
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

新潟県 株式会社ウエストフーズ 3110001033613 ＥＣサイト立ち上げによる、ユニコン調理製品の新販路開拓

新潟県 自然派ライフ住宅設計株式会社 6110001033585 サイト開設による非対面型顧客開拓とオンライン相談窓口の構築

新潟県 有限会社アートワークス 7110002008627 感染症対策に対応した新しい形のイベント業務サービス

新潟県 ワンハート株式会社 9110001030514 新型コロナウイルス感染対策と直行直帰への転換準備

新潟県 株式会社新潟福祉会 2110001033374 予防除菌・抗菌・抗ウィルスコーティング施工工事

新潟県 プラッツ － 女性に当たり前の美しさを男性に更なる癒しで新規獲得と収益増！

新潟県 株式会社Ｍｉｋａコーポレーション 9110001028979 ステイホームにより気づかない髪・頭皮のお悩みのお手伝い

新潟県 Ｖｅｇｅｔａｎｎｂｏ － 新商品開発にて新規産業参入、自社ＥＣサイトにて全国販売

新潟県 星野裕也写真事務所 － 個展開催とスタジオ会議室の新型コロナ対策設備の強化

新潟県 デリカ・シュリンプ － 映え（ばえ）を意識した商品開発と店づくり

新潟県 株式会社小林塗装 2110001028473 コロナで進化、元請受注増！非対面営業で販路拡大プロジェクト

新潟県 居酒屋らくちゃん － 客席の細分化と新メニュー作成による飛沫感染防止と売上獲得

新潟県 Ｈａｎａｍｏｒｉ － ロシア向けオンライン華道講座開設でインバウンド受け皿をつくる

新潟県 髙取商店 － お弁当販売開始とネットショップによる新たな販路開拓

新潟県 ＤＡＹ　ＷＯＲＫ＆ＣＯＭＰＡＮＹ・ＴＯＫＹＯ － キッチンカーを使ったホットサンドのテイクアウト販売

新潟県 Ｍｉｅｔｔａ － ＹｏｕＴｕｂｅとル・レクチェ農家とのコラボで販売拡大

新潟県 有限会社ミンツハウス 9110002006414 オンラインでの新規販路開拓と動画を利用した新商品開発

新潟県 株式会社品川アート・プロ 5110001019107 エントランス廻りの改装及びＥＣサイト構築と広告による販促強化

新潟県 株式会社べるあみ 9110001019383 内なる美と健康に。水素吸引でアンチエイジングケア

新潟県 株式会社ひらいフローリスト 8110001019351 三密を避け、来店いただける店舗改装、来店予約フォームの開設

新潟県 シャポーハウス － ２４時間受注システム付ホームページで新規顧客獲得

新潟県 株式会社禅　ＳＨＩＺＵＫＡ 8110001034953 ＳＨＩＺＵＫＡ．ｏｎｌｉｎｅ（シズカオンライン）

新潟県 美容室ドルフィン － 自社のオンラインサイト開設による「まつエク」オンライン体験

新潟県
オーガニックトリートメント＆ヒーリング玉
響

－ 予約フォーム導入による非対面型予約制サロン並びに店舗環境整備

新潟県 小麦専菓あかつき － 【デリバリー事業拡大と新商品開発による新規顧客・販売経路の獲得】

新潟県 ベルフィーゴ有限会社 2110002030395 テイクアウトへの対応力アップとレトルト食品の商品展開

新潟県 株式会社ＦｕｎＦｒｅａｋｓ 8110001024673 テイクアウトとネット販売に進出するための設備投資

新潟県 有限会社横山表具店 9110002029522 老舗表具店の、既存事業・新規事業の非対面型ビジネスモデル化

新潟県 ｗａｉｉｗａｉｉ＆ｈｏｐｐｅ － 循環型の環境アートキット販売のショップ構築

新潟県 弦之家 － テイクアウトと感染拡大防止対策徹底によるブランド発信

新潟県 株式会社舶来屋 2110001023276 地元工芸品作家を応援！クラフトフェアの開催と通信販売への誘導

新潟県 Ｌａｚｕｌｙ　Ｎａｉｌ － オンラインショップリニューアルによるネイルチップ販売強化

新潟県 カーフェイス － 技術力発信及び相談・受注システムのオンライン化

新潟県 有限会社アルファ技研 8110002020192 家具製作の内製化と自社ＥＣサイトによるネット販売

※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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新潟県 肴や － 店内の個室化とテイクアウトによる非対面飲食スタイルの実施

新潟県 有限会社タナベスタジオ 9110002020729 終活または、家族への贈り物としてのシニアフォトプラン

新潟県 大貴管工株式会社 1110001029407 サプライチェーンリスクマネジメントのための資材確保能力の拡充

新潟県 株式会社久治 1110001018582 テイクアウト商材の生産、コロナ禍営業に向けた製造機器の導入

新潟県 株式会社Ｍ＆Ｓ 9110001029572 雪国柏崎市に新しい飲食形態を伝える

新潟県 有限会社秀庭園事務所 1110002020323 非対面商談システム導入による中心顧客層の受注強化事業

新潟県 有限会社北越 7110002020961 小千谷縮の反物を利用した日常着の開発とウェブを利用した販売

新潟県 有限会社西巻酒店 7110002020838 地酒専門店のカタログギフトネット通販

新潟県 有限会社久保辰鋼材 1110002017030 ホームページによる非対面型での販路開拓事業と内製化設備投資

新潟県 たかはし整体院 － オンラインサービスで心を通わせる非通院システムの構築

新潟県 有限会社ハインズワーク 7110002018709 インターネットを利用した非対面販売システムの構築

新潟県 こばやし屋 － 地域密着の惣菜デリバリーの強化と認知アップ＆販路拡大

新潟県 有限会社旬菜酒房たかだ 3110002018621 社内インフラ整備によるテイクアウトの強化と広報事業

新潟県 優しさと笑顔を作るお店　べべ － 名水「千年悠水」を使用した「水まんじゅう」の開発と販売

新潟県 株式会社ラッティークイーン 5110001016888 オンラインセミナー・オンライン販売への事業転換基盤構築事業

新潟県 極ダレ焼き鳥アホウドリ － ニーズと経験を活かしたキッチンカーによる積極的な営業活動

新潟県 ルリアン － オンラインショップでの新たな販路と店舗集客の加速

新潟県 やまとの民 － 長さが自慢の肉棒寿司を売りとしたテイクアウト事業の展開

新潟県 ＡＴＯＭＡ － お家でジュエリーを見て楽しみ買い、常にコミュニケーションを！

新潟県 コーンアンドビーンズ － 近隣の方へ認知度の向上と非対面での商品提供

新潟県 パティスリールトレフル － 感染防止対策も兼ねた一体型ショーケース導入による売上増加計画

新潟県 居酒屋和楽い堂 － 自社アプリ開発と非接触オーダーシステムの導入

新潟県 株式会社ＲＥＬＡＴＩＯＮ 6110001013521 自社商品のネット通販開始による販路拡大並びに売上増加計画

新潟県 うめやんｋｉｔｃｈｅｎ － うめやんの移動販売車、ブランディング事業

新潟県 Ｉｎｃｅｐｔｉｏｎ － 地場産業を活用した受注生産型ネット販売における新規顧客獲得

新潟県 株式会社ＣＨＥＺ・ＴＩ 6110001010394 【アレルギー対応の洋菓子を全国にお届け】

新潟県 田三金属株式会社 6110001015955 生産体制の強化による新たな市場へ参入

新潟県 有限会社新潟刃物 6110002019765 通販サイトとカタログをリンクしたＢｔｏＣへの転換

新潟県 小林研業株式会社 7110001032289 半導体事業への参入のための新規バフ研磨機導入

新潟県 合同会社アルチザン 2110003003549 純銅製携帯マスクケースの開発で新規個客獲得

新潟県 株式会社和田挽物 3110002020073 サプライチェーンに左右されないための自社商品開発

新潟県 ＮＡ＆Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ株式会社 6110001033098 オンライン商談システムの導入で非対面ビジネスモデルの実現

新潟県 ヤマダガレージ － 高精度な自動車塗料の配合による自動車修理の販路拡大事業

新潟県 有限会社本間産業 1110002019984 超音波洗浄機の性能向上による生産体制の強化
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新潟県 栄電機株式会社 8110001015846 オンライン商談の仕組み導入による攻めの新規開拓

新潟県 株式会社慎研工業 6110001016697 コンシューマー向け製品の開発と新規マーケットの開拓

新潟県 ちやこミュージックランド － オンラインサロンの導入事業

新潟県 トライアングル － ゲストハウス＆バーからシェアハウス＆カフェへの業務転換

新潟県 フラワーショップ　Ｂ・Ｂｌａｎｃ － ネット販売システムの構築によるＷＥＢ販売強化

新潟県 居酒屋つるまる糸魚川店 － 外出自粛に疲れた女性へ贈る。癒やしのデザートキッチンカー

新潟県 ヘアー・ジャスティス － ・キャッシュレス決済導入とコロナ対策で、新たな販路拡大の取組

新潟県 大瀬商店 － 【地産地消で新メニュー開発、ＨＰを活用した新規顧客の獲得】

新潟県 有限会社酒道楽工藤 8110002021554 ウェブサイトの一新とオンライン販売で売上回復・販路拡大！

新潟県 美術・骨董　加賀 － ＭＡＤＩ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮを守り世界へ、ネットを通じた新規顧客獲得

新潟県 株式会社東北設備 4110001018175 「草刈機の新しい未来を拓く」新しい顧客・新しい市場へ！！

新潟県 株式会社藍匠 9110001020845 洗浄殺菌装置の導入とネット販売による販路開拓

新潟県 株式会社ムラヨシ 9110001020341 巣ごもり需要を追い風に！個人消費者向けＥＣ事業による小売強化

新潟県 西脇建設株式会社 4110001020271 オンライン商談活用とＣＡＤシステム刷新

新潟県 マドラッシュ － ネット販売と広告宣伝による新規開拓

新潟県 エスマート － お土産からお取り寄せへ。通信販売商品開発と新規販路・顧客獲得

新潟県 寿しとよ － 真空パック機の導入でテイクアウト販売強化による売上向上計画

新潟県 ｋｒｔｅｋ　ｓｅｌｅｃｔ　ｔｏｙｓ － 輸入木製おもちゃのインターネット販売強化

新潟県 株式会社とちたて 5110001029089 自社サイトの一新と問い合わせ～商談までの非対面化

新潟県 Ｌｕｉｒｅ － オンラインサロン事業の開始による新規顧客獲得

新潟県 有限会社ロジステック 5110002007317 ホームページからの統合型オンライン会議システム導入計画

新潟県 有限会社田辺塗工所 7110002004048 新たな「非対面型アプローチ」を実施するためのツール製作

新潟県 石濱里奈 － 非対面の「ナレーション販売」による新たな販路拡大

新潟県 有限会社ファクトリー童夢 7110002009187 自社ＥＣサイト構築による非対面型モデルへの強化推進計画

新潟県 旅館しかい － 非対面型惣菜販売の開始と感染防止対応設備の導入による売上拡大

新潟県 美容室まじま － 非対面販売ＥＣサイトの構築と新商品開発による販路開拓

新潟県 Ｃｈｉｋａ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － テイクアウト事業の開始によるコロナ禍の売上確保

新潟県 有限会社ハセテック 5110002011491 テイクアウト店舗販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

新潟県 株式会社木村屋 6110001020955 通販サイト「新潟産直計画」に出店

新潟県 株式会社トックス 9110001021133 高齢者向け健康弁当の非接触型宅配事業

新潟県 株式会社インカウンター 8110001029755 ＥＣサイト「ゆいみーる」開始！家族で楽しむお取り寄せ・ギフト

新潟県 株式会社Ｅｎパートナーズ 4110001028868 新しい生活様式に対応する事業展開

新潟県 有限会社御母屋 1110002022468 ネット販売強化・安心安全な特産品をいつでもご自宅で

新潟県 株式会社風雷房 7110001031679 配膳ロボットを導入し、安心安全に食事を楽しんでいただく
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新潟県 らーめん　梟 － つけ麺テイクアウトによるブランド発信

新潟県 株式会社Ｅｌｅｖａｔｉｏｎ 4110001010363 万代グリルガルベストン　リニューアル！！

新潟県 有限会社アイエスマック 4110002026739 テレワーク環境整備による新製品の遠隔開発事業

新潟県 株式会社ぶしや 1110001032963 テイクアウト新規開始・お店の味をご自宅で

新潟県 ＳａｌｕｄＨａｉｒ － こだわりシャンプーによるお客様の満足度アップ

新潟県 やまか飯店 － テイクアウト商品提供による非対面による収益拡大計画

新潟県 山家建築 － リモート営業の仕組み構築とＳＮＳ情報発信による新規顧客獲得

新潟県 川上建築板金株式会社 1110001031437 リモート接客とホームページでの情報発信力強化による売上拡大

新潟県 パルファンドゥー － 非対面型店舗と持帰可能なバティシエ・メイド・パフェへ対応

新潟県 ｃａｆｅｄｉｎｉｎｇｗｏｏｄ － デリバリー開始とｗｉｔｈコロナ時代を乗り越えるための店舗改装

新潟県 籠橋景子 － カウンセリングやメイク講座をオンライン化するための環境整備

新潟県 株式会社アクセス・ネットワーク 8110001008585 新生活様式に対応したオンライン婚活サービスの構築

新潟県 有限会社皐月堂 6110002032181 もち米１００％の贈答用米菓の新商品開発とネット販売強化

新潟県 有限会社春秋まるい 1110002017229 テイクアウトの利用促進と安心して来店できる店内環境づくり

新潟県 株式会社カモミール 5110001025930 地元のハーブを使った商品開発でネット通販の販路開拓

新潟県 有限会社ｌａ　Ｌｕｃｅ　ｅ　Ｌ’ｏｍｂｒａ 2110002020396 真空機導入によるテイクアウト販売強化と自社ネットショップ構築

新潟県 Ｂａｒ３７ － バー飯とオンライン飲み会開催で、バー文化を守る

新潟県 有限会社一黒屋 4110002000859 地元織物の活用による新商品開発とネットの活用で新規顧客獲得

新潟県 有限会社魚由 5110002016870 デリバリー強化・商圏拡大のための製造工程の効果的な改善

新潟県 ｍｉｍｉ － ＥＣサイト構築によるアウトレット商品販売と富裕層へのＰＲ強化

新潟県 Ｃａｔｅｒｉｎｇ割烹わだの － 仕出し・ケータリング・弁当販売とアフターコロナの店舗集客強化

新潟県 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　ＣＡＦＥ　ＶＩＧＯ － デコレーションケーキを家庭・職場へ！デリバリー事業開始

新潟県 しののめ西堀店 － Ｗｅｂとタブレットを使ったドライブスルー型出店販売

新潟県 田中洋人建築設計室 － リモートを取り入れたワークスタイル×事務所のショールーム化

新潟県 ｉｅスタジオ － レッスンのオンライン化とＥＣサイト構築による売上アップ

新潟県 株式会社ｅ－ｔａｂｌｅ 6110001033858 司会等のオンライン化による販路拡大

新潟県 片建設株式会社 9110001018922 オンライン接客・オンライン見学会の導入よる若年層の取り込み

新潟県 久遠 － テイクアウトブースの新設による特製ジンギスカン料理の販売

新潟県 米山食堂 － テイクアウトと感染症拡大防止対策の徹底によりさらなる事業展開

新潟県 有限会社北弁 5110002015484 テイクアウトによる収益拡大計画

新潟県 セナ・ジャパン合同会社 8110003002537 ニューノーマル適応型　米国市場日本酒拡販事業

新潟県 ＯＵＴＲＥ（アウトロー） － ソーシャルディスタンスを確保し太陽の光が入る明るい理容室作り

新潟県 Ｂｏｄｙ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓａｌｏｎ　Ｅｅｎｅ． － 柏崎市内初のハイフで今までとは違うボディー改善

新潟県 とかとこ － 受託依存形態から脱却、自社商品の開発とＥＣ販路開拓事業
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新潟県 株式会社高田デザインスタジオ 8110001032668 自宅にいながら不動産見学可能！ＳＮＳを活用したリモート対応

新潟県 酒菜　ｄｉｎｉｎｇ　旬 － ローストビーフ計り売り開始。ネット注文で効率化と売上向上

新潟県 旬食酒好Ｙｕｕ －
人気メニューの商品化（テイクアウトなど）　純白のビアンカ（新潟のブランド豚
肉）を

新潟県 有限会社白根屋 1110002019357 焼菓子「カヌレ」等に特化した通信販売による非対面型の実現

新潟県 中国酒ダイニング巴馬 － 居酒屋が手掛けるテイクアウト強化と新規顧客獲得

新潟県 有限会社柄沢ヤスリ 3110002019157 自社ヤスリ販売強化のためのバーチャル工場見学とＥＣサイト強化

新潟県 株式会社トゥルーサービス 7110001003554 オンラインを活用した害虫駆除の相談受付とサービス実施

新潟県 マイスターコーティング長岡店 － 非対面でのリモート接客による作業時間短縮と販路開拓

新潟県 有限会社テクノファーム 5110002028379 接触時間短縮で感染症拡大防止を実現する診療

新潟県 有限会社朝日堂 5110002026663 リモート接客の導入と快適な店舗づくり

新潟県 株式会社ラスティック 9110002020159 新規顧客開拓のためのＤＸ化支援事業

新潟県 株式会社倉久 7110001018635 老舗日本料亭によるネットを活用した宅配懐石弁当の販売強化

新潟県 株式会社和久蔵 7110001009592 宅配弁当のネット販売強化と冷蔵庫導入による販路拡大

新潟県 つなぐ株式会社 5110001010610 米粉ホットケーキミックスの開発とテイクアウト受注ＥＣの構築

新潟県 有限会社呉服のくしだ 2110002008053 宝飾複合店新事業と“仮想フィッティング”販路開拓への事業転換

新潟県 株式会社曽我農園 7110001027413 新トマト加工品開発とネット販売新規顧客獲得事業

新潟県 ＥＣＬＡＳｎｉｉｇａｔａ － オンライン恋愛相談室、企業支援サイト構築による女性応援事業

新潟県 株式会社向陽モータース 2110001014861 一級整備士がいる整備工場としてホームページでアピール作戦！

新潟県 株式会社ＵＮＩＴＥＤ　ＷＩＬＬＳ 1010501033067 オンライン契約システム導入による新規顧客獲得！

新潟県 株式会社ベガ 5110001010577 オンライン調剤予約とクラウド薬歴の導入

新潟県 株式会社日本臨床歯科研究会 5110001018736 セミナーのオンライン化による事業継続と新規顧客獲得

新潟県 株式会社ニイガタ移住計画 6110001031069 非接触のためのスマホオーダーシステムの導入とトイレの改装

新潟県 合同会社かまくら工房 7110003004014 新潟県産笹かぜちまきのネット販売強化と製造体制強化

新潟県 パーチェデザイン － ＥＣサイトによる動画用の新商品・デジタル素材販売事業

新潟県 錦弥 － テイクアウト商品の開発による収益倍増計画

新潟県 Ｈｉｇｈｅｓｔ － オンライン完結型テイクアウト・デリバリーシステム導入計画

新潟県 株式会社　ＫｅｅＰ 2110001034307 新潟県産錦鯉を活用したＥコマースサイトＫｏｉＦａｎを通じた新規顧客獲得

新潟県 株式会社グラスドリーム 8110001027338 来店不要で完結するインターネット注文制度の確立

新潟県 春の屋 － おはぎの通信販売事業開始に向けた自社ＷＥＢサイトの制作

富山県 割烹小川 － 店舗改装とプロセスのＩＴ化推進による販路開拓の実行

富山県 株式会社北陸総合建設 7230001004540 テレワークを導入した業務改善とメディアを活用した認知度の向上

富山県 Ａｒｉｓｅ　Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　Ｇｙｍ － 貸切空間の提供で感染リスクを抑え利用者数とリピート率の向上

富山県 株式会社立山農園 5230001001647 非対面型ビジネスを導入した、販路拡大と売上向上！！

富山県 大日小屋 － オンライン予約システムの導入とコロナ対応の就寝スペースの改良
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富山県 高橋塗装 － ウィズコロナに対応する反響型営業体制の構築

富山県 立山鉱泉 － コロナ対策と新規顧客開拓と銭湯文化発信の為の休憩スペース改装

富山県 Ｌｅ　Ｇｌｏｕｔｏｎ － キッチンカー導入によるケータリングの開始とメニューの充実

富山県 和雑貨萠木 － ホームページ作成によるＥＣ事業の経営体制強化

富山県 Ｃａｆ　ｊａｚｚる － ＥＣサイトを基軸とした新事業体制の確立

富山県 有限会社中央ケアーサポート 7230002002089 高齢者向けリモートお話し・見守りサービス

富山県 小松商会 － 利便性・安全性の向上と八尾町魅力発信による販路拡大の実行

富山県 有限会社吉本自動車工業 2230002005204 非接触商談による顧客誘導の実施とスムーズな商談で事業の存続

富山県 金田商店株式会社 4230001011928 ＨＰ格上げからのＥＣサイト確立・媒体活用及び新商品形態の開発

富山県 洋酒亭河童 － 高岡の伝統工芸技術を用いた酒器のインターネット販売

富山県 千成飯店 － テイクアウトと店内販売の両立に向けた業務体制の再構築

富山県 染元　山本染業 － 伝統的染色技法による帆布鞄のＥＣサイトによる新規販路開拓

富山県 株式会社オーギャ 2230001012242 オンライン相談窓口を告知するウェブ広告サイトの開設

富山県 フェルマータ － 小規模珈琲店のテイクアウト販売強化による生き残り策

富山県 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｒｏｏｍ　Ｓｉｌｖｅｒ － 自動洗浄機の導入による感染予防対策と広報の強化

富山県 株式会社ＫＡＮＡＹＡ 8230001014398 ＨＰの自社運用によるオンライン販売比率の強化と輸出事業の拡大

富山県 株式会社ブライダルコアあなだ 9230001010818 これからの婚礼の変化に対応した安心安全な接客と商品の提供をめざして

富山県 有限会社新原美術 1230002011260 専用ＥＣサイト構築による非対面営業の強化

富山県 サカヰヤ － 自社サイトの開設とオンライン商談サービスの周知による販路拡大

富山県 嵯峨商事株式会社 3230001010071 新商品「抗菌・抗ウイルス加工畳」のＥＣ販売

富山県 にんにくのまいのや － 「ホワイト六片種」にんにくの新規販路開拓のためのＥＣサイト構築

富山県 株式会社美幸飯店 1230001015650 店内飲食とテイクアウト両立に向けた業務体制の再構築

富山県 和光フォークリフト株式会社 4230001011176 フォークリフト事業の販路拡大に向けた情報発信の強化。

富山県 有限会社ナベタニ 9230002013332 衛生管理の高度化による子供向け市場開拓と製品開発・製造

富山県 有限会社中村製作所 4230002011695 新商品開発に伴う展示会出展とＥＣサイトの構築

富山県 株式会社ハピネス 4230001015078 オンラインでの相談会・現地調査サービスの提供と認知度向上

富山県 星野薬品株式会社 9230001010859 提案力を活かしたオンライン漢方相談及び宅配事業による販路拡大

富山県 株式会社今川雑穀店 1230001009710 コロナ禍における非対面提案型販促活動の実施による売上拡大

富山県 建工はりやま － 施工現場での密発生回避のための工場施工生産性向上事業

富山県 中山建築 － 作業性と感染対策の両立のための山車修繕作業の自動化事業

富山県 株式会社丸善塗装 4230001012249 交代勤務体制における生産性向上のための自動脱脂プール内製の実行

富山県 ビューティーハウスＬＯＶＥ － 感染対策と提案力の向上による顧客関係性強化事業

富山県 株式会社ＫＳＴ 6230001012180 オンラインイベント配信システム構築と配信技術支援事業

富山県 株式会社翔南産業 5230002011298
七輪を軸とした個人客向けアウトドア商品の開発及びインターネット販売の確
立
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富山県 ＤｏｇＳａｌｏｎＬＡＩＲ － 感染予防としてドッグラン付ドッグサロンとして開放的な空間提供

富山県 和洋菓子司さか志り －
ＥＣサイト・ＳＮＳ・実店舗の連携による「日本一大きいシュークリーム」販路開
拓の実

富山県 瞳土建工業株式会社 4230002012974 女性経営者視点での住まいＤＩＹ地域住民コミュニティスペースの創造

富山県 株式会社トライ・プリント 6230001011835 非対面型受注への転換にむけたホームページリニューアル

富山県 伏木屋 － カット野菜配達サービスによる地域食品サプライチェーン高度化

富山県 飛田接骨院 － 店舗における「細やかな心遣い」による販路開拓の実施

富山県 株式会社鱈場 2230001012060 ペット用煮干し製品の開発とその販路開拓の実行

富山県 株式会社四津谷 1230001012210
来店客とのコミュニケーション維持と飛沫感染防止を両立する店舗再設計の
実施

富山県 西部観光株式会社 7230001011586 車内環境整備による安心・安全と地域交通を基盤とする売上アップ

富山県 和風温泉元湯叶 － 顧客ニーズにこたえた衛生環境整備と商品企画・販売チャネルの強化

富山県 有限会社片口屋 2230002013660 新湊漁港からの直仕入れ鮮魚を活用した、テイクアウト総菜事業

富山県 有限会社大江葬儀社 6230002007510 小規模葬儀への対応力強化による販路開拓の実行

富山県 株式会社天空 1230001006451 地域食材・観光サプライチェーン強化に繋げる就労支援事業

富山県 食道楽　まんてん － 移動販売車導入による「呼ぶのではなく、人が集まる所で売る！」

富山県 株式会社竹田木材 4230001008305 家づくりオンライン相談ページ開設による顧客開拓

富山県 ちゃいむ － 「おばんざい」メニューをメインとしたランチ専門飲食店としての再出発

富山県 エステスタジオ　ｃｉｅｌ － 予約制ＨＰへの改修による黒部市内有名エステ店の販路開拓事業

富山県 株式会社旭商会 5230001000087 平静で安全な商談空間による油圧ショベル関連事業の販路拡大事業

富山県 ＣＡＦＥＨＡＨＡＨＡ － 健全な多目的スペース付きカフェ開店のためのリノベーション事業

富山県 小島鍼灸院 － 鍼灸院イメージ向上によるサプライチェーン一丸での販路開拓

富山県 ネクタイショップ － 自ＥＣサイトのプレゼンス強化とＥＣモール化による販路開拓

富山県 はまきやさん － 新規顧客を掘り起こしするための店舗改修

富山県 ナガイ工務店 － 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事数ＵＰ事業」

富山県 株式会社ヨツバ 2230001003506 自社コンクリート二次製品の生産ライン強化と安定供給体制の確立

富山県 クラデュース株式会社 9230001016303 「暮らし支えるサービスと商品」のオンライン提案事業

富山県 千代鶴酒造合資会社 5230003000358 新商品と高品質酒等の販路開拓と安定供給のための開発、貯蔵事業

富山県 ８番らーめん　北島店 － 当店のメニュー極力非対面で幅広い方々に提供

富山県 マキ電機 － 新規設備とスマートグラスの導入による新規販路拡大

富山県 だるま亭 － 人気メニューを生かした宴会用オードブルのテイクアウト導入

富山県 樋口威作夫司法書士・行政書士事務所 － ＨＰ改修による新規販路拡大と非対面営業の強化事業

富山県 合同会社太陽 8230003000850 グーグルネット広告およびオンライン健康相談教室による販路開拓

富山県 株式会社クレアスタイル 2230001006335 ブランド強化×新販路開拓×業務効率化でコロナＳＣＭ毀損対策

富山県 マキ電機 － 新規設備とスマートグラスの導入による新規販路拡大

富山県 松島機工 － サプライチェーンの集約と外部委託の寸断に対応する設備導入
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富山県 株式会社木屋 7230001009911 富山県産地酒の多言語対応ＥＣサイト開設による販路開拓

富山県 もてなし蔵和ｏｎ － 「富山やくぜん」ギフトの非対面販売による販路開拓事業

富山県 株式会社ネクストリー 7230001015686 クラウド型顧客管理システム導入による効率的な営業活動の実施

富山県 株式会社ＲｉＯテラス 6230001016677 ホームページ立ち上げによる非対面ビジネスの強化

富山県 Ｈ２美装 － 「オンライン現場下見×業務効率化」で安心生活お届け事業

富山県 Ｔ．Ａ．Ｃ　ｍｅａｌｓ株式会社 4230001016919 富山の宝、旬の海の幸を日本全国のご家庭へお届け！！

富山県 川田食品株式会社 6230001011513 県内の特産を使用したジェラートバーの開発とネット販売の開始

富山県 有限会社三友 2230002012877 宅配サービスの開始とパンや総菜等ライナップの増強

富山県 株式会社ＬＬＣｔｏｙ 1230001017936 店舗抗菌化とオンライン衣装選定システムの導入による安心度向上

富山県 伊酒場ジラソーレ － コロナ感染防止対策と顧客満足度向上のための改装により売上回復

富山県 有限会社ふじた花器 8230002011898 抗菌作用で大注目！純錫を用いた新商品開発・販路開拓

富山県 有限会社ホクリク地研 7230002012501 温泉水の持ち帰りサービスの開始と安心な温泉へのリフォーム事業

富山県 奥田屋 － ＤＸによるリアル店舗とネットの融合の推進事業

富山県 Ｂｅａｕｔｙ　ｓｐａｃｅ　Ｏｈｎｏ － セルフ施術可能な「痩身」機器導入における新規顧客獲得

富山県 株式会社ＮＡＮＡ７７ 1230001016302 ＶＲ活用による新たな販路開拓

富山県 カフェ＆キッチンパーク － テイクアウトの開始に関わる販売促進事業

富山県 茶房ＰＯＰＯ － 店内飲食のみに頼らず、非対面型ビジネスで売上の柱を作る

富山県 株式会社フラグシップ 7230001014903 オンライン見学会・相談会による非対面コンテンツ強化事業

富山県 かさ桜亭 － ＥＣサイト開設で非対面型ビジネスによる売上の柱づくり

富山県 安達屋（あだちや） － 奮起！田舎の天ぷら屋の底力！天ぷらが食べたくなるテイクアウト

富山県 コルムデザイン － 革しぼり（革の立体成形）技法を用いた自社商品の販路拡大事業

富山県 食彩一入 － テイクアウト活用した新規顧客獲得と新商品おせちの販売

富山県 株式会社ＫＤＣ 1230001012037 新たなサプライチェーンの構築と代理店事業の販路拡大

富山県
有限会社ユニバーサル・リスク・コンサル
ティング

9230002013571 「ＬＩＮＥ公式アカウント」で革新する保険代理店の営業戦略

富山県 株式会社凌 4230001016332 ＶＲ導入による販路開拓

富山県 松倉建設株式会社 9230001007426 ＨＰで気軽に相談！ＨＰ導入・情報発信事業で地元の繋がり向上！

富山県 Ｋｉｍｏｎｏ　ａｒｔ　ｓｒｙｌｅ － 中古着物におけるＷＥＢ販売・レンタルサービスの開発および提供

富山県 ホテル古志 － 新型コロナウイルス対策としての屋外飲食スペースの新設

富山県 ＨＡＮＡＢＩ（はなび） － コロナにゃ負けない！焼肉屋だから出来る圧倒的コスパの食肉販売

富山県 あかねや － 冒険しない！確実に需要が見込めるソフトクリームマシンの導入

富山県 ＡＲＳ株式会社 2230001013364 予約システム及びＥＣサイト構築による拡販、業務効率化事業

富山県 Ｈｅａｒｔ　Ａｎｇｅｌ － 富山から全国に！非対面型サービスのＨＰ作成

富山県 ｍｏｎｏｚｏｆｆ － ＥＣサイト強化と商品開発による新規顧客獲得

富山県 リアン自共立美容室株式会社 4230001014542 感染防止対策した環境と新たな利用手段で新規需要獲得
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富山県 スープカレー笑くぼ － 感染症対策強化と新商品開発による新規顧客獲得

石川県 有限会社鰯組 4220002001210 鰯を使った通販用商品開発とネットを利用した新規顧客獲得の取組

石川県 だるまや － テイクアウト販売拡大と生産性向上のための店舗改修事業

石川県 株式会社シブヤコーポレーション 2220001009537 既存飲食店へのキッチンカー広告と非対面提案営業の展開

石川県 ＰｉｌａｔｅｓＲｅ‐Ｂｏｄｉｅｓ － コロナ禍でも安心！オンラインでもできるパーソナルトレーニング

石川県 工房陽明 － インターネットを活用したコロナ禍に負けないオンライン体験教室

石川県 有限会社橋吾 2220002004628 ネットを通じた新規顧客獲得とネット販売による販路拡大

石川県 縁～ｅｎｉｓｈｉ～ － 手づくりおつまみで楽しむ自宅飲み推進テイクアウト事業

石川県 有限会社本田ストアー 3220002011144 老舗八百屋店によるサラダカフェ店の再建事業

石川県 なかおかようこ － 英訳オンライン金継ぎ講座、金継ぎ関連商品開発，新規販路開拓（事業）

石川県 Ｋｅｉ　Ａｒａｂｕｎａ　Ａｒｔ　Ｓｔｕｄｉｏ － 実店舗＋ＶＲ店舗：新規開店プロジェクト

石川県 ＩＮＳＵＢＯＲＤＩＮＡＴＩＯＮ － 良質な音楽ライブ（映像）のインターネット配信サービスの提供

石川県 木馬 － お酒にあうカツサンドの開発とテイクアウト販売で売上増加を図る

石川県 小山屋醤油店 － ネット販売強化と体験サービスにおける非対面環境の整備

石川県 小西紋野 － 「新規ホームページ開設で蒔絵の魅力を全国に発信し販路拡大」

石川県 有限会社永昌堂 4220002013040 加賀百万石で２００年以上愛され続けた味を世界へ届けていく

石川県 有限会社山畑電器商会 7220002012980 オンラインショールームで新たな販売促進事業

石川県 株式会社学びの庭ひまわり 7220001021966 オンライン教育事業の拡大、非対面ビジネスモデルの構築

石川県 ワダフォトスタジオ － 祖父母が撮影プロセスに関わってもらうためのネットプリンタ導入

石川県 有限会社アキラックス 5220002000871 コンピューター測色機を活用した非対面型調色サービスの提供

石川県
杉山設計コンストラクション・マネージメン
ト株式会社

3220001022951 オンラインセミナー・コンサルによる建設マネジメント案件の獲得

石川県 有限会社アルコ・イリス 6220002008360 ネット購買に抵抗があるミセス層を開拓するオムニチャネル事業

石川県 株式会社ヒラト工業 7220001005548 オンライン営業による液体ガラス木材の新市場開拓事業

石川県 陽気堂東洋医学療術院 － 簡単にセルフで出来る水素発生吸入機器を用いた事業展開

石川県 株式会社ストラディ金沢 3220001009197 弦楽器の宅配による非対面での楽器選びのお手伝い

石川県 有限会社フォートゥモロー 9220002004951 ＷＥＢサイト構築による新規オンラインレッスン生の獲得

石川県 くしやき広坂通 － ホームページの新設と非対面ビジネスの確立による販路拡大

石川県 株式会社清水スポーツ 8220001022872 修理・指導等のアフターサービスの充実を通じた顧客獲得と店舗販売の強化

石川県 加賀亭 － 店舗改装とお弁当のテイクアウトによる新規顧客獲得

石川県 トータルサロンアルク － 新店舗を活用した新型コロナに対応する新エステサービス導入事業

石川県 ＥＡＴＬＡＢ株式会社 4220001022323 ＥＣサイト「ｗｅａｖｅ」の認知拡大と購買促進

石川県 Ｂａｒ　Ｄａｉｓｙ － フライドポテトの移動販売にて販路を拡大し売上増加に取り組む

石川県 株式会社あかめ寿し 4220001010757 自社ＥＣサイトでの通販と店内サービスの品質向上に向けた取組み

石川県 株式会社ホテルききょう 1220001013390 団体グループ客の非対面販売を実現するためのＷｅｂシステム開発
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石川県 株式会社なかざき生菓子店 4220001004734 【ストアブランディング構築およびオンライン販売事業の強化】

石川県 子別指導塾つなぐ － リモート授業への転換・広報力強化による新規塾生獲得・売上拡大

石川県 Ａｏｚｏｒａ － 非対面型セルフボディケア機器導入事業

石川県 有限会社めん坊よこやま 6220002005903 テイクアウト＆デリバリー用ＥＣサイトによる販路拡大と売上向上

石川県 株式会社フード４１ 9220001021948 テーブルトップオーダーシステムの導入に伴い安心安全で顧客回復

石川県 株式会社アトリエほんだしょうこ 9220001015090
ＶＲ展示会の「パーツ組み合わせ型、簡単お見積もりシステム」を持つＷＥＢ
サイトの制

石川県 有限会社サンシティホテル山代 8220002013292 販路開拓のためのＷＥＢ予約機能の構築及び一元管理システム導入

石川県 山乃尾株式会社 1220001007087 ＷＥＢによる施設見学で宴会客を呼び込むホームページの制作

石川県
曽根司法書士・たかうち行政書士合同事
務所

－ 自動見積システムを実装した、完全非対面型ホームページの制作

石川県 真生窯 － 『オンラインを活用した非対面型ビジネスの展開事業』

石川県 武蔵はな乃 － ＨＰ・ＳＮＳで創作金沢料理・懐石弁当の魅力を発信・販路開拓

石川県 株式会社シーエスクリエイト 6220001010813 環境変化型テレワーク促進プロジェクト

石川県 有限会社ナカテック 9220002012681 機械部品アーカイブシステムによるオンライン販売事業

石川県 有限会社おくの電化 1220002007706 目指すは地元の有名人！勇気をもって踏み出す動画制作事業

石川県 株式会社エムフーズ 1220001022037 焼肉店「スーパーミートブラザーズ」直営テイクアウト専門店事業

石川県 ＴＥＤＤＹ － オリジナル商品の開発とＥＣサイトのリニューアル

石川県 坂の上ベーカリー － お家で焼き上げるパン新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

石川県 ＡＲＴ　ＦＯＲＭＥＳ － 店内衛生面強化によるイメージアップで売上拡大

石川県 アイフォン修理スマップル金沢店 － スマップル金沢　動画制作部

石川県 きたむら農園 － 加賀ぶどうを活用したオリジナル加工商品の開発とＥＣ販売事業

石川県 メルシー・ボンヌジュルネ合同会社 8220003002542 べジバーガーでテイクアウト事業と癒しのイートインの提供を行う

石川県 新日本ホーム株式会社 1220001003318 ３階建て住宅で県内シェアＮｏ．１を目指す取り組み

石川県 株式会社安藤建築事務所 8220001023680 ■新しい生活様式に対応した住宅展示場の開設

石川県 有限会社エフ・エム・シー 7220002008921 家庭用木質バイオマスボイラーの販路開拓事業

石川県 有限会社アイノキ 1220002009594 一般個人様向けのホームページ制作による販路開拓事業

石川県 Ａｎｔｉｃ － ■コロナで減少した客足回復の為のＨＰ制作及び販路開拓事業

石川県 ｅｔｃ　ｄｅｓｉｇｎ － ■Ｐｔ抗菌コーティング事業の立ち上げとＨＰを活用した販路開拓

石川県 合同会社ネバーストップ 9220003002500 新生活様式に対応する新しい宿づくり

石川県 串かつ一 － 環境の変化に合わせた新しいケータリングサービス開発による新規顧客開拓

石川県 元気になる接骨院 － オンライン施術を実現し自宅で元気になってもらうための取り組み

石川県 百万石商事株式会社 7220001005531 卯の花を活用した新商品開発とまゆ玉とうふのお土産需要の開拓

石川県 ＭＡＰＳ － 自社ホームページの作成、インターネット通販、デリバリーの開始

石川県 炭火焼居酒屋ＮＯＭＡＣＨＩ － 現在の需要に対応！個室化と非対面型サービスで危機を乗り切る

石川県 城兼旅館 － ライダー等の個人客をターゲットとした誘客活動
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石川県 株式会社１００＆１ 1220001014620 非対面型サービスを充実させるための販路開拓

石川県 にくお合同会社 4210003000988 簡易調理とライブコマースを実現する冷食専門店のライブキッチン

石川県 アミーズネイル香林坊東急スクエア店 － コロナ禍で拡大するネイリスト需要に対応する通信教育と物販事業

石川県 有限会社中谷肉店 9220002004282 店内の滞留時間を削減するオンライン事前決済システム構築事業

長野県 ルピナス － 美容サロン経営者向けオンラインコンテンツ販売とコンサル事業

長野県 越後屋 － 店舗の衛生環境向上＆出張料理人事業で新規顧客獲得

長野県 カットハウスシャルマン － ウイルスに強い理容院、安心安全の店舗づくりで売り上げＵＰ！

長野県
長野アドバンスコンディショナーズ株式会
社

6100001011377 パーソナルオンライントレーニングの実施と多角的広報戦略

長野県 株式会社かめや貸衣裳店 5100001009711 衣裳選びのＷＥＢシステム構築と新たな記念日の創造！

長野県 太陽 － ７坪の店・コロナに負けない！自慢の惣菜をＥＣサイトで販売

長野県 かねろくＤＥＳＩＧＮ株式会社 6100001011682 当社自慢の「鰻重」「米」の商品開発とネット販売売上拡大事業

長野県 株式会社サングラフィカ 3100001025520 ウィズコロナ時代を生き抜く新たな非対面ＰＲ商材制作で販路拡大

長野県 サロン・ドＫＡＹＡＭＡ － 待たせません！リラクゼーションも兼ねた落ち着ける店

長野県 子どもアトリエルミエール － ＨＰリニューアルによる「非対面型」ビジネスへの転換

長野県 セルピュア － オンラインカウンセリング開設で多方面から新規顧客獲得。

長野県 有限会社旅館菊乃屋 5100002015031 Ｗｉｔｈコロナ～令和時代の安心安全な旅行のために～

長野県 パニエレストラン － ＥＣ販売の構築とテイクアウト事業への取り組み

長野県 有限会社マリアン 5100002014801 ネット販売とウイルス等感染症に強い店づくりで新規顧客獲得

長野県 リフレ整体～癒々～ － コロナ対策徹底！美容と健康本気で守る完全予約制安心サロン開設

長野県 有限会社若松屋小間物店 4100002015057 わかまつやを見える化！ホームページ開設による新規顧客の獲得

長野県 熱勝 － ネット集客による更なるお客様の獲得

長野県 株式会社マキノ 4100001010570 来館を敬遠されるお客様をオンライン商談に切り替える取り組み

長野県 株式会社ティーエスワークス 6100001026862 下請けによらない・コロナ禍でも稼げるＥＣサイト構築で業務拡大

長野県 クレープリーアン － インターネットを活用した販路開拓及び新商品の開発

長野県 中国菜館東天紅 － ＷＥＢからテイクアウト受付新設と店舗改装による顧客満足度向上

長野県 ラトナ － コロナも商機に変えてみせる新たな製品にチャレンジ！

長野県 鮨の文福 － テーブル個室のバリアフリー化で集客を増やす事業

長野県 立志スクール － 英会話塾“オンライン＆対面”ハイブリッド授業計画

長野県 こあ － テイクアウトと安心空間の提供で集客力を上げる事業

長野県 有限会社オフィスナガノ 1100002015415 ネットを活用した顧客との非対面商談の実現

長野県 株式会社Ａ１グランドオーク 7100001018058 スタッフの特技をオンライン発信「エンジェルコックピット」

長野県 合同会社ハイド 8100003001408 キッチンカーを活用したデイタイムの販路拡大・メニュー開発

長野県 株式会社庭企画 1100001033475 ホームページ強化、プロモーションによる販路開拓、新規顧客獲得

長野県 有限会社若菜館 7100002015054 うなぎ蒲焼弁当を中心としたテイクアウト需要へのさらなる取り組み
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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。

長野県 株式会社和茶 6100001025212 美肌再生プログラムのリモートサービスの導入とネット通販の構築

長野県 有限会社ベルワールドハタナカ 9100002014707 非接触による美と健康に関するグッズ販売推進事業

長野県 萬寿すし － 古き良き出前文化から　持ち帰り文化への挑戦

長野県 株式会社ＧＵＥＴ　ＲＡＤＩＮＧ 2100001028318 国産麻炭化粧品ブランド“野州麻炭Ｌａｂ”販売促進事業

長野県 黄土よもぎ蒸し日和 － 店舗改装でソーシャルディスタンスの確保と安全安心の広報

長野県 株式会社ノッズ 3100001011297 ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入による、複雑形状部品市場への参入事業

長野県 嬉楽美容室 － 店舗外装、ネット予約導入、自動ドライヤーの導入、広告掲載

長野県 株式会社サンキューフーズ 6100001007037 非対面型のオーダーシステムの導入と店舗一部改装による新規顧客の獲得

長野県 合同会社風来舎 7100003005434 ホームページの開設による非対面販路の開拓、事業のオンライン化

長野県 有限会社太平堂 2100002002833 ダイレクトマーケッティングによる、新ビジネスモデルへの転換

長野県 アンジェリカ・アン － コロナウイルス感染症予防対策で安心、安全な店舗づくり

長野県 なかごえ接骨院 － 感染症対策となる非対面型による受付および施術システム

長野県 れんがはうす株式会社 9100001003801 オンラインショップ開設と広告による新たな販路開拓事業

長野県 Ｒ’ｆａｖｏｒｉ － ＥＣサイトの導入と内製化による受注生産体制の強化

長野県 株式会社ＳＴＡＹＧＯＬＤ 9100001031554 入居者開拓のための感染症予防策および非対面モデルへの転換

長野県 ＳＯＢＡ×ＣＡＦＥ　ＥＮ － 密を避けるための店内改修事業と非接触型接客の導入

長野県 株式会社西飯田酒造店 7100001002680 コロナを乗り越えるための清酒瓶詰め工程の刷新と販路開拓

長野県 ＫＥＮ．１２９ － オンラインシステム活用による非対面型の犬のしつけ教室への転換

長野県 株式会社ブレイントラスト 2100001028631 ３６０度パノラマ写真を使用した不動産物件紹介の自社ＨＰの構築

長野県 株式会社翠 3100001001661 日本の伝統工芸を守る！工芸作家を繋ぐＥＣ販売サイト構築

長野県 山の神フードマスター株式会社 8100001003629 三密回避への館内整備と予約サイトのホームページの再整備をする

長野県 有限会社宝屋 8100002002992 洋風お惣菜の開発と販売（テイクアウト）

長野県 株式会社ＨＡＬＵ 1100001001812 リモートワーク化を推進する為のオンライン動画講座のパッケージ販売事業

長野県 中華そば専門店豊龍 － 真空冷凍「刻みチャーシュー」通販戦略

長野県 紡ぎ － 生蕎麦と和菓子の製造、自社のＥＣサイトの構築、販売

長野県 株式会社ひさご 4100001024463 テイクアウト用新商品の開発と新機械導入による新規顧客の獲得

長野県 株式会社ツーエイト 3180001110736 入口サーモグラフィによる検温機の導入

長野県 すし崇 － テイクアウト導入による売上確保と新たな販路の獲得

長野県 しんこきゅう（心幸食） － ＥＣ＆宅配＆店内改修・安心・安全伝播による信頼ＵＰの顧客開拓

長野県 とんかつ健 － 若い客層を取り込めるメニューと店内環境改善

長野県 リストランテ・カンパネッラ － 本格的伊・仏料理をテイクアウトで提供する商品開発での売上増加

長野県 美容室アカリ － オンライン打ち合わせによる少人数セレモニーのプロデュース

長野県 株式会社ＭＯＯＮ 2100001006736 コロナ疲れ解消！非対面型マイクロバブルヘッドスパで商圏拡大

長野県 信州居酒屋　酔来処 － 信州を生かした商品と店舗の魅力向上による来店者数及び売上増加
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長野県 松代ゲストハウス布袋屋 － 新規特産品の開発とＥＣサイトによる非対面型販売

長野県 ヘアメイクフレア － 非対面ネットカウンセリングとシャンプーマシン導入で生産性向上

長野県 割烹きたざわ － Ｗｅｂサイトを駆使した本格和食のテイクアウトと洋菓子販売

長野県 食ぱん道広徳店 － 外販による新規顧客獲得と安心できる店づくりによる誘客

長野県 Ｓｔｉｌｌ － ＥＣサイトによる新規顧客獲得と新規設備導入による新製品開発

長野県 株式会社ＧＯＡＴ 6100001030195 アウトドアに特化した専門的ライブ配信事業の展開

長野県 鉄板焼Ｄｉｎｉｎｇ旬響 － カフェと鉄板焼の二部制営業による新規顧客獲得

長野県 有限会社美和ライフネット 9100002007850 ＩＴナビゲーションシステム導入による宅配業務の安心安全効率化

長野県 ファーストフレームジャパン株式会社 9100001003009 「非対面販売ＷＥＢ強化のためのホームページリニューアル事業」

長野県 有限会社ランドリーポケット 3100002007451 プレス仕上げ機導入による法人客取得へのアプローチ

長野県 アトピー母の会 － 非対面型ネットビジネスの取り組みと新規顧客の取得

長野県 有限会社鮨仁 5100002002566 一番身近な地域のお客様ニーズの掘り起こしと新たなる販路開拓

長野県 あおい税理士法人 9100005010967 テレワーク環境の整備、遠隔地リモート会計による業務体制の構築

長野県 給食カフェＨＵＮＧＲＹ － 給食用食材・地元農産物の全国通販の新規立上げ

長野県 ＣＬＯＶＥＬＩ － ネットを通じた新規顧客獲得とハンドメイド作品の展示販売

長野県 株式会社ＫＩＡ 5100001031582 ボディーケア事業運営セミナーのオンライン提供事業

長野県 Ｍｏｎｉｑｕｅ（モニック） － オリジナル商品開発・製作、ネットショップ強化のための店舗改装

長野県 たこ焼きのまど － 「通販及び店内設備を整え、環境変化に負けない経営基盤を築く！」

長野県 株式会社成進社印刷 6100001013398 学会・大会・講演会運営のオンライン事業化と販路開拓ＰＲ事業

長野県 焼き菓子工房Ｙ－ｂａｋｅ － ＥＣ通販に向けたシステム構築と主力商品開発及び生産体制の整備

長野県 有限会社追分屋旅館 5100002019503 非対面を目指した完全個室食事処への改修とサービス体制の構築

長野県 犬飼眼鏡枠 － 眼鏡フレームの通販カタログ作成と新商品開発に向けての設備投資

長野県 ミューチュアルフードサービス株式会社 3100001023631 テイクアウト専用窓口とテラス席新設事業

長野県 家庭料理　あや菜 － 【家庭料理　あや菜　旬の恵みのまごころ便】

長野県 有限会社植田鰹節店 7100002019286 デザイン性の高いＥＣサイト構築とＳＮＳ連携による販路拡大

長野県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡＭＩＮＯＲＩ － 自家製生パスタのテイクアウトとネット販売による新規顧客獲得

長野県 有限会社北原ウインド製作所 6100002019733 自社開発製作家具・木工品のネットでの新規顧客の獲得

長野県 わくわく書 － 店頭販売からネット販売およびオンライン講座への事業転換

長野県 いかるがの里 － 密を避ける「テイクアウト食べ歩き」への転換事業

長野県 ビストロ鬼平 － テイクアウト・キャッシュレス・外席の３つの安心で新規顧客獲得

長野県 オー・クリヨー・ド・ヴァン － コロナ対策ＭＡＸの店舗作り～テイクアウト・カウンター席の拡充

長野県 株式会社友愈 1100001027584 個人向けよもぎ蒸しサブスク事業およびネットビジネスによる販売事業

長野県 有限会社キッチンモーリ 8100002019731 Ｗｅｂ注文受付＆新商品開発によるテイクアウト等の販売強化事業

長野県 共生国際貿易株式会社 8100001023668 「おうちご飯」の提案及び店外販売の強化。
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長野県 有限会社ドルチェ 9100002020911 デリバリー事業の導入

長野県 ごはんカフェ　和み － 焼菓子、ケーキの通販事業構築。体に嬉しい！をお届けします。

長野県 有限会社枇杷の湯 2100002021263 感染予防対策強化による安心安全な脱衣空間の提供

長野県 好生館マナー研究所 － オンライン講座開講で新規顧客獲得と既存顧客の受講機会提供

長野県 碇屋漆器店 － ＥＣサイト構築による販路開拓と非対面型・非接触型接客への移行

長野県 ＭＵラボ合同会社 4100003005503 医療現場での防護用品の不足解消に向けた商品開発事業

長野県 有限会社新橋屋飴店 9100002020267 松本の伝統飴を伝えるＷＥＢサイト・ＥＣサイトによる販路拡大

長野県 ＯＫＩＮＡＷＡＫＩＴＣＨＥＮ － お客様の不安の払拭による来店増と沖縄料理のネット販売

長野県 有限会社ヤマダドレス 8100002022000 非対面型ビジネスへ転換　地方から全国へ広げる販売チャネル

長野県
オールインクルーディングジャパンダイニ
ング合同会社

7100003005046 ＷＥＢ会議システムを用いたオンライン接客における売上拡大

長野県 合同会社無憂樹フォレスト 3100003005537 自動車の宅配修理と消毒後の引き渡し

長野県 株式会社ジプス 3100001025223 温泉宿の素泊まり客・日帰り温泉客向けのインド料理デリバリー

長野県 井垣屋染物店 － 「溶剤プリンター導入によるフルカラーラバー圧着の内製化事業」

長野県 スナックスリンキー － キッチンカーを導入した業態転換への挑戦

長野県 株式会社Ｍｏｒｒｉｓ－Ｋ－Ｐｏｉｎｔ 4100001029108 ポルトガル料理及び菓子の地方発送を通じた新規顧客獲得事業

長野県 韓国料理　とんと － ネット配信を通じて韓国料理と材料を販売する事業

長野県 株式会社カネト小原 5100001012946 Ｗｅｂ集客強化及び非対面型の営業手法の開発事業

長野県 有限会社鶴コーポレーション 8100002029788 【ＷＥＢ環境の整備による集客力アップ】

長野県 プロダクションＦｉｌｅｏ － ＷＩＴＨコロナオンライン事業サービス

長野県 つけ蕎麦　中華蕎麦　尚念 － お家で作れるラーメンセットのＥＣ販売とパンの製造販売で売上回復

長野県 Ｃｏｚｙ　ｉｎｎ　Ｓａｋｉ － コロナに負けない非対面システム導入と清潔さ／衛生面重視改装

長野県 スタジオジャングル － オンライン配信＆動画コンテンツ制作スタジオ化事業

長野県 温泉宿　青葉荘 － 対面型運営方法の見直しと顧客管理の充実化

長野県 プライベートジムジャッカル － オンライン指導でジム難民を救済！顧客の本気を引き出す隠れ家ジム

長野県 イタリアンキッチンおりべ － 一軒でホームパーティーが楽しめる充実したテイクアウトメニュー

長野県 株式会社中島屋 2100001014482 ＥＣサイトを活用した限定信州の地酒の通信販売による販路拡大

長野県 有限会社バーデンバーデン 4100002021121 テイクアウトを中心とした店舗転換と提供メニューの変更

長野県 アイメジャー株式会社 1100001025043 自社サイトに動画コンテンツを導入した海外への販路拡大

長野県 有限会社山岳観光社 2100002020059 ＥＣサイトを活用した信州の山岳写真等の新商品開発と販路拡大

長野県 有限会社謝藍 2100002022889 新様式の非対面販売とサブスクリプションを取り込んだネット通販

長野県 株式会社ベーアッシュ 2100001025307 新サービス「ＥＣサイト」によるネット販売とＢｔｏＣの確立

長野県 ｖｅｎｔ　ｄｅ　ｍｏｅ（ヴァン・ドゥ・モエ） － ホームページ作成、ＥＣサイト構築による販路拡大事業

長野県 鎌倉麺業株式会社 4100001012955 地粉そば仕様のパッケージ開発とＥＣサイトを通じた新規顧客獲得

長野県 株式会社トランスハッピ－ウイング 1100001014665 新たな出張サービスを導入した販路拡大。
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長野県 桐原鈑金 － ＡＩ調色システム導入で非対面営業を確立し、売上も増加させる。

長野県 千　Ｓｅｎ － ホームページからの予約システム導入とテイクアウト事業

長野県 ＤＯＯＮ食堂　印度山 － テイクアウト開始とオリジナル商品のＷＥＢ販売による売上拡大

長野県 株式会社Ｓｕｎｄａｙ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ 1100001016562 自社ホームページを用いたＷＥＢ戦略

長野県 ドックサロン　ｍａｎｉａ － 犬のトータルサポートとしての物販事業拡大

長野県 渓流荘しおり絵 － より安心感のある施設を演出する

長野県 ハニストア － 全国に自家製オーガニック加工品を販売拡大して売上アップ

長野県 サマンサミィー － 完全個室で安心安全のアーユルヴェーダサロン

長野県 株式会社三代澤酒店 7100001014263 非対面型の試飲による、新しい接客への取組事業

長野県 トラットリアベッラソニア － 新ブランドＥＣサイト立ち上げと新商品店頭販売による顧客開拓

長野県 株式会社片桐美容商事 3100001022311 いつでも注文＆翌日発送＋リモート講習＆商談システムの構築

長野県 株式会社桔梗精機 2100001023252 設計業務のテレワーク対応による顧客ニーズの獲得

長野県 株式会社アティック 1100001027155 【ホームページの作成とネット販売を活用した非対面の販路拡大】

長野県 株式会社丸富 7100001022778 ネット商談による自社施工力ＰＲとリフォーム需要の新規獲得

長野県 川楽屋 － 非対面型販売による新規顧客獲得と販路開拓事業

長野県 株式会社アコーズ 8100001022199 高付加価値商品の製造を「Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ　地元」で

長野県 西洋割烹吉祥寺 － 鍋ごとテイクアウトシリーズの開発とＳＮＳによる新規顧客獲得

長野県 中込商店 － 惣菜販売拡大と買い物困難者向け移動販売の強化

長野県 有限会社ショパーズシオザワ 2100002036484 自社ホームページで商品提示説明を行い、非対面で販路を拡大

長野県 おたぐり焼きしろ田屋 － おたぐり焼きの商品化と動画投稿によるネット販路の拡大

長野県 有限会社島菊花堂 1100002036428 インターネットを利用した新しい事業の取り組みと顧客獲得

長野県 株式会社革道楽 2100001024060 完全非対面によるオンラインでレザークラフト教室

長野県 合同会社リッチィービューティー 2100003005265 注文方法の改善によるお弁当販売強化の販路拡大と認知度向上事業

長野県 ｔｒａｃｋｗｏｒｋ株式会社 8100001027099 販路拡大へ繋がる独自性のある商品開発と通販ビジネスを展開

長野県 造園高坂高坂邦彦 － 通信販売の充実とオンラインによるＰＲ事業

長野県 Ｂｌｕｅ　Ｌｉｎｅ　Ｇａｒａｇｅ　Ｃａｆｅ　１８ － デリバリーによる屋外での販売強化と新規顧客獲得のためのＰＲ

長野県 鳥一 － テイクアウトの充実と感染症対策ＰＲによる新規顧客獲得強化事業

長野県 アクアジャパン株式会社 2100001020290 出店ノウハウを活用した移動販売による販路開拓事業

長野県 ＡＰＯＰＣｒｅａｔｉｏｎ － 撮影の内製化による収益性・生産性向上とテレワークによる効率化

長野県 かね吉 － 新規設備導入によるテイクアウト強化事業

長野県 岡谷観光バス有限会社 3100002030998 乗客乗員の車内環境充実化と若年層顧客獲得強化事業

長野県 有限会社甲州屋 5100002031219 幅広い年齢層に対応した新たな商品開発による販路開拓事業

長野県 ｋｉｎｕｒｉ － ＥＣサイト構築と新商品の開発による集客増加事業

長野県 シグマ学習塾 － 教室改装で安全な環境とオンライン授業を導入して新入塾生獲得。
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お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

長野県 株式会社フォワード 7100001018636 当社技術をＰＲする動画を制作しＷＥＢ配信力向上を図る

長野県 イタリア田舎料理ＤＡＮＬＯ － 地方発送の為、食材加工機械を導入し遠方のお客様への商品提供

長野県 株式会社Ｗｉｓｈｂｏｒｎ 4100001029792 インターネット販売の事業化

長野県 ピッツァサンタローザ －
シニア層・お子様・少人数のお客様に対応できる店舗改装　利用しやすいテイ
クアウト注

長野県 ラーメンまるなか － 券売機システムの導入による接客スタイルの転換と仕事の効率化

長野県 ｍａｎｄｏｒｅ － 小売酒販免許と飲食店を組み合わせたテイクアウト強化事業

長野県 うまいもん処和華松 － ・店舗規模を縮小してもお店らしさを失わない店舗づくり事業

長野県 大商 － オンライン集客の環境整備よる非対面販売の実現と販路拡大

長野県 居酒屋つくし － オンラインルームで新しい飲み会を

長野県 ムラグチ酒店 － 飲食店卸売に依存した経営体質からの脱却

長野県 有限会社マルマ 1100002028978 在宅訪問、オンライン服薬指導を通じた新規患者獲得

長野県 工房蔵紡 － ホームページ作成による新規顧客獲得と対面サービス安全性向上

長野県 Ｚａｔｏｗａ － 工房改装による商談効率の向上と継続的な新規顧客の獲得

長野県 山花 － 顧客ニーズに合った座席変更とＨＰの構築で観光客を誘客

長野県 Ｂｅａｕｔｙ　Ｍａｇｉｃ　ｅ夢 － コロナを乗り越え、人生１００年時代を心も身体も美しく健康に。

長野県 ソーイング岡谷 － 着物リメイク事業で新たな顧客の獲得

長野県 ＨＩＲＯＳＴＲＡＤＡ　ｃａｆｅ　ＩＮＵＴＯ － コロナ感染症拡大防止対策の拡張

長野県 ペンション＆レストランＨＩＲＯＳＴＲＡＤＡ － 安心と安全を売りにする感染拡大防止対策と非接触型モデルの導入

長野県 再起堂書店 － ＥＣサイト（ネットショップ）の作成

長野県 りり － ＥＣサイト追加と書籍見本制作

長野県 有限会社エム・エース 4100002009158 ホームページと動画活用による非対型の新規顧客獲得事業

長野県 株式会社織建 3100001020653 非対面とテレワーク対応による新規見込み客の獲得と販促

長野県 有限会社レトワール 5010102008035 ＷＥＢを活用した介護予防の新規営業による販路開拓事業

長野県 有限会社ひまわりインテリア 4100002033595
移動販売車での営業とブルーベリー農園の整備による新しい生活様式に即
した営業

長野県 ＡＤＭＡＮＴ（ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＯＶＡＮ） － 大人気の本格ピザを、地域密着型青果店にて手軽にテイクアウト

長野県 移動販売トッキ － 真空冷凍カレー（非対面販売への転換）

長野県 Ｏ．Ｆ．Ｉ．Ｂ － Ｗｅｂサイト作成による販路拡大と印刷機導入によるコストカット

長野県 株式会社アローブ 4100001026237 オンラインショップの抜本的強化とホームページのリニューアル

長野県 藤島商店株式会社 2100001021925 非対面型による安心とテイクアウト商品充実による売上獲得

長野県 ラーメンはるちゃん － ソフトコール仕様で顧客との密を避け安心アピールで新規顧客獲得

長野県 どん麺 － 新商品、豚（とん）ローまん（中華まん）の開発で新規販路開拓

長野県 株式会社マルシンフーズ 8100001024187 消費者に直接お届けできるようにするオンライン販売・集客事業

長野県 お茶屋いちえ － 新商品開発とＥＣサイト構築を行い、新規顧客獲得で売上目標達成

長野県 氣エナジーヒーリングサロン伊那店 － ＷＥＢ予約とバリアフリー店舗で新規客獲得！サロンの新事業展開
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長野県 ｋｕｒａｂｅ － 「いーなーイーツＰｉｃｋ＆ＤｅＬｉ」地域内の新たな販路開拓

長野県 合同会社ＤＭＣ星巡る旅人 8100003005037 「まちやど」が伝える地方創生×対話オンライン事業

長野県 Ｌｏｐｉ － 「美容部門の強化で客単価ＵＰ」

長野県 ホンダ・モトピット・ヒオキ － コロナを乗り切るショールーム設置による非対面型営業強化

長野県 ｌｅ　ｐｅｒｃｈｏｉｒ － 非対面型へのレイアウト変更とテイクアウトによる新規顧客獲得

長野県 有限会社奥平工務店 7100002024690 ＨＰ改修による非対面型での集客と木工製品販路開拓

長野県 レッドハウスファニチャー － ネットやカタログを駆使し一般の新規個人顧客の獲得を図る

長野県 うず潮観光開発株式会社 9100001015524 ＬＩＮＥによる個人客のファン化とテイクアウト事業の強化

長野県 株式会社いちた 1100001015515 呉服の試着動画システム作成とＥＣサイトシステム導入

長野県 有限会社ＧＦＵ 4100002025980 ウィズコロナ時代における安心・安全な空間の創出事業

長野県 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ＆ＣａｆｅＣｅｄｒｅ － パン通販サイトへの新規参入と新たな販路開拓の為の環境構築

長野県 野崎機械 － 野崎機械のホームページを開設しカタログ及びパンフレットを作る

長野県 Ａｔｅｒｉｅｒ　Ｇｒｅｅｎ － 魅せるエクステリア創りと非対面による新規顧客の獲得

長野県 Ｋｉｎｏ　Ｆａｃｔｏｒｙ － ＷＥＢサイトでの製品紹介・オーダー受付による販売の強化事業

長野県 ＭｉＫｕＭａＲｉ － 独自性の高いＷＥＢ×アナログ集客。オンラインメニューで客数ＵＰ

長野県 ＰｉｎｋｉｅＢａｌｌｏｏｎ － 店舗来店のお客様の為に窓口販売のスタイルに改装する。

長野県 屋台らぁめん小林 － 地元青果をジェラートに！！テイクアウトで新規顧客獲得事業

長野県 凱 － 胡桃おはぎのテイクアウト販売数拡大に伴う整備

長野県 株式会社ＶＯＩＣＥＳ 6100001027464 「効果の持続する除菌剤」の販売、及び「抗菌・抗ウイルス施工」の提供

長野県 ミヨタハウス － 非対面チェックインシステムとワーケーション環境の導入

長野県 フォトグラファー杉山亜衣 － 非対面型システムと安心安全フォトスタジオ環境の構築

長野県 おかめ農園 － ネット販売を活用したＷＥＢの仕組化による新規販路獲得

長野県 有限会社車留夢 7100002012480 Ｗｉｔｈコロナを生き抜く非対面ビジネス・生産性・安全性の向上

長野県 有限会社美登里開発 5100002018315 新型コロナ感染症による客数減少を補うテイクアウト販売の強化策

長野県 有限会社フィオーレ 7100002018222 店舗客のテイクアウト数の増加とネットを通じた新規顧客獲得

長野県 エグチ農園株式会社 5100001026616 ネット上での新規顧客獲得及び通販業務の効率化と選果作業の改善

長野県 株式会社信州フードファクトリー 9100001029210 新・生活様式に合わせた県産品需要拡大に伴う商品開発と販売

長野県 マルヰ醤油株式会社 1100001012157 事業継続にためのＪＦＳ－Ｂ規格によるお客様に信頼される商品造り

長野県 Ｔｈｒｅｅ － デジタルシフトによる安定経営実現事業

長野県
有限会社日本バイオリン研究所大正琴
全国普及会

4100002034321 インターネットを使った販路拡大と大正琴の新たな楽しみ方の創造

長野県 和みの湯宿　なかやま 5100002034270 “コロナ時代”の小さな結婚式・小さなご宴会のご提供事業

長野県 株式会社百姓百笑 8100001026588 無農薬野菜の生産～販売までの完全自社生産ライン設備の構築

長野県 ＳＵＮＲＯＣＫ － コロナに負けない！野菜果樹等のスーパー自社生産加工所構築計画

長野県 良吉屋合同会社 6100003004775 ＬＩＮＥ公式アカウント、自社販売サイトを新規構築してコロナに勝つ！
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長野県 ＣＩＲＫＵＳ（チルクス） － スパイスデリと冷凍カレールーのテイクアウト専門店開業

長野県 株式会社メカ・エンジ 1100001025068 映像説明で新たな非対面型営業スタイルへの取組みと確立

長野県 蓼科湖畔蓼の花 － 分散利用で混雑解消！快適トイレと温泉でみんな満足

長野県 リゾートインスクアミッシュ － 小規模宿泊施設における新しい営業形式

長野県 車山高原ゲストハウスうらら － 新メニューにピザを加えテイクアウト販売も行い新規顧客を獲得

長野県 勝山そば店 － 勝山そば店販路拡大のための酵素玄米導入及び中食事業参入企画

長野県 ＳＡＫＵＲＡ － ＳＡＫＵＲＡがお外で、夢のキッチンカー

長野県 Ｓｏｌｉｓｔｅ　Ｏｆｆｉｃｅ － スマート農業支援事業の強化

長野県 飯山和俊 － ネット体験システム構築による新規顧客獲得

長野県 松木寒天産業株式会社 5100001019207 ウェブリニューアル＆新商品導入によるＢｔｏＣ販売強化事業

長野県 有限会社わいわいはうす 9100002030704 テイクアウト事業の強化に向けた計画生産の導入

長野県 株式会社リード環境 2100001031998 コロナに打ち勝つ販売方式導入とＷＥＢ等作成

長野県 有限会社クリエート上原 4100002011576 テイクアウトの促進と顧客ニーズに応えたテーブル席の設置

長野県 合資会社和泉屋商店 1100003000597 味噌のカップ化商品の開発で販路の開拓と強い経営基盤の確立

長野県 田中　幸 － 動画による地域の魅力と、それらを活かしたイベントの発信！

長野県 鶏バル　ワインのぐっさん － テイクアウト新設と半個室化による感染対策と販路開拓事業

長野県 エルリーノ － オンライン活用でのイメージ提供による非対面型サービスの構築

長野県 合同会社ウエディング・イヴ 9100003004021 新しい形のグアム挙式を提案するプロデュース会社の新たな挑戦！

長野県 ビストロブシュロン － テイクアウト拡大とオープンカフェの拡充による販路開拓事業

長野県 株式会社コックス 4100001007162 緊急事態発生時のテレワークシステムの導入

長野県 株式会社文蔵スピリット 4100001009316 キャッシュレス決済対応型の券売機改修で非接触、非対面型接客

長野県 有限会社プロジェクトＧ 3100002017698 野菜果物ドライ食品開発とネット販売新規顧客獲得

長野県 株式会社田中屋酒造店 5100001011857 ホームページリニューアルによる販路拡大とブランド価値向上事業

長野県 太陽 － Ｇｒａｃｉａｓ！大切なお客様と共に「新時代」への大航海へ！

長野県 安藤理容室 － ３Ｃ（変化・挑戦・繋がり）小規模経営者の新たな可能性！

長野県 エステサロンまゆ － 集客策における密を避けるための、安心・安全な環境整備

長野県 株式会社エース・ワーカーズ 1100001026231 人々のライフスタイルに光明を！地域貢献型企業の飽くなき挑戦！

長野県 町田自動車 － タイヤはまかせて！かんたんネット予約・タイヤ持ち込み大歓迎！

長野県 髪形屋ｂｅｅｔｌｅ － 地域初！非対面型店舗への道！究極の理容サロンを目指して！

長野県 ＴＡＫＡＳＨＩ・ＢＳ － 最新デジタルパーマ機とオンライン化で「理想の美」を追求！

長野県 有限会社西村石油 5100002009504 コロナ撃退洗車事業

長野県 株式会社ミスズ 5100001006444 「検査工程をデジタル化！」非対面型検査の確立とデータ集積

長野県 清和製作所 － 待ちから攻めへ！設備の充実による内製化と新規顧客獲得への挑戦

長野県 理装株式会社 2100001029043 新しい塗装は、理装の塗装！～Ｎｅｗ　ｓｔｙｌｅ　ｐａｉｎｔｅｒ～
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お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

長野県 利久 － 夢想転生！究極の「安心空間」を世に放つ！我一片の悔い無し！！

長野県 美・リフレイン － ドライマシンを活用した利用客との接触を減らした安心・安全な施術提供

長野県 株式会社こころね 6100001026722 非対面販売のためのドライブスルーの設置と除菌・抗菌商品の販売強化

長野県 金子　房代 － サービスのオンライン化による新規事業展開

長野県 株式会社タイムリー 9100001024450 ＨＰ開設とパンフレットによる非対面型販路開拓と営業の強化

長野県 セロニカ － 地中海弁当テイクアウト向けＨＰ作成・ＷＥＢ決済及び設備の導入

長野県 Ｎ－ＳＴＹＬＥＳ株式会社 4011101047826 新サービスの展開、非対面システムの導入による売上増加の実現

長野県 アイパワーサービス － ホームページの新規作成による販路開拓事業及び新規顧客獲得

長野県 清水種苗株式会社 9100001001458 Ｗｅｂサイトの改修及びＥＣサイトを活用した個人客向けの販路拡大事業

長野県 有限会社樹庵 1100002017675 テークアウト・地元産お土産を安心・安全に販路拡大事業

長野県 有限会社イトウ商会 2100002032475 クラウド型集中監視で業務効率化・保安高度化・顧客の見える化

長野県 株式会社ｅｐｉｃｅ 2100001030645 自社ＥＣを使った新規顧客獲得と新規取引先開拓

長野県 松茸山　見晴台 － オンライン予約システム導入による新たな非対面での販路構築

長野県 有限会社高野モータース 8100002031463 カスタマイズの強みを活かす自動車用部品のネット販売の展開

長野県 居酒屋　べじた坊 － 「パーソナル化」「ＩＴ化」「クリンリネス化」で店作りを再構築

長野県 トラットリア　ジラソーレ － 衛生管理を徹底した調理と非対面型ＥＣ販売構築による販路開拓

長野県 カンガルーアートスクール － 教室に通う１００名がつくる新商品を販売する為のＥＣサイト構築

長野県 アトリエマルコ － リモート撮影によるニューボーンフォトで家族に思い出を届ける

長野県 マイクロストーン株式会社 9100001007950 転倒リスクチェッカーの開発と、企業の安全衛生分野への新規進出

長野県 ラムズイヤー － 仕事と子育て両立ママへのエステサービス開発とＥＣ販売への進出

長野県 有限会社もんた 3100002020207 信州の特産物ＥＣサイト開設と、農家支援事業への進出

長野県 株式会社精美堂 1100001001630 納品と見積の非対面化と、オリジナル商品の開発

長野県 ＬＥ　ＣＩＥＬ（ル・シエル） － まつ毛とバスト美容サービスとオンライン教室事業への進出

長野県 株式会社ｓｅａ’ｓ　ＢＲＡＮＤ 3100001026213 ＥＣサイトの開設とヘッドスパルーム改装による販路開拓

長野県 株式会社やまとなでしこ 4010001111304 ホームページ改修と動画制作による風呂敷の魅力を発信

長野県 シナレッジ株式会社 5100003002243 シナレッジ注文住宅受託ＥＣサイト構築・販路開拓

長野県 ＳＰＩＣＥ　ＵＮＩＴＥ － Ｓｉｎｋ　Ｏｒ　Ｓｗｉｍオンラインシステム構築・販路開拓

長野県 信州園　関　勇一朗 － 信州園のこだわり完熟サンふじのＥＣ事業

長野県 合同会社エネイブル 2030003013192 顧客要求に対応する設備の導入及び活用による新市場の開拓

長野県 食堂ｃｉｔｔａ － テラス席を利用した感染拡大防止対策

長野県 Ｌｕｍｉｅｒｅ株式会社 7100001033172 非対面・完全セルフケアの口元美容サービス開発による販路拡大

長野県 株式会社信濃石商 7100001016978 総合相談サイト構築と販売店支援メニュー拡充による販路拡大

長野県 しまんりょｐｏｄ － デリバリー事業への参入と換気設備の改修

長野県 ｃａｆｅ　ＳＨＩＮＫＡ － 業態変更による非対面化およびＥＣ事業拡大のための設備拡充
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長野県 松詠堂ＭＡＴＣＨＡ　ＧＡＲＤＥＮ － 屋外席の設置、テイクアウト商品の拡充と宣伝

長野県 若林醸造株式会社 3100001010407 ＥＣ販売に向けた新商品開発とＳＮＳを活用した新規顧客獲得

長野県 有限会社桜家 2100002020075 オリジナルエコバックを用いた食品販売事業の強化

長野県 酒造株式会社長生社 5100001021253 アフターコロナのための新たなＤｔｏＣ販売チャネルへの挑戦

長野県 株式会社おとぎの里 3100001026477 いつでも新鮮な６次産品をテイクアウト、お届け発送

長野県 株式会社オーリンクスコーポレーション 1100001027824 全国からの非対面による中古車販売に向けたオンライン事業の強化

長野県 株式会社佐藤園芸 5100001001040 新たな顧客ニーズ獲得に向けたレンタルグリーン事業の実施

長野県
株式会社Ｒｉｓｉｎｇ１４（ライジングワン
フォー）

3100001033515 セルフエステ事業への参入とＨＰ作成による新規顧客の獲得

長野県 ハーロム　アルマ － 炭釜の導入による『モミガライト炭』の製造・販売

長野県 レッドサロン合同会社 2100003005463 常連客との接点をつなぐ非対面型のセルフケアメニューの導入

長野県 ロッジやまぼうし － きれいでおいしい空気とおいしい料理を創り出す環境整備事業

長野県 ｓｕｎｎｙ　ｐｌａｃｅ － 地域の方から全国へとオンラインレッスンを販路拡大

長野県 宇佐美不動産有限会社 6100002035879 不動産テックを活用した非接触型不動産仲介事業への転換

長野県 お食事処一右衛門 － テイクアウト販売と夜営業を確立して売上を拡大する！

長野県 佐藤自動車株式会社 2100001008435 整備作業内製化による外注費削減と収益率向上の取り組み

長野県 和泉町伍蔵 － ミーティングルームの換気設備工事と駐輪場の設置

長野県 有限会社新豊商事 5100002024899 いつでもどこでも！～お取り寄せ焼肉店・出張焼肉店～営業中

長野県 Ｍｉｍｏｓａ　Ｏｐｔｉｑｕｅ － 独自ＥＣサイト立ち上げを主軸とした、販路拡大・販売力強化事業。

長野県 酒肴　車 － 真空パックのネット注文で販路拡大！信州安曇野豚の角煮で勝負！

長野県 株式会社原田建築 3100001027293 非対面型商談・打ち合わせの周知に向けたプロモーション事業

長野県 株式会社北栄産業 9100001006705 新規顧客獲得に向けた非対面型オンラインサイトの構築事業

長野県 花の小路前ＳＴＵＤＩＯ － インターネットを利用した新しい音楽制作事業と安心の環境整備

長野県 Ｓｔｕｄｉｏ　ＲＯＳＥ － ＥＣサイトによるブライダルフラワー販売の全国展開

長野県 有限会社ヤマワリビング 9100002005499 オンライン相談の認知度向上を図るための広告・宣伝事業

長野県 有限会社田毎庵 1100002028516 安心を提供するテラス席設置の改装と売上の向上

長野県 伊澤音楽教室 － インターネットによって認知度を向上させてファンを獲得する！

長野県 ＣＨＩＬＤＳＨＩＰ － Ｗｅｂを活用した販路開拓と講座の動画化によるオンライン化

長野県 株式会社スタジオシンク 2100001030752 ライブ配信事業参入と機材充実化による受注アップ

長野県 ラウンジ織 － 心機一転の改装とオンラインスナックで売上回復プロジェクト

長野県 ベルローズサンク － ウィズコロナ時代に適応した美容室構築とＥＣサイトの展開

長野県 山本扶美枝音楽事務所 － 非対面ビジネスによる動画配信で伝統音楽を発信

長野県 くぼた音楽教室 － 非対面でアンサンブルレッスンの提供

長野県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｐｕｐｕ － ホームページのリニューアルと換気・衛生設備の改善

長野県 北沢峠こもれび山荘 － 山小屋のブランド力を生かした、新たなオンラインショップの展開
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長野県 飲み喰い処にしやま 2100001006001 自動餃子作成機の導入による生産性の向上

長野県 靜屋 － テイクアウト・デリバリー事業への参入

長野県 Ｒ － ＲのＹｏｕｔｕｂｅチャンネルにて未来のお客をつくる

長野県 丸鶏ローストｒｉｔｏ庭 － テイクアウト・デリバリー事業への参入

長野県 合同会社味人あら季（あら季・季の蔵） 1100003004458 店舗の換気環境整備とデリバリー事業への取り組み

長野県 エルバヘアーサロンＪＵＮ － 抗菌作用のある清潔な安心安全なサロン作り

長野県 株式会社アンダンテ 8100001025128 リモート授業によるコロナ時代の簿記・パソコン教室への転換事業

長野県 小布施そば処つくし － 最先端で予約拡充の蕎麦屋に変身！

長野県 株式会社コンプレックスフィールド 1100001029119 デジタル広告でターゲット新規顧客を増強

長野県 小山塗装 － 新規抗菌サービスと建築塗装の非対面による販路拡大への取り組み

長野県 ｃａｆｅ　Ｉｌａｒｅカフェイラーレ　内田　聡史 － カフェイラーレのテイクアウト＆デリバリーサービス

長野県 くいものやおおぜき － 郊外居酒屋のテイクアウト・デリバリー事業参入

長野県 ＵＭＩ　ＣＯＦＦＥＥ＆ＬＡＵＮＤＲＹ － コインランドリー併設カフェへの転換による新規顧客獲得

長野県 情報マネジメントシステム株式会社 6100001004637 非対面でも地元密着な販売促進・顧客サポート

長野県 万理有限会社 3100002025305 ＨＰによる受託とテレワークをサポートする新商品販売ＥＣ構築
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