ】薬膳の思想を取り入れ、食本来の力で健康をコンセプトにした新
ドッ

大分県 春光園 － 社会環境に対応した施設整備

大分県 有限会社丸直水産 2320002017289 「サプライチェーンの毀損に伴う小売部門の生産体制強化」

大分県 株式会社トーワ 9320001013844 飲食店事業刷新とネット販売参入による個人消費者層への販路拡大

大分県 こじま － ドライブスルー及び真空冷凍食品通販を使用した非対面式販売事業

大分県 橋忠 － テイクアウトを主体としたリニューアルによる販路開拓事業

大分県 有限会社グルメ若木屋 7320202000189 配達バイク増車によるテイクアウト事業の強化と店内設備更改

大分県 有限会社喜楽庵 7320202000172 テレワーク設備導入とＳＮＳ活用による新規顧客層の開拓

大分県 有限会社山本鳳凰堂 3320202000473 オンラインでもっと身近な仏事体験による新規顧客開拓事業

大分県 株式会社丸九 3320001004824 自走式草刈機・ロボット芝刈機導入による作業現場での三密解消

大分県 笑顔ノ実 － ビデオ通話による個人の自己施療の指導と実施とアフターケア

大分県 有限会社港屋 5320202000744 外販による非対面販売の強化の為の体制構築とパック商材の開発

大分県 ＲＥＶＩＶＥ！ － 感染防止対策！ライブハウスの安全性の確立と集客力向上

大分県 有限会社雲龍 3320002014368 総菜冷凍商品・テイクアウトに挑戦！本格中華の味をご自宅で

大分県 小田原ふるさと市場 － ホームページを活用し、豊後高田市で育った農海産物の全国展開！

大分県 ビストロ＆クッチーナシャンピ － コロナ禍での前向きな店舗改装による顧客満足度の向上

大分県 株式会社プラスワン 7320001015388 打倒コロナ徹底対策による顧客満足度向上及び販路開拓

大分県 ＫＵＲＵ － オリジナル商品活用のジェラート販売と新商品のネット販売推進
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大分県 株式会社太閤 5320001008187 業務用冷蔵庫増設を行いネット販売強化による新規顧客獲得

大分県 ＳＫ観光株式会社 6320001007353 安心出来るお食事の提供と新規の販路拡大

大分県 有限会社元相 7320002011114 新しい生活様式に伴う宅配と感染リスクを軽減する店舗作り

大分県 有限会社別府第一ホテル 1320002012340 地域満足度Ｎｏ．１へのホテル再生プロジェクト

大分県 合同会社スタディサポートＶ 8320003003142 コロナに負けない。電子黒板授業で明るい大声授業！

大分県 株式会社花音クリエイト 2320001005146 スマホ対応ＥＣサイトの構築を通して非対面ビジネスへの転換

大分県 平野資料館 － オンラインによる平野資料館の別府歴史文化情報発信と新規顧客獲得

大分県 ＨＩＤＥ － 密を回避し、デッドスペースを利用したソーシャルディスタンス

大分県 有限会社司城商店 3320002011844 次世代型高機能保安機器の展開によるリスクヘッジと売上拡大

大分県 ＫＩＣＫ　ＯＦＦ株式会社 8320001004596 応援出前一丁で新規顧客獲得

大分県 ブリコノアジト　カフェ＋バル － 店頭ＬＥＤ看板設置とテイクアウトサービス提供及び広告強化事業

大分県 フォアフロント株式会社 3320001010938 テレワークとオンライン商談で実施する日対面商談の販路拡大

大分県 大分美術教室アートワイヤー － 受験教室の授業オンライン化及びホームページリニューアル

大分県 ｃｏｃｏＲｏ － 頭蓋骨施術等新事業開始とＨＰ等制作及びテレワーク環境の整備

大分県 ＢＡＲ　ＬＥＦＴ　ＡＬＯＮＥ － 衛生管理がきちんと出来ている安心できる店舗にする。

大分県 エスツアーズ株式会社 3320001017611 非対面型システムサイト導入とプラン造成

大分県 じんで － 【出前とテイクアウトによる新規顧客獲得】

大分県 株式会社Ｔｓｕｎａｇｕｂａ 5320001015902 弁当・惣菜事業『オウチレストラン』による販路拡大

大分県 有限会社藁科興業 8320002009082 テレワーク環境整備と自社ビルＨＰ開発によるコロナ感染対策事業

大分県 Ｎ．Ｃａｆｅ － 移動販売事業、オリジナル商品の開発販売、インターネット事業

大分県 フーズバーＷＡＫＡ － 店舗サイト、設備の改良、新サービス立ち上げを通じた顧客の開拓

大分県 株式会社キャンティ 8320001014637 文化芸術・スポーツ振興のＥＣサポート及びオンライン強化事業

大分県 アロマ＆エステプリンセス － 温泉×施術部屋へのリフォームとオンラインカウンセリングの開始

大分県 はなかご － コロナ疲れ、太りを防ぐために。エステ＋ケア化粧品ＥＣ販売事業

大分県 ジーグセカンズ － 自社ホームページのリニューアル、自社キャッシュレス決済化

大分県 さんさか － テイクアウトメニューの拡充及び、新規販路開拓

大分県 株式会社笠岡商店 2320001007225 おおいた和牛を自宅でおいしく！ＥＣサイト制作

大分県 マルヤス － 日本名画を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大分県 チャイナダイニング彩 － 店舗サイト、店舗の改良等を通じた顧客の開拓及びサービスの宣伝

大分県 別府のお宿加賀屋 － 古き建物のスマートルーム化による非対面ビジネスモデルの確立

大分県 坂本技建合同会社 2320003002587 土壁造り原料の自社生産による販路拡大事業

大分県 いづみや和楽器店 － サイト構築と店舗面積・サービス拡張及び古物商取引への新規参入

大分県 株式会社ＩｏＺ 1320001015906 ＡＩ顔認証等による非対面化で利用者とスタッフに安心・安全を！

27 / 37 ページ



令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第３回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

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

大分県 ＡＢＩＬＩＴＹ　Ａｔｈｌｅｔｉｃ　Ｌａｂ － オンラインスパフォーマンススクールの開設

大分県 アロハスピリッツ事務所 － レベルの高いオンラインレッスンの提供と音楽活動の認知度向上

大分県 株式会社シーエッチケイサービス 2320001010212 ネットを活用した販路拡大、お客様に安心安全を届ける

大分県 因間モード工業 －
ホームページやＳＮＳで広く発信、和モダン志向にある若中年層へも販路開拓
へ。

大分県 ｂａｍｂｏｏ　ｂａｍｂｏｏ － 旅の思い出を作り持ち帰る「バスソルトキット」の開発とネット販売

大分県 ＩＺＵＭＩ － 新商品、新規取組事業立ち上げを通じた顧客の開拓及び店舗の宣伝

大分県 Ｓｕｒｆ　Ｓｔｙｌｅ　Ｂｅｐｐｕ（ヴォルケーノ） － オンライン受付・決済システムで効率化したマリンスポーツの展開

大分県 Ｃｈａｈａｙａ － 心と体を守るセルフケア法のオンライン講座・動画！ネット店開設

大分県 髙橋塗装株式会社 8320001013234 【ホームページから連動した非対面型塗装営業の構築】

大分県 中島企画 － 県産食材を使ったジェラートの製造と販売（通販・卸売）

大分県 ハイジ － 完全無人で自由に気軽に全身脱毛ができるセルフサロン事業

大分県 有限会社小野工務店 5320002021321 住宅リモート販売のためのオンライン展示場・商談への転換

大分県 株式会社吉弘鈑金塗装 4320001007487 自動車修理オンライン見積もり事業

大分県 味ダイニングみやこ － 新型コロナ対策による運営方針の変更と新規開拓計画

大分県 有限会社遠藤ビル 6320002001339 食品パッケージ、集客チラシの作成による冷凍食品販売事業開拓

大分県 ザイナスエンタテインメント株式会社 1320001015039 スポーツ・エンタメの非対面型各種コンテンツＥＣ販売強化事業

大分県 Ｌｏｔｕｓ　Ｓｔｕｄｉｏ － ヨガオンラインレッスン及びネット販売を通じた新規顧客獲得

大分県 ＬｉｏｎＨｕｂ株式会社 9320001017804 スリランカと日本そして世界のハブになるＥＣサイト開設

大分県 株式会社ＭＩＴＳＵＫＯ 6320001013236 【女性の悩みに訴求したインターネット販売の強化】

大分県 冨士屋 － ＥＣサイトでの販路拡大と生産能力向上事業

大分県 株式会社三誠 9320001013076 【非対面型金物施行技術指導サービスの導入】

大分県 ＳＯＲＡｃａｆｅ － コロナ感染症への対策とテイクアウト商品の販売強化

大分県 株式会社くだものかふぇ 3320001013759 飛沫防止対策における店舗設計見直しおよびＥＣサイトの開設事業

大分県 ａｎｇｅ － 健康グッズのオンラインショップ開設で販路開拓

大分県 大分から来ました。 － ボードゲームのオンライン化および海外展開事業

大分県 株式会社かねい 3320002020523 中津銘菓全国展開のための生産性向上策

宮崎県 ディライトサーフィンサービス － サーフィン文化定着へ向けたワントゥワンマーケティング

宮崎県 株式会社丸新 6350001014347 真空パックの機械導入による、テイクアウトや発送の新規顧客獲得

宮崎県 ＬＯＶＥらぼキッチン － オンライン食育講座の販路拡充による新規顧客開拓

宮崎県 ＣＡＦＥＯＲＩＥＮＴＥ － 人気メニュー、新商品の加工品製造で販売・卸売での事業拡大

宮崎県 福元洋食店 － 『福元洋食店の宮崎牛ビーフシチュー』のレトルト商品化

宮崎県 株式会社サンクス 7350001009148 中小企業後継者向け非対面型ＳＤＧｓコンサルティング事業

宮崎県 有限会社おたべ 3350002015792 店内環境の改善とテイクアウトによる売上拡大事業
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宮崎県 Ｓ＆Ｈ － 新規顧客獲得に向けたオンラインサービス事業

宮崎県 わがんせ － コロナ感染対策テイクアウト設備導入及び店内改装事業

宮崎県 株式会社さいしょ酒店 6350001016194
来店顧客管理のシステム運用＆オンラインショップの強化＆オリジナルカバン
作成

宮崎県 カレー倶楽部ルウ － ＳＮＳを活用したＥＣ販売と新商品開発による販売強化事業

宮崎県 有限会社赤松燃料店 1350002013690 集中監視システムを導入した非対面型ビジネスへの転換

宮崎県 前田宝飾 － ＥＣサイトの構築とブランディングによる新規顧客開拓

宮崎県 ひかり鍼灸接骨院 － 筋膜リリース治療オンライン講習

宮崎県 大石製茶園 － 自社ＥＣサイトの一新、広告の強化

宮崎県 株式会社エムアイビーテレビ 8350001010443 ドローンを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

宮崎県 柿塚日加里 － 非対面式で行う顔鑑定、講演活動

宮崎県 ふらんす食堂Ｂｉｓｔｒｏマルハチ － 宮崎県産食材を使ったフランスごはんの開発と販路開拓

宮崎県 リサイクルショップカリーナ － ・対面販売からネット販売・訪問サポートから遠隔サポートへの移行

宮崎県 有限会社ｅｎ． 1350002004748 【非対面型販売の開始及び通信環境の整備】

宮崎県 新風料理あまさじ － かぶりつきもも肉の売り上げ拡大計画

宮崎県 株式会社ＡＰ 350001012091 ｅ－ラーニングによる非対面型・即戦力ネイルスクールの構築事業

宮崎県 大福不動産 － 相続相談のオンライン化と告知チラシとホームページで販路拡大

宮崎県 ライブスポットＰｏｌｅＰｏｌｅ － 高画質ライブ配信サービスとオンラインレッスンサポート事業

宮崎県 サポートジャパン株式会社 3350001013434 自社サイトを通じたオンラインでの新規顧客の獲得事業

宮崎県 有限会社南九州商事 7350002008388 改装等で顧客満足度向上と安全性確保を図り、売上増強を目指す

宮崎県 ＬＥ　ＰＯＴＩＲＯＮ － １品追加で普段の食事がワンランク上になるディナー事業

宮崎県 お好み焼鈴 － 店内利用の客単価アップとテイクアウト販売の販路開拓

宮崎県 株式会社ｓａｒａｉ 5350001010677 地鶏を活用した新商品開発とテイクアウトを通じた新規顧客獲得

宮崎県 アベセン技巧 － コロナ復興も視野に入れたホームページなどの広告事業

宮崎県 株式会社ラヴィータ 1350010134444 非対面型営業活動及びオンラインレッスンの導入

宮崎県 ｓｉｇｎ’ｓｖｉｌｌａｇｅ － ＨＰ作成・ＥＣ事業参入及び作業場拡張等による売上向上推進事業

宮崎県 有限会社アクセル 7350002008537 ３密を防ぎお客様が安心、快適に過ごせる空間づくり

宮崎県 シネマヘブン － 店舗改装とネットを通じた新規顧客獲得

宮崎県 青島酒場東 － 地元食材を使った居酒屋料理のテイクアウト事業の展開

宮崎県 瓜生野新聞販売所 － チラシデリバリーと見守りネットワーク（古新聞回収）

宮崎県 株式会社忠 9350001015425 テレワークシステムの環境整備及び非対面型新規事業展開

宮崎県 宮崎ひでじビール株式会社 8350001010567 地方クラフトビールが挑む新たな物流ルートの構築と販路開拓

宮崎県 日本料理高浜 － 「販路拡大ＨＰ作成＆ネット販売開始！延岡特産メヒカリを全国へ！」

宮崎県 有限会社大臣 7350002013487 飛沫感染防止の為の注文端末機導入
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宮崎県 フジヤマスライサー － 生産性向上の為の「しょうのう」工場補修＆改善、機械導入事業

宮崎県 餃子のくろぎ － 飲食店がテイクアウト商品で売上確保を図るための機械設備導入

宮崎県 株式会社田中写真印刷 6350001009462 ＨＰリニューアルとＥＣサイト構築、作業環境整備での売上向上計画

宮崎県 有限会社直ちゃんラーメン 7350002016721 顧客獲得・販路拡大の為に会いに行く攻めのキッチンカー新規事業

宮崎県 油津建具株式会社 6350001009405 機械導入による生産効率向上と小売店舗の新設による売上拡大計画

宮崎県 日髙屋 － 外注を自社製造ラインに替え、新商品をネットで販売する新規事業

宮崎県 日南建設株式会社 9350001009534 インターネットを活用した、宮崎県内外にアピールする採用活動

宮崎県 有限会社福来満建設工業 8350002016836 宮崎地頭鶏炭火焼のインターネット販売を始めるための設備投資

宮崎県 有限会社フラワーショップマルイ 2350002018012 マルイｐｒｅｓｅｎｔｓ「コロナ疲れを花で癒す　花いっぱいプロジェクト」

宮崎県 ＴＨＥ　ＢＯＳＥｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ － 地産地消にこだわった安心安全の宮崎からあげを全国の食卓へ！！

宮崎県 ＳＴＵＤＩＯ写夢館 － コロナ禍のニーズに促した出張撮影・動画制作サービス

宮崎県 株式会社一和誠寿 6350001013101 店内飲食売上減をカバーするためのプレミアム炭酸水等の販路開拓

宮崎県 永迫梨園 － インターネット通販による自家農園ぶどう・梨の直販販路拡大

宮崎県 福島写真館 － 老舗写真館の強みを再訴求する為のＨＰ制作等による顧客獲得事業

宮崎県 原写真館 － 非対面型のプリント受注構築で新規顧客確保

宮崎県 お茶の葉香園 － 本格的な仕出し部門の強化による非対面型ビジネスへの転換

宮崎県 有限会社三輪プロパン 8350002009501 非対面化による業務効率向上と見守りサービス提供で経営強化計画

宮崎県 有限会社ミッキークリーニング 8350002009492 ２４時間いつでもお預かりできるクリーニング無人ＢＯＸ設置事業

宮崎県 有限会社ＳＨＩＮ義塾 9350002009830 オンライン授業の活用とリスニング授業の開講での新規生徒の獲得

宮崎県 有限会社西都茶屋 5350002009339 コロナ禍に対応した店内の改装と、テイクアウトによる販路拡大

宮崎県 株式会社市原呉服店 7350003000732 コロナ時代に対応！サービスのオンライン化とネットショップ開設

宮崎県 稲穂屋 － 宅配弁当販路拡大！免疫力向上メニュー開発とホームページ作成

宮崎県 合資会社廣寿司 4350003001196 高付加価値・非接触型サービス提供による外食事業モデルへの転換

宮崎県 ＴＡＬＯ’Ｓ － 新規開発する真空パック製品を自社ＥＣサイトを作成し販売

宮崎県 レモングラス － 非対面型学習塾への転換を伝える入塾ツール活用で新販路開拓

宮崎県 株式会社鏡山牧場 3350001015190 マイクロツーリズムをターゲットにした牧場直営レストランの経営

宮崎県 有限会社マルハマ商会 4350002004456 ［どんげかせんといかん全国へ］プロジェクト

宮崎県 有限会社はまだ葬祭 6350002012523 店舗訴求力アップ、散骨（粉骨）事業による販路の開拓

宮崎県 肉のびっくりや － インターネットによる販路開拓

宮崎県 ＴＲＩＳＡＲＡ － テイクアウトで手軽に自宅でも本格エスニック料理

宮崎県 株式会社オフィスパブロ 7350001010353 デリバリーの復活とコロナ感染対策周知で顧客を呼び戻す！

宮崎県 霜田乳販 － ＩＴ活用による経営効率ＵＰとオンライン販売開始による販路拡大

宮崎県 クリームペーパーカンパニー － 一般ユーザーへの販売を目的としたＥＣサイトの拡充・宣伝・広告
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宮崎県 Ｍａｒｙｎａｎａ － リラックスランジェリーの新商品開発とＥＣサイトでの販売

宮崎県 やなせ － 非対面型のオンライン営業とＥＣサイトの構築

宮崎県 有限会社エピセリー 6350002000684 コロナ禍での連携及びテイクアウト強化等による売上回復

宮崎県 ｋｉｔｃｈｅｎ５１ － 感染防止対策による来店促進と売上改善、増進事業

宮崎県 スナック北新地 － ＷＥＢシステム導入で非対面型の販路開拓

宮崎県
プライベートリラクゼーションサロンＣＯＲ
ＯＮ

－ 新規リンパ集客の広告宣伝とオンライン新商品の作成・設備・導入

宮崎県 マルヤ飲料 － コロナウイルス感染拡大に伴う店舗運営販売促進と既存事業の拡大

宮崎県 ダイニング櫻井酒店 － テイクアウト・デリバリーサービス事業の展開による経営力強化

宮崎県 株式会社日向利久庵 6350001013588 運搬車の移動販売車への改造と、販売する商品製造の為の工場整備

宮崎県 糀素弓 － 非対面型営業活動及びテイクアウト事業

宮崎県 株式会社総合企画ウケセ 7350001015550 動画活用した新販促ツール強化で非対面型ビジネスモデルへの転換

宮崎県 株式会社吉玉畜産 7350001010460 「延岡よっとん」を活用した新商品販売とネット販売の強化

宮崎県 株式会社あうわ 9350001012661 新型コロナウイルスの影響による非対面ビジネスの仕組み構築プロジェクト

鹿児島県 ＢａｒＢＩＬＢＡＯ － シングルモルトとスペシャルティコーヒーの競演

鹿児島県 有限会社岩元精肉店 7340002001526 自社ＥＣサイトのリニューアルによる非対面型モデルの構築

鹿児島県 ＣＬＵＢ＆ＢＡＲ　魚火 － アフターコロナを見据えた顧客満足度・利便性向上事業

鹿児島県 株式会社ツボゼン 6340001019462 リモートワーク企業向けＡＩ問診・個人用オンラインスタジオ導入

鹿児島県 株式会社バンブー 6340001013036 料理受取用小窓をつけた個室の内装による非対面接客の実現

鹿児島県 ベル通り整骨院 － オンライン相談と来院を併用した安心で便利な施術メニュー提供

鹿児島県 株式会社ＳＯＰＲＡ 8340001020303 コロナ時代に対応した新商品“チーズクリーム”開発及び環境整備

鹿児島県 有限会社いお・ビッグエイト 6340002027035 新商品開発と新規顧客開拓によるサプライチェーンの毀損への対応

鹿児島県 ＪＪ　ＣＡＬＬ’Ｎ － 一般のイベントを含むエンターテイメントのライブ配信

鹿児島県 ＳＵＮＮＹ　ＤＡＹＳ　ＣＯＦＦＥＥ － 【事業名：ＳＵＮＮＹ　ＤＡＹＳ　ＣＯＦＦＥＥ　ＥＣサイトオープン】

鹿児島県 有限会社工作倶楽部 6340002003812 店頭オンリーからの脱却。コロナ時代に適応した独自アクション

鹿児島県 Ｄｅ　Ｌａ　ＣＯＰＰＥ － コロナ禍における新商品（ナポリタン）のＷＥＢ販売事業の展開

鹿児島県 コトブキ鍼灸療院 － ライブ配信拡充による新規顧客の獲得

鹿児島県 桜心学院 － オンライン授業機能強化と感染防止対策による他塾との差別化

鹿児島県 合同会社ＣａｒｅＦｒｅｅ 2340003002635 母と子のための障害児通所サービスの非対面化事業

鹿児島県 坂元台整骨院 － 非対面型ビジネスモデルの構築による販路開拓事業

鹿児島県 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮＵＣＨＩＹＡＭＡ － 「地域のお客様に安心安全で満足の得られるサロンへ」

鹿児島県 アルバス広告デザイン － 住宅のバーチャル見学（ＶＲ）ができるＷＥＢ情報媒体作成

鹿児島県 株式会社エンステージ 4340001022419 「総務も営業もリモートで！派遣会社働き方改革プロジェクト」

鹿児島県 ｆａｎ － 鹿児島県産「麹」で美肌を目指す、地産地消パウダーパックの開発
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鹿児島県 Ｄｅｌｉｃａ　Ｏｒｉｄｕｒｕ － 地域密着型テイクアウト専門店での再起動

鹿児島県 株式会社Ｍａｄｒｅｓ 5340001021072 アフターコロナにおいて多様化する飲食業界へのチャレンジ

鹿児島県 株式会社朝の海 5340001010513 インターネット販売で図る飲食店メニューの商品化と新商品開発

鹿児島県 合同会社和総 9340003002538 「インターネット販売の販路拡大とＳＮＳ広告による集客」

鹿児島県 有限会社フランス菓子一公 6340002008464 鹿児島発のオリジナル洋菓子の全国向けネット販売事業

鹿児島県 ＣＴＮ － 非対面型のオンラインセミナーの環境構築事業

鹿児島県 株式会社小幡総業 3340001017642 真空包装による持ち帰り・通販商品開発とＥＣサイト作成

鹿児島県 トーシン株式会社 2340001002901 本格焼酎ならびに機能性食品　非対面型・直接通信販売事業

鹿児島県 株式会社ドアーズ 2340001016356 「レンタルスペースの提供による家族写真の撮影体験」

鹿児島県 清風有限会社 7340002013273 感染症の影響低減にむけた遠隔授業システムと学習環境の整備

鹿児島県 株式会社Ａｎｄｓｏｎｓ 9340001021911 『ミールキット』で家庭に本格居酒屋の味を提供

鹿児島県 合同会社ＧＡＺＯＯＢＡ 3070003002868 ウィズコロナ対応　感染リスクを回避する使い捨て寝具で売上アップ

鹿児島県 株式会社クロノス 6340001001536 非対面型のセルフエステ導入の為の店舗改装と販路拡大の為のＰＲ

鹿児島県 有限会社田中宝飾 7340002006062 オンラインの構築でジュエリーを通じて人々に喜びと感動を届ける

鹿児島県 ミュージック倶楽部ショータイム － テイクアウト事業の開始と店舗の感染防止対策

鹿児島県 クリーニングラボ － ボックスの設置による非対面型での商品受け渡し

鹿児島県 目からうろこ － 新メニュー加工品開発によるテイクアウト等の販売強化と販路開拓

鹿児島県 有限会社恵方 5340002001908 地産の黒酢と黒糖を使用した自社開発ドレッシングのネット販売

鹿児島県 とくだしほ★フラメンコ － オンラインでのレッスン・ライブ配信と集中広報による認知アップ

鹿児島県 有限会社豆乃屋フーズ 6340002008992 外販事業の販路拡大策と店舗三密を避けるための施策

鹿児島県 株式会社飛翔組 7340001022465 建設鳶業界で先駆的な「ＨＰによる遠隔見積・打合せ」構築事業

鹿児島県 有限会社割烹山映 2340002002529 老舗割烹の本物の味を気軽に食べて頂くテイクアウト事業への取組

鹿児島県 株式会社山映ジャパン 1340001015631 健康志向オリジナル加工品の全国販売へ向けた通販サイトの立上げ

鹿児島県 Ｋｉｔｃｈｅｎまえだ － ウィズコロナ！におけるキッチンカー導入による販路拡大！

鹿児島県 ワークスタジオケイズ － ＹｏｕＴｕｂｅ、ＺＯＯＭなどを活用したオンライン配信事業

鹿児島県 貴茶 － 販路拡大へのプロモーション動画作成と差別化を図る機械導入

鹿児島県 エルソニード － コロナ対策！「配信ライブイベント」等の実施による新規販路開拓

鹿児島県 ＣｉｅｌｏＰｉｚｚｅｒｉａ（シエロピッツェリア） － 新型機械導入による新規開発冷凍ピッツァパスタの店外販売事業

鹿児島県 村野社会保険労務士事務所 － 障害者関連業務へ特化！障害年金の広報・オンライン面談推進事業

鹿児島県 桐原写真場 － 非対面接客の構築と新プラン・新商品開発で新規顧客獲得

鹿児島県 ラーメン宝島 － 出前力強化による新たな販路開拓と売上獲得

鹿児島県 こたろう － テイクアウトデリバリーのネット受注に対応した公式サイトの開設

鹿児島県 合同会社フォトスタジオガーデン 5340003002649 スタジオを飛び出し、楽しいロケ撮で顧客満足度アップ計画
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鹿児島県 瀬口造園株式会社 9340001020460 自社ＥＣサイト構築による販路拡大

鹿児島県 池田物産 － 新事業展開に係るＨＰ開設・ＥＣサイト構築による販路開拓

鹿児島県 一休庵 － テイクアウト用商品開発とドライブスルー方式導入による販路開拓

鹿児島県 割烹すすきの － 鹿児島発“黒に拘った”しゃぶしゃぶのネット販売へのチャレンジ

鹿児島県 株式会社榮樂寿司 4340001014572 「真空包装機導入で、地元の逸材を全国へ！ＥＣ販売で販路拡大事業」

鹿児島県 ｙｅｌｌｏｗ’ｓ４０ － ＨＰ・ＥＣサイト・ＳＮＳの連携による非対面型販売方式の導入

鹿児島県 有限会社希 7340002027190 鹿児島県大隅半島の魅力的な観光ツアーの発信とネット販売事業

鹿児島県 株式会社シュー 6340002025600 安心して来店頂ける環境提供と菓子製造機械導入による販路開拓

鹿児島県 株式会社ポジティブクルー 8340001018917 枕崎の魚の可能性で沢山の笑顔を集めるプロジェクト

鹿児島県 有限会社一福 4340002023746 創業６０年老舗食堂の伝統を守り抜くための非対面型営業への取組

鹿児島県 株式会社ソフィア 1340001011911 経営資源を活用した医療用マスクの開発とＩＯＴ化への革新

鹿児島県 有限会社ラブリー企画 5340002021476 新機器導入による非対面型ビジネスへの転換

鹿児島県 有限会社誇羅司屋 3340002021528 テイクアウト・通信販売による売上獲得

鹿児島県 合資会社弥生焼酎醸造所 5340003000941 非対面型販売構築のためのＥＣサイトの開設

鹿児島県 ジーンズショップせき － 店舗のイメージ一新と、ＥＣサイトによる補正受注システムの構築

鹿児島県 はりきゅうマッサージ如水治療院 － オンライン相談開拓事業

鹿児島県 指宿長太郎焼窯元 － 新販路としてのＥＣ通販ビジネスの確立

鹿児島県 たいやき絲や － ホームページ作成や新商品開発とネットを通じた新規顧客の獲得

鹿児島県 発酵食Ｌａｂ － いつでも好きな場所で学べる発酵料理のオンデマンド配信講座

鹿児島県 有限会社エース美研 5340002015263 企業から個人へ。空き家対策事業「家守り」で新たな販路開拓

鹿児島県 赤ちょうちん真心（しんしん） － 移動販売車でコロナ安心！居酒屋メニューを食卓で楽しもう！

鹿児島県 株式会社浜田 2340001018906 居酒屋メニューをデリバリーして顧客とのつながりを維持確保

鹿児島県 有限会社永田鋼管工業 5340002006873 リスクを最小限に！保守点検業務の委託で安定した生産をサポート

鹿児島県 ｎｏｇｇａ － オンライン非対面商談の構築と新規顧客の獲得

鹿児島県 鮨居酒屋やしま － 観光客の方に安心と安らぎを与える非対面システムの導入

鹿児島県 カラオケパブまゆみ － カラオケパブのネット中継によるターゲット顧客の拡大

鹿児島県 住まいのサポート　ＳＫ住設 － ＷＥＢを活用した非対面による自社直販の仕組みづくり。

鹿児島県 － 動画配信やオンライン配信ライブの開催と来店客の安全対策

鹿児島県 ラウンジベネチアン － オンライン回線を使用した、オンラインキャバクラで新規顧客獲得

鹿児島県 合同会社遊々亭 7340003001095 非対面型営業の確立

鹿児島県 宮園製茶 － 商品リニューアルで鹿児島の有機緑茶・桑茶の売上拡大

鹿児島県 合同会社Ｊｅｗｅｌ 6340003001393 ダメージヘアに特化した商品のネット販売への挑戦

鹿児島県 小山工建株式会社 2340001009095 「感染予防対策とオンライン化による売上増加計画」
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鹿児島県 株式会社ｋａｔａｓｕｄｄｅ 340001019917 ３密を回避できる開放的で安心して楽しめる空間と魅力づくり

鹿児島県 株式会社プラスディー設計室 8340001014370 新ブランド広報戦略のためのオンライン体験と性能評価体制強化

鹿児島県 有限会社花昇 4340002011288 インターネットでの販売環境の充実により非対面型接客の定着

鹿児島県 燵仁 － 餃子をメインとしたテイクアウトとデリバリーの非対面型事業

鹿児島県 ｔｒａｔｔｏｒｉａＳＵＯＮＯ － テイクアウトの充実のための設備およびサービス拡充

鹿児島県 鹿児島総合メンテナンス － 販売促進の為、移動販売車を活用した新規顧客獲得

沖縄県 やきとん満壘 － やきとん・豚丼のトラック型移動販売

沖縄県 島の人 － 宅配弁当を始める事で新規顧客の獲得。

沖縄県 株式会社ＳＯ　ＴＲＡＤＩＮＧ 9360001006704 新規テイクアウト及びデリバリー事業の構築

沖縄県 沖縄ＫＩＮＧ － インターネット販売による新規顧客獲得及び非対面型への転換

沖縄県 合同会社多田浜 1360003009555 感染リスク低減のため店内改装と非対面型テイクアウト販売への取り組み

沖縄県 黒部裕美写真事務所 － 絵葉書や写真絵本などの自社出版とネットを通じた新規顧客獲得

沖縄県 ＮＹ和琉絆道 － 音楽も一緒にデリバリー

沖縄県 美食屋　セルポア － テイクアウト・デリバリー、オンライン販売事業への参画

沖縄県 株式会社オンライン 7360001022676 非対面型ビジネスモデル　販路開拓商談オンラインシステム構築

沖縄県 株式会社ビザップ 2360001015249 ＩＴ会議室の運営で安全性と利便性の向上による新規顧客獲得。

沖縄県 株式会社スタジオクッチャネ 3360001024323 陶芸品のブランディング及びＥＣサイト構築による販路拡大

沖縄県 株式会社あべりあ 9360001024664 新流通チャネルとして自社ＥＣサイトの構築と運営

沖縄県 株式会社ＦＯＮＴＥ 9360001014970 ウイルス感染防止と抗菌・殺菌を徹底し差別化による新規顧客獲得

沖縄県 バー　イチカラー － 県産フルーツと薬草を使った　真空冷凍カレーの開発と販路開拓

沖縄県 お肉とチーズのてだこ亭 － 【通販・テイクアウトを拡充した経営変革による新規顧客獲得】

沖縄県 国道楽株式会社 6360001019444 無人型バイクシェアーのＷｅｂ予約とキーボックス認証の活用

沖縄県 つきのわ － キューバサンドのテイクアウト専門店オープンによる販路拡大事業

沖縄県 株式会社プロアライアンス 9290001020919 沖縄無料求人応援サイト「ウェブｄｅつながる」販路開拓

沖縄県 株式会社燦 6360001019584 非接触型ビジネスモデルへ転換する為の店舗改装及び機器導入事業

沖縄県 沖縄料理と地頭鶏　炎 － インターネットによる新規顧客の取り込みと非対面型営業スタイル

沖縄県 洋食酒場トトロ － テイクアウト販売強化による新規顧客獲得事業

沖縄県 Ｍ’ｓ　ｍａｒｉｎｅ　ｃｌｕｂ － ■自社ホームページ制作しＳＥＯ対策を実施し非対面集客を図る。

沖縄県 お菓子＆ジャム工房　詩乃庵 － 果物と野菜で広げる「地産地消への取組みとオンライン食育事業

沖縄県 ＵＮＫＥＲ －
オンラインショップ強化での新規顧客の獲得＆個別対応オンラインファッション
提案

沖縄県 カフーシ　Ｋａｈｕ－ｓｉ － カレーのレトルトパック商品開発とＥＣ販路開拓

沖縄県 有限会社エムズ 360002008557 ホームページリニューアル！自社ブランド商品のネット販売強化

沖縄県 バーバーＲ － お客様に触れない、安心オートメーションシャンプ事業

34 / 37 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。

沖縄県 有限会社一銀企画 4360002005032 デリバリー事業のＩＴ化兼安全な食の提供

沖縄県 旅立ちデザイン館 － オンライン告別式で感染対策の安心葬儀と動画マーケティング集客

沖縄県 Ｃｌｏｕｄ　Ｒｏｏｍ － 布デザインの新ブランドを立ち上げハンドメイド市場に参入

沖縄県 ＶｉｖｒｅＢｅａｕｔｅ － ホームエステ機器レンタル事業で「セルフエステ」の市場開拓

沖縄県 株式会社エスエフシー 7360001005765 感染症予防ガイドラインに基づくイベント開催とＷＥＢ説明会

沖縄県 株式会社首里知念製菓 3360001019810 新たな広告ツールを利用した販売強化

沖縄県 マリアズリリーアロマテラピースクール － オンラインで学ぶ、感染症やストレス緩和のアロマの理論と実践

沖縄県 株式会社オファー 7360001023032 ＷＥＢを活用とした個別勉強相談と受験対策指導

沖縄県 そば処きくや － 【ＳＮＳ等を駆使した全国発送等による新規顧客獲得および販路拡大】

沖縄県 株式会社エムサングループ 2360001024448 店舗改装による販路拡大・売上強化事業・雇用確保・出前強化

沖縄県 ちゅらゆーな株式会社 1010901026059 ＥＣサイト拡充による販路拡大と、新たなブランディング構築。

沖縄県 海鮮・炭火焼　佳風 － テイクアウト販売とＥＣサイトを活用した新規販路開拓

沖縄県 椛弁当 － デリバリーバイクを活用した配達エリア拡大による新規顧客獲得

沖縄県 グッドスピリット株式会社 7360001016762 レンタカーの無人貸出・返却で新規顧客獲得

沖縄県 癒酒屋こんちは首里城前店 － 「県産品を使ったレトルト商品の開発・販売事業」

沖縄県 株式会社海結 1360001021537 抗菌・抗ウイルス仕様の器材で安全・安心・快適なダイビング

沖縄県 株式会社ＥＣＯＭＡＰ 6360001006310 月桃エキスを活用した高濃度アルコール消毒液の販路拡大

沖縄県 ロハスヴィラ － テレビ会議による感染防止対策とネット広告による幅広い層の集客

沖縄県 ＡＬＣＨＥＭＩＳＴ － フレアバーテンダーがどこでも出張

沖縄県 ＣｏｃｋｔａｉｌＢａｒＤａｉｓｙ － ケータリングバーを定着化するための取り組み

沖縄県 ＬｉｔｔｌｅＲＯＣＫＥＲＳ － コロナ対策で店舗環境のアップデートとより積極的な表現活動事業

沖縄県 サイコロ堂 － 巣籠り需要喚起・ボードゲームの魅力を伝えるプロモーション展開

沖縄県 株式会社ｎｅｘｔ　ｔｒｉｐ 3360001023515 ＩＴを活用した非対面型宿泊施設への転換による安全性の向上

沖縄県 株式会社５７８ 7360001011490 テイクアウト新メニューの展開と周知徹底による販路拡大

沖縄県 炭火焼肉居酒屋しん吉や － 焼肉弁当のテイクアウト＆デリバリー事業

沖縄県 オフィス楽 － オンラインとデジタルコンテンツを活用した新規顧客の獲得

沖縄県 清正陶器 － Ｗｅｂサイト構築による販路拡大・伝統工芸を活用した新商品開発

沖縄県 有限会社日建開発 4360002022762 新型コロナの感染リスクを低減する店舗運営と県内顧客の新規獲得

沖縄県 株式会社アイティオージャパン 3360001015090 非対面型ビジネスモデルの売上増加に対しての取組み

沖縄県 株式会社ｒａｐｐｏｒｔ 3360001020116 介護福祉コンサルティング事業の非対面ビジネスモデル構築事業

沖縄県 株式会社Ｇｒｅｄｇｅ 4360001024272 沖縄ナゲットのテイクアウト販売強化及びＥＣ事業の立上げ

沖縄県 ＴＥＴＥ　ＨＯＭＭＥ沖縄 － オンラインショップ強化

沖縄県 株式会社ロンジェ 7360003005532 オンライン風水講座運営のための、ＷＥＢ広告を利用した全国展開事業
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沖縄県 ｈｅａｌｉｎｇ　ｒｏｏｍ　ＭＩＫＡＢｉＳＥ － コロナ状況から回復する為に販路強化に務め営業展開を図る

沖縄県 栄町居酒屋うおらん － やきとりブランド向上テイクアウト＆デリバリー

沖縄県 有限会社シー・エム・シー 3360002001973 配信ビジネスの構築＆新事業ＰＲを含むＷＥＢサイトリニューアル

沖縄県 琉球ノ酒器ト泡盛オニノウデ － ＷＥＢ飲み会マッチングとお酒の肴のデリバリー

沖縄県 ＯｆｆｉｃｅＳＨＩＭＯＪＩ － 大切な日のためのデジタルグルメギフト券ＷＥＢサイトの構築

沖縄県 株式会社クレイ沖縄 8360001005244 クワンソウ睡眠改善・機能性表示食品販売

沖縄県 株式会社あぱらぎ沖縄 7360001015211 居酒屋食メニューのデリバリー販売事業及びネット販売事業の展開

沖縄県 セブンスヘブン － 非対面配信ライブ発信による顧客開拓

沖縄県 株式会社アイランドエキスパート 6360001014172 新型コロナから学んだ新たな宮古島の魅力の伝え方について

沖縄県 シーサーストーリー株式会社 360001021675 電気釜導入による人件費見直しとネット販売による商品の安定供給

沖縄県 Ｎａｂｈｉ（ナービ） － オンラインでエネルギーを高める天然石＆浄化香グッズ＆健康講座

沖縄県 ドンコリｉｓｍ － 宮古島の食材を使った簡単美味しいイタリア料理を全国へ！

沖縄県 ダイブキッズ － 『ＷＥＢ講習の導入による新規顧客の獲得

沖縄県 キースポット － テイクアウトに特化した新商品の開発と店頭改装による販路拡大

沖縄県 ＬＯＫＡＨＩ － 非対面型・オンライン商品販売による新規顧客開拓事業

沖縄県 モンテドール沖縄 － 観光依存型店舗販売から地元密着型の移動販売への移行

沖縄県 レオスポ株式会社 1360001019399 中国でのＥＣ販売による沖縄県産品の販路開拓

沖縄県 ライブ＆カラオケバー　ダンテス － 「１人３役・同時演奏」をあらゆる角度から見れる動画で楽しもう

沖縄県 ドゥーイットミリオン株式会社 3360001021171 コロナ情勢に適応した事業形態に適応させ顧客開拓事業

沖縄県 六角おきなわ － 非対面・テイクアウト・デリバリー事業への展開

沖縄県 株式会社ＵＲＡＫＡＴＡ 6360001023834 アウトドア用品のオンラインシェアリングサービス

沖縄県 酒場のバクレン － アーチモバイルオーダー非対面型ビジネスモデル

沖縄県 有限会社タッグチーム 6360002016184 自社ホームページを活用した非対面での新規顧客獲得

沖縄県 Ｔ－ＮＥＸＴ － オンラインライブによる有料配信ライブ環境の導入

沖縄県 ＬＩＫＥＳＰＯＲＴＳ － セルフトレーニングスペースによる非対面型ビジネスの構築

沖縄県 クリスタルＬＡＢ － メディアをフル活用した「ＳＮＳ広報」で事業拡大・新規顧客獲得

沖縄県 蛸入洞 － 安心して接客、対応できる受け渡し窓口の設置

沖縄県 有限会社太幸 7360002002555 沖縄県産牛を使用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

沖縄県 デザインルーム斗羽 － 全国を対象としたオンラインでの販売によるＢｔｏＣへの販路拡大

沖縄県 宮古島ゲストハウス風家 － 地元食材を使ったケータリング事業とガイドツアーの拡大

沖縄県 ｉｐｐｅ　ｃｏｐｐｅ － ウィルス感染防止の為の客席作りと商品開発・増産・保存体制強化

沖縄県 アジアンヒーリングＳｈａｎｔｉ － 心と体の健康意識を高める、癒しのプライベートリトリートの提案

沖縄県 ｃａｆｅプラヌラ － 「オリジナルブランドによる県産品などを使った紅茶葉の通信販売」
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

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

沖縄県 株式会社御伽草子 6360001007127 テイクアウト事業及びネット販売事業

沖縄県 4360003007341 沖縄初！韓食ミールキット開発とＩＴを活用した販売システム

沖縄県 合同会社吉 7360003006299 非対面での接客を目的とした飲食物提供窓口の設置

沖縄県 スマイル沖縄株式会社 5360001020725 盛付改善で客単価のアップとＳＮＳ活用での集客力の強化

沖縄県 ごりらパンチ － 『テイクアウト』『宅配』サービスで新規顧客を獲得する事業

沖縄県 Ｌｉｂｒｅ － サスティナブルな布こものによるネット販売事業の立ち上げ

沖縄県 くまのみ自然学校 － セルフガイド・プログラムの開発

沖縄県 ファーストショウ合同会社 6360003007934 多店舗出店と取扱商品増加をテレワークで実現する販路開拓

沖縄県 株式会社ＦＵＦＵＹＡ 8360001024341
弊社オンライン事業サービス移行へのリブランディング＋アロマオンライン販
売への販促

沖縄県 株式会社Ｒ＆Ａ 8360001018840 コロナに負けるな３密回避プロジェクト

沖縄県 Ｇ－ｓｈｅｌｔｅｒ － コロナ影響下の音楽制作・配信特化型スタジオ経営事業

沖縄県 お好み焼き甲子園 － 新商品の開発・提供と接触軽減・非対面型ビジネスの構築による売上回復

沖縄県 小林流守武館 － 道場の看板設置及びホームページの製作による販路開拓

沖縄県 株式会社シグマ 5360002022142 ＷＥＢ受注システムの構築およびオンライン会議の導入

沖縄県 個別進学塾Ｒｏｏｔ － ＷＥＢ集客による新規生徒獲得およびオンラインでの学習サポート

沖縄県 株式会社バンズプラス 4360001026062 飲食店オーナー向けサービス「オーナーズクラブ」の開発＆立ち上げ

沖縄県 神谷荘 － 新規事業による神谷荘再生プロジェクト

沖縄県 うたたね － 宮古島の自然を活かした特産品を販売するオンラインショップ作成

沖縄県 琉球整体＆アロマ　かるくな～る － 出張専門から、コロナ対策万全の店舗型に転換

沖縄県 株式会社ＩＭＰＡＣＴ　ＥＮＧＩＮＥ 5360001020849 テイクア＆デリバリーの導線確保

沖縄県 こころ株式会社 8360001022553 ネット販売と非対面型ビジネスモデルへの転換

沖縄県 キューカンパニー株式会社 5360001006856 電子ＰＯＰやＥＣ強化による非対面ビジネスへの転換と販路の開拓

沖縄県 アール・ド・ナチュール － オンラインで腸セルフマッサージ指導・食育指導
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