
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

青森県 Ｏｍｉｔ　Ｄｅｓｉｇｎ － ハイクオリティライブ配信による非対面型ビジネスへの転換と発信

青森県 株式会社弘前物産パルシー 9420001009436 インバウンドなき「Ｗｉｔｈコロナ」時代に対応した土産物品店

青森県 ブンダー企画事務所 － オンライン配信代行、運営事業

青森県 高岡の森古民家カフェ山の子 － 顧客ニーズ対応によるテイクアウト販路拡大と店内環境整備事業

青森県 ＡＵＢＥ　ＲＡＢＢＩ － 三密を防ぐ美容室半個室化と、ＨＰでの物販・訪問美容のＰＲ≫

青森県 株式会社百姓堂本舗 6420001013135 ＨＰ強化による非対面でのりんごの魅力伝承とシードルの売上拡大

青森県 ｌｉｎｋ株式会社 9420001016655 店頭ではなく、スマホでＢｅｆｏｒｅ／Ａｆｔｅｒを提案

青森県 居酒屋小判 － 簡単調理のテイクアウト商品開発とアフターコロナ対応環境整備

青森県 琉球リラクゼーションティンガーラ － 新メニュー開発と感染症対策で、不況に負けない新規顧客の開拓。

青森県 有限会社静岡屋 1420002007363 新商品開発及び販路拡大による盤石な経営基盤構築事業

青森県 株式会社いわや 6420001015981 コロナに負けない販路拡大と「３つの密」を防ぐ取組

青森県 ラ・メゾン　ポデタン － 新業態へのチャレンジ！フランスの味を安心して食べられる家庭で

青森県 株式会社八戸マリン商会 9420001006474 ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスへの転換及び販路開拓事業

青森県 ダンススタジオ　ワンムーブ － スタジオ業務のオンライン化とダンスウェアのＥＣサイト販売

青森県 Ｙｕｆｌａ － オンラインサービス導入による非対面型ビジネスモデルへの参入

青森県 Ｖｉｅｌｂａ － ネットショップを利用した青森県の恵みを販売

青森県 Ｆｅｓｔａ － テイクアウト事業強化の準備とソーシャルディスタンス確保

青森県 株式会社ロック宅建事務所 5420001010042 ネットとリアルの相乗効果で新規顧客を開拓し事業の多角化を図る

青森県 麺や　つかさ － 「麺やつかさ」のインターネット販売事業

青森県 株式会社オダギリオート 3420001008617 自社更新を可能とするホームページの大規模リニューアル事業

青森県 宮川歯科技工所 － ホームページ作成による非対面ビジネスへの転換と販路開拓事業

青森県 有限会社眞心堂 6420002020155 会食の原点回帰と想い出共有システムによる非対面新ビジネス

青森県 むつドライブイン － 非対面型テイクアウト専門店新設と販促活動による売上回復事業

青森県 味な焼肉南大門 － 新型ロースターを使った焼肉屋さんのテイクアウト強化事業

青森県 ダイニングバーＯＫＥＹＤＯＫＥＹ － 新オーブン導入による新メニュー開発と新しい宴会スタイル

青森県 北村園 － 北村園はまっすぐに品質本位！非対面型販売で新規顧客獲得。

青森県 有限会社キクヤ 4420002006734 昭和、平成、令和と三世代に愛されるキクヤ食堂を次世代へ。

青森県 岩木山ラジコン空港株式会社 9420001015624 国産農業用ドローンの開発及び組立によるサプライチェーン毀損への対応

青森県 Ｇｒａｎｄ　ｊｅｔｅ － 『まつげカール専用個室』から動画講座を配信

青森県 有限会社大湯石材店 8420002012968 自社ホームページの全面リニューアルによる売上向上

青森県 株式会社ハウスアップ青森 5420003001139 Ｗｅｂシステム導入による移動時間削減と顧客満足度向上

青森県 クレイジーメッシュ － デザイン力を活用したワンストップサービスの強化

青森県 ミリオン株式会社 2420001002059 地元の地域資源を活用した通信販売用の新商品開発と販路開拓

※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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青森県 株式会社ハウスアップ 420001007910 Ｗｅｂシステム導入による経費・時間削減と顧客満足度向上

青森県 らくらすＤＥＳＩＧＮ － 非対面型のサービスシステム構築及び環境整備

青森県 株式会社八重なり 8420001014791 青森県弘前市の食と文化をコロナから守ろうプロジェクト

青森県 株式会社あおい不動産 2420001004682 非対面型ＷＥＢ接客サービスのシステム構築事業

青森県 株式会社みらい保険センター 4420001012733 既存の訪問営業に頼らない動画配信を活用した非対面型集客の確立

青森県 無垢のき不動産合同会社 420003001339 ３６０　カメラ等のＩＴ導入でリフォーム見込み客の新規獲得

青森県 株式会社ＤＲＩＶＥＮ 2420001016389 自動車の出張タイヤ交換、シートクリーニング、抗菌除菌事業

青森県 株式会社たなか銘産 7420001009215 ＥＣサイトを主体とした新たな販路開拓に関する事業

青森県 株式会社フジイ 5420001014919 ＤＩＹのコンシェルジュ　ウィズコロナ時代こそフジイへ

岩手県 有限会社吉清水商店 7400002005573 テイクアウトおよび宅配専用商品の開発・販路開拓

岩手県 アリス有限会社 5400002000507 セミオーダーのオーガニックカーテンＥＣ販売で新規顧客を獲得

岩手県 株式会社盛岡ＣｌｕｂＣｈａｎｇｅ 3400001004386 ライブハウス会場を使った新たな映像配信サービスの展開

岩手県 やわらぎ整骨院 － オンラインカウンセリング導入による新規顧客の開拓事業

岩手県 合同会社福々舎 8400003002549 非対面ビジネスモデルへの転換とオンライン起業スクールの実施

岩手県 株式会社ヴィーナス商事 2400001010055 非対面型ドレス販売、ソーシャルディスタンスレッスン事業

岩手県 ＭＯＧＵＭＯＧＵキッチン － 食の安心・安全を可能にできるキッチンカー転換事業

岩手県 株式会社ファッションセンター盛岡 8400001001346 双方向コミュニケーションを意識したＥＣサイト構築事業

岩手県 ＬＯＰＰＩＳ１５３ － 自宅で選ぶ北欧ヴィンテージ　ウェブショップで新規顧客獲得

岩手県 ＢＯＵＮＤ　ＣＯＦＦＥＥ － コーヒーバック開発による新規顧客獲得と非対面型販売の強化

岩手県 株式会社ＩＮＴＡＣＥ 4400001014962 非対面型営業の実現に向けた投資による売上拡大・販路開拓事業

岩手県 みんなのクッキングレッスン － オンライン料理教室と新商品開発のネットを通じた新規顧客獲得

岩手県 株式会社山一本店 7400501000550 オンライン営業・販売並びにテレワーク環境の整備による売上向上

岩手県 有限会社梅茂登本店 2400502000109 感染症対策を契機とした販売力強化事業

岩手県 株式会社セイコウ 9400501000862 オンラインセミナーとＷｅｂ広告による非対面型営業への転換

岩手県 大林製菓株式会社 2400001014675 ブランドサイト構築による販路開拓と非対面型商談への転換

岩手県 宴 － 懐石弁当の配達とケータリングでコロナ禍を乗り越える

岩手県 有限会社工藤ガラス 3400002010912 移動展示車・ホームページ等を活用した効果的な非接触型営業への転換

岩手県 ＡＺＩＴＯ － コロナ禍を糧に経営基盤強化　テイクアウト＆草刈活動で売上ＵＰ

岩手県 つちや本舗 － 新商品の導入、新規販売チャネルの開発による売上回復事業

岩手県 株式会社ＨｏｕｓｅＰｒｏ． 4400001009194 コロナ禍に適応したオンライン合同住宅見学会による販路開拓

岩手県 ラドゥージエム － ファミリー層をターゲットとしたデリバリー事業への参入

岩手県 シュシュ・ムー － シュシュ・ムーセレクトをオンラインであなたに届けます

岩手県 ＳＵＧＡＲＴＩＭＥ － 「オンリーワンなオンラインレッスンでココロもカラだもオドル」
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岩手県 ＢＬＵＥ　ＣＯＲＮ － フードトレーラーによる衛生的なテイクアウト営業の実施

岩手県 有限会社萬屋 1402702000450 新商品「おそば屋さんの三陸おでん」開発による中食市場への進出

岩手県 株式会社オフィスＣＯＥＵＲ 2400001008215 ＥＣサイト強化と「中食」需要の取込みで物品販売増加を図る

岩手県 わかば町はり灸接骨院 － 鍼灸を活かしたオンラインカウンセリングによるセルフケア事業

岩手県 株式会社鈴徳 7400001002015 テイクアウトとデリバリーと通販による業態転換で新規顧客獲得

岩手県 有限会社マルカツ水産 5402702000653 店内の衛生環境整備と保存性の高いテイクアウト商品の開発

岩手県 吉田銘茶株式会社 2400001001707 当社事業を最大限生かしたＥＣサイト開設による販路拡大

岩手県 ｊａｓｍｉｎｅ － セルフエステの導入によるコロナ対策及び販路拡大

岩手県 合同会社ＬＯＣＯＣＬＡＮ 6400003002113 オンラインでのセミナー・レッスン開催事業

岩手県 婚活支援サービス恋の予感 － 婚活支援サービスのオンライン化で新規顧客獲得へ

岩手県 マルチポケット － オンライン商談とクラウドファンディングで国内支援者に販売

岩手県 Ｒｉｓｅ　Ａｒｔ株式会社 5400001013179 非対面型のデジタル印象による歯冠物の製造

岩手県 株式会社Ｉ・Ｍ・Ｄワークス 7400001009745 花巻の美味しいりんごをネット販売し新たな顧客獲得と売上増大

岩手県 ＣａｆｅＪｏｕｒｎａｌ － 『冷凍スコーンでお家カフェ　持ち帰り強化で別の収入源を確保！』

宮城県 Ｅｘｐｅｒｔｓ＆ｔｒｕｓｔ株式会社 7370001044754 非対面型蓄電池オンラインセールスプログラム

宮城県 合同会社ホリデイズ 2370003003952 自社ＥＣサイト開発による顧客、リピーターの囲い込み

宮城県 株式会社メディアパレット 1370001014515 インターネットにおける動画配信及び動画制作販路拡大事業

宮城県 株式会社佳乃 2370001045179 和食店の大将が本気で創った宅飲み用おつまみの商品開発

宮城県 株式会社東北情報技術戦略研究機構 3370001011997 オンライン等新しいビジネス様式に対応した施設による売上の改善

宮城県 ｏｐｕｓ － ・リモートカウンセリング導入による新しいサロンの構築

宮城県 株式会社ｍｏｒｉ 6370001023882 オリジナルの大人気ピザを通販とテイクアウトでご自宅へ！

宮城県 工芸株式会社 4370001022060 地元工務店のＩＣＴを活用したＷｉｔｈコロナ戦略

宮城県 合同会社いいまーる 7370003004095 ビジネスマンの健康と時間を支える。日替り宅配弁当事業

宮城県 ＴＷＹ合同会社 5370003003842 オンラインによるリスクマネジメント教育システムの整備

宮城県 株式会社ムツミヤ 5370001010543 手芸を通して新たなライフスタイルをＷＥＢで提案

宮城県 健幸整骨院 － オンライン診療による遠隔治療と指導並びに物販による販路開拓

宮城県 株式会社鹿禄 4370001042967 個人レッスンへの転換とオンラインレッスン対応による販路開拓

宮城県 仙臺餃子かんじ － テイクアウトサービス等の提供並びにＥＣサイトによる販路拡大

宮城県 芭蕉の辻パートナーズ株式会社 9370001031486 屋外施設の設置による飲食部門売上の確保と温泉利用アプローチ

宮城県 有限会社杜栄印刷 8370002008162 コロナに勝つ小規模印刷屋の封筒特化ＥＣサイト開設

宮城県 屋号：Ａｍａｎｏｇａｗａ － 「カフェ併設のコワーキングスペース事業」

宮城県 加圧メンテナンスラボ仙台 － 新デバイスを利用したオンラインスクールによる新規顧客の獲得

宮城県 クロスイン株式会社 9370001020670 感染の心配がない個室設置による触合いサービスの提供
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宮城県 － コロナ感染対策による安心安全な店づくり・販路拡大戦略

宮城県 株式会社Ｙ２Ｍ．ｆａｍｉｌｙｓ 8370001015382 元祖仙台辛味噌ラーメンのカップラーメン開発による全国発信

宮城県 ＡＧＡＴＥ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＩＮＧ － 対面型からオンラインに転換したトレーニング導入による販路拡大

宮城県 ＤＡＭＯＫａｆｆｅｅＨａｕｓ － 価値ある非対面販売を実現！生産性強化・新たな販路拡大への挑戦

宮城県 株式会社トラベルｅ旅．ｃｏｍ 7370001015128 手軽に海外旅行気分を楽しんでいただく、オンラインツアー。

宮城県 オレンジツリー － ♪夜明けぜよ！新時代のＴＡＫＥ　ＯＵＴ　ＬＩＦＥ♪提案事業

宮城県 株式会社バーテックス 9370001041345 ＰＯＳレジ導入による非対面接客と集客回復・業務効率化事業

宮城県 ｃａｆｅえにしえ － 認知度ＵＰに繋がるオリジナル商品の開発と非対面型サービス確立

宮城県 有限会社及川典郎洋菓子店 3370002002509 製造設備導入による「好きです仙台」の製造量と販売数の増加計画

宮城県 Ｍｉｌｌｉｓ　ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ － コロナに負けず、臨機応変に店を変化させるプロジェクト

宮城県 石原　秀太朗 － 直接募集方法の導入による入居希望者を呼び込む取り組み

宮城県 はたけ山 － テイクアウトと店舗営業の両立

宮城県 みちのくエンタテインメント有限会社 9370002018961 みちのく発！徳島ラーメンを全国のプロレスファンへ

宮城県 ドラゴンプレス株式会社 9370001040347 ゲスト参加型、フォトスタジオを使ったリモートウェディング事業

宮城県 有限会社ビリオンコーポレーション 5370002018271 テイクアウト、宅配用の新商品開発と非対面販売チャネルの構築

宮城県 株式会社ピエス・モンテ 9370001016818 販路開拓のためのホームページ制作とＷｅｂ広告の運用

宮城県 一番町ギター － 一番町ギターオリジナルブランドのギター開発と、ＥＣ販売

宮城県 株式会社光 9370001018153 非対面型ジュエリービジネスへの転換

宮城県 ａｍｏ　ｌａ　Ｐｉｚｚａ － コロナ渦で打ち勝つ非対面型ビジネスモデルの構築と強化事業

宮城県 ＥＣＣジュニア上杉２丁目教室 － 対面・非対面レッスン併用による教育サービス向上と新規顧客獲得

宮城県 株式会社Ｂｅａｕｔｙｌａｌａ 2370001041418 セルフエステの先駆者として、ホームページによる集客増

宮城県 東北農場バル － 夜間弁当配達やジビエの肉や料理の通販による販路開拓事業

宮城県 ｃａｆｅ＆ｍａｒｋｅｔくまと文鳥 － テイクアウトの販促と増産・迅速化強化とイートインの感染症対策

宮城県 川田　愛美 － ＳＮＳ映えするオン・オフラインレッスンの環境づくり

宮城県 株式会社ヴォワザン 7370001031422 アフターコロナを見据えた新商品の開発と販路拡大

宮城県 株式会社アトミックス 9370001011991 新たなＩＴ営業を基にしたマーケティングと販路開拓

宮城県 株式会社つばさパートナーズ 5370001021598 円滑な事業承継に向けたオンライン相談と安全な対面環境の整備

宮城県 株式会社アスレ 5370001041118 高度なデータ分析による非対面型トレーニング指導

宮城県 アリエス － 双方向オンラインの美容セルフケアで気持ちアップと免疫アップ

宮城県 株式会社スマイルカンパニー 2370001008706 オリジナルパンケーキ等のデリバリー拡充による販路開拓事業

宮城県 株式会社ラン・ボーテ 6370001043384 地産地消の自社ブランド商品開発とＥＣ販売による販路拡大事業

宮城県 有限会社トリニティ 8370002018119 ＩＴを活用したＷＥＢ授業、教育サービスの提供

宮城県 仙台整体タマハガネ － 衛生面完備した安全・安心な整体提供と販促による新規顧客獲得
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宮城県 ジュエル・ボーテ － エステスクールのオンライン化とＳＮＳを活用した広告宣伝事業

宮城県 トライ － 県内産の玉ねぎを使用した冷凍保存可能なドレッシングの販売事業

宮城県 株式会社フラクタル・クリエイト 8370001042278 新規キッチンカー事業とデリバリー強化による販路開拓事業

宮城県 株式会社アジタス 1370001018219 企業の非対面型ビジネスへの移行に伴う商材開発と販路拡大

宮城県 株式会社クロノドライブ 1370001014556 Ｗｅｂの表示速度改善サービス展開による販路拡大と非対面の強化

宮城県 Ｙ‘ｓグループ － ＥＣサイト及びＨＰ改修による売上増加および新規顧客獲得計画

宮城県 ＳＡＬＵＭＥＲＩＡＣｏｍｅＳｔａ － コロナ禍に負けない、お客様ニーズに応える外販強化策の実行

宮城県 ４０計画 － ４０計画流非対面型ビジネスモデルの実現に向けた店舗の再構築

宮城県 株式会社高山 5370601000522 ミーティングボードでリモートセミナー！ビジネスモデル回復拡大

宮城県 株式会社塩釜菅原園茶舗 5370601000357 街のお茶屋さんの新商品開発・ネットショップ開設事業

宮城県 株式会社直江商店 3370601000623 新たな生活様式を取り込んだカフェ併設蒲鉾店の販路開拓事業

宮城県 お食事処しお彩 － ホームページ開設と屋外テラス席の整備で集客力アップ！

宮城県 有限会社石巻タイヤサービス 2370302000213 出張タイヤ交換による新しい非対面型ビジネスモデルと緊急対応

宮城県 穀雨茶房もも － 台湾デザートの開発によるテイクアウト強化

宮城県 麺屋敷マル翔 － 冷凍ラーメンのインターネット販売

宮城県 有限会社シーウィンドウオフィス 5370502000398 美容室における非接触型接客と効率化で売上回復を図る仕組み

宮城県 ゆう寿司　バイパス店 － 新規ＨＰ予約システム作成によるテイクアウト・出前販売の強化

宮城県 株式会社あかふさ食品 9370501000882 パッケージエアコン新設及び魚焼き換気工事

宮城県 いずみぱん － オンラインショップ開設並びに通販及びデリバリー用新製品の開発

宮城県 株式会社タイホク 8370001043490 新たな道を築く為の販路開拓事業

宮城県 悠々堂　東勝山整骨院 － オンライン相談事業による患者開拓とセルフケア指導

宮城県 有限会社エフピーサポート 370002015020 非対面コンサルティングと非対面集客のためのＨＰリニューアル

宮城県 有限会社村上企画 5370002013792 【お酒を伴う飲食店の効果的な業態転換の提唱】

宮城県 安東産業株式会社 4370001006889 ＳＮＳ（Ｉｎｓｔｇｒａｍ）を介した呼び込みによる、販路開拓

宮城県 食堂＆Ｂａｒびすこ － 【温故知新　横丁文化伝承と新たな横丁ビジネスモデルとの両立】

宮城県 レストラン＆バーバッカス － 【郊外型テイクアウト併設型飲食店舗の確立】

宮城県 株式会社エスペランス 4370001017275 「老舗フレンチ生き残りの為のインターネット販売」事業

宮城県 エスタシオン　バル　ナトリ － 【郊外におけるテイクアウトサービスを提供する洋風バル構築事業】

宮城県 合同会社Ｈｉ－ＳＴＡＮＤＡＲＤ 6370003004071 新鮮こだわりの鶏唐揚げをテイクアウトし、新規顧客の獲得！

宮城県 Ｚａｙｔｏｏｎ － テイクアウト事業サービス拡大に伴う店舗リニューアル

宮城県 Ｃｏｙｅｎ － ＷＥＢサイトを活用したヘアチケット販売と新コンテンツの事業

宮城県 合同会社袖井コーポレーション 3370003003687 自社ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスへの転換

宮城県 有限会社たかはし 7370502000636 和の伝統的薫りを楽しむ新商品の開発とネット・卸の新規顧客獲得
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宮城県 有限会社ＫＹＯＴＡファクトリー 3370002020782 テイクアウト・デリバリー事業導入による売上拡大及び販路開拓

宮城県 一文字書房 － ＨＰとＷＥＢマーケティング強化による販路拡大とオンライン講座の構築

宮城県 株式会社アメニティ・ホクト 6370001001483 地域のクリンネス・感染防止対策事業

宮城県 プラスＣ株式会社 2370001042465 次亜塩素酸ナトリウムを使用した除菌剤の製造とネット販売の実施

宮城県 キラリ社会保険労務士法人 7370005008870 オンラインで対応可能にする相談窓口と新たな労働環境の構築

宮城県 コダマ株式会社 1370001003006 ＥＣサイト新設ならびに紙カタログ改善事業

宮城県 食・酒・笑にこらす － インターネットによる「自家製胡麻豆腐」の販売事業

宮城県 フラメンコスタジオｃｉｎｃｏｐｕｅｎｔｅｓ － ＷＥＢを活用したオンラインサービスの開発による顧客獲得

宮城県 株式会社高館建商 6370001005501 家庭用物置のカラーシミュレーター付き販売システムの構築

宮城県 特定非営利活動法人ボランティアインフォ 3370005003396 非対面型ボランティア説明会の開催とテレワーク環境構築

宮城県 有限会社平地商会 5370002008594 ネットを通じた零細自動車解体業ユーザーへの取組と新規顧客獲得

宮城県 有限会社Ｌ．Ｏ．Ｓ．ＴＲＡＤＩＮＧ 9370002019431 ショールーム増設とオンライン化での卸売事業参入に伴う非対面化

宮城県 株式会社パピリオ 7370001043442 自社ＥＣサイト構築による非対面販売の強化

宮城県 株式会社ＭｅＴａ 8370001045719 オンライン数学克服塾ＭｅＴａのインターネットを通じた広報施策

宮城県 有限会社ケイ・ハーズ 7370302002667 安心・安全な店舗づくりとテイクアウト販売による販路拡大

宮城県 合同会社Ｋフードサービス 2370003004694 特許製法　新食感生パスタの販売

宮城県 ＬｉｆｅＴｈｙｍｅＰｌｕｓ株式会社 3370001022227 オンライン活用を含めた自社ブランド化向上プロジェクト

宮城県 株式会社今 2370501001078 アフターコロナ時代の「動画・オンラインイベント制作」事業

宮城県 株式会社優成堂 4370001042372 ホームページの立ち上げによるマーケティング強化と販路拡大

宮城県 パティスリー＆カフェ　ミティーク － ホームページの強化と自社ＥＣサイト新設のよる売上増強

宮城県 株式会ＮＥコミュニケーションズ 7370001025060 テレアポ・ＦＡＸＤＭを活用しての非対面型顧客開拓

宮城県 ゆうき鍼灸整骨院 － ＷＥＢ相談システムとオンライン集客で新たな顧客獲得

宮城県 株式会社ラフ・アソシエイツ 8370001020655 ホームページを活用した非対面型のイベント及び物販システムの構築

宮城県 ＳＰＩＮｉｉ － ポータルサイト制作によるオンライン交流会

宮城県 株式会社ビークレス 1370001040965 ホームページ制作とオンライン化による非対面型ビジネスへの転換

宮城県
ＫＭＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＴｒａｄｉｎｇａｎｄＣｏｎｓｕｌｔｉ
ｎｇ

－ 海外販路開拓のオンライン化・新たな商談スタイル確立へ

宮城県 株式会社えとふぇ 3370001014298 感染対策万全での店舗運営での売上増加と外販規模の拡大

宮城県 有限会社ケイプランニング 4370002007300
【居酒屋におけるテイクアウトビジネスへの参入および加工販売商品開発事
業】

宮城県 有限会社純クリエイション 6370002011515 稽古場から世界へ！オンラインを活用した舞台創作活動の継続化

宮城県 株式会社山形屋商店 8370305000849 顧客目線の、買いやすいホームページの作成と小ロット商品販売の強化

秋田県 株式会社バイオセラミックス 6410001002106 デジタル機器導入による歯科技工の技術革命！

秋田県 Ｉｎｕｇａｍｉ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓｐａｃｅ　Ｉｃｏｎ － 新型コロナウイルス感染リスクを排除したスポーツジム運営

秋田県 ＲＯＶＥＲ － 「世界にひとつだけの皮製品」オンライン集客強化
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秋田県 からあげゆりや － キッチンカー購入によるからあげ移動販売事業の展開

秋田県 株式会社スパイラル・エー 8410001004612 非対面型販売に向けた設備整備とリモートレジシステムの導入

秋田県 株式会社Ｓｅｅ　Ｖｉｓｉｏｎｓ 9410001003605 テレワーク導入に向けたＷＥＢ会議設備の整備とオフィスの簡略化

秋田県 株式会社吉田工務店 3410001010805 建設業の課題解決と社内の環境整備に向けたテレワーク導入

秋田県 株式会社せん 6410001010447 新事業「あきた舞妓オンラインスクール」ＰＲ

秋田県 有限会社榎食品 3410002000348 非対面ビジネス確立に向けた通信販売とインターネット販売の強化

秋田県 佐藤真デザイン事務所 － アスレジャーアパレルブランドの販売強化に向けたＥＣサイト構築

秋田県 株式会社ビリーヴイン 2410001010847 オンライン研修事業開始のためのホームページリニューアル

秋田県 あたまサロン金星と月 － いつでも気軽にオンラインカウンセリングを通じ頭の悩みを解消

秋田県 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ　ＪＡＰＡＮ 3410001012314 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ！珈琲豆オンライン販売で販路拡大

秋田県 有限会社アンサージャパン 3410002004293 オンラインで販売！ＳＴＯＶＥが提案するオリジナル菓子

秋田県 株式会社ユーランドホテル八橋 3410001002620 「日本酒自販機導入しコロナに負けず秋田の魅力を発信しよう！」

秋田県 株式会社宮城屋蒲鉾店 8410001003894 老舗のかまぼこをお届け！小分け販売で販路拡大

秋田県 竹嶋 － 秋田の旬をお届け！「ほっこり和むテイクアウト」

秋田県 亀谷食品加工場 － ホームページリニューアルによる新規顧客獲得事業

秋田県 合同会社インスパイア 5410003002708 壁面看板による日本酒テイクアウトと混雑状況のお知らせ

秋田県 株式会社ヘバナ 5410001012106 花火を軸としたオンライン観光ガイドツアーと映像販売

秋田県 Ｌａ・ｖｉｅ・Ｂｏｕｔｉｑｕｅ － 新規ＥＣサイトを中心とした非対面販売への転換と新規販路拡大

秋田県 ＷＷｏｒｋハタケヤマ － リフォーム・リノベーションを主体とした事業への転換

山形県 株式会社Ｈａｉｒ　ｗｉｔｈ　Ｗａｔｅｒ 9390001014340 三密を避けたセット面へのレイアウト変更と個室設置改装工事

山形県 山佐工業株式会社 4390001002168 ＣＡＤＣＡＭ導入による短納期・低コスト対応生産で受注拡大

山形県 フラワーショップｊｕｊｕ － 「おうちでアレンジ体験」とし、花材と動画をセットで販売

山形県 株式会社大場広告美術 1390001013176 金属チャンネル文字加工の内製化による売上拡大の実現

山形県 有限会社ふくろ 4390002000006 県産食材を活用した新製品の開発とネットを利用した新規販路開拓

山形県 ビーデザイン事務所 － 自社のホームページを新規開設しオンラインを通じた新規顧客獲得

山形県 山形写真要品株式会社 9390001001941 新様式で変化する出張撮影ビジネスとネットを通じた新規顧客獲得

山形県 有限会社布施弥七京染店 3390002002283 非対面型［着物オンラインサロン］を立上げ広範囲から新規客獲得

山形県 スガイ自動車 － ビデオカメラによる現車確認プロジェクト事業

山形県
株式会社森のリゾート　蔵王温泉みはらし
の宿故郷

4390001005617 他人同士の接触を減らすための貸切風呂の追加

山形県 山菜料理　渓流亭 － キッチンカー導入による売り上げ拡大と新規顧客獲得

山形県 アンドー洋装店 － インターネット活用と新商品開発による販路開拓

山形県 株式会社レリアンス 8390001013079 ホームページ開設で対面販売を減らし、自社受注を増やす営業強化

山形県 株式会社松風屋 9390001001751 『昔なつかしあんどーなつ』の増販体制強化による販路開拓
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山形県 株式会社富岡本店 4390001001277 オンラインレッスンと非対面接客システムの導入

山形県 ｎｉｃｏドーナツ － 大豆ソフトクリームの開発でテイクアウトメニューの充実強化

山形県 竹永絵里 － 新商品開発のための設備導入と非対面型営業宣伝ツールの制作

山形県 蔵王マウンテンクラブロッジ － アウトドアスポーツを安全に楽しむ教室

山形県 江戸寿司 － テイクアウトの拡充と高齢者・観光客に対する店舗の環境整備

山形県 有限会社山形商美社 9390002002781 全国に向けたオンラインショップ『ＩＲＯＤＯＲＩ１２』の開設

山形県 有限会社喰道楽いばら木 390002000857 テイクアウト・デリバリー開始及びインターネット販売の強化

山形県 ランフォワード経営戦略オフィス － オンライン経営相談サービスの販促強化による新規顧客獲得

山形県 株式会社ｍｅａｔ　ｍｅｅｔ － 焼肉セットの持ち帰り販売及び他店への卸販売のための設備導入

山形県 株式会社加藤建築 2390001015790 法人化に伴う販路拡大と、新しい生活様式下での顧客獲得への取組

山形県 中華そば屋馬場 － ＥＣサイト活用で新たな顧客開拓とコロナに負けない仕組み作り！

山形県 株式会社トキワ屋 4390001007720 インターネット販売による販路拡大と自社オリジナル商品の開発

山形県 サンライズ社会保険労務士法人 7390005008241 中小企業に対して助成金活用方法のオンライン提供による販路開拓

山形県 南風酒場Ｊａｈｍｉｎ’ － 移動販売車を活用した販路開拓による新規顧客獲得

山形県 有限会社ＲＹＵ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 390002010559 【「百瀬水産」リキッド冷凍による甘エビ・がさえびのネット販売】

山形県 株式会社Ｆ８ 8390001014523 地元食材を使った新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

山形県 庄内・まいふぁーむ合同会社 5390003001233 自社サイトのネットによる山形県鶴岡産農産物の販路拡大事業

山形県 Ｌａｖｉａ‐ラヴィア‐ － 新型コロナウイルスを考慮したセルフホワイトニング事業

山形県 有限会社登府屋旅館 8390002013177 温泉熱を活用した新商品開発とウィズコロナ対応の仕組みづくり

山形県 行方織物有限会社 4390002013197 ウェブ工場・ウェブ展示会・ウェブ商談のビジネス構築と販路開拓

山形県 株式会社村山商工 4390001010146 ＨＰ開設で新たな顧客の創出販路拡大事業

山形県 たるみ改善小顔サロン花笑み － オンラインダイエットプログラム導入で「自粛太り」を健康的に解消

山形県 有限会社吾妻荘 4390002012496 旅館の味をご自宅へお届け！自社商品開発と自社ＥＣサイト構築

山形県 合資会社一葉 1390003000635 ～おいしさ満足・安心安全～　お家でお取り寄せグルメ！

山形県 亜梨蘭（アリラン） － おうちで身近に楽しむ、本場韓国料理の販売と新規販路拡大事業

山形県 株式会社鈴木酒造店長井蔵 8390001011124 オンラインによるファンづくりとＥＣサイトによる販路開拓

山形県 とんかつ三州屋 － 出前・テイクアウトに対応した冷蔵庫導入による販路拡大

山形県 やきとりくし童 － 新規設備を導入した、新生活様式対応型のサービス提供と店舗作り

山形県 株式会社ヒロ・アーキテック 4390001013603 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換

山形県 ｏｆｆｉｃｅ　Ａｙｕｒａ － ＨＰ改良で集客力強化・レッスンのリモート導入

山形県 トータルサポート株式会社 1390001015131 テレアポ委託による非対面型の営業活動強化、新規販路開拓

山形県 Ｈｏｗｌ　Ｓｏｕｎｄ　Ｄｅｓｉｇｎｓ －
（１）完全オンライン完結型の作曲・編曲・楽曲編集
（２）オリジナルBGM のYoutube チャンネル開設

山形県 ｓｃｕｏｌａ － 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
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山形県 株式会社竹屋旅館 1390001007673 非対面非接触サービス化と動画によるブランド力の強化で販路拡大

山形県 スナックセブン － ＥＣサイト構築による新規販路拡大・店内改装による感染対策

山形県 有限会社ぼくのうち 1390002002418 Ｗｅｂ予約在庫システム導入による新顧客獲得と業務体制改善

山形県 有限会社ケイシュウ 8390002014753 焼肉屋でのテイクアウト販売による新規顧客獲得

山形県 株式会社ＷＡＫＡＺＥ 2010401122464 非対面事業の開始・強化（定期便、甘酒製造）

福島県 ユースゲストハウスＡＴＯＭＡ － 「ＨＰの全面改修とワーケーションへの取り組みによる販路開拓」

福島県 ふくしま屋台村株式会社 8380001001316 非対面販売とソーシャルディスタンス環境づくりによる売上支援

福島県 株式会社仲見世 2380001004291 飲食テナント非対面販売促進による売上支援

福島県 野村不動産有限会社 3380002002706 自家栽培のフルーツジャム等のＥＣ販売促進

福島県 駒田屋本舗 － ＥＣサイトへの参入による「福島の銘菓」売上アップ

福島県 有限会社錦商事 3380002002615 福島の素材を生かした新商品の開発とテイクアウト事業の強化

福島県 ワタヨシ建設株式会社 9380001001851 バーチャルモデルハウスで非対面型販路開拓の構築

福島県 シニアリンク・コミュニケーション株式会社 2380001027283 コロナ渦でも安心！接客付きオンラインお買い物イベント

福島県
特定非営利活動法人ルワンダの教育を考
える会

9380005001022 ルワンダ産コーヒーの月額制サービス導入による新規会員の獲得

福島県 あぶくま塾 － オンライン指導サービス提供による新規顧客獲得

福島県 むろうどん製麺所 － 【市場食堂でのテイクアウト販売開始】

福島県 有限会社レッカ・ワークス 2380002007292 ニューノーマルに対応した新しい購買行動モデルへの早期対応事業

福島県 よつ葉のクローバー － 販路を開拓するためのＥＣサイト構築と新しい生活様式の店舗作り

福島県 ＤｉｎｉｎｇＣａｆｅ＆Ｄａｒｔｓ　ＢＡＲＣＡ － 「おいしい楽しさ」を運ぶキッチンカー事業

福島県 ＯＢＲＯＳ　ＣＯＦＦＥＥ － 新しい接客スタイルの確立とウェビナーによるコーヒー普及事業

福島県 居酒屋もりおか － ランチタイム営業とテイクアウトの開始

福島県 厨 － テイクアウト事業による販路開拓と新規顧客獲得の為の店舗改装

福島県 株式会社咲いた 3380001026524 動画中心ＨＰによる接触機会低減と顧客獲得による生体販売の強化

福島県 焼肉はなび － 家庭の団欒に本格韓国料理を！ドライブスルーテイクアウト

福島県 まつパン － コロナにおける販路拡大促進事業

福島県
天然酵母ｔｏ国産小麦のぱんＨｏｍｅ　Ｍａｄ
ｅ　Ｅｎｄｏｈ

－ 新型コロナウイルス感染症に安全な空間作り

福島県 Ｐｒｉｍａ－ａｔｒｉｅ － 感染拡大防止のための店舗改装事業

福島県 とんかつなには － 店内も綺麗に！新規客層を増やして売上ＵＰ計画！

福島県 株式会社エフライフ 6380001028377 県産食材活用のテイクアイト飲食事業『ｗｉｔｈ　ｃｕｒｒｙ』

福島県 エムシーネット － オンライン朗読講座によるおうち時間の有効活用事業

福島県 Ｍｔ．ｇａｐｐｕ（マウントギャップ） － オンラインを活用したオリジナルカスタムｃａｒサービスの確立

福島県 Ｒａｙ接骨院 － 新しい生活様式に対応した新しい施術×トレーニングの確立

福島県 ＣＡＲＯ　ＭＩＯ　ＪＡＲＪＡ － 『若い層へスーツの魅力を発信！自宅でオーダー』
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福島県 株式会社郡山鉄工所 2380001005215 鉄骨加工の内製化に伴う生産性向上および需要獲得事業

福島県 名倉山酒造株式会社 6380001017685 ＨＰ更新による情報発信とネット販売システム構築による販路拡大

福島県 有限会社加藤建具店 7380002031536 ラジアルソー導入による生産性向上と製品の安定供給

福島県 飯盛分店 － 地域素材活用の新商品の開発＆ネットショップ構築で販路拡大

福島県 有限会社ウイニング 9380002031253 ＷＥＢカウンセリングシステム構築とマスク焼けケアメニュー展開

福島県 あいづ浪漫亭しおぐら － 「しあわせなおべんとう」で作り手・売り手・買い手もハッピー！

福島県 有限会社設計工房 380402003062 ＢＩＭを活用した建築設計のあらたなプレゼンテーション及び空間の創造

福島県 ＣＡＦＥ　Ｋｉｉｔｏｓ － アフターコロナに向けた非対面事業拡大の設備投資

福島県 小野企画株式会社 2380002022853 オンラインスクールとＳＭＳ連絡網の構築

福島県 有限会社網元 3380002022076 地場産品の通販商品の開発による新規顧客獲得計画

福島県 株式会社たかしま 2380001013317 ランチ営業および接触機会の少ない注文サービスの実施

福島県 ハル薬局 － 患者の安心安全を第一に→新しい医療の提案（オンライン診療）

福島県 株式会社アクアマリンパークウェアハウス 8380001014697 ローカルブランドでビジネスをつかむ販売促進プロジェクト

福島県 株式会社グリーン観光 2380001020032 非対面型高齢者みまもり救援事業サービス

福島県 株式会社ラッキーワン 1380001024315 自店限定アプリ導入によるテイクアウト販売促進と新規顧客獲得

福島県 カラーズ － 溶剤インク対応多機能プリンターを導入しオリジナル商品の内製化

福島県 中華料理華正樓 － 冷凍加工食品の通信販売による販路開拓事業

福島県 ＡＲＩＲＩＡ － エシカルサロン推進とオンラインでの新規顧客獲得とリピート増加

福島県 しのぶや酒店 － ホームページを活用したネット直販事業

福島県 小名浜バル　ひつじとはね － テイクアウト用・デリバリー用のオリジナル燻製ピザの開発・販売

福島県 有限会社渡辺食品 3380002026804 新開発の持ち帰り商品（牛カルビ丼の具）の生産拡大と販売促進

福島県 アミューズメントｂａｒベガス － 完全非接触型お会計システムでHappy・Clean・SafeなBarになるプロジェクト

福島県 Ｆ＆Ｄ・Ｃｒｅａｔｏｒ株式会社 8380001019911 テイクアウト商品の更なる強化や店内限定商品の開発・発信・提供

福島県 有限会社西牧植園 7380002018252 非接触型の新サービスで売上増進と新規開拓

福島県 有限会社近江屋塗料店 8380002017567 色調合サービス対応の塗料ネット販売による新規顧客獲得

福島県 合名会社遠藤商店 5380003000681 ＨＰを活用した新たな販売方式による販路開拓と新規顧客獲得事業

福島県 有限会社星安 6380002018443 木材加工の内製化による安定供給で、売上増進

福島県 サウンドファクトリースタジオ － 非対面ビジネス（ネットショップ）によるＢｔｏＢ販路開拓事業

福島県 有限会社ファッション・リナ 6380002029060 工業用ミシンの購入による医療用ガウン増産体制の強化

福島県 株式会社アイリスホーム 6380001015482 ＨＰリニューアルと非対面型商談の展開による新規顧客獲得事業

福島県 株式会社ＣＲＥＲＩＡ 8380001028301 学習塾の非対面型ビジネスモデル「オンライン授業」の新規展開

福島県 合資会社大六酒店 5380003000797 配達部門の取引毀損に代わる店舗売上増加事業

福島県 Ｌｏｏｐ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － セルフ脱毛器導入による非対面型ビジネスモデル構築事業
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福島県 合資会社味戸商店 7380003000787 宴会料理・テイクアウト弁当の衛生面を守る冷蔵庫増設事業

福島県 澤田尚志税理士事務所 － デスクトップ仮想化等によるテレワーク環境整備事業（仮）

福島県 武藤鍼灸院 － オンライン健康相談を新たな収益源として治療院経営に活かす

福島県 貴福株式会社 4380001029690 コロナとおさらば家でも簡単栄養満点十割そば屋（ＥＣサイト）

福島県 有限会社マイケル企画 4380002030714 オンラインレッスンと録音設備導入による非対面型ビジネスの確立

福島県 フォトスタジオライト － 高品質な生配信動画サービスの実施

福島県 株式会社花月観光 5380001029649 被対面方式によるフロント業務のテレワーク化事業

福島県 株式会社ｓｕＩｎｏ 380001030904 リモート型ｗｅｂフードコンサル事業の開始

福島県 有限会社グローバル・サービス 8380002028382 鮮度保持機能付き冷蔵庫を導入し、定食のデリバリー事業を開始

福島県 株式会社Ａ＆Ａ 6380001029193 時短効果でコロナウィルス感染の低減とＥＲサイトで新たな挑戦

福島県 有限会社松本養蜂総本場 5380002033138 【テレワーク中でも経営管理・労務管理が可能！システム導入】

福島県 和みアート＆絵本カフェ雅珠香 － 福島産農産物を６次化したテイクアウト商品を開発し新規顧客獲得

福島県 有限会社Ｄ・Ｓｐｉｒｉｔ 5380002027453 新作エステ商材のネット受注による非対面販売の促進

福島県 Ｏｒｄｉｎａｒｙ　Ｃｏｆｆｅｅ － テイクアウト販売の強化とレッスン動画の配信による販路開拓事業

福島県 あすなろ司法事務所 － ＨＰへのＷｅｂ面談システム導入によるリスク回避及び新規顧客の獲得

福島県 株式会社ＧＮＳ 5380001009568 新商品開発、及びＥＣサイトでの販売促進事業

福島県 有限会社すとう農産 4380002032165 エディブルフラワー及び六次化商品のネット販売システム再構築

福島県 うどん香蔵 － 安心安全の店内環境の構築とテイクアウト・デリバリーで販路開拓

福島県 レディースケアサロンあおいとり － 非対面型を重視したオンラインサービスの構築

福島県 株式会社スター・トラスト 7380001021050 大型看板とＷＥＢサイトによるネット受注の促進

福島県 渡辺　豊 9380001003781 オンラインレッスンと修理内製化による販路開拓事業

福島県 有限会社タカハシ印刷 7380002032352 ネット時代の印刷業のソリューンションプロバイダー化

福島県 株式会社北斗測量設計社 4380001017828 点群処理の自動化とテレワーク化による生産性の向上
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