
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４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

鳥取県 株式会社ｎｉｄｏ 4270001002948
軽量で移動性に優れた「モバイル小屋」のウェブサイトによるレンタルサービ
ス事業

鳥取県 株式会社ノンバディー 1270001006415 大手通販サイトヤフーショッピング進出による新規顧客獲得

鳥取県 株式会社昂和 8270001006292 石材の自社加工・製品製作

鳥取県 株式会社稲田本店 7270001003126 酒蔵における魅力的な非対面型ビジネスモデルの構築

鳥取県 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＤＵＯ － ネット通販の開始とヘアカラーメニューのサブスクリプション導入

鳥取県 米子ＡＺＴｉＣ　ｌａｕｇｈｓ － 配信設備を利用した顧客ニーズ向上と新規顧客の獲得

鳥取県 トレカショップポルカ － 自社通販サイトおよびカード自動販売機導入による売上向上計画

鳥取県 株式会社ＵＥＳコンサルティング 9270001007835 専用回線で利便性・機密性を強化したオンラインコンサルティング

鳥取県 あすとみらい株式会社 1270001007644 ＩＣＴを導入した非対面型不動産取引

鳥取県 株式会社ＬＥＭＵＲＩＡ 8270001007729 自社サイトの構築による販路拡大計画

鳥取県 有限会社大磯水産 3270002005546 販売の多様化とネットを通じた新規顧客の獲得

鳥取県 有限会社ＫＯＭＡＴＳＵ 3270002010042
子育てママを救う！子どもの足のお悩みも相談できる「子ども靴の専門サイ
ト」

鳥取県 アーク学院 － オンライン授業体制の構築による非接触形式での授業実施

鳥取県 ｄｉｋａｒａ － スタジオ指導とオンライン配信開始で機会損失のない教室運営

鳥取県 漁師料理さと － 仕出し料理のテイクアウト事業への参入に伴う販路拡大

鳥取県 Ｂａｌｅａｒｉｃａ － 非対面サービスの導入と新サービスのＳＮＳによる宣伝

鳥取県 株式会社大山こむぎプロジェクト 7270001007589 ＥＣサイトを使用したブランドこむぎ『大山こむぎ』の販路拡大。

鳥取県 有限会社アクロス 3500002010695 自社の認知度向上と非接触型営業展開を実施するためのＨＰ作成事業

鳥取県 株式会社ＦＫプランナーオフィス 5270001007789 非対面型ビジネスへの転換の為の店舗宣伝強化

鳥取県 米子ガイナックス株式会社 9270001006432 非対面売上の増加に向けたオンラインサロンの試験運用の改善等

鳥取県 有限会社養生館 5270002010809 クリエイティビティを必要とするクリエイター向けの旅館ワーケーション

鳥取県 Ｓｈｉｒａｋａｂｅ　ｓａｎｄｗｉｃｈ合同会社 3270003001230 タイトル　ＥＣサイトの運営による自社商品等の国内外への販路拡大

島根県 ほんがほんが － エスプレッソマシン導入によるテイクアウトメニューの拡充

島根県 小さなおやつ工房ここから － 生産性の向上とネット通販による新規顧客獲得

島根県 出雲そばきがる － 生そばのテイクアウト強化

島根県 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ － 新メニューの開発とテイクアウト事業による売り上げ確保事業

島根県 有限会社太田建材 1280002005266 ＤＩＹを楽しむ本物志向の一般消費者向けネット販売事業

島根県 ＲｏｏｆＴｏｐ － オンラインレッスン実施による既存顧客の維持と新規顧客の獲得

島根県 そば処・喜多縁 － 出雲そばをテイクアウトと通信販売で販路拡大

島根県 有限会社スタジオタケベ 7280002007158 ブライダルＨ．Ｐの新設及びドローン導入による新メニューの開発

島根県 有限会社ソノマ 5280002010064 県外作業員が使用する寄宿舎・ホテル向けの非対面酒類販売事業

島根県 有限会社平和亭 8280002007776 「丼専門店」への業態転換等によるランチ（昼食）売上増加対策

島根県 有限会社山常楼 6280002004981 お届け会席料理・弁当の徹底拡大事業

島根県 あかるサロン － エステサロン向けイヤーキャンドルスクール

※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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島根県 フジ・コスメティックサロン － 非対面型でご自宅へ！毎日のメイクが楽しくなる肌へ！！

島根県 石州宮内窯 － インターネット販売の開始と体験サービス環境を充実化させる事業

島根県 有限会社武志屋 5280002005709 インターネットを活用した宿泊部門の強化と仕出し部門の販路開拓

島根県 有限会社新宮商司 1280002003014 介護衣料・用品を中心としたインターネット販売事業

島根県 Ａｌａｎａ’ｓ － ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスで販路拡大と新規顧客獲得

島根県 株式会社グラ・モーレ 8280001006812 セルフエステでコロナ禍でも安心して通えるサロン

岡山県 株式会社菊屋 6260001001940 遠隔営業を可能にするＨＰ改修と販路開拓のため展示会出展

岡山県 ＭＹ工業株式会社 2260001033525 ホームページを作り、業務円滑化・契約数増加を目指す

岡山県 有限会社ＳＩＫ 7260002015476 テイクアウト開始に伴う店舗移転事業

岡山県 有限会社ＮＪプランニング 7260002007580 だんだん畑　持ち帰りと宅配サービスで自慢の料理をお届けする。

岡山県 岡山薬品工業株式会社 3260001001349 ＥＣサイトを活用した非対面ビジネスの構築

岡山県 株式会社Ｄ＆Ｃコミュニケーションズ 4260001033515 ポータルサポートによる広告ビジネス及びオンラインショップ構築。

岡山県 西大寺タクシー有限会社 3260002004193 新規個人客獲得のための自動配車システムとホームページの導入

岡山県 株式会社ガーデンスタジオ 5260001028010 ＊非対面打ち合わせ転換事業

岡山県 株式会社Ｅｇｇｐｌａｎｔ 4260001012320 化粧品の使用動画を活用しネット販売での新規顧客獲得

岡山県 有限会社岡山県農商 8260002001681 精米機導入による非対面型ビジネスへの転換

岡山県 カフェ・定食ぽん太 － テイクアウトを開始し新型コロナウイルス感染症の影響を乗り切る

岡山県 台湾風屋台居酒屋ＫｉＫｉ － オンラインを活用したテイクアウト・デリバリー事業の拡大

岡山県 奥山いちご農園 － こだわり商品をオンラインで、『おうちで奥山いちご農園』

岡山県 株式会社Ｈｕｇ　ｍｅ 8260001032711 電力小売業の非対面集客化と、オンライン保育推進事業

岡山県 有限会社やまね 5260002010306 新規顧客獲得に向けた商品開発体制強化及び製造体制の強化

岡山県 板前料理別館よしみ － テイクアウトメニュー・新メニューを開発し新規顧客を獲得する

岡山県 株式会社雪上工業 1260001029185 情報発信・提案・見積もりなどの営業活動を一本化するＨＰの作成

岡山県 株式会社幸錦 1260001029185 非対面見積もりシステム付きＨＰ作成による販路開拓

岡山県 合同会社ＳＥＲＩＯＵＳ 3260003003129 自宅での応急処置や予防を行える新規オンライン事業

岡山県 小原技巧 － デジタル化を推進する事による非対面への転換

岡山県
株式会社ＷＯＲＫ　ＳＭＩＬＥ　ＳＡＴＥＬＬＩＴ
Ｅ

6260001032250 三密を避ける働き方提案のための事業推進とコロナ対策

岡山県 みまつ美容室 － 新機械購入と看板設置で顧客の定着と新規開拓

岡山県 三成興業株式会社 1260001013478 ＨＰのリニューアルと新規事業展開による販路開拓

岡山県 ひじきん － テイクアウトができる　焼肉屋さんのカレー

岡山県 Ｇａｃｈａ　ａｔｅｌｉｅｒ － ホームページのリニューアルによるオンライン販売強化で販路開拓

岡山県 オートパークメジャー － 軽キャンピングカー、軽キッチンカーの販路開拓を非対面で

岡山県 ハハコグサ － ネット販売用の商品開発と作業効率化の徹底による販路開拓

岡山県 倉敷タオル株式会社 2260001015705 レンタルおしぼり非対面ヒアリングシート新設と新商品ＰＲ大作戦
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岡山県 来来亭　倉敷笹沖店 － コロナ対策を万全にし、安心して来店いただけるよう非対面で提供

岡山県 ＣＬＡＹ　ＳＴＵＤＩＯ　ＧＥＮＮ － 菓子製造業を取得し移動販売とテイクアウトに注力する

岡山県 佐伯設備 － 当社のＨＰ作成　ＤＭ　チラシ　看板設置　新規顧客の獲得を狙う

岡山県 ｄ＿ｌ＿ｂ（ディエルビー） － 小ロット配送＆収納ケースの購入サイトの構築とブランディング

岡山県 株式会社クラフト・ジャパン 6260001016303 ホームページリニューアルによる非対面営業の強化と新商品開発

岡山県 株式会社カネマツ 9260001012927 新しい生活様式に対応した店舗と作業場の改装

岡山県 株式会社吉井 5260001015116 老舗旅館の高級イメージを維持するための改装による販路開拓

岡山県 バラモン合同会社 4260003003136 ３Ｄを活用した非対面型営業強化による新規入居者の獲得

岡山県 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＡＬＢａ － オリジナル商品開発とネット注文・製造体制の強化による販路開拓

岡山県 アロマルームフーチェ － コロナに対応した店舗改装と非対面型施術メニューの開発

岡山県 有限会社カザハヤ総合開発 3260002017328 ネットを利用した販売環境とテレワーク環境の整備による販路開拓

岡山県 株式会社ワンダーキッズくらしき 5260001031105 【三密回避のため移転し利用者が安心して過ごせる空間をつくる事業】

岡山県 有限会社セイワ 7260002022274 レジャーの新しい生活様式への対応とコロナ対策のオンライン商談

岡山県 有限会社ファルベ 1260002022552 ネット販売におけるドライフラワーページの新設

岡山県 株式会社酒津屋 9260001013454 ＬＰガス集中監視システム導入による非対面型ビジネス

岡山県 吉縁（ゆる婚岡山） － 月額性を中心とした婚活サークルの会員募集の為のアピール

岡山県 有限会社エムワイティ 6260002022143 非対面型治療機器導入による、新規治療モデルへの転換

岡山県 上田工業株式会社 7260001029106 ドリル研磨機・デジタル溶接機導入による内製化で生産体制を強化

岡山県 株式会社樋口電気 7260001029972 新たな分野の新規受注に向けた機械工具を導入し、売上向上を図る

岡山県 千年意匠企画 － 非対面型営業のための設備導入と打合せ場所確保による販路開拓

岡山県 有限会社仲西商店 7260002020071 次世代通信システム導入による非対面型ビジネスによる販路開拓

岡山県 株式会社山成工業 4260001016924 自走式開先加工機導入による販売促進活動

岡山県 株式会社アンビエンテック 6260001017383 新システム導入・ＨＰリニューアルによる営業効率化及び販路拡大

岡山県 創菜ｓｔｙｌｅだべーる。 － コロナ禍の新☆弁当・惣菜販売スタイルの安心と安全

岡山県 ＰＬＡＩＳＩＲ － 新サービス（セルフ脱毛）導入による新規非対面事業の展開

岡山県 有限会社万寿製麺所 3260002021156 ホームページの強化と多様化する麺の製造による新規開拓事業

岡山県 大島木工 － 【設備導入による家具・インテリア製作とＷｅｂ製作】

岡山県 株式会社ａｉｌｅ 5260001026757 店舗新築に伴った生産体制強化のための設備導入による販路開拓

岡山県 有限会社真夢 6260002022795 ネットショップの構築と新しい生活様式に対応した飲食店の確立

岡山県 ｒｅ　Ｂｏｎｅ － セルフケアサービス提供のための開発とＰＲ強化

岡山県 株式会社トライエンゴ 5260001033737 ネット販売システムによる非対面ビジネスへの対応と生産性向上

岡山県 Ｒｏｓｙ　Ｇｒｏｕｐ合同会社 1260003003147 個室化とセルフ機器導入による非対面接客計画

岡山県 ＡｒｔＳｐａｃｅ　路ゞ － 県内工芸作家の作品の見せ方売り方の改革とネット販売の拡大

岡山県 たんぽぽ美容室 － 設備導入による接触機会の減少、回転率の改善、顧客満足度向上
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岡山県 株式会社南海 9260001014205 レストラン感染リスク低減の為のルームサービスの充実

岡山県 有限会社美来 1260002022461 コロナ禍においても安心して通うことのできるビューティサロン

岡山県 山本造園 － ＣＡＤデータやＩＴ技術を活用した非対面型営業の強化

岡山県 びーとん － 持ち帰り中華そば販売を第２の柱とするための冷凍・冷蔵設備増強

岡山県 心と体の浄化サロン美神御殿 － 看護師の健康相談やダイエットサポートをオンラインで提供

岡山県 有限会社みなみ 6260002029873 新型コロナウイルス感染症に負けない新たな販路開拓

岡山県 シエロ － 真空冷凍料理パックの開発と菓子販売でオンラインデリバリー強化

岡山県 株式会社田渕仏心堂 4260001019935 墓参代行サービスのウェブサイトと地元顧客開拓のための看板作成

岡山県 有限会社ばんこく津山 4260002029149 ホームページ・ＥＣサイトの強化と自社ブランドの構築

岡山県 食肉石本商店 － オンライン販売サイトのブラッシュアップと衛生管理設備の導入

岡山県 コーヒースタンド福寿湯 － 珈琲豆を焙煎してインターネットや近所へのポスト配達などで販売

岡山県 株式会社パシフィックデザインサービス 8260001026408 ネットショップ構築による焼菓子の販売商圏の拡大

岡山県 幸屋精肉店 － 真空パック包装機導入による在庫保存体制強化による売上強化

岡山県 ＢＡＫＥＤ　Ｉ － 全国のお客様に完全非対面で冷凍ケーキを販売する

岡山県 くらしきネイチャーラボ － 栽培技術や生産体制の仕組みを訴求するネット販売サイト構築事業

岡山県 ナチュラル・メイト － 排水口ネットの一連作業を一括請負・増産体制の強化

岡山県 コーチングオフィス中原 － オンラインコーチングの導入と教材販売事業の立ち上げ

岡山県 ＣｏｍｏｄｏＳｉｎｇｉｎｇＶｏｉｃｅ － 高音質なオンラインレッスンの提供で生徒維持と新規生徒獲得

岡山県 玉島コンブリオ音楽教室 － 「オンラインレッスン」の提供と販促のための施策

岡山県 ＹＫｅｄｕｃａｔｉｏｎ　ｌａｂ － 非対面方式オンライン授業への転換に伴い動画コンテンツ作成事業

岡山県 ＤＥＥ － 設備導入による生産性向上とＥＣサイト構築による販路拡大

岡山県 株式会社前田組 7260001032679 足場資材倉庫改修による供給安定事業

岡山県 株式会社勢昌興運 6260001022631 非対面型職場環境の整備並びに設備導入による安定供給事業

岡山県 有限会社ショップ味っ子 2260002032575 地域特産品の生産性向上とネット販売による販路拡大事業

岡山県 有限会社時代屋 8260002032982 珈琲のテイクアウトと販売強化で事業継続を図る

岡山県 有限会社ミルクパーラー 7260002033305 おうち時間を優雅にするお菓子作り

岡山県 ＢＥＬＩＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ － 非対面製造への対応とコロナ後のニーズに応える付加価値の創出

岡山県 株式会社ファンジョイライフ 4260001025149 中距離潜在顧客への販路開拓及びテイクアウトの徹底周知拡大事業

岡山県 はりきゅう処群青 － 美容と健康の両立を支える店づくりとオンライン物販の開始

岡山県 株式会社潮音 3260001029704 顧客に求められるメニューを非対面でも提供する

岡山県 株式会社クロスオーバー 7260002022547 パリから自社開発商品のカバン・ジーンズをネット販売で売上拡大する事業

岡山県 有限会社岡田ネーム 6260002017119 自社ＨＰの構築及びワッペンのＥＣ販売事業

岡山県 株式会社屋敷建設 2260001024004 コロナ時代のビジネスモデル「非対面・テレワーク」の実践事業

岡山県 有限会社ＣＲＡＦＴ　ＷＯＲＫ 4260002024397 オンラインや遠隔での接客による感染リスクの少ない販売への転換
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岡山県 ハラメンテナンス － 設備導入による業務効率化の実現で需要増への対応の実現

岡山県 三冠酒造有限会社 1260002018360 多言語化とバーチャル酒蔵見学により「新しい生活様式」対応化

岡山県 志恩 － 自社サイトによる非対面での販売促進と設備導入による生産性向上

岡山県 ｍ．ｉ．ｍ．ｐ．ｉ － スチームバス「葉マム」導入により、非接触型新メニューの開発

岡山県 株式会社ハイロック 9260001033320 ＰＶを活用した非対面型のカタログ販売による販路開拓

岡山県 Ｈ２Ｏ － 小ロット・単品縫製技術によるオリジナルデコレーションシステム

岡山県 トピア魚仙 － 下津井産の新鮮な下処理済み鮮魚の移動販売・提案型営業サービス

岡山県 株式会社福来 1260001026892 通販用メニューの開発とホームページ開設による販路拡大

岡山県 株式会社三愛旅行社 7260001013423 組織の目的やニーズに合った団体手配旅行の幹事代行サポート展開

岡山県 ベーカリーユウミノ － 店内密集を減らし、安心して来店できる環境整備

岡山県 株式会社三強被服 8260001017761 カジュアルウェア生産に進出するための新規設備導入

岡山県 株式会社第八白兎 1260001032073 標準予約システムの導入により売上アップを図る計画

岡山県 株式会社リアクト 7260001031805 ホームページ新設による事業展開

岡山県 株式会社ニシオカ 7260001017853 攻略動画配信による店舗ＰＲ

岡山県 かわの制作所 － 国内・海外への広報強化と関連商品の開発事業

岡山県 萬来軒 － 日持ちが良くなり保存しやすくなる手作り餃子の冷凍販売。

岡山県 大津寄教材社 － 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

岡山県 丸山自動車株式会社 4260001018342 ＨＰ作成による非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 いちけんファーム株式会社 4260001028366 ＥＣサイト・店舗看板制作による売上拡大事業

岡山県 よしかた音楽教室 － リモートレッスンにも対応した安心安全な音楽教室の新規生徒募集

岡山県 煙突工房 － 販売型ホームページの新規構築と自宅での販売スペース新設

岡山県 株式会社有本建設 6260001021468 オンライン営業推進事業による新規顧客の獲得

岡山県 小橋産業有限会社 9260002031736 ＬＰガス集中監視システム導入による非対面型ビジネス

岡山県 株式会社ｗｉｔｈｓｉｅ 1260001022041 新規顧客獲得・店舗売上向上の為の店舗改装・看板リニューアル

岡山県 備前天正堂 － 【ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスで販路拡大と新規顧客獲得】

岡山県 日本貿易産業株式会社 6260001018910 日本の伝統文化とひな金襴を活用した和雑貨ブランドの構築

岡山県 首尾木そろばん教室 － そろばん教室のオンライン化で子供の成長をサポートする

岡山県 ゴールデンクロス － 岡山の眠っている商品をオンライン販売で全国メジャーデビュー

岡山県 武蔵組 －
路網整備（林業の補正及び作業道の作設）工程の内製化によるサプライ
チェーン毀損への

岡山県 株式会社さつき屋 6260001019157 売り場改善による既存顧客回復と新規顧客開拓

岡山県 株式会社白川マイニング 4260001019167 設備導入による生産量増加及び新規販路開拓による売上向上

岡山県 Ｓａｌａｄ　ｂｏｗｌ　ｔｏｋｙｏ － テラス席の改築による３密回避とＶＲ導入による空間ＰＲで販路拡大

岡山県 株式会社Ｃａｓａ　Ｐｌｕｓ 9260001025656 空き部屋マッチングサイトの制作による賃貸空室の有効利用

岡山県 堀江染工株式会社 7260001014727 外部環境に依存しない排水処理業務の内製化と生産性向上への取組
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岡山県 有限会社守本自動車整備工場 9260002021720 設備導入によるスピーティーな対応による顧客満足度増加。

岡山県 株式会社宏建 2260001030506 非対面型営業による新規顧客確保と顧客信頼度向上事業

岡山県 株式会社８ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ 6260001026145 空き家再生で借手、貸手、世間の３方よしの新事業開拓

岡山県 旬彩はや斗 － ホームページとチラシを作成し非接触型ビジネスモデルの導入

岡山県 ＥＶＯＧＵＥ　ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ － 脱毛器導入による新規顧客の獲得と既存顧客の単価ＵＰ

岡山県 有限会社吉備高周波工業所 2260002023616 焼入れ加工の高品質の維持向上と販路開拓

岡山県 ＫｉＴマネジメント － 話し方講座をオンライン化とオンライン教材で講座開催を全国展開

岡山県 有限会社大熊電気 2260002016941 電気工事の対応領域拡大による収益基盤の再構築

岡山県 株式会社畠平電気 6260001032779 ネットセキュリティの強化及び信頼性を高めるＨＰで新規受注強化

岡山県 カワベマサヒロ － オンライン展示会とギャラリー向け図録による販路開拓・販売促進

岡山県 有限会社グランディーオート 6260002024651 大型車・外車の故障診断の内製化及び車検の新規顧客獲得

岡山県 株式会社ターフ 5260001029669 コロナに負けず、新しい働き方で乗り切ろう！

岡山県 株式会社ちゃん健 2260001033995 弁当・惣菜のテイクアウト事業の展開による販路開拓事業

岡山県 らすかふぇ － 岡山のキッチンカーを応援！まとめサイト「おかキチ」の制作

岡山県 エクステリアＹＡＢＵＴＡ － 掘削工程の内製化及び販路開拓による売上高増加

岡山県 アンセス － 新規顧客獲得するための接客時間の短縮と安心安全な店内環境造り

岡山県 株式会社ウルトラ 3260001031701 ホームページ開設による非対面による新規顧客獲得

岡山県 有限会社スタジオ・ライヴ 7260002005361 テクニカル映像及び高音質による生配信とＣＤ製作のための生録音

岡山県 株式会社リノアラボ 5260001029537 初心者でも始められるオンラインＷｏｒｄｐｒｅｓｓ講座

岡山県 フルーツショップにしじま － フルーツジュースのテイクアウトで売り上げアップと新規顧客獲得

岡山県 不二道路工業株式会社 4260001014580 振動ローラ導入を通じた受注体制強化による業績の拡大

岡山県 ぜろどーなつ － 急速冷凍を活用した商品開発、ネットを通じた新規顧客獲得

岡山県 株式会社うまの 7260001032332 ホームページを使った売上システムと生産販売拡大の設備増強

岡山県 芳原大樹税理士事務所 － 税理士事務所の新規顧客開拓と“密”な非対面顧問サービスの確立

岡山県 株式会社Ｅｌｉｔｅ 6260001032424 海外ＥＣサイトでの安心・安全な買い物の場の提供

岡山県 株式会社Ｍ＆Ｋ 4260003001049 ＩＴ活用型個別学習塾「自立学習ＲＥＤ」新規生徒獲得のための広告宣伝

岡山県 株式会社オン・レジア 8260001031985 非対面型販売体制の構築とＥＣ専用商品の開発、販売

岡山県 株式会社ｌｅ　ｆｏｕｒｎｉｌ　ｄ’ｏｋａｙａｍａ 5260001025759 店舗改装による感染防止対策とテイクアウト型の新商品提供

岡山県 株式会社カタオカ 9260001001806 人との接触を減らし、空気清浄機導入で、安心・安全な店舗作り

岡山県 ｎａｎｏｍｅ設計室　二級建築士事務所 － オリジナルＷＥＢ番組『ｎａｎｏｍｅ．ｃｈ』製作プロジェクト

岡山県 有限会社クレスト 7260002008059 コロナウィルスを克服する鉄筋加工及び配筋工事の内製範囲の拡大

岡山県 株式会社ｉ－ｌｉｔｅｒａｃｙ 5260001029891 トレーニングジムの健康商材のネット販売強化と新商品開発の推進

岡山県 株式会社ナンバ宝石店 7260001014297 レンズ加工作業の効率化及び高品質な眼鏡の提供による販路開拓

岡山県 Ｖｏｌ． － 三密回避可能な店舗への改装及び三密対策周知による集客力強化
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岡山県 池田促成青果有限会社 9260002000641 非対面による食料品デリバリー「ゴーストレストラン」事業への取り組み

岡山県 サイタス株式会社 8260001029195 オリジナルＷＥＢ番組『サイタス．ＣＨ（仮）』製作プロジェクト

岡山県 吉和織物株式会社 6260001018365 自社独自のホームページ開設による、素材ＰＲと新規顧客獲得

岡山県 株式会社アドバンスクリエイト 3260001010382 ブライダルリングを販売するための環境整備

岡山県 ＥＸＣＡＦＥ － その場で焙煎、出張型自家焙煎コーヒー豆テイクアウト事業

岡山県 株式会社渡谷商店 2260001007017 畜産業のニーズに応える配合用飼料の安定供給のための設備導入

岡山県 クサチインダストリー － コロナに負けず、新しい働き方で売上ＵＰと人材確保！

岡山県 株式会社西日本藥行 9260001033519 ＥＣサイト構築で化粧品・医薬品のＢｔｏＣビジネス構築

岡山県 株式会社かどや 3260001025991 テイクアウトとｗｉｔｈコロナ時代に合った店舗作りで売上向上

岡山県 パピヨン美容室 － 完全入れ替え制の高級美容室への転換と店販の強化

岡山県 株式会社中村屋 8260001016318 ネット販売専用真空包装機増設とネット広告での販路拡大、

岡山県 株式会社水田会計事務所 9260001033130 ＩＣＴを活用した新しい中小企業支援サービス

岡山県 株式会社不動産ファーム 9260001031712 「物件管理システム」の導入で独自物件のオンライン商談の実現

岡山県 株式会社ＲＥＥＦ 8260001033610 オリジナルたこ焼き粉に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

岡山県 ｈｉ－ｔｒｅｅｐｈｏｔｏ＆ｄｅｓｉｇｎ － 撮影機材、設備の充実化による外部委託費の低減と新規顧客獲得

岡山県 和菜　しょうでん － 近隣の方々に求められる料理をなるべく非対応で提供

岡山県 大和建設株式会社 8260001013918 バーチャル・モデルハウスと情報発信力強化によるネット集客

岡山県 ＣＨＡｉＮＯＮ株式会社 1260001033212 仕出し専用サイトの開設による顧客維持と新規顧客開拓

岡山県 有限会社ＲｉｖｅｒＵｐ 2260002032609
アメリカンバーガーとパンケーキに特化した家庭に幸せを届けるファースト
フード店

岡山県 ＫＡＭＩＯＲＩＫＡＯＲＩ － インターネット販売による販路拡大事業

岡山県 松崎司法書士事務所 － オンライン相談による新規開拓及びシステム拡張による生産性向上

岡山県 荒井ヨーテ － ＥＣサイトの構築とインターネット販売開業による売上増加。

岡山県 株式会社ＩＭＰ 4013201012536 おうちＢＢＱ名物焼肉の通信販売

岡山県 ＭＡＲＳ　Ｊａｐａｎ株式会社 7260001024701 岡山の地域資源を活用した、自社商品の直接販売（ＥＣ構築）強化

岡山県 テラクリエーター１級建築士事務所 － オリジナルＷＥＢ番組『てらくりチャンネル（仮）』の製作

岡山県 株式会社マネジメント 4260001006248 外国人労働者向けオンライン教育研修の取り組みと充実で売上増加

岡山県 たむら動物クリニック － ＨＰ予約システムを用いた非対面実践を目指す動物病院の専門診療

岡山県 Ｎａｊｕ－ｌｅ － 女性が自分らしく生きるための骨格診断による自己改善プログラム

岡山県 株式会社ＵＮＩＴＥＤ　ＬＡＢＥＬ 3260001034167 スタジオ内で安心して、自宅でも非対面でレッスンのできる環境

岡山県 Ｊｏｉｎｔｌｙ － オンライン営業体制の構築とｗｉｔｈコロナ対応による売上向上

岡山県 Ｌａ　ＲＥｌｎｅ － 母親のニーズに答える事業をオンラインで実現する

岡山県 ＤＯＵＣＥ　ｍｏｍｏ － 自宅にいながらエステ体験　オンライン参加型

岡山県 カランコエ － 自宅で気軽にオンラインエステ

岡山県 Ａｓｈｔａｎｇａ　Ｙｏｇａ　Ｏｋａｙａｍａ － ヨガ動画＆オンライン・クラスへの顧客の誘導と既存顧客流出防止
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岡山県 株式会社ティーラボ 6260001028224 葡萄農家とのコラボレーションによるネットショップ展開

岡山県 株式会社アラタナ 7260001025138 ビデオコールを使ったオンライン物件見学による販路開拓事業

岡山県 横山　拓也 － オンラインレッスンによる新規顧客

岡山県 鶴田石材株式会社 3260001017816 オンライン見積もりシステムの導入による新規販路の開拓

岡山県 桜花学院 － オンラインシステムの構築による安心安全な受講スタイルの確立

岡山県 めぐり － 感染症対策のためのテイクアウトメニューの試作開発計画

岡山県 仁王庭演 － ドローン農薬散布事業を拡大するリモート学習とＷＥＢ広報

岡山県 株式会社ＢＳＣ 9260001034541 美容院専売商品の販売のために自社ＥＣサイト作成と販路開拓

岡山県 有限会社ファームスデザイン事務所 1260002008493 紙媒体と動画のセット販売及び商品の内製化とウェブの販促活動

岡山県 行政書士ソフィ法務事務所 － 高齢者向け非対面型相続関係行政書士業務構築事業

岡山県 有限会社リスボン珈琲 7260002022183 ＳＮＳを用いたテイクアウトの受注増と看板を用いた告知宣伝

岡山県
ギャラリーアトリエママン。コマリファーム
＊。

－
ホームページ作成、ＥＣサイト販売開設、新商品開発『玄米酢』その他『七色
のお米』

岡山県 株式会社アンビシャス 9260002027569 「通信等を利用したウィズコロナ対応研修事業」

岡山県 ｉｓｈ　ｄｉｓｈ － ケータリング事業のテイクアウト実施による新規販路開拓

岡山県 ナントカ百貨 － 衣類への印刷業、縫製業の事業拡大

岡山県 Ｙｏｋｏ　Ｉｎｏｕｅ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ － ＷＥＢサイトを活用した、非対面撮影事業

岡山県 株式会社ＭＫフーズ 5260001023795 レトルト機導入による新商品開発及びＥＣサイトでの販売事業

岡山県 株式会社ＡＬＥＳＹＳ 7260001032407 在宅ワークの効率化と、広告媒体による販路開拓

岡山県 カウンセリングルームスマイル － オンライン相談及びオンラインアンガーマネージメント実施事業

岡山県 株式会社Ｏｒｂ 7260001026672 ＳＮＳを活用した国内及び海外向けネット販売での新規顧客獲得

岡山県 株式会社クロノコーポレーション 8260001017571 次亜塩素酸水の販売開始およびテイクアウト・出前の販売強化

岡山県 株式会社池田製紐所 8260001016210 製品の機能性、デザイン性を生み出すオリジナル組紐の提供

岡山県 整体院　天　～ＳＵＮ～ － オンラインでのオーダーメイドセルフケア指導とサービス開始による販路開拓

岡山県 Ｇｏｄｄｅｓｓ　ｓｅｅｄ　ｃｒｙｓｔａｌ － 対面型からオンライン販売への移行と販路拡大のためホームページ改善。

岡山県 隠岐 － テイクアウトで非対面での販路開拓！ホームページの制作

岡山県 岡山野田自興 － 新型調色機の導入による作業の効率化と新規顧客獲得

岡山県 株式会社日高組 4260001031378 特注機械を導入することで既存のお客様からの受注増加目指す

岡山県 有限会社大河ガス 4260002027045 ＬＰガス集中監視システム導入による非対面型ビジネス

岡山県 匠鍼灸整体院 － スマホ予約導入により安心して来院いただける整体院

岡山県 有限会社ＵｎｉＡｒｃｓ 9260002013081 物販と代理店募集の非対面型オンライン化による新規事業

岡山県 ライフネット　オフィス － ＥＣサイト開設・運営による物販開始と小規模販売チャネル提供

岡山県 那須食品有限会社 1260002007289 ＥＣサイト開設とチラシによる販路拡大事業

岡山県 株式会社ＭＪカンパニー 6260002013927 非対面型営業ツールとしての営業アニメーション作成

岡山県 有限会社不二オートサービス 6260002008431 新設備を導入して来店を誘導し客単価アップを図る。
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岡山県 凪 － 新型コロナ感染症の影響から見えた新たな需要の喚起事業

岡山県 有限会社岡農機商会 1260002002208 農作物の集荷事業への集中とＥＣ販売の開始

岡山県 株式会社ライフスタイル 1260001031752 ビデオコール導入による非対面型対話支援モデルの構築

岡山県 株式会社山下体育社 5260001006759 顧客の安全と利便性を高めるためのインターネット販売の開始

岡山県 ＭＮ　ＣＯＲＰ． － 自社ブランド美容商材の販促強化による売上・利益の確保

岡山県 ＦＯＲＥＳＴ　ＷＯＲＫＳ － 非対面型の管理システム導入による生産性向上と業務効率化

岡山県 ＳＣＥＮＥ － ・店舗拡充工事によるコロナ対策及び新規サービス対応事業

岡山県 伊勢﨑　競 － オンラインでのサブスクリプションサービス構築事業

岡山県 ＦＯＲＴＥ － マーケティング講座のオンラインによる販路開拓

岡山県 株式会社コロンバージュ製パン所 8260001012300 新店舗（製造設備のない販売専門店）の出店

岡山県 特定非営利活動法人だっぴ 7260005009533 オンライン交流サービスとＷＥＢメディアの構築

岡山県 株式会社ニシダヤ 8260001029419 新サービスＰＲし非対面ビジネスを強化する配食サービス

岡山県 企画集団四季祭 － 店舗の三密対策と映像素材を取り入れたネット通販の新規開設

岡山県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｊｕｍｅｉｌａ － ネットを活用して、新規顧客の獲得と商品の売り上げが増加

岡山県 ライブスクエア － ＷＥＢ宣伝とオンライン教育ができる仕組みを導入する事業

岡山県 株式会社山脇山月堂 8260001006797 ＥＣサイトにより販路拡大・全国展開・非対面型ビジネス確立へ

岡山県 株式会社Ｓ’ａｌｌｉｅｒ 5260001024273 動画を主体としたＷＥＢ体験型ブライダル会場のホームページ制作

岡山県 株式会社晴れの国教育カンパニー 7260001030716 リモート学習システム導入・ＰＲ強化による看護受験コースの強化

岡山県 富士真珠株式会社 3260001017865 老舗真珠業者が作るオリジナル真珠アクセサリーＥＣ販売

岡山県 家庭自然療法ｉｒｏｄｏｒｉ － 利益率と独自性の高い商品開発と非対面販売への販路転換

岡山県 株式会社サマー・ラボ 6260001028711 来店不要で部屋探しの為のホームページ強化と売買顧客の新規開拓

岡山県 株式会社インターラボ 7260001009215 テレワーク環境を整備した戦略的コワーキングスペースの運営

岡山県 同上 － ＥＣサイトを使ったオンライン音楽家派遣事業

岡山県 ｔｏｌｉｃｏ　ｔｈｅ　ｓｈｏｐ － オンライン授業と感染対策した教室で受験対策し売上拡大する事業

岡山県 学習サークルＴｅｒｒａ － 子供の教育を行うにはまず親から！オンライン事業と宣伝

岡山県 株式会社ラインズクラシキ 2260001015143 オンラインによる教育相談、営業体制の構築

岡山県 ＹＥＬＬ － コンサルタントをデジタルシフトしていくためのＷＥＢサイト構築

岡山県 ゆかり整骨院 － スマホを介した予約システム等導入による販路拡大及び業務効率化

岡山県 株式会社ジェネスラボ 4260001027236 オンラインをメインにしたシリカ精製機の販路開拓事業

岡山県 スプリングイデアズ合同会社 9260003001960 ガーバメントプリンターの導入でより専門性のあるデザイン商品を発信

岡山県 株式会社プロメタ 9260001034343 非対面型営業と在宅ワークの実現並びに地域住民への周知事業

岡山県 株式会社西日本総合保険サービス 8260001005122 テイクアウト事業の強化による販路の拡大

岡山県 野田建装 － オンラインで見積もり完了！内装塗装楽々実施！

岡山県 株式会社ＥＬＮ 9260001027735
海外商談と国際教育をオンラインで！岡山の魅力を世界へ発信・海外に強い
人材育成事業
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岡山県 ラーメン一八 － テイクアウト・デリバリー対応の強化、非対面モデルへの転換

岡山県 株式会社マルコグラフィックス 9260001034062 強みを生かして遠隔で単価の高い仕事を取り売上につなげる

岡山県 合同会社志育ラボ 1470003000957 遠隔監視による無人運営と感染症対策による会員獲得促進

岡山県 株式会社ケイズ・ユニット 8260001008273 フィルム打ち抜き加工に特化した、小ロット受注生産用のＥＣサイト開設

岡山県 津山木材市売株式会社 3260001020010 ＨＰを活用したノウハウ提供とインターネットによる販路拡大事業

岡山県 株式会社ＨＩＴ　ＰＬＵＳ 6260001026789 ホームページ開設とテラス席の設置による飲食部門の販売力強化

岡山県 有限会社太喜水産 1260002022668 遠隔で新規顧客を獲得し受注を得る体制づくり

広島県 株式会社Ｓｏｕｎｄ　Ｃｒｅａｔｅ響 7240001048297 車種別ＤＩＹオリジナルプロテクションフィルムのネット通販事業

広島県 サイコパスコンサルティング合同会社 9240003003892 ソフトウェア開発／クラウド基盤構築案件獲得での販路開拓

広島県 株式会社パブリック 3240001046536 冷凍シュウマイを新たに開発しネット販売を開始する

広島県 有限会社ＴＲＡＤＥＭＡＲＫ 3240002024359 オリジナル商品開発とＥＣサイト制作による販売チャネルの拡大

広島県 現金屋 － 売上減少を補う、テイクアウトの拡大

広島県 ４ＭＩＮＩ専門店Ｒ－ＳＴＡＧＥ － ホームページに画像アップロードが出来るお問合せ機能の追加

広島県 隆庵 － オンライン対応による顧客拡大と広告等による魅力発信

広島県 ＰｉｎｏＳｔｙｌｅ － オンラインによる非対面型空間カウンセリング導入での売上拡大

広島県 株式会社ノーエンジンデン 5240001041799 『売上減少を補う米粉スイーツの開発及びネット通販事業の開始』

広島県 長浜ラーメン長浜一番仏壇通り店 － ラーメン屋が始めるテイクアウトとデリバリーの新たな提案

広島県 お好み焼かっちゃん庚午店 － 冷凍・冷蔵お好み焼を全国発送することでの販路の拡大

広島県 宏和澄 － 中四国初の施術手法「セラピスト育成講座」オンライン事業

広島県 植木屋　梶本 － コロナウイルスに打ち勝つ新たな販路開拓ＨＰの新設宣伝事業

広島県 ＨＩＴＯＭＩＳＴＹＬＥ（ｓｕｒＹＯＧＡ） － 『オンライン事業の確立のためのシステム構築・強化』

広島県 Ｃｈａｒｍｅｎｔ － 『インターネットを活用した非対面型営業の開始』

広島県 株式会社オフィスワン 9240001021525 『視力マシーンの試作開発と、商品ＰＲ』

広島県 イタリア料理店ＬｉＢＥＲＯ － 『売上減を補うテイクアウト・自家製調味料・総菜のネット販売開始』

広島県 有限会社べにや商事 8240002021285 『自社ＨＰでのネット販売と試供品付きチラシ配布』

広島県 有限会社ピュアライフ 9240002024519 『売上減少を補うためのウェブ営業開始に必要なＨＰ作成と設備購入』

広島県 オリファン － 『ＨＰの作成と食券機の導入とトイレの改装』

広島県 石森自動車 － 『コロナによる外注先消失防止のため内製化への取り組みと販路開拓』

広島県
リラクゼーションスペースりぃふ／モチプ
ロ・サポーターズ

－ ネットを介し既存客の不安軽減と新規客の獲得を目的にした事業

広島県 便利屋　万 － 非対面でのドローン農薬散布とネットショッピングの導入

広島県 やすらぎ整体院 － ＦＢ広告集客とＺＯＯＭでの非対面型営業展開・新規客獲得

広島県 味覚の学校　ひろしま　和の詩 － ＦＢ広告実施とＺＯＯＭ活用で非対面型営業展開・新規客獲得

広島県 加藤ボーリング株式会社 8240001002237 非接触型ビジネスによる販路改革と新規顧客へのアクセス転換！

広島県 みよしの － 当店の売り上げ向上・ＰＲに繋げるテイクアウトの開始
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広島県 株式会社サニテーションオフィス 5240001055048 リモートサービス開発における非対面型ビジネスへの転換

広島県 株式会社ＰＡＳＳＩＯＮ 4240001022115 『売上げ減少を補う商品のネット販売の開始』

広島県 Ａｄｅｌｉｎｅ　Ｌｅ　Ｍｅｔｔｅ株式会社 8240001055788 ＥＣサイトの新規開設と広告によるオリジナルブランドの販路開拓

広島県 岸本食堂 － 『売上減少を補うテイクアウト事業のＰＲによる販路拡大』

広島県 三宅食糧工業株式会社 1240001011525 自社ＨＰ改修及びＥＣサイト構築による新規販路開拓

広島県 有限会社ひぐち 9240002013232 テイクアウト開始に伴うＨＰ作成・設備投資と店舗改装で販路開拓

広島県 株式会社美プラス 1240001041662 非対面型セルフエステサービス事業の開始と新規顧客の獲得

広島県 株式会社クリーム 4240001042014 『ソーシャルディスタンスプログラム』

広島県 マウントコーヒー － 『対面販売だけに頼らないネット販売が中心の新たな販売モデル確立』

広島県 月待ち － 『非対面型ビジネスモデルに向けてのトータルブランディング』

広島県 株式会社服部 9240001008943 ＥＣサイト導入による非対面販売の体制整備と新規顧客の開拓

広島県 森本久美子 － ホームページを活用したリモート営業

広島県 和食ＧＥＮ － 健康な弁当・惣菜の移動販売のＰＲと必要設備の購入

広島県 株式会社ピースリフォーム 9240001021574 自社ホームページでのオンライン商談の開始

広島県 株式会社ＫＯＵＳＥＩ 5240001044521 コロナウィルスに負けない。売上減少を補うためネット通販事業

広島県 ＭＩｎｅｔｔｅ － レンタルスペース利用者開拓とネット販売の売上拡大への新たな取組

広島県 中河内合同会社 2240003003800 新商品の開発とテイクアウト・宅配を活用した販路拡大事業

広島県 ケイズエステート株式会社 1240001018132 『ホームページ作成・営業ツールの強化による販路拡大事業』

広島県 株式会社ロッカク工務店 7240001054510 「非対面型ビジネスへの転換による、リフォーム、清掃事業の立ち上げ』

広島県 株式会社ポエム 6240001053769 オンラインクラブ『ポエム』事業の開始と情報周知

広島県 有限会社ゼスト 3240002021356 売上を補填するテイクアウト商品のオンライン受注化とＰＲ強化

広島県 よつばのおうち － オンラインで誰もが簡単に学べる「五味五色」食育講座の全国展開

広島県 Ｓａｈｏ株式会社 3240001041990 お客様に安心して来店していただける店内衛生環境の向上

広島県 有限会社広島そうわ 9240002025789 新会社に順応した非対面式のネット販売事業の開始

広島県 株式会社ハッピーちゃい夢 3240001048887 オンライン授業対応型アプリの導入で売上アップ！

広島県 三和設計株式会社 3240001003818 売上減少を補う配管インテリアのネット通販事業の開始

広島県 株式会社Ｌａｒｇｏ 3240001054150 売上回復～増収に向けてのホームケア商品ネット販売事業開始

広島県 株式会社ファーストボイス 1240001019667 就活講座・カウンセリングのオンライン化と撮影スタジオの整備

広島県 ひろしま旬彩　鶴乃や本店 － 店舗営業の売上げ減少を補う仕出し・総菜販売・通信販売

広島県 トータル美バランスなごみ － ホームページ作成で、店舗と自慢の新メニューの披露

広島県 フラワーショップ花将 － コロナ禍をきっかけに、手薄にしてきたネット通販を成功させる！

広島県 株式会社光 5240001009739 ネット販売事業の構築ならびに新規顧客の開拓

広島県 株式会社ティーアンドティー 2240001019971 巣ごもり需要取込みにより増収を図るためのテイクアウト販売強化

広島県 Ｂｅ　Ｈａｐｐｙ － 非対面セミナーによる新規顧客増及びＷＥＢサイト構築
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広島県 鯉城食堂 － 売上減少を補う新たなネット販売、テイクアウト事業の開始

広島県 美苑 － 筆アートオンラインレッスン及び筆アート作品ネット販売

広島県 あゆみはりきゅう整骨院 － リモート指導による全身血行改善と健康維持の効率的トレーニング

広島県 合同会社Ｒｅｍｏｎ．Ｌａｂ 6240003004695 生口島瀬戸田の自然農法柑橘をオン／オフラインで販売する新事業

広島県 有限会社原田製麺 4240002012742 売上減少を補う中華そばと餃子のネット通販事業の開始

広島県 ソフィアアムニス － 「売上減少を補うオリジナル化粧品の通販事業の開始」

広島県 はじめ － 『売上減少を補う冷凍・冷蔵食品のネット通販事業の開始』

広島県 わいく － 『売上減少を補うおでんなどのネット通販開始とテイクアウトの強化』

広島県 有限會社ＦあんどＨ 6240002021106 好評のチーズケーキを全国に！ＥＣ販売＆店舗リニューアル事業

広島県 ＲｕＢｙ － コロナ禍で挙式断念された方向け非対面『フォト婚』のＰＲ・実施

広島県 株式会社アクシアクリエーション 1240001040367 日本の伝統工芸品の海外向けＥＣサイト構築と販路拡大

広島県 株式会社カラーベース 7240001041566 『新しい日常「オリジナルマスク」通販事業の開始』

広島県 有限会社相生館 5240002000077 ＶＲによる遠隔での館内案内を可能とするＷＥＢサイト構築

広島県 路地裏鉄板こたろう － デリバリー、テイクアウト事業参入のための設備投資

広島県 山本株式会社 7240001048165 ＥＣサイトを立ち上げ、非対面型営業での販路開拓

広島県 フォーチュン株式会社 7240001053875 『販路拡大と事業安定を目指すレッスンオンライン化、物販事業開始』

広島県
アンチエイジング＆小顔専門サロング
レース

－ 【売上減少を補うリッチエイジングケアボディ商品のネット販売事業の開始】

広島県 れいわ治療院 － オンライン体操教室開催による営業活動と新規顧客獲得の取り組み

広島県 株式会社フジシン 4240001010359 ＷＥＢ商談＆通販の導入による販売チャネルの多様化で顧客開拓

広島県 株式会社ＡＲＣ 6240001021726 本格炭焼きの塩味焼き鳥を店外で。

広島県 有限会社エッグプランニング 9240002022200 「アフターコロナに向けた工作キットパッケージ商品のネット販売事業」

広島県 竹園精肉店 － 売上減少を補う精肉のネット販売と肉惣菜のテイクアウトの開始

広島県 株式会社Ａｃｃｅｌ 3240001019161 ライブ配信サービスの開始

広島県 株式会社福成 7240001055137 日本初上陸の料理のデリバリー開始・及び動画広告による販路開拓

広島県 株式会社つるのおんがえし 3240002014616 新たなインターネット販売でＶ字回復＆フランチャイズ展開準備

広島県 ｍａｄｏｋａ８ｐｌａｎｎｉｎｇ － 『オンラインワークショップの開始とネットショップ拡充の取り組み』

広島県 日本習字幟町教室 － 『オンライン教室展開と教室受講料のネット決済で販路開拓』

広島県 プレシャスハート － ＨＰとチラシで爪の悩みを持つ人へＰＲし新規獲得を目指す！！

広島県 家庭食房　アリラン － テイクアウトの強化に取組み、チラシでＰＲすることで売上回復！

広島県 株式会社オフィスさくら 8240001037662 折込チラシによる商圏エリアの認知度向上とネットによる販路拡大

広島県 株式会社Ｋｅｉｄｅｓｉｇｎｂａｓｅ 9240001053403 新商品開発とＥＣ販売サイト構築による非対面販売方法の確立事業

広島県 そよかぜ － 売上減少を補う広島和牛ローストビーフのネット販売事業の開始

広島県 株式会社七宝丸 4240001050512 デリバリー開始と店舗改装に伴う新規顧客確保での事業拡大

広島県 よもぎ蒸しリラクゼーションＨａＹｕＲｕ － ネット販売による、非対面型サービス事業
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広島県 株式会社リライズ 5240001052904 お客様と従業員の安全を守るための非対面型レジ

広島県 株式会社Ａｔ　Ｏｎｅ 4240001056542 オンラインツールを活用し、外国人留学生と企業との接点を生み出す

広島県 大衆酒場やぶき － 接触機会を大幅に減らした、ビジネスモデルへの転換

広島県 株式会社源 9240001041498 作業効率化ＵＰで生産性ＵＰ　次郎ブランドの確立

広島県 ＡＲＴ　ＶＯＩＣＥ － リモートレッスンコース新設に向けた機器整備及び宣伝強化

広島県 ステージカバー － ＨＰでのオンライン強化と清潔なレッスン環境での新規顧客獲得

広島県 Ｐ＆Ｃパートナー － 非対面での集客と営業を可能にする、ビジネスモデルの転換

広島県 株式会社広島かきドットコム 1240001048724 試食販売と同等の売上をあげる無人の非対面型販売モデルの構築

広島県 ＲＥＣＫ　ＯＮＥ － ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの転換のための広報活動・相談イベント等開催

広島県 有限会社カクマル堂 7240002003747 広島の老舗和菓子店が行うネット販売の為のＨＰリニューアル

広島県 トレンドワン・ペストコントロール株式会社 9240001053980 非対面型の営業、及び製品販売をするためのＥＣサイト構築

広島県 ａ・ｂｅ（ア・ベー） － 自社ネットサイトの構築による新規顧客の獲得

広島県 スポーツショップ　トークス － ホームページ全面リニューアルによる通信販売部門強化と売上拡大

広島県 金尾汽船株式会社 9240001037967 オコゼ料理のテイクアウト向け商品開発と周知用ホームページ作成

広島県 ＃モーモーキッチン － 移転オープンによるテイクアウト・新商品展開で新規顧客開拓事業

広島県 有限会社東山 2240002051247 インカム導入と座敷リニューアルによる安心安全な食事の提供

広島県 有限会社大丸日本料理場 3240002050867 厨房機械導入による効率化・衛生管理の向上及びテイクアウト推進

広島県 組織こうどう研究所 － 非対面型教育サービスシステムの構築による従業員定着率向上事業

広島県 よしむら寿司 － 顧客層拡大を目指す　繋がりの宅配サービスで「へい、お待ち！」

広島県 有限会社きたずみ 2240002032528 オンラインを駆使した新規販路の開拓と商品開発・新規事業の告知

広島県 ｒｕｏｋａｌａ　ｋｉｓｓａ － テイクアウト事業及び卸販売等の非接触型販売による販路拡大

広島県 九嶺ビールスタンドｍｕｇｉ － 非対面型セルフバー運営のための設備導入・新事業広報活動

広島県 有限会社花月 6240002032499 テイクアウト事業の新規展開に向けた提供体制の構築

広島県 ＲＥＬＩＳＨ － ＥＣサイト開設・フロア拡張工事による非対面販売、新規顧客開拓

広島県 株式会社ＣＯＭＰＡＳＳ 8240001054724 撮影スタジオ増設によりワンストップ投稿ページ制作

広島県 有限会社立山青果 8240002032654 ＷＥＢサイトを活用したオリジナル加工商品、青果販売

広島県 ７２６ － テイクアウト用窓設置による非対面ビジネスモデルへの転換

広島県 有限会社入江豊三郎本店 5240002039421 ダイレクトメールを活用した通信販売による直販体制の確立

広島県 セリ － うどん店開店による昼営業への転換

広島県 有限会社ａｓｋｙ 6240002047571 テイクアウトメニュー充実とホームページ制作による非対面化推進

広島県 松岡製麺有限会社 2240002043070 インターネット販売等を活用した非対面型事業への投資

広島県 ＣａＬＴｅｔ － ホームページリニューアルと非対面ビデオチャットシステムの導入

広島県 株式会社トータルカーサービス 9240001050730 中古車販売における非対面商談への取り組みと近隣整備顧客の獲得

広島県 株式会社阿呆商会 5240001034803 キッチンカー（移動販売車）導入による販路拡大事業
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広島県 株式会社松井國一商店 2240001032149 ネット販売強化とコロナ対応の安心・安全な講習会会場の整備

広島県 株式会社ウラベサインボード 9240001029907 オンライン施工事例カタログでの非対面打ち合わせによる販路拡大

広島県 レーヴモーターワークス － 中古車販売の非対面商談への取組と中古車クリーニング事業の強化

広島県 リトルウイング珈琲 － 厳選された高品質豆使用テイクアウトコーヒーによる販売促進

広島県 Ｂａｎ’ｓ　ｇｒｉｌｌ　ａｎｄ　ｃａｆｅ － 和牛ローストビーフの通販及びデジタルサイネージを活用した販促

広島県 有限会社柿原豆腐店 2240002039960 インターネット販売用商品製造と来店時環境整備による販路開拓

広島県 静流 － 真空・瞬間冷凍技術の導入による売上向上及びテイクアウトの強化

広島県 ＮＩＫＯＨＯＲＩ － ＥＣサイトを活用した新規顧客獲得

広島県 株式会社ワンダーウォール 1240001052544 ＥＣ販売事業参入（非対面ビジネスモデルの転換）及び新たな販路開拓

広島県 さとう商事有限会社 4240002040792 テイクアウト事業とスーパーでの委託販売による非対面販売

広島県 株式会社渡部瓦三原販売所 4240001039902 ドローンによる非対面での屋根撮影をリモートでの現状確認

広島県 ＰＩＥＣＥ － 洋菓子を通して「みはら」を元気にしたい。

広島県 昇高建設株式会社 3240001034268 ＨＰ改良とバーチャル見学会の実施による非対面での新規顧客獲得

広島県 株式会社みやわき建設 6240001034447 在宅勤務者に向けた住宅リノベーション事業による販路開拓

広島県 同楽縁 － テイクアウト主力メニュー見直しとデリバリーによる販路拡大

広島県 システリア＆オールディーズ株式会社 2240001042081 コロナ禍にも対応した営業体制とＰＲ強化による販路開拓事業

広島県 アリフク株式会社 2240001029797 オンライン展示会場による非対面での商談による販路拡大

広島県 有限会社コトブキ印刷 5240002046806 活版印刷および特殊印刷サービスのＥＣサイト開設による販路拡大

広島県 合同会社ＳＡＢＯＴ 9240003004395 非対面型販売戦略への転換、リブランディングと販路拡大事業

広島県 有限会社エルみやおく 5240002046657 非対面型への転換のためホームページ構築とＳＮＳツールの活用

広島県 有限会社中林商店 7240002047059 こだわり「朝びき鶏」のインターネット販売による新規顧客獲得

広島県 白銀 － 電光看板設置によるテイクアウト事業のＰＲ強化

広島県 有限会社由工房 9240002046851 撮影スタジオ設置によるオンライン営業の実施

広島県 有限会社キッカワ 4240002046757 塩ビ製　医療用製品の開発及びネット直販による販路拡大

広島県 松岡家具製造株式会社 7240001034421 ポータルサイトを活用した非対面による営業活動の導入と実践

広島県 株式会社鎌倉 8240001040468 国産生産回帰のためのミシン購入による縫製加工事業部の新設

広島県 カーメイクミヤモト － ＷＥＢ見積もり開始に伴う新サービス導入で新規顧客獲得

広島県 和産業有限会社 7240002039997 国産材を使用した商品の非対面による販売促進システムの構築

広島県 三次技研株式会社 3240001024533 ネット通販等の立上げによる非対面での受注販売と販路開拓

広島県 フジタフーズ － 非対面型ビジネス転換への販路開拓・商品開発事業

広島県 福原酒店 － ＥＣサイト新設！おいしい地酒と共に蔵元の熱い想いを届けます！

広島県 有限会社ティーエスシー 1240002031794 ＥＣサイトでの宅配クリーニング事業展開による新規顧客獲得

広島県 Ａ’ｓｅｎｓｅ（エッセンス） － 地域唯一のピラティス専用マシン導入とＨＰによる集客で売上増加

広島県 有限会社川松商事 5240002049437 ３密防止及び交通弱者等の利便性向上を図る配達への取り組み

14 / 20 ページ
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広島県 株式会社押川 6240001037499 コロナに影響されないリモート新サービスを導入して売上を増やす

広島県 茶寮一会－ＩＣＨＩＥ－ － 「テイクアウト商品の開発とブランド力アップによる販路拡大」

広島県 有限会社桧垣材木店 9240002051298 外注を自社で行う為の機械導入による生産性アップ

広島県 有限会社アイティエムツーリストサービス 4240002051922 オンラインツアーの開催による販路拡大と新規顧客の獲得

広島県 西條鶴醸造株式会社 1240001023215 新商品開発と自社ＥＣサイトを通じた新規顧客開拓

広島県 株式会社エイジュクリエイト 8240001051903 企業の記念品用革製品の製造強化とＥＣサイトを利用した販売強化

広島県 有限会社玉江 4240002027939 仕出し弁当の提供のための店舗改装

広島県 フォルテシモ － コロナ対策を行った店舗で居酒屋メニューの導入

広島県 Ｌａｔｔｅ　ａｒｔ　ｃａｆｅ　Ｃｒｅｍａ － 目の前でのパフォーマンスからｗｅｂショップへの移行で売上ＵＰ

広島県 田村教材・異文化交流ハウス － 「新型コロナウイルス対策を充実化した英会話教室運営」

広島県 有限会社ＧＵＴＳ 9240002029344 キッチンカーを活用した異業種チャレンジと新規顧客獲得

広島県 Ｓｔｏｒｙｈａｉｒ － 技術・感染予防に対し信用・信頼される美容室を目指し固定客定着

広島県 おしゃれサロンオカモト － 非対面カウンセリングで安心とくつろぎ。

広島県 ＢＯＳＣＯＦＡＭＩＬＹ合同会社 6240003003573 キッチンカーを活用した新サービスとネットを通じた新規顧客獲得

広島県 西条　Ａｍｉｇｏ － コロナ禍に対応したライブハウスづくりとテイクアウト事業

広島県 ＯｆｆｉｃｅＭ＆Ｗ － オンラインによるストレスクリアのサービス提供の仕組み化

広島県 炭家 － テイクアウト向け焼き鳥の商品開発と看板設置で新規顧客獲得

広島県 平平平株式会社（さんぺい） 9240001022416 見える化作戦で生産性の向上とＷＥＢ注文と広告による販路開拓

広島県 地元のごちそう　自然のめぐみキッチン － 新しい生活様式に対応した店づくりとテイクアウト事業の展開

広島県 宮内鍼灸整骨院 － 「完全予約治療」で来院者の密回避！「往診」で自宅治療を可能に！

広島県 株式会社本郷 7240001028118 日本製商品を前面に出したＥＣサイトを通じた海外新規顧客獲得

広島県 株式会社正光美掃管理 7240001041302 ＷＩＴＨコロナにおける家事代行ビジネスの変革事業

広島県 ＦＬＯＭＡＲＥＡ － 全ての人に「花を通した癒し空間を！」非対面ビジネスへの転換

広島県 ラフォルジュロンデコラシオン － 鍛造機導入による製造改善及び、ゆきぱん専用のＬＰ制作

広島県 みやじま小町 － フォトウエディング関連部門の新設により新規顧客開拓

広島県 株式会社ＦＭはつかいち 5240001028846 新サービス提供で地域を盛り上げ地域ＦＭとしての認知度向上！

広島県 パティスリーパック － 新サービス提供商品で来店客数の増加を目指し売上げを確保する

広島県 居酒屋とある － 安心安全でくつろげるお店作りとイメージ戦略の展開

広島県 スパイスカレーアモン －
テイクアウト事業の推進による新しい生活様式への対応及び感染症予防対
策の実施

広島県 ＨＥＡＲＴ － 入口導線変更により快適な店舗づくりと物販強化による売上増加

広島県 竹内左官技工 － 下請けの立場からの脱却、左官ショールームのＰＲ事業

広島県 光陽発条工業株式会社 3240001030531 自動箱替え機による（生産性と効率化）向上計画

広島県 合同会社Ｐｒｅｓｉａ 5240003004077 オンライン婚活サポートの集客促進とオリジナル香水のＥＣ販売

広島県 株式会社ジャックとまめの木 2240001042965 新規顧客獲得・販路拡大のためのリモート活用と既存客フォロー
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

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

広島県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 7010401093825 小さなイタリア料理店が取組むコロナ禍以降の販路拡大事業

広島県 ジェイレックス株式会社 6240001048001 ゴーストキッチンの開設とプロモーション

広島県 株式会社３Ｒ 8240001052471 非対面型での宅配買取り強化とＧｏｏｇｌｅマイビジネス連携

広島県 有限会社正和工作所 2240002042725 測長・切断工程の自動化と工場内工程確認のリモート化

広島県 日本アーキテクト株式会社 8240001032746 非対面型接客を可能とするホームページの新設とターゲット層拡大

広島県 有限会社小次郎寿司 9240002006046 飲食店営業３類を取得の為の店舗改装＋新規ホームページ制作

広島県 Ａｅｅｅｅｎ’ｓ － 店内飲食から「テイクアウト」への転換による販路開拓事業

広島県 エデンミュージアム － コロナ禍に打ち勝つ！ホームページ改編と非対面の新事業の拡大

広島県 実優物産有限会社 6240002044998 店舗改装による新規顧客獲得とテイクアウト事業への参入

広島県 細井　悦子 － オンラインサロン開設とＳＮＳによる集客

広島県 モダンタイム － テイクアウトの開始及び感染症対策のための店舗改装工事

広島県 ラディカ国際株式会社 4240001025407 ・テイクアウト・デリバリー事業の実施

広島県 広島ミドルメディア総合研究所株式会社 3240001042865 【高精細映像システム導入によるライブ配信事業】

広島県 ｏｆｆｉｃｅ　ａｚ － Ａｎｙｏｎｅ－たくさんの人が繋がれるオンラインコミュニティー

広島県 馳走２９２４ － お酒と料理のペアリングを楽しむことができるテイクアウト事業

広島県 株式会社レッツ 9240001018331 ＰＰＡモデルの導入に伴う販路開拓の取組

広島県 Ｗａｉｗａｉ　Ｓｐａｃｅ － オンライン集客による速読の普及で自分らしく生きる人の支援

広島県 Ｃａｂｌｅ － ライブ映像配信業務、音楽映像制作業務

広島県 東屋 － 動画を活用したＥＣサイト構築による新販売チャネル構築

広島県 有限会社イマヅ 4240002001563 酒販免許取得に伴うテイクアウト事業の実施

広島県 コナミ － お酒と合わせたビストロのテイクアウト事業の開始及び販売促進

広島県 株式会社真誠社 1240001034749 受発注システムの導入による非対面営業の確立

広島県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＮＡＬＩＰＯ － オンラインから新規顧客獲得と急速冷凍機の導入による生産性向上

広島県 株式会社ハニービーワークス 2240001050976 『動画配信を利用したドローンスクールのオンライン講座事業』

広島県 馳走啄一十 － 感染症対策を実施した寿司カウンター設置による新たな価値の創造

広島県 滝宗荘 － ホームページ新規開設による学生寮のオンライン申し込み

広島県 株式会社イノセント 9240001028974 地域初導入「非接触型セルフ式フェイシャルエステ」による顧客開拓事業

広島県 有限会社片岡 2240002003859 コロナ対策強化による来店時間の短縮および贈答品ニーズの拡大

広島県 マルカ株式会社 2240001033766 冠婚葬祭用介護シャツの非対面販売による販路開拓

広島県 イタリアンバール　フィオーレ － 真空パック機によるテイクアウト商品開発とインターネット販路開拓

広島県 株式会社グリル壱乃蔵 2240001035713 お弁当のインターネット販売による非対面型ビジネスの強化

広島県 小畠工業株式会社 9240001030609 最新ＣＡＤ活用で生産性向上と非対面型作業でコロナを乗り切る

広島県 桃花 － テイクアウト「桃花の日」で新規顧客の開拓！

広島県 株式会社向井印材 3240001011622 メタルプレート製オリジナルフォトパネルのネット受注・製造販売
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広島県 ＣＡＰＡみどり町店 － オンラインショップ開設・店舗改装による新規顧客獲得・販路開拓

広島県 リサイクルショップ山根電機 － ネットで便利、お店で安心安全で顧客満足度と売上アップ！

広島県 Ｐ－ＢＥＲＲＹ － 機会別カフェインレスコーヒーネット販売強化と展示会告知と拡販

広島県 Ｒ－ｃｌａｓｓバレエ － ホームページのレスポンシブ化と、オンラインレッスンの提供

広島県 プレシャスサービス株式会社 8240001041615 セミナールーム・会議室を非対面での交流、情報発信の基地に変革

広島県 株式会社ゼロック 2240001051504 Ｗｅｂを活用した新規顧客開拓及び非対面ビジネスモデルへの転換

広島県 フィルムポケット － ウェブサイトによる非対面の予約・決済システムの構築

広島県 畦崎畳商工株式会社 7240001029900 自社ＨＰとＥＣサイト新規構築による非対面型接客の強化

広島県 日本料理　津和地 － 真空包装機・ラベルプリンタの導入によるテイクアウト販売の強化

広島県 株式会社ＬＯＧ 7240001042903 「リンダのお弁当・お惣菜テイクアウト事業」

広島県 ブティックラフィーヌ － ＨＰを活用した非対面型ビジネスの導入と店舗の衛生・消毒の徹底

広島県 株式会社ＧＥＮＩＡＬ１ 9240001055168 「セルフレジシステムによる非対面接客運用の構築」

広島県 ｉｓｍ株式会社 9240001049921 診療支援化粧品開発と多言語対応ＥＣサイト構築による増収計画

広島県 美ら島ぬ想い５８酒場 － 移動販売式キッチンカー制作

広島県 パディントン － 地産地消の弁当販売と県内産紅茶の新商品開発とネット販売の促進

広島県 赤崎行政書士事務所 － 非対面型業務の体制構築及びアナログ営業とデジタル営業の融合

広島県 ピッチェリアミト － テイクアウト重要拡大のためのオーダー予約ＨＰ開設

広島県 有限会社マサオカ 6240002024819 広島レモン鮭を活用し商品開発とネット販売で新たな新規様の獲得

広島県 折口開発有限会社 3240002032312 新機械導入での作業能率向上による売上高向上

広島県 カケエ・コーポレーション有限会社 7240002046738 非対面営業としてカタログ配布を利用したリピート顧客の開拓

広島県 株式会社桶家 3240001054126 セルフオーダーシステム導入と予約システムの導入で新規顧客獲得

広島県 インド料理専門店アンナ・プルナ － 「お客様により安心してご利用頂く為の接触を抑えたお持ち帰り案」

広島県 有限会社土井運送総業 3240002033450 ＬＩＮＥ見積り・作業報告による接触時間の短縮

広島県 フォスター外語学院 － ＴＯＥＩＣ／英会話オンラインレッスンのシステム導入と広報

広島県 株式会社アロンジェ 6240001000622 歯科技工製品のオンライン提供事業

広島県 和味亭たなか家 － 「自家製アナゴ一夜干し宅配セット」の販売に向けてウェブ作成、販路開拓

広島県 有限会社ロペズ 3240002026438 自家焙煎によるグアテマラコーヒー豆販売

広島県 アキコ美容室 － 美容院版宅配デリバリー「訪問美容」と店舗の「居心地改善」

広島県 株式会社オカダ 5240001038746 建物向けを中心とした鉄骨加工の販路開拓

広島県 株式会社ｓａｋｋｕｒｕ 2240001041736 ①フルーツサンド＆串揚げキット販売（テイクアウト・ネット販売）

広島県 有限会社たこつぼ 8240002009652 ＥＣサイトによる和食の全国への宅配販売

広島県 株式会社ＰＡＬＭ　ＳＴＯＲＥ 3240001051049 店内売上の減少をカバーするデリバリー事業の拡充と販路開拓

広島県 スナック恵 － 飛沫感染対策のパネル設置、無人検温システム、無人消毒部屋設置

広島県 合資会社フードビジネスサポート 3240003001043 地産地消弁当のデリバリーおよび真空・冷凍惣菜の販売
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広島県 Ｎｏａｌ － 販売員向けに接客スキル向上のため「ｅラーニング」学習の提供

広島県 株式会社アンプ 7240001019059 人と人を繋ぎ、広島の楽しげを世界に発信する動画コンテンツ事業

広島県 有限会社狄・ＳＡＩＴＯ 1240002026794 ＨＰとテイクアウトで新規販路開拓！

広島県 株式会社カケラ 9240001056505 建設業特化型のコワーキングスペースとリフォーム工事の販路開拓

広島県 ＮＹ－ＢＵＹＥＲ － 海外ブランド品の仕入れルート開拓と国内販売ルートの開拓

広島県 株式会社スペースプラス 2240001046470 予約・顧客管理と非対面フロント業務の完成

広島県 有限会社Ｎｉｉｍｉ 7240002029577 レストラン部門の収益確保でコロナ禍を乗り切る取り組み

広島県 ファイブエフサポート － ネットを利用した非対面型のオンライン問い合わせとサポート

広島県 ＨＡＴＩ－ＨＡＴＩ － ネットショップ開設による物販売上アップと新規顧客獲得

広島県 石田　あすか － 新規ＨＰ作成とＥＣサイト設置による非対面ビジネスの構築

広島県 有限会社山下時計店 2240002017207 アンティーク時計資料の電子化と非対面での閲覧環境の整備

広島県 有限会社はなこフーズ 2240002023923 ＥＣサイトによる和食の全国への宅配販売

広島県 株式会社フィール 5240001054280 ベトナムオーガニック加工食品のネットによるチャネル構築

広島県 ホテル石本 － 非対面非接触で安心安全！ホテル石本へいらっしゃいませ！

広島県 ココロジャパンサービス株式会社 6240001053777 テイクアウトで販路開拓！おうちでオフィスで京のお味のお弁当

広島県 株式会社カルティベイト 2240001019518 有機肥料の越境ＥＣ

広島県 まるみ食堂 － お店でも安心！おうちでもおいしい！まるみ食堂販路開拓計画

広島県 合同会社Ｔｈｅ　ｔｈｅｏｐ 7240003004645 非対面型ビジネスモデルのＩＴコンサル！

広島県 Ｃｏｏｋｉｎｇ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｒｅｖｅ － 『月イチ配信型オンライン料理教室開催、食材のネット販売』

広島県 広島西山青果株式会社 7240001009522 機械化における製造ラインの効率化と、高利益率商品のＥＣ販売

山口県 株式会社寿美れ 5250001005737 下関あんこうグルメシリーズにおける商品のＰＲと販路拡大

山口県 時修学館 － オンライン学習指導コースの導入

山口県 はくのや米穀店株式会社 8250001004752 販売オペレーションの改善と家庭用消費の新たな開拓

山口県 有限会社小川蜜カス本舗 8250002004363 軟水器を活用した新商品開発とネット販売の強化

山口県 ＢＩＳＴＲＯ　ＮＡＯ － フレンチレストランの新商品開発による持続的経営への挑戦

山口県 合同会社Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ 4250003001751 サーフショップ事業のｗｅｂを活用した非対面型の販路開拓

山口県 株式会社ダッシュ 7250001008564 テイクアウト用システム及びシート付きランチボックスの開発

山口県 ＨＡＩＲＡＲＴ　ＳＴＥＬＬＡ － 自動シャンプー台導入による施術業務の非対面化

山口県 ソワン・ドゥ・ボーテ株式会社 8250001004760 厳選したホームケア商品の販売強化に関する取り組み

山口県 株式会社うにの世界 8250001016772 テイクアウトの強化と通販事業の構築による新規顧客獲得事業

山口県
Ｇｅｌａｔｅｒｉａ　Ｋｕｒａｋｉｃｈｉ　ＰＥＬＩＣＡＮ　ＬＡ
ＢＥＬ

－ 山口県産自家製ジェラートの移動販売による販路開拓

山口県 合同会社ＪＩＮＲＩ 3250003001315 テイクアウト、惣菜の卸販売に特化した新商品開発による売上強化

山口県 株式会社やの舞台美術 8250001000826 動画配信関連業務の新設と情報発信による販路開拓

山口県 株式会社アンドスター 9250001008595 オンラインショップのリニューアルによる非対面での販路拡大
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山口県 特産ｃａｆｅやまのわ － キッチンカーを活用した移動販売

山口県 Ａｒｔ　Ｆｏｒｅｓｔ有限会社 4250002000928 機械設備導入で新作開発、ウエブサイト利用によって販路拡大

山口県 有限会社福田事務所 5250002001347 空撮三次元測量データの遠隔地共有による感染防止と生産性の向上

山口県 小川着付け教室 － 新メニューであるオンライン教室を含めたホームページ作成

山口県 株式会社花トク 4250001002165 花の日常化大作戦と公式アプリ導入でサービス充実・新規顧客獲得

山口県 合同会社Ｇ－ＤＡＹＳ 2250003001852 デリバリー・家事代行導入による地域に密着した販路開拓事業

山口県 エステスクール＆サロン　シェリール － 非対面型エステスクールの開始と動画・試供品を活用した販促

山口県 リセット健康体操教室 － 運動教室の増設とオンラインレッスン開設による新規顧客獲得

山口県 株式会社はつもみぢ 3250001009178 コロナに勝つ！糖類・添加物不使用の「吟醸麹甘酒」の新商品開発

山口県 有限会社サンアート工芸 5250002015693 自宅で楽しめる新商品開発と、ネットによる国内海外販売の展開。

山口県 合同会社チヨマキ・ワード 3250003001018 ホームページ全面改装による非対面営業活動の実施と販路開拓

山口県 有限会社忠小兵衛蒲鉾本店 6250002013242 新しい生活様式に対応するネット通販による販路拡大事業

山口県 株式会社サンクアーチ 3250001015606 『新規ｗｅｂ制作による非対面対応のＰＲ及び新規顧客確保』

山口県 有限会社大正堂 7250002018224 靴の小売店が行うオンライン接客とＨＰ開設による新規顧客獲得

山口県 Ｌｅ　Ｃｏｉｎ － 「テイクアウト」と「立ち飲み」のための店舗改装及び設備投資

山口県 典座（てんぞ） － テイクアウト・ケイタリング商品開発と急速冷凍機導入で販路拡大

山口県 羊 － オンライン接客と新しい生活様式での販売促進事業

山口県 有限会社二反田 7250002006419 テイクアウト商品の販売強化による新規顧客の獲得と経営の安定化

山口県 パーソナルトレーニング専門Ｐｌｕｓ＋１ － 個別貸切ジムとオンラインレッスンにより顧客復活と新規顧客開拓

山口県 株式会社優美 7250001007905 フォトウェディング・成人式等の新システムによる新事業展開

山口県 衣類のお医者さん　おべべ － 服の修理と寸法直しサービスの内製化による経営の安定化

山口県 株式会社帆万里 3250001004427 テイクアウト強化、新メニューによる顧客拡大事業

山口県 田中洋子ピアノ＆声楽教室 － オンラインレッスンの強化および幼児受入のための環境整備事業

山口県 株式会社サン工業 6250001004580 電子黒板を主軸とした非対面型ビジネスモデルと販路開拓

山口県 春駒亭 － 徹底した感染症対策と特色ある美味で美しいテイクアウト商品の開発

山口県 スナップオンツールズ藤野 － Ｗｉｔｈコロナの営業スタイル！オンラインで工具の魅力を発信！

山口県 凜恋 － 新業態へのチャレンジにより持続的な経営を目指す

山口県 齋藤牧場 － 米のインターネット販売や宅配サービスの導入による販路開拓

山口県 美然 － 非対面型セルフエステサービスの導入による新規顧客の獲得

山口県 エムテックス有限会社 3250002020472 カラダに優しい機能性こんにゃくの商品開発および販路開拓

山口県 ヤサイ企画 － キッチンスタジオの整備によるオンデマンド料理教室の配信

山口県 アンティーク＆オールディーズ － 『春日西洋金物』アンティーク輸入建材の部門を分業化

山口県 株式会社ベルミューズ 7250001015750 非接触型公演・レコーディング及び商品販売強化拡大事業

山口県 ｇｒａｃｅ・ｄｅｓｉｇｎ － Ｗｅｂサイト構築とインターネット販売導入による営業力強化
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山口県 株式会社プライムアークス 2250001016456 自社倉庫拡大によるコロナに負けない出荷環境作り

山口県 株式会社時守 7250001016609 気密測定器の導入における内製化及び新事業の開拓

山口県 大和や － ●出向型店舗による販路拡大とジビエ商品の開発事業

山口県 山の田ラーメン － 餃子製造機の導入による生産能力向上とテイクアウト販売等の強化

山口県 合同会社遊びと学び子ども発達支援所 6250003002483 療育、相談、面接等オンライン支援構築及びスヌーズレン導入

山口県 株式会社リアライフ 3250001014500 最新システムを導入した非対面でのＥＣサイト自動運営

山口県 株式会社ＳｕｎＹｅｌｌ 4250001015126 各サービスの非対面化とテレワーク環境の整備に伴うＨＰの構築

山口県 株式会社ヤマサコ 2250001017933 受注管理システムのソフトウェア・ホームページ導入

山口県 河野自動車 － 先進安全自動車（ＡＳＶ）の新規顧客開拓と分解整備認証工場取得

山口県 ｉ　ｃａｒｅｅｒ － 人が向かい合わない教室作りと高水準オンライン授業の取り組み

山口県 宍戸農園 － 自然栽培農家直売、こだわりの農産物をネット通販で販路拡大

山口県 株式会社Ｎｅｇａｔｉｖｅ　Ｔｈｉｎｋｉｎｇ 1160001018669 複数プラットフォームを利用したアパレル販売事業

山口県 株式会社フロンティア 5250001008442 高性能自動延反機導入による、アパレル生産体制の構築事業

山口県 マガサン － テイクアウト用に「関門のタコ」を使った加工品の新商品を開発

山口県 ＹＯＧＡＳＴＵＤＩＯ　ｍａＮｅｒ － 高齢者等が自宅で本格的なヨガレッスンが受けられる体制整備

山口県 株式会社まる龍商店 1250001017422
お店の外でも気軽に食事を楽しめるよう店頭でのテイクアウト販売やラーメン
の通信販売

山口県 ｄｅｃｏ． － ＥＣ販売の確立とテイクアウト販売強化で販路開拓と新規顧客獲得

山口県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｕｒｕ － 自動シャンプー台「アクアフォルテ」の導入

山口県 芦村　幸香 － ネットを通じた非対面型インフルエンサーＷＥＢステージ！の展開

山口県 株式会社ＮＯＥ 3250001014640 感染予防対策強化・徹底をして安心して入れるカフェサロン

山口県 ひろ不動産 － ＵＪＩターンや地方移住希望の方向けＶＲ内覧会とリモート相談会

山口県 プレサス －
未来を担う子どもたちに、安心してプログラミング教育に取り組める環境の提
供

山口県 朝日製氷有限会社 4250002002817 プロの純氷を全国へ。ネット通販及び定期購入の仕組みを構築。

山口県 西京観光 － リモート観光とＶＲ動画よる山口県観光情報とＥＣサイトの構築

山口県 国語力向上協会 － 国語塾教材を非対面営業で販路拡大。雇用維持と経営安定化

山口県 ＭＩＹＡＭＯＴＯ － ライブコマースを活用した越境ＥＣとインバウンドの融合事業

山口県 民泊ＩＺＡＫＡＹＡ　Ｈｏｕｓｅ － オンライン体験コンテンツの構築とＨＰからの予約システムの整備

山口県 オルガンズメロディ － レコーディング業務の強化　及び店舗オリジナルグッズの作成及び販売

山口県 トライワークスジャパン株式会社 2250001015937 カーエアコン洗浄サービスの非対面受注力強化とサービス力強化

山口県 ドボクリエイト株式会社 8250001017102 小規模事業者もできる働き方改革に向けた社内環境整備
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