
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

徳島県 株式会社セイケン 9480001003210 非対面、テレワークでも売上拡大できるシステムづくりに取り組む事業

徳島県 ｃｈｉｔｒｅｅ　ｏｒｇａｎｉｃ － 心と身体と肌と髪を健康に導いていくお店

徳島県 食彩遊真 － テイクアウトで実現する「店主の腕と食材の共演」を台所へ！

徳島県 ヘアーサロンヒサ － ＥＣサイト制作による化粧品の販売強化と認知度向上

徳島県 株式会社ＷＩＲＥ　ＣＲＯＳＳ 6480001010606 シャワー室の増設による宿泊者への安心・快適な空間提供

徳島県 グレイシーバッハ徳島 － オンラインレッスン＆実店舗ハイブリッド型による事業拡大

徳島県 有限会社料理・酒井 9480002008448 「新しい生活様式」に対応するメニュー開発とＩＴ活用

徳島県 株式会社ＭＯＲＩ　ＦＡＲＭ 7480001010150 テイクアウトメニューの開発による中食事業の確立

徳島県 有限会社中丸 3480002003479 人気商品を店舗販売からインターネット販売へ移行

徳島県 Ｃａｌｄｏ － テイクアウトで、おうちで本格イタリアン

徳島県 来宝綜合銘木工業株式会社 5480001002158 キャンプ市場用品開発とネットを通じた新規業界顧客獲得

徳島県 有限会社エヌ・アンド・エム 7480002000596 ホームページリニューアルでテイクアウト新商品開発

徳島県 割烹　うえの － うえのを丸ごと、本格懐石テイクアウト！

徳島県 株式会社レイナ 2480001006285 「非対面型サービスによるお客様への安全・安心の提供」

徳島県 ラッフルズホーム株式会社 5480001002777 非対面接客と来場予約及び有効商談を叶えるホームページ改装

徳島県 株式会社ハウスマイル 8480001008730 オンライン対応不動産店への移行

徳島県 株式会社眉山 4480001004411 阿波尾鶏を活かしたラーメンを提供するランチタイム営業の推進

徳島県 麺や無双 － 巣ごもり需要に対応した商品開発と販路拡大計画

徳島県 Ｂｉｌｔｏｎ　Ｆｌｏｗｅｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － 少人数対応・非対面対応での造花とドライフラワー商品の販売拡大

徳島県 ビストロがぶり － 中食需要への対応と店舗ブランド向上・イメージアップ大作戦！

徳島県 せんたく屋しん － ＩＴ等を活用した「しみ抜き専門店」が本物化になるための事業

徳島県 ｆｌｏｒａｃｉｏｎ － 地方のアロマキャンドル店がコロナをチャンスに変える事業

徳島県 有限会社カーリアン 5480002001679 新たな新規商品の開発・販売及びＩＴを活用した販売網構築

徳島県 株式会社アラタ建設 6480001000177 ＷＥＢツールを利用した非対面営業の強化

徳島県 有限会社スーパーなかはら 2480002003455 非接触型の営業、デリバリー事業のＨＰ周知による販路拡大

徳島県 ＦａｍｉｌｙＲｉｄｅ － ピンチをチャンスに！顧客のニーズに応じた新生活様式の提案事業

徳島県 株式会社オオタ 4480001000360 ネット販売構築による非対面型ビジネス推進事業

徳島県 合同会社つじ整体院 1480003001401 新規顧客獲得に向けた

徳島県 いんぐりちんぐり － かき氷などのテイクアウト用メニューで集客チャンス！

徳島県 有限会社宮本設計 2480002004916 木造建築物の構造設計対象の拡充（大規模木造建築物）

徳島県 株式会社ＮＫＫ 9480001006064 門前一番街店舗とＥＣサイト連携による新しい非対面販売事業

徳島県 株式会社藤岡輪業商会 1480001005164 リモート商談対応のホームページ作成による非対面型モデルの構築

徳島県 鳴門クルマエビ有限会社 1480002010766 急速冷凍による新商品Ｗｅｂ販売・配送・テイクアウト事業

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。
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徳島県 大鳴マリーナ有限会社 2480002010567 レンタルポートｗｅｂ予約・オンライン非対面商談事業

徳島県 井上味噌醤油株式会社 8480001004911 密を避ける蔵の環境の整備と自社ＥＣサイトの販売力強化

徳島県 有限会社みどり 3480002008164 コロナ禍における創業８０年余りの老舗料理旅館の挑戦

徳島県 株式会社とこ丸 1480001011039 産地の可視化による販売用自社ホームページの制作

徳島県 株式会社ロゼッタコーヒージャパン 2480001008686 徳島発の自家焙煎コーヒーで、ロゼットワールド展開中！

徳島県 有限会社みやひろ 5480002013534 徳島県産食材を活用した、冷凍弁当の開発と新規顧客の獲得

徳島県 株式会社ヒロ・コーポレーション 7480001007130 徳島県産魚介を活用した真空冷凍惣菜の開発販売での販路開拓

徳島県 鳴門うどん　もり － 鳴門うどんを用いた新商品開発とネットを活用した新規顧客の獲得

徳島県 武市ハウジング 2480001006104 自社ＨＰ構築によるリノベ住宅販売強化

徳島県 まんまる住宅 － ＨＰ導入と中古住宅のバーチャル内見による成約率ＵＰ

徳島県 中華そば　うりぼう － 「家族団らん、お持ち帰りでおうちでうりぼう！」

徳島県 株式会社ＡＡＲＵＵ 1480001007895 テイクアウト商品の拡充による売上高アップ！

徳島県 有限会社嵯峨峡渡月 4480002007454 安心・安全・新鮮な料理のデリバリー作戦！！

徳島県 株式会社ナーシーズ 2480001010270 患者呼出し・電子薬歴システム導入による服薬管理・投薬の効率化

徳島県 濱醤油醸造場株式会社 6480001006273 レシピ動画配信で海外顧客を魅了する！国内顧客は味噌作り体験へ

徳島県 和み － 居酒屋に於ける店舗改装・非対面型ビジネスモデルへの転換事業

徳島県 桜や － 桜やアフターコロナにおける新たな販路開拓事業

徳島県 株式会社吉本商事 9480001002146 自社ＨＰ再構築及びオンライン商談による販路拡大

徳島県
株式会社パブリックベースボールクラブ徳
島

5480001008122 届けよう野球の魅力、インディゴソックスの魅力！

香川県 ＳＴＯＲＹ － 新商品のネット販売と店舗改装で安心・満足・売上向上

香川県 有限会社岡本調剤薬局 1470002001683 モバイル薬歴・電子薬歴システム導入による在宅強化・業務効率化

香川県 Ｍｕｓｉｃ＆Ｌｉｖｅ　ＲＵＦＦＨＯＵＳＥ － ＲＵＦＦＨＯＵＳＥ　ＬＩＶＥ　ＳＴＲＥＡＭ

香川県 高松ボイストレーニング － オンラインサービス拡充事業

香川県 株式会社八栗 9470001004804 ＥＣ事業の立上げと製造環境の改善で売上の拡大をめざす

香川県 有限会社みかさ旅館 2470002006624 「非対面型商品販売へのトライ＆アタック」

香川県 ステージ衣装のドレス屋Ｃｉｅｌ － セルフフォトスタジオ非対面利用システム構築＆ＡＩインスタ集客

香川県 株式会社エス 1470001015874 企業各社独自の新人向けビジネスマナー研修動画制作販売

香川県 株式会社リサラネット 4470001011879 非対面型フルオーダー３Ｄサンプル製作システムの構築

香川県 株式会社マルトク 7470001003873 安心して製品・材質の確認ができる非対面型展示ショールーム開設

香川県 香川オリーブガイナーズ球団株式会社 5470001005491 地域の野球指導者向けオンライン教室の開催

香川県 有限会社ナベプロ企画センター 5470002005152 ３Ｄ技術活用、商品模型のデジタル化及びテレワーク環境の構築

香川県 有限会社筒井製菓 3470002004676 直販通販事業（非対面型販売形態）への展開による売上向上施策

香川県 ＰＩＮＮＡＣＬＥ　ＧＹＭ － オリジナルサプリメント「ちくわプロテイン」開発・ＥＣ販売
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香川県 株式会社テイスティーズ 3470002004734 テイスティーズザデリバリーの宅配ネット事業の本格販売開始

香川県 株式会社ロハスネット 4470001006425 ＨＰによる新規顧客の獲得、ＺＯＯＭによる物販とセミナー

香川県 ジャガトカーナ － 自宅で楽しむ、オーダーメイドのチーズフォンデュ

香川県 株式会社ＴＥＮ　ＴＯ　ＳＥＮ 2470001013506 コロナに対応した店舗改装によるテイクアウト事業の販路開拓

香川県 株式会社ｉ・ｔ・ｅ 7470001014177 ＳＮＳ発信効果によるオンライン講座構築

香川県 みのメディカル株式会社 4470001014015 トレーニング事業のオンライン化による新規顧客獲得

香川県 スタジオナッシュビル － 「新しい生活様式」の中でのライブハウスの新たな在り方の構築

香川県 炭焼き居酒屋ＨＯＣＣＯ － テイクアウトとデリバリーを行うためのホームページの開設

香川県 株式会社ジョブリア 7470001016685 非対面でバックオフィス業務をサポートする「オンライン事務員」

香川県 有限会社神明 2470002014973 とんかつ専門店の弁当の、宅配とテイクアウトによる販路開拓

香川県 株式会社Ｖステーション 8470001016073 婚活ビジネスのオンライン化と出来る限りの感染予防対策

香川県 株式会社フェアリー・テイル 3470001006467 非対面型ビジネスモデルへの転換と販売機会・販売先増加事業

香川県 爪屋べっぴん堂 － ハンドメイドアクセサリー等販売のためのＥＣサイト構築

香川県 株式会社らも 5470001017495 アフターコロナに対応した飲食店業態転換コンサルティング

香川県 有限会社米屋ながはら 5470002002892 最新鋭の塩にぎり製造機導入によるおにぎり販売の強化

香川県 欽山製麺所 － ラーメンテイクアウト事業及び自家製麺販売事業

香川県 まるとも教室 － グレーゾーンの子供と親へ非対面学習支援システム構築と販路拡大

香川県 有限会社合田石材 7470002017344 非対面で行う石材を用いたエクステリア事業に対する新規顧客獲得

香川県 有限会社細川安心堂 5470002016182 非対面型販売と小売機能強化による販路拡大事業

香川県 有限会社モリヒロ園芸 7470002017328 フルーツミニトマトの非対面型販売

香川県 株式会社メロンハウス 2470001010115 三密回避、安心して楽しめる「ひとりカラオケ」による販路拡大

香川県 合同会社ＴＥＲＡＮＧＡ 9470003001808 新規仕入れ先確保と作業効率化による販路拡大事業

香川県 株式会社やこや 6470001015119 餅屋の強み！グルテンフリー和菓子のネット通販事業

香川県 シェリーズティーラウンジ － 新商品開発と店内陳列改善による小売部門強化戦略

香川県 川鶴酒造株式会社 2470001009834 特約店販促ツールの提供・在庫情報共有・受発注システム等の構築

香川県
株式会社Ｊａｐａｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ

6470001016513 Ｗｉｔｈ・Ａｆｔｅｒコロナ対応のリアル×オンラインイベント実施体制の構築

香川県 株式会社松坂商事 5470001008115 コロナに向けたテイクアウト商品開発と販路開拓・生産性向上事業

香川県 内田社会保険労務士事務所 － オンライン相談・助言及びＷＥＢ相談セミナー

香川県 株式会社Ｐｒｅａｔｅ 9470001017087 オンライン授業により場所や時間にとらわれない学びを拡大

香川県 株式会社Ｌｉｆｅスマイル 4470001014221 オンライン不動産売買相談提供に伴うオンライン決済の導入

香川県 合同会社藻塩工房 8470003000595 ＥＣサイト構築によるＢｔｏＣ事業の拡大

香川県 ヘルスプロモート株式会社 7470001013955
オンラインクラス開設で新規メニューの作成とオンラインを通じた新規顧客の
獲得

香川県 北村嘉章税理士事務所 － 非対面型への事業拡大、テレワーク環境の整備による雇用拡大
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香川県 チアフルスマイリー － マナー、接客講座及び個別コーチングのオンライン化

香川県 ベンガル亭 － ＥＣサイトでの非対面型販売及び店内感染防止対策強化事業

香川県 マインドボイス － 対面に頼らない集客やアプローチへの移行と新規動画作成事業参入

香川県 有限会社花工房 4470002015227 新たな環境に適応できるウィズコロナ時代をしっかり乗り切る企業

香川県 スペースリーラ － オンライン資格認定講座と占術カウンセリングによる販路拡大

香川県 有限会社山下時計店 6470002012429 ホームページ及びＥＣ機能の構築とそれを主軸とした新規顧客獲得

香川県 本格手打ちあかみち － インターネットを通じての新たな販売経路の獲得と商品の開発

香川県 ｉ．ｃａｆｅ － キッズ料理教室講師　養成講座のオンライン化

香川県 ヴァレリ株式会社 6470001016967 オンライン体制を整備することで問い合わせ件数を増加させる

香川県 株式会社屋島店装 2470001004100
ネットでの施工実績の見える化と販路拡大強化による売上回復実現求人求人
強化事業

香川県 松熊工業株式会社 4470001003802 ホームページ作成による新規顧客獲得と非対面型営業

香川県 ＡＵＲＯＲＡ　ＭＵＳＩＣ　ＣＯＭＰＡＮＹ － オンライン声楽教室開講のための環境づくり・販路開拓事業

香川県 株式会社ＡＭＡＴＥＲＡＳ 8470001016486 オンライン接客の開始・周知と店舗改装による顧客満足向上計画

香川県 味の樹 － 地産地消でコロナに負けない！お弁当と家庭で楽しめる料理

香川県 株式会社信用社 2470001002145 ・非対面型パッケージ制作サービスのＣＭ映像制作による販路開拓

香川県 株式会社サンクラッド 4470001013826 ＥＣサイト構築による非対面の店舗運営の開始

香川県 合同会社わいんびより 8470003001321 当店のセレクションと発信力を強みとした事業者連携型ＥＣサイト構築

愛媛県 三栄自動車リース株式会社 4500001001703 インターネットを活用した非対面型レンタカー受注システムの構築

愛媛県 株式会社ナッツプランニング 8500001021879 音響機器のネット販売とオンライントレーニングによる新規開拓

愛媛県 株式会社ｍｋ 1500001022230 コロナ対策等の安心感提供のための店舗環境の改善

愛媛県 Ｂｉｇ　ｂｏｙ － 滑空型ドローン軟着陸装置の開発および商品化

愛媛県 懐石、おか多 － 安心安全の店内飲食と新商品の販売促進

愛媛県 みみたす補聴器店 － 遠隔サポート等による集客とオンラインショップの展開。

愛媛県 株式会社三宅建設 3500001005928 ホームページを活用した非対面型の販路開拓

愛媛県 三宝水産株式会社 5500001003475 自社ＨＰを活用したＷＥＢ販売（業務・消費者ルート）体制の構築

愛媛県 喫茶ふれあい － 福祉に携わる人を手助けするためのテイクアウト事業の拡大

愛媛県 学習塾ＣｏｍＰａｓｓ － オンライン学習やＥｄＴｅｃｈの導入による新たな販路開拓の構築

愛媛県 株式会社結晶の花アート 2500001022486 動画を活用した通信教育と対面＆オンラインハイブリット事業

愛媛県 株式会社アトリエバウ 2500001021629 ＣＡＤのＢＩＭ化による非対面化での設計業務体制構築事業

愛媛県 株式会社アイカム不動産 8500001005320 非対面でのＷＥＢを使った継続的な顧客獲得と業務効率化の推進

愛媛県 ３ｔａ２　ｇａｌｌｅｒｙ － 無料展示スペースのある画廊とオンライン展示を通じた新規客獲得

愛媛県 ワタルハウス株式会社 5500001005380 Ｗｅｂサイト連携による集客と非対面営業システムの導入

愛媛県 株式会社ル・コンセイユ 5500001018556 自社農園栽培ハーブを活用し商品開発とネット販売で新規顧客獲得
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愛媛県 有限会社ボイス 8500002005996 ＥＣサイトを活用した自社商品などのネット販売、新規顧客の獲得

愛媛県 株式会社ミライカンパニー 3500001020860 「非対面型カラオケ、ワークルームの増室事業」

愛媛県 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｌｅｔｔａ － 感染予防策を徹底とした安心マンツーマンサロンＰＲ事業

愛媛県 有限会社つじうち 5500002004464 使用済羽毛布団の売買と睡眠関連曲の配信販売でＳＤＧｓ推進事業

愛媛県 ドイツハウス － 時代と環境変化に対応しマーケットを選べる移動販売事業

愛媛県 株式会社Ｌｅｔ’ｓ 8500001020864 在宅向け移動弁当事業の開始とネットショップ開設

愛媛県 ＣＬＵＢ　ＢＩＢＲＯＳ － 無観客ライブ配信による新たなイベントの開始

愛媛県 岩佐整骨院 － オンラインサービスを活用した販路開拓と既存顧客のサービス向上

愛媛県 有限会社伊予マリン 4500002009729 対面・非対面の両立アプローチと内製化でお客様に安心を贈る

愛媛県 椿のおもてなし － 坂の上の雲をイメージした商品開発とネット販売による販路開拓

愛媛県 よつば屋本町店 － 炭火焼鳥弁当のテイクアウトの為の設備変更による新規顧客獲得

愛媛県 安永広告株式会社 3500001004178 クリニック向けのホームページ開設とオンライン受注体制の構築

愛媛県 フロアアルプ － 自家製チョコレートを使った商品のテイクアウトでの販売の促進

愛媛県 愛媛合同物流株式会社 1500001005426 受注を取り逃がなさい為のトラック事業社のホームページ活用戦略

愛媛県 株式会社瀬戸内ブランディング 3500001016173 既存事業を活用した自店舗での小売業とネット販売の開始

愛媛県 株式会社ウィルビー 6500001008655 キッチンカーを購入し、「うどん等」の移動販売に取り組む。

愛媛県 Ｒｅｌａｘ　Ｔｉｍｅ　ＣＯＣＯＲＯ － 顧客・同業者向けオンライン指導を普及するためのホームページ作成

愛媛県 グランダ　グローボ － ＷＥＢ会議システムを使ったワイン講座の開設と周知活動

愛媛県 株式会社シンプル 8500001007481 オンライン無料相談を通じてデザイン顧問契約の新たな顧客獲得

愛媛県 レストランＷＡＫＵＳＥＩ － テイクアウト・顧客満足度向上のための設備導入

愛媛県 株式会社プリプリ 8500001006756 ３密を避けた非接触撮影と、リモート接客へのチャレンジ

愛媛県 しまのテーブルごごしま － 校庭を活用した島カフェ整備計画

愛媛県 ６３館 － オンライン英語講座開始と集客のためのホームページ新規作成

愛媛県 有限会社ひめや 1500002005573 「巣ごもり需要や在宅ワークでの需要を今こそ狙う」

愛媛県 Ｗｉｎｇｓえいご教室 － 『ＡＩを駆使し、オーガニック栽培を通じたロボット工学の学びプログラム』

愛媛県 ファーレ．ファーマーズ．ジャパン － オンラインを活用した営業活動や取引先へのフォロー

愛媛県 有限会社ナオショウ 4500002004878 ネット販売強化のため、ＷＥＢサイト改修と宣伝対策

愛媛県 合同会社ＥＩＳ 4500003002336 次世代オンライン能力評価型マッチングサイト構築事業

愛媛県 有限会社ＬＣＧ 5500002010033 お取り寄せで四国松山のお土産菓子を楽しもう

愛媛県 株式会社エンゼル 5500001010926 患者数増加拡大のため　ドライブスルー・郵送・宅配事業への期待

愛媛県 有限会社杉野機械産業 2500002003659 『三密を避けた経営環境と営業体制の構築』

愛媛県 株式会社フィール 1500000107355 オンライン研修とインターネット婚活の実施による販路拡大へ

愛媛県 ファーイーストフードサービス株式会社 7500001017705 タッチパネル方式レジ導入による非対面接客の強化とサービス向上

5 / 10 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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愛媛県 株式会社豊田工務店 5500001021312 ＨＰ開設による非対面見積り機能及び３６０°内覧システムの導入

愛媛県 有限会社立花仏壇店 9500002022875 来店時と変わらない商品情報を提供できるネット販売の構築

愛媛県 有限会社土居真珠 7500002024213 密を避ける撮影機材導入と商品の魅力アップでネット販売強化

愛媛県 有限会社エヌ・スタイル 9500002024194 【事業名】内製化によるコロナ対策

愛媛県 石焼ホルモン　そら － テイクアウト用キッチンカーの導入による新たな需要獲得事業

愛媛県 ｉｃｃｙｏ － 今治産「だいだい」を使用した自家製手作りポン酢のネット販売事業

愛媛県 株式会社国際観光美賀登 7500001011550 自動販売機を用いた非対面型ビジネスモデルへの転換

愛媛県 太伸産業株式会社 500001011841 真空保存による生麺の販売。

愛媛県 クラブ　シーサイド － ＩＴを活用したオーダーシステム導入による感染対策の強化

愛媛県 株式会社メイクス 5500001022293 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛媛県 有限会社リフォームセンター 3500002019398 仕上げ作業の内製化による服飾リフォーム＆リメイク技術の強化

愛媛県 野の草設計室 － 伝統技術と地場産業を活かした商品開発とＥＣサイト販路開拓

愛媛県 野の草いのちの台所 － 料理教室オリジナル展開事業へ向けてのブランディングと販路開拓

愛媛県 笑屋 － 移動販売車と宣伝広告で、売上回復と商圏拡大を図る！

愛媛県 寿司割烹なわぶね － 店舗アプリと真空包装機の導入による顧客との関係性の深化

愛媛県 株式会社サンアイ東予工場 5500001018837 愛媛県産食肉を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛媛県 地域発信プロジェクト － 【リモート環境による非対面コンサル及びＷＥＢ広告】

愛媛県 小林建工 － リモート見学及びＷＥＢ広告での集客

愛媛県 ジャザサイズ － オンラインでのフィットネスクラス実施による新規入会の開拓

愛媛県 有限会社鳥津蒲鉾店 9500002013404 今までの顧客管理と新規の顧客の獲得と囲い込み

愛媛県 ビーコシーフード株式会社 8500001019015 「コロナに負けるな！漁協と取り組む産直レストラン事業」

愛媛県 株式会社別子飴本舗 6500001010280 自社製カレーパンのドライブスルー販売

愛媛県 有限会社美容室まゆみ 1500002015713 オートドライヤー非対面型施術及び安心・安全なサロンづくり

愛媛県 桧垣スレート株式会社 8500001010246 顧客の新規開拓～従来の建築業者から一般消費者へ比重転換

愛媛県 炭火焼鳥一代め － 宅飲み応援！本格炭火焼鳥のデリバリーサービス

愛媛県 有限会社次郎長ずし 6500002021129 設備改善による衛生面向上と通販による売上アップを図る事業

愛媛県 アヅマ内装株式会社 7500001021038 ＨＰを活用したオーダーカーテンの宣伝と非対面提案の実現

愛媛県 株式会社焼肉風来坊 5500001016568 高品質和牛を使った焼肉重のＰＲとＷＥＢ注文スタイルの確立

愛媛県 株式会社メガネショップかわのえ 4500001016445 ＥＣサイト開設による非対面ビジネスの強化

愛媛県 合同会社８８ 4500003002311 テイクアウト事業の認知度向上による接触回数削減のための取組み

愛媛県 株式会社いしづ 1500001016456 セルフレジ導入による安心会計で来店数アップと新規顧客獲得

愛媛県 大西屋クリーニング店 － 和服クリーニング内製化で利益率アップと販路拡大、差別化を図る

愛媛県 株式会社桧垣スレート西条 2500001009095 ドローンを使った新たな営業展開の構築事業
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愛媛県 株式会社アン・クレア 2500001008865 自社オリジナル商品の開発と全国展開に向けたネット販売の開始

愛媛県 環境資材株式会社 8500001010502 活性アルミナを活用した生活用品の開発と非対面型販売の構築

愛媛県 ザ・ごはんやさん有限会社 2500002015415 テイクアウト強化・新鮮食材アピール看板による販路開拓！

愛媛県 有限会社タナカソーイング 1500002015399 マスク等新たな需要に対応するための“ヘム縫い”作業の内製化事業

愛媛県 株式会社マミーハウス 7500001027833 オンライン施策強化による、新築・リフォーム需要への非対面対応

愛媛県 株式会社ＡＭＳ 8500001016689 ウェブセミナー・インターネットライブ配信サポート代行事業開始

愛媛県 株式会社富士工務店 5000010212279 コロナウイルスに負けない環境住宅の提案

愛媛県 ひらのや製造本舗 － 新たな顧客獲得と売上拡大のためのオンラインショップ展開事業

愛媛県 有限会社中川食品 2500002011802 ネットで既存商品と地元特産品しぐれや特産品を販売して売上拡大

愛媛県 有限会社ネイル・チック 7500002010683
ネイルスクールの全国展開を図るためのネット経由の講座配信とネット通販の
開始

愛媛県 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅｋａｒｉｙｕ － 仕切り設置とケアドライ導入で感染防止集客と生産性上げ増収実現

愛媛県 株式会社万寿 8500001017794 いつでもおいしい中華をご家庭で！ステイホームで楽しむ中華料理

愛媛県 ＣＯＰＥＬ － 愛媛県産　あかね和牛に特化した商品開発及び、業態転換

愛媛県 有限会社幸楽 8500002002721 全自動炊飯器による大量注文に対応する環境づくり

愛媛県 快適生活アメニティＲ － オンラインセミナーと通販により新規顧客獲得し売上増加を図る

愛媛県 ＢＡＬＢＯＮＥ － ネットを通じた当店人気商品などの販路拡大と新規顧客獲得

愛媛県 株式会社デイドリーム 4500001017815 テイクアウト用メニューの開発と焼肉用商材をデリバリーでお届け

愛媛県 まめ楽 － 豆腐関連商品のＥＣ販売にむけた商品開発、増産の為の環境整備

愛媛県 有限会社ｉ‐ｒｏｓｅ 3500002009325 「初心者向けに強化した販売促進および店舗の改装」

愛媛県 うどんの多磨屋 － 職人が作る本格うどんセットを家庭の食卓に

愛媛県 合資会社吉井鮮魚 7500003000072 業務用真空パック・冷凍保存による作業効率化と新たな販路の拡大

愛媛県 株式会社Ａｍｍ’ｓ 3500001018871 美顔新メニューの開発と定額（サブスク）セルフ美顔エステの開始

愛媛県 ＣＡＣＣＩＡ － オンライン・ネットを活用したテイクアウト等フード事業の強化

愛媛県 椿学習塾 － オンライン授業の提供と、安心して学習できる環境作りのアピール

愛媛県 ハングアウト・ランゲージ・スクール － オンラインを活用した新規顧客獲得と英語を身近に感じる環境提供

愛媛県 株式会社あひるのみずかき 2500001020399 非対面型サービスの提供による安全・安心な営業モデルの構築

愛媛県 株式会社ｉｎｖｅｒｔ 3500001017337 老舗焼肉屋がコロナ過以降、生き残るための収益複数化への取組み

愛媛県 ＬＡＢ　ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 3500001020704 住宅産業における革新的な非接触型の集客・商談サービス

愛媛県 株式会社Ｃａｎｄｙ　Ｂｏｘ　ｃｏ． 1500001019194 愛媛産牛肉を活用した新商品開発及びネットを通じた新規顧客獲得

愛媛県 Ｂｒｉｄａｌ　ｓａｌｏｎ　Ｒｉｎｄａ － ＬＩＮＥを活用したオンライン窓口業務とｗｅｂサイト構築

愛媛県 チャマル合同会社 7500003002192 急速冷凍機の導入と冷凍本格インドカレーのＥＣ販売、および卸売販路開拓

愛媛県 五十一番食堂 － ドローンで新しい撮影・点検とＷＥＢページの活用

愛媛県 Ｐａｓｔｅｌ　Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ　ＯＡＳＩＳ － オンラインを活用した非対面事業構築と既存・新規顧客獲得
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愛媛県 整骨院かわぐち元氣堂 － 免疫力向上の新メニューと、セルフサービスによる接触時間の減少

愛媛県 株式会社オノダ 2500001001151 オリジナル消臭壁紙の開発及び販路開拓

愛媛県 日本料理徳永 － 新規事業の宣伝費、衛生管理に必要機器投資、新規顧客獲得

愛媛県 濱商株式会社 3500001003353 ＶＲやドローン映像を利用した新しい不動産物件案内

愛媛県 株式会社ダイムワン 9500001015211 オンラインでの営業とオンラインサイトでの販路拡大

愛媛県 クリーニングプロＩｚａｗａ － 非対面クリーニング受け渡しによる安心安全の提供・新規販路開拓

愛媛県 道後まどんな － オンライン予約システム導入とｗｅｂページ制作および店舗改装

愛媛県 株式会社プロディング 7500001006600 ＺＯＯＭでの非対面営業導入と店舗改装

愛媛県 一誠ミート － ＢｔｏＣ、個人様へのメニュー開発、オンライン活用ＰＲ事業

愛媛県 コッコロミュージック － 音源・楽譜販売サイト構築と遠隔コンサートＰＶ制作

愛媛県 ＮＡＶＹ　ＢＡＧＥＬＳ － 出入口の改善と新ショーケースの導入による感染症対策

愛媛県 有限会社ＨＯＴＬＡＰ 6500002009925 自社サイトを再構築しネット販売の売り上げ向上を図る

愛媛県 濱田農園 － ＥＣサイトによる販売力強化と受注管理・フォロー体制の構築

愛媛県 ＳＴＡＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ － ＢＩＭ・ＶＲによる設計工程の詳細化とプレゼンでの勝率向上

愛媛県 株式会社工房織座 4500001013905 室内で楽しめるアイテム（ブランド）を開発し、新規顧客の獲得

愛媛県 サンリバブル － ホームページリニューアルによる非対面型インバウンド集客事業

愛媛県 さわこのヨガ － ヨガアカデミー心和（ＫＯＫＯＷＡ）

愛媛県 いーよプリン株式会社 4500001021734 プリンの発送による新たな販路開拓とそのシステム構築

愛媛県 富屋インターナショナル株式会社 9500001021589 「自然に感謝」をテーマとしたＥＣサイト構築および商品開発

愛媛県 株式会社テイクワン 7500001011963 県産材、郷土料理を活用した新商品の開発及びネットを通じた販売

愛媛県 イトーレーター松山 － ＨＰを活かしたセルフケアの仕組み作りによる新規顧客の獲得

愛媛県 ヨーヨーキッチン！ － 「こだわり！特製ドレッシングの製造と非対面販売の強化」

愛媛県 おいなはれ松山店 － 安心・安全！ＷＩＴＨコロナ対応店舗作りで選ばれるお店に！

愛媛県 株式会社Ｐｏｒｔｅ 1500001019962 非対面接客モデルの導入および広告用ランディングページ作成

愛媛県 株式会社インプロメック 4500001018499 自社サイト強化と遠隔サービス構築でウイズコロナを乗り越える

愛媛県 若葉寿司 － テイクアウト数の増加に対応する設備導入。コロナからの再出発。

高知県 リラクゼーションサロンラウリマ － 「オンライン健康指導」による心と体のメンテナンスサポート

高知県 ＨＯＮＥＹ． － リモート接客体制整備と店内改装・広報および専用ＨＰの作成

高知県 ｃｏｃｏｔｔｅ－ｃｏｃｏ － ＨＰ制作とＥＣ販売および新型ミシン導入による業務効率化

高知県 株式会社はらみ 8490001001866 自社ＥＣサイトによる小型船舶免許申請のオンライン化

高知県 アルパカワークス － テイクアウト・デリバリー販売の広報と設備導入による業務効率化

高知県 ｔｏｎｅ － テイクアウト実施にかかる冷蔵・冷凍設備の導入

高知県 株式会社ＣＫＭ 6490001003583 クリーニングサービスの非対面化と新規顧客のための販売促進
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高知県 整筋経骨リンパ研究所ａｉｎｏａｋｕｋｋａ － 心と体を整える技術を学ぶ整筋経骨リンパ通信教育講座

高知県 株式会社穂寿美 6490001004680 コロナ禍に打ち勝つためのテイクアウト拡大事業

高知県 株式会社あおき 6490001008509 テイクアウト強化とバリアフリー化、ホームページによる販促

高知県 有限会社旭自動車工業 7490002000174 車業界の新しい生活様式への対応とサポカーの車検へ設備投資

高知県 有限会社泉家 8490002000446 コロナ禍でも、当社の味をお家で味わってもらうための商品開発

高知県 株式会社菊寿司 5490001000417 宅配寿しへの本格参入

高知県 ｅｃｏｃｃａ － ＳＮＳ映えするテイクアウト商品の開発による販路開拓事業

高知県 ＡＵＸＢＯＮＳＢＲＵＩＴＳ！ － エスプレッソマシン導入によるテイクアウトと顧客満足度の向上

高知県 ＫｈｏｎａｎＧｏｓｐｅｌ － 新レッスンと独自教材により顧客の維持獲得と利益向上を目指す

高知県 有限会社華珍園 2490002002092 老舗中華料理店が取り組むテイクアウト・総菜事業の強化

高知県 ＳＡＮＲＯＫＵ　ＣＯＦＦＥＥ － テイクアウト販売専用の窓口設置および内装工事

高知県 有限会社どん 3490002003569 テイクアウト強化による収益確保。感染対策を徹底した店舗周知。

高知県 まるふく農園 － オンライン販売開始とテイクアウト販売体制の整備による販路開拓

高知県 有限会社アルファ 6490002008219 エスプーマを使用した新感覚かき氷のテイクアウトでの提供

高知県 有限会社タナカカツノリ商事 3490002003271 競合に先立った、新しい生活様式に準じた店舗づくりの実現

高知県 有限会社ヴェールヴェール 8490002006121 高知県特産品を使用したお菓子のネット販売および販路開拓事業

高知県 有限会社森木翠香園 9490002005221 店舗移転と改装によるテイクアウトメニュー実施

高知県 株式会社カダ屋シード 6490001000408 農業園芸と家庭菜園でコロナ自粛生活を豊かにする種苗の通販開始

高知県 株式会社菊屋商店 3490001000419 自社ホームページ作成と商品開発による県外観光客へのＥＣ販売強化

高知県 食屋雅 － テイクアウトとネット販売でのコロナ禍における外食自粛対策

高知県 株式会社シネマ四国 1490001008769 自立式バルーンスクリーンを使ったドライブインシアターの展開

高知県 Ｋａｐｐａイタリア語文化教室 － ＷＥＢレッスン開始で生徒の維持と新たな地域・年齢層を獲得

高知県 タカハマ整骨院 － 顧客離れ防止と満足度向上のためのオンライン健康指導

高知県 合同会社とまり木 4490003001406 無人チェックイン・無人物販システム導入により利益率向上を図る

高知県 くろＭａｒｕ － コロナ禍を乗り越えるためのビジネスモデルの転換による販路開拓

高知県 有限会社藤井装身具 2490002004477 自社ＥＣサイトを活用したＷｉｔｈコロナ社会における販路開拓事業

高知県 株式会社オフィスアプリシエイト 6490002007476 アフターコロナに対応するためのテイクアウト・宅配事業の開始

高知県 株式会社ビッグウエスト 3490001008560 自宅で手軽にお店の味を　焼肉セットのテイクアウト販売事業

高知県 有限会社マンジェササ 7490002006155 ホームページからの受注・配送サービスの開始

高知県 Ｗｏｒｋｔｈ － 「理学療法士によるオンラインヘルスケア」

高知県 インソール＆フットケア　あしすと － ネット販売のためのオリジナルインソールの開発

高知県 ｃｏｃｃｏｌｏ － 当店自慢手打ちパスタ等の小売販売を実施

高知県 ｃｅｌｕｋ － 新型コロナウイルスを乗り切るぞう！テイクアウト販売強化計画
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高知県 きよみ商店 － 夫婦でお酒を楽しんでもらえるおつまみの開発及びＨＰでの販売

高知県 匠自動車 － 自動車ボディの保護サービス開発及びＨＰ活用による販路開拓

高知県 ｗａｎ　ｌｉｆｅ － 「ＷＥＢ上での提案型商談会の実施およびＥＣ取引の強化」

高知県 Ｂｅｅ － 「旅行気分を味わえるオリジナル商品の開発とネット通販の実施」

高知県 有限会社山崎鮮魚問屋 1490002008594 「自社オリジナル商品の開発とインターネット通販の実施」

高知県 四万十ぶしゅかん屋 － 幻の果実ぶしゅかんの物産店・飲食店ターゲットにした販路開拓

高知県 土佐備長炭一ｉｃｈｉ － コロナ禍を生き延びるための商品開発と品質保持のための環境整備

高知県 特定非営利活動法人まちづくり須崎 8490005004312 地域商社と連携した新商品の開発とＷＥＢ販売事業の開始

高知県 株式会社宿毛建材 4490001009137 バーチャル体験からアフターコロナを見据えた新たなリアル体験の実現

高知県 金次郎 － アフターコロナを見据えた、新商品の生産体制強化及び新販路の開拓

高知県 居酒屋八坂 － 非対面型販路開拓への挑戦＆アフターコロナを見据えた設備投資

高知県 有限会社ホテル足摺園 7490002008787 コロナ収束後の台湾観光客向けＰＲにより新規顧客獲得

高知県 Ｔａｉｊｕ － 新たな生活様式を踏まえたＥＣサイト向け産地発新商品開発

高知県 土佐さくら屋 － 直接販売の売上に替わるインターネット販売の強化事業

高知県 カフェレスト花時茶 － 軽食およびコーヒー等のテイクアウト実施

高知県 伊尾木ステーションゲストハウス － 地域資源に拠るニューノーマル下の新ゲストハウス再建事業

高知県 株式会社まこと 7490001004399 自社ＥＣサイトの強化！ＳＮＳ活用で新規顧客獲得！

高知県 おいなはれ　高知店 － 販路拡大！自慢の天むすと手羽先を全国のお客様へ！

高知県 有限会社セイ・インターナショナル 4490002006298 ジュエリー商品の販路開拓のためのホームページとＥＣサイトの構築
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