
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

岐阜県 インターネットシステム株式会社 5200001035846 コロナと共存するための教室整備とオンライン授業による顧客獲得

岐阜県 個別指導塾Ｍａｈａｌｏ － オンライン授業の新規実施による顧客満足度向上と売上拡大事業

岐阜県 株式会社ミリア 2200001006486 「衛生用品事業の立ち上げによる販路拡大と事業継続」

岐阜県 ＰＥＮＧＵＩＮＢＯＯＴＳ － 新商品制作と情報発信及び非対面型ネット販売による販路開拓事業

岐阜県 株式会社ＯＳＳ 7200001034870 新しいスタイルでのカフェレストラン　バンビーナ・バンビーノ

岐阜県 市原株式会社 9200001000400 新たな家具・雑貨・ギフト商品のネット販売開始による売上拡大

岐阜県 ＮＯＴ　ＣＵＲＲＹ － オリジナルグッズや回数券を購入できるＥＣサイトの制作

岐阜県 株式会社パンダプールピクチャーズ 4200001033644 ドキュメンタリー映画を制作し、インターネット動画市場に参入

岐阜県 和風喫茶よしの － 三密を避け販売できる、移動販売車での非対面ビジネス

岐阜県 株式会社リグスタイルカンパニー 5200001032604 衣食住＋職・遊をテーマとした無人モデルハウスによる新規顧客獲得

岐阜県 パルファン － 「テイクアウトメニュー充実のため、商品開発と設備投資」

岐阜県 合同会社大西縫製 2200003004612 コロナ収束後の変化に対応した縫製加工システムの構築

岐阜県 カフェアプレミディ － 移動販売車両導入によるテイクアウト強化、新たな顧客層開拓

岐阜県 革工房ＣＯＭＯＣ － カスタムオーダー可能なＥＣサイトの開設、オリジナル商品の強化

岐阜県 有限会社ケイ・アンド・エス 7200002001614 貸収納・貸サロンの非対面型ビジネスモデル構築による販路の拡大

岐阜県 ＨｏｎｋｙＴｏｎｋ － オンライン販売サイトの構築、及び店内売り場の作成

岐阜県 徒然舎 － 「通信販売事業部」創設と新事務所開設による販売拡大事業

岐阜県 ヒトノネ － オンラインでの体験＆探求型スクール実施による販路拡大事業

岐阜県 株式会社Ｌａｚｏ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 3200001035113 認知度を高め、商品や情報の充実したネットショップで売上向上！

岐阜県 丸永建設株式会社 2200001005091 ＶＲ内見システムを導入し、無垢素材住宅の魅力をＶＲ体験

岐阜県 居酒屋橋づめ炭焼き炙り　ｓｔｙｌｅ － テイクアウト用商品開発、ネットを通じた新規顧客獲得

岐阜県 フラマン － ネット販売による売上獲得、売り場面積拡張による売上増加

岐阜県 有限会社ティシィエス 2200002003086 非対面型の営業による乳製品宅配の新規顧客獲得とＷＥＢの活用

岐阜県 有限会社センイチ企画 1200002002527 「ホームページ製作による認知度アップとテイクアウト売上アップ」

岐阜県 株式会社縁 2200001036946
ホームページ作成による認知度アップと買物代行サービス開始による売上アッ
プ

岐阜県 株式会社友愛 4200001028248 ＨＰ更新とソフトウェア導入による業務効率向上と新規顧客獲得

岐阜県 ＰＬＡＮＳＥＥＤ株式会社 6200001009205 密回避。ハーフオートメーション戦略の非対面営業モデルを構築

岐阜県 株式会社中日本企画 4200001008794 高性能ドローンでの先鋭映像制作とＥＣサイト構築による販路開拓

岐阜県 奈良屋建設有限会社 7200002006233 ウィズコロナ対応新築住宅販売事業

岐阜県 株式会社ながら 9200001003898 ＣＡＲＡ　ｈａｎｄｍａｄｅ　オンライン販売

岐阜県 株式会社Ｄａｄａ 7200001027775 インターネット販売による非対面型ビジネスの構築と販路開拓

岐阜県 豆葉カフェ － ネットを利用したドライフラワー事業の強化による商圏の拡大

岐阜県 中部放送宣伝株式会社 7200001003330 非対面型プロモーションビデオの制作と、インターネット生配信

※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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岐阜県 ばんざい弁当 － コロナウイルス対策として宅配事業強化と販路開拓

岐阜県 株式会社ハウ企画 本格韓国料理のミールキット販売と卸売販売強化による経営安定

岐阜県 株式会社ウイズ・ユー 8200001035406 抗菌サービス事業の立ち上げによる販路拡大・新規顧客獲得

岐阜県 Ｔｅａｐｌａｃｅ　Ｍａｈｏｌａ － オンラインおよび非対面配慮型店舗を利用した提案型茶葉販売事業

岐阜県 ｔａｋｅ．ｄｅｓｉｇｎ　ｓｔｕｄｉｏ － 新規事業の立ち上げとネット環境を活用した販路開拓

岐阜県 蜂和産業株式会社 9200001004698 通信販売事業の拡大及びスーパー向け商品開発

岐阜県 丸イ株式会社 8200001029424 無線ユニットを導入する事による業務の非対面化、サービス向上

岐阜県 オピニオン株式会社 7200001035035 システム導入による販路拡大とテレワークへの環境転換

岐阜県 ＯＧＧＵ － 岐阜産はちみつのＥＣ販売拡充と養蜂の認知と岐阜ブランドの拡大

岐阜県 岐阜補聴器プラザ － コロナ禍での「リモートケア」による新規顧客への販路開拓

岐阜県 静そろばん教室 － 三密にならない教室環境と対面＋オンライン授業のアピール看板

岐阜県 ＣＡＦＥ　ｒｅ：ｖｅｒｂ － カフェが提案する商品の自社製造・販売を通じた新規顧客の獲得

岐阜県 ＦｌｅｕｒＢｅａｕｔｅ － 新たな機器導入による新サービス立ち上げと新規顧客獲得

岐阜県 株式会社Ｍ’ＳＯＮＥ 1200001001934 オンライン完全予約管理とリモート式対応事業拡大

岐阜県 レッチ・オアシス － ｗｉｔｈコロナ時代のオアシス展開プロジェクト

岐阜県 有限会社メンズショップカワイ 7200002013254 オンラインコーディネートによる販売及びＥＣサイトの構築

岐阜県 株式会社自然化粧品研究所 9200001013699 テレワーク環境の整備のためのネットワークＶＰＮ構築

岐阜県 株式会社ジェイド 3200001033190 コロナに負けるな！テイクアウトによる新規顧客獲得で販路開拓

岐阜県 ヒッチングポスト － 新しい生活様式に対応したキッチンカー導入による移動販売の強化

岐阜県 株式会社Ｔｒｉ－ｗｉｎ 1200001024877 飛騨びとクラフトショールームＤＥＫＯＮＡＡＬの販路拡大事業

岐阜県 ＢＥ．ｓｔｙｌＥ　ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｔｒａｉｎｉｎｇ　ｇｙｍ － 顧客の意欲向上に向けた安心サービスの提供と新規顧客開拓

岐阜県 有限会社はとや 8200002025736 飛騨牛の魅力を最大限に生かした、販路開拓事業

岐阜県 合同会社Ｓｍｉｒｏｏｓｔ 7200003003584 セルフオーダーシステム導入で『もっと安心！』顧客満足度の向上

岐阜県 Ｋｏｃｏ．Ｎａｉｌ － 非対面型セルフケアサポートを認知させるためのホームページ制作

岐阜県 ３ＲＤ　ＣＥＲＡＭＩＣＳ － ホームページ制作によるオンライン販売拡充及び生産量拡大

岐阜県 松平モータース － デリバリー整備の開始と整備メニュー拡充による新規顧客獲得

岐阜県 有限会社センタースポーツ 5200002020327 町のスポーツ店強み接客力「顔の見えるＥＣサイト事業チャレンジ」

岐阜県 Ｔｅｒｙｏｒｉｏｙａ － テイクアウト商品開発と店舗の安全性強化

岐阜県 グラニット － 施設拡充およびクライミング用品の開発とＥＣサイトでの販路開拓

岐阜県 東亜シーザ株式会社 6200001019377 高級品刃物ブランドの構築と商品試作

岐阜県 スタジオＳ．Ｋ．Ｙ － プロカメラマン推し！プリセットとカメラ機材購入ＥＣサイト制作

岐阜県 株式会社こうえき社 1200001019134 非対面での営業及び相談と映像を使った葬儀の提供

岐阜県 ｔｏｃｏｒｏ　ｂｕｒｇｅｒ － 【新型コロナウイルス感染症対策としてのテイクアウト推奨事業】
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岐阜県 上松工芸 － 奈良県業者からの仕入れ商品及び外注加工商品の内製化を行う。

岐阜県 株式会社中山道大鋸 5200001024502 インターネット販売の強化。

岐阜県 みの紙工房Ｆ － 手すき美濃紙の薄さに特化した技術商品開発と販路開拓

岐阜県 いおり － 安全安心の喫茶店に向けたテラス席を充実による顧客獲得事業

岐阜県 日本リステン株式会社 5200001022266 在庫量を増やすための電動フォークリフトの購入

岐阜県 有限会社あさひ荘 5200002020954 新しい生活様式に対応したメニュー開発とチラシによる販路開拓

岐阜県 菓子工房オアシス － 非対面ビジネス向けホームページ作成と店舗改装事業

岐阜県 ＡｄｏｒｕＫＨａｉｒｄｅｓｉｇｎ － 商品販売専用ＥＣサイト立上げによるセルフケアの提供事業

岐阜県 特定非営利活動法人美濃タリィ 1200005011285 「おやじ・おばさんお手伝い事業」の依頼数増加への取り組み

岐阜県 有限会社ヒシカ加藤 4200002021532 海外向け商品の開発と、安全な営業方法の確立

岐阜県 株式会社山繁製陶所 7200001023221 ネット販売のための環境整備事業

岐阜県 プロゴルファー　永野敦朗 － ネットを利用した非対面型営業スタイルの確立による新規顧客獲得

岐阜県 みくに茶屋 － 真空包装機を導入し看板メニューのテイクアウト事業

岐阜県 藤田陶器株式会社 4200001021517 ネットショップのリニューアルとテレワーク環境整備

岐阜県 株式会社東濃バイオ化学 4200001021450 ウイルス対策商品等の新商品等の開発とＥＣサイト等の販売強化

岐阜県 デューポイント － 非対面ビジネスを可能とするオートシャンプー機材導入

岐阜県 有限会社駒寿し 7200002021199 テイクアウトメニューの開発と販路開拓事業

岐阜県 勾玉金マネー － コロナに振り回されない事業の安定化の為のオンライン講座開設

岐阜県 陽山窯 － 非対面ビジネスモデルを意識したチラシ展示会開催事業

岐阜県 カネヤマ株式会社 5200001025251 豊富な商品を生かした建築部材の小分けネット販売事業

岐阜県 有限会社妻木日陶産業 3200002021368 抗菌釉薬の開発とチラシ作成・ＳＮＳによる販路開拓事業

岐阜県 梶喜多 － テイクアウト事業による売上増加計画

岐阜県 株式会社サンエー 3200001021311 ウイズコロナの中でのＳＮＳ新商品、営業、販促、展示提案活動事業

岐阜県 合同会社ＢＬＵＥＢＥＡＲＳ 8200003004284 オンラインと卸売拡充のための生産強化と店頭の非対面販売化構築

岐阜県 有限会社　和陶苑 1200002021857 土岐美濃焼共同ＥＣを活用した販路拡大

岐阜県 株式会社与志多 3200002022226 お客様がテーブルから注文できる、セルフオーダーシステムの導入

岐阜県 株式会社ＪＴＥＣＴ 1200001021759 自社の技術・商品を動画コンテンツによる広告宣伝と販路開拓

岐阜県 有限会社日本料理　鳥安 8200002022097 次世代型のニーズに対応した飲食店の形成

岐阜県 山本さん家 － コロナ対策強化店舗およびお弁当サービス事業

岐阜県 はち工房こうけつ － 新商品を開発し新たな販売手法を構築し非対面販売を向上させる

岐阜県 Ｋａｚｕｋｏ英語村 － 学習を止めない為のオンライン化とネットを通じた新規顧客獲得

岐阜県 ドリームジャパン株式会社 5200001028627 有名ブランド高級食パンの生産体制の構築と販売強化

岐阜県 金寿司 － 郷土料理を全国に発信し地域活性化貢献事業
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岐阜県 ＶＩＥＳＯＬ － 健康企業増進のためのオンライン運動提供で新規顧客獲得

岐阜県 Ａｎ’ｚ　ＫＩＴＣＨＥＮ － 新しい生活様式に対応し、お客様の満足度を高めるお店づくり

岐阜県 小磯　明美 － 集客からサービス提供までオンラインで完結するサイトの構築等

岐阜県 株式会社たなか 8200001029647 テイクアウト専門店「たなかの肴」を通じた新規顧客開拓

岐阜県 トライト合同会社 4200003004107 オンライン営業導入・デジタル販促物制作・ホームページ強化

岐阜県 味のちとせ － 非対面型サービスをもっと充実！ちとせ、テイクアウト始めました

岐阜県 結の舟 － 川魚のリモート接客と、川魚デリバリーで新規顧客獲得

岐阜県 ＯＧＩＵＥ　ＣＹＣＬＥ － コロナに負けない！自社ＥＣサイト構築で新規顧客開拓！

岐阜県 有限会社エスエスアール 4200002018017 「ミシシッピー」ブランドをＥＣサイトの活用で新規顧客獲得

岐阜県 伸光製菓株式会社 6200001002440 新しい生活様式に対応したお土産品販売事業

岐阜県 株式会社各建 5200001012531 ホームページの開設による事業（営業・施工）活動の効率化

岐阜県 有限会社昌美自動車工業所 5200002008289 非対面型オンライン商談・見積り、ＩＴ技術強化事業

岐阜県 株式会社イメージアップラボ 1200001029488 カラースクール部門のオンライン化による新規顧客開拓

岐阜県 株式会社エイワ商事 8200002007098 オシャレに衣服を守る！高機能ハンガーの非対面販促事業

岐阜県 滝本株式会社 7200001027453 オンラインシステムを強化した事業展開とＷｅｂ広告の出稿

岐阜県 岩田屋 － 非対面サービス・快適な予防空間提供への改装！

岐阜県 株式会社ＴＡＫＩＭＯＴＯ 7200001035480 通信販売とデリバリー事業による売上確保

岐阜県 岐阜不動産販売株式会社 5200001026960 顧客・商品管理のシステム化よる業務効率化と販売促進活動

岐阜県 ＣＵＲＡＣＩＯＮ株式会社 1200001009325 『フードパークかばる』フードデリバリー業務。

岐阜県 珈琲ぼぉーのぼぉーの － こだわり珈琲とパンのテイクアウトスペースを新設してコロナ克服

岐阜県 スピードショップイトウ － Ｗｅｂ整備及びカタログ作成により非対面販売の増加

岐阜県 紀美来事務所 － ＥＣサイトを活用した遠隔講座と解説動画配信による販路開拓

岐阜県 株式会社アトリエシュウ 4200001020378 セレクトシステム導入による非対面型の安心サービスへの転換！

岐阜県 京寿し － 新たなテイクアウト等の周辺地域への認知度向上による販路開拓

岐阜県 株式会社ＮＥＸＴｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 5200001034773
『モバイルオーダーシステム導入・大型発熱検知サーモグラフィーカメラの設
置』

岐阜県 美容室なちゅらる － 増毛コース新設とＥＣサイト事業への展開

岐阜県 藤吉郎 － 商品のテイクアウト開始

岐阜県 入魂堂 － 知名度アップを狙う動的なホームページの作成

岐阜県 有限会社栗山建築 3200002011451 ストーリーテリングを活用した非対面型による家づくりの提案

岐阜県 ビューティックスギモト － 「非対面ハーブテントの導入とサロンの個室化による新サービス開始」

岐阜県 愛福販売店 － ＮＡＶＩシステム活用の非対面販促、非対面での業務引継ぎ

岐阜県 ジエンカウンター － リアルライブ＋オンラインライブ配信で集客・売上アップを図る

岐阜県 株式会社ＴＡＮＫ 9200001031107 ＷＥＢの活用で非対面対応とキャッシュレス導入で非接触対応
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岐阜県 といろルーム － ＊オンラインによる非対面型カウンセリングと講座の実施

岐阜県 ウッドリバー合同会社 6200003004781 取り扱い製品のオンラインでの紹介および認知獲得

岐阜県 ヌーヴォーカフェ － 広告媒体を通じた新たな販路開拓及び感染対策による売上回復

岐阜県 岡　綾乃 － イラスト制作の受注・納品ができるＥＣサイトの制作

岐阜県 ＳＴＵＤＩＯ　Ｃ－ＰＷＳ － 写真素材のレンタル、販売ができるＥＣサイト制作

岐阜県 株式会社工房ギャレット 8200001031966 オンラインによる映像を使った新たな販路開拓

岐阜県 とさき接骨院 － コロナ禍を踏まえた施術サービスの体制づくり

岐阜県 株式会社リテックシステムサービス 8200001006101
フロント・ミドル・バック業務の非対面ビジネスモデル化と新事業による付加価
値提案へ

岐阜県 兼山印刷株式会社 2200001001058 コロナ禍などの外部環境に左右されない生産・販売モデルの構築

岐阜県 円居 － 店舗の改装・レイアウト変更によるテイクアウト販売の拡充

岐阜県 母と子の幸せ応援団　ひなたぼっこ － オンライン化による講演会、講座、個別相談の事業継続

岐阜県 ＳＯＲＡ － 自社ＷＥＢサイト構築によるテイクアウト増加と運転代行サービス取組み

岐阜県 株式会社森本研究所 6200001024261
非対面型を追求した弁当テイクアウト店舗＆オープン型飲食スペース開設事
業

岐阜県 パンダプールマフィン － 食品アレルギー対象ビーガンスイーツを開発　ネット通販事業に参入

岐阜県 株式会社アチュ 3200001031252 テイクアウトの予約システム導入とテラス席の整備で安心安全を

岐阜県 晴れる家 － お墓再生・お墓参り専門事業者による新たなＷＥＢでの新規顧客開拓

岐阜県 株式会社ツバメヤ 4200001031573
ツバメヤ　三密を避けるオンラインショップ事業で取り組む非対面型ビジネス
ミツバチ

岐阜県 藤江商事株式会社 5200001004529 コロナ不況を打開するメーカー直販ＥＣサイト構築事業

岐阜県 株式会社Ｎ’ｚ　Ｊａｐａｎ 8200003003906 現在ある飲食店の親子向け特化飲食店への移行

岐阜県 みいのパン家さん － 安心・安全のテイクアウト専門のベーカリーとして立ち直る

岐阜県 有限会社エイチ・エス 6200002008998 使い捨て医療用ガウンの生産力増強による経営基盤の強化

岐阜県 河田製帽株式会社 2200001001157 ＥＣサイトの開設（新商品開発と生産）

岐阜県 株式会社ｓｔｕｄｉｏＦ 9200001035850 自社ホームページ＆自社オンラインショップで新たなファンを獲得

岐阜県 音楽教室横家 － ネットを活用した遠隔レッスンと動画配信による販路開拓事業

岐阜県 飛騨高山料理ござるさ － アフターコロナへの対応と宿泊客をターゲットとした販路開拓事業

岐阜県 赤ちゃんマッサージ教室「ｂａｌｌｏｏｎ」 － ベビータッチ動画を配信するための設備投資とＥＣサイトの構築

岐阜県 寿産業有限会社 8200002001786 コロナ禍を乗り切れ！新商品開発によるＢｔｏＣ推進事業

岐阜県 宝石・時計・眼鏡シバタ － オンライン通販サイトの構築とホームページのリニューアル

岐阜県 ＳＨＩＡＷＡＳＥ株式会社 4200001036440 馬肉の美味しさを知り尽くした馬肉料理専門ＥＣサイト構築事業

岐阜県 パティスリーアタッシェ － 自社オンラインショップによる新規顧客開拓

岐阜県 株式会社リンク 2200001031410 健康サロン環境改善提案と集客のＥＣ及びＷＥＢ事業

岐阜県 株式会社メイリンホーム 6200001027074 自社ＨＰとＥＣサイト化により新しい不動産管理と取引を実現

岐阜県 日本アグリファーム株式会社 7200001036553 贈答用バナナ＆加工品のＥＣサイトで販路拡大事業
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岐阜県 麺屋力 － ラーメン屋の生き残りをかけたネットショップ転換事業

岐阜県 有限会社緑山野 3200002026136 テイクアウト主導型へのプロモーション事業

岐阜県 Ａｒ　Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ（アールヘアアンドスパ） － 周りを気にせずリラックスできる空間を提供。非対面式美容エステ

岐阜県 有限会社タイセイ 8200002021330 ＥＣサイト構築によるカスタマイズパッケージの販売促進

岐阜県 ＢＢＣバムズブリューカフェ － 提供スピード向上とＥＣサイト構築で販売力強化＆売上ＵＰ！

岐阜県 有限会社大吉紳士服縫製 6200002049200 コロナから地域産業と医療を守るための防護服生産体制の増強計画

岐阜県 有限会社片岡電工 7200002007264 個人顧客受付システム・新製品ＰＲ・テレワーク導入のＨＰの構築

岐阜県 粋株式会社 1200001026898 長濱の惣菜弁当サイトとご当地グルメのオンラインサイト

岐阜県 ＢＡＣＣＨＯ － 非対面によるネット販売の強化とソーシャルディスタンスの確保

岐阜県 ｈａｉｒ　ｓｈｏｐ　ＫＵＲＡ － 他のお客様と接触しないカットサービス提供による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社ミュージックハート 7200001008726 インターネットを利用したオンラインレッスンとライブ配信

岐阜県 株式会社中川商店 7200001003818 リモートセールスプロモーションと密にならない完全予約制サロン

岐阜県 有限会社サンレイズ 4010002002766 コロナ対策による販路開拓事業の推進

岐阜県 株式会社インプラス 7200001034144 イベントのライブ配信サービス及びイベント映像ダウンロードサービス事業

岐阜県 株式会社ヴィークロス 180001108935 新業態美容室モデルの確立、ＩＴ活用による顧客拡大会員固定化

岐阜県 チェルシーオールド － アンティークの物語を伝え購買に繋げるライブ配信システムの導入

岐阜県 有限会社マボ 5200002004370 新規物流事業の開始による売上増加及び新型コロナ対策の環境整備

岐阜県 有限会社石かり 6200002016836 おうちでもお店でも、美味しく安心な商品開発及び店内改装

岐阜県 株式会社長屋組 6200001019914 ＢｔｏＣへのマーケットチェンジと非対面営業を確立する

岐阜県 梅園菓子舗 － 非対面型のオンラインショップサイト強化と販路拡大

岐阜県 居酒屋　よっつば － テイクアウト販売強化による売上増計画

岐阜県 オフリール － レッスンの感染防止施策と非対面でのウェディングブーケ製作販売拡大

岐阜県 株式会社ＭＬＣ 9200001030380 テイクアウトへ事業転換を図り新規顧客獲得で売上増！

岐阜県 ＤｉｎｉｎｇＢａｒキッチンニトロ － 顧客獲得のためのＷＥＢサイト開設・コロナ対策システム導入

岐阜県 ネクスト・スタイル株式会社 2200001031253 焼きたてベーグルのテイクアウト事業の認知度向上

岐阜県 株式会社タクロウクワタ 3200001032523 ＷＥＢ受注とショールーム開設による販路拡大

岐阜県 ネクスト・イノベーション株式会社 6200001033072 建築現場リモート管理による作業効率向上と認知度向上

岐阜県 育英進学会　美濃加茂校 － チラシ、うちわの作成、ＥＣサイト・携帯アプリの導入

岐阜県 有限会社ウィンズコーポレーション 8200002018112 テイクアウト推進事業とオンライン会議・ライブ支援事業

岐阜県 野々村香 － お寺のヨガ教室のオンライン化による販路開拓と業務改善

愛知県 株式会社サンエス 7180001025492 ＥＯＳ、ＥＤＩを使用しての受発注の非対面化

愛知県 株式会社ＡＣ－Ｔｒｕｓｔ 8180001120136 店舗内装譲渡等事業における店舗内覧のリモート対応への転換

愛知県 おこのみ焼き・てっぱん焼きじゃきじゃき － テイクアウト拡大の為の安心安全専用カウンターへの改装
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愛知県 株式会社Ｖｏｌｉｔｉｏｎ 3180001131336 図面の電子化に特化したランディングページからの受注拡大

愛知県 株式会社Ｂｏｎｈｅｕｒｊａｐａｎ 3180001069997 ＥＣサイト構築・オンラインファスティングスクール開校

愛知県 株式会社山新（桑名蛤料理貝新） 3190001016635 店内飲食における感染症対策と経営存続のための新規販路開拓

愛知県 トラストツリー株式会社 2180001114993 ホームぺージ刷新で新しい顧客創造、パワーチャージ＆チャレンジ

愛知県 株式会社ジョブズ 5180001120072 東海エリアの小規模事業者に向けた人材採用支援商品の供給

愛知県 カオサンカァ － 名古屋のオフィスで直接届けるタイ料理デリバリー

愛知県 株式会社ＮＥＸＴ 9180001091137 新規客の開拓と店内の安心・安全・満足を見直し窮地を乗り切る

愛知県 ＭＡＲＴＨ株式会社 3180001112591 ネット広告、ＳＮＳ等を利用した自社ＥＣサイトへの新規顧客獲得

愛知県 株式会社ＨＭＹ 5180001090662 巣ごもり消費に対応した新もつ鍋セットを開発し製造、販売する

愛知県 株式会社翠山 7180002031309 インターネット販売強化による新規顧客獲得（ＥＣモール新規出店）

愛知県 株式会社スズキ 4180001022039 テレビ商談システム、カタログ、ホームページを用いた販路開拓

愛知県 株式会社ｅ－ＮａＭｕｓｉｃ 9180001133806 配信設備を活用した無観客配信ライブによる新規顧客獲得

愛知県 特定非営利活動法人ＮＰＯ食と健康 9180005016065 食育セミナーの“ライブキッチン配信”のためのリフォーム

愛知県 オフィスエス・ポート － 新事業〈映像事業／ＳＰ－ＶＩＳＩＯＮ〉による売上確保の販促事業

愛知県 おひさまごはん料理教室 － お料理教室の会員向けのインターネット配信およびアーカイブ化

愛知県 ＯＳＴＥＲＩＡＮＯＲＩ － Ｏｓｔｅｒｉａｎｏｒｉ：コロナに負けるな！テイクアウトによる新規顧客の開拓

愛知県 グローバルインターネット株式会社 8180001130572 オンラインカウンセリング動画の配信による新規会員顧客開拓事業

愛知県 有限会社カジャ・クリエイト 2180002046963 ＥＣサイトという新たな販路とインターネットを利用した集客

愛知県 イニシエイト株式会社 3180001073025 商談における非対面化に向けた「ＰＲ動画」製作及び商圏拡大事業

愛知県 株式会社ＣＩＲＣＬＥ　ｏｎｅ 7180001139251 対面と非対面のハイブリットの飲食運営

愛知県 ＶｉｔａｍｉｎＨａｉｒ － 最新のドライマシーンによる接触時間短縮とお客様の満足度アップ

愛知県 冨すし － 持ち帰り、弁当需要の為、高性能調理器具並びに換気装置を更新する。

愛知県 ナカヤマ － 固定店舗のキッチンカー導入による販路開拡

愛知県 株式会社安江 4180001011264 「弁当需要に対応していく為の真空包装機、冷凍冷蔵ケースを導入する」

愛知県 ａｎａｌｏｇｃｈｏｕｃｈｏｕ － 髪の毛に悩む人へ！非対面型「発毛・育毛」カウンセリング事業

愛知県 東方別院ツアーコンダクター － 訪日個人客向け新ガイドサービスの情報発信と非対面直販の実現

愛知県 株式会社Ｒ＆Ｄソフトウェア 9190001017603 中小企業のリモートワーク・業務効率化を応援するＷＥＢ広告戦略

愛知県 ＴＩＡＲＡ － インターネットでの買取、リユース販売による新規顧客獲得

愛知県 コクリエ国語教室 － 講師養成講座と国語教室のオンライン化により全国へ販路拡大

愛知県 株式会社坂井海苔店 4180001097345 非対面型販売への転換による新規顧客開拓

愛知県 株式会社Ｓｏｕｐ 7180001109345 現場からの非対面でのクラウド現場報告書システムの構築

愛知県 ららん － オンライン販売強化の為に自宅に菓子製造許可設備を作る工事

愛知県 ｔｒｉｐａｓｓ － 移動可能な高音質配信システムの作成とイベントの事業化
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愛知県 チャームスジュエリー － 最新技術を使用したオリジナル商品の非対面型販売サービスの構築

愛知県 株式会社アイユー 7180001063963 コロナ対策による非対面型の営業強化における直接受注戦略

愛知県 株式会社ムンディアルサウンド 9180301024837 録音制作時においての非対面化への取り組み

愛知県 株式会社カノウ 2180001054174 コロナウィルス感染症拡大に対応したＷＥＢ会議の採用と危機管理

愛知県 株式会社ヒラタフローリング 2180001129653 自社新商品の開発と自社ＥＣサイトによる営業改革

愛知県 ＤｅｓｉｇｎＳｔｏｃｋ蔵株式会社 8180014022 インターネットを利用した新しいサービス・販促を使った事業

愛知県 整骨いずみの治療院 － ？非対面が可能な完全個室のセルフ脱毛・？最新健康機器のレンタル＆販売

愛知県 アトリエＴＡＫＵＹＡ － オンラインギャラリーでの作品展の開催及び海外を含めた作品販売

愛知県 株式会社プレゼンナ 5180001140355 【非対面型「オンライン採用サービス」サイト構築】

愛知県 株式会社加藤製作所 2180001035199 オンライン営業体制構築による顧客ニーズ即応型販売促進の確立

愛知県 株式会社ソレイユ 7180001072683 プライベートブランド商品を活用したｗｅｂ通販事業

愛知県 ｍｕｓａｓｈｉ　ｔａｉｌｏｒ － オーダースーツの残布を使ったオシャレマスクの開発＆ＥＣ販売

愛知県 イーエストラベル株式会社 1180001126833 抗菌・抗ウイルス剤の施設内噴霧による接触感染対策事業

愛知県 バール・ディノ － 酒類テイクアウト販売開始に伴う店内環境整備

愛知県 株式会社トミーインダストリー 4180001089978 精密板金加工業による新製品販売のためのＥＣサイトの構築

愛知県 ＬＡ　ＣＯＭＵＮＩＴＡ － パティシエールによる厳選オーガニック素材スイーツのネット販売

愛知県 株式会社すし史 5180001103275 新商品開発によるテイクアウトとデリバリーの強化事業

愛知県 ＣＯＮＶＩＥＲ（コンヴィエ） － 認知度向上による販路拡大、及びネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 しこしこ亭 － 営業の多様化へ～惣菜製造業許可取得による販売業務拡充

愛知県 株式会社グラネット 7180001140977 アフターコロナ！新オフィス環境を３Ｄ　ＣＡＤで提案資料制作

愛知県 ＭｕｓｉｃＢａｒＡＲＭＡＤＩＬＬＯ － 「映像配信とテイクアウト販売で新規開拓！コロナに打ち勝つ！」

愛知県 Ｋ　ｓｔｙｌｅ － スペース拡大、モニター設置、三密回避で新たなジム運営に

愛知県 合同会社リーバそろばん 3180003021386 オンライン授業の立上げとホームページ開設による新規顧客の獲得

愛知県 ８８８（トリプルエイト） － 非対面型シェアハウス事業

愛知県 株式会社Ｍ－ＰＡＳ 9180001104939 いつでもどこでもオンライン：講座で学び、面談で癒されよう

愛知県 オキナワＡサインバーＫＯＺＡ － 無観客リモート配信ライブ品質向上による新規顧客の獲得

愛知県 有限会社井本精機 7180002021128 自社独自技術のＰＲとエラストマー金型業界への新規参入

愛知県 ベジタスヨガアンドインテリア － 『自粛需要とお出掛けニーズの両方に対応し、新規顧客を獲得』

愛知県 株式会社かやん 8180001064119 店舗でのセルフエステ＆オンラインショップによる販路開拓

愛知県 豆たぬき － ふぐ料理をご自宅で！テイクアウト事業への大幅なシフト転換

愛知県 有限会社丸和 4180002020826 ＷＥＢ対応型ＣＡＤを使った非対面型航空産業ビジネスの取り込み

愛知県 ｇｒｏｗ　ｕｐ － Ｗｅｂ商談で取引先増加と社内のコミュニケーションＵＰ

愛知県 ワンネスサポート － コロナ鬱対策！職場と働く人の心の健康を守る為のオンライン事業
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愛知県 リラクゼーションサロンＫＮＥＡＤ － オンラインサービス事業のｗｅｂ構築による販路開拓

愛知県 株式会社空間ぷらす 7260001028099 オンライン事業の整備

愛知県 株式会社ＡＪプランニング 8180001101521 テイクアウトＥＣシステム構築による新規顧客獲得

愛知県 Ｏｓｔｅｒｉａ　ＯＮＲＥＤＯＭ － テイクアウト販路開拓とそうざい製造業許可取得への取り組み

愛知県 遊食酒家かねＳｕｓｈｉ － コロナ時代だからこそ、生活弱者へ食を通じて喜びを！

愛知県 Ｒｅａｌ　ｎａ　Ｃｏａｃｈ － ＨＰの製作＆オンライントレーニング指導

愛知県 株式会社ニューページ 4180001066044 インターネット上での授業の実施と、動画・音声の制作

愛知県 Ｓａａ　Ｓｈｕｋｕｒｕ － 非対面型のパートナーシップオンライン講座の提供

愛知県 福義徳有限会社 7180002056818 テイクアウトメニューの開発とＰＲによる安心本格中華をご家庭へ

愛知県
特定非営利活動法人健康支援エクササイ
ズ協会

9180005006504 棒びくすＲ運動プログラムのオンラインシステムの構築

愛知県 Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｈｏｕｓｅ － 野外イベントの定期開催とネットを活用した顧客獲得と売上増加

愛知県 ラペール － マナーオンライン講座・エステティシャン養成オンライン講座

愛知県 Ｎａｔｓｕｍｉ　Ｂａｌｌｅｔ　Ａｃａｄｅｍｙ － ホームページ整備で認知度アップとオンラインレッスンの収益化

愛知県 株式会社いちゆうの風 8180001061719 こだわりの味をどこでも楽しめる移動キッチンカーによるたこ焼き販売

愛知県 奏筆教室 － インターネット環境を活用し、永続的なサービス確保と販路拡大

愛知県 味処えんどう － 要望の多かった弁当販売を開始して販路開拓と売り上げアップ！

愛知県 株式会社味和居 8180001058707 精肉の既存商流を活かした商品開発によるＥＣ事業への参入

愛知県 Ｄｉｓｓｅｔａｒｅ　鍼灸治療院 － アスリートを支える新オンラインサービス開発による販路開拓

愛知県 有限会社モア企画 8180002048384 現対面型講座の改良とオンライン講座の開発に伴う販路開拓

愛知県 Ｇｒｅｅｎ　Ｆｉｅｌｄ　Ｉｍａｇｅｒｙ － 週末は家族とおうちで楽しく！ダンス＆英会話オンラインスクール

愛知県 丸安ニット株式会社 8180001027232 自社ブランドのホームページを使い非対面型ビジネスモデルの確立

愛知県
アロマセラピー＆エステティック　プチ・ソメ
イユ

－ 新規顧客獲得の為のリニューアルＨＰ、ＥＣサイトで販路促進

愛知県 ビューティックコウノ － 高齢・障害者がより楽しめるバリアフリー化による快適な店舗作り

愛知県 Ｓｔｕｄｉｏ１６８ － 非対面事業による需要拡大のためのオンライン活用事業

愛知県 Ｃａｎｖａｓ　Ｌｉｆｅ株式会社 4180001118654 女性従業員考案テント生地バッグ“ＴＥＮＴ－ＴＯＴＥ”拡販事業

愛知県 Ｍ‘ｓＨａｉｒ（エムズヘアー） － ＥＣサイトで販路拡大＆設備導入で生産性アップ＆対策で新規集客

愛知県 株式会社加藤鋧商店 6180001016393 多種多様な在庫で顧客・業界のニーズに答える！

愛知県 小林特工 － オリジナル商品を安価に。動画配信も利用した非対面ビジネス

愛知県 株式会社エヌループ 7180001064689 「対面販売中心から非対面型通販への販路拡大の取り組み」

愛知県 株式会社メプレス 9180001138409 他校との差別化　オンラインによる個別指導、個別相談で新入生獲得

愛知県 八丁ぼり － テイクアウト売り上げ強化のための厨房の生産性向上計画

愛知県 株式会社クオリア 3180001040917 デジタル販促と仮想ショールームによる新しいカービジネスモデル

愛知県 Ｌｅ・Ｐｉｅｄ － 自宅で健康を手に入れる「オンライン講座・ショップ」の拡張
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愛知県 恵川商事株式会社 4180001003550 アフィリエイターとインスタグラム投稿を活用して非対面販売へのシフト

愛知県 ワタナベフードソリューション株式会社 6180001113199 「非対面型販売による顧客獲得と体験型販売による販路開拓」

愛知県 ｓｐａｚｉｏ　ｒｉｔａ － バーチャルアートギャラリー開設に伴うウェブサイトリニューアル

愛知県 Ｓｏｌｅｉｌ －
オンラインで叶える！コロナウイルス感染は怖くない！体質改善トータルダイ
エットプログラムの開発と販路開拓

愛知県 株式会社プロスコーポレーション 3180001103021 テイクアウト・デリバリー専門ＨＰの開設及びプロモーション事業

愛知県 株式会社ソニックビジョン 9180001065470 ライブ配信システムの構築と４Ｋ映像制作体制の整備

愛知県 梅田ライフプランナー事務所 － ＥＣサイトを活用したライフプラン相談と新規顧客獲得

愛知県 元吉物産有限会社 4010002025866 サイト構築運営による売上確保とネット販売と集客イベントの充実

愛知県 北澤嘉章 － 交通事故によるむち打ち症に悩む顧客を獲得するネット集客

愛知県 株式会社塗良屋 5180001107136 最新厨房設備の導入によりテイクアウト商品の短時間量産体制構築

愛知県 株式会社龍屋半左衛門 5180001037878 非対面によるカバンの生産技術を活かした新チャネルへの拡販

愛知県 佐藤伸株式会社 1180001030465 プリント加工の内製化と加工を主としたネット型販売の構築

愛知県 有限会社ウィング 2180002024829 イベント来店型店舗からネット活用型店舗で新規顧客獲得

愛知県 有限会社キャリア・サポート 4180002054642 非対面型研修事業へのビジネスモデル転換と新規販路開拓

愛知県 ＭＡＤ　ＨＯＰＥ（マッドホープ） － 非対面型ダンスレッスンによる新規顧客獲得

愛知県 ピラティスルームハーモニー － オンラインスタジオ構築による販路の開拓と安定的な売上の確保

愛知県 株式会社ＳＥＥＤ 3180001114448 非対面サービス提供への転換とその普及

愛知県 株式会社野村紙器 3180001039736 カスタムオーダーメイドＥＣサイトの立ち上げによる販売の強化

愛知県 美よし観光旅館株式会社 180001032960 木風呂拡大と露天化と送風機と殺菌機器設置で３密防止と経営強化

愛知県 フォトオフィス大倉 － 遠隔操作可能な機材による複合的な撮影とＷＥＢ上での写真注文

愛知県 有限会社どろんこ 6180002043271 自社ＷＥＢサイト作成及びオンラインオーダーによる販路開拓

愛知県 株式会社ルース 1180001106546 テレワークによるＣＧ制作の生産性アップ

愛知県 中医学　美心　ｌａ　ｓａｎｔｅ整体 － 姿勢測定器を使った「オンラインボディメンテナンス」

愛知県 がぶ飲みワインと西洋料理　マンデイオフ － コロナウイルス対応テイクアウト事業の為の店舗改装と環境改善

愛知県 有限会社つる軒 9180002004758 非対面通販事業参入と安心な店舗でウイズコロナ対応型へ

愛知県 ＪＡＹＤＥ　フォトスバル － ＷＥＢによるＥＣサイトの構築と美容機器導入によるメニュー増幅

愛知県 株式会社フードリンク 7180001090776 「牧場とダイレクト提携で実現したＭｉｌｋｓ　新鮮＝価格を届けます」

愛知県 スーパーダイヤ株式会社 1180002059710 ダイヤモンド工具のパワー発見！全国顧客獲得へ

愛知県 有限会社ｌｅ　Ｓｏｌｅｉｌ 4180002004564 おうち時間を充実させる新商品開発とリモートレッスンの構築

愛知県 ダイエット＋サロン　ｅｍｉ－ｌｉｆｅ － Ｚｏｏｍを使ったオンライントレーニングを構築し、新規顧客獲得

愛知県 Ｐｒｉｅｒ株式会社 7180001103570 顧客満足度を高める美容品ＥＣ販売の展開

愛知県 有限会社フロム・サーティ 8180002046909 「オンラインサロン」対応型本格的なＨＰと広告宣伝で一歩先行く

愛知県 フジマル － 非営業時間帯を会議室として貸出し、コロナに負けない店舗にする
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愛知県 株式会社クレアール 5180001123471 自動機によるタクトタイム削減及びアワーレートの低減活動事業

愛知県 バーボンストリート － 「テイクアウトで新規顧客獲得。店内の飛沫防止対策の拡充」

愛知県 アサップ行政書士法人 7180005016538 新規の販路開拓でネット活用することにより新規顧客を獲得したい

愛知県 Ｏｒｉｏｎ千種 － 既存施術とのクロスセルを狙った来店型セルフ美容サービスの提供

愛知県 株式会社イート 8180001138087 テイクアウト関連のサービスツールの強化

愛知県 Ｅｗｉｇ（エーヴィヒ） － 美と健康を時代と環境の変化に合わせた非対面サービスの導入

愛知県 株式会社亀忠 4180001102179 オンライン商談と最新情報の発信による活性化プロジェクト！！

愛知県 株式会社方円インターナショナル 8180001091071 オンラインレッスンの新規生徒獲得に向けた広告活動

愛知県 ことばとことば好文堂 － リモート通訳＆オンライン語学レッスンのための環境整備

愛知県 ルネディ － オンラインでのライティング講座事業、動画のシナリオ制作事業

愛知県 秋葉　弥生 － 【自宅向けフィットネスコンテンツの制作とＷＥＢサイトの構築】

愛知県 Ｃｏｑｕｅｔｔｅ（コケット） － 新商品開発とＥＣサイトによる販路拡大

愛知県 ヒカリカンパニー株式会社 6180001100354 高齢者や障がいのある方もスマート家電の活用でより生活を快適に

愛知県 株式会社アイリ 3050001033297 テレワークの営業活動による医師監修ハンドソープの販路開拓

愛知県 株式会社ＷＰＧ 5180001134816 自分のスマホで注文できる安心のオーダーシステムの導入

愛知県 リハビリルームｍａｍａｎ － オンライン物忘れ改善スクール（全国展開）

愛知県 株式会社ベルグ 6180001130525 ｒｅｄｏｏｒ×ＶＲ導入による非対面型ビジネスモデル実現事業

愛知県 株式会社Ｂｒｉｄａｌ　Ｌ 9180001090799 対面型の娯楽を超える次世代を担うオンラインイベントの企画運営

愛知県 音楽事務所クアルト － イベント営業による販路拡大・演奏会開催におけるリモート配信

愛知県 株式会社ボタニーク 180001089408 『ドライフラワーの魅力の発信とＥＣサイトを構築し、全国展開へ』

愛知県 木村　桂子 － オンライン健康セミナーを介しての健康食品販売事業

愛知県 株式会社Ｆｅｙｎｍａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 6180001140714 論文翻訳サービスの新規開発とオンライン販売を通じた新規顧客獲得

愛知県 与多喜堂 － 自社の作業場に糊付け機を設置し、現場滞在時間を減少

愛知県 Ｓｒｏｐｅｌａｂｏ． － リモート営業での女性向けサービス事業者応援と登録事業者獲得

愛知県 ジョイフルノイズ英会話 － オンライン英会話レッスン販路開拓とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 ＢｏｄｙｃｕｒｅＡｏｉ － コロナ感染対策に特化した鍼灸治療院への改装とＰＲ

愛知県 株式会社ＤＵＡＬ　ＤＥＳＩＧＮ　ＤＥＰＴ． 4180001121435 ＥＣにレンタル導入とオンリーワンアイテムで売上強化

愛知県 株式会社八事クリエイト 1180001134266 わくいきタウン（バーチャルタウン）　ＺＯＯＭ販売　※オンライン販売

愛知県 ＫＩＮＳＯＢＡＲ － ネットを通じ新規顧客獲得ＴＡＫＥ　ＯＵＴ、配達、出店強化

愛知県 株式会社ＤＭＡ 2180001070428 ＥＣサイト構築（非対面営業）によるＢｔｏＣ販路開拓の取組み

愛知県 オフィス丸山 － 小規模法人に向けた業務改善のオンラインコンサルティングの開始

愛知県 イメージデザイナーＳＨＩＨＯ － 女性を彩るデザインのＥＣを活用したインターネット販売促進事業

愛知県 有限会社チタック 3180002061425 ＨＰの改訂、ＤＭ展開他により電動車いすの販売体制を構築する。
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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。

愛知県 共同エフテック株式会社 6180001043181 最新鋭のカード発行機の活用及びネットを通じた新規顧客の獲得

愛知県 三河サンプル工房 － 非対面型食品サンプル体験教室開催に向けての環境整備

愛知県 ｈａｉｒ＆ｓｐａｃｅ　Ｂｏｏｋ － チラシ配布と自動応対チャットを活用した売上・労働生産性向上

愛知県 旬家旬菜野武士 － 野武士の一撃“必殺なめらかプリン”でコロナ退治

愛知県 ＶＡＬＵＥ　ＧＬＯＢＡＬ　株式会社 7180301029714 ＺｏｏｍサポートサービスとＷＥＢサイト制作による販路開拓

愛知県 えびこ庵 － 新型ウイルスに負けない！自分で自分を癒す光冠（コロナ）サロン計画

愛知県 自愛サロンＧＲＥＥＮ － 我が家がエステに！プロが教える自宅でできるリンパマッサージ

愛知県 ＢａＢｕ － 若いビジネスマンに集いの場を提供することで新規顧客を獲得する

愛知県 コジマトペ － 新たな営業許可取得による店内飲食以外の収益獲得

愛知県 合同会社アウタープロ 3180303004280 非対面なのに対面と変わらないセミナー運営

愛知県 ミールカフェ － ３密を避けたテイクアウトとテラス席飲食を含む事業の拡大

愛知県 稲垣腸詰店 － インターネット販売の強化と雇用安定のための基礎固め事業

愛知県 メダカの学校 － 「メダカのオリジナル水槽の開発とネット販売強化」

愛知県 リアライズ － ・ＷＥＢ販促充実とオンライン講座対応で集客増

愛知県 お休み処いちかわ － 味噌だれパッケージ改良とＥＣサイトの立ち上げによる売上の確保

愛知県 有限会社かんや 6180302004031 キッチンカーによる移動販売の実施による販路拡大

愛知県 株式会社ワープ 3180302003977 ポリバンス樹脂溶接機による中古樹脂パーツの高品質再生事業

愛知県 合同会社ｐｅｐ 1180303004415 対面が前提業務なのに非対面と変わらない運営方法

愛知県 株式会社オーテックス 5180301000437 ＥＣサイト構築による社内テレワーク化推進と販路拡大の取り組み

愛知県 粟生人形 － ・節句人形職人の非対面型ビジネス事業

愛知県 ＭＯＲＡ － 物販サイトの構築による売上拡大と顧客流出の防止

愛知県 ｅａｓｅ　ｈａｉｒ － 顧客満足度も上げる！新型コロナウイルス感染対策！

愛知県 株式会社中上 4180301033818 ＨＰや動画を作成、パンフレット用い国内外のごみ問題を解決する

愛知県 株式会社アンビシャス 9180301029290 アートで「こころを豊かに」。アートグッズのＥＣサイト

愛知県 ＭＹＦＰ － 予約システム導入とＷｅｂ面談・セミナー実施に向けた体制構築

愛知県 シェ・カズ － グルテンフリーの商品開発及びインターネット販売事業

愛知県 Ｃａｌｉｆｏｒｎｉａ　Ｐａｒｌｏｒ－Ｑｕｉｅｔ　Ｖｉｌｌａｇｅ － 公園前の好立地新店舗で、朝昼型テイクアウトスタンドを作る。

愛知県 ひかりのラウンジ － ライブハウス持続のための高画質動画配信機器投資事業

愛知県 Ｃｏｒ　ｈａｉｒ － 既存顧客へのプラスメニュー訴求による売上向上

愛知県 ＭＪ － キッチンカー事業での新たな販路拡大

愛知県 ＩＦ株式会社 1180301029265 ＥＣサイト開設に伴う非接触での販売促進

愛知県 株式会社ケアリード 9180301009383 「リモート相談及びＷＥＢセミナー」の新設による販路拡大

愛知県 株式会社ステージブレイン 2180001080625
「新しい生活様式」の中での受注拡大のため、新たに映像制作業務に取り組
む
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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。

愛知県 ＳＣＥＮＥ － 施術スピードＵＰで対面時間の削減推進と顧客満足度ＵＰ

愛知県 カイロプラクティックしもん － 高齢者向けのベッド新設とオンラインによる運動健康相談

愛知県 有限会社かとう 9180302006982 一般向け鮮魚宅配事業の新規スタートにおける設備投資計画

愛知県 合同会社ずっとこの街 8180303003071 豊橋の伝統玩具「赤天神」復刻へ。非対面販売チャネルの構築

愛知県 株式会社鳥長三代 7180301030647 こだわり鶏料理専門キッチンカー販売とＥＣサイト構築事業

愛知県 ｎｏｓｔａｌｇｉａ － テイクアウトとネット販売商品の販路拡大による売上アップ事業

愛知県 ビーナスバール － 本格石窯焼！ナポリピザの移動販売

愛知県 ｓｏｕｎｄ　ｓｔｕｄｉｏ　ＥＭＥＲＧＥＮＣＹ － 有人・無人のハイブリット営業、実現化事業

愛知県 株式会社剛ｓｔｒｏｎｇ 5180301025855 コロナに勝つ！感染症対策とテイクアウトによる新たな販路の定着

愛知県 ＦＵＣＡ － 缶詰や真空食品の通信販売の開拓による新規顧客獲得

愛知県 豊橋信和サービス株式会社 6180301006573 請負工事を円滑に進める為のリモート会議の環境整備事業

愛知県 Ｒ株式会社 2180301032111 自宅でできるセルフケアの紹介による新規顧客の獲得

愛知県 ＷＩＮＥＤＩＮＩＮＧＭｕ － 地産地消フルーツのソフトクリームパフェのテイクアウト販売

愛知県 株式会社イベントプロワイド 5180301027884 安心・安全・オシャレな新しいテイクアウトマルシェ開催で受注拡大

愛知県 有限会社エッグ 4180302012143 非対面型外食で、コロナウイルス脅威を乗り越えろ！

愛知県 有限会社アーバント 3180302006055 ちゅうぼうやのホームページで販路拡大事業

愛知県 フラワーブティック　リビー － 新しい生活様式に沿ったレッスン環境の整備及び教室のＰＲ事業

愛知県 Ｐａｓｔａ＆ｍｅａｔ　ＳＴＡＵＢ － お家でも楽しい食・飲ＳＴＡＵＢセット！＆テラスで食べよう！

愛知県 合同会社アルファージェイ 180303004441 ウェブ上でのライブ中継・中継用素材・コンテンツの企画・作製

愛知県 勢川みゆき店 － 新しい生活様式に対応！自宅とお店で“いつものあの味”を満喫！

愛知県 コージーズハンバーグ － お客様に安心・安全を！本格的ハンバーグ料理をご家庭で！

愛知県 ＴＥＭＴＡＳＯＢＩ　ＧＩＮＧＥＲ － 会わなくても伝わります！ジンジャーシロップの魅力を全国に！

愛知県 株式会社ケイシン 7180301030473 新規取引業者開拓のためのＨＰ制作と、それに派生する設備投資

愛知県 ＳＰＡＣＥ　‘ＰＨＯＴＯ　ＳＥＳＳＩＯＮ － リモートによる非対面でのウェディングドレス貸出システムの構築

愛知県 有限会社イトウ製菓 2180302006436 地元食材使用の独自商品開発とホームページ、ＥＣサイトや地元で販売拡大

愛知県 キッチンクボタ － ピザを食べてスマイルにプロジェクト

愛知県 グッドプレイス株式会社 9180301028458 真空＆冷凍のスパイスカレーのテイクアウト販売

愛知県 ｉＭＳ経営株式会社 5180301004875 女性専用バーチャルオフィスおよびオンラインコンテンツの新事業展開

愛知県
京おばんざいと海鮮縁の鈴なり豊橋松葉
店

－ 全卓個室化！顧客同士の空間をより大事に！安心に！

愛知県 株式会社カヴォーロ 4180301009116 ＴＥＸＭＥＸ料理を家庭でも！テイクアウトで販路開拓

愛知県 有限会社ａｒ・ｎｏｕｖｅｌｌｅ・ｖａｕｇｕｅ 9180302012551 人と人との接触リスクを抑えた店舗づくりで新規顧客集客

愛知県 ハンドメイド　ココロン － オリジナルキット販売によるオンライン講座の新規顧客獲得

愛知県 きょうわ接骨院 － オンラインセッションによる非対面型ビジネスモデル実現
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第３回受付締切分）
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愛知県 ＧＯＬＤ　ＭＡＮＩＡ － 販売強化に向けて、ネット専用ブランド立ち上げと店舗看板製作

愛知県 ばんがい地 － 設備導入によるテイクアウトのメニュー充実と作業効率アップ

愛知県 株式会社Ｍ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ 9180001110516 リハビリオンライン動画による非対面型ビジネスモデルの実現

愛知県 株式会社スミヨシ 7180001107191 コロナ渦中でも安心！内覧を非対面で実現！

愛知県 株式会社Ａ＆Ｙ 5180001140863 犬服ネット販売事業への進出と安心安全な店舗による集客力アップ

愛知県 株式会社イート・アップ 4180001140690 テイクアウト新商品「江戸前味噌つけ麺」による販路拡大

愛知県 ビオ・ショップ半田 － ホームページの刷新で動画コンテンツを取り入れ販路拡大

愛知県 整体院ボディ＆スマイル － 女性が喜ぶ店舗改装・認知度向上及び非対面型ビジネス構築

愛知県 石窯とアロハ　ｌｉｎｏ － 安心・安全な空間作りのリニューアル工事及びＰＲ

愛知県 食彩工房ヴェント － クラスターを発生させないためのテイクアウト事業と店内改装

愛知県 有限会社ソフィア企画 5180002076719 自社ＥＣサイトの活用とオンライン商談による新たな販路拡大

愛知県 ヘアーレスト － 新型コロナウイルス感染症のある時代の美容室の安心・安全・安楽対策。

愛知県 有限会社速水 3180002077330 宴会、法事・祝い事需要を喚起する、テイクアウト事業の推進

愛知県 Ｎｙｐ株式会社 4180001117508 オンライン授業導入・コロナ対策対応サロンリニューアル事業

愛知県 株式会社Ｃ－Ｃｒｅａｔｉｏｎ 3180001131749 キャッシュレス決済の拡大による新規顧客の獲得と感染防止対策

愛知県 ヘアーサロン　ワタナベ － 個室化による新メニューで女性と車椅子のお客様に優しい理容室

愛知県 株式会社Ｋ’ｓ　ジャパン 7180001086741 非対面型のビジネスモデルへの転換

愛知県 天ぷらと炭火焼き　えんと － 非対面型ビジネスでえんとは甦る

愛知県 有限会社エナ 3180002079335 ソーシャルディスタンス確保のための新機材ケアドライで安心空間提供

愛知県 花丘飯店 － デリバリー販売に挑戦！守りから攻めへの転換

愛知県 株式会社自然治癒クラブ研究所 1180001134134 ＥＣサイト導入による新規顧客獲得とＳＮＳマーケティング事業

愛知県 回生堂薬品 － セルフ脱毛サービスの提供と老舗薬店による美の改善提案

愛知県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＳＵＮＮＹ － 医療用ウイッグのオンラインカウンセリング導入で全国へ販路拡大

愛知県 株式会社テクテクワークス 4180001131657 日本の伝統左官技法を用いた天然石調度品の制作および販売

愛知県 ｆｌｏｗ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － オンラインでの販路開拓とサスティナブルな商品開発

愛知県 株式会社オリブフォトスタイル 4180001082363 新スタジオセット増設とテレワーク環境実現による経営力向上事業

愛知県 株式会社ワイエスカスタマ 1180001101084 小規模事業者向けファイルサーバー、ＵＴＭオンライン販売事業

愛知県 樹楽 － テイクアウト開始とデザートメニュー開発による販路開拓事業

愛知県 千不動産 － 高齢者にも簡単リモート＆オンラインセミナーによる新規顧客獲得

愛知県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＢＥＬＣＯＲＮＯ － 漫画、アニメの料理やドリンクを再現した「漫画飯」を通信販売！

愛知県 ＬＯＣＯＣＯ － 普段使い用ロリィタ服の試作開発による通信販売事業の推進

愛知県 フェイシャルエステサロンＬｕｃｉｒ － 心身ともにリフレッシュしたい顧客のための『セルフ　エステ』導入　事業

愛知県 ワールド　カフェテリア － 中部圏を代表する天むすをオリジナルアレンジした商品の販売
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愛知県 ジュン　タニヒャク － 非対面型の『定額　セルフ　フェイシャルエステ』で手軽に美しく

愛知県 クリエイトボックス － マイクロドローンを駆使した映像制作・コンテンツ販売事業

愛知県 有限会社オーシャン 6180002075950 有酸素運動・体幹トレーニングリモート講座開設

愛知県 有限会社尾関喜撚糸 1180002075996 当社の強みであるニット製品の流通で地域貢献・社会貢献へ

愛知県 株式会社ミナミ 5180001120691 『　動画配信サービスを利用して非対面でのファンとの交流を図る　』

愛知県 アクア・ボーテ － 男性用新メニュー開発、ＥＣサイト開設、キャッシュレス決済導入

愛知県 むらかみしの － ペット似顔絵のオンライン販売及び顧客増加のためのＨＰ改良計画

愛知県 株式会社Ｒ＆Ｓ 9180001132915 インスタグラムを活用したインターネット販売による商圏拡大事業

愛知県 株式会社アイロン 8180001104188 安価で手間なく商談もできる、オンライン展示会を新たに開催する

愛知県 メナードフェイシャルサロン一宮あずら － オンラインカウンセリングを利用した化粧品宅配事業の取組

愛知県 Ｃｈｅｅｒｙ（チアリー） － Ｗｉｔｈコロナの時代に必要となるＷｅｂを使った話し方講座

愛知県 Ｈａｎｇｏｕｔｃｏｆｆｅｅ － ″免疫を作る、これからの食”をテーマにＥＣショップ開設。

愛知県 Ｈｏｍｅ　Ｓａｒｏｎ　ｅｓｐｏｉｒ － 【自宅で出来る爪のセルフケアと脱毛器の導入による販路拡大】

愛知県 Ｋｏｋｏｒｏ － テイクアウト・配達メニューの拡充、刷新、販路開拓

愛知県 ＳＯＵＬＤＲＩＶＥ － コロナ対策強化店舗および非対面型オンライン商談強化事業

愛知県 山内接骨院 － コロナ禍で衰えた体力を取り戻し、ケガ予防の運動指導！

愛知県 株式会社日本堂 7180003010765 オンラインによる「おうち宝石」でバーチャルオーダーリモデル

愛知県 Ｃｏｃｃｏ　Ｌａｔｔｅ － 店内以外でのイタリア料理の楽しさを提供する

愛知県 ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ　ＳＵＮＬＩＧＨＴ － ダンススタジオ新設とオンラインレッスン開始による販路拡大

愛知県 みのる陶苑 － オンラインによる常設陶芸作品展示個展および販売事業

愛知県 有限会社スリーティー 2180002071895 宅配ビジネスによる売上向上

愛知県 合資会社清水温泉 3180003010653 ｗｅｂ上での入浴券販売、店舗リフォームによるサービスの向上

愛知県 ヒシエム水野陶器 － 家庭生活を楽しむ消費者向け陶磁器通販サイトの開設

愛知県 株式会社Ｔ‐ＲＥＸ 4180001119891 ウェブ注文受付と敷地内区分けによる販売計画事業

愛知県 翠窯 － イベントとして楽しんでもらえるＥＣサイトの構築

愛知県 株式会社尾張東部放送 8180001080074 オンラインを活用した非対面型ビジネスモデル実現と認知度向上

愛知県 有限会社ベルハウス 2180002072225 おもだか屋ＥＣサイトの新規立ち上げ事業

愛知県 タグチ！ワークス － モニター越しでもわかりやすい！オンライン講座への販路転換！

愛知県 鳥静 － キッチンカーでテイクアウト需要を深掘りする！

愛知県 保険センター三河 －
クラウド導入による情報共有とＯ２Ｏ（オー・トゥー・オー）強化に向けた事業環
境整備

愛知県 光和石油株式会社 9180301010969 待合室の新型コロナ対策による非対面サービスで売上アップ！

愛知県 蒲郡観光株式会社 4180301010899 子育て世代に届け！相談から精算まで来店不要の旅行スタイル確立

愛知県 有限会社潮亭 1180302015132 形原温泉最寄飲食店の立地を生かしたテイクアウト強化事業
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愛知県 有限会社北京 7180302015837 地域との信頼関係強化向けた「ニューノーマル」への対応

愛知県 清水ギター教室 － 非対面型音楽教室立ち上げ及び体験ｗｅｂレッスンによる販路拡大

愛知県 有限会社うえむら 5180302015137 老舗和食店によるニューノーマルに向けたテイクアウト強化事業

愛知県 竹島鈑金株式会社 3180301011130 自社ローン商品の販路拡大、および新型コロナウイルス感染症対策

愛知県 有限会社蘭華 6180302016084 本格中華を専用宅配用車両で自宅へデリバリー

愛知県 サンデースパイス － 非対面型テイクアウト事業開始による販路開拓事業

愛知県 有限会社小林農園 7180302014632 花屋の会計無人化による販売機会獲得と業務効率化の取組

愛知県 美容室Ｃｈｉｃ － 新型シャンプー機器導入による商品開発と新規顧客獲得

愛知県 美容室　悠 － ナノスチーム式ヘアカラー・パーマ法導入による売上増加

愛知県 ストライキングジムアレス － 物品販売業務の内製化による生産の安定と新規顧客獲得

愛知県 ＳｐｅｃｉａｌｔｙＣｏｆｆｅｅ蒼～ｓｏｈ～ － 徒歩圏内商圏へＰＲ！テイクアウト専用窓口の設置

愛知県 ＨＡＩＲ　ＷＯＲＫ　ＳＴＵＤＩＯ　ｎｏｉｚｅ － ビューティ×クリーン　安心・安全なプライベートサロン

愛知県 シンプルアクツ株式会社 6180301026150 コアなファンを擁する気鋭ブランド専門・スクリーンのネット営業

愛知県 ＬＥＡＤ合同会社 7180303002322 テレワークやＷＥＢによる非対面営業やイベント実施で顧客発掘

愛知県 有限会社オフィスオー・ケー 2180302018068 動画チャンネル開設やＳＮＳとの連携強化による販路開拓促進

愛知県 オーディオスタジオ － 音楽ホールの空気感をも伝える「より高度な真空管アンプ」開発事業

愛知県 美容処待庵（タイアン） － 「非対面カウンセリングによる新規顧客獲得と定着」

愛知県 日本料理庄庵 － 地域資源と産地技術を活かした新サービス展開の為の生産保存強化

愛知県 有限会社いづか石材店 7180302017940 リモート営業型店舗への改装で新型コロナに不安を持ったお客様に安心を

愛知県 高橋会計事務所 － 非対面型による相続事業の構築とテレワークによる業務効率化へ

愛知県 刈谷ホルモン － 自社ＥＣサイト立上げ・コロナ対策衛生環境の整備と告知

愛知県 有限会社アンジュ 5180302017876 非対面型店舗運営を取り入れながら新規顧客獲得を目指す

愛知県 合同会社シンエイ 5180303004337 好立地新店舗に券売機導入

愛知県 株式会社ＬＥＮＤＡ 4180301028859 オリジナル商品のネット販売とフードデリバリー予約システムによる販路拡大

愛知県 株式会社皓介 1180301026527 ＳＮＳ広告で顧客開拓！コロナに立ち向かうたこ焼き屋の挑戦

愛知県 株式会社ＫＥＩ 7180301030291 ギョウザ生産能力６倍で、テイクアウト販売強化

愛知県 温益株式会社 6180301017042 今後ウィズコロナでも対応できる飲食店作り

愛知県 株式会社昭栄鉄工所 1803010014071 「精密加工技術の向上と部品供給体制の強化」

愛知県 匠屋 － お取り寄せを通して全国へ販路拡大と新規顧客の獲得

愛知県 － 干物の盛り合わせ販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

愛知県 ＫＩＤＳ＆ＪＵＮＩＯＲ　ＤＡＮＣＥ　ＳＨＩＮＥ － 「感染拡大防止の為の３密対策と店舗リニューアルで販路拡大へ」

愛知県 ｅｓｓメグリアエムパーク校 － プログラミング教材のオンライン授業サイト構築事業

愛知県 フラワーノート － 「非対面型販売による癒しの花お届けサービス」
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愛知県 有限会社幸寿し 5180302022166 和食料理店が挑む！感染症と共存する時代の弁当サービス

愛知県 合同会社ＤＹカンパニー 9180303004374 ＷＥＢ活用の非対面飲食運営と温かいままのテイクアイト運営

愛知県 ｍｕｓｚｋａ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 移転オープンに合わせたメニュー紹介冊子の配布と利用訴求

愛知県 ハワイアンキッチンロコス － 昼はテイクアウト、夜は非対面の店内でハワイの味を提供したい！

愛知県 株式会社オリーヴァエテルナ 7180301030077 ウィズコロナ時代を生き抜くまちのパン屋さんのモデル店をめざす

愛知県 株式会社Ｓｕｎａｏｌａｂｏ 1180301031956 オンライン療育支援実施による新規利用者獲得

愛知県 有限会社イチカワ 2180302021385 七五三衣装選びのネット化

愛知県 有限会社シュヴァインハイム 3180302020056 コロナをチャンスに！手作りソーセイジ屋の販路拡大への取り組み

愛知県 クサマ工業株式会社 6180301015203 「気軽に買える鋳物部品」を目指した専用ホームページ構築

愛知県 株式会社ＮＡＳＫＥＹ 9180301026032 テレワーク対応ＣＡＤの導入による生産性向上と新規顧客開拓

愛知県 合同会社ねこらぼ 2180303004389 オンライン保護猫譲渡会システムの構築

愛知県 よなき家 － 広報媒体の複合利用によるラーメンテイクアウト事業の実現

愛知県 ＯｒａｎｇｅＰｅｋｏｅ － 本格テイクアウト肉料理の開発による新規顧客開拓

愛知県 ＭＯＴＨＥＲ’Ｓ　ＬＩＴＴＬＥ　ＨＥＬＰＥＲ － オンライン受注を強化した非対面型販売による新規顧客開拓

愛知県 福来源 － 弁当販売ホームページの制作と店舗改装による新規顧客開拓

愛知県 有限会社ＬＩＮＡＢＬＥキャリア 8490002004769 オンラインセミナールーム新規開設事業で新規顧客開拓

愛知県 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＲＲ － ホームパーティー・ご褒美ディナー向け高品質テイクアウトの開発

愛知県 株式会社ダッシュエンタープライズ 4180301016681 ｗｉｔｈコロナ時代のプライベートサロン展開で新規顧客開拓

愛知県 パステルの森 － ネット販売とイベント・講座のオンライン化による新規顧客開拓

愛知県 株式会社ものとこと 6180301013495 快走！修理も買替えもその場で解決・ニコニコ自転車！

愛知県 Ｔ’ｓ　ｇａｌｌｅｒｙ（ティーズギャラリー） － 全国の「ハワイ好き」新規顧客獲得を図るＥＣサイト再構築事業

愛知県 ｖｅｒａｎｏ（ベラーノ） －
「短時間施術、お子様連れでも安心」なネイルサロンの転換による新規顧客開
拓

愛知県 株式会社ネクスト 9180301017015 ウィズコロナの時代に適した丼専門店転換プラン

愛知県 どんぐり本店 － 【事業名】脱コロナ禍！どんぐりデリバリー計画

愛知県 － テイクアウトとライブ配信による新規顧客獲得

愛知県 建築ｗｏｒｋｓナベプロ － オンラインでの新規顧客開拓と移動型ハウスによる営業活動の構築

愛知県 メゾンドヌーヴォー － 珈琲豆販売のＥＣサイト構築とコロナ感染リスクを下げる店舗改装

愛知県 － 「ＭＩＧＡＫＩサロン」開設、ご自宅でワンランク上のセルフエステ展開

愛知県 カフェ＆キッチンｙｙ － 新テイクアウト商品の開発及びオンライン料理教室の実施

愛知県 有限会社いこい 9180302016354 テイクアウト・デリバリー商品の拡大

愛知県 ｂｅａｕｔｙ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｋｕｌｋｕｌ － 癒しの上質空間を提供する個室型サロンへの改装

愛知県 カフェ木木 － 木木食ぱん・ロールぱんのテイクアウト販売等による経営継続事業

愛知県
ＧＲＥＥＮＦＩＥＬＤ　ＳＣＨＯＯＬ　ＯＦ　ＥＮＧＬ
ＩＳＨ

－ 対面とオンラインの組み合わせによるレッスンのハイブリッド化
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愛知県 株式会社イシハラスタイル 1180301023821 オンラインでできる安心・安全な家づくりへのアプローチ実現事業

愛知県
株式会社ＳＵＺＵＫＩ　ＨＥＡＬＴＨ　ＰＬＡＮＮＩ
ＮＧ

6180301025301 トレーニングと診療の遠隔化と、既存サービスのコロナ対応

愛知県 平坂　丸富（菓匠　富貴） － 和菓子職人のモダンスイーツと団子を非接触で安心にご賞味あれ！

愛知県 株式会社はと屋 9180301022857 自社商品のブランド確立、ＥＣサイトの再構築

愛知県 西尾両口屋 － 目立つ看板を作り、店舗からも安心安全新鮮さをアピール大作戦。

愛知県 株式会社ｉｎ　Ｐｅａｃｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 3180301029791 ズームを活用したセミナー開催とＳＮＳを使った新規顧客獲得

愛知県 岩盤浴なごみ － ｗｉｔｈコロナ！非対面で感染予防！プチ贅沢セルフエステ始動

愛知県 ｌａ　ｔｒｏｉｓ － 客層に合わせたアプローチ！ネット販売と安心安全な店舗作り

愛知県 株式会社Ｓｔｕｄｉｏ燦 5180301028536 新規事業「１７Ｌｉｖｅ」配信で集客強化＆売上ＵＰ

愛知県 有限会社神田商店 9180302026080 テイクアウトとイートイン両立のための設備強化事業

愛知県 株式会社三河工芸 2180301022806 お家でＶＲ！「館長が案内するガラス美術館ＶＲ動画」で集客強化

愛知県 コショネット － 予約システム導入によるＷｅｂサイト制作及び冷凍製菓の全国発送

愛知県 西花園 － カンタン注文！インターネット花屋さん

愛知県 株式会社たくす 7180301030523 会わなくても安心！オンラインセミナー＆保険相談

愛知県 スケートラボ － フィギュアスケート靴の製作及び販売事業

愛知県 有限会社リカーハウス服部 8180002089536 コロナに打ち勝つ！テレワーク環境整備で雇用拡大し地域貢献！

愛知県 有限会社ながさき 5180002089415 ネット販売と実店舗販売を融合した非対面型販売システムの構築

愛知県 株式会社太田七宝 7180001121077 販路拡大のためのＥＣサイト作成とネット広告出稿

愛知県 有限会社エス・ティー・クリーン 5180002091395 ホームページ作成による非対面営業体制の確立

愛知県 ロードセーフティー株式会社 6010001155811 感染防止対策商品等の販路拡大

愛知県 株式会社ネクストアップ教育センター 3180001118234 オンラインによるコロナ対策授業の開設

愛知県 有限会社山鹿工業 7180002091369 新型コロナウイルス予防関連商品の開発及びＥＣサイトでの販売

愛知県 井ノ口産業株式会社 3180001102709 フォークリフトの導入による運搬作業の内製化

愛知県 Ｊｅｕｎｅ － コロナに負けないセルフエステ事業対策

愛知県 つしま塾 － 遠隔（非対面）と非接触型授業の両立と新規生徒の獲得

愛知県 合同会社くまらぼ 6180003018355 ネット販売の拡充とデリバリー・テイクアウト事業の強化

愛知県 有限会社東山開発 2180002067068 自宅にいながら本格フレンチデリを食べられるテイクアウト事業

愛知県 ＪＯＶ　Ｃｏａｃｈｉｎｇ　Ｐｌａｎ － ｅ－ラーニングを利用した非対面型オンラインスクール構築事業

愛知県 株式会社古田鈑金工芸 6180001074895 非対面型接客の仕組み構築と車両販売施策の実施

愛知県 食彩さかきばら － コロナ後、店内飲食よりテイクアウト・デリバリー事業を強化

愛知県 － コロナに負けるな。動物雑貨約５０点新規開発。春日井から全国へ。

愛知県 オフィスカトウ － コンサルティング部門のオンライン化、販路の新規開拓

愛知県 ウエディングプロデュースＵＭＩＳＯＲＡ － 自社サイト・ＳＮＳによる新規獲得と越境ネット販売で売上アップ
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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。

愛知県 企画制作楽大夢 － 地域文化振興のための非対面型ビジネスと新公演スタイルの確立

愛知県 Ｇ－ＳＥＮＳＥ　ＭＵＳＩＣ － ネットを用いた無観客ライブ導入とスクール遠隔化による顧客獲得

愛知県 株式会社平安金属 4180002070879 非対面型フロン回収新事業への取り組みによる販路開拓事業

愛知県 美容室ポッシュアップ － 髪質改善カラーとネットを介した地域に根ざしたサロン創り

愛知県 天ぷら酒房まあちゃん － テイクウト・デリバリーによる売上確保

愛知県 整体院プラント春日井 － 【事業名：ＬＩＮＥ経由自動予約・問診システム導入で接触時間の短縮を図る】

愛知県 ジャパンビューティスタイル株式会社 7180001105468 スマートフォンで簡単にできる、ネット着物試着システムの開発

愛知県 株式会社きりんやグループ 7180002004082 お家で沖縄、生産者の思いをネットで世界中につなぐ沖縄市場

愛知県 蕎麦の三心 － 店外販売ブース設置によりテイクアウトの拡充

愛知県 株式会社共伸興建 3180001086712 ゼロ円太陽光の魅力発信とＷｅｂサイトの集客力強化で売上ＵＰ

愛知県 珈琲焙煎所まめきん － テイクアウト型式にて新商品とネットを通じた新規顧客獲得。

愛知県 とり日和 － 信長が愛した尾張の郷土料理・専門店の味をテイクアウト

愛知県 株式会社小松塗装 5180001103639 ネット活用！豪雨や台風で傷んだ家屋をお守りするプロジェクト

愛知県 ふじい行政書士事務所 － 非対面相談による新規顧客獲得および郵送による新たな事業展開

愛知県 有限会社真野自動車 6180002081263 変わりゆくライフスタイルに沿ったビジネスモデルの導入・周知

愛知県 有限会社お茶の朝日園 8180002080437 家で楽しめるテイクアウトスイーツの導入

愛知県 有限会社ラ・ヴィサージュ 1180002081400 セルフエステの導入と新メニューの強化

愛知県 ＣＲＥＡＴＯＲ’ＳＮＯＶＡ － Ｗｅｂを活用した非接触型動画配信コンテンツ事業

愛知県 ＣＲＯＯＭ（シールーム） － ３Ｄ空間／ＶＲで非対面型営業・展示会・ＥＣへの誘導、販路拡大

愛知県 だいどころ酒場ウルエ － テイクアウト設備の拡充による生産性の向上　ホームページの設立

愛知県 ベジとスパイスｏｍｏｍｏｍ － 新型コロナに負けない非対面型店舗「キッチンカーｏｍｏｍｏｍ」

愛知県 株式会社リセットプラス 7180001110501 非接触決済と利益率の高いメニューの導入で顧客と売上の確保事業

愛知県 株式会社ものがたりスタジオ 6180001125707 非対面撮影を可能とするドローン導入とＨＰを利用した販路拡大

愛知県 有限会社ベイ・ネット 2180002086407 オンライン業務システムの導入と非対面型図面提案の挑戦

愛知県 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ｂａｒごっちゃ － オンラインによるテイクアウトを強化し顧客への感染対策

愛知県 ｐｈｏｔｏ　ｆｉｌｍ　ｓｔｕｄｉｏ　ａｂｕｂｕ － アナログ写真の魅力を伝えるオンライン「ａｂｕｂｕ塾」の開講

愛知県 東海調律センター － ホームページによる非対面型の調律・修理サービス

愛知県 合同会社井上屋 5180003017102 御用聞き営業、テイクアウト、イベント強化による販路開拓事業

愛知県 株式会社梅月冨本人形園 6180001124064 時代を生き抜く常滑焼招き猫の可能性に挑む！ご縁拡大計画！！

愛知県 旬彩　月兎 － 仕出し専門ＥＣサイトを活用した宅配事業

愛知県 株式会社花野江 3180001088056 お取り寄せ、ネット販売での新規顧客獲得、感染防止対策

愛知県 トーカイｓｙｎａｐｓｅ株式会社 3180001129421 新規顧客獲得のための新チャンネルによるプロジェクト

愛知県 ＫＯＭＡ － ランチ難民に向けた名駅周辺のテイクアウトによる販路開拓事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第３回受付締切分）
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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。

愛知県 株式会社Ｇｌａｎｚ（グランツ） 8180001108800 全国販売（惣菜、コース料理）を目的としたＥＣサイトを作成

愛知県 ｖｉｖｉワールド株式会社 1180001088272 セルフネイルプリンター機器導入による客単価ＵＰと新規顧客獲得

愛知県 ＳＧＯカジワラ － 新しい生活様式に対応した設備強化による入居者確保

愛知県 まんが屋 － ホームページ・ＤＭによる「まんが本」宅配レンタル事業の全国展開

愛知県 株式会社ラテンアメリカトレードサービス 9180001087738 非対面化＋業務内製化＝「販路拡大と経費削減」一石二鳥事業

愛知県 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｂｏｄｙ　Ｍａｋｅ － オンラインで全国の産後ケアで悩む人を救う

愛知県 株式会社歩み進学塾 3180001134669 家庭での自学自習と遠隔操作による学習指導システムの構築

愛知県 有限会社ミユキ王子 1180002070048 安心できる店づくりと地域に密着した非対面ビジネスモデルの導入

愛知県 佐野司法書士事務所 － インターネットを利用した非対面型相談業務の確立と新規顧客獲得

愛知県 株式会社アメニティ尾張 3180001077868 「トイレの再生化方式による有効活用でトイレの快適化を」

愛知県 アカネフォート － 商品の内製化と撮影パターン増設による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社遊久 5180001112994 遊技機立体的保管と整備・発送作業のパッケージ化による業務拡大

愛知県 株式会社かな和 3180001077463 「コーチンスイーツの非対面販路開拓による新たな飲食店営業の展開」

愛知県 ＭＩＺＵＫＡｒａ － 非対面型キャリア形成支援の講座による販路拡大

愛知県 燻製バル燻ＴＴＯＮＥ － テイクアウト販売事業及び若年層をターゲットとした販売促進

愛知県 株式会社鶴水リゾート 3180001105380 犬山の魅力を伝えリピーターに、宿泊施設の近郊法人の利用向上策

愛知県 ジーシーネットワーク株式会社 9180001081344 屋根用部材の加工を行うことによる新たな販路開拓

愛知県 メガネＢＯＸかなもり　（喫茶花らく里） － テイクアウト等へのビジネスモデル転換のための店舗改装事業

愛知県 有限会社美容室セリア 9180002074479 「オンラインカウンセリングと美容商材ＥＣ展開での新規顧客獲得」

愛知県 株式会社リブライン 9180001081699 地元密着で培ったきめ細かな提案力を生かした県外営業エリアへの販路開拓

愛知県 アイアンフード株式会社 5180001081653 ★店舗型宴会に置き換わる非店舗型向けの宅配宴会キット等の販売

愛知県 Ｐａｓｓｐｏｒｔ － 実店舗での新たな顧客層の獲得と、ＥＣ販売による販路の拡大

愛知県 板津ゴム株式会社 8180001080693 新商品開発とネットなどの販売網の構築

愛知県 らーめんしなき　犬山南店 － コロナで遠のいた５０代以上の客層を取り戻す店舗改装大作戦

愛知県 株式会社ラオインターナショナル 2180001081458 ＡＩチャットボットを利用してテレワークでも国内外の売上拡大

愛知県 ミヤタリフト株式会社 9180001135331 レンタル卸を主力事業に転換／システムを活用し非対面販路開拓

愛知県 美容室ファイブ　アイランド － 安心安全な美容室をＷｅｂで訴求し、非対面工程を取り入れる

愛知県 株式会社藤川工業 1180002087983 設計図面等データやりとりのＩＴ化による非対面対応での売上拡大

愛知県 ｏｓｕｔｅｒｉａ　ｔｓｕｋａ － イタリア料理で元気に！！　～手軽に本格料理を食卓に～

愛知県 自家焙煎珈琲ごりら － キッチンカー導入による新規販路開拓と販売強化

愛知県 Ｐｒｏｊｅｃｔ６ － オンラインコンテンツ化でコロナをブレイクスルーする

愛知県 水野建築 － 新型コロナウイルスの影響に打ち克つ新事業展開による売上拡大

愛知県 壽屋株式会社 9180001094296 お客様とｗｉｎｗｉｎオンライン化ワンストップ注文で販路拡大
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第３回受付締切分）
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愛知県 有限会社ノンナカコーレ 2180002089070 「自宅で美味しいイタリアン」テイクアウト事業の充実

愛知県 理容大徳 － ｗｉｔｈコロナの床屋は「安心快適空間化と考えました」周知ＰＲ

愛知県 カンパニーアテンダント － 非対面型ビジネスモデルへの転換とコンテンツ販売

愛知県 株式会社ノブナガ 2180001095111 キッチンカーでテイクアウト＆多目的フロア改修で売上ＵＰ事業

愛知県 有限会社スポーツキューブ共栄 9180002084866 ホームページでの情報発信とオンライン販売戦略で販路を拡大

愛知県 フローリッシュ社労士事務所 － 動画とオンラインを組み合わせたハイブリッド研修の実施

愛知県 横根クリーニング － 非対面型クリーニング受け渡し決済サービスへの取組と顧客獲得策

愛知県 ラ　ファルファーラ － 本場イタリアンをお家で！テイクアウトメニューの充実計画

愛知県 あやめ堂針灸院 － ホームぺージ・オンライン予約ツールの作成及び美容針の導入

愛知県 株式会社水谷クリーンサービス 6180001099133 クレープ製造販売のノウハウを活かした卸売展開と新商品販売事業

愛知県 瀬間亜理砂バレエ教室 － パーソナルレッスン、おうちバレエのオンライン化で売上増加計画

愛知県 共栄貿易株式会社 1020001097495 転送自動化・ＩＴ技術による検討自動化

愛知県 農園ちいさな星 － 獲れたて野菜の直送で家庭もお店も元気にしたい

愛知県 プライベートジムＧＲＡＰ － 個室から開放感あるジムへ。換気・安心を売りに新規顧客獲得

愛知県 小田井温泉 － 安心・安全な店づくりによる顧客獲得

愛知県 リラク＆ビューティー美容室マレオット －
web マーケティング、HP 予約システムなど、非対面型利益を生み出す年間を
通じた戦略を運営

愛知県 株式会社伸和 3180001119463 魅せ方の改善で　若い女性向け商品開発　ＰＲ・ネット販売事業

愛知県
ヘアースペースアモール（ＨａｉｒＳｐａｃｅＡｍ
ｏｒ）

－ 最新の水流シャンプー機を導入しカラーの生産性を上げる

愛知県 株式会社シェール 4180001073148 「ホームページリニューアルによる販路開拓及びオンライン対策事業」

愛知県 日本料理やまと － Ｂ　外部への販売活動用食材等保管のための冷凍、冷蔵機械装置の導入

愛知県 鉄板居酒屋やまや － テイクアウト需要の創出に向けたホームページ作成

愛知県 木工ふくなり － 撮影・展示空間を作り、新たな「魅せ方」で売上向上を目指す

愛知県 有限会社やっかん 5180302017372 ３密を回避する和風セルフＢＢＱ会場の開設による販路開拓

愛知県 株式会社リード企画 180001105308 リードキッチンカー

愛知県 いずみ筆文字工房 － 動画を活用した、リアル＋リモートによる書道・ペン字教室の運営

愛知県 Ｇｒａｓｓ　ＨｉＢｉＫｉ株式会社 7180001134888 ＥＣサイトを新規整備し安心安全な店舗作りで新規顧客を獲得

愛知県 フリーキャビン － 立地の弱みを強みに転換、Ｗｅｂ内覧を駆使したトランクルームＰＲ

愛知県 ヴァンモア株式会社 1180001039812 来店不要で展示会開催システムの構築

愛知県 心づくし　御料理　おおやま － 同時に複数の調理が出来、円滑な弁当生産が出来る機械装置の導入

愛知県 アメリカーノ － ウィズコロナに向けたビジネスモデルの転換と販路拡大

愛知県 おにぎりやさん － 新商品開発のための設備投資とＥＣサイトの新設

愛知県 ブライダルサロンブーケ － 結婚相談所オンラインサービス化による、全国からの新規顧客獲得

愛知県 美容室　つづみ － ＥＣサイトの導入でサロン商品をおうちにお届け

21 / 35 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。

愛知県 ルコネッサンス株式会社 4180001108432 新規事業の為のホームページ刷新とプレスリリース事業

愛知県 喫茶ウエルカムはたの － 『新型コロナ対応型の店づくり』で魅力ある喫茶店を宣伝する。

愛知県 東洋綿業株式会社 4180301006369 独自商品の開発とＥＣサイト構築による非対面方式の新規販路開拓

愛知県 ＪＪ株式会社 9180001132989 ・テイクアウトと新メニューの考案、看板照明等の改修によるアピール

愛知県 株式会社オール出版 3180001053596 名古屋老舗フリーペーパーのオンラインマガジン化

愛知県 ＩＳＥＴＳＵ環境開発株式会社 2180003007709 Ｗｅｂサイト構築と新たなスタジオ開設による非対面事業の整備

愛知県 株式会社Ｆｉｔｎｅｓｓ　ｔｏ　Ｌｉｆｅ 5180001139526 顔認証・ＷＥＢ会議の導入、動画等による顧客満足向上と広告強化

愛知県 株式会社浜島鉄工 7180001043544 ホームページによる新規顧客獲得と技術承継の実現

愛知県 株式会社オートハウスＫ＆Ｙ 8180001125044 「オンライン商談で業務効率向上＆商談可能件数／日の増加」計画

愛知県 株式会社Ｖ－ＨＡＮＤＳ 18000107673 バリアフリー化とコロナ下でも選ばれる為のテイクアウト機器導入

愛知県 有限会社マゴアキ 3180002085894 弁当用食材・製品保管強化の為ウォークイン冷凍庫の導入

愛知県 中西　沙織 － コロナ時代にマッチした、制作業務のオンライン化＆ＰＲ力の強化

愛知県 株式会社映像畑 7180001101533 映像業界のこれからを担う！配信撮影への取り組み

愛知県 株式会社シード 6180001043165 ３Ｄプリンターによる部品内製化と生産管理システムのＮＷ化

愛知県 ＶｅｇｅｔａｂｌｅＣａｆｅきらずや － カフェの味をそのままご自宅で。野菜たっぷりお弁当。

愛知県 ｓｈａｎｔｉ－ｎａ株式会社 1180001105366 女性の美を追求するヨガスタジオの新事業

愛知県 ヘルスケアツーリズム株式会社 3180001089310 オンライン配信、オンラインレッスン事業の新規立ち上げ

愛知県 宿ネットワークサービス有限会社 2180002041535 「ハートフルセンター団体宴会場予約システム」の開発

愛知県 株式会社ＤＹＰ 3180001111263 テイクアウトとＷＥＢを用いた新たな非対面の飲食運営

愛知県 ＫＩＩＴＯＳ － 非対面型ビジネスモデルの構築を目指したセルフ除毛サービスの開発事業

愛知県 株式会社みらいサポート 5180001071984 パソコン修理・遠隔対応サポート事業の広報活動による売上増

愛知県 有限会社巴屋靴店 5180302013628 折込チラシ強化による売り上げ回復とＥＣ販売事業の展開

愛知県 ＰＯＮ　ＳＴＯＲＹ － ポン菓子専門オリジナルＥＣサイトによる販路拡大強化計画

愛知県 株式会社徳衛門 8180001138459 「釜めしを自宅にお届け」テイクアウト・デリバリーサービス開始

愛知県 産前産後トータルケアサロン　Ｍｃａｒｅ － 産前産後のトータルケア事業の広報活動および新規顧客の獲得

愛知県 フェアリー　Ｙｕｋｉ － コロナ疲れを癒す　安心エステサロンをめざして

愛知県 有限会社吉川自動車 1180002077943 『エアコン　ガスクリーニング』でコロナに負けない経営！事業

愛知県 株式会社Ｎａｃｈｉ　Ｇｒｏｕｐ 5180301017596 冷凍手羽先の開発及び、ネットを活用した営業体制の構築

愛知県 株式会社ニッポー 3180301018992 住宅展示場の非対面接客推進による生産性向上と売上拡大

愛知県 城北事務所 － オンライン化による新規顧客獲得と業務の非対面化の実現

愛知県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＭＯＮＴＲＥＳＯＲ － 女性のメンタル・ヘルスケアサポート事業

愛知県 キッチンラボ － ウェブマガジン「食らしの日記」制作

愛知県 グレインズ － 生き残る為のインターネットでの通販事業
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愛知県 Ｒｉｂｂｏｎ － 営業の非対面化と室内の抗菌・抗ウィルスコーティング

愛知県 ヘルスケアエージェント － インサイドセールス体制とオンライン研修提供体制の構築事業

愛知県 株式会社ケイ・アイ 9180001051140 宅配サービスの開始と新規顧客獲得に向けた店頭販売計画

愛知県 株式会社ＷＩＳＥ 4180001142043 抗菌、抗ウイルスコーティングの非対面営業化

愛知県 株式会社スパアクル 3180001102972 オンライン講座の本格始動とＨＰでの予約・教材販売に向けた整備

愛知県 株式会社ピースマネジメント 6180301026679 非対面型での経営者向け個別コンサルティングによる新規顧客開拓

愛知県 ＡＺＳ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 3180001132053 非対面対応可能なオンラインレッスンの新規開設

愛知県 ヒーリングサロン心音 － 自宅でのトリートメント（手当）とヒーリングをオンラインで提供

愛知県 株式会社フローラ 7180001100452 早朝・深夜営業強化のための改装工事で販路拡大！

愛知県 ヒール・アップ － ホームページの開設を通して、商品安全性ＰＲと非対面販売の導入

愛知県 株式会社オンディーヌ 1180001068869 化粧品販売の新規ＥＣサイト構築で販路拡大

愛知県 インテリアワタル － クロス張替オンライン見積相談サービスの開始で販路開拓

愛知県 株式会社果実本舗 1180001087844 コロナ過に対応する新商品開発とネットを利用した新規顧客獲得

愛知県 居酒屋友義 － 安心・安全な非接触の店内空間作りとデジタルサイネージの活用

愛知県 トータルビューティスクールＵｎ － オンラインレッスンに対応！配信専用トレーニングサービス提供事業

愛知県 愛和株式会社 6180001122209 新名物「黒船流テールスープ」とネット通販で業績回復

愛知県 ＲＥｃｏｒｅ株式会社 9180001089858 マグロ販売のためのＥＣサイト新設

愛知県 株式会社名古屋リビング新聞社 5180001046805 環境事業の構築によるビジネスモデルのチェンジ

愛知県 ｃａｆｅ猫酒場ｐａｐａｎｙａｎ － 自社ＷＥＢサイト構築による集客とテイクアウト需要の獲得

愛知県 Ｎｅｘｔ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ － 非対面型のオンラインバーを認知するためのホームページ制作

愛知県 株式会社チバーズ 7180001070200 デリバリーの強化と店舗の魅力向上による顧客数と売上の回復

愛知県 株式会社プラス・ワン 1180001073167 オンラインショップ開設で既存製品直販と新商品での販売拡大

愛知県 中国食房凛 － 「凛」はご予約テイクアウトとご近所デリバリーの事業展開

愛知県 有限会社右大臣 8180002046751 ネット販売等販路拡大の為、冷蔵保管機能強化する。

愛知県 株式会社ハートランドスタジオ 2180001115298 有料配信ライブ

愛知県 はないけ接骨院 － 最新機器を導入し、新たな非対面の施術サービスを提供する

愛知県 株式会社剛建 9180001096185 自社ホームページによる非対面型集客モデルへの転換プロジェクト

愛知県 Ｃｏｌｏｒｓ － 中型トラックの整備・販売事業の拡充と非対面営業での販路拡大

愛知県 ベトコンラーメン新京　記念橋店 － 安心して通って頂くための店内環境の改善

愛知県 エバーオンワード株式会社 1180001100961 【空気環境】を見える化した新たなサービスで販路開拓

愛知県 株式会社Ｓｐｌｅｎｄｏｒｅ 7180001109741 療育プログラムのオンライン化、動画配信を使った新規顧客獲得

愛知県 珈琲のたち花 － テイクアウト開始による業態転換と店舗看板作成による集客力向上

愛知県
株式会社マーケティング・エッセンシャル
ズ

3180001129074 オンラインセミナー主催者のワンストップサポート事業
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愛知県 株式会社稲繁フードサービス 6180001057834 コロナ禍におけるお客様の満足度向上を目指した体制づくり

愛知県 株式会社ウィーケン 5180001127506 子どもの未来の可能性を広げる！「探究型オンライン授業」

愛知県 イロハヤラーメンにしむら亭 － 完全予約制１日１組さま限定広東料理コースお一人様５０００円

愛知県 ＣＨＩＮＥＳＥＫＩＴＣＨＥＮＤｏｒａｇｏｎ － ウェブへの挑戦！テイクアウト・デリバリーへの挑戦！

愛知県 株式会社しらい 9180301030736 ＥＣサイトと水圧転写システムの導入で新規販路開拓

愛知県 西村石材株式会社 6180301019063 非対面で販売できる墓石専門ＥＣサイトの構築

愛知県 有限会社デジフォトワールド 9180002060207 ステイホームでできる！プロのノウハウサポート付セルフ証明写真

愛知県 ゲストハウスますきち － ＥＣサイト開設と、ワーキングスペースの開発等による販路拡大

愛知県 株式会社Ｈｉｎａｔａ 5180301033833 ＨＰで動画の仕事紹介と簡易見積もりシステムで一般顧客の受注開拓

愛知県 電気工事リスペクト － ＬＩＮＥを活用！スマホ世代の重点顧客開拓で挑む売上向上策

愛知県 ラパンの麦 － 店内イートインコーナーからテイクアウトへの変更に向けて

愛知県 有限会社鳳設備 8180302027864 ＥＣサイトの導入で消防設備の販路開拓

愛知県 ＫＥＮＴＡ　ＣＬＡＵＳ － 新ブランド立上げによる非対面型ビジネスモデルの構築と販路拡大

愛知県 レインボーキッチン － コロナ禍でも、楽しく・おいしく・安全にテイクアウト

愛知県 有限会社名城サービス 7180002012804 食品調味料などオリジナル商品の開発とオンラインショップの新設

愛知県 ｂｅｎｆａｔｔｏ（ベンファット） － 非対面型レストラン　レストランフードのテイクアウト販売開拓

愛知県 エステ．ＬａＭａＲｉＡ － ＥＣサイトとオンライン講座で非対面型ビジネスモデルへの転換事業

愛知県 ＡＵＪＡＳｂｏｄｙｗｏｒｋｓ － 週に１回オンライン！月に１回森の中！新しいヨガ様式の提案

愛知県 いとー健向院 － オンライン問診とＹｏｕＴｕｂｅ動画で新しい治療院への転換事業

愛知県 株式会社サンリット企画 8180001057964 自社ブランド商品の非対面型ビジネスモデル（ＥＣサイト）の構築

愛知県 ＲＯＣＫＩＮ’ＲＯＢＩＮ － 全店舗共通のテイクアウトシステムの構築

愛知県 株式会社Ｏｃｅａｎ 3180001122517 テイクアウト等の非対面事業強化と器で創造する東海市の未来発信

愛知県 有限会社ジュリア 1180002037781 オンラインお花教室・お菓子教室とＷＥＢサイトの整備

愛知県 ＬＡ　ＢＥＡＵＴＥ － プロの技を伝授！婚活女子向けオンラインヘアメイク講義事業

愛知県 株式会社市岡経営支援事務所 9180001123971 動画配信・ＴＶ会議を活用して中小製造業への経営支援に取り組む

愛知県 株式会社河合 9180001077919 感染拡大防止対策とコロナ後の事業拡大に向けて

愛知県 木もれび頭痛整体院 － 従来事業のオンラインサロン化に伴うホームページ制作

愛知県 有限会社ＳＧ・Ｓ 8180002079314 タピオカの在庫を救う最終消費者への直接販売に向けた出荷場確保

愛知県 食彩工房　蔵 － コロナ渦に対応した居酒屋の設備強化事業

愛知県 デジタルクラフト － ３ＤＣＧアプリを活用し教育ビデオ開発とネットでの新規販路開拓

愛知県 有限会社漁場白川 6180002030542 ＥＣサイトを用いたネット販売事業

愛知県 鳥山塗装 － 差別化された新規販路構築で売上拡大

愛知県 シースカイ株式会社 1180301032707 東三河の魅力を発信する新型観光誘致サービス
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愛知県 カフェドルチェ － 飛沫感染防止シート設置による感染防止対策と環境整備

愛知県 ＫｅＮ　Ｃｌａｓｓｙ　Ｈｏｕｓｉｎｇ － 接触感染を減らすための賃貸住宅経営からのアプローチ

愛知県 スナック　あ☆びあんと － 業績復帰・向上のため、コロナウイルス感染予防対策の実施

愛知県 Ｔｈｉｎｇ　Ｄｅｓｉｇｎ － オンラインによるダンスレッスン「ＳＵＰＲＥＭＥＳ　ＤＡＮＣＥ　ＨＯＭＥ　ＳＣＨＯ

愛知県 株式会社冨士屋 4180003005776 老舗の和食料理屋が新たに挑戦する甘味処とテイクアウト

愛知県 株式会社いちご一会 9180001131537 非対面対応オンラインカウンセリングと無料セミナーの新規開設

愛知県 株式会社ＭＯＴＨＥＲ‘Ｓ・Ｉ 9180001107181 【日対面型ＥＣ販売チャネルの新規開拓構築による売上増加】

愛知県 Ｂｅｓｔ　Ｗｉｎｇ株式会社 5180301025616 インスタライブによる、非対面授業と個別指導のシステム作り

愛知県 株式会社谷口商会 2180001130446 リモートワーク時代の新しいスーツスタイルのＥＣビジネス事業

愛知県 協和地所株式会社 6180001126283 オンライン相談サービスを活用した不動産売買仲介の販路開拓

愛知県 株式会社エイトスペース 7180001137107 非対面型フードトレーラーによる安全なフードサービスの提供

愛知県 株式会社ＷＩＲＥＤ　ｓｕｒｆ 2180001122435 つばめパンのＥＣサイト制作による販路拡大事業

愛知県 大畑　美香 － 非対面オンラインピラティス提供体制の構築

愛知県 メンバーズ楽 － 安心してくつろげる店舗へのリニューアルオープンで顧客数維持拡大事業

愛知県 株式会社ＯｎｅＥｉｇｈｔ 3180001139800 コロナ禍での販路拡大策とＷＥＢを使った新サービスで売上ＵＰ！

愛知県 有限会社五空 6180002087401
テイクアウトメニュー作り、テイクアウトメニューデザイン作成、チラシデザイン
作成、

愛知県 椿 － テイクアウト、新規開発弁当販売・換気対策の徹底

愛知県 Ｃｏｒａｌ － セルフケアレッスンを対面型からオンライン型に転換し集客を図る

愛知県 Ｃｏｒｒｅｃｔ － 非対面型の広告運用のコーチング

愛知県 平野亜希子司法書士事務所 － ‘ＷＥＢ面談承ります’ＨＰ作成による顧客開拓の取り組み

愛知県 焼肉慶州 － お肉テイクアウトの開始と、レイアウト改善にて販路開拓

愛知県 有限会社ライトスタッフ 9180002009022 オンラインＢｔｏＢ営業の強化で、新たな販路を開拓。

愛知県 株式会社エムテラス 6180301029855 遠隔活用プランニング

愛知県 株式会社エムズ 6180001088301
対面回数を減らしてあんしん！ご家庭でのお困り電気工事は「まじめ・真っす
ぐ・真心」

愛知県 株式会社Ｍ＆Ｋ 9180001071304 おうち時間を充実させる！お手軽専門店パンケーキのＰＲ事業

愛知県 アズ倶楽部株式会社 1180001100334 「おうちで学習＆料理実習ｅラーニング販売による売上増加計画」

愛知県 株式会社コウエーホーム 5180001096222 相続物件の価値を取り戻す終活としてのリフォーム事業

愛知県 クリエイターズクラン合同会社 7180003019138 仮想公園ＥｄｕＰａｒｋで学ぶオンラインプログラミング教室の販売促進

愛知県 谷口ライフプランナー事務所 － 非対面型での集客とお客様と繋がり続ける仕組みの構築

愛知県 株式会社麩屋藤 1180301029471 自社サイトの作成による非対面での販売促進計画

愛知県 Ｒａｄｉａｎｔ － ネイルサロンを美顔で差別化！女性の美を追求するオンライン相談

愛知県 Ｓｅｌｖａｇｇｉｏ（セルヴァッジョ） － 時代の変化に柔軟に対応、先へ繋ぐ自社ＨＰと予約システムの導入

愛知県 オリーブ美容室 － サロン商品の新たな販売チャネル　ＥＣサイトで売上増加事業
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　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 ＤＥＡＬＳ（ディールズ） － 外注の内製化と経費削減

愛知県 株式会社マイセルフ 5180001136259 医療機関との連携と科学的トレーニング提供等によるサービス向上

愛知県 ＦＲＡＭＥ － 動画を用いたＥＣサイト導入によるコロナ禍での売上確保

愛知県 株式会社ラ・ヴェレゾン 180001116292 ミシュラン星付き店の味をご自宅で！特製テイクアウトＢＯＸ

愛知県 ｓａｃｃｏ － 【ＷＥＢカタログで新たな層の顧客獲得】

愛知県 リュウセイエンタープライズ株式会社 180001071781 「キックボクシングオンラインパーソナルトレーニングプログラム計画」

愛知県 ＴＥＡ　ＬＯＵＮＧＥ　ＬＩＬＹ － 紅茶を選ぶプロセスまで楽しむ！ムレスナティーの非対面販促事業

愛知県 株式会社さかいや 5180001130880 インターネットによる食品の通信販売等の新規開設

愛知県 株式会社ＫＲＳ 1180001113451 新規ＨＰを制作し、ＨＰやスマホからでも手軽に予約できるサイトの構築

愛知県 ｃａｆｅ　ａｎｇｏｒａ － テイクアウトメニューの開発による通信販売事業への参入

愛知県 株式会社ジェネラルアメリカンホーム 1180301017476 リノベーション＋家具で新市場を開拓するためのＨＰリニューアル

愛知県 ＵＧ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2180001129983 国内外へのオリジナルレザーコーティング剤の開発・販路開拓事業

愛知県 株式会社吉野寿司 9180001055208 店内改装による３密への対策とデリバリー事業の強化

愛知県 Ｖｉｖｉｄ　Ｅａｒｔｅｈ － 国内外のネット販売体制の構築と型物による新商品開発

愛知県 株式会社ウェルテクス 9180301028557 滅菌コーティング事業の拡大とネットでの集客と販売促進

愛知県 合資会社尾張屋本店 6180003004280 中古ドレスの有効活用！オンラインお直しサービスの販売促進

愛知県 有限会社きたはら 9180002023106 ＥＣ導入による販路開拓事業

愛知県 株式会社アディド 1180001064736 ＥＣの活用とテレワークの導入で非対面営業を実現しＷＥＢで販路拡大

愛知県 行政書士小川事務所 － ＷＥＢを通じた新規顧客獲得・知名度向上

愛知県 アトリエアンヌ・マリー － 花を身近に感じるＥＣサイトで販路開拓

愛知県 合同会社テラスクリエイト 8180001060992 【キッチンカーを活用してデリバリー販売の新規顧客獲得】

愛知県 岩村　良恵 － ホームページリニューアルでオンライン企業研修ブランドを確立

愛知県 ティーエスプラン － エアコンメンテナンス事業におけるｗｅｂ集客による販路拡大

愛知県 リアーク株式会社 180001129984 非対面ビジネスを活かした安心と満足の他にはない店舗づくり

愛知県 株式会社ｌｅｇａｍｅ 2180001120182 ＡＩマシン導入による非接触型トレーニングの提供と新規顧客開拓

愛知県 株式会社ラポルシェワールド 4180301031978 県外からのＷＥＢ受注増加のための自社のショールーム化事業

愛知県 株式会社はやみ 7180001101509 着物のネット予約・通販サイトの開設

愛知県 株式会社空・インターナショナル 7180001108537 商才ある親方のもとで修業した従業員によるキッチンカー事業

愛知県 ｍｏｇｏ　ｋｉｔｃｈｅｎぺこっぱっ － 出前受付用ＨＰ作成とテイクアウト強化による販路開拓事業

愛知県 有限会社ミシマ 8180002027941 卸販売業者が個人顧客向けに良い品を販売するホームページの作成

愛知県 有限会社バイオリズム 9180002056072 非対面型トレーニング＆セルフケア指導による販路開拓

愛知県 Ｓｅｏ　Ｔｏｔａｌ　Ａｃａｄｅｍｙ － オンライン化による販路開拓及び、業務改善、顧客満足度の向上

愛知県 ミロワール・アカデミー － 非対面ファッションメイクレッスンへの事業転換と新規顧客拡大
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愛知県 株式会社なつめ 1180301006693 対面リスクを抑えた店舗改装による新規顧客獲得

愛知県 オフィスフィールドゲート － サブスクリプション型の格安ＨＰによる新規顧客開拓計画

愛知県 Ｃｕｌｔｉ（カルティ）ラボ － 保育に携わる者のオンラインカウンセリング、ＶＲワールドカフェ

愛知県 株式会社ＰｒｉｎｔＬａｂｏ 2011801028045 オンライン商談受注システムの導入と独自商品開発による事業強化

愛知県 隠れ家Ｄｉｎｉｎｇ堀川小町 － デリバリー＆テイクアウトで自宅レストランの構築にて売上ＵＰ

愛知県 ミライ緑化株式会社 8180001130754 解体工事受注とエクステリア資材販売ＥＣを加速させるＨＰの構築

愛知県 株式会社鈴木木工所 8180001132916 新聞とインターネットを駆使した需要喚起と外国人客の新規獲得

愛知県 株式会社Ｃｅｓｋｙ 1180001136799 非対面モデルの賃貸募集及び設備導入で入居者満足度アップ

愛知県 プリ花Ｐｌｕｓ － 新設アトリエからのリモートレッスンによるコロナ禍の打開

愛知県 有限会社ときわ 180002004870 最新ＣＡＤＣＡＭ、３Ｄプリンタによる歯科補綴物データの非対面型への移行

愛知県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｌｕａｎａ． － 新規顧客獲得とリピート率アップに向けたＷｅｂ戦略

愛知県 株式会社カーネーション 2180001131254 食のプロによる料理代行と食生活アドバイスとオンライン料理教室

愛知県 小山　裕貴 － ライブ配信サイトによる財務から終活相談のトータルコンサル事業

愛知県 コーセー総合事務所 － 地域社会に貢献する公益目的の法人サポート事業のＰＲ・販路拡大

愛知県 ａｅｍｉｉ － 独自ヘアケア商品開発とレンタルドレス事業の新規開拓

愛知県 ＬＩＬＬＴ（リルト） － オンライン改善による新規顧客獲得とオリジナル商品製作

愛知県 豊田市駅前通り南開発株式会社 8180301020523 テナント店舗の退去を防ぐための自社サイトリニューアル

愛知県 有限会社オフィスヴァル 5180002033934 感染対策を施したイベント運営のためのサーモグラフィーの導入

愛知県 株式会社夢叶 3180001108664 レッスンスタジオ事業において非対面型ビジネスモデルの導入

愛知県 ＴＨＥ　ＧＯＨＡＮ　ｃｌａｓｓｉｃ　ｐａｖｉｌｉｏｎ － デリバリー事業拡大による売上アップ＆コスト削減計画

愛知県 Ｍ．ａｒｔ － デザイン制作業務の非対面型販路拡大事業

愛知県 株式会社エフェクト 1180001134299 オンラインでつなぐ抗菌商品エフェクトのＦＣ展開および販売促進

愛知県
ＭＡＳＴファイナンシャルアドバイザリー株
式会社

7180001134021 ＨＰ作成による接点の増加とオンライン会議による案件進行

愛知県
ユニバーサルフィナンシャルホールディン
グス株式会社

1180001054910 ＹｏｕＴｕｂｅを活用しコロナで困った住宅ローン相談者支援事業

愛知県 エレガンス株式会社 1180001125851 非対面式映像配信授業の映像開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 Ｈｅａｌｔｈｉｅｒ　Ｊａｐａｎ － 非対面オンライントレーニング及び生活指導サービスの新規開設

愛知県 株式会社ファミリークス 9180001139002 非対面型マーケティング推進のための自社ホームページの作成

愛知県 ＶＡＮＲＵＳＨ名古屋 － 非対面によるオンラインカウンセリングと物販事業

愛知県 ｋｕｓｃｈｅｌ＆ｆａｃｔｏｒｙ － ＷＥＢサイトを利用した非対面の見積り対応による販路拡大を図る

愛知県 共栄ニット株式会社 4180001030000 独自通販サイト制作による経営基盤強化及びブランド育成事業

愛知県 ＰＡＰＲＩＫＡ　ＨＡＩＲ　ＲＯＯＭ － 店販商品や新たな訪問美容を含む施術が販売可能なＥＣサイト制作

愛知県 株式会社ＣＳＯＮ 8180301032700 【農業ドローンオペレータースクール開校・受講申込サイトの新設】

愛知県 株式会社コスメセゾン 2010001173412 美容商材卸売りから自社サイトのＥＣショップ展開への事業転換

27 / 35 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。

愛知県 株式会社アイエスリンク 5200001009040 非対面での販売訴求に向けた取組みとＥＣサイトの構築

愛知県 有限会社手品屋 2180002060510 専用ＷＥＢサイト経由の非対面型イベント主催で販路拡大を実現する

愛知県 ＣｏＣｏ美容研究所 － オンラインカウンセリングの導入と自社ＥＣサイトの立上げ

愛知県 山榮堀商店株式会社 7180001121069 コロナ下でも愛知県の旬の鮮魚を届けるためのＥＣサイト設立

愛知県 株式会社アクションパワー 180001091045 広告宣伝を強化し除菌清掃・予防技術提案から販路拡大し売上ＵＰ

愛知県 ＯＣＥＡＮＳ － ３６０　回転可能な「ＶＲ展示場」をウェブサイトで公開

愛知県 株式会社エジアス 6180301029797 ウィルスに負けない、安心して利用していただける店舗作り

愛知県 台所市場ヤオヨシ － 惣菜・食品の宅配事業の実現

愛知県 Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ－ｈｏｕｓｅ － 天然素材カーテンを通販で販売しおうち時間の充実を図る事業

愛知県 株式会社高千穂会館 4180301006138 本格料理を手軽に～贅沢な食のお届けによる新規顧客開拓～

愛知県 五十嵐　友一 － 高音質・高画質『ライブ映像配信・映像収録』委託事業

愛知県 自営業 － ホームページとＥＣストア開設による非対面型ビジネス進出

愛知県 Ｂｏｓｔｏｎ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ － コロナ禍で安心して利用いただける英会話スクールを目指して

愛知県 株式会社カルチベイトジャパン 3180301017103 自動検査機器を活用したテレワークの整備とＨＰでの販路開拓

愛知県 ＰＯＫＨＡＲＡ　ＦＣ　豊川八幡店 － 新たな時代への活路を見出す！ＥＣサイトによる集客ＵＰ！

愛知県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｅｐｔ． － オンラインレッスン対応ホームページ制作プロジェクト

愛知県 ジャミール － オンライン美容相談メニューの導入と自社サイト構築によるＰＲ

愛知県 ＪｅＬｅ株式会社 3180001120719 新たな販路開拓の３つの戦略

愛知県 株式会社アプグロ 2180001115018 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 有限会社大栄制御システム 5180302008198 中二階設置による部品等の確保と外注内製化による生産体制の強化

愛知県 コスモホーム株式会社 6180001043173 非対面型で住宅の設計図面のオンライン販売

愛知県 株式会社ライブズ 2180302004588 非対面型の現場管理システム（サイト）の制作による業務効率化

愛知県 株式会社Ｐｕｒａｖｉｄａ 6180001115732 専用ＷＥＢサイトによる塾事業向けの非対面サービスを確立する

愛知県 有限会社エスエムケイ 8180002042627 売上増加、新規顧客獲得に伴うテイクアウト商品強化事業

愛知県 有限会社ワールドワン不動産 1857431693803 スマホ対応のホームページを作成し弁当注文を配達する。

愛知県 株式会社弁才天 3180001139461 対面販売の売上減をカバー！名古屋発フルーツ大福通販の販売促進

愛知県 株式会社ＳＡＮＮＡＮＡ 2180001135115 新規顧客獲得！オンラインであなただけのデザインを作りませんか

愛知県 合同会社トム・ワイエス 6180003020253 ＥＣサイト作成よる新規顧客獲得及び販路拡大事業

愛知県 すし寅゛衛門 － スチコンを使ったテイクアウト用新メニューの開発

愛知県 物件会議株式会社 3180001131212 ビデオチャット機能を付けたサイト運営で新たな販路開拓を狙う

愛知県 クリーンエージー充填場 － 消臭除菌剤を安定供給するための設備投資と営業活動の強化事業

愛知県 ＦｒａＴｅｃｈ　Ｗｏｒｋｓ － 非対面による農業設備の開発・製作・販売遂行のための体制構築

愛知県 小島明希 － 非対面接客の実現とコロナ対策設備導入による入居者獲得事業
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愛知県 名古屋大橋ボクシングジム －
【感染対策システム導入による非対面型サービス、Ｗｅｂ広告・チラシによる認
知拡大】

愛知県 ＡＬ　Ｆｏｒｔｕｎａ － ＨＰでテイクアウトメニュー充実販売の非対面集客実施

愛知県 パーソナルトレーニングスタジオＲＥＡＬ － 非対面でのオンライントレーニングと食事指導の新規開設

愛知県 有限会社三舩電気 5180002070820 ライブ配信で解決！家電（住宅設備機器）アドバイザー事業

愛知県 株式会社三好興産 180301019809 低価格で質の高い代行サービスプロジェクト

愛知県 株式会社鳥居工務店 7180301013148 プロセスを楽しむ家づくりのブランディングによる新規顧客開拓

愛知県 ＯＬＩＶＩＮＯＬａＣｏｃｉｎａ － オリーブオイルのインターネット通販事業

愛知県 株式会社安達不動産鑑定調査 3180001126666 地域社会に貢献する店舗事務所による不動産総合サービスの展開

愛知県 ユタカ産業 － テレワーク（内職）に向けた動画教育とＥＣサイト出品者の課題解決

愛知県 ＨＡＮＡイノベーション株式会社 4180301025914 ＬＩＮＥで簡単花贈りサービス「ハナクル」の販路拡大事業

愛知県 焼肉しんちゃん － テイクアウト促進・店舗仕切り増設による個室完備

愛知県 有限会社大富商会 9180002073431 テイクアウトの強化とＥＣサイトの新設・「密」を避ける改装

愛知県 イタリア料理Ｗａｉｎａ － 「おうちごはん」に対応する商品提供の強化

愛知県 有限会社リバティ 5180302025986 自社ＨＰでのＥＣとＢｔｏＣコンテナ事業で挑む差別化生存戦略

愛知県 株式会社おもむきラボ 1180001110614 サッカーフィギュアのインターネット注文＆販売

愛知県 株式会社ＢＲＡＶＯ 3180301016526 ウイルス感染防止用密封式エアーテント「クイックガード」の開発

愛知県 有限会社フォレストアロウ 6180002045318 生徒さんにも好評な遠隔授業の完全実施と双方向対応事業

愛知県 ヨーロピアンフラワーデザイン連盟 － ネット広告で新たなお客様の獲得を！

愛知県 有限会社ウイポップ 6180302000955 ポン菓子製品のリブランディング。

愛知県 有限会社日比谷加工 6180302023221 新規業創設による販路拡大と非対面ビジネスの推進

愛知県 株式会社スタジオ．シン 5180001059022 非対面ビジネスの推進による販路拡大

愛知県 株式会社ＮＢＳ 2180001128911 地元の飲食店を救いたい！非対面型コンシェルジュ事業の拡販

愛知県 ＡＮＤＩＸ － 顧客満足向上・新規大型受注獲得のための遠隔面談体制の整備

愛知県 漢和株式会社 2011501023222 テイクアウト需要への対応強化と空調換気を含む店内設備の充実

愛知県 有限会社トモエサービス 8180002004882 「安全第一」ＷＥＢ活用による、社員もお客様にも安心感を

愛知県 合同会社タカハシフーズ 自店舗ホームページ強化とデリバリー強化による新規顧客獲得

愛知県 ＮＩＧＨＴＡＧＥＮＴ － 人と人とをつなぐナイト系応援オンラインバーの販売促進

愛知県 ため － 初めてでもできる、ＥＣサイト運用のコツを配信する事業

愛知県 株式会社ｓｙｌｌａｂｕｓ 6180001136349 新旧ＭＩＸクローゼット文化を推進！ビンテージアパレル通販事業

愛知県 株式会社ＱｐｕＮａｇｏｙａ 9180001110879 コロナに負けるな！完全パーソナルトレーニングで健康身体へ

愛知県 ブリス有限会社 3180302005602 『新生活様式対応のオンライン販売＆スマート・レンタカー事業』

愛知県 はじめるクリエイト － オンラインでまち歩きが楽しめるＥＣサイトの制作

愛知県 リラクゼーションルームＲ － 双方向コミュニケーションによる顧客満足度維持対策事業
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愛知県 株式会社ＰｌｅａｓｕｒｅＳｅｅｄ 1180001134662 継続的なＥＣ広告の展開による新規顧客獲得とその定着化

愛知県 有限会社巴山製作所 6012401008251 チャンスをつかめ！自社ＨＰ作成により新規取引先の開拓へ

愛知県 中華割烹茶居那 － インターネット通販を利用した「エッグタルト」の販売計画

愛知県 ナオミパンとクッキングサロン － 料理教室の生き残りお弁当の販売での販路開拓

愛知県 鉄板焼昊 － 生活様式の変化に対応するテイクアウト事業の拡大と店内整備

愛知県 株式会社田中建総 3180001141962 ウィズコロナ時代に合わせたホームページ制作

愛知県 クオーレプラス － 非対面のプレゼンテーションツールで技術向上・顧客満足を高める

愛知県 レインボーアース株式会社 5180001126251 非対面型のコンサルティング及び会員制コミュニティーの仕組化

愛知県 ぺっとはうすぐりーと － トリマーの連携による広域送迎「おむかえわんこ」による販路開拓

愛知県 ジャパンファースト株式会社 5180301004388 全国の特産農作物を非対面でＰＲし新規販路開拓を実現

愛知県 合同会社ディーピー 2180003018375 非対面海外査察・非対面教育への転換による新規顧客の獲得

愛知県 有限会社起業経営研究所 7180002073607 非対面型のオンライン講座実施体制の整備による販路拡大

愛知県 株式会社愛知共同企画 4180001124719 飲食店向け移動販売用冷蔵冷凍レンタカー及びＥＣサイトの構築

愛知県 個別学習のセルモ　中島教室 － ＷＥＢサイトや宣伝広告を通じた新規顧客獲得

愛知県 山本製作所有限会社 8180302014202 自社ブランド商品の開発と販促による販路開拓及び経営基盤の強化

愛知県 ペガサスクラブ株式会社 7180301025564 お家でペガサス！テイクアウトとネット販売でホームパーティーを

愛知県 株式会社ＭＩＴＳＵＨＯ 9180001138292 テレワークによる感染拡大防止とコロナ禍の売上回復

三重県 Ｔｈｉｒｄ　ｐｌａｃｅ株式会社 9180001102331 新規生徒獲得によるオンライン授業形態への転換

三重県 彩磁庵 － アートな小物などをＥＣサイトで提供するための新たな販路の開拓

三重県 平松産業株式会社 3190001016024 ホームページ更新及びテレワーク環境の整備事業

三重県 醉月陶苑 － 非対面による新しい陶芸教室への転換と材料内製化による安定供給

三重県 株式会社クーパーズスポーツ 6190001025963 強みを活かし市場に合わせた商品を販売するネット通販事業の開設

三重県 髪倶楽部　Ｂｅ－Ｆｉｎｅ － 新たな対面型接客方法の構築

三重県 玉屋 － 創業８０年の味を自宅に届ける「ご近所限定」出前サービスのＰＲ

三重県 葡萄酒亭きとう － ワイン愛好家向け商品開発とオンラインショップの構築

三重県 原製茶 － 生産者直売サイト「食べチョク」を中心とした商品ＰＲと直売体制の整備

三重県 グローバルサービス株式会社 1190001015630 宿泊客に向けた「安全で快適な環境」を提供する環境整備とＰＲ

三重県 有限会社竹寿司 8190002020895 宴会等の小規模化、高齢化に伴う環境設備の設置

三重県 ひまわり不動産 － ライフスタイルの変化に対応し非対面ビジネス展開

三重県 明光義塾　阿倉川教室 － 新サービス導入、教室環境整備による顧客満足度アップ

三重県 株式会社華月 9190001014550 非対面でのＷＥＢによる商品提案・商品説明による販売開拓事業

三重県 有限会社山三瓦工業 3190002022500 リアルタイム画像共有ドローン屋根（高所）点検とサーモカメラ診断

三重県 嘉肴処祭 － 伊勢湾の魚を、四日市萬古焼土鍋入り一人海鮮鍋をテイクアウトし売上増
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三重県 株式会社丸商 6190001017135 データベース・ＰＯＳレジ導入で新規顧客開拓と業務効率化！

三重県 洋菓子ナポレオン － ＥＣサイト活用による自慢の焼き菓子の販路拡大及び新規顧客獲得

三重県 いわた接骨院 － トレーニング動画サービス配信・オーガニック食品をネット販売

三重県 茶陶苑まさき － 萬古珈琲急須で淹れるオリジナル珈琲や付属商品をＨＰで通信販売

三重県 晃整骨院 － ｗｉｔｈコロナを意識した新しい診療様式の確立を目指す

三重県 ｆｉｒｅ　ｓｔｕｄｉｏ　ＡＹＡＴＯ － ・安心安全なパーソナル指導と感染拡大防止の徹底により新規顧客獲得

三重県 ｂｅｆｒｅｅ － 「リモート撮影対応スタジオの開設」

三重県 有限会社スイテック 6190002019650 売上アップとリスク回避につながるオンライン営業活動の推進

三重県 株式会社郷土活性化 7190001021474 生産者と食卓をつなぐ三重の食材定期通販オンラインシステム構築

三重県 かしの木 － アクリル板の設置で安心してカラオケを楽しめるお店に

三重県 創作洋食フルール・ド・セル － 「シェフしか出せないテイクアウト」の提案による顧客開拓

三重県 有限会社ＱＢ 5190002018950 高品質犬のＷＥＢ販売、リモート飼育指導で充実ペットライフ

三重県 ＫＡＣＨＩＮＡ － プラチナシャンプーの導入と自動ドライヤーで地元に安心を提供

三重県 有限会社斎木石油 3190002020231 オンラインで見れる、若者向けリノベーション賃貸ＰＲで販路開拓

三重県 ミナミ産業株式会社 6190001016509 特許製法「やみつき油揚げ」の国内海外向け販路開拓による工房の収益改善

三重県 飯処しるべ － 新型コロナウイルス感染リスク低減のための店舗運営改革事業

三重県 ＳＮＯＷ＋ＤＲＯＰ屋 － 【ＷＥＢでテイクアウト事業の強化及び店内環境改善による基盤強化】

三重県 有限会社ビー・エヌ・エス・ダイナカーク 2190002002602 ウエットブラスト導入による海外外注費の削減・作業の内製化

三重県 株式会社Ｒｉｂｂｉｔ 3190001026403 オンライン学習システム導入と感染防止対策を徹底した教室運営

三重県 伊勢観光株式会社 5190001000075 新型コロナ感染拡大予防策と新しい旅のガイドライン提案

三重県 株式会社ＨＩＲＯＳ 7190001020047 冷凍パン通信販売商品の開発、販売で安定した売上の確保

三重県 レストラン　ラ・メール － 新設備導入で食の安全性を高め、テイクアウト・デリバリー販売を強化する

三重県 空麦 － 対面接客削減による感染予防と会計のセルフ化による生産性の向上

三重県 株式会社ＡＮＡＰＡフィットネス 1190001024937 ＡＩフィットネス機器を使った非接触型フィットネススタジオの事業展開

三重県 もとまち整骨院 － オンラインカウンセリングとフェイシャルエステダイエット事業

三重県 ｙｏｕ７１ｒａｃｉｎｇ － ジム兼配信スタジオ開設でのオンライントレーニングサービス提供

三重県 株式会社ブランドハット 6190001023471
ネット広告から店頭へ安心して来店いただける非接触型の商談スペースの設
置事業

三重県 株式会社石丸モータース 5190001022813 オンライン自動車販売商談・故障相談・見積による新規顧客の獲得

三重県 株式会社ＹＡＭＡＤＡ 3190001007782 既存ＥＣサイトのリニューアルによる販路拡大で売上強化事業

三重県 有限会社ＡＴＴＲＡＣＴ 3190002011098 店舗改装による非対面型商談ルーム開設で三密対策事業

三重県 千の幸株式会社 2190001007783 新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得と新規ギフト需要の獲得

三重県 ＲＡｉＳＥ － 接触回避のための新規設備の導入・確認作業の効率化

三重県 株式会社バウレット 6190001007615 ＳＴＡＹ　ＨＯＭＥで住環境を豊かに！緑を増やして人と地球に優しく！
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三重県 有限会社小津 3190002008482 オンライン営業とホームページ作成から来店に繋げる営業改革

三重県 有限会社紅谷 3190002009638 「安心感」の創出と「ＩＴ化」による紅谷を伝えるコロナ対策事業

三重県 新割烹　柚子 － 打倒コロナ！家庭に居ながら新割烹柚子の味を楽しむ通信販売事業

三重県 有限会社魚勘 3190002008359 ネットショップでみえジビエの加工品と当店自慢の鍋セットの販売

三重県 有限会社神公堂 4190002008928 倉庫の集約・改修による在庫確保・業務効率化

三重県 有限会社さらさ廣 9190002010219 テイクアウトメニューの本格展開のための販促プロモーション

三重県 Ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　Ｗａｒｍ － 安全安心のサロン空間創出とＥＣサイト開設による化粧品販売の拡大

三重県 高岡電機設備 － Ｂ　ｔｏ　Ｃ取引を開始することにより安定した経営を目指す

三重県 有限会社鯛屋旅館 6190002016128
ソーシャルディスタンスとバリアフリーに対応するための館内整備、及び営業
形態の転換

三重県 セラフィナ － コロナに振り回されない事業の安定化の為のオンライン講座開設

三重県 有限会社フェイマス 3190002014332 食事を楽しめる店舗空間の創出とテイクアウト事業の強化

三重県 株式会社Ｎｅｘｔ　ｓｔａｇｅ 6190001025476 地鶏屋のホームページ制作による店舗展開と販路拡大

三重県 シェ・ママン － 店舗改装、インターネット販売（ネットショップ開設）による販路開拓

三重県 橋本酒店 － ソーシャルディスタンシングを確保した店舗設計による顧客の確保

三重県 寺子屋　エンブ －
新規ＨＰ制作による新規顧客獲得と既存生徒における非対面でのサービス向
上

三重県 ヘアメイク　ナーブ － 全自動シャンプー機を導入し、生産性の向上及び新サービスを展開

三重県 環境システム株式会社 2190001007189 テレワークの環境整備とスピーディーな注文対応の工夫

三重県 長井環境建築事務所 － 新しい生活様式対応クリニック開業オンラインサポート事業構築

三重県 米田正彦写真事務所 － ドローン撮影、ホームページ開設、見本用アルバム等で販路開拓

三重県 三重東洋珈琲株式会社 4190001010629 ネット販売を活用し自社ブランド商品の販路拡大

三重県 朝日野寿司 － 寿司用米の保冷庫を導入し、サプライチェーンの毀損に対応

三重県 ｍｉｙａｂｉ　ｓａｌｏｎ －
自宅でも美意識向上！オンラインショップで物品販売の売上増加と新規顧客
獲得

三重県 ＮＰＯ法人アシスト三重 2190005011303 自主製品の無人販売と更なるＰＲ事業

三重県 株式会社すし処君家 7190001011509 新しい生活様式も怖くない、強く長生きできるお店づくり

三重県 サンエイケミカルカンパニー － 売上回復と共に顧客に喜ばれる塗り替えシステム（ＤＩＹ）

三重県 株式会社京水 2190001024110 売って吉、貸して吉のバーチャル内見を織り交ぜたオンライン契約

三重県 株式会社ＭＡＤＯＩＲＯ 3190001021569 インテリア・リフォーム事業の非対面型コーディネート提案

三重県 合同会社ＷａＮａｍｉ 4190003002558 ネット活用による当社のこだわり総菜・飲食品の販売強化事業

三重県 有限会社魚清商店 6190002016350 確かな目利きと腕で調理する仕出し料理の強化とランチ営業の開始

三重県 整体院　優 － オンラインでのリモート（遠隔）施術のための広告戦略

三重県 有限会社松田自然菜園 3190002004291 コロナからの再出発、無農薬＆有機栽培こだわりの機能性野菜販売

三重県 株式会社Ｆｕｎ　Ｐｌａｃｅ 8190001027074 テイクアウト注文対応のＥＣサイト作成・掲載による顧客獲得事業

三重県 株式会社ＢＥカンパニー 5190001013928 オーダーメイド靴の新規製作依頼先メーカーの開拓と技術導入
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三重県 株式会社ライジード 3190001023821 ＷＥＢサービス周知のためのマーケティングノウハウの蓄積

三重県 ストレートボディ － 桑名から全国へ！将来のメダリストを育成するオンラインレッスン

三重県 有限会社丁子屋 5190002016847 急速冷却機導入による安心安全なテイクアウト商品の開発環境整備

三重県 株式会社ＨＳ 7190001023594 チャットボット付コーポレートサイトと事務所改装で売上拡大！

三重県 コスモス観光 － ネットを活用した旅行販売システムの導入による非対面型の構築

三重県 元祖　第一旭名阪大内店 － 店舗の空調改装による改善とテイクアウト事業の強化

三重県 古美術　山﨑 － オリジナル商品の開発・ＨＰ新規作成・ネット通販新規販路拡大

三重県 株式会社ＬＩＬＹ 9190001025267 コロナ対策の為の店舗空間の安全面と快適さの向上による販路開拓

三重県 日本料理伊勢之家 － 老舗日本料理店テイクアウト拡充と個室環境向上で顧客満足度ＵＰ

三重県 有限会社伊賀肉の駒井 4190002012046 ＥＣサイト刷新による伊賀牛の販路拡大及び顧客への利便性向上

三重県 株式会社ＷＩＮＺ 4190001025684 当社業務を中心とする動画配信による非対面での新規需要拡大事業

三重県 ヴィーヴィック化粧品株式会社 9190001003479 非対面による新たな受注体制の構築～ピンチをチャンスに変える～

三重県 ひのめ － テイクアウトで新規顧客獲得と店舗ブランドイメージの認知を図る

三重県 市川大楽園製茶 － 茶農家の価値連鎖の強み活用しイベント販売型からＨＰ販売型へ転換

三重県 合資会社佐々木呉服店 7190003000674 スマートホン対応等を施したホームページ改良による販路開拓

三重県 有限会社北村商店 1190002005416 電解水衛生管理システム導入による生産性の向上と販路開拓

三重県 尾鷲ヤードサービス株式会社 9190001004394 増産体制の強化とネット販売システムの構築を通じた販路開拓

三重県 株式会社アクトコーポレーション 4190001009588 自社オリジナル商品のブランド化、及びネット販売での販路開拓

三重県 日本料理　和Ａｎｎ　あん藤 － 加工食品製造販売による新規顧客の獲得と売上アップ

三重県 旬菜料理　魚忠　豊 － コロナ禍での家飲み用おつまみでテイクアウトに注力

三重県 とらじろう － キッチンカー導入で新型コロナを乗り越えて売上を拡大する事業

三重県 栢本農園 － インターネット販売開始による売上向上と加工品のブランド化事業

三重県 Ｍオートイワキ － 板金の外注業務内製化と一般顧客への取引拡大による売上向上計画

三重県 福田ぶどう園 － ホームページ作成とドローン導入による経営の健全化

三重県 株式会社アイ・ワーク 8190001009824 クラフト用品量産化及びＥＣサイトを活用した販路拡大

三重県 竹島珠算簿記学校 － オンラインと登校を併せたオリジナルカリキュラム作成で売上拡大

三重県 株式会社ＷＯＮＤＥＲ 7190001019246 Ｗｅｂ集客ページ作成及びオンライン商談による販路開拓事業

三重県 豊岡溶工株式会社 7190001009734 ネット媒体を活用したオリジナルブランドの構築による売上拡大事業

三重県 ＆ＢＡＫＥ － ＥＣサイト導入と顧客数の増加による販路開拓

三重県 ＰＲＩＮＫ’Ｍ － オンリーワンの指文字アートをオンラインで全国へ売上拡大

三重県 有限会社世古花の小宿重兵衛 9190002010532
１２室の客室を風呂トイレ・テラス付きの特別室４室に限定し、客数の減少を客
単価の増

三重県 中央庭園土木株式会社 2190001007379 遠隔情報管理を用いた新規設備による生産性向上と販路拡大を図る

三重県 有限会社鳥羽小浜荘 1190002010580 顧客同士・従業員の接触を減らす「非対面型宿泊プラン」の新設
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三重県 やま栄水産 － 「焼き牡蠣小屋」が始める宅配サービスの展開による非対面型事業

三重県 西口建築 － リモート完結型の住宅建築システム構築による新たな営業展開

三重県 季節料理馳走 － 会員制通販グループ「馳走クラブ」立上げによる非対面型ビジネス

三重県 株式会社ＴＡＫＵＭＩ 7190001019023 タイ輸入による女性向けアパレル商品とアクセサリーの宣伝広告

三重県 篠田山養鯉場 － 錦鯉および関連商品のネットショップ販売による販路拡大

三重県 ＣＯＩＭＯ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　横井工業 － 業務用空調換気機器販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

三重県
有限会社ニュー・エイジ・イングリッシュ・ス
クール

1190002018285 ｙｏｕｔｕｂｅ動画配信とホームページ改良による新規顧客獲得の取組み

三重県 ｙａｋｉｎｉｋｕ　ｃｏｕｒｔ籠 － コロナ渦で取り組むテイクアウト効率化とリモート業務導入

三重県 ＡＲＩＴＯＭＩ　ＢＯＸＩＮＧ　ＧＹＭ － オンライン・トレーニングなどによる非対面事業への転換

三重県 パーソナルトレーナー － 女性限定週１回下腹引き締めオンラインパーソナルトレーニング

三重県 アロマセラピーメ・ヴェール － より簡単にアロマを「まとう」商品を開発し販路を開拓

三重県 竹内　いちろ － 高音質ライブ配信事業とオンラインギター教室

三重県 寿伍六｀スゴロク － 四日市名産・萬古焼オリジナル土鍋とおでんのセットの販売

三重県 花アトリエＥｓｐｒｉｔ － ドライフラワーを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

三重県 ＷＥＳＴＧＡＴＥ － テイクアウト専用窓口の設置及び、オンライン決済導入による非対面化

三重県 有限会社伊藤鈑金工作所 1190002019218 三密を防ぐ工場倉庫オーナーに向けたオンライン営業システム構築

三重県 株式会社鈴鹿メディアパーク 1190001006134 スマホアプリでの市民への情報伝達手段によるコロナ対応新事業

三重県 小銭商店 － 新たな温水設備導入による高付加価値商品の増産

三重県 有限会社みち潮 4190002010693 業務効率化とコロナ対策の両立～自動食器洗浄機（食洗機）の導入～

三重県 ＢＡＬＩ　ＨＯＵＳＥ － ネット利用で新規顧客獲得と移動販売車による販路拡大

三重県 洋食堂あｕｎ － デリバリー開始に伴う生産性向上に向けた設備導入と感染回避

三重県 有限会社サントゥル音楽学院 2190002018508 【販路拡大】ＰＲ動画での新規顧客の獲得

三重県 株式会社実月 5190001021526 最新の光学技術を用いたカウセリングの非対面型モデルへの転換

三重県 有限会社イエンプロダクション 2190002023235 【ハッシュタグ　コロナ脱却戦略】

三重県 ｇｒａｃｉａ － ホームケア商材のネット販売による非対面ビジネスの構築

三重県 ユメビトハウス － Ｗｉｔｈコロナ時代の需要に適した非対面コンドミニアムへの転換

三重県 株式会社Ｎｏｂｉ－ｔＡ 7190001019667 ＥＣサイト構築をメインとした、オリジナル物販商品の売上増加事業

三重県 有限会社麻野館 6190002008158 マスク製造事業への展開と独自商品開発に向けた旅館業の新たな挑戦

三重県 有限会社かいだ食品 6190002013752 オンライン環境整備による新商品ＰＲ、ネット販売の増加

三重県 Ｐａｒｔｙ　ＷＡＰ － ネットショップ構築と新設備による３つの新事業の立ち上げ

三重県 有限会社奥野写真館 7190002004354 ウィズコロナにおける家族の絆の象徴である唯一無二の家族写真

三重県 有限会社市嶋縫製 4190002019248 既存事業に係る関連業務の新規獲得と供給の安定確保

三重県 Ｒ．ＧＫスクール － オンラインを活用したゴールキーパー直伝コーチング事業
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三重県 株式会社ＶＩＡＬＬ 8190001021622 三重県で一番安心・安全に通える、感染予防に配慮した美容室の提供

三重県 ｚｕｍａｉｃａ － 非対面型での親子サッカースクールの構築

三重県 株式会社ＡＫＩＲＡ・ＮＡＫＡ 6190001019593 デザイナーズブランドＡＫＩＲＡＮＡＫＡの展示会のデジタル化
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