
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

福井県 アイピー株式会社 3210001016855 コロナ禍における屋内レンタル収納事業での差別化・新規顧客獲得

福井県 Ｅｘｐｌｏｒｅｒ － プログラミング教室のオンラインコースの開設

福井県 有限会社堂下商店 5210002002456 集客、請求業務、決済のＷＥＢ化による新規顧客獲得

福井県 株式会社ｉｎｆｏＢＡＮＫ 4210001015170 天然竹繊維を活用した新商品開発と会員性サイト構築による売上増

福井県 フレンチ　デリ　ファヴォリ － シェフが作る○○シリーズのネット販売で新規顧客獲得

福井県 株式会社岡本吉之亟商店 1210001000794 英語表記による福井県の地酒の情報発信とネットショップの展開

福井県 株式会社プリックス 8210001017799 利便性の高い自社ＥＣサイトの構築による受注拡大の実現

福井県 串よろし － 外食需要と中食需要の両取りによるコロナに負けない店づくり事業

福井県 ３ｄマイスターズ － ３Ｄプリントによる作品のネット販売およびオンライン講習事業の展開

福井県 エステＩＮポーラミカ － エステ業界に拘らない新型コロナ対策（非接触）した事業取組

福井県 株式会社グローバルリンク 3210001016310 外国人向け　オンライン日本語学習システム

福井県 河和田整骨院 － ３密を回避し社会的距離が保持でき安心して来院できる環境の整備

福井県 ビークル福井 － 新型ウイルスのための、抗ウイルス・抗菌施工による顧客獲得

福井県 松陰塾西谷校 － 言葉の力を育み、人生を豊かにする学習塾構築

福井県 福日商事株式会社 5210001003694 非接触型　非対面型　駐車場自動料金精算機導入

福井県 有限会社三善機械 6210002007396 ホームページリニューアルによる非対面営業の強化事業

福井県 株式会社米五 3210001001295 オンライン工場見学による通販の新規顧客獲得

福井県 株式会社鳥山楽器 5210001002192 オンライン専用スタジオを核とした情報発信拠点の整備

福井県 焼肉居酒屋　まねき屋 － ウィズ・コロナ対応に則った店舗の衛生管理強化による安全と信頼の回復

福井県 株式会社ノサカテック 7210001002455 ビッグデータを活用した新型非対面型ビジネスによる新規顧客獲得

福井県 株式会社藤飛工業 6210001017520 機械作業の内製化による効率化と新規の販売活路の獲得

福井県 天籠 － 宅配サービス・お持ち帰り販売強化による販路拡大ＰＲ事業

福井県 株式会社ハウズ 5210001009262
①動画で見せる暮らしの見える見学会と②オンラインによる設計相談会と打
合せ

福井県 有限会社フオトミツヤマ 8210002003022 オンラインで受注できるシステムを導入し販路拡大

福井県 パーソナルトレーニングスタジオＮＥＯＳ － オンライン指導および新器具導入によるコロナ対策と販路開拓

福井県 ＲＩＮＯ － セルフフェイシャルエステの導入及び店舗リニューアル

福井県 高島屋株式会社 8210002003971 自社アプリ開発による非対面モデルの確立、新規顧客の集客

福井県 アロマクラシカＤｒｅａｍ － オンラインスクールとネットショップ

福井県 浪漫 － 空間リニューアル及びオリジナルギフトＰＲの為のＨＰ制作

福井県 株式会社三玄 8210001014615 ・既存の事業からの転換「特産品お弁当販売」と「感染予防清掃業」への進出

福井県 ｅｌ　ｍａｎｏ － 生産性向上の実現でテイクアウト強化による機会損失からの脱却

福井県 株式会社エムエーツール 4210001000560 ＢｔｏＢ向けデータベースサイト出展による広報強化

福井県 株式会社ホソダＳＨＣ 1210001003566 自社ＨＰサイトのＥＣサイト化

福井県 有限会社ホテヤ洋品店 4210002010658 オンラインを活用したイベント開催による売上増加と新規顧客獲得

※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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福井県 株式会社高原紙店 7210001011729 自社ホームページをリニューアルしてネットを通じた新規顧客獲得

福井県 ４ｓｔａｒ － オリジナルデザインのマスク・エコバッグの通販事業

福井県 カワイクリーニング － 新サービス「店舗向け・集配向け非対面型クリーニングシステム」の導入

福井県 合同会社ＰＬＡＣＥ－ＩＤ 2210003001055 アフターコロナの地域コミュニティを継続した番台無人化計画

福井県 東月堂 － 【商品供給力の向上と新規お客様の獲得】

福井県 株式会社オーケン 9210001011512 健康建築事業活動のために陶板浴専門ホームページで集客及び受注

福井県 有限会社厨ぼうず 9210002009992 Ｗｅｂサイト構築による新規顧客獲得及びテイクアウト事業の推進

福井県 歌謡酒場あんず － テイクアウト・デリバリー事業開始に伴う衛生管理体制強化事業

福井県 ラ　クローネ － ザクザク感をいつまでも！具たくさんラスク事業

福井県 株式会社子どもの笑顔 3210001017044 「岩堀美雪のオンラインサロン」を通じた販路開拓事業

福井県 左近経営事務所 － 東京営業サポートのために東京営業専門のホームページを作成する

福井県 越前漆器株式会社 5210001012704 ＥＣサイトの再構築による非対面ビジネスモデルへの挑戦

福井県 足つぼ療術院心花 － 黄土漢方よもぎ蒸しの認知度をあげ、健康思考の顧客を拡大する

福井県 有限会社たけうちスポーツ店 5210002013115 ・マレットゴルフ用品専門ＥＣサイト開設とサブスク導入で販路拡大

福井県 株式会社キャンパック 8210001012809 多彩な顧客要望を満たす小売店舗用クローズサイトの開設

福井県 Ｃａｃｋｌｅ　Ｂａｒ － メニューと立地を活かしたテイクアウト・デリバリー事業への参入

福井県 丸廣意匠 － オリジナル商品「ＭＡＲＵＨＩＲＯ　ＳＰＲＡＹ」による販路開拓

福井県 小川智也 － 移動式販売をメインとした飲食型地域活性化事業

福井県 えいご教室ｔｅｒａ＋ｋｏｙａ － 「非対面レッスン＋スクーリング展開による販路拡大事業」

福井県 あとりえ一間舎 － “見える化”による設計提案と業務の合理化による経営力の強化

福井県 株式会社ＴＲＩＰ 9210001018103 自家製餃子・チャーハンの商品開発によりテイクアウトの強化

福井県 美心ロジー － 販売増実現に向けた大規模・オンライン買取体制作り

福井県 クリーニング八木 － オンラインによる販路開拓＆ビスポークケアのサービス強化事業

福井県 株式会社ＺＯＯ 7210001017692 コロナを乗り切る！これまでの海外経験を活かした新規事業創出

福井県 株式会社建山 4210001014882 業務効率向上によるマルチタスクの実現＆内製型ワンストップ

福井県 瀬戸織ネーム工業株式会社 1210001011701 スマホ対応ＨＰで織ネームの販路開拓、顧客のブランド化支援

福井県 株式会社トータルエステサロンＡＫＡＲＩ 1210001016353 最新エステ機器の導入による非対面型施術の実施でお客様獲得を図る

福井県 株式会社ソルベックス 3210001001840 ガスクロ導入による分析業務の内製化および新規売上の獲得事業

福井県 有限会社エイト工業 8210002012832 最新ＣＡＤソフトによる生産性向上と高付加価値サービスの実現

福井県 株式会社パワーズ 5210001002861 福井県産の食べる米ぬかの開発とＥＣサイト販売事業

福井県 喰太呂 － バーベキュー用焼肉セットの販売による新たな売上構築事業

福井県 メガネショップＺｉｇｅｎ － 遠近両用プロショップによるシニア特化ＥＣ店新規医構築と動画発信

福井県 パーティーハウス　アラベスク － 地元食材を活用したテイクアウト商品の開発と新規顧客の獲得事業

福井県 株式会社吉﨑鈑金 5210001016374 自動車の室内除菌消臭、ボディコーティングで新規顧客獲得
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福井県 有限会社悟空 7210002013674 ネットを利用した全国への販路開拓と新印刷器具による生産性向上

福井県 日光整骨院 － けがを早く治す為の、早期発見、集中治療、早期回復事業

福井県 Ｆｉｔ　Ｅｍｏｔｉｏｎ　フィットエモーション － オンラインレッスン及びパーソナルトレーニング新規受注拡大事業

福井県 ここいろ － 野草茶のＥＣサイト販売と施術機器の導入による販路拡大

福井県 焼肉フクロウ － ＥＣサイト構築による非対面ビジネスとテイクアウト事業強化

福井県 ｙｕｒｕｒｉ － バティックで作った着物の帯のブランド化とＥＣサイト構築

福井県 株式会社上出眼鏡 1210001012765 これが鯖江の眼鏡だ！ＢｔｏＣ販路開拓事業。

福井県 株式会社トゥエルブ 1210001015768 ウェビナーを軸とした非対面型オンラインコンテンツの構築

福井県 有限会社ひめ空間すずや 3210002001583 「和装の美と健康」を後押しする、オンラインビジネス展開

福井県 有限会社山本工業 1210002003730 ホームページの新規作成などによる新規顧客の開拓および獲得事業

福井県 株式会社あすなろジム 3210001017192 酸素カプセルの導入による他店との差別化と新規会員の獲得事業

福井県 クマデリキッチン － “フランス料理”の移動販売による新規顧客および売上の獲得事業

福井県 年間民宿佐助 － 通販サイトおよび県内外客に向けた自社ホームページの作成

福井県 合同会社Ｓｕｎ　Ｆｌｏｗｅｒ 3210003000948 コロナ禍における感染予防を重視した会計システムとテレワーク環境の整備

福井県 有限会社美容室ペペルモコ 5210002010599 新規顧客獲得の新型コロナウイルス感染症に対応した非対面型店舗の開発

福井県 廣瀬企業診断合同会社 4210003000988 コロナ禍における創業計画支援のテレワークオフィス開設事業

滋賀県 株式会社トップシュート 8160001016848 ホームページ活用しリモート営業による販路拡大と人材確保対策

滋賀県 株式会社日新設備 5160001001489 積算用ソフト導入によるテレワーク環境の整備

滋賀県 有限会社イマムラ 2160002004114 テイクアウト用洋食セットメニュー開発で新規顧客拡大

滋賀県 Ｒａｐｈａｅｌ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 3160001003702 カフェ＆ギャラリーのテイクアウト設備とバイク駐輪場の増設

滋賀県 ビューティ　マスミ － オンラインカウンセリングの導入とＳＮＳを活用した集客

滋賀県 有限会社ＬＯＳｗｅｌｌ 7160002004811 未来へ！音楽芸術文化の動画撮影製作の販路拡大

滋賀県 株式会社Ｋコーポレーション 6160001004136 全国にお取引先拡大の為の新たなオリジナルカタログギフト作成

滋賀県 有限会社髙橋鯉松園 5160002001133 ＥＣサイト作成による錦鯉飼料（オリジナル商品）の販売

滋賀県 勝啓治療所 － 非対面セルフケアと自費新メニューのＨＰを使った新規客層の獲得

滋賀県 有限会社いま村 9160002002714 非対面の食券販売機導入とコロナ対応型店舗改装

滋賀県 居酒屋もりた － 地域のお昼ごはんテイクアウト・デリバリー事業

滋賀県 有限会社麸前 3160002001580 ネット販売の開始とスペルト小麦を使用した『離乳食麸』の開発

滋賀県 繁太郎 － 非対面オーダーシステムの確立と豚骨ラーメンの認知度向上

滋賀県 株式会社凸凹 9160001022399 ＥＣサイトと新サービスでブランディング、地域で選ばれる店舗に

滋賀県 株式会社阪本屋 5160001000838 当店だから出来るカタログを用いた贈答品づくり

滋賀県 株式会社新月 2160001019906 新商品開発、新しい販売方法、ネット販売事業の確立

滋賀県 有限会社新近江別館 1160002000857 コロナ状況下での料理旅館による新たなビジネスモデルの確立

滋賀県 よしだみわこ建築設計事務所 － ＨＰ強化・設計と施主の意思疎通電子化・外注業務の内部業務化
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滋賀県 株式会社湖童ＢＡＳＥ 5160001020679 高品質サービスの周知基盤となる総合的オンライン展開の拡充

滋賀県 株式会社堀井畳商店 5160001001786 良質の国産畳をアピールしてホームページから直接受注

滋賀県 株式会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＲＯＯＭ 6160001016750 滋賀から全国へ！オンラインを活用したライブハウスの事業拡大

滋賀県 いなフォト － ＥＣサイトの制作とホームページの一新

滋賀県 ケイアイファーマ株式会社 2160001003686 オンラインで健康相談・商品購入できるＨＰを構築し増客を目指す

滋賀県 ＡｎＳｕｎ株式会社 3160001022586 インターネットを活用した全国ご当地グルメサイトによる非対面型販売

滋賀県 合同会社Ａｓ　Ｙｏｕ　Ａｒｅ 2160003001440 築古不動産の空室問題を解決するためのコンサル事業の集客強化

滋賀県 株式会社クッカリーハウス 9160001000628 ホームページ改良とテレワーク環境の整備による売上拡大

滋賀県 工房ＩＭＵＲＡ － ＳＮＳなどソーシャルメディアを活用！新しい絆で販路拡大

滋賀県 株式会社洗心寮 7160001001132 地域特産スイーツ開発・テイクアウト販売

滋賀県 メナードフェイシャルサロン － エステ事業の周知と新規非対面型ビジネスの立ち上げ

滋賀県 珈琲院ロマン亭 － ネットショップ機能のあるＨＰ新規開設による非対面型の販路開拓

滋賀県 ｃａｆｅ食堂ｃａｌｍ － 専用窓口の増設によるテイクアウト事業の強化

滋賀県 カイロプラクティック有 － オリジナルＥＣサイトの作成で販路拡大＆認知度向上で新規顧客獲得

滋賀県 メンズグルーミングサロンＺＥＸＩＡ － 頭皮診断カウンセリングフォームと衛生消毒周知プロモーション

滋賀県 檜のログレストランヘンリーイン － コロナ対策によるテイクアウト事業の拡充とケーキの販売形態転換

滋賀県 株式会社キャリア・トゥエンティー・ワン 8160001007426 テイクアウトのサービス化「ドラジェ・リヴァイブ」計画

滋賀県 有限会社ヤマサキ 6160002007113 テイクアウト事業による新たな顧客の獲得

滋賀県 ＫＡＶＫＡ － 非対面型コミュニティの構築

滋賀県 ＲｕｃｈｉＲａ － 「オンラインレッスン」と「新プラン確立」で受講生獲得を目指す

滋賀県 和食　仲かわ － 地元事業者と共存できる商品のテイクアウト＆ネットで販売

滋賀県 株式会社わたなべ陶器 3160001007182 Ｅコマース機能付きＷＥＢサイト構築による売上拡大

滋賀県 米と大地 － ＥＣサイトと店舗内飲食を通じた新規顧客獲得

滋賀県 創作日本料理塩梅 － 寛ぎ空間創出及び非接触型レジ導入による心地よい食・ときの提供

滋賀県 株式会社ライクユー 8160001009554 オンライン教材とＺＯＯＭを活用した授業のＰＲ事業

滋賀県 株式会社青春カンパニー 1160001020807 バーチャル内見サービス導入による非対面型営業モデル構築と推進

滋賀県 有限会社イーグル電子製作所 8160002007854 農業のＩｏＴ推進！ＥＣサイト開設と農業展示会出展による販路開拓

滋賀県 清水屋 － 安心安全、テイクアウト商品強化と主力商品の販促事業

滋賀県 有限会社上野ビル 7160002007888 会議室非対面予約システムで既存顧客の囲い込みと新規顧客拡大

滋賀県 ＳＵＮ－ＢＵＲＧＥＲ＆ＨＩＫＯＮＥ　ＣＲＥＰＥ － ご当地・近江牛ハンバーガーの宣伝・拡販事業

滋賀県 ＣＯＭＭＵＮＥ（コミューン） － 高島ちぢみを使ったメイドイン滋賀プロダクトのＰＲ映像・冊子作成

滋賀県 プレステージ有限会社 2160002008866 非対面型でオリジナリティーを活かした映像新商品による顧客獲得

滋賀県 株式会社王本電工 2160001008157 顧客満足度を高めるための現場監理・現状をスマホで共有

滋賀県 ハイウェイ・ブルドッグ － 全国のバイク愛好家の期待に応えるコロナ後の取り組み
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滋賀県 トータルリペアなかじま工房 － 特殊なタイヤホイールのリペア事業への新たな販路開拓

滋賀県 お好み焼吉田 － 冷凍技術を活かした人気お好み焼の販売促進への取組。

滋賀県 ヘアーサロン　ヨネヤマ － 新型コロナ対策による店舗力強化とパンチパーマ復活プロジェクト

滋賀県 だんない － 非接触型のＰＯＳシステム導入とテイクアウト・デリバリーの実施

滋賀県 株式会社坪清 5160001010845 坪清大改革！安心安全な店づくりと、ＷＥＢ予約で売上アップ！

滋賀県 株式会社グッドバランス 6160001011545 水素ガス生成器による水素サロンルームの設置及びレンタル事業

滋賀県 一本堂近江八幡店 － 密解消、店内に入らなくても、窓口から安心購入

滋賀県 株式会社ウェアハウス・ジャパン 2160001011061 ホームページ開設であしば博士の非対面ビジネス開始

滋賀県 蔵Ｌｅ・ｒｏｎｄ・Ｋ － 地元食材を使った特産香辛料「八香一味」開発による物販強化

滋賀県 株式会社ｅｃｃｏ 8160001011650 半個室型美容室への転換事業

滋賀県 ｃｈａｉｎ　ｏｆ　ｓｍｉｌｅ － 介護カフェの打ち出しとＨＰ開設による販路開拓事業

滋賀県 有限会社グローバルアーツ 4160002010044 「建材ナビ」「アリババ」に出展及びホームページの大幅な改良

滋賀県 旬菜旬魚　なか村 － 活魚のテイクアウトサービス事業で自店のブランド力強化を図る

滋賀県 ＨＡＩＲＭＡＩＫＥＩＰＰＯ － 新サービスの展開および顧客満足度向上で販路拡大

滋賀県 藤永基偉 － 新たに修理のマニュアル動画の製作及び販売

滋賀県 川橋商店 － 高齢者を獲得するため、近隣地域に向けて宅配事業を開始

滋賀県 ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ － 非対面相談コンテンツ・予約システムの導入

滋賀県 近江銘茶武久商店 － テイクアウトを中心とした滋賀茶ブランドの強化と非対面販売導入

滋賀県 パンカフェＫＯＫＯＮ～江近～ － 移動販売車とキッチンカーによる出張販売事業

滋賀県 株式会社テナントショップ 9160001014561 【地方創生を加速させる「テナントビジネス」のＷＥＢ化移行事業】

滋賀県 有限会社プレゼントジャパン 5160002013203 テイクアウト参入で新しい販路開拓と感染予防対策

滋賀県 肴や　純しん － テイクアウト事業による新規顧客獲得のための機器導入

滋賀県 株式会社ＯＫＵコーポレーション 6160001021635 新たな販促用看板、チラシ等印刷物、Ｗｅｂによる販路開拓

滋賀県 小村友美 － 動画撮影に適した感染対策スペースで非対面の販路開拓

滋賀県 株式会社コルモス 8160001012830 オリジナルデザイン発注システムの構築によるネット販売の実施。

滋賀県 ヘアーカルフール － オンラインサービスでの商品販売による経営基盤の安定化

滋賀県 株式会社草津第一ホテル 4160001012784 ＡＩによる生産性向上とＳＮＳの活用等による新規顧客の獲得

滋賀県 株式会社小嶋個別指導学院 5160001020209 ホームページ改修と感染予防による安心教室

滋賀県 喰 －
テイクアウト事業　店舗改装（による客席の間をあける為）　タブレットによる
非接触注

滋賀県 エステティックジュビランＯＬｉＶＥ － オンラインショップの構築、ＨＰとチラシ等による新規顧客開拓

滋賀県 村上塗装工房 －
村上塗装工房　新規リフォーム事業のブランド化！ＷＥＢ開設で販路拡大
へ！

滋賀県 株式会社ジーテック 6160001022245 お家で本格創作串カツ！ネット販売でコロナに打ちカツ！

滋賀県 ｉｃｏｔｔｏ － 新講座の開設とインターネットを使った物販の強化及び看板の設置

滋賀県 アノソラノヒガシ － 内食需要の増加に、少人数で対応する業務効率化と販売促進
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滋賀県 有限会社プロサウンドシステム 1160002014782 映像、音声のインターネット配信による非対面型コロナ対策事業

滋賀県
ＦＬＯＡＴＩＮＧ　ＬＩＦＥ（ボートヤードフロント
ライン）

－ ファミリー層を開拓するためのシステム構築と非対面型販売所設置

滋賀県 サロン　ド　ブレス － ※業界初ヘアーウィッグリモート販売システム　シンプル・スタイル

滋賀県 和と肴勝しま － 来店予約とテイクアウト及びテイクアウトメニュー新規作成

滋賀県 合同会社八木 4160003001892 待ち時間の短縮、来院回数減少を実現する血液検査システムの構築

滋賀県 株式会社フロル 6160001014804 オンラインでの仏典童話の朗読教室の開催による新たな販路開拓

滋賀県 ｃｈｏｃｏｍａｋａ － 女性起業家のためのネット版マルシェの開催による新たな販路開拓

滋賀県 結～ＹＵＩ～結婚相談所 － 非対面での婚活パーティなど新規顧客獲得イベントの拡充

滋賀県 Ｈａｉｒ　Ｌａｕｎａ － 看板設置、徹底した環境整備で知名度をあげ新規利用者の獲得

滋賀県 ＧＴＣ株式会社 6160001021338 Ｗｅｂサイトを構築しオンライン非対面型で商談展開・新規先拡大

滋賀県 ＬａｖｉｅＢｅｌｌｅ － 施術用完全個室の増設によるお客様数の増加と売上アップ事業

滋賀県 株式会社湖清工業 1160001015294 バーチャルモデルハウスを取り入れた非対面による販路拡大

滋賀県 おしゃれの館カズ － 理容室の個室化による密を避けるための取組み

滋賀県 前原税理士事務所 － ＷＥＢ面談および完全予約制の相続相談会のＰＲによる顧客開拓

滋賀県 株式会社ＭＩＹＡＢＩ 9160001016244 テイクアウト事業の展開による新たな需要の獲得

滋賀県 ＨａｙａｋｏＦｌｏｗｅｒＤｅｓｉｇｎ － そのまま飾れるドライフラワーＭＡＧＡＲＩの販路を新規開拓

滋賀県 合同会社近江ビルサービス 9160003000865 感染症対策清掃サービス事業の立ち上げと販路開拓への取り組み

滋賀県 ブルージュ － 対面式脱毛からセルフ脱毛への転換による新たな販路開拓

滋賀県 株式会社滋賀フーズ 3160001016423 非接触によるパン包装機の導入により、生産性向上と販路拡大

滋賀県 ＡＬＩＶＥ － 音響の技術を生かした高音質動画配信サービスの立ち上げ

滋賀県 有限会社ソロモン 2160002013973 ｗｅｂサイト制作による新規顧客獲得

滋賀県 粋造処　わをん － お客様グループ間を非接触にする個室改装工事

滋賀県 株式会社ＣＯＬＯＲ 1160001019477 ネット活用したオーダースーツ製造体制構築による新たな販路開拓

滋賀県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｗｉｌｌ－Ｂ － 誰でも出来るセルフカット動画配信と半個室による新規顧客獲得

滋賀県 株式会社まちおこし 1160001015245 ネット通販の利用およびテイクアウト強化事業

滋賀県 メディカルアロマサロンＬｅ　Ｍｕｇｕｅｔ － 安心安全な商品受渡しボックスの導入と店舗改装による顧客獲得

滋賀県 株式会社Ｋ２ビデオファクトリー 7160001017896 ノウハウ指南オンライン講座の構築事業

滋賀県 喫茶２０の７番地 － 免疫力、自然治癒力向上を助けるアロマ・ハーブ商品の販売

滋賀県 サクセスＥＮＧ株式会社 4160001020523 新システム導入によるクラスター対策および業務効率の向上化計画

滋賀県 ｎｕｉｔｏｍｅｒｕ － 実店舗・ＳＮＳ・ＥＣサイトの運営と展示会（イベント）の開催

滋賀県 カラオケスタジオＪＡＤＯＨ － 高齢者に優しい店作りと非対面型システムの推進事業

滋賀県 エンディングメイクＭＡＲＩＡ － 直接受注に向けた、当社サービスなどの認知度・理解度向上事業

滋賀県 株式会社ウェザーリポート 2160001016044 フェイスブックショップを活用した新規顧客開拓事業

滋賀県 中井　眞由美（屋号：姉貴メダカ） － 生産拡大と自社ホームページによる販売と顧客開拓
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滋賀県 株式会社武田商事 7160001022335 決済機能付きＨＰ・広告用ＳＮＳ導入とテレワークの環境の整備

滋賀県 ＣＨＡＳＥ（チェイス） － 琵琶湖バス釣りガイドのＩＴ導入によるコロナ対策と販路拡大

滋賀県 ｈｏｎｏｂｏｎｏ － 自宅で揚げる串揚げのテイクアウトサービスを開始

滋賀県 株式会社ＡＪＩコーポレーション 5160001004698 ローストビーフ丼等のテイクアウトサービスを開始

滋賀県 株式会社メロメ 5160001021371 ＥＣサイトによる新たな売上構築と送迎による新サービス実施

滋賀県 株式会社ＩＴＴＯ 1160001017489 ＥＣサイト販売で、サロン向けの商材の非対面型営業販売強化

滋賀県 ＳｔｕｄｉｏＬｉａｉｓｏｎ － Ｗｅｂを活用した遠隔撮影管理、営業ツール作成

滋賀県 古田行政書士事務所 － Ｗｅｂ面談実施と電子申請対応強化による行政書士事務所差別化

滋賀県 いぬと肴 － 手作り料理がおいしい居酒屋さんの特製近江牛すじカレー通販事業

滋賀県 合同会社アローワン 5160003001248 新商品の開発とインターネットを利用した販路開拓

滋賀県 株式会社フロントラインプロダクション 5160001012552 動画によるオンラインプロモーションを行う釣り具用品の非対面販売

滋賀県 株式会社ＦＵＮＥＹＡ 6160001014993 ＨＰ経由のテイクアウト販売システム構築を中心に顧客獲得力強化

滋賀県 有限会社キープライド 5160002004169 コロナ禍に対応した「安心・安全」なイベントの創造と販売促進

滋賀県 リラシオネス株式会社 9160001021987 ＶＣ全国展開！コロナ禍で競争力強化を目指す小規模工務店の結集

滋賀県 Ｆａｉｒｙ，ＧＡＲＤＥＮ，和味 － 居酒屋オープン及びテイクアウトのＷＥＢ・チラシにより告知事業

滋賀県 加藤雅弘 － リモートレッスン＋プライベートレッスンの新規事業開始

滋賀県 雪月花 － 複数のＳＮＳを連携させたＷＥＢ広告と有料ライブ動画配信

滋賀県 ドットｃｏｍ－ｓｔｏｒｅ － 自社ＥＣサイトでのゲーミングＰＣの販売とｗｅｂ集客

滋賀県 Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ滋賀草津スタジオ － オンライン体制を整備し、新規顧客数を大幅に増加させる

滋賀県 育ママ教室 － 新規顧客獲得に向けた事業のオンライン化とホームページ刷新

滋賀県 株式会社Ｄ－ｃｌｏｕｄ 4160001022197 歯科用３Ｄコンパクトスキャナーの導入によるテレワークの推進

滋賀県 株式会社ａｄｖｅｘ 4160001016100 口腔内スキャナによる印象採得装置の導入と歯科医院への貸与

滋賀県 株式会社滋賀南山 7160001001082 比叡平で愛され続ける焼き肉店のお取り寄せグルメ開発・宣伝事業

滋賀県 合同会社びわファームエステート 6160003002014 全国版集客サイトによるデジタル広告の強化で県外顧客を獲得

滋賀県 株式会社ＴＯＨＳＨＩＮ 9160001017465 チラシをフル活用したおせち料理の販売で復活のきっかけを作る

滋賀県 有限会社サントラベルサービス 5160002008194 非対面でも心を込めた接客を。安心安全な新しい旅への挑戦。

滋賀県 株式会社Ｔ－ＢＯＸＸ 6160001021296 建設人材不足解消に向けた非対面のオンラインマッチングサービス開発

滋賀県 ＶＩＴＡ観光経営コンサルティング － 『３密を避けたオンライン×オフサイト研修』による企業支援事業

滋賀県 ＬＹＳ株式会社 4160001022692 企業の採用ブランディングと教材販売のためのＥＣサイトの構築

滋賀県 Ｍａｉｌｉａ － ワンランク上の美容を非対面ビジネスで実現！新規販路開拓事業

滋賀県 さかちんの幸せ － 図面鑑定や宿命鑑定をオンラインで行うことのできるＷｅｂサイト

滋賀県 奥野　直人 － 非対面でのセミナー・無料相談会の開催と営業の拡大

滋賀県 花音音楽教室 － オンラインレッスンの導入と快適な店舗・楽器機材の充実

滋賀県 Ａｌｌｕｒｅ － 朝晩のお手入れで美肌を手にするアンチエイジング化粧品
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滋賀県 大塚工務店株式会社 8160001011840 工務店の販路拡大　大作戦

滋賀県 株式会社ＨＥＪ 2160001020789
オーダーキッチンメーカーへの非対面型ビジネス構築のための自社ＨＰへの
ＥＣサイト・

滋賀県 株式会社彦根麦酒 2160001022083 ビール充填機導入による非接触・家飲みビジネスモデルへの転換

滋賀県 有限会社ブリッジリンク 9160002014528 非対面型営業及び製造管理システムの構築

京都府 美術書出版株式会社　芸艸堂 2130001022243 海外に特化した版画のウェブサイトの新設（日英中表記）

京都府 山川製陶所 － 京焼・清水焼と京都伝統産業の新たな挑戦と構築

京都府 ｆｏｒ　ａ　ｌｉｔｔｌｅ　ｂｅａｕｔｙ － スタジオレンタルと商材（ぶつ撮り）撮影を通しての新規顧客獲得

京都府 有限会社タフィ 8130002018961 テレワーク需要を取り込む新商品開発とネット販売での販路開拓

京都府 株式会社ｐｒｉｚｅ． 1130001052794 オーダーメイド折詰の開発とネットを活用した新規顧客の獲得

京都府 株式会社ムラカミ 3130001005552 短納期、低コスト、小ロットプラスチック染色のホームページ刷新

京都府 十三や株式会社 4130001017588 自社ＥＣサイト作成によるネットでの新規顧客とリピート客の獲得

京都府 株式会社ぜにや 9130001030982 「Ｗｏｒｌｄ　ｗｉｄｅ　銭屋道」秋の新作カタログ通販事業

京都府 株式会社梅軒画廊 1130001022112 ＶＲギャラリーの構築及びアートフェア出展での販路開拓

京都府 株式会社Ａｐｅｒｉｏ 1130001063957 京都祇園地区で蒸し野菜を使った新たなデリバリービジネス

京都府 Ｔ－ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ鍼灸接骨院 － 電気治療器導入での非対面式治療メニューの開発による顧客開拓

京都府 有限会社トータルプランニングアイム 4130002011227 インターネット販売での新規事業開拓、事業拡張

京都府 株式会社Ｈａｌｕ 9130001066647 障害児向けポータルブルチェア発売に向けたオンライン販売体制構築

京都府 合名会社久保田美簾堂 1130003000108 ご自宅から簾の注文ができるサイトに改善し、新規顧客獲得

京都府 株式会社カリテリンク 8130001061558 リモート・配信用動画の提供による、新規事業の展開を目指す

京都府 京美肌薔薇屋 － 「オンラインカウンセリング＆ネットショップ」の開設

京都府 メキシコ食堂オラレ － 本格的メキシコ料理の素材をネット販売し、新規顧客を獲得

京都府 ｂｅｏｎｅ　ｓａｌｏｎ　ｂｒｉｌｌｉａｎｔ － 非対面型の歯のセルフホワイトニングの導入

京都府 株式会社キョートフードサービス 5130001017067 京の美味しいお寿司を大切な人へ送ります

京都府 照月 － 京都の老舗料理店が新たにＥＣ販売に取り組むための投資

京都府 有限会社サンエイホールディングス 6120902014534 高齢者お出かけサポート＆オフシーズンの観光情報サイト作成

京都府 有限会社らくちん 5130002022652 【お弁当販売と持ち帰りによるお客様の抱え込み作戦】

京都府 ボンセル － 「商品開発し店外販売と安心してお客様に食事の提供」

京都府 杉原圭子 － 町家サロンを動画配信・ライブ配信・録音が可能なスタジオに！

京都府 たこ焼きこいのぼり － キッチンカーでたこ焼きとわらびもちのテイクアウトｓｔｙｌｅ

京都府 フローリスト花えん － ホームユースに特化したフラワーギフト事業

京都府 株式会社伊賀屋 4130001007837 ＢｔｏＣへ転換、「和珈琲大和屋流　師範代小西　京都Ｗｅｂ教室」

京都府 株式会社グランヴェニール 8130001050552 ＥＣサイト構築による新規売上獲得とネット販売用新商品の開発

京都府 株式会社亀田利三郎薬舗 7130001016892 伝承薬専門ＥＣサイトの開設、六神丸のシェア向上と新規開拓策

京都府 株式会社ＳＨＩＮ　ＧＬＯＢＡＬ 4130001054276 ＥＣサイト開設による新規顧客開拓と安心・安全な店舗改装
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京都府 株式会社松本工務店 1130001008706 オンラインによる新たな営業方法の構築

京都府 株式会社Ｂｅｙｏｎｄ 9130001067488 新たなターゲットをオンラインで集客し密を避けながら販路開拓

京都府 渡辺屋 － 当店自慢のホルモン鍋をご自宅で！

京都府 有限会社東山八百伊 9130002010166 ホームページやパンフレットを見直しによる通信販売の拡大

京都府 観山 － 真空機を使い、持帰り商品の開発とおせち料理で新規顧客獲得

京都府 合同会社下鴨デリ 5130003005045 テイクアウトと宅配事業による販路拡大とその為の設備導入

京都府 株式会社松岡建装 5130001050811 在日外国人向け国内向け食料品のインターネット販売事業の開始

京都府 株式会社京都深村 3130001052578 耳に掛けるメガネ式のマスクの開発・製造・販売

京都府 株式会社クリエイトウエディング 1130001053512 オンライン相談・申込のプログラム　観光分野の新規ページ作成

京都府 株式会社アンプラグド 8130001048613 顧客からの直接受注可能なＨＰへの変更と新規販促ツール作成

京都府 株式会社阪村エンジニアリング 7130001033434 顧客や協力会社とＣＡＤ形式を合わせることで業務効率化を図る

京都府 漢方錦 － 集客から商品販売までを非対面型に変換するためのアプリ導入

京都府 西田養鶏場 － 「京地玉ゆで卵・温泉卵」の製造と自社サイト拡充による販路拡大

京都府 オステリア　バスティーユ － テイクアウト強化及びネット注文受付とＥＣサイト販売事業

京都府 虹色パンダ － 店舗改装による販売拠点の設置と宅配強化による販路拡大

京都府 株式会社優侑都 7130001026999 食品チェーンストア業界への新規参入による販路の拡大事業

京都府 旧二条鳴海餅 － ＥＣサイト構築による販路開拓事業

京都府 クロビジョン株式会社 3130001050565 全席カウンター化及びテイクアウト化による新営業形態への転換

京都府 篠原 － オンラインで世界中いつでもどこでも学べる水墨画

京都府 Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ　ＫＹＯＴＯ　ＣＯＭＰＡＳＳ － Ｗｅｂ集客による国内客増加のための取組の強化

京都府 京都しまうま堂株式会社 1130001058387 来店で花を選ぶ魅力を、オンラインで体験できる受注方法への取組

京都府 Ｍｏｏｎ　Ｇｌａｓｓ　野田朗子 － ＥＣサイト向けガラス工芸品の新商品開発とネットの新規販路開拓

京都府 フォトジェニック － オンライン注文導入＆撮影効率化と出張撮影などの販路開拓

京都府 オーツカ株式会社 7130001014046 １０月始動でＥＣサイトを活用した新規顧客獲得と新商品の販売

京都府 有限会社えんまん 2130002013398 厨房設備導入による新規販路の開拓、商品の品質向上

京都府
株式会社キーストーンマネジメントサービ
ス

3130001058419 非対面型コンサルティングサービスと非対面営業での顧客獲得事業

京都府 合同会社ＨＯＲＩ 9130003006213 野菜ソース販売のためのＥＣサイト作成で販路拡大

京都府 佳耀工房 － ガラス彫刻機を活用して商品のオリジナル化とネット販売の強化

京都府 株式会社畠山商店 3130001057189 ネット、ＤＭを活用したひなまつり商品の新規顧客獲得と拡売

京都府 合同会社茶道体験古都 2130003005865 日本人観光客に向けた町家貸切の茶懐石風点心付き茶道体験

京都府 美松寿司 － コロナの感染症対策として顧客の要望に対応する換気環境の向上

京都府 株式会社浜長 2130001005314 市場拡大及び新市場創造のための浜長リブランディング事業

京都府 株式会社ＤＯＵＢＬＥＦＬＹＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 2130001028414 セルフ受付及び顧客管理システム導入による非対面型受付への転換

京都府 寺町　よしくら － 対面営業に依存している営業の外部販売への転換・販路拡大戦略
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京都府
ゴリラによる人間のためのバナナジュー
ス

－ 働く人の元気の源に！こだわりバナナジュースを企業に届ける

京都府 株式会社アイトーン 3130001058542 「ブレンドコーヒーを作るＷＳ」が自宅で体験出来るキットの開発

京都府 河村食堂 － テイクアウト用の厨房拡大工事とｗｅｂ予約注文による販路拡大

京都府 株式会社飯田照明 7130001050693 コロナウイルス対策製品ラインアップの開発と販促活動

京都府 株式会社ＳＭＡＲＴ 4130001059738 高級コーティングが可能な自社工場の整備

京都府 株式会社イムラアートジェム 3130001005940 新たな販路の拡大のためのオンライン販売システムの導入

京都府 ｅｌｌａ － 着物素材の和風エスパドリーユシューズでの販路＆顧客拡大作戦

京都府 株式会社ＭｉＡｎ 7130001054876 展示会出展とＥＣサイト活用による新規販路開拓

京都府 テツノイタ － 餃子製造機の導入によりテイクアウト等の販売強化事業

京都府 株式会社ＭＩＹＡＣＯ 3130001053345 ＭＩＹＡＣＯソース・リニューアル販促プロジェクト

京都府 酒酪菜ＨＡＮＡＭＩＴＳＵ － 日本チーズテイクアウト専用スペースの設置による新規顧客獲得

京都府 ８Ｑ　ｇｏｊｏ　ｓｕｉｔｅｓ － 新たな国内顧客獲得と京都産朝食とオリジナル商品のＥＣ販売

京都府 四川辣麺　大 － 新しい飲食店の形で今までと変わらない美味しさを提供

京都府 前田漆工 － インターネットによる独自の技法で作られた商品の販路開拓

京都府 和次元　滴や － 脱対面接客！こだわり動画を柱とした滴やＥＣサイトの売上拡大

京都府 株式会社エミュ・ラクサイ 7130001010128 オンラインショップと連動した、ショールーム型店舗の運営

京都府 ばんけっと － 非接触オーダーシステムの導入を食べログやＳＮＳで宣伝

京都府 Ｔａｔｏ － 昼からコーヒー中心の営業をし、夜はバル中心の営業

京都府 絲わフォトグラフ － 非対面型撮影の為の事務所スタジオ化事業

京都府 株式会社近藤ふとん店 7130001000789 事前にＥＣ快眠カウンセリング導入による対面接客の時短効率化

京都府 インディゴブルー － 新規顧客獲得販路拡大の為のＷＥＢＳＨＯＰ，ホームページ開設

京都府 学び舎５ＥＮ － 「非対面型授業」周知のためのＨＰ構築と広告宣伝による顧客開拓

京都府 株式会社京都インシュアランス 1130001026443 集客のオンライン化と従業員の感染症対策のテレワーク環境の整備

京都府 立ち飲み処ｏｒｉｇａｍｉ － お持ち帰りで安心！ＯｒｉｇａｍｉグループのＨＰへようこそ！

京都府 鈴木　知水 － ＥＣサイト構築を含む、商品販売体制の大幅な強化

京都府 平安風呂敷株式会社 3130001022457 ＥＣサイト及びホームページの作成と新商品開発による販路拡大

京都府 ペガサス松尾夢教室 － オンライン授業の充実よる生徒維持と動画等による魅力拡大・配信

京都府 合同会社ゲンバゴ 4130003005698 Ｗｅｂ会議を活用した既存顧客との接点作りとＨＰ経由の新規顧客獲得

京都府 株式会社ｄｕｏ－ｂｉ 7130001045900 ＷＥＢサイトでのオーダーシステム構築及び卸売りの新事業開始

京都府 ｂａｔｏｎ － ＨＰリニューアルによる自社ＥＣサイトの構築とｗｅｂ広告宣伝

京都府 株式会社ラ・フィーネ 8130001024721 インターネットによる新たな加盟店募集

京都府 いっ福ｃａｆｅ － 「いっ福ｃａｆｅ」インターネット通販事業

京都府 鍼灸のぞえ － オンライン断食と美容メニューで、女性の販路開拓を行う

京都府 有限会社杉浦商店 4130002007233 新製品数点を開発し、販売用のホームページを作製、チラシで周知
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京都府 株式会社にしむら 3130001001551 ＥＣサイトとの連動等による販売促進サイトへリニューアル

京都府 ミック － コロナ騒動を原動力にして来店客層の刷新に挑戦する事業

京都府 円亭 － インターネットを通した販路開拓

京都府 有限会社Ｍｅｄｉｃａｌ　ＳｕｐｐｏｒｔＭｏｍ 7130002021883 医療機関を対象とした広告動画配信サービス事業の運営

京都府 咲たこ － 非対面型お弁当調理キッチンカーで新しい食生活に貢献する

京都府 ばんしょう食品株式会社 6130001046445 弊社ＨＰの新設による小売事業への進出及び販路開拓

京都府 ミルタスベリー － 新たに非対面販売に取り組むためにネット販売システムの構築

京都府 Ｋｙｏ　ｇａｓｔｒｏｎｏｍｙＫＯＺＯ － 彩り華やかなランチＢＯＸの販売とコロナ対策に向けた店舗改修

京都府 しゅん逢　紗々木 － 厳選食材をミシュラン料理人の技で商品化テイクアウト需要の獲得

京都府 株式会社ＣＡＥＬＵＭ 7130001066483 ＥＣ強化及び、自動発送システムの構築

京都府 フカクサ製麺食堂 － ＥＣサイトにより当店自慢のこだわり地鶏の鶏白湯ラーメンを販売

京都府 Ｓｗｉｎｇ－Ｂｙ合同会社 9130003006196 地域企業や居住者宅への自社デリバリー事業の新規展開

京都府 上坂　妙 － 京焼・清水焼の陶板をインテリアに、ネット販売で顧客獲得

京都府 りあん体操クラブ － オンラインレッスンの導入とネット集客による新規顧客獲得

京都府 成板金 － ドローンを利用した屋根・外壁調査・改修事業

京都府 株式会社アイトス 8130001052202 笑顔を届けるキッチンカー事業！

京都府
合同会社アイ・ウェルディング・テクノロ
ジー

4130003003859 非対面型ビジネス導入と新材料の開発による営業活動の積極化

京都府 工房　武久 － ＥＣサイトによるインテリア・記念品・贈答品販路拡大事業

京都府 株式会社北海館 8130001018756 オンラインツアーを実施しコロナ感染を避け外国人の集客

京都府 片岡メディアデザイン株式会社 4130001028156 オンラインでの営業活動による新規取引獲得

京都府 株式会社ＭＩＷＡ 2130001065837 ウイルス対策キットの開発と、対策についてＰＲできるＨＰ作成

京都府 Ｄｒｏｉｔ － 新製品開発とＨＰ作成によるネット販売と予約システムの構築

京都府 有限会社マドンナ 4130002010237 ホームページを作成し、ネット販売を行う

京都府 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｒｏｌａ － 京都／世界文化遺産　空撮ブライダルシネマ

京都府
もり鍼灸整骨院　今出川マッサージ治療
院

－ 先進的治療器を導入した非対面型施術の実現とそれによる販路開拓

京都府 祇園淺田屋 － ホームページ再構築とＥＣサイト販売等による販路開拓

京都府 てんとうむし － 新商品・感染対策トークシールドの販売と、自社ＥＣサイトの構築

京都府 株式会社カージョイント 5130001061387 カージョイントサービスとリモート視乗のＷｅｂでの発信＆集客

京都府 京都の町家宿　三条宿 － コミュニケーションを生かした、新しいセルフチェックイン！

京都府 株式会社革靴をはいた猫 6130001059439 ＳＮＳ活用による出張靴集荷サービス「ＫＡＷＡＮＥＫＯ集荷便」

京都府 ＴＯＲＩＭＵＳＥＵＭ＜ － ＢＯＴＡＮＩＣＡＬ　ＡＲＴ　ＷＡＸＢＡＲ　ＢｔｏＢ

京都府 株式会社ハンディスタイル 8130001065864 京たたみと西陣織ヨガマットの開発で京文化を健康的に世界へ発信

京都府 わのみち株式会社 7130001067531 自社独自メディアを活用し非対面型の人材紹介ビジネスモデル構築

京都府 株式会社茶匠六兵衛 9130001058000 自社ＨＰ、ＥＣサイト刷新を軸にした日本茶の直接販売の強化
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京都府 末澤南海堂 － 模擬刀や高額品のＥＣ販売を取り入れた新規販路開拓

京都府 株式会社高正工務店 1130001052150 ドローンを使った非対面家屋調査サービス

京都府 株式会社エペア 5011201016218 自動換気システム構築等店内環境の整備並びに課題改善事業

京都府 有限会社フットクリエイト 3130002007812 ＳＮＳ活用による販促と非対面型相談・販売で足と靴の悩みを解決

京都府 ＡＴＴＲＡＣＴＩＣ株式会社 9130001065046 非対面型ビジネスモデル転換による全国の顧客への販路開拓

京都府 ペットショップ　川田 － いつものアレをココで買う（通販）＆ご贔屓ペット観察（動画）

京都府 ライフサービス舞鶴 － プリントビジネスを絡めたネット販売事業

京都府 有限会社長谷川巳之助商店 2130002034510 自社サイト構築と設備投資による非対面型販路の開拓

京都府 しらね食堂 － 有人のレジ対応から無人対応への転換と感染予防対策

京都府 Ｋａｉｓｈｉｎ株式会社 8130001066160 京都府北部の食材を活かした商品開発とネットショップによる販売

京都府 昭電工業株式会社 6130001043426 クラウド型ソフトを利用して、リモートアクセス化事業を推進

京都府 合同会社ちきり屋 3130003003372 非対面型ビジネスモデル転換のためのＥＣサイト構築

京都府 足立石材工業株式会社 6130001040919 お客様も安心！ＨＰを活用した非対面受注・提案への転換

京都府 海鮮居酒屋ふじ田 － パン・デザートの新メニュー開発によるテイクアウト事業強化

京都府 市村製作所 － コンターマシン導入によるコスト削減・納期遵守事業

京都府 小林明石土地家屋調査士事務所 － コロナ禍でも拡大する市場を確実に捉えるためのＨＰリニューアル

京都府 ひとひら整骨院 － キャッシュレス決裁端末設置とＨＰ改修、動画学習システムの導入

京都府 ヒサ － テイクアウトサービスの開始

京都府 株式会社インフィニティ 3130001034394 大型出力機による新製品の開発販売と内製化による事業体制強化

京都府 Ｐ．Ｓ．Ｕナイス株式会社 5130001058870 券売機の導入による非対面型接客・決済への転換事業

京都府 インテリアＴＫＪ － 非対面型営業システム付きホームページの構築による新規顧客開拓

京都府 ｓｏｃｉｏｃｒｅａｔｅ － 多肉植物の無人販売及びネット販売の強化事業

京都府 京のええもん － 通販商品の開発と販売するためのＨＰ改修とｅコマース環境整備

京都府 株式会社アップセット 9130001054346 大型装置の内製化のためのホイストクレーン設置工事

京都府 Ｒｅｎｇｅ　～Ｈｅａｌｔｈ＆Ｂｅａｕｔｙ～ － 商品のオンライン販売と抗菌除菌施工事業の立上げ事業

京都府 魚屋さん一心太助 － テイクアウトとキャッシュレス化による感染症対策事業

京都府 Ｈｉｒｏ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ － ＣＡＤシステム導入による遠隔操作可能なテレワーク環境の整備

京都府 合同会社ＳＫＹＷＡＲＤ 7130003005150 非対面型太陽光発電設備メンテナンスの構築による生産性向上事業

京都府 有限会社廣瀬商店 4130002032132 新商品による新たな顧客と市場開拓のための展示会出展

京都府 特定非営利活動法人宮津湾岸研究所 8130005013002 「宮津酵母のパン」サンドイッチのテイクアウトで近場市場開拓

京都府 有限会社グローバル教育研究所 9130002029231 ・学習ソフトによる自宅学習の充実とネットを通じた広報活動

京都府 株式会社ハニーリップス 3130001057206 非接触時短エステ・美容器具の導入で顧客の再獲得

京都府 トムソーヤ　アウトドア　アドベンチャーズ － 業務のオンライン化による生産性向上と動画等による魅力発信

京都府 ＦＵＪＩ整骨院 － 非対面型治療による感染拡大防止の追求
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京都府 株式会社玉川楼 1130001035667 コロナに対応した店舗作りとテイクアウト・宅配の充実で販路開拓

京都府 パティスリー・ペルル － Ｗｉｔｈコロナ！地域食材を活用した新商品開発と新しい販売形態

京都府 黒ウコンジャパン株式会社 5130001048236 「黒ウコンで健康寿命の増進」

京都府 ＴＲＩＮＩＴＹ － 自社ＥＣサイトでＰＢ商品の販売と非対面ビジネスモデルへの転換

京都府 大島香華園 － 季節で選べるフラワーＥＣサイト“ＨＡＮＡ★ＨＡＮＡ”の運用

京都府 そうかいくずは整骨院 － インバウンドからの脱却！新しい生活様式による地域密着型店舗へ

京都府 西洋茶屋　山本 － 客単価アップの為の、テイクアウト商品と新メニューの開発

京都府 株式会社コウヤ 9130001000713 新商品の開発と自社サイトの確立による販路開拓

京都府 有限会社奥田塗装 1130002023340 「業務効率化×コロナ対策で新サービスのＰＲ強化」事業

京都府 株式会社凛 8130001059197 ＥＣサイト「京都生活雑貨」の販促と中国市場向け新商品開発

京都府 学研御所南教室・ＫＴ企画 － ＥＣサイトによる個人顧客への販売拡大

京都府 有限会社カサアンドカンパニー 2130002025971 ＥＣサイト開設及び動画・ＳＮＳ活用による新規顧客開拓事業

京都府 なぎさ整骨院 － 安心できる整骨院に　オンライン併用型施術プランの開始

京都府 有限会社市與 9130002003335 老舗八百屋の生き残りをかけたテレワークと非対面ビジネスの強化

京都府 株式会社ふくなかまジャパン 1130001057257 コロナに対応する、ウェブで完結するオンラインシステムの構築

京都府 岡本造園 － 自社造園ホームページによる情報提供と新たな顧客開拓

京都府 アクロス都市開発株式会社 1130001016840 テイクアウト販売を開始し、「りあん」のお肉を非対面で提供

京都府 アルメックスコーセイ株式会社 3130001013786 ローコスト小型除菌脱臭噴霧器の開発でウイルスの感染防止に貢献

京都府 アンジェリカ － 癒しのオンラインアート教室への事業転換と新規顧客拡大

京都府 有限会社京料理　八清 6130002006992 課題解決のための提案営業と新型コロナ対応の移転改装

京都府 有限会社京料理さくらい 7130002021149 外部環境に左右されない料理や経営　非接触販売で個人市場開拓

京都府 株式会社ｉｅｓ 2130001052240 非対面型オンライン授業と情報化対応による販路拡大事業

京都府 おもてなしタクシー － 京都観光と高齢者に特化したタクシー予約サイト構築事業

京都府 レストラン七番館 － 三密を避けた安心店舗へのリニューアルと拘り野菜のマルシェ事業

京都府 鳥料理Ｋｕｒｋａ － インターネット販売を利用して新たな顧客・販路の獲得

京都府 矢野ユミ美容教室 － オンラインレッスンを活用したトレーニング・指導者育成の開始

京都府 株式会社ビジョナップ 6130001051255 オンラインのセミナー営業で商品の市場・販路・売上を拡大する

京都府 土肥板金工業　株式会社 5130001013082 「展示会出展×ＥＣサイト構築」による情報発信力の強化

京都府 株式会社エム・スタイル 8130001053316 ネイル・マツエク商材のオンライン販売で売上拡大！

京都府 和笑株式会社 6130001047402 インターネット利用によるオリジナルブランドの商品の製作販売

京都府 将月　河原町店 － 焼きたてを真空パックにし将月の味を全国に！

京都府 Ｓｔｅａｍ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － ホームページ開設とネット販売による非対面ビジネスの構築

京都府 株式会社不動産東久 2130001044881 アスリートを活用したＨＰ制作及び体験レッスンのオンライン販売

京都府 有限会社エヴァンタイユ 3130002004834 非対面型営業（通販）と弁当・テイクアウト事業の充実・販路拡大
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京都府 祇をんたかはし － 京都祇園の日本の味を守る。自社ＥＣサイト販売事業

京都府 麺道楽　大 － 京都の卵・鶏肉・米・九条ネギで作った特選親子丼の通信販売開始

京都府 高倉小よこバル － よこバルコロナ対策、お客様の日常に寄り添う外食計画

京都府
合同会社牧　就労継続支援Ａ型作業所
ばなな

5130003006118 廃棄食材のペットフードへの活用とＥＣ販売で地域社会へ貢献する

京都府 ゼッドスリー合同会社 2130003005915 新規個客獲得の為の動画制作と、利益向上の為のサイト制作事業

京都府 有限会社ジャパンパンチ 1130002023745 ＷＥＢ配信スタジオサービスと非対面レコーディング事業新構築

京都府 株式会社京都展仁堂薬品 7130001067440 再生医療に元づいた美容品販売用ＥＣサイト構築事業

京都府 アールズ有限会社 1130002028091 目利きスタッフが推薦。自社ＥＣサイトによる販売促進事業

京都府 株式会社ＢＥＥ’ＺＣＡＰ 7130001040166 安心安全の為の予約機能導入とオンライン美容室としてのＨＰ改修

京都府 株式会社藤田木材 2130001015544 社員全員が営業できる！オンラインアプローチブック制作

京都府 ブーランジェリブロン － パンの新商品開発と宅配サービスを通じた新規顧客獲得

京都府 株式会社フェデュース 5130001031687 ＨＰ製作とＳＮＳを使った新規顧客獲得及びオンライン授業の構築

京都府 築地繁 － オンラインでのカウンセリング、施術指導と新規顧客の開拓

京都府 有限会社磔磔 3130002007416 日本最古級のライブハウスから発信される高品質生配信ライブ

京都府 株式会社京都レントオール 3130001004208 感染防止用アクリルの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

京都府 株式会社アンヒル商事 8120001191430 奥山田観光農園の販売サイトと農家応援プロジェクト

京都府 東寺通れもんぐらす － 京野菜を使用した家庭料理をテイクアウト活用して売上向上

京都府 京都ヴィジターズ － ＥＣサイト立上げよる物販とオンラインにて新規受注獲得への取組

京都府 株式会社ＭＩＴＡＴＥ 6130001055842 バーチャルショッピングと移動販売、予約制営業による売上アップ

京都府 Ｎａｏ　ｂｏｄｙ　ｍａｋｅ － 体幹トレーニング動画の配信およびｋｉｄｓメニューの事業化

京都府 有限会社古代辻が花染研究会 8130002003740 顧客データベースとＨＰを活用した新サプライチェーンの構築

京都府 まくや － 感染防止の徹底に向けた施設環境向上と国内販路から新規顧客獲得

京都府 株式会社キャリアグロー 1130001066571 キャリアカウンセリングのオンライン化による拡販

京都府 岡株式会社 1130001066951 ＨＰリニューアルによるオンライン着物カウンセリングの構築事業

京都府 エステティックサロン　マカリィ － オンラインによるホームエステサービスとＷＥＢ予約システム構築

京都府 Ｒｉｐｃｏｒｄ － オンラインでの遠隔撮影管理システムの構築

京都府 明石玉子焼きの店ハーモニー － テイクアウトデリバリーによる販路拡大と店内非接触環境の整備

京都府 三木都 － ４００年以上続く唯一無二の銘菓「松風」の新たなる挑戦

京都府 ＷＡＴＡＮＡＢＥ － ＨＰによる認知度向上とＷＥＢ会議システムによる業務の効率化

京都府 京都一乗寺もんじ家 － 地域発家庭で楽しめるもんじゃ焼きテイクアウトによる販路拡大

京都府 株式会社ペイントワークス 4130001058797 京都趣味みがき倶楽部専用ＨＰによる非対面販売と指導の実施

京都府 株式会社京都桐箱工芸 2130001046564 桐を活かしたプロダクトデザインとＥＣサイトによる販路拡大

京都府 エスエフピーダイナース株式会社 1130001056589 インターネット販売強化により、全国へ猪一の味を届ける販路拡大

京都府 有限会社浦田工務店 7130002025059 ■地元の優良な物件情報を、なるべく非対面で多くの人に発信する

14 / 82 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

※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。

京都府 京進スクール・ワン醍醐教室 －
オンライン授業と本教室の強みをアピール（広告・宣伝等）し、より広範な顧客
獲得につ

京都府 株式会社京ｐｒｏｊｅｃｔ 9130001060195 テイクアウト事業による店舗近隣住民に対する販路拡大

京都府 わくわくリサイクルアールイー － 非対面型の新たな宅配買い取りシステムの導入

京都府 株式会社リハビテック 9130001049024 新製品開発と安定供給を目的とした生産設備導入とカタログの作成

京都府 株式会社京都サッス 2130001049212 ステンレス小物商品の開発とネット販売の構築及びプランディング

京都府 株式会社芳村石材店 4130001004090 オリジナル商品開発と自社サイト再構築で販売強化と販路を拡大

京都府 花喜屋 － 京都一の感染予防対策宿を目指して！おこしやす花喜屋

京都府 株式会社ピノス 8130001022254 『新システム導入による非対面ビジネスの強化とウイルス対策の徹底』

京都府 株式会社ラムモード 4130001016078 自社オンラインショップを活用した優良顧客と新規顧客の獲得

京都府 株式会社Ｔｏｄａｙ 8130001062317 オンライン販売サイト構築による物販事業の強化

京都府 天然色工房手染メ屋（屋号） － 非対面販売形態へ転換するためのサイトシステム新規構築

京都府 有限会社きのゑ旅館 2130002009776 直予約の利用率をアップさせるためのホームページリニューアル

京都府 スマイルウィズ株式会社 6130001062632 オンラインプロモーション・アパレル用品の非対面販売

京都府 株式会社沢商 8130001008939 珈琲豆販売の販路拡大と昼食テイクアウト事業の事業化

京都府 ジャズライブさうりる － 配信・録音環境を整え、非対面でも良い音での演奏をお届けする

京都府 株式会社リアール 9130001059758 ■自社サイトで物件情報、高付加価値なコンテンツを提供する

京都府 Ｙ．Ｏ．Ｌ．Ｏ　ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ － 新しいプロモーションによる集客とＥＣサイトによるサポート

京都府 株式会社ことのは 7130001057219 ＥＣ販売用の新ブランド商品の追加＆ＳＮＳ活用で新規顧客獲得

京都府 ＱＵＯＮＥ　クオン －
感染対策として受注対面販売の停止から、リモートワークでできるＥＣ販売へ
の業務転換

京都府 和風料理まったく － テイクアウト商品の生産力向上と広告宣伝強化による販路拡大

京都府 Ｒｉａｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － コロナウィルス対策周知とヘッドスパの拡充

京都府 山下登記測量事務所 － 新たな測量方法を確立しＨＰ利用による受注拡大と効率化

京都府 奥川提灯店 － 内製力強化による新商品開発とＥＣサイトによる販路拡大

京都府 有限会社だる満 5130002019500 京のおばんざいとおだしのパッケージ商品開発事業の新規展開

京都府 株式会社ＳＵＶＡ 6130001066352 新たな「旅館朝食」の提案！真空パックで朝食の提供

京都府 グリーンコアテック合同会社 8130003006718 飲食店向け業務用空気清浄機の非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 有限会社アジルモーヴ 6130002023939 完全「非対面型」のセルフ施術ルームを、新たに開設

京都府 観芙 － 京焼・清水焼ブランドである観芙の新商品開発及び販路拡大

京都府 ＫＯＨＡＫＵ－ＧＡＭＡ － ネット販売による陶磁器の販売ルートの確保及びＨＰによる宣伝

京都府 松井酒造株式会社 3130001007318 醸造工程の機械化による一部非対面型の製造及び生産性向上の実現

京都府 株式会社ひしだ 7130001065997 Ｗｅｂ及びＥＣサイト構築による京扇子の販路開拓

京都府 シャーンティＫｙｏｔｏ － 中高生・大人向けオンライン併用英語教室の開講と販路獲得

京都府 株式会社咲花製作所 4130001010683 テレワーク導入による業務効率化のための遠隔操作可能な環境整備

京都府 株式会社松蔭 4130001065281 オンラインシステムによる販路開拓と効率的な人材確保
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京都府 株式会社海空 2130001049014 採用動画に特化した「プロムビ」による新規取引企業獲得

京都府 西里 － 個室での非接触型接客の導入による顧客数・売上の回復

京都府 有限会社グラン・ルーフ 2130002021871 住宅設計のＢＩＭ化で、ＶＲも使った遠隔打ち合わせで効率化

京都府 株式会社京都みえる化デザイン研究所 3130001065092 ＩｏＴを活用したリモートコンサルティングサービスへの新たな転換

京都府 藤井絞株式会社 4130001022332 消費者へのダイレクトな働きかけによる「きもの」販売方法の確立

京都府 インバウンド戦略研究所 － これまでの知見、ネットワークを活かし、海外企業を対象とした新規顧客獲得

京都府 あかつき写房 － 制作室とスタジオを分離して安全な撮影を提供し、売上増加を図る

京都府 Ｍａｎｓｏｈ － コロナに打ち克つ！元気弁当＆オードブルのデリバリー事業

京都府 有限会社ルームセラピー 5130002024194 安心安全な講座環境整備とサブスク販路開拓のためのｗｅｂ強化

京都府 株式会社Ｂ．Ｂ．Ａｄｖｉｓｏｒｓ 9130001037730 オンラインでの日本文化体験

京都府 有限会社ＹＧＢテック 1130002025717 振動式選別機導入による外注依存脱却と新規顧客開拓を行う

京都府 株式会社地球人クラブ 8130001021628 クラウドサービスの活用による販路拡大及び非対面化営業の確立

京都府 天然酵母パン教室ＹＵＫＡＲＩ － ＳＮＳマーケティングの強化と動画関連サービスの構築

京都府 株式会社未来 4130001008760 オンラインショップの開設

京都府 株式会社ネクストクリエイト 5130001062740 オンラインショップの開設

京都府 咲くＬａｂｏ － 在宅ナレーション業務販路開拓と少人数講座スペース新設

京都府 株式会社天庄 1130001046318 地域に特化するデリバリー安定供給に向けた設備投資

京都府 宮谷自動車工業株式会社 7130001038598 無人ショールームの設置及び非対面型接客手法の開発

京都府 美容整体ｍａｋａｎｉ － 小顔調整を自宅でやっちゃいましょう！

京都府 Ｂｏｎ　ｍｏｍｅｎｔ（ボンモーメント） － 夜のお店に特化した移動式レストランを開業

京都府 プラススター合同会社 2130003005279 オンライン・テレワーク化に対応した住環境へのコンバージョン

京都府 株式会社コートレットフーズカンパニー 5130001055001 テイクアウト販売メインの店の開店による販路開拓と生産体制強化

京都府 大神拳 － リモート道場の開発、ＨＰ改修等による新規生徒募集・売上拡大

京都府 西香 － 車での引取来店に対応する「中華料理コースドライブスルー」事業

京都府 Ｌｕｍｉｅｒｅ　Ｉｒｉｓｅｅ － 商業複合施設で非対面でのセルフホワイトニング新事業！

京都府 ＦＡＳＣＩＮＥ － オンラインでの商品開発、販路拡大、システム導入による顧客管理

京都府 株式会社Ｌａ　ＡＳＵ１ 3130001066009 対談系ＹｏｕＴｕｂｅｒの非対面式リアルタイム動画配信

京都府 Ｔａｉｊｉｒｏ　Ｉｓｈｉｋｏ　Ｄｅｓｉｇｎ － インターネットを活用した新規販路開拓

京都府 ファーウエスト有限会社 1130002011403 非対面型オンライン商談・面談を組込んだサイト制作

京都府 有限会社ゼン 8130002014135 ネット販売の強化及び新型コロナ対策を乗切る新サービスの展開

京都府 ヒュペリス － Ｅラーニング学習が可能な販路開拓目的を含むＨＰ作成

京都府 京郷インターナショナル － 越境ＥＣサイト構築と輸出に強い新商品開発による海外販路開拓

京都府 祇をん郁佳 － オンラインラウンジとネット販売とネット事前予約システム導入

京都府 株式会社季縁 5130001066592 着物ドレスの海外向け販売、およびオンライン販売の強化
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京都府 有限会社ヒトミ工芸 6130002009203 自社サイト新規作成によるアクリル板等のネット販売開始

京都府 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー 8130001045164 新店舗のテイクアウト事業促進

京都府 ライフイズアート － 非対面での消毒消臭サービスの実施による販路拡大

京都府 ＸＬＶ　ＳＯＣＩＥＴＹ株式会社 3130001056653 富裕層の一般消費者に向けたＥＣサイトでのワイン販売事業

京都府 幸代 － オンラインラウンジサービス実施によるオンラインへの販路拡大

京都府 株式会社雅食品（ハルバン） 3130001042612 焼肉弁当、テイクアウト販売サービスの開始

京都府 株式会社コニシ 3130001010627 超音波溶着機と加工相談用ＷＥＢサイトの導入で新規販路開拓

京都府
株式会社マリーングループホールディン
グス

5140001107858 新たなサービス提供方法の確立と販路拡大に向けた研修室の整備

京都府 京うまれ　ごはん日和　烏丸丸太町店 － 地産地消メインのテイクアウト専門店オープンに伴う集客施策

京都府 株式会社エス・ケイホーム 5130001061825 テレワーク用プチリフォームの販売とオンライン営業の導入

京都府 三条占いスポット・志龍館 － ＨＰを窓口にオンラインシステムを使った授業・鑑定

京都府 ふれあいの宿　田中荘 － ＥＣサイトの構築とインターネット集客の強化！

京都府 Ｃａｃａｏ　Ｍａｇｉｃ／カカオマジック － 講座のオンライン化と新商品開発による新規顧客獲得

京都府 たかや印房 － ＥＣサイトと印刷システムによるバランスのとれた経営体質強化

京都府 ちよかわ接骨院 － プロが教える！家にいながら健康な身体づくり！

京都府 有限会社ナガノ精巧 7130002027468 打錠機消耗部品販売を本格展開するためのウェブを使った販売促進

京都府 株式会社ｅｘＡｇｅｎｔ 4130001058624 高機能レーザースキャナを活用した大規模３Ｄスキャンサービス

京都府 串揚げとワイン　おりじん － コロナを追い風に！テイクアウトと高価格コース料理の開発。

京都府 株式会社社鳥清 4130001021862 鳥清ブランド食品の新開発とテイクアウト・通販の取組

京都府 ソメ・オリ・ＣＲＥＡＴＥ・さかい － 自社サイトでの西陣織販売拡大と広告宣伝及びブランディング

京都府 広瀬直子 － 英語教室のリモート化＆オンライン翻訳事務所開設による販路拡大

京都府 キッチャン有限会社 4130002021606 新たな商品提供方法の確立と更なる販路拡大に向けて

京都府 西村里美建築設計事務所 － オンライン住宅相談を行うことができる自社ＰＲを含むＨＰ作成

京都府 京の帯処西陣屋 － 帯のオンラインイベントの開催及び動画を利用した販路の開拓

京都府 アーネスト進学塾 4030001135441 オンラインで非対面型学習を強化！コロナに負けない塾経営！

京都府 株式会社ＡＦＬＯ・ＸＬ 1130001051904 テイクアウトメニューを新規開発しＥＣ機能付ＨＰで販売事業

京都府 楽食酒　我ん家 － 新店舗の運営及びテイクアウト商品の開発による新規顧客開拓

京都府 千炉利 － 老舗フグ専門店の味を届けるＥＣサイトとＨＰ作成による販路開拓

京都府 太陽都市開発株式会社 5130001008396 ネットを通じて特許取得のバリアフリー浴槽の普及拡大を目指す。

京都府 シンキ接骨院鍼灸院 － スマホから簡単予約！根本治療で皆を元気に！

京都府 株式会社ＭＲＣ 1130001058412 介護脱毛サービス及びオンラインカウンセリングの開発・展開

京都府 アイ・アーティスト － 遠隔からバーチャル協議を行う京町屋等のリフォーム

京都府 ＤＳ＋ＣＡＦＥ － テイクアウト・デリバリー需要へ対応した売上向上への取組

京都府 株式会社矢野畳商店 7130001064875 商談の非対面化と畳の新たな魅力発信で新規顧客獲得
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京都府 ＹｏｎａＹｏｎａ － テイクアウト用「紳士・淑女のプリン」販売

京都府 株式会社らくデザイン 5130001037593 「飲食ビギナー」に向けての店づくりを応援するデザイン事務所

京都府 株式会社万感 8130001044694 新たなＨＰ開設とオンライン化による地域創生事業への本格参入

京都府 有限会社ハロー 7130002014680 “オゾン除菌済み”クリーニング事業

京都府 サクシード・パートナーズ株式会社 7130001060544
士業・コンサル向けオンライン講座の開設～事業承継プロフェッショナル養成
講座～

京都府 イノチノコト － 企業のオンライン研修事業及びオンラインセッション事業

京都府 テクニカル京都 － 新たな生活様式を視野に動画配信サービスの導入

京都府 ハイギヤード － カーエアコンサービスステーション導入による内製化

京都府 Ｓｅｒｅｎｉｔｙ － オンラインカウンセリングと養成講座への転換

京都府 坂本　由加子 － ＨＰの作成と非対面型ビジネスへの転換

京都府 愛青工務店 －
光触媒コーティングによるウイルスの不活化の新事業を非対面型営業により
実施

京都府 株式会社おおきに料理店 6130001064463 販路拡大大作戦。

京都府 割鮮烹主夜桜 － 名物マグロ握りと低温調理炭火焼きを採用したテイクアウトメニュー開発

京都府 ＳＴＵＤＩＯ　ＢｉＮＤＵ － 主力プログラムの非対面ビジネス転換とＥＣサイト構築

京都府 たなべ米穀店 － 新たな販路拡大のためのＥＣサイト再構築と新商品の宣伝

京都府 株式会社醍醐正 2130001017846 新しいキモノの装い方でつながる新たな消費活動

京都府 合同会社クラフト旅 9011003007808 ドローンを活用した映像制作・配信とオンライン体験の開発・販売

京都府 アクエリエル京都 － 新商品開発による新規顧客獲得とＥＣサイトの活用による拡販

京都府 モッソ合同会社 9130003002542 動画でわかる販売促進ｅラーニングサービス

京都府 株式会社コウヨウ測量設計 7130001039646 上下水道工事向け測量特化を強調した非対面営業完了型ＨＰ作成

京都府 伊藤直子一級建築士事務 － 遠隔ロボットを使用した非対面式木造耐震診断事業と動画教材作成

京都府 コスモエンジニアリング株式会社 8130001034514 見積機能・ＺＯＯＭ商談予約機能を搭載した非対面営業サイト構築

京都府 ＭＡＲＵＥ － 顧客同士を非対面にする為の店舗拡張、感染症に対する安全確保

京都府 有限会社フクオカ機業 3130002002862 ネット動画を通じて人気工場ツアー！試作品のネット販売開始

京都府 株式会社ＦＡＢＵＬＯＵＳ 8130001067019 京都の建物の健康を守る完全非対面建物診断サービスの実現

京都府 株式会社ＲＡＫＵＳＨＯ 5130001061362 オリジナルブランドのＥＣと映像の製作によるプロモーション事業

京都府 クレア合同会社 4130003003958 オンラインセミナーとＥＣの併用による美容・健康ビジネスの拡大

京都府 ゆっくり － ゆっくりマイペースにセルフリラックス＆オンラインスクール事業

京都府 有限会社じん六 1130002003870 ミシュランの評価を得た蕎麦粉と蕎麦打ち技術をＥＣで日本全国販売

京都府 株式会社ドゥオモ 5130001035713 ネット通販での集客を増やし、実店舗の売上減少をカバー

京都府 アドファーマ株式会社 6130001062194 経皮吸収型機能性化粧品の自社商品開発と自社ＥＣ販売体制の確立

京都府 猫カフェＴｉＭＥ － 店内改装による新顧客獲得とアプリ開発による予約システム構築

京都府 江野行政書士事務所 － 非対面ウエブを活用した公正証書遺言専門特化ＨＰ制作

京都府 有限会社京家商事 1130002009793 ＷＥＢ飲み会ブース設置工事含む店内改装工事
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京都府 有限会社富屋 9130002004060 店舗の余剰スペースを利用し漬物から派生するこだわりの食品物販を行う

京都府 テアニン株式会社 9130001045205 商談のＷＥＢ化および有機宇治抹茶の自家製造による魅力創出

京都府 鳥響 － フリフリクリッカー機設備導入による業務効率化と新メニュー開発事業

京都府 マイクロシグナル株式会社 3130001033677 次世代光センサーの開発

大阪府 株式会社アスナロカンパニー 7120901032949 ネットやＳＮＳを活用した新規顧客獲得及び新たな見積方法の確立

大阪府 ＤＪＡＮＧＯＴＲＡＮＳＦＵＳＩＯＮ － ホームページの刷新及び、ネット販売による新規顧客開拓事業

大阪府 Ｍｏｏｎ　Ｒａｂｂｉｔ － 非対面小売販売強化のホームページ作成

大阪府 株式会社色彩カーサ 6120901027594 リアルからオンライン講座への転換・非接触型セルフ教材の開発

大阪府 ダーク － 新商品開発とネット販売で非対面型ビジネスの構築

大阪府 北新地　わか芽 － オリジナルポン酢をネット販売！全国に販路拡大し、売上増加！

大阪府 ＣＯＬＯＲ合同会社 5010703004044 オンライン通販とテイクアウト・デリバリー専門店でコロナを打開

大阪府 寛ぎ管財株式会社 3120001191344 オンライン学習塾の授業配信スタジオ整備、及び広報活動

大阪府 田村昌和総合調査事務所 － ライブ配信を活用した新商品実用化及び実演販売による顧客の獲得

大阪府 村田味噌株式会社 7120001021836 ホームページの改修・ネット販売・リーモートシステム構築

大阪府 株式会社ハッピークラフト 4120001173977 高品質でスタイリッシュなレギンス事業の立ち上げ

大阪府 パラシフト合同会社 2120003014941 飲食店の非対面型コミュニケーションの構築

大阪府 スパイスキューブ株式会社 5120001211455 植物工場産野菜の全国流通を担うＥＣサイト構築

大阪府 ゲストハウスｃｏｍｏｄｏ － 完全非対面型営業で販路開拓、売上喪失阻止計画

大阪府 株式会社ＳＤカンパニー 8120001166614 コロナに対応した店とデリバリーで、安心感と顧客拡大を図る

大阪府 株式会社チェリッシュ 4120001122876 接客動画でネット通販初心者の新規顧客を取り込む！

大阪府 株式会社ＦｏｏｄＳｔｏｒｙＪａｐａｎ 3120001203297 キッチンカーを通じたシェフの活躍推進と地産地消の拡大事業

大阪府 有限会社ディーツー 5120002041505 Ｗｉｔｈコロナ時代のデジタルサービスの開発とＷＥＢでの販売

大阪府
Ｏｔｈｅｌｌｏ　ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ（オセロプロモー
ション）

－ ライブ動画ＬＩＮＥＬＩＶＥ配信・録画動画ＹｏｕＴｕｂｅ配信

大阪府 株式会社ふどう住宅 3120001218824 ＷＥＢオンライン商談システムで非対面型ビジネスの構築

大阪府 株式会社フレンズ 9120001193599 子どもの英語教育用品販売サイト制作

大阪府 株式会社朝日山洋服店 5120001037132 学生服のインターネット販売と学校販売のハイブリット型

大阪府 株式会社Ｍ．Ｓ．ＦＡＣＴＯＲＹ 5120001212156 ｗｅｂ市場の商品撮影・動画編集と自社サイトでの新規顧客獲得

大阪府 有限会社レイヤード 2120002068170 新規顧客開拓とクラウドＩｏＴを活用したスタジオ業務リモート化

大阪府 サダクロ － 演奏動画配信と動画作成サポート。少人数貸し切り営業。

大阪府 株式会社シャテーヌ 1120001125551 大きいサイズのホームソーイング向けネットショップで収益拡大

大阪府 焼肉マダン － デリバリーサービスの本格導入と店舗改装による集客力向上

大阪府 株式会社ＮＯＷＡＹＳ 8120001161086 非接触型歌唱指導システム「教室ｄｅリモート」プロジェクト実施

大阪府 株式会社ＨＡＲＤ商会 3120001163681 防水工事など建設事業者によるＹｏｕＴｕｂｅ動画広告への新たなチャレンジ

大阪府 ＳＴＥＰ　ｕｐ　ｓｔｙｌｅ － オンラインサロンのシステム導入とＥＣサイト構築による販路拡大
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大阪府 有限会社ＫＡＺ 8120002019663 串かつデリおやじの串や新世界店

大阪府 ゲストハウステンロク － 脱インバウンド依存！国内向け販路拡大と非対面型サービスの充実

大阪府 株式会社ティーケーコーポレーション 7120001226261 新規顧客獲得のための非対面ＥＣサイト構築及び展示会開催

大阪府 スパイスカレーまるせ － テイクアウト窓口の設置とメニューの開発

大阪府 株式会社Ｊｓａｎ－Ｓｔｙｌｅ 4120001211877 企業と求職者をつなぐ独自人材紹介メディアの構築事業

大阪府 株式会社グローウィンオール 6120001215959 オンライン型　水まわり　お悩み相談。

大阪府 株式会社関西安食フーズ 2120001214221 ＷＥＢ会議システムとホームページでの惣菜とアンテナ店強化事業

大阪府 株式会社アトラクティブ 6120001122486 シワ取り特許ヒアルロン酸をすばやくお届けするＥＣサイト

大阪府 うさぎカフェ － うさぎ愛好家に向けたテイクアウトによる販路開拓

大阪府 ｎａｉｌｓａｌｏｎＥｌＣｌａｓｉｃｏ － ネイル以外の非対面サービスを増やし新規顧客獲得。

大阪府 天満橋ボクシングジム － 男のアンチエイジング！パーソナルボクシングトレーニング

大阪府 トラットリア　リネアセッテ － 真空機導入によるテイクアウトの高付加価値化、作業効率の向上

大阪府 旨い料理・旨い酒じょうじ － テイクアウト＆オンライン販売で「じょうじ」の名を広めよう！

大阪府 Ｒｅａｌｉｚｅ　ｔｏｔａｌ　ｓａｌｏｎ － これからのサロンの在り方と新規開拓と新規顧客の取り組み

大阪府 ＢＡＲラフテル － 顧客ニーズと強みを活かしたテイクアウトの実施とインフラ整備

大阪府 木村・永田法律事務所弁護士永田竜也 － 情報共有ツール活用による非対面型ビジネスの推進事業

大阪府 合同会社ヨガスタジオマイ 5120003013899 女性の心身をサポートするヨガ教室が本格オンライン化に取り組む

大阪府 株式会社日本フード 1120001022195 ネット受注、配達を活用した学生食堂の運営

大阪府 印刷タイムス株式会社 4120001074837 オンライン展示会で繋ぐコロナ禍の印刷産業のビジネスマッチング

大阪府 Ｌｕｃｙ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｗｏｒｋｓ － 感染症対策時間短縮により予約取りこぼしをなくす店内床改修工事

大阪府 株式会社森の印刷屋 9120001104242 デザイナーが活躍する販売ホームページ作成とテレワークの実施

大阪府 ネイルサロンｖｉｔａ － 非対面・非接触セルフメニューの拡充で売上アップ！

大阪府 とんかつの店みやこ － こだわりのトンカツと素材を生かした新規メニューで新規顧客獲得

大阪府 串勝ややまちゃん － テイクアウト型ビジネスの導入とそのメニュー作り、チラシの配布

大阪府 有限会社ヒコ・イン・パッション 7120002038012 免疫アップを狙う特殊加工ウェアの開発と新規顧客獲得

大阪府 サザンヘルム・パートナーズ株式会社 7120001120852 非対面型オンライン商談・面談を組込んだサイト制作

大阪府 らーめん賛平 － テイクアウト・デリバリーサービスを通じた顧客獲得

大阪府 一二三屋 － 店舗型テイクアウト専門店として新たな販路開拓事業

大阪府 有限会社コス企画 7120002060453 一枚板オンラインオーダー家具販売に伴うＨＰ・ネット通販を展開

大阪府 小料理ともか － テイクアウト商品取扱開始と顧客の安心感向上の為の改装とＰＲ

大阪府 株式会社トゥルージャスティスレヨン 9120001169277 インターネットによる動画配信やエンドユーザー向けての販売事業

大阪府 ＳＰＯＴ‐ＨＯＲＩＥ － 新規顧客獲得のためのＨＰ作成及びオンラインスクールの導入事業

大阪府 有限会社ベストライフ 7120002010243 新しいビジネスの開拓、非対面での営業活動と広報戦略

大阪府 株式会社カンラボ 6120001125927 ＨＰのＷｅｂチャット対応型への転換と感染症対策ＰＲ事業
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大阪府 宿カフェＣｈｅｌｓｅａ’ｓ　Ｒａｉｎｂｏｗ － コラボグッズと通販サイトの制作で売上、宿泊予約増加を目指す。

大阪府 有限会社花月堂 8120002026643 ネット販売強化のため細菌を低減する製造工程変更と新商品開発

大阪府 株式会社コレクト 5120001182275 セントラルキッチン導入による生産性向上とコロナ影響回避計画

大阪府 前田紙器株式会社 7120001010995 業務用ＥＣサイトを構築、購入客を潜在継続顧客リストとして活用

大阪府 株式会社トリニティーエステート 3120001176931 非対面のｗｅｂ申込、決済機能付きサイト、ホログラム誘導看板の導入

大阪府 しなやかライフ研究所 － 女性を対象としたお金の知識と判断力向上講座のオンライン化事業

大阪府 株式会社ＴＯＫＩＡ 6120001139844 無添加ドレスソースのＥＣサイト構築と非対面型ビジネスモデル

大阪府 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　華美 － 低糖質ｃａｆｅが提供する高齢者宅配弁当・ネット販売事業

大阪府 コロンビアエイト　上本町店 － テイクアウト・デリバリーサービスを通じた顧客獲得

大阪府 まつうらしんきゅう － 新規患者様を開拓するためのオンラインによる問診及び健康相談

大阪府 グレフル鍼灸接骨院 － 医療機器導入による業務の効率化と感染リスクの減少

大阪府 藤崎　絢菜 － 感染予防対策のとれた安心安全なサービスを提供する仕組み作り

大阪府 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｒｅｎｅｅ － 安心感と魅力を訴えるＨＰリニューアルとオンライン販売の導入

大阪府 株式会社蓮花食品 5120001199154 デリバリーと通販の開始による中国麺「リャンピー」の販路拡大

大阪府 ｌｏｔｔｉ － 大人の男をディレクションするヘアサロン「ＴＨＥ　ＳＭＩＴＨＳ」

大阪府 有限会社ＴＭクリエイト 5120002060653 ミセス向けの衣料品及び雑貨品のインターネット販売

大阪府 リスニングセンターＯｓａｋａ － 新顧客販路拡大のため動画配信での非対面ビジネスの構築

大阪府 Ｂｒｉｃｋ － 自動ヘアドライヤーの導入による非対面で安心空間づくり

大阪府 株式会社シンコー 8120001139066 Ｗｅｂマーケティング活用で販売代行事業の規模拡大を目指す取組

大阪府 有限会社魚竹蒲鉾店 9120002010687 真空包装機増設による新たな催事販売スタイルへの移行

大阪府 ね音（ねおん） － 大阪北新地でソウルフードお好み焼きテイクアウト事業

大阪府 タケウチ行政書士事務所 － コロナに負けない！建設業特化型サイトとＬＩＮＥで非対面集客

大阪府 株式会社ビーグループ 7120001188709 ＢｔｏＢマーケに特化したサイト構築と広告運用型非対面営業計画

大阪府 株式会社細胞工学研究所 6120901017975 新商品の開発及びＨＰ改良による新規顧客獲得及び販売方法の改善

大阪府 株式会社ＲＩＴＡＲＭ 8120001227052 非対面でのコンサルティングが可能なシステム構築とツールの強化

大阪府 トータルリペアスキンズ － 非対面モデルへのホームページ改良と高品質のための塗装設備更新

大阪府 株式会社リサインズ 6120101052666 非対面商談に伴う簡単問い合せフォーム・コロナ対策新製品開発

大阪府 クレセント － 乳幼児音感教育『リトイク』の動画配信事業

大阪府 泉北スクエア株式会社 4120101049730 非対面による感染対策の新メニュー開発及び広報

大阪府 株式会社エイチアイシー 4120001115905 コロナ禍対策による非対面リモート営業活動の実施

大阪府 有限会社竹宝コーポレーション 2120102006534 国内ＥＣサイト向け新商品販売事業～誰でも手に取りやすく！！～

大阪府 株式会社スパーク 5120001118790 お洒落なプリント柄のエコバッグのネット販売事業

大阪府 ｇｒａｃｅｆｕｌ（グレイスフル） －
オンラインパーソナルトレーニングをさらに認知してもらい、新規顧客を獲得
する

大阪府 Ｔｓ鍼灸＆フィットネス － オンラインパーソナルトレーニングによる新規顧客獲得事業
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大阪府 山本紙業株式会社 9120101007378 詰め合わせＢＯＸで海外発送する新しいＥＣサイトの構築

大阪府 ａｎｄ　Ｂ － 新メニューを新たにつくり生産性向上に取り組む

大阪府 村田畳店 － 新商品の開発およびＥＣサイト開設による販路の拡大

大阪府 メナードフェイシャルサロンＫａｒｏｌｉｎａ － オンラインで提供する「おうちエステ」による化粧品販売事業

大阪府 株式会社ニアエスト 8120101060551 美容商材のネット販売と理容シェービング・ネイル事業の新規展開

大阪府 やきとり大吉百舌鳥梅町店 － 第二第三波を見据えたテイクアウトとデリバリーによる顧客開拓

大阪府 どん太郎 － うどん、そば、てんぷら等でのテイクアウト商品での新規顧客獲得

大阪府 ボーカル教室ＳＯＵＬＦＵＬ　ＶＯＩＣＥ － 在宅勤務可能な自宅防音室、及びオンラインレッスンの導入

大阪府 株式会社ＨＯＵＲＩ 1120101056746 アパレル製品の半オーダーメイド形式によるネットでの受注販売

大阪府 キシダ事務用品株式会社 9120101001851 ＷＥＢと実店舗を通じ新旧多種多様な文房具を提案紹介し販路拡大

大阪府 株式会社郷田商店 9120101022336 機械製とろろ昆布の内製化事業

大阪府 有限会社ハット企画 4120102011367 新規事業「動画制作編集事業」による新規顧客の獲得

大阪府 安藤工業 － 「ネット打合せシステム」の導入による販路拡大戦略

大阪府 株式会社ＳＹＡＫＳ 5120101050068 オンラインの総合自動車サービスで新規客の獲得＆感染対策強化

大阪府 Ｍｉｗａ　Ｖｏｉｃｅ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ － ナレーション収録のリモート化

大阪府 ひびこれ － 感染防止対策店舗と高齢者宅配弁当事業構築による販路開拓

大阪府 株式会社笑笑堂 7120001173834 ドローンとデザイン技法活用の新提案事業と新規顧客獲得

大阪府 寳船 － 韓国料理テイクアウト販売「ほうせんオモニのおべんとう」

大阪府 こどもカフェ － 非対面式での料理教室と養成講座、講演会の実施

大阪府 海鮮居酒屋　膳のすたいる － ネットを通じた新規顧客獲得と非対面型で提供する販路開拓事業

大阪府 ホームマート　南大阪店 － ポータルサイト利用によるオンライン事業

大阪府 ＳＡＮＴＡＳＡＮ － テイクアウトによる非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 吉田鍼きゅう院 － 外に出たくない、でも施術は受けたい。あっ！オンラインがある！

大阪府 満マル堺東駅前店 － テイクアウトによる非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 堺まちクリエイト株式会社 4120101053996 非対面型ビジネスモデルへの転換とコロナ対策

大阪府 ＷｉｎＦｉｔ － 「ＷｉｎＦｉｔ魅力伝えるＷＥＢ戦略」

大阪府 アイ・ローズ － コロナによるテイクアウトと安心安全な利用が可能な店舗改修事業

大阪府 ホリケン設備 － 遠隔打合せ拡充及びキャリアガス配管獲得推進プロジェクト

大阪府 昭吉建設株式会社 8120101048803 接客業向けコロナ対策専門リフォームパッケージのプロモーション

大阪府 株式会社つーる・ど・堺 1120101027747 堺・古墳みやげの紹介動画で顧客を開拓する動画ＥＣサイトの作成

大阪府 Ｗａｔｅｒ　Ｎａｖｉ － 映像のオンライン配信事業の開始

大阪府 宇宙っ子クラブ － オンライン化事業　販路開拓事業

大阪府 ｆｌｏｖｅｒｓｅ － 自社商品開発及び販路開拓による新規顧客の獲得

大阪府 ヘアーメイクビリーブ － 密を避けた空間作り安心安全な高単価サロンへの転換
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大阪府 株式会社オートプラザ近畿 9120101022971 板金塗装のネット見積りシステム構築と来店促進の為の環境改善

大阪府 Ｍ．Ｗ．Ｍ － 自社ブランドキャンプ用品のネット販売促進事業

大阪府 有限会社ケイツー 2120102016748 動画撮影　動画編集　動画配信事業　配信コンサル事業

大阪府 ＳＷＥＥＴ　ＤＲＥＡＭＳ － 女性向けブログカスタマイズパーツのオンライン販売事業

大阪府 株式会社キムラ 7122001001917 テレワーク環境整備による家具製造販売の業務効率化と販促活動

大阪府 大阪ソーイング株式会社 5122001008385 オンラインオーダーシステム（ネット販売）と店舗拡充で販路拡大

大阪府 色彩ペイントホーム株式会社 5122001032476 ホームページリニューアル、ドローンによる新規顧客獲得

大阪府 石井企画 － キッチンカーによる移動販売事業の展開で地域住民に笑顔のお届け

大阪府 味地歩心 － ＥＣサイトで食を通じた楽しさを自宅で堪能

大阪府 株式会社ます山 1122001006764 大阪の名産を活用した弁当のデリバリーサービスによる売上拡大

大阪府 おうちＣａｆｅチャトラン － ネットを利用した自社商品ブランディングと新規販路・顧客獲得

大阪府 永田工務店 － オンラインブースの設置、ＨＰ作成による新顧客へのアプローチ

大阪府 株式会社オフロード 9122001033330 非対面式に「強みを見える化」するためのＨＰ及び販促品作成事業

大阪府 株式会社喜久幸堂 1122001001476 三密を避けた予約システム導入とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 Ｔｅｒｒｅ　Ｊｏｕｅｒ株式会社 8120001133143 ダイビング・スノボのネット販売、座学のオンライン化と店舗化

大阪府 株式会社ＧＡＩＡ 2120001134147 新生活様式に対応した映像配信とオンラインレッスン

大阪府 合同会社Ｎｅｏ　Ｈｏｂｂｙ，ｓ 3120103003372 介護でＧＯ！安心安全と、夢を届ける介護タクシー

大阪府 なつ書道教室 － オンラインで安心・安全楽しめる書道・筆文字・パステルアート！

大阪府 タッタシーテ － ランチお弁当およびテイクアウトの予約システムフォーム採用

大阪府 ごはんａｎｄカフェ　友’ｓ － キッチンカーを活用した、販路拡大・開拓・社会貢献・地域共生への取り組み

大阪府 有限会社アイフコンピューティング 1120102007426 オンラインレッスン導入による生徒確保と新規エリア拡大

大阪府 銘菓の里井づつ － パンフ配布・ＨＰでの宅配事業。コロナ禍での非対面販売の強化

大阪府 Ａ３Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ － 【新型酸素バーナー開発による売上拡大プロジェクト】

大阪府 有限会社シンメ 8120902010465 内製化を図り良質で多様な製品の低価格少ロット製作を可能にする

大阪府 株式会社Ｂｉｖｉｏ 7120901017339 新規客層獲得に向けての認知度上昇及びテイクアウトの導入

大阪府 金の穂銀の水高槻店 － 新たなお茶漬け通販セット商材の開発と販売

大阪府 エステサロン　Ｒｅｐｏｓｅ － ホームページの活用と感染症対策に関する事業

大阪府 星野亭 － 新商品の開発と販路を開拓し感染症対策を講じ新規顧客獲得する

大阪府 株式会社花舞 9120101061128 海外向け通販とホームページ作成による販路開拓と信用作り

大阪府 総合サービス脇井 － 近隣住民、高齢者向けテイクアウトとデリバリー強化事業

大阪府 鍼灸あん摩　咲楽治療院 － 自社ホームページ作成によるオンライン講座開設での新規顧客開拓

大阪府 株式会社昔造り辻茂 5120101047147 ～昔なつかし菓子で繋ごう和の心～通販システムの構築

大阪府 有限会社中庄谷フーズ 3120102024304 居酒屋のノウハウを活かしたパンと弁当惣菜テイクアウト事業

大阪府 株式会社ａｔｅ 4120101048501 Ｗｅｂサイト改修でエコ雑貨の販売と新規顧客獲得
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大阪府 刺繍工房あさは － 業務用刺繍機での新製品開発とＥＣサイトを使用した新規顧客獲得

大阪府 鳥魚彩菜みのや － 北海道直送素材を使った商品の安心・安全によるテイクアウト事業

大阪府 東洋計装株式会社 5120101057658 画像処理機材、ソフト導入によるロボット画像処理遠隔操作

大阪府 薩摩地鶏炭火焼あすか － 新商品開発によるデリバリーの販売強化事業

大阪府 脱毛＆Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　輝－シャイン－ － 脱毛にエステティックを活用したサービスとネイルチップの通販業

大阪府 ｕｎｐｅｕ － リピーターの獲得と、店舗認知度を向上させるＥＣサイトの構築

大阪府 ラベンダー － オンライン活用による実技講習とローション販売の新規獲得

大阪府 株式会社セレクト 4120101045787 非対面型ビジネスモデルへの更なる転換と業務効率化

大阪府 株式会社ハナブ商店 1120901036212 ＷＥＢ会議システムを核に事前相談強化による安全・安心葬儀事業

大阪府 株式会社マイスター引越センター 5120901016128 ＨＰの大幅リニューアルによる非対面型見積での新規一般顧客の獲得

大阪府 ＭａｒｉａｎａＣＡＦＥ － ライブの撮影・オンライン配信事業で新たな売上を創出

大阪府 ニュー富士 － 「脱！コロナ鬱！お家で外食！ニュー富士をお家で楽しもう！」

大阪府 北部酒販株式会社 3120901001998 「新店移転後の新規顧客獲得ＰＲと新商品品質管理」

大阪府 アースクリーンサービス － ホームページから顧客獲得、ネット活用で業績回復事業。

大阪府 ハッコー山海フーズ － ＥＣサイト開設による通販事業強化による新規顧客獲得

大阪府 株式会社エスケイワークス 3120901043149 「脱コロナ！建築業界の夜明け」非対面型ビジネスへの転換事業

大阪府 ミックコスメティックプラザ千里万博公園 － 非接触新規メニューの設定・ＥＣ作成で新規獲得と顧客の呼び戻し

大阪府 魚翔 － テイクアウト専用ホームページ開設による新規顧客の獲得

大阪府
Ｃｏ－Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　価値共創
研究所

－ 非対面のコーチングへの転換の為、ＨＰを開設し告知集客する

大阪府 季ごころ廣 － お家（うち）で廣の味

大阪府 ＨａｉｒＭａｋｅ＆ＳｅｔＳａｌｏｎ　ＯＬＩＶＥ － 【コロナウイルス感染拡大抑止で新規獲得、顧客の呼び戻し】

大阪府 快眠快腸サロンｐｅｔｉｔ　ｊｏｉｅ － 腸活指導と腸マッサージで不眠とストレスの改善事業

大阪府 穂波町　和豊 － 日本酒を楽しめる非日常的空間づくりとおせち等の販売強化事業

大阪府 株式会社ビロール 4120901033900 ＥＣショップの作成で新規顧客の開拓とスタッフの感染対策

大阪府 有限会社華山 8120902005820 お持ち帰り弁当事業の強化による新規顧客および売上の拡大

大阪府 なないろの森音楽教室 － オンライン音楽教室で顧客獲得！ＨＰ制作＆防音ルーム設置事業

大阪府 たこ春 － セルフ冷蔵庫・個室・テイクアウトによるコロナ対策と顧客獲得

大阪府 有限会社石橋製畳 1120902005265 ネット販売と広告による全国に向けた販路拡大と新規顧客の獲得

大阪府 杉原　良朋 － 「作業時間の短縮と新サービスの提供、及びテレワーク化」

大阪府 サンファーネス株式会社 8120901006555 Ｗｅｂマーケティングを活用したインサイドセールスの強化

大阪府 株式会社エスディシー研究所 2120901017161 ＥＣによるＢｔｏＣ新事業「ベビーフォトガーゼおくるみ企画」

大阪府 アスペルジュ企画有限会社 4120902013199 会員様と目標をネットで共有し、繋りを深め健康寿命を延ばす事業

大阪府 黒船屋 － 新たな販路開拓として、テイクアウト専門店での営業開始

大阪府 アルティスタ － 対面式のエステの施術から非対面の化粧品企画販売への転換事業
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大阪府 ツクリ屋建築事務所 － オンラインでのショールーム見学と家造りセミナー

大阪府 株式会社スタッフインターナショナル 4120901006939 リフォーム事業部の新規事業の立ち上げによる売上拡大

大阪府 株式会社鳥作 9120901034670 ＥＣサイトによる「どこでも鳥作の味を」を販売サービス開始

大阪府 株式会社Ｋａｔｓｕｙａｋｕ 9120901041122 不動産オンラインセミナーによる集客と非対面の新たな販路の構築

大阪府 タイムトラベルジャパン － ライブツアー事業

大阪府 タッチアップ － 音楽とスポーツを愛する人々へ、配信による演奏をその映像と共に

大阪府 サンエス工業株式会社 3120901006502 ＥＣ販売による新規売上獲得

大阪府 ＦＡＳＴＬＡＮＥ株式会社 8120001225758 オンライン商談システムの構築

大阪府 ＰＵＪＡ吹田 － ポスティングとウェブによる店外飲食の顧客獲得

大阪府 野菜カフェポーノ － テイクアウト商品（ドライフルーツや干芋など）の開発・販売

大阪府 有限会社ティ・エス・ユー・プランニング 1120002047943 珈琲ブランドの再構築による催事主体からネット販売への転換事業

大阪府 ＯＮＥ　Ｊａｐａｎ － 純金のふりかけギフトの開発・販路開拓

大阪府 株式会社楽人 8120901032675 寝たきりにはさせないデイサービスの経験を活かした訪問治療事業

大阪府 池田指圧療院 － 療院全体を開放活用し、トレーニング部屋を設置　安心安全な療院

大阪府 有限会社ファーストプランテクノ 2122002016571
非対面型の営業スキームの確立による宅地取引とリノベーションの相乗効果
の発揮

大阪府 株式会社荒井ケース製作所 7122001017649 ダンボールケース製造の営業・商談の非対面化による新規販路開拓

大阪府 株式会社ミオリ 6122001030173 「コロナ禍においても人々の役に立つ新商品の開発」

大阪府 株式会社八尾金網製作所 3122001020466 金網加工の内製化の推進で、需要減を補完する。

大阪府 来来亭豊中夕日丘店 － 店内改装とセルフサービス化による安心安全の提供

大阪府 セン特殊光源株式会社 3120901024322 部品の内製化による移動式紫外線オゾン併用殺菌装置の開発事業

大阪府 合同会社リアン 1120003015511 動画による施設見学を活用したグループホーム営業活動の促進事業

大阪府 ルシェルブルー － オンライン物販・レッスンを軸としたビジネスモデルへの転換

大阪府 ＴＨＵＲＳＤＡＹ　ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ － 木工旋盤機を使用した商品開発とネット販売・小売り事業への参入

大阪府 有限会社サミットリテイリングセンター 8120902021339 オンライン・コンサル＆セミナー・プログラムの開発

大阪府 株式会社ＣＲＡＦＴ　ＢＥＥＲ　ＢＡＳＥ 9120901034118 瓶詰機の導入による自社醸造瓶ビールの製造販売強化事業

大阪府 こどもとおとなの食楽教室なないろ － オンライン講座へシフトチェンジするための研究開発・設備投資

大阪府 ａ－ｔａ－ｓａｎｔ’ｅ － 全国に広げる！低糖質パン・料理オンラインレッスン！

大阪府 株式会社シェルブール 9120901028342 ＥＣサイトの構築と店舗環境改善によるブティックの持続的経営

大阪府 Ｏｒｏ　Ｖｅｒｄｅ － ＥＣ（ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ）強化に向けた、高集客力ＨＰへの改良

大阪府 Ｂａｓｉｃ珈琲 － 珈琲豆販売の新たな仕組みづくり

大阪府 株式会社キタシバ 9120002055245 ホームページを活用した非対面メンテナンス・販売事業

大阪府 炭焼酒場きて屋庄内駅前店 － テイクアウト対応型店舗への改装工事

大阪府 株式会社ｅｌｍ　Ｆａｃｔｏｒｙ 1120901028853 おうち時間を楽しむ「モノ作り材料キット」のオンライン販売

大阪府 有限会社むらかわ製作所 1120002069260 新事業（テイクアウト）に伴う新メニュー開発及び販路拡大
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大阪府 高千穂産業株式会社 6120901024575 ＷＥＢ立ち合いシステムの導入と販路開拓

大阪府 八重山ソバきじむなー － テイクアウト参入とキャッシュレス決済対応による販路開拓

大阪府 有限会社御菓子司富貴屋 3120902017903 老舗和菓子店の宅配と飲食サービスで集客力をアップする取組み

大阪府 スタンダードブックストア合同会社 3120103002779 ネット販売強化とオンラインイベント配信による新規顧客開拓事業

大阪府 リ・ライフカルチャーセンター － 「オンライン講座開設とＷＥＢ広告による新規顧客獲得」

大阪府 味福 － 手作りを生かしてお弁当のデリバリーで新規顧客獲得

大阪府 Ｃａｐｅｌｌａ － 新メニュー導入によるエステ商品・サービスの販売促進事業

大阪府 餃子の勝 － 宅配業社サービスエリア外含む独自宅配の展開による新規客創造

大阪府 ＴＡ教育コンサルタンシー － オンラインで『人間関係の悩み解消と強化を促す』ＴＡの全国展開

大阪府 ＴＡＰＥ’ｓ　ＳＴＡＮＤ － キッチンカー導入による非対面型販売の販路拡大

大阪府 衣裳オキタ － インターネット着物レンタルの事業展開

大阪府 株式会社ＧｏｏｄＨｉｌｌ　Ｒｅａｌ　Ｅｓｔａｔｅ 6120001164982 自社サイト・システム構築による非対面営業力の強化

大阪府 オニツカコウムテン株式会社 9120901037228 インテリアの３６０°画像＆動画配信「ＷＥＢ見学会」の取組事業

大阪府 居酒屋　万 － コロナ対策及び顧客獲得のための清潔感アップリニューアル改装事業

大阪府 Ｈａｐｐｙ　Ｆｉｅｌｄ － 骨盤位置調整の為の補助器具商品開発とオンラインでの販路拡大

大阪府 株式会社ひまわり 1120901033003 リノベーション住宅施工販売のワンストップ化による販路拡大

大阪府 ヘイアドウード － 自宅で楽しめるニット帽キットのインターネット販売

大阪府 株式会社ロッソジャパン 2120901036087 コロナ後に向けてオンラインショップの再構築と通販強化

大阪府 モリジン株式会社 7140001112303 ・除菌と特殊分散液の新型コロナ対策施工による新規顧客の獲得

大阪府 リラクゼーションサロンＮａｄｉａ － 地域初の非接触・非対面型「セルフエステ事業」の展開

大阪府 お食事処ふじた － 店内衛生面強化による安心安全宣言ＰＲ計画

大阪府 洋風ダイニングてつ － 自家製スモークのブランディング化と新商品開発・インターネット販路開拓

大阪府 Ｎｕｒｓｉｎｇ－Ｆｉｔ＋ － パンの製造販売環境の整備、フィットネス事業の予約サイト構築

大阪府 麺屋　ＳＡＬＴ － コロナ感染を防ぎながら販路開拓計画

大阪府 ＴＥ　ｔｅａ　ａｎｄ　ｅａｔｉｎｇ － 食と茶　美味しい時間を届けるオンライン販売とアトリエ

大阪府 Ｆｒｅｌｓｉ － オンライン販売拡充に向けたホームページ並びにＥＣサイトの構築

大阪府 有限会社いしはら 8120102024357 安心してご来店頂けるお店作り～店舗改装とＥＣサイトで販路拡大

大阪府 カーショップガイダンス － ＷＥＢを活用した輸入物販事業による新規顧客獲得

大阪府 七輪焼レストラン花みずき － 真空調理を用いた非対面型商品の開発及び販路開拓

大阪府 株式会社芝山タクシー大阪 2120101059211 非接触型接客への移行と救援タクシー事業の実施

大阪府 マツエクサロンｍｉｎｉ － 「ウェブサイトでのケア商品の販売」

大阪府 ビジョンヨガ枚方 － 少子化解消！幸せな妊娠を迎えるオンライン相談・体質改善事業

大阪府 森川学舎 － 自然豊かな秘境天川村！プレミアムプライベートＢＢＱ！

大阪府 訪問マッサージ寿指圧鍼灸院 － 新たなアロマ事業による新販路拡大とＥＣサイト制作
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大阪府 株式会社恒づね 6120001152211 自社サイトによるテイクアウト事業の販路拡大及び新規顧客獲得

大阪府 株式会社ツルヤサービス 5120001189460 非対面で地域に特化した魅力を発信する新旅行開発事業

大阪府 楠葉ふとん店 － ホームページ作成及びＷＥＢをつうじての販売経路の確立

大阪府 株式会社ライフサービス 3120001160118 旧カラオケボックスのリノベーションによるシェアオフィス活用

大阪府 いちやなぎ接骨院 － 安心の非対面型施術フロアと非接触型治療器設備の導入

大阪府 えむず美容室 － ソーシャルディスタンスを確保した店舗改装とネットでの商品販売

大阪府 ｋｉｒａｒｉｓ（キラリス） － ヨガ・ピラティスのオンラインレッスンを通じた新規顧客の獲得

大阪府 アトリエ・せいら － 限定公開動画を取り入れたホームページを制作し新規顧客獲得

大阪府 Ｍｅｒｃｉ　ｂａｋｅｒｙ（メルシーベーカリー） － パンの自動販売機による非対面販売とオープンカフェテリア

大阪府 スパイス工房　燦 － 当店のスパイスカレーをネット通じ自宅でも食せる販路開拓

大阪府 煮干し拉麺　アンチョビー － 自家製麺を自宅で味わう煮干し拉麺アンチョビーの通販事業

大阪府 訪問美容　Ｔｉａｒａ － オンライン化、サービス充実、新規顧客獲得による売上アップ

大阪府 Ｂｅｌｌ　Ｔｒｅｅ － ＥＣサイトを活用した自社オリジナル商品の販売

大阪府 代替療法研究所株式会社 6120001194559 デジタルネットワークを駆使したＨＰ新生による業務デジタル化

大阪府 ドイツ菓子ハイデ － ＥＣサイトの構築や新商品製作、店舗改装による販路開拓

大阪府 フラワーショップ山﨑家 － ハイクオリティフラワーＥＣサイト“Ｙ’ｓＧａｒｄｅｎ”の運用

大阪府 株式会社原田食品 9120001147167 冷蔵商品から冷凍食品にスイッチ。冷凍商品の充実を図って販路拡大。

大阪府 株式会社ピュア 2120901016361 コロナ感染３密対策による新規顧客獲得と新たな販路拡大

大阪府 株式会社プレスト 1120001157834 自社販売サイトの開設を含めた専門商材のインターネットによる販路拡大

大阪府 株式会社Ｔ－ｉｍａｇｅ 5120001187919 医療分野に特化したホームページ制作運用のブランド化事業

大阪府 かまだプリント株式会社 8120001155526 自社ブランドを拡販する非対面ビジネス導入による新規顧客獲得

大阪府 ＯｒａｌＦｉｎｅ － 非対面型も可能な事業として全国展開による衛生士教育と啓蒙強化

大阪府 バンズエンジニアリング株式会社 9120001189894 非対面型ビジネスモデルによる新規顧客獲得

大阪府 和光本店 － ソーシャルディスタンス店舗の構築とネット通販強化で顧客開拓

大阪府 株式会社浪速建設興業 1122001031878 未曽有の事態を期にインターネット等を通じて新規顧客獲得

大阪府 匠や － 企業向け弁当事業の拡大と宅飲みオードブルの販売

大阪府 ＤＣ　Ｗｏｒｋｓ － オンライン商談を取り入れたリノベーション特化型ＨＰの確立

大阪府 Ｊｕｎｇｌｅ　Ｇｏｒｉｌｌａ － 街を活性化する業務提携と街を盛り上げる全力配信！！

大阪府 Ｅｙｅｓ － 顧客と接点を持つためのＷＥＢツール活用と安心できる店舗づくり

大阪府 Ｂｂ’Ｃｌｕｂ － オンラインでの顧客接点の確保と店舗での更なる感染対策

大阪府 Ｗｉｔｈ　Ｙｏｕ　－２ｎｄ－ － 顧客との関係強化、来店に繋げる為のＷＥＢツール活用

大阪府 ｅｎ　ｂｌｉｓｓ（アンブリス） － 爪育サロンの併設とリモート相談、リモートネイル指導の確立

大阪府 ファジィー － オンラインスナックによる既存顧客との関係強化と新規固定客確保

大阪府 ことの葉 － 惣菜テイクアウト事業の実施と子ども食堂の開始

27 / 82 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

※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。

大阪府 株式会社吉しや 9120101030140 ３密徹底で店内飲食の安心獲得とこだわりのテイクアウト商品開発

大阪府 株式会社小林塗装工業 7120101025191 打倒コロナウイルス！粉体塗装機の導入による事業継続

大阪府 有限会社エムアンドジーキタデ 4120102015517 在庫リスクゼロの非対面型ビジネスの構築と販路拡大

大阪府 ｏｆｆｉｃｅ　ＣＯＮＦＥＩＴＯ － 事業継承した店舗を軸とした新たなビジネス構築の取組み

大阪府 和味（なごみ） － 晩餐会の食材を地元の食卓に。「河内鴨」料理のテイクアウト事業

大阪府 プライベートサロンｍａｍａｔｏｃｏ － ホームページとＥＣサイト構築による新メニューの販路開拓

大阪府 株式会社ハウス・ブリッジ 6120101029607 住宅完成見学会・勉強会による見込み客開拓のオンライン化

大阪府 得正あびこ店 － いつでもおいしい！常備できる冷凍カレーの開発と店内環境の改善

大阪府 有限会社エアーテック 4120102005344 オンライン打合せ導入による販路拡大事業

大阪府 フロール・フェリス － ①レッスンのリモート・少人数化及び②自社ＥＣショップの制作

大阪府 有限会社モリトウ商事 2120902015833 新テラス席増設とエアレジ導入で密を避け集客アップを図る

大阪府 ｏｕｃｈｉｄｅａｒｏｍａ － 感染拡大に配慮した新店舗環境の構築とネットでの新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＮＫＩ 6120001226337 ネット物販事業をさらに非対面にするためのネット仕入れの効率化

大阪府 みのお鍼灸整骨院 －
美容整体（美骨整体と命名）導入とホームページ・チラシを使った新規顧客の
開拓

大阪府 有限会社久國 9120902015661 並ばずに注文・支払ができるオーダーシステムを備えた店舗の新設

大阪府 ＹＳＩ株式会社 5120901022290 リモート相談を活用した男性脱毛顧客獲得とサイト内注文システム

大阪府 ＋Ｃｏｍｆｏｒｔ － ＋Ｃｏｍｆｏｒｔオンライン販路開拓、拡大マーケティング作戦

大阪府 Ｃａｆｅ八曲音 － テイクアウト用新商品開発及びテイクアウト用ホームページ新設

大阪府 よしかわ鍼灸接骨院 － 美容とトレーニングメニュー内装とＥＣサイトでコロナをこえる

大阪府 株式会社Ｓｎａｉｌｔｒａｃｋ 2120001163220 オンライン家庭教師で「やる気」を育む

大阪府 二十四節季の森 － ファン顧客との共創による商品開発とネット販売、オンライン授業の構築

大阪府 レトワール － 免疫効果向上で日々健康に！オリジナルオンライン講座の開発と展開

大阪府 米粉ノンオイルシフォンケーキａｌｌｅｙ － 店頭でのテイクアウト実現のための店舗改装とＥＣサイトの作成

大阪府 Ｃｈｒｉｅ　Ｂｒｏｓｓｅ －
新しい趣味として始めたくなるような新商品開発とネットを通じた新規顧客獲
得、広報事

大阪府 ｙｕａ － 業務の内製化と実店舗を併用し信用度の向上で販路開拓

大阪府 マルゲン技巧 － 非対面型の動画説明と相談システムによる新事業の販路拡大

大阪府 株式会社マルベリー 3120101046571 ＨＰによるネット販売システム構築による販路開拓と新規客の獲得

大阪府 有限会社光明池 7120102025182 非対面による自動車業の新規顧客獲得と販路開拓

大阪府 あーｃｈａとねぇね合同会社 4120103002984 サプライチェーンの毀損を防ぐための配送車両の改造

大阪府 カザマブラザー株式会社 7120101054744 三次元測定機の導入による事業拡大

大阪府 草香 － Ａ）スチコンを活用した調理でメニューの多様化と持ち帰り弁当の販売

大阪府 株式会社フランホーム 9120101046756 非対面営業システム（チャットボット）の導入事業

大阪府 有限会社シビスおくむら 7120102026437 アナログとデジタルを融合させた「大でき」の販路開拓の取組み

大阪府 クイーン美容室 － ヘアサロンでの接触機会を削減する店舗改装と販促活動
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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４回受付締切分）
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※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。

大阪府 株式会社大永製作所 4122001015531 固定費削減の為の設備投資および自社の品質をＰＲ

大阪府
アルク　Ｋｉｄｄｙ　ＣＡＴ　英語教室　鴻池新
田校

－ リスニング専用教室の設置とオンラインによる英語レッスン

大阪府 丸橋株式会社 9122001015964 袋の販売サイト強化による粗利の高い自社製品の売上拡大

大阪府 キャスロックメディカル株式会社 7122001028035 医療器機の滅菌に用いる滅菌コンテナの封印シールの内製化

大阪府 サクラシザーズ － ＢｔｏＢ・ＢｔｏＣ向けシザーのオンライン販売による販路開拓事業

大阪府 有限会社未来 4120102012002 ネットを最大限に活用した明石の海産物の販路を拡大。

大阪府 ｇｌａｓｓ－ｓｔｕｄｉｏＵＮ合同会社 4122003001686 ステンドグラスのネット販売のためのＥＣサイト立ち上げ

大阪府 焼肉やす －
自家製キムチの店頭販売による顧客獲得とダクト改装による飛沫防止安全
対策

大阪府 株式会社杉本事務所 2120001120519 休眠客に対しての宅配とテイクアウトの告知

大阪府 テーゼ総合特殊加工 － 委託加工からの脱却

大阪府 ＮＰＯ法人ＳｉｌｅｎｔＶｏｉｃｅ 4120005019219 どこでも手話で学習支援を受けられるオンライン教育システム開発

大阪府 株式会社ウェイバック 4120001221232 「オンライン営業・顧客管理で単価＆生産性のＷアップ」事業

大阪府 ＦＡＮＣ － フィットネスインストラクター向けの非対面型講座の運営システム

大阪府 プリム － 講座・化粧品のインターネット販売とｗｅｂ広告による売上回復

大阪府 華恋 － 自社サイト制作と「オンライン技術指導」構築による販路開拓

大阪府 Ｔｈｙｍｅｓ　ｎａｉｌ － 非接触型セルフエステ導入による売上アップの取組

大阪府 株式会社バゼーヌ 3120001171008 ＥＣサイトの開設による既存顧客への利便性向上と新規顧客の獲得

大阪府 オーバーカム合同会社 3120003017373 ＩＴによる障害者アート事業

大阪府 北村鍼灸整骨院 － 非接触型の最新設備の導入で、コロナに負けない身体づくりを！

大阪府 東心斎橋　みなみ － 非対面サービス対応！テイクアウト事業の拡大！

大阪府 ハッピーシュガークラフト教室 － スマイルはんこのプチギフト試作開発とオンラインで販路開拓

大阪府 株式会社エターナル 5011601016684 オンラインによる男性の新規会員獲得と会員サポートの拡充

大阪府 まぐろ小屋別邸 － マグロの新商品開発、ネット販売とデリバリーでの新規顧客獲得

大阪府 株式会社宗平 4120101003968 お取り寄せ商品「鴨鍋セット」のショッピングサイト販売

大阪府 創彩和房　阿 － テイクアウトで阿？の味をご自宅で！コロナに負けるな！

大阪府 コサムイ株式会社 9122001029502 ５つ星タイ料理をご家庭で！テイクアウト・宅配推進計画

大阪府 有限会社川﨑鉄工所 1120102020940 老舗鉄工所が仕掛けるバーチャル工場見学による新規開拓

大阪府 ＨＡＫＡＴＡラーメンチカッパ － 売上高の確保を目的とした博多お持ち帰り弁当のＨＰ作成

大阪府 有限会社ブレスワールド 7120002027568 ＢｔｏＢからＢｔｏＣのへ販売方法転換の為のＥＣサイト制作

大阪府 ａｎｎｃｈｅｓｔ － 塚本唯一のメンズサロン「絶対的安心空間宣言」

大阪府 株式会社リレーションズ 5120001197513 動画配信による営業の非対面化と効率化！

大阪府 ＶＡＬＬＥＹ　ＪＡＰＡＮ合同会社 2120003015997 自宅にお届け！「もつ鍋」で家庭に笑顔をプロジェクト

大阪府 日本テイラー株式会社 1120901025025 高機能なコンベヤ洗浄装置の自社開発による国内生産事業

大阪府 足立司法書士事務所 － ホームページ再構築による非対面ビジネス対応テレワーク推進
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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４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。

大阪府 株式会社クオーツ 8120101055287 デザイナーが提供するオンライン相談サービスを介した営業活動

大阪府 キッチン　えんや － 安心と安全のお店。韓国料理のテイクアウト始めます。

大阪府 カフェダイニング麦 － 地域食材がたっぷり詰まった安心安全なテイクアウト。

大阪府 炭焼串工房かんすけ － 自慢の朝引き地鶏の串焼きでテイクアウト始めます。

大阪府 さつきソリューション － リロクラブ会員へのネット営業販路開拓とオンライン研修の開発

大阪府 ラボ　ドーン２２ － 現状改善とコロナ禍に対応できるワーキングモデルの構築

大阪府 フットサロン － ホームページリニューアル及びＥＣ展開による販路拡大事業

大阪府 Ｃ－ａｌｍ企画 － 生産性向上×テレワークで大規模修繕専門事務所の全国展開

大阪府 しまなみふれんちＭｕｒａｋａｍｉ － 自宅で「しまなみふれんち」をご堪能、テイクアウト作戦

大阪府 株式会社驕陽通商 2120001197169 店内改装、業務効率、サービス提供経路の確立による新規顧客獲得。

大阪府 のなか鍼灸整骨院 － 感染症リスクのないオンライン診療へのシフトチェンジ！

大阪府 合同会社ＩＧＣ 6120003017825 光触媒による抗菌コーティングで徹底的に感染予防

大阪府 株式会社ビーニー 4120001195732 どこにいても簡単チラシ作成サポート！

大阪府 水の子関西はるき － ＥＣサイトの構築によるＷＥＢでの販路開拓

大阪府 ＣＡＴＣＨＹ　ＨＯＲＩＥ － オンライン販売の強化＆国内卸から仕入れ宣伝広告の一部へ

大阪府 アンクープル　アングレカム － テイクアウト専門店のニューノーマル

大阪府 喜心 － 自宅で本場両国の味！ちゃんこ鍋セットテイクアウト販売！

大阪府 大和酒販興業株式会社 9120001083767 非対面販売経路の開拓と、差別化を図れる新たな商品開発

大阪府 ｙｏｇａ　ｌｕａｎａ － 中国向けオンラインによるヨガレッスン

大阪府 ＡＣＴＯＮＥ － 西陣織雑貨のオンライン販売導入と自社商品の宣伝・新規顧客開拓

大阪府
特定行政書士・特定社会保険労務士中
村伊知郎事務所

－ 外国専門法務事務所の多業務化とオン・オフ複合環境の構築

大阪府 サンビー工業株式会社 4120001012391 ＥＣサイトによる一般市場向けボディーブラシの販売

大阪府 株式会社ＴＡＤＡＪＵＫＵ 4120001203370 キャリアコンサルタント試験対策に関するＷＥＢアプリ製作

大阪府 水都環境サービス株式会社 8120001225816 展示会出展で獲得した新規顧客に対しオンライン商談を行なう

大阪府 株式会社グランド・ダイニング・セブンス 4120001146586 ウイズコロナ対策プロジェクト

大阪府 お好み焼き　はなまる － オリジナルお好み焼きのテイクアウト＆デリバリー開始！

大阪府 ＡＭＣＧＮＭｅｄｉａ株式会社 3120001213981 コンテンツのオンライン化による顧客維持と開拓

大阪府 有限会社大阪唐木 9120002007873 ＳＮＳ（ＬＩＮＥ　Ｐｒｏ）を活用した販路拡大戦略

大阪府 株式会社ＣｒｏｓｓｒｏａｄｓＭａｋｏｔｏ 3120001194124 自社ホームページ・ＷＥＢサイト制作でオンラインツアー事業進出

大阪府 株式会社オルカム 2120001230318 オンライン受注可能なＨＰリニューアルによる売上確保

大阪府 遊泊・寺田町 － 非対面チェックインシステム導入と民泊から多機能施設に改修

大阪府 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｌｕｃｅ － 「デリバリーの開始とキッチンカーの導入」

大阪府 ＭＪ － オンラインラウンジ開設による新規顧客開拓

大阪府 糀美人 － 岩塩入浴剤バスソルトのネット通販の導入と認知度向上策の実施
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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４回受付締切分）
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※重要
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大阪府 株式会社英知継承 2120901035452 わかり易さを重視した技術教育分野における動画コンテンツ化事業

大阪府 株式会社ゼロン 4120001090990 非対面型ハイブリッド英語講座構築事業

大阪府 ウェブノック － ＥＣサイト構築支援とＷｅｂ業務運営丸ごと受託で売上アップ事業

大阪府 株式会社ＣＵＦＦＩＡ 5120001201828 「支店の全面改装で３密を回避・非対面的メンズサロン開拓」

大阪府 呑み処こもだ － テイクアウト販売の売り上げ促進と新規顧客への発信力の向上

大阪府 メンバーズＫａｒｉｎ －
非対面ビジネス強化に伴う業務効率化と新規顧客獲得へのチラシ作製と販
路拡大

大阪府 株式会社エニシジャパン 5120001194064 月額定額の購買・調達オンラインアドバイザー事業

大阪府 株式会社エーネット 1120001227042 非対面型オンライン商談の為の自社ＨＰ開設　下請けからの脱却

大阪府 長居ひかり整骨院 － オンラインカウンセリングと質の高い自費治療の新規開拓事業

大阪府 カレーダイニングＣｏｏｏ － テイクアウト及び出前を強化した新事業

大阪府 ひまわりカンパニー － 非対面サービス展開のためのＨＰリニューアルと宣伝・広告活動

大阪府 株式会社外灘紅緑灯 4120001106417 テイクアウト用の店舗窓口・注文サイト構築による販路開拓

大阪府 三和グランヒューマ株式会社 7120001008445 オンラインを活用した、新不動産営業

大阪府 ルチアーノ － 冷製デザートのオンライン受注・テイクアウト販売

大阪府 アースリング株式会社 4120001144680 テレワーク環境とオンライン会議システムの構築・整備

大阪府 伸友木材産業株式会社 8120001003552 ＨＰのリニューアルを行い、パレットベッドの販売を開始する

大阪府 ネイルサロンＭＵＵ － ビデオ通話導入による「オンラインネイル教室」への取り組み

大阪府 炭焼酒場ｇａｋｕ － 栄養バランス満点の炭火焼きお惣菜デリバリーＥＣサイト

大阪府 株式会社ほくなん 2120901041665 オゾン除菌サービスの開始とＨＰ・ＥＣ構築によるオンライン強化

大阪府 株式会社かのこ 1120901027327 小ロットでのオリジナル日本製刺繍和柄マスクでの新規顧客の獲得

大阪府 株式会社和田八 9120001123903 練り物の北新地エリア向けＬＩＮＥ等による受注システムの構築

大阪府 肴や － ジェラートの店頭及びインターネット販売による新規顧客獲得

大阪府 株式会社ホンダビジネス大阪 9120101025693 オンライン商談の導入と密を避ける店頭対応スペースの新設

大阪府 ＣＵＴ　ＳＨＯＰ　ＡＦＲＯ － 【コロナ禍にあってもお客様が安心、安全に来られるお店】

大阪府 北摂塾 － 安心のできるオンライン学習塾への変革による新規生徒獲得

大阪府 有限会社アトリエユカ 8120002056095 ＨＰリニューアルによる新規顧客開拓とネットショップ販売の強化

大阪府 株式会社日本衛生公社 8120001093107 『飲食店向け衛生管理』に対応する新サービスを非対面で拡販

大阪府 株式会社ＴＡＩＰＡＫＵ 1120001192880 韓国料理メインの新商品開発とテイクアウトでの新規顧客獲得

大阪府 株式会社あじひと 1120001229947 お弁当の製造体制とデリバリー体制の強化

大阪府 ＫＯＵＫＩ　ＧＬＯＢＡＬ － デリバリーサイト開設及び個室化改装による集客アップ施策

大阪府 カフェレスト　フジワラ － Ｒバーガーブランドのハンバーガー事業を拡大していく

大阪府 ブライダルサロン　ラベリテ － お見合いをもっと身近に！　コロナ禍での婚活支援

大阪府 Ｃｈａｔｏｋａ － 『英国風スコーン』の自店ＷＥＢ販売で来店待ちの喫茶店脱却

大阪府 株式会社フォーツール 3122001025465 自社ホームページの刷新によるＷＥＢ商談の積極化と展示会出展
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大阪府 株式会社エムテック 6122001014382 「プレス用金型システムの自動化による非対面型ビジネスの実現」

大阪府 株式会社セトガワ 4120001044633 商談と工場見学をオンラインで実現することによる新規開拓

大阪府 株式会社ｅ－ＨＡＯジャパン 7120001223936 通販サイトの新規開設と改善活動による非対面ビジネスの確立

大阪府 壱丸ラーメン － ネット通販による新規顧客獲得及び券売機導入による非対面化

大阪府 もつ鍋チャンピオン － 「中食需要」に対応するためのＥＣ事業への販路開拓。

大阪府 株式会社神谷総合設備 8120101023574 顧客層の拡大における広報の改善と非対面サービスの推進

大阪府 ターボラ・カルダ　メルカート － テイクアウト拡大　家族へも安心して買って帰ってやぁ！

大阪府 ｅｙｅｎａｉｌ　Ｍ － セルフホワイトニング機材導入でお客さんをもっとキレイに！

大阪府 石倉美佳 － オンラインでのキャリア相談・話し方講師と在録ナレーター業

大阪府 がちゃがちゃ家 － 非対面型ビジネス　ゴーストレストランの立上げ

大阪府 光井　宏 － コロナに打ち勝つ！オンライン治療家向けセミナー

大阪府 株式会社ｆｉｇ　ｔｒｅｅ 7120001225775 おうち美容で肌質改善を目指せる個別スキンケアプログラム。

大阪府 高槻宗八鍼灸接骨院 － コロナに負けない！オンラインでの顧客フォローシステム構築

大阪府 Ｍ’ｓ工房 － ネットショップを用いたオンラインバルーン教室開催と物販販売

大阪府 Ｌｏｆｔｙ　Ｎａｉｌ －
オンラインカウンセリング×予約サイトの活用で地域密着ネイリストとして販
促

大阪府 和と魚　感と間 － Ｃｈｉｍａｒｉｋｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ

大阪府 季節料理中西 － 【職人が作る日本料理のネット通販による新規顧客獲得】

大阪府 けん蔵 － 心機一転。移転とともに鍋セットのテイクアウト始めました！

大阪府 ｄｅｃｏ　ｏｒｉｇｉｎ － ウイルス・菌の消毒、抗ウイルスコーティングの店舗改装事業

大阪府 あいはら建設 － ホームページで認知度向上と非対面での顧客対応で売上・利益拡大

大阪府 株式会社蛸之徹 6120001066832 自社運営ＥＣサイトで自社商品を販売し販路を拡大する。

大阪府 エスアールディ株式会社 3120101045557 日本国内で非対面型で行う新しい留学のカタチを提供

大阪府 株式会社関西エージェンシー 1120001135534 ＷＥＢ会議システム等で従来営業・仕事の変革による業績拡大事業

大阪府 グランデ － 講座のオンライン化による販路開拓

大阪府 未知株式会社 1120001206673 ＷＥＢ集客力のアップ、オンライン会議の導入で非対面型の安全な企業へ！

大阪府 八剣伝白鷺店 － コロナ禍でも売上を落とさないテイクアウト強化計画

大阪府 佐勘大阪有限会社 4120002030665 『食”のＥＣサイト構築と店舗の有効活用』

大阪府 有限会社Ｋ’ｚ 8120002058281 オンラインおよび動画活用による療法士育成と遠隔相談への転換

大阪府 あさか治療院 － 自由診療の脳梗塞リハビリと自助具販売のＥＣサイトの構築

大阪府 有限会社エヌケイジージャパン 5120002021408 ３蜜を避けつつ換気システム付ミシンの導入と技術・生産数の維持

大阪府 株式会社浅草 9120001073479 高級食材「すっぽん」を家庭でも楽しめるレトルト化する事業

大阪府 ＳＡＫＡＢＡ　ＩＴＣＨ（サカバイッチ） － 酒粕おでんのレトルト販売事業

大阪府 Ｍｅｇ企画合同会社 4120003016465 オンライン環境整備による既存受講者の継続及び新規顧客獲得販路開拓。

大阪府 星のアントニオ － 「安心してご来店いただける店舗づくりとテイクアウト需要への対応」
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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

※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。

大阪府 有限会社南大阪リビング 3120102004652 『新商品の販売のためのＥＣサイト構築』

大阪府 株式会社ティエラジャパン 9122001012581 抗菌消臭商品の開発及びＥＣ販売、サロン予約システムの開発

大阪府 株式会社オオイグループ 9120001161374 オンライン治療専門サイトを立上げて売上向上につなげる

大阪府 オカモト鍼灸整骨院 － 鍼灸整骨院によるオンライン販売で販路拡大と売上アップ！

大阪府 麺や恵 － ＨＰ作成とＷＥＢ　ＰＲでデリバリー販売ＵＰで売上を元に戻す！

大阪府 あかぎ接骨院 － 非対面によるオンライン治療でセルフケアの充実と効率化！

大阪府 株式会社Ｌｉｂｒｅｔｉｇ 6120001212444 非対面通信販売による新規顧客の獲得、感染防止対策の強化

大阪府 ユニバーサルアートミュージック株式会社 9120901033326 【日本で唯一のオペラ対訳本】オンライン販売促進プロジェクト

大阪府 ザ　プラント　プラネットファクトリー － 野良猫の不妊・去勢手術専門クリニック新事業とＥＣサイト構築

大阪府 株式会社美的空間 5120001202512 動画によるカラー診断研修サービスの販売促進と販路開拓事業

大阪府 株式会社ＭＯＳＴ 7120001215306 コロナにも耐えられるＥＣ販売サイトの構築

大阪府 ひら井 － 老舗の味をテイクアウトとデリバリーで非対面にて提供

大阪府 株式会社えどじまん 6120001199558 真空パックによる１人前用のちゃん小鍋（ちゃんこ鍋）の通信販売

大阪府 鶏と鯨　あぶり家 － トイレのバリアフリー改修事業及び非対面テイクアウト展開事業

大阪府 ミライ税理士事務所 － ＨＰでの新規顧客の開拓と非対面型経理サポート体制の確立

大阪府 ＡＭＲＩＴＡ － 新規ＥＣショップ開設しアート作品を全国へ販売

大阪府 幽玄 － テイクアウトメニューの拡充と配送による販路開拓

大阪府 株式会社ラリーフォース 6120001169742 ○非訪問型営業モデルへの転換とＥＣ販売へのチャレンジ事業

大阪府 細野　志織 － アイシングクッキーのオーダーメイド受付ＥＣサイト製作

大阪府 株式会社アドリブ 8120001073868 テレワーク環境整備による感染拡大防止と生産性向上

大阪府 サクセストレーディング株式会社 8120001165525 ビジネスシステムの転換による新規顧客獲得

大阪府 合同会社おおぞら日本語サポート 5120003015540 自社を含む日本語教育従事者へのＩＣＴ導入と利活用促進事業

大阪府 とらの穴 － 安全な中華料理の新商品開発とネットを通じた新規顧客販売

大阪府 いけじり鍼灸整骨院 － コロナ対策、患者様との非接触によるセルフ施術

大阪府 ケムリプロダクツ株式会社 7120001178619 設備投資による新商品開発、ネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＡＷＡＫＥ 5120001210507 コロナ環境下で新たな出会いを楽しむオンライン婚活パーティー事業

大阪府 ＪＩインターナショナル株式会社 2120001198919
テイクアウト事業の強化とウィズコロナ時代に対応した店舗づくりによる売上
拡大

大阪府 ＨＡＬＬ（ハルル） － リフトアップスキンケアオンライン講座、化粧水とクリーム開発

大阪府 山本はり・きゅう治療院 － ネットからの動画集客、情報発信で治療院競争からの差別化に挑戦

大阪府 ｂａｒｃｏ － 新規帽子ブランド立ち上げによるＥＣサイト構築

大阪府 株式会社ＭＡＮＯ 2120901035849 オンラインによる感染症対策非対面ビジネス構築と販路拡大事業

大阪府 カフェ　ザ　プラント　ルーム － ホームページを使ったケーキのテイクアウト販売事業強化施策

大阪府 株式会社ＥＤＧＥ 1120001201716 広告媒体の形が多様化するこれからの広告づくり

大阪府 セーヌ － アフターコロナの環境を考慮したコミュニティスペースづくり
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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

※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。

大阪府 ＮＡＫ － お年寄りのためのバリアフリー工事とテレワーク対応型店舗構築

大阪府 一力餅 － 感染症対策を施した二階座敷の改装と居心地の良い店づくりの実施

大阪府 株式会社ルーツ 2120001142190 サーモカメラで非接触チェックイン対応とお客様のデータ管理

大阪府 ｉｂ　ｄｅｓｉｇｎ － デジタルサイネージの活用に伴うプロジェクターの導入

大阪府 Ｌ．ｉ．ｌ．ｉ．ｏ． － 非対面型問診サービスの確立とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社Ｇ２ 2120001128545 お客様から「まず、目に飛び込むコロナ対策」を

大阪府 株式会社ＨＩＧＨ　ＦＩＥＬＤ 2120901034041 【ＤＭ送付による新販路開拓】と【非対面面談による人材確保】

大阪府 Ｆａｒｍｅｒ’ｓＣａｆｅＭＯＺＵ － テイクアウトとメニュー開発と新規顧客獲得への取り組み。

大阪府 日本チャイルドケア株式会社 3120001204634 遠隔キャッシュレス決済システムによるスムーズな一時保育

大阪府 ふぅふー亭 － 愛情込めた足踏み製法のうどんを全国に届けるＥＣ販売推進計画

大阪府 オリンピア － コロナに打ち勝つ癒しの持ち帰りカレー開発と販売

大阪府 株式会社アイフォーカス 8120001205586 ＥＣサイトを立ち上げ美味しい生どら焼きを全国発送！

大阪府 エクステック株式会社 4120001213188 雨でも仕事が止まらないように新事業参入

大阪府 株式会社アンジェラ 5120101055975 全国を対象としたネイルスクールのオンライン講座のＨＰ作成

大阪府 株式会社光る堂 4120001135085 ＥＣサイトを併設したホームページ開設による非対面型小売強化

大阪府 釜揚げうどん桂ちゃん － お持ち帰り冷凍うどんの販路拡大とデリバリーサービス。

大阪府 有限会社泉北ペットメモリアル 8120102011388 ペットのためのオンライン葬儀の商品化事業

大阪府 フェイス － セルフエステ事業のために店舗改装

大阪府 トラットリアアリア － 真空機とコンベクションオーブンの導入で鮮度・効率・売上をＵＰ

大阪府 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｃａｆｅ　ｏｒｂ － イタリアンデザートのテイクアウト及びインターネット販売

大阪府 ＦＡＩＲ　ＴＲＡＤＥ　ＳＨＯＰ　Ｐａｍｏｊａｈ － ミナミの休業要請エリアから自宅敷地内への店舗の移設

大阪府 一品料理沙來羅 － 店内改装による非対面テイクアウト展開とバリアフリー対応事業

大阪府 株式会社みやび商産 3120001135994 ＥＣサイト構築による「中食」のビジネスモデル確立

大阪府 株式会社Ｍａｄｄｅｒ’ｓ 5120001191879 【テイクアウトの為の設備購入と地域情報誌掲載】

大阪府 有限会社デム・パック 8120002031619 小ロット印刷需要を取り込むためのオン・オフ新規顧客開拓計画

大阪府 天ぷらたろじろう － 家庭では真似できない天ぷらをテイクアウトでお届けしたい！

大阪府 炭焼水七輪焼肉匠たじま － 精肉店開業による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社ＧＭ地所 1120001226003 Ｗｅｂページ作成と改装の非対面化とによる新規顧客の獲得

大阪府 株式会社大阪松風 6120901036455 デリバリーお弁当の開始とＷＥＢ広告・チラシ配布で販路拡大

大阪府 立徳株式会社 9120001215634 テイクアウト専用のＷＥＢサイト構築による新規顧客開拓

大阪府 関西マリン開発合同会社 8120103003491 ハウスボート販売に伴うホームページ及びカタログの作成

大阪府 株式会社ＡＲＸＹＺ 4120901040161 非対面で全国の企業経営者に販売できるオンライン講座の提供

大阪府 居炉鶏鳥 － 器のデザインと動画配信で非対面化の推進と街の魅力発信

大阪府 個別指導塾プレスト － 動画配信による非対面型授業への移行事業
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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

※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。

大阪府 株式会社小林商店 9120001026346 ネット販売、設備導入による新規顧客の獲得

大阪府 ハタケフードコンサル合同会社 3120003014684 弁当・総菜の店舗、ネット予約販売での販路拡大、売上増進

大阪府 御菓子處絹笠株式会社 1120001056466 和菓子のネット販売による販路拡大の取り組み

大阪府 イーエステート株式会社 8120901037360 ウイズコロナを乗り切る安心オンライン不動産相談窓口の構築事業

大阪府 株式会社川原電機製作所 8122001020833 ネットを使用した非対面型変圧器製造・修理・販売の推進

大阪府 まちのおべんと － テイクアウト事業立上げで地元飲食店の活性化と復活を支える！

大阪府 焼肉　本間 － オンラインフードデリバリー、テイクアウト集客化

大阪府 株式会社ＰｒｉｍｅＳｃｈｏｌａｒ 7122001030230 オンラインとオフラインを連携した事業と販路開拓

大阪府 池原　晴美 － ジュエリー動画講座・ネット販売による新規顧客開拓の取組み

大阪府 株式会社セイモズエナジー 5120901035177 ブランティング用サイトを作成して販路開拓！信頼度ＵＰ！

大阪府 福島　桜屋 － 生産者の顔が見えるホームページ並びにＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社関西シニア住宅協会 5120001155090 ネット販売を通じた安全な除菌消毒水提供で人をコロナから守る

大阪府 株式会社ダイエ 2120001005661 【販路拡大の為のＥＣサイト構築】

大阪府 洋食屋 － テイクアウトの拡充と店内換気の改善でのコロナ対策

大阪府 株式会社フローライフ 3120001108455 自社運営による花のネット販売とサービスの向上及び新規顧客開拓

大阪府 ｍｏｙｉ　ｓｔｏｒｅ － ＳＮＳ広告によるＥＣサイトでの顧客獲得と新規取引先開拓

大阪府 千林江山 － 瀬戸内天然鯛を活用した新商品の開発とネット通販事業の拡大

大阪府 ふたば － 非対面接客への移行と新規国内利用者獲得への販路開拓事業

大阪府 南野鍼灸整骨院 － 薄毛育毛ケアの新店舗・ＥＣサイト開設で新販路拡大

大阪府 株式会社フィット・プラス１ 5120101045605 オリジナル家具をＥＣサイトへ全国販売へ！

大阪府 株式会社シンワ・コーポレーション 5120001164273 不動産業に絡ませた抗菌事業への参入と非対面営業へ

大阪府 天悟 － ギフトセット販売用のテイクアウトおよび通販サイトのＨＰ作成

大阪府 オレ流居酒屋角ちゃん － もつ鍋ダシと和風ドレッシングの通販やテイクアウトのＨＰ作成

大阪府 ラコルノミュージックサロン － 安心して音楽を楽しむ為の感染拡大防止対策型、新しい音活様式

大阪府 ＢＡＲ　ａｔｈｏｍｅ － キッチンカー（テイクアウト）事業参入による非対面化の推進

大阪府 有限会社メディツール 1120002057991 コロナ禍における非対面受注システムの構築

大阪府 株式会社ユーデンテクノ 9120001085920 次世代車載蓄電池用電極材の表面処理加工技術開発と販路開拓

大阪府 株式会社大黒屋 6120001150033 「ポイントカードシステム導入」で若年層取り込み強化事業

大阪府 ｅｔ　Ｐａｔａｔｉ　ｅｔ　Ｐａｔａｔａ － ご家庭がビストロに！！テイクアウトで変わらぬ味を楽しもう！！

大阪府 Ｓｕｐｅｒｓｐｏｏｎ － 「ＭＹＤＯＯＲ」を非対面型へ転換し新たな販路拡大

大阪府 辻本靖弘 － 【音楽・映像の配信販売事業】

大阪府 活ふぐ　ふく玄 － 活けふぐ料理のセット販売とインターネットを通じた新規顧客開拓

大阪府 ホシギダブルチキン － 電子看板を活用して映像と音による新規顧客の呼び込みと獲得

大阪府 食べ呑み処おちゃわん － 「おちゃわん」テイクアウト事業開始！近隣のホテルにも配達
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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

※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。

大阪府 ｓａｌｖｉｓ － 『ＥＣ販売サイト構築、店内環境整備でピンチをチャンスに！』

大阪府 株式会社ＷＩＴＨ 7120001121636 「ｗｉｔｈコロナ安全基準」での顧客空間確保ビジネスモデルの確立

大阪府 キャンディポット － 店内換気設備の導入及びネットを通じた集客・販路拡大

大阪府 有限会社アプローズウエディング・ＯＦＥ 3120002056901 Ｒｅｍｏｔｅ　ＬＩＴＴＬＥ　ＭＡＲＹ　ＣＨＵＲＣＨ

大阪府 小田暢子 － パートナーシップを活かしたオンラインで“売れる”仕組み構築

大阪府 ビューティーカッツェ － 予約（来店）～決済（退店）の完全セルフサービスを開始

大阪府 ｗｉｎｄｂｅｌｌ － ３密回避のための店舗改装・及びセルフ美容機器の導入

大阪府 株式会社ばかまじめ 8120101060295 出前の為のキッチン設備工事と店舗改装工事による顧客の拡大

大阪府 九州八豊やせうまだんご汁 － 「やせうまだんご汁」を活用した新商材の開発と販売

大阪府 Ｃ＆Ｅワンネス株式会社 5120101056635 デリバリー・テイクアウトに対応した集客ホームページの作成

大阪府 Ｓ．Ｓｅｎｂａマヨネーズ本舗 － テイクアウトとイートインでの相乗効果を狙った新業態開発

大阪府 有限会社ミチコ・ハウジング 2120002075654 オンライン接客サービス提供に伴うＨＰ作成オンライン決済の導入

大阪府 ＣＡＴ合同会社 5120903001763 非対面の取組みで物件価値ＵＰと物件情報を増やし売上向上

大阪府 株式会社Ｇ・Ｍ・Ｂ 2120901028943 地域を元気に活性化！オンラインショップ構築＆宅配で販路開拓！

大阪府 株式会社をかもと 1122001015121 三大地鶏名古屋コーチンをご家庭で！テイクアウトで新規顧客獲得

大阪府 ステイシー株式会社 7120001207369 チェックインアプリを利用した非対面型チェックインの導入

大阪府 ｇｒａｃｅ’ｎａｉｌｆａｃｔｏｒｙ － オンラインネイルショップの開設と、安心して来店できる店舗改装

大阪府 ＤＩＳ － ＷＥＢを活用した非対面型集客と店舗改装による新規販路開拓

大阪府 株式会社ＰｒｏＡｓｓｉｓｔ 2120901033241 非対面希望でも安心の遺品整理業務の宣伝広告事業

大阪府 有限会社ツジグチコーポレーション 5122002003286 製造直販を活かした、冷凍食品のテイクアウト販売の強化

大阪府 有限会社アルブル 4120002016986 動画、ネットワークサロンを活用したオンライン木工教室事業

大阪府 櫂 － 飲食店におけるコロナを乗り越えるためのＩＴ活用と新規販路開拓

大阪府 フタツキ － 非対面型の商品写真撮影事業

大阪府 魚菜さか蔵 － マルチリンガルタッチ機能付きデジタルメニュー表の構築

大阪府 レイウッド不動産株式会社 8120001217557 オンライン商談システム導入で新商品提案強化

大阪府 ＴＯＰＳＴＵＦＦ － 対面接客時間の短縮と品質の良いサービスを周知させるＨＰ作成

大阪府 白鷺飯店 － バイクを購入し出前エリア拡大！３６年の歴史の味を運びます

大阪府 Ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ　ＲＵＤＯ － 新たな客層を取り込むべく、今こそ自己投資大作戦！

大阪府 ＰｏｉｎｔＢｒｅａｋ － 安心できる換気環境の整備と売上向上のための設備投資

大阪府 オペレッタ５２ － 当店名物、鴨餃子のお持ち帰りと通販サイトを１つにしたＨＰ作成

大阪府 株式会社ｃｏｔｅｎｗｏｒｋｓ 1120901019200 物販・ソーイングルームの拡充と洋裁・編物キットの新商品開発

大阪府 タナベ治療院 － ＨＰ活用で新規患者獲得と新たなサービスの構築

大阪府 Ｈｏｍｅｓａｌｏｎｓｔａｒ － 新規店舗での感染症対策、レジ無人化！

大阪府 オデット － Ｗｅｂ会議システムを活用したオンラインレッスンの実施
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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

※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。

大阪府 ＳＬＥＥＰＹ － 非対面で受講できるお子様の睡眠改善オンラインプログラムの構築

大阪府 おちゃわん － テイクアウトを中心としたメニュー作りと店内環境整備へ！

大阪府 株式会社スージーラボ 7120001177777 「家族の思い出」を残すオリジナル商品直販の為のＥＣサイト改善

大阪府 照島音響 － ３密を避けた管理運営施設のオンライン内覧の構築

大阪府 ビューティスタジオＫ － ＺＯＯＭ等オンラインを活用したダイエットコースの新設

大阪府 株式会社西岡防水工業 6120001152665 最新の防水工事＋塗装工事をネットで紹介し、非対面営業へ移行

大阪府 株式会社Ｄｒｅａｍｅｒｓ 8120001161276 若い女性をターゲットにした商品開発、ＰＲ・ネット販売戦略

大阪府 株式会社アビリティ 2122001028221 オンラインスクールによる販路開拓と感染防止のための来店強化策

大阪府 株式会社ヤマト産業 7122001007815 自社ＥＣサイトで新規顧客獲得。ＰＯＣ関連商品の販売事業

大阪府 株式会社クイーンハンズ 3120001154631 新しい生活様式での「おうちｄｅセルフストレッチ」新規顧客開拓

大阪府 ＣＨＩＬＤ　ＣＨＡＲＭ － オリジナルＴシャツ商品開発

大阪府 合同会社ｗｉｎｇ　ｉｔ　ｌｉｆｅ 9120103003846 ホームページを作成し、ネット広告とチラシによる集客を行う

大阪府 ＲＩＯ　ｂａｌｌｅｔ　ｓｃｈｏｏｌ － オンラインによるバレエレッスンの開始

大阪府 ジニアス株式会社 4122001032997 非対面型オーダーグローブ受注システムによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社上原 3120001188497 商品発注機能付きＨＰの構築による野菜剥き物、惣菜の直接販売

大阪府 羽原功峻税理士事務所 － オンラインで顧問作業の効率化・コスト削減

大阪府 ＮＯＯＮ＋ＣＡＦＥ（ヌーンプラスカフェ） － インターネット活用で新規開拓　楽曲・アパレル販売＆ライブ配信

大阪府 チャイニーズカフェゆめや － ＥＣサイトで全国に通信販売進出を行う

大阪府 株式会社ｆｕｎｗｒｉｔｅ 2120001198670 おうちで串かつ！おうちで２度漬け禁止！！

大阪府 株式会社増村人形店 4120001089629 ＥＣモールへの出店と自社ＨＰ改修による商圏の拡大

大阪府 株式会社じろう 1120101027524 インターネット販売で新規顧客の獲得を図る

大阪府 緒方建設 － 自社のホームページを利用した非対面営業と求人募集の有効活用

大阪府 スピリカ － ＬＩＮＥを活用した顧客限定の非対面販売への新規取組

大阪府 有限会社オフィスティ・エヌ 4120102023503 新規メニューの導入とＥＣサイトで長く美髪を楽しむ

大阪府 株式会社ＤＡＮＤＹ 5120101058532 新たな販路開拓による地域の在宅・ＯＴＣ薬品への取組み事業

大阪府 カービングライフプランニング － カービング技術のオンラインレッスンサービスの新規導入

大阪府 五十嵐不動産株式会社 7120001202080 ＶＲ内見システムと自社メディアを中心とする販路拡大

大阪府 株式会社ＨｏｍｅＱｕｅｓｔ 7122001032383 自社メディアを中心とする販路拡大

大阪府 株式会社ＫＲＣ 6130001050141 コロナ禍でもＥＣサイトで売上創出＋決済対策

大阪府 まるつね鮨 － 出前とお持ち帰りを拡大するための広報活動の強化

大阪府 株式会社石原商店 4120001022366 ＢｔｏＢ強化とＢｔｏＣ展開に伴うサイトリニューアルで販路拡大

大阪府 北の工房株式会社 2120001200510 ＥＣサイト制作による自社企画商品販売による販路開拓

大阪府 株式会社ＡＧＡ 7120001203624 安心してサービスを利用して頂く為の設備強化と新たな施設作り

大阪府 株式会社ジェネルー 4122001032717 安心して食事できる環境作りで新規顧客獲得と常連さんを守る
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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

※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。

大阪府 ＳＴＡＲ　ＧＡＴＥ（スターゲート） － 三密防げる朝までバー！オンライン飲み会がバーができます！

大阪府 ウエハラ不動産鑑定 － 自社サイト立ち上げと情報発信による販路拡大と業務の効率化

大阪府 株式会社Ｕｎｕｓｕａｌ 4120001224623 オンラインピアノレッスンとウェブサイトによる新規顧客の開拓

大阪府 株式会社アサイン 6120001104138 「インターネットを用いた各催事の配信化」

大阪府 エルソル － 宅配、移動販売とネット予約で攻めの経営を展開する

大阪府 株式会社堂島民芸そば　しのぶ庵 1120901020736 本物の蕎麦の美味しさを届けるためのＥＣ販売推進計画

大阪府 月山 － テイクアウトでも店内で食べれる味をお届け

大阪府 香辛薬麺 － 自宅で簡単調理！香辛薬麺の持ち帰り担々麺による新規顧客開拓

大阪府 株式会社まんねん 3120001096444 デリバリー商品開発のためのリモート会議の導入とネット広告活用

大阪府 パール株式会社 2130001048247 ピンチをチャンスに！ゴルフレッスン・リモート化事業

大阪府 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ｅ　ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　Ａ　Ｌａ － テイクアウトメニュー広告宣伝強化と店舗看板設置で認知度向上

大阪府 有限会社エムエーツーユニオン 8120002065963 希少豚「長崎芳寿豚」のとんかつテイクアウト強化による販路拡大

大阪府 ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｄａ　ｃｉｒｏ － コールドプレスジューステイクアウト向けＷＥＢ決済・設備の導入

大阪府 株式会社ティワイディ 7120001195416 ホームページ新設による非対面で商談、新規顧客の獲得

大阪府 株式会社太陽テクニカ 5122001004186 コロナ時代を生き延びる実効性改革と成長できる新戦略の実施

大阪府 株式会社フレイアクリエイション 2011001058925 オフラインとオフラインの連携強化によるネット販売構築

大阪府 株式会社ナニワやきいも本舗 3120001195626 ＢｔｏＢ市場を切り拓く生産体制づくり

大阪府 有限会社川口商店 4120002002929 Ｗｅｂページのリニューアルと動画ＰＲで売上回復と新規顧客獲得

大阪府
ホリスティックアロマセラピーサロン　ｆｌａｎ
ｃｙ

－ セミナー、講座等対面を避けられる事業内容のオンライン化推進

大阪府 Ｂａｒ　Ｗ － ソーシャルディスタンスを逆手に取ったオンライン接客導入

大阪府 株式会社ＣｈｏｕＣｈｏｕ 5120001201877 セルフ脱毛で売上ＵＰと新規顧客開拓

大阪府 有限会社ライフステージ 3120002076750 非対面取引システムを導入した物件内見や遺品整理相談サイト構築

大阪府 学志館 － 授業のオンライン提供並びに、デジタルサイネージによる広告

大阪府 ＵＴＹ通信 － 製品の認知度を向上させ非対面型販売促進ＥＣサイト構築。

大阪府 有限会社くわはら動物病院 6120002011036 往診やＬＩＮＥ相談による非接触型獣医療サービスの拡充

大阪府 ｓｔａｎｄ － コロナ禍におけるニーズに対応し非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 鉄板焼き　こたん － 安心、安全な無添加で作られたペットフード販売

大阪府 ＢＡＲ　ＡＬＢＥＲＯ － 本格イタリアンパスタのテイクアウト用のＨＰ作成

大阪府 バルバラ － 日本近海高級天然魚の個性的料理とワインのデリバリー事業

大阪府 相生ビル株式会社 3120001073071 ＺＯＯＭによるオンライン接客システムの導入

大阪府 Ｔ－ＢＯＤＹ － オンライン指導用Ｗｅｂページ作成とコロナ対応型店舗への改装

大阪府 有限会社ラクジャパン 5120002039326 販売チャネル多様化のためのネットショップ構築と新商品の開発

大阪府 株式会社イーシーオーｄｉｎｉｎｇ 8122001033827 ＥＣＯでブランディング。選んでいただけるお店に

大阪府 風味鶏 － テイクアウトの開始及びデジタルサイネージを活用した集客
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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

※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。

大阪府 株式会社Ｍ．Ｏ．Ｎ 9120001174459 ネット通販サイト上で行う、似合うアクセサリーの新たな接客方法

大阪府 エンジェルキッス － 新しい生活様式にあわせた美容室をつくり、新しい顧客を獲得する

大阪府 整骨院ＳＡＲＡ － 患者と接触しない水素吸引の治療機器による施術事業

大阪府 株式会社フォレスタ 6120001222963 今後の成長基盤となる自社での出前＆ネット販売システム構築

大阪府 榮屋海苔店 － 海苔カフェとネットカフェ。ニュー榮屋海苔店。

大阪府 ヘアーアンドスパヴォーグ － 移動式シャンプー機の導入と間仕切りで感染の緩和を強化

大阪府 小料理酒家ばくろう － おうち居酒屋に対応できるネットショップへの挑戦！

大阪府 株式会社昆北 3120001223485 オンライン＆オフラインで行う広報戦略と販路の開拓、売上回復

大阪府 株式会社セブンスディレクション 1120001139469 新商品の開発とクラウドファンディングへの挑戦で新規客獲得

大阪府 合同会社サイネスト 9120003012088 非対面型システムの構築による集客とセミナー用ＨＰ作成

大阪府 スタジオａｇｘ － 新規顧客開拓に向けた屋外型オープンエアスタジオの開設

大阪府 共栄金型株式会社 6120001146972 商材の動画と工場のウェブ見学を活用したＨＰによる非対面型販促

大阪府 遊歌 － コロナからのＶ字回復を目指す！老舗スナックの新たな取り組み

大阪府 傅氏国際株式会社 3030001130402 非対面型モデル転換への取り組み

大阪府 株式会社ＦＰＩ 8120001172810 多様な技能を持つ職人無料登録・施工作業マッチングサイトの運営

大阪府 株式会社ミルプロジェ 3120001133998 マスクケースのＥＣ販売と販売促進事業

大阪府 株式会社アンドグロー 3120001211837 日本人、少人数客取り組み及びテイクアウト事業の拡大

大阪府 スマイル行政書士事務所 － 「オンライン相談」による新たな非対面ビジネスの構築で販路開拓

大阪府 ガラムダイニングス － 通販用カリーの製造及びＥＣサイトによる非対面販路拡大

大阪府 恵 － デンバシステムを利用したヘルシー揚げ物料理の開発とネット販売

大阪府 キイハンター － おにぎり・創作弁当のデリバリー、テイクアウト事業

大阪府 ダンサエテルナバレエスタジオ － オンラインバレエレッスンで新規顧客を開拓

大阪府 ジョニーのからあげ大池橋店 － 顧客嗜好の変化を見据え、持ち帰り＆配達業態へリニューアル

大阪府 株式会社サンクス・モア 3120001000488 ＨＰでの新規顧客開拓と徹底した販売現場の感染予防対策

大阪府 株式会社エヌエスイーエデュケーション 7120001173784 ＰＣ修理ノウハウを活用し、ＥＣサイトで中古ＰＣを販売する事業

大阪府 龍德翅 － 新しい生活様式への対応改装とウェブによるテイクアウト販売強化

大阪府 株式会社ＬＩＦＥ　ＢＲＩＧＨＴ 4120001202166 シニア向けに特化したホームページの作成とオンライン接客導入

大阪府 株式会社ソニエ 6120001171351 きものドレスの商品化とネット販売を中心とした売上獲得

大阪府 芦屋トレーディング － ネットショップの機能強化とＳＮＳを活用した集客

大阪府 株式会社テクニス 2120901038694 ３Ｄプリンター導入でデジタル化、感染症対策と生産性向上を

大阪府 ｐｒｉｖａｔｅｓａｌｏｎみな美 － 美容室のホームページ開設による販路拡大と非対面対応

大阪府 有限会社セイロモータース南大阪 7120102016025 どこからでもオンライン見積と安心・安全レンタカーサービス

大阪府 ペガサスライフサポート株式会社 5120001226643 「オンラインによる、コロナ対応システムの構築」

大阪府 ｍ．ｓｍｉｌｅ － Ｗｉｔｈコロナ対応のためのテイクアウト事業開始による売上アップ！
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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

※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。

大阪府 株式会社アクティホーム 5120901028791 動画広告によるオンライン相談の告知で新規顧客獲得

大阪府 星未来工房ＡＬＯＨＡＨＯＫＵｓｔｕｄｉｏ － 自分の学び方を選択できるよう、オンライン教室を行う。

大阪府 合同会社Ｓｕｎはーと 2120903001601 利用者満足度アップのためのオンライン相談窓口開設事業。

大阪府 有限会社中村工務店 2122002011416 ＩＴコンテンツを利用した新規顧客獲得とテレワークの実現

大阪府 緒方造園株式会社 5122001032030 ＨＰ作成と非対面型の商談で安い！の中にも想う力

大阪府 株式会社エアーテックシステム 8120001104029 設計・積算のテレワーク環境の整備と下請け脱却の足掛かり構築

大阪府 薬膳ＢＡＲＰｏｔｉｏｎＳｔａｔｉｏｎ － 新商品開発・販売、店舗の席数増加・換気機能向上に伴う内装工事

大阪府 蓬莱薬局 － ＥＣサイト・ＡＩチャットを導入し薬局をより便利で身近な存在に

大阪府 ＲＥＭＥＲＣＩ合同会社 9120103003185 物販での起業家向けセミナー事業のための非対面営業チャネル強化

大阪府 蛸源 － 配達事業の開始と新商品の広告による販路開拓

大阪府 重成　健二 － 非接触サービス開始で、「完璧・安心ランドリー」ＰＲ事業！

大阪府 株式会社肉の松阪 1120001150277 【コロナ禍で伸びるテイクアウトの宣伝広告】

大阪府 無限フードサービス株式会社 1120001182452 人気ラーメン店の味を自宅に届けるＥＣサイト構築事業

大阪府 靴修理かわごし － 非対面型靴修理ビジネスモデルの構築

大阪府 東邦鋼業株式会社 9120001013096 鋼材販売サイトをリニューアル！利便性向上で第３の販路確立！

大阪府 関西システムサービス株式会社 7120101043904 住宅リフォームのオンライン相談体制の確立とチラシによる宣伝

大阪府 株式会社トゥ・ギャザー 5120001120755 ゴルフウェア卸売り業者が取り組む非対面型ビジネスモデルへの転換事業

大阪府 有限会社ハブ硝子 4122002009821 特許技術を活かして新分野へ進出！ペット位牌の製造販売事業

大阪府 ベストブックス － ウェブを通じたデジタル図書システムの販促と動画での書籍紹介

大阪府 小波津整体院 － 神経筋無痛療法のオンライン診療導入による売上拡大

大阪府 豚の貯金箱 － テイクアウトに必要なウェブサイトのＳＥＯ対策とその取組み

大阪府 ＥＣＥＴＹ　Ｊｅｗｅｌｒｙ － 修理のためのレーザー溶接機の導入

大阪府 川口精版印刷株式会社 9120001009490 １００年企業を目指し、自社での商品一貫生産で顧客満足度アップ

大阪府 真光株式会社 7120001212229 販路開拓のためのＥＣ導入と店鋪ＷＥＢサイトの開発

大阪府 株式会社エム・ユウ・ティ 4120001075942 ＨＰを活用した大規模修繕見込み客の獲得

大阪府 合同会社ユーエステートムコ 5120003015318 非対面型及び在宅オフィス対応ＩｏＴマンションインフラの構築

大阪府 キタのみかん － 宅呑み対応のテイクアウト商品開発とＥＣサイトを利用した販売

大阪府 ファンファーレ － 非対面型ビジネスモデルの構築・内装工事による感染対策

大阪府 ＡＴＴＲＡＣＴＩＶＥ．Ｋ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ － 非対面営業促進と非接触イベント開催に伴うスタジオ環境整備

大阪府 株式会社エーダッシュ 2120001154938 農家と個人が直接購入できる産直ネットショップの新規事業

大阪府 株式会社田中安工業所 6122001004838 インターネット上の展示会開催など、ホームページ拡充計画

大阪府 有限会社肉のマル福 7120902017156 ギフト商品の開発とＥＣ販売の構築

大阪府 日清工業株式会社 5122001005762 「メッキ再生」と「めっき工房」の非対面型ダイレクト販売計画

大阪府 うつわｃａｆｅハリス － バラエティーＢＯＸのテイクアウトとギャラリースペースの普及
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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

※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。

大阪府 長原朱美 －
ＨＡＣＣＰ制度を取り入れた厨房機器の導入及びイタリアン弁当のデリバリー
サービス

大阪府 有限会社エディ 4120002064457 インターネットでの集客、オンライン授業の販売、物販等の自動化

大阪府 串焼き狄淡路町店 － デリバリーとテイクアウト作戦からＧｏｔｏ　ｅａｔ活用へ

大阪府 アイエヌジー株式会社 3120001170488 コワーキングスペース［ＯＳＡＫＡ　ＣＡＳＴＥＬ　ＷＯＲＫ　ＰＬＡＣＥ］

大阪府 シーナリージャパン株式会社 3120001173235 インスタグラマーを活用したＥＣサイトの再構築

大阪府 エマーブル経営法律事務所 － リアルとオンラインの併用による新規顧客開拓計画

大阪府 てっぱん食堂　小松家 － テイクアウト対応のための設備を増強し、更に看板でＰＲ

大阪府 ＨＩＲＯＦＵＭＩ　ＦＵＪＩＴＡ　ＣＯＦＦＥＥ － 自社ＥＣサイトの構築によるオンライン集客アプローチ

大阪府 まごの屋 － 「朝専門のお店がお昼のデリバリーとテイクアウトで新規顧客獲得」

大阪府 小薗悠子 －
ケータリング事業での品数拡大及び、感染防止対策をとった「立食フレンチ」
の店舗開発

大阪府 串カツえんび － テイクアウト串カツの業態追加でおうちごはんにも楽しみを！

大阪府 株式会社松葉堂商会 2120001206598 コロナ禍に対応する通販事業効率化とデータ活用分析による新展開

大阪府 有限会社縁髪路 8120002068438 オーガニックサロンのＷＥＢ美容カウンセリングサービスの導入

大阪府 フリマルシェ － 新・売上管理システムによる非対面型店舗運営の導入とＨＰ開設

大阪府 株式会社双葉設備興業 3120001006287 テレワーク環境の整備による仮想拠点創出と直取引開拓

大阪府 株式会社北野商会 4120001212974 非対面型のコンサルティング・教育サービスの開発と販売促進

大阪府 大徳木管工業株式会社 1122001004470 自社木工技術を活用した知育玩具開発とネット活用販売戦略

大阪府 特定非営利活動法人　日芸福 6120005020868 「糸と絵」の商品を自社生産のサービスに転換するための事業

大阪府 ラミ － お手頃価格でお手軽予約！快適な貸会議室の提供

大阪府 旬彩アメリア － コロナウィルス対応型店舗への改装とＨＰ立上げ新規顧客増加事業

大阪府 Ｃｏｕｌｅｕｒ　ｄｅ　ｍｏｉ － オンラインスクール事業に係る新規事業展開

大阪府 竹内商事株式会社 9120001094467 新ブランドの国産新商品開発とＳＮＳを活用したプロモーション

大阪府 松宮 － コロナに勝つ！！テイクアウト弁当と顧客獲得と顧客管理システム構築。

大阪府 株式会社ルナエステート 7120001193048 インフルエンサーを活用した不動産賃貸顧客の新規獲得

大阪府 鯖とか烏賊とか真とか － テイクアウト転換と光触媒による衛生環境の整備

大阪府 株式会社ＡｒｔＶｏｉｃｅ 5120001200524 ＨＰを活用した声優スクールのオンライン説明会実施

大阪府 サンリスト株式会社 4120001185171 オンライン商談システムの導入による工事の受注アップと新規開拓

大阪府 株式会社スマイルカンパニー 2120901042606 非対面によるオーダーシステム導入で業務効率化と感染防止

大阪府 金の玉子　中本 － テイクアウト事業、出前事業

大阪府 合同会社Ｔ２ 5120003013882 新業態でコロナを乗り切る！本気の台湾料理をご自宅で！

大阪府 ビストロ　ド　リマージュ － 工事を行いテイクアウトでの売上を伸ばし、事業の安定化を図る

大阪府 クリーニング　ヤソ店 － クリーニング宅配サービスの予約ができるホームページ作成

大阪府 神栄商会株式会社 2120001178912 人力アナログ営業からデジタル営業への転換による売上挽回

大阪府 正和工業 － ＨＰを通じてホームエレベーターの正しい知識を発信、受注獲得
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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

※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。

大阪府 リコッシュクリエイト － 管理システム導入と訪問買取ウェブサイト制作で売上拡大を目指す

大阪府 ＫＥＮＮＹａｓｉａ － マレーシア調味料のＥＣ販売と新規事業の展開による魅力発信

大阪府 株式会社ｍＴｕｎｅ 4120001132818 中規模ライブハウスでの配信機材導入による事業継続と販路開拓

大阪府 株式会社Ｇｌｏｗ 7120001222574 感染拡大防止に配慮したオープンテラスによる多目的事業

大阪府 キャシャーン － 家族連れでスノーイベントへＧＯＴＯ！新イベントでネット集客

大阪府 ＬＩＢＲＥ． － 美容室の顧客のファン化－会員専用ページからの物販・動画配信

大阪府 ＥＳＳＥ動物病院 － オンライン予約と先端設備導入による新規開業動物病院の販路開拓

大阪府 株式会社サウンドプラン 6120001115440 ＥＣサイト構築による非接触型販売及びヴァーチャル工房の取組み

大阪府 ベースキャンプ － テイクアウトの販売開拓および顧客層拡大の為のプロモーション

大阪府 仲村商店 － 提案型ＥＣサイト構築で全国への販路拡大を目指す

大阪府 屋台風うどんあかね － 「コロナに負けない！」飲食店の生き残り戦略

大阪府 キッチンルミエール － 中食ビジネスの商品開発と販路開拓

大阪府 株式会社ＳＴＹＬＥ 4120001120673 ＯＥＭ商材の販路拡大オンラインビジネス構築事業

大阪府 メンタルコンサルティングＴｒｉｎｉｔｙ － 自宅で気軽に自己分析。新サービス開始による販路開拓事業

大阪府 懐楽料理おかん － 近隣住民向けの中食提供による販路開拓

大阪府 大興産業株式会社 7120001033088 仲介会社に依存しない非対面化の入居者募集で満室経営

大阪府 株式会社めん次郎 6120001071254 テイクアウト販売を主流ビジネスへと転換させる

大阪府 崔　奈央 － 非対面営業に転換し売上ＵＰ！～Ｗｅｂサイト新設を中心に～

大阪府
関西ブライダルエテルナ　堂島店　リ
シェーヌ

－ 「オンライン恋愛塾」販促のための集客施策

大阪府 Ｄｉｎｉｎｇしゅす － 北新地周辺からお弁当を、デリバリーで提供し、新規顧客を獲得

大阪府 株式会社ＦＵ－ＲＡＩ－ＢＯ 3120001124700 テイクアウト事業の強化による販路拡大

大阪府 株式会社ｉ．ｂ． 9120001222993 ホーム＆リモートのハイブリッドで見守るサポート体制の充実

大阪府 株式会社ジャッカルサービス 4120001218609 ＷＥＢ内覧システム・ＨＰ活用によるオンライン販路開拓

大阪府 株式会社佐々木商会 6120001147021 ＤＩＹ商品販売ＥＣサイトの開設、感染対策万全の商談スペース新設

大阪府 ブレスアカデミー － オンラインレッスン拡大と、ネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社Ｅｘｃｅｓｓ　Ｂｅａｕｔｙ 6120001204854 非対面指導とオンラインメイク診断システムの導入による売上確保

大阪府 株式会社ＳＡＣＨＩ 9120901018517 幸せの居酒屋喜泉の看板商品。特上だし巻き販売事業

大阪府 北新地ぷりん － ウイズコロナ時代の非対面でのオンラインラウンジで新規顧客開拓

大阪府 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ＧＲＡＣＥ － ネイル・脱毛サロンの非対面カウンセリング導入と動画付ＨＰ作成

大阪府 リンパケア心和 － 非対面ツール活用と対面での施術環境改善によるコロナ禍克服

大阪府 株式会社ビーアップ 9122001012268 新型コロナウイルス感染症　防止対策の研修を導入

大阪府 株式会社リバノス 9120001225063 テイクアウトによる売上向上、及び各種ＳＮＳを通じて認知度の向上

大阪府 株式会社ＴＨＵＭＢ’Ｓ 2120001152413 解体ゴミ削減と環境に配慮した、サスティナブルな古材販売事業

大阪府 ユーワ・クリエート株式会社 7120001107718 ＨＰの作成・活用と、ＤＭ、移動販売の実施による新規顧客開拓
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大阪府 アナザーテーブル合同会社 2120103003051 非対面販売への拡充事業

大阪府 株式会社モーリス 8120101024085 ベル体操　「Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ」

大阪府 いろり庵みつば － 差別化ラーメン店への業態転換とテイクアウトと配達の取組み強化

大阪府 有限会社日本ボディーケア学院 9120002054172 教材販売強化とオンライン講座の開講

大阪府 敷島住研株式会社　寝屋川駅前店 7120001155907 不動産仲介業の接客・内覧・重要説明事項の非対面化による差別化

大阪府 フランス菓子教室ＰａｔｉｓｓｅｒｉｅＢｏｕｔｉｑｕｅ － 頑張ろう日本「お好み焼教室青山」食べてみなはれ！

大阪府 株式会社ミコジック 2120901002964 ＷＥＢ広告の活用・ＨＰ刷新による非対面型ビジネスへの転換

大阪府 正ちゃん堂 － 人々の願望を叶える洋服のお直しの開発とＷＥＢ販売

大阪府 居酒屋次郎長 － 『優しい味をご家庭に』テイクアウトと店内環境改善で販路拡大

大阪府 株式会社発起塾クリエイティブ 7120001224397 「シニアのためのネットテレビの開局と新たな顧客確保」

大阪府 株式会社ＳｅｖｅｎＧｏｄグループ 5120001186887 日本最安値を目指した中古家具のネットショップ作成事業

大阪府 佳味光月 － インターネットを利用した新規自社商品の販売強化

大阪府 株式会社スタイルクリエーション 4120101029922 各種業務案内動画による新規顧客発掘とオンラインスクール開設

大阪府 株式会社ハーティネス 3120001194652 テイクアウトの販路拡大、安心安全な店作りとオンライン化の推進

大阪府 割烹・肉膳　光月 － 真空ローストビーフ販売に伴うＨＰ作成・真空包装機の導入

大阪府 はっぴーくろーばー － オンラインでの写真の撮り方・使い方レッスンの配信及び販路拡大

大阪府 株式会社三輝 9120001038309 ＨＰと受発注専用サイト開設による自社開発商品の非対面型拡販

大阪府 株式会社Ｔａｋｅｍａｓａ 6120001220109 「名物女将のおばんざい弁当」をテイクアウト化で売上拡大

大阪府 株式会社ライフコーチジャパン 6120001121488 家族関係のお悩みを持つ女性向けオンラインサービスの販売促進

大阪府 株式会社ロハススタイル 7120001135693 除菌・抗菌・消毒作業一括見積サイトの運営

大阪府 株式会社カギヤ 8120001221229 ＥＣ機能つきのウェブサイト制作で非対面販売＆売上拡大

大阪府 神野織物株式会社 8120901006860 顧客が直接ＷＥＢでデザインできる特注手拭いサイトの構築

大阪府 有限会社豊ずし 3120002073269 家族連れに優しい居酒屋に改装＆テイクアウト充実で販路開拓

大阪府 株式会社ソアグローバル 1120901034728 ホームページ活用によるオンライン情報提供サービスの構築

大阪府 オンザマーク合同会社 3120903002490 起業のセールススキルとメンタルをオンラインコンサルティング

大阪府 株式会社カナリーオリジナル 1120101029735 ノベルティ用のマスクのネット販売による売上のＶ字回復計画

大阪府 サポーターサービス － コロナ禍による生活様式変更に対応したハウスクリーニング

大阪府 ザック国際特許事務所 － ＷＥＢ活用による地方企業への知財業務の提供による販路開拓

大阪府 株式会社サンライズ 2120901028695 高級「生」食パンに特化したＥＣサイトとＨＰ運用による販路開拓

大阪府 桃乃彩 － 寿司のデリバリー・テイクアウト事業への本格参入による売上拡大

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｃｕｂｉｃ　Ｓ － ＥＣモールに依存しない独立ＥＣサイト構築事業

大阪府 ザック株式会社 7120001186919 知財情報を活用したニッチ事業コンサル業務の提供による販路開拓

大阪府 株式会社ＭＥＤＡＬＩＳＴ 3120001221423 ２号店オープンに伴うオンラインフィットネス開始と安心環境整備

大阪府 コイケコンストラクト － コロナ過におけるＩＴ化推進による業務の効率化と取引先の拡大
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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４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。

大阪府 有限会社カム 4120002012754 先行予約型の販売サイトと３密回避の牡蠣小屋で売上を確保

大阪府 株式会社鶴原建築 2122001029962 レジン材料を用いた家具の製造による、建築事業とシナジー実現

大阪府 けいはんな葬祭株式会社 6130001045208 ネット葬儀～これからのお葬式をＷＥＢサイトで展開する取り組み

大阪府 江山産業株式会社 5120001016994 婦人用バックが会員限定価格で買えるオンラインサロンの構築

大阪府 株式会社北京 6120003003619 ゲームセンターのオリジナルグッズを開発し通信販売を行う

大阪府 有限会社Ｓｍｉｓｃｌｅ 3120002057651 非対面チェックインの導入と３密を避けた宿泊スタイルへの転換

大阪府 株式会社Ｂｉペットランド 3120001138378 顧客管理システムを活用した販売促進及び非対面営業の推進

大阪府 株式会社Ｐａｓｓｉｏｎｅ 8140001091158 ＨＰリニューアルによる新規顧客への販路開拓事業

大阪府 下田菜摘 － ＥＣ機能を使った販売方法の開始

大阪府 ｗｏｒｌｄ－ｓｔｙｌｅ － ＥＣアプリで全国、海外展開！

大阪府 株式会社リキれん 2120001179778 密を避けた非集合型集客方法と非接触による営業方法の確立

大阪府 焼肉牛哲 － 精肉店展開とＥＣサイト販売による新規顧客獲得

大阪府 ＳＫＹ － 一般家庭向けオンライン営業アプローチ型販促事業

大阪府 はらでら整骨院 － 運動機器の導入により非対面の実現

大阪府 上田法律事務所 － 非対面でのウェブ法律相談による渉外事件の掘り起こしと案件化

大阪府 株式会社イシダフーズ 6120001126355 新しい販路の拡大への取組と　労働環境の整備・改善。

大阪府 株式会社ブリランテ 4120001154498 自社ＥＣサイト機能拡充による商品販売とネットセミナーの開設

大阪府 チエノマ株式会社 9120001201015 オンラインセミナーと家具雑貨のＥＣ販売による販路拡大計画

大阪府 株式会社早坂 4120001133295 チラシの作成・配布によるデリバリー事業の販路拡大

大阪府 ビバコンピュータ株式会社 7120001057962 スマホ対応の色分析システムの開発（非接触型）

大阪府 ことわ － 店内の空気循環とオゾンによる新型コロナウイルス感染防止

大阪府 なだ市 － テイクアウトとデリバリーでの事業拡大と店舗での収益拡大事業

大阪府 なな菜 － テイクアウトでの事業拡大とホームページ等からの新規顧客開拓

大阪府 串カツ処　串忘 － テイクアウトの取り組みと自社サイト構築による広報

大阪府 株式会社特殊技研 6120001067888 ［中規模マンション・小規模アパートの免震工事］の告知ＬＰ制作

大阪府
株式会社ロイヤルクラウスハンセン・ジャ
パン

8120001151954 独自ＥＣ（ネット通販）サイト開設による新規販路開拓

大阪府 株式会社シーズ 6120901029153 ＶＲを用いた内覧、オンライン商談システムとＨＰによる販路拡大

大阪府 株式会社ヤマオカ 7120001071435 自社ホームページによるＥＣサイトでの理化学用品の販路開拓

大阪府 株式会社ライフビレッジ 7120001229917 非対面療育プログラムのためのホームページ作成とＳＮＳ整備

大阪府 ヒーリング整体ＺＥＲＯ － リモート美・整体で自宅にヒーリングをお届け！

大阪府 株式会社亀山運動具店 3120001022895 卓球用品に関する非対面型ビジネスモデルの構築

大阪府 株式会社心屋 2120001171041 新ＨＰ構築におけるＥＣ販売の開始とテイウアウトの強化

大阪府 ジェイエフエフアシスト株式会社 2120101060276 非対面型営業活動の環境整備による飲食法人向け積極営業の挑戦！

大阪府 アサヒ不動産相談室 － ＶＲ内見システムと自社メディアを中心とする販路拡大
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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４回受付締切分）
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大阪府 株式会社モデリア 5120001136537 ＥＣサイト構築と縫製技術ノウハウの商品化による新規需要獲得

大阪府 ＨＩＳＵＩ２０１ － テイクアウト強化と店舗イメージ訴求による非対面・販路開拓事業

大阪府 株式会社ワイエスビジネス 9120001036907 営業体制の完全オンラインシフト事業

大阪府 合同会社楽や 2120003014644 ＥＣサイトによる就労支援ハンドメイド品の販売

大阪府 株式会社Ｈｏｏｍｙ 2120001217463 コロナ対策のＰＲ　オンライン商談用ＨＰ作成とＰＲ事業

大阪府 松井孝允税理士事務所 － オンライン相談体制の確立と作業標準化による生産性向上

大阪府 ｈａｉｒ　ｔｗｉｃｅ － 「オンラインを有効活用した事業サイト」の開設

大阪府 株式会社Ｐａｒａｄｉｇｍ　ｓｈｉｆｔ 3120001169415 【非対面型サービスの実現・ホームページ開設】

大阪府 ル・コンプレット － 【当社は自慢パンをご家庭へ！ＥＣサイト開設による販路開拓】

大阪府 株式会社川口 3120001172708 北新地の顧客への中元歳暮の掘り起こし

大阪府 株式会社ユニディア 8120001126337 非対面型オンラインでの留学生募集と入学試験の実施

大阪府 株式会社和 8120001219413 介護・介助サービスの新規事業開始及びネットによる販促事業

大阪府 北野　裕典 － オンライン料理教室と通販サイトで顧客獲得

大阪府 ＡＬＬ　ＧＯＯＤ　ＤＡＹＳ株式会社 5120001206447 ＷＥＢとリモート環境による非対面接客

大阪府 株式会社ＰＡＺ 5120001173638 酒類専門買取業者の酒物語ウェブサイト構築等による販路開拓

大阪府 株式会社時好ホールディングス 1120001136689 空気清浄とソーシャルディスタンスの確保

大阪府 樋屋製薬株式会社 6120001069496 ＥＣサイトによる非対面型薬事相談窓口及びオンライン販売事業

大阪府 Ｍ＆Ｓｈｉｎｒｉ － 「非対面型オンライン事業拡大サイト」の開設

大阪府
ＩＤＥＡ　ＴＯＵＣＨ　ＴＲＡＶＥＬ　ＪＡＰＡＮ株
式会社

8120001215585 海外からのインバウンド視察のオンライン化

大阪府 辛来飯 － コロナ等感染症対策と居心地の良い店づくりのための諸施策実施

大阪府 シャルパンティエマツイ － ＥＣ販売開始の為の設備投資及びサイト構築・ＷＥＢページ作成

大阪府 サイバーテック・ラボ － ３Ｄスキャナ付き３Ｄプリンタによる部品再生

大阪府 明星コンピューター株式会社 9120001090854 【テレワークの環境整備による従業員満足度向上】

大阪府 みわ家 － 【テイクアウトの広告強化と店舗知名度の向上対策】

大阪府 株式会社ＩＴＭ 8120901034250 飲食店舗開店に向けた、除菌・抗菌環境の構築と広報活動

大阪府 株式会社大阪屋 6120101025069 ＨＰ上の動画やチラシで新会館やサービス内容をＰＲし販路開拓

大阪府 リーディングライフ株式会社 4120001181757 デジタルサイネージでの販路拡大・ＮＡＳでのテレワーク環境構築

大阪府 ギムレット － 自社サイトの増築・新メニュー開発・小規模セミナー開催

大阪府 ヤマネヤ － デリバリーとテイクアウトの自社サイト構築と新規販路開拓

大阪府 江星　瑠璃 － 健康を各食卓へ、健康な食生活のためのオンラインセミナー

大阪府 ＬＩＮＤＡ － ファスティング、体質改善事業のオンラインサポートと告知の提供

大阪府 １ｔｏ１　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ － テレワーク営業の開始とネットによる営業の構築と運用事業

大阪府 美養憧 － オンラインを活用した薬剤師による薬を使わない健康増進法

大阪府 有限会社キアーロ 1140002023265 ＨＰ作成とＷＥＢ　ＰＲ強化でデリバリー販売ＵＰで売上をＵＰ！
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大阪府 ＳｕｐｅｒＳ － 訪問リラクゼーションのモデルアップとネットを活用した販促事業

大阪府 Ｋａｂａ　ｎａｉｌ － おうちでもおてがるネイルチップ

大阪府 株式会社ユメギフト 9120101054172 ＥＣサイトを活用した新規顧客へのアピール拡大とアプローチ

大阪府 株式会社フォレストゲート 2120001114289 オンラインを活用したコインランドリー運営販促事業

大阪府 株式会社ハイブリッジ 7120001138795 ３密を回避した働く女性向けのコワーキング、リモートワーク施設

大阪府 おかたづけ本舗Ｙｏｕ － 遺品整理で買取した中古品の自社サイトでのネット販売

大阪府 株式会社ＺＩＭＯＴＯ 1120001187641 ＥＣサイトで売上確保！豊中の事業者を救う非対面での販路開拓

大阪府 姿勢ｌａｂｏめばえ整骨院 － 自社ＰＲの為の動画配信及びＥＣサイトでの物販

大阪府 夏堀　裕之 － 民泊からレンタルスペースへの事業転換とネット予約システム

大阪府 株式会社ＡＦＣ不動産 2120001194736 ＶＲ内覧システムを備えたホームページへのリニューアル

大阪府 株式会社葛西 5120001017134 商品のサンプル帳のウェブ化による営業活動のリモート化事業

大阪府 ＥＵＲＥＫＡ　ｗｏｒｋｓ株式会社 9120001218728 自然素材の家づくり！オンライン内見会の実施による販路開拓事業

大阪府 渡瀬　絢 － 密を回避し長時間でも安心できる空間づくりで新規顧客の販路開拓

大阪府 インテリア池田 － ふすま張替えサービスのオンライン受注による新規販路獲得

大阪府 蜂の家 － ◆居酒屋オンライン営業による売上増加と新規顧客層の開拓

大阪府 行政書士法人ソリューション 8120005021609 非対面での業務フローの構築および、ｗｅｂからの問い合わせ獲得

大阪府 川﨑デンキ合同会社 9120003018077 ＥＣサイトとＨＰによるエアコン販売と設置工事事業の販路拡大

大阪府 心斎橋　ＳＯＬ － 『本物のスペインをご自宅で』テイクアウト特化の新事業

大阪府 れいら － オリジナルグッズ制作とＥＣサイト制作・販売による販路構築

大阪府 Ｇｒａｎｄ　Ｂｏｄｙ　Ｒｏｚｅ － 非対面型ビジネスモデルへ転換と付加価値サービス充実で売上拡大

大阪府 合同会社Ｃｉｒｃｌｅ 8120003017443 オンライン事業、及び実習を取り入れたオフライン事業

大阪府 フレンド － 関西で２社しか扱わないカステラの切れ端をＥＣサイトで通信販売

大阪府 Ｂａｒ　Ｈａｎｇ　Ｏｎ － バー主催オンライン飲み会や動画・ホームページにて販路開拓

大阪府 ＢＩＢＩＡＮ・ＲＯＳＥ － ＨＰ強化Ｎｅｔ活用によるブランディング強化による集客

大阪府 株式会社エイチ・キューブ 9120001130222 ホームページ刷新による非対面型のビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社ブンカ 6120001021523 オリジナルぬいぐるみのオンライン販売事業

大阪府 Ｂｏｎｅｉｇｅ － ＥＣサイトを活用した特別な日に贈るスイーツの非対面販売事業

大阪府 ホルモン館　はる山 － 販路開拓でいつでもどこでも快適にホルモン炭火かんてき焼肉を

大阪府 浅田　春幸 － コンセプト日替わり制バーの販路開拓とイベント商品のネット販売

大阪府 株式会社森塗装店 5122001030653 オンラインセミナーを通じた顧客囲い込み戦略事業

大阪府 時空間 － コロナウイルスを封じる！安心で人を集めるオアシス店舗事業

大阪府 出張鍼灸専門　美Ａｎｇｌｅ － 自宅でできるオンラインお灸講座の展開

大阪府 株式会社リンクサポート 6120001229686 インタネット上での申し込みを可能にするＷＥＢページの作成

大阪府 株式会社知財事業研究所 1120001229393 世界初！『木軸ラーメン工法』モデルハウス建築とＷＥＢ見学会
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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。

大阪府 株式会社大伸 8120101061194 オンライン内見による非対面型ビジネスモデルの構築

大阪府 台処かみ谷 － 自社ホームページから新鮮お魚をご自宅へ

大阪府 しなやか美 － 新規オンラインによる健康サポートとセルフケア事業

大阪府 手料理　右近 － 本格割烹料理を自宅で楽しめる、デリバリーサービスの展開

大阪府 Ｃｈａｒｉｔｅｓ － ホームページを改良し、自宅でも楽しむ美容サロン

大阪府 有限会社ラメール 3120002049681 美容サロン専売化粧品販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

大阪府 ハウジングＢＢシステム株式会社 6120901018511 北摂地域密着型不動産営業の非対面化による販路拡大事業

大阪府 株式会社玉川設備 8120001224173 自社ＨＰ新規開設による、新規顧客開拓と非対面型初回調査の導入

大阪府 株式会社オカショウ 1120901029364 タイルコーティング事業の展開とリモート商談体制の構築

大阪府 株式会社Ｔｈａｎｋｓ－Ｕｐ 4120001223014 鰻、馬肉を使った通販商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 島添食堂 － 優しいカレーお届けします、ネットで出前はじめました！

大阪府 ゲティスバーグ合同会社 2120003018067 ホームページを活用し料理人によるデリバリーコンサルティング

大阪府 下井税理士事務所 － リモートサービスの構築と質の向上による全国展開

大阪府 ブチまぐろつね － ブチマグロをご自宅へ、ホームページを作って販路開拓！

大阪府 株式会社ヨタヨクト 4120001170958 日本未上陸！タイ発アップサイクルブランドバッグの輸入販売

大阪府 株式会社ビー・エム・シー 6120101005855 オンラインレッスンの認知度ＵＰの為の広報活動

大阪府 株式会社日本アセアン総合研究所 3120001179843 国内企業、タイ進出日系企業向けプロモーション運用代行事業

大阪府 Ｙ’ｚ　ＢＡＲ － テイクアウトサービスの認知度向上による販路開拓事業

大阪府 大阪総合人財経営株式会社 5122001022758 非対面型経営相談コンシェルジュサービスの開発

大阪府 アクアマリンコンサルティング株式会社 5120001207809 オンライン営業整備によるＳＮＳコンサルティング業務の宣伝

大阪府 Ｗｏｒｔｈ　ａｓ　ｉｔ　ｉｓ（ワースアズイットイズ） － オンライン相談で、全国の悩める女性を宇宙一の幸せな女性に導く

大阪府 株式会社スチール・ラボ 2120001162288 オンライン受発注管理システムの導入およびテレワーク環境の整備

大阪府 ツダ株式会社 4120001045490 テレワーク推進（どこででも誰でも業務を迅速化・効率化）

大阪府 四季旬菜花音 － 既存顧客への快適な空間作りと非対面ビジネスモデルへの挑戦

大阪府 ＡＩＬＥ　ＴＲＵＳＴ合同会社 9122003001582 オンラインによる動作・品質・在庫確認・商談システム構築とＰＲ

大阪府 Ａｒｕｒｅｌａ　ｆｌｏｗｅｒ － いけばな、アレンジメント、プリザーブドフラワー教室リモート化

大阪府 松月食堂 － 常連客のための店舗拡張工事と新顧客層取り込みのための宣伝活動

大阪府 国土環境開発株式会社 4120901036052 自社サイトの構築及び自動問い合わせシステム、予約システムの導入

大阪府 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｐｉｎｅ － 新形態のバーへの転換、ポストコロナ時代への挑戦

大阪府 株式会社レサンス 3120901034593 ・ホームページ製作と大人向けオンライン講座開発でネット集客

大阪府 なんりん － ホームページの作成と持ち運び可能なＶＲ機材の導入

大阪府 田城譲法律事務所 － ウェブによる業務対応とテレワークの推進

大阪府 株式会社Ｍ＆Ｊ 9120901018269 ＷＥＢ、インターネットを導入し自社の営業力、集客力ＵＰ

大阪府 松浦興業 － ホームページ開設で地元の元請工事増加と地元顧用の増加計画
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大阪府 ｚｅｒｏｏｎｅプラネットアカデミー － ワンデーカルチャースクールのＥＣサイト・ＨＰによる販路拡大

大阪府 メーメのイタめし家 － オンラインでテイクアウト注文ができるイタリアンレストラン

大阪府 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｔａｉｌ　Ｒｉｖｅｒ － 美容室が行う物販の拡充による平均単価アップの取組

大阪府 株式会社スタジオスピカ 8120001132392 ワンストップＥＣ構築を加速させる「ワンオペ撮影機構」導入

大阪府 株式会社シンエイ 5120001162780 スマホ対応／非対面でのＷｅｂ修理受付による販路拡大

大阪府 有限会社ハヤケン 6120102006431 萎縮をぶっとばし、前に進もう！Ｒｅ．スタートで集客数拡大

大阪府 Ｃｏｎｔｅ － 完全個室化プライベートルーム作成による安心安全提供作戦

大阪府 流しのがっこう － 空き家改修による講義拠点の整備とサービスのオンライン化

大阪府 コーケン － ホームページリニューアルとオンラインでの問い合わせ体制構築

大阪府 ＫＩＳＳＡ　ＺＥＲＯＩＣＨＩ － デジタルサイネージを用いた非対面コーヒー販売

大阪府 ラウンジ黒ねこ － コロナ禍における密を避けつつ、集客数増員目的の店舗拡大

大阪府 株式会社北摂マイクロテクノロジー 6120901014551 ホームページ改編による新たなプロモーションの展開

大阪府 体幹ｙｏｇａ － オンラインレッスンを取り入れたホームページのリニューアル。

大阪府 ｓｕｍｉｇｇ’ｓ － お弁当によるテイクアウト販売開始と、人が呼び込める店舗改装

大阪府 株式会社福巳商店 6120001036249 海外販促イベント参加と「ＩＴ化」推進で収益性を改善する

大阪府 株式会社新野村ビル 8120001082010 オンラインレッスンシステムを中心としたＨＰ作成で販路開拓

大阪府 株式会社カムロワークス 7010001087293 ＨＰのリニューアルとわかりやすい動画配信による新規顧客獲得

大阪府 株式会社アピア 5120001162509 ネット通販拡充による粗利の拡大と新サービスによるブランド向上

大阪府 株式会社ＤＲＥＡＭＦＡＣＴＯＲＹ 2120001170720 有料ライブ配信を通じた新規収益源開拓

大阪府 森真一税理士事務所 － ＩＴ活用による非対面型の環境整備と自社ＨＰ構築による情報発信

大阪府 株式会社ロカロジラボ 3120001202489 産前産後／健康管理アドバイザー試験　養成パイロット事業

大阪府 ユニティーフェイス － 真空包装機を導入による新商品開発とインターネット販売

大阪府 株式会社シンカ・コミュニケーションズ 3120101033792 ＷＥＢサイト制作による非対面での受付・営業の実施

大阪府 株式会社ヤック 8122001028397 地方都市でもシェアオフィス！時間貸し強化＆３か月集中ＰＲ

大阪府 中国四川料理梅花子 － 本格中華をご自宅で。宅配・テイクアウトによる販路拡大事業

大阪府 カラクリ株式会社 3120001211416 オンラインサロンのプラットフォーム開発及び集客環境の整備

大阪府 株式会社サエラ・サンセリテ 9120001189721 ＷＥＢを活用してのリピーターを生むエスティック事業

大阪府 本町企業株式会社 1120001172701 メイドインジャパンものづくりの非対面型新規顧客獲得プロジェクト

大阪府 メリー・ローズ － リモートレッスン・通信教育のカリキュラム構築及びネット通販

大阪府 三須　香織 － 演劇レッスンのオンライン化のためのホームページ作成。

大阪府 Ｊ－ｓｕｐｐｏｒｔ － 高齢者や障がい者の家族の“ちょっとお手伝い”サービス事業

大阪府 中野商店（デリカココニコ） － 近隣の方に求められるお弁当やお惣菜をなるべく非対面で提供。

大阪府 ＡＩＭｅｒ － オンラインサロンによるモデル育成事業

大阪府 アンプリア － 新事業の魅力を訴えるＨＰ改装とオンライン対応での全国展開
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大阪府 ｆｅｌｉｃｉｔａ － 新型コロナウイルス感染予防徹底とＥＣサイト販売開始

大阪府 アンドネクスト株式会社 7010401133135 ショーケースを置いて華やかにディスプレイ！テイクアウト強化

大阪府 朝日屋 － 公衆衛生を生かした感染症拡大防止及び、顧客・従業員の人間尊重

大阪府 森山行政書士事務所 － 補助金申請用ホームページの開設と城東区周辺での営業活動

大阪府 ベルエポック － 店内改装・ＥＣサイト構築で音楽配信・新商品販売で新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＤＡＵ 6120001230297 タブレット注文の導入と内装整備による非対面型ビジネスの実施

大阪府 株式会社笑 4122001022651 サブスク式の短編動画配信システムで非対面講演企画ビジネス転換

大阪府 エステトゥインクル － 女性の美と健康を守るオンラインサロン

大阪府 株式会社よし 7120001215413 ＥＣサイト導入と設備拡充による販路拡大への取組

大阪府 炭火焼肉３丁目 － 黒毛和牛を活用したインターネット販売、配達業。

大阪府 株式会社Ｂｌｏｏｍ 5180001129725 国内回帰！徹底したコロナ対策で国内旅行者の予約倍増計画！

大阪府 株式会社サンエデュケーション 8020001112470
福祉事業所でのＰｅｐｐｅｒ（ロボット）を活用したリモート支援によるコロナ禍の
事業

大阪府 いろどり株式会社 2120001212555 非対面型「ロジカ式」で寝屋川キッズのＩＴ能力向上プロジェクト

大阪府 株式会社アネラ 3120101028859 カーディティール販売・オンライン事業

大阪府 ビジネスサービス株式会社 8120901011836 『感染症対策』に取組む事業者向けの新サービスを提供する新事業

大阪府 海家食堂 －
テイクアウト・デリバリー・ＥＣサイトを活用した非対面型接客で店舗維持と売
上強化

大阪府 株式会社街のあかり 1120101022723 ヴィーガンインスタントヌードルの通信販売による新たな販路開拓

大阪府 有限会社アロンジェ 3120902017077 バレエ衣装カタログ電子化による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 きり家 － 近隣の方に求められる持ち帰り弁当を、なるべく非対面で提供。

大阪府 おおはら整骨院 － オンライン上で動画販売！収益増につながるＥＣサイトとＨＰ制作

大阪府 株式会社ＲＯＣＫＴＩＰ 6120001212527 「新しい体験型旅館」の構築

大阪府 株式会社ネルネ 7120001228893 ＥＣサイトによる人気フォーマルバッグのネット通販への販路拡大

大阪府 寝屋川石田ボクシングクラブ － ボクシング用品のＥＣサイト販売と、動画によるイメージ戦略

大阪府 Ｆｉｅｓｔａ － 美容室が行うオンラインとオフラインによる新規顧客獲得の取組

大阪府 株式会社柳 8120001212921 完璧なコロナ対策でお客様に安心と安全を提供します。

大阪府 株式会社ミツヤ商会 2120901039478 製品付加価値の向上のための内製化及び販路拡大への出店

大阪府 株式会社Ｄｌｉｆｅｐｌａｎｎｉｎｇ 9120001135428 こだわり食材のクレープ屋が行う販路開拓事業

大阪府 ＨＡＩＲ’Ｓ　ＤＡＹＴＯＮＡ － ソーシャルディスタンス対応サロンへのバージョンアップ計画

大阪府 株式会社アリシア 8120101052895 動画制作サービスの非対面型オンラインマーケティング事業

大阪府 株式会社シェアー 7120101055957 ・自社サイトを通しての新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＡＮＪＩ 1120001214882 【インターネットを活用した遺品整理事業の新たな顧客開拓】

大阪府 ＳＴＵＤＩＯ　ｄｅ　ＶＥＲＴＳ － 商品販売サイトの作成と高単価オンラインセミナーによる販路拡大

大阪府 ｋａ和ｉｉ － 着物のインターネット予約と「着付け体験」のサイト掲載

大阪府 有限会社エフケアーネッツ 9120902005480 ＥＣサイト作成による非対面型法人営業への転換
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大阪府 鉄板鍋ダイニング円満 － 「キャッシュレス決済の導入と店内の抗菌処理などの実施」

大阪府 合同会社ＬＡＳＴ　ＳＵＭＭＥＲ 8120003015629 テイクアウトができない高校野球ＢＡＲのサブスクによる非対面事業

大阪府 株式会社ＳＮＴ 2120901041079 ウィズコロナ時代の営業スキーム構築！

大阪府 株式会社岩元商会 1140001057355 賃貸不動産営業の販路拡大。部屋の内覧までを非対面化

大阪府 日本橋法律事務所 － 弁護士業界の先駆けとしての弁護士事務所オンライン化モデル事業

大阪府 細井工業株式会社 2120101052612 ホームページ作成とＷＥＢ商談システム導入による受注アップ

大阪府 株式会社みやこ不動産企画 1120901034810 自宅や会社で物件内覧♪無料相談もできるアプリ

大阪府 株式会社Ｙ　ＰＲＯＪＥＣＴＳ 8120001215148 健康食品バジルクレンズのＥＣサイトによる販路拡大

大阪府 岡田真理亜 － 新しい生活様式の下でのオンライン・ライブイベント活性化事業

大阪府 Ｂａｒ＆Ｄｉｎｉｎｇ　ＬｉＮＣＵＥ － フランチャイズ「配食のふれ愛」での高齢者向け配食サービス

大阪府 アカツキ株式会社 6120901014543 キッチンカーでの移動販売、イベント参加による収益確保と新規客の獲得

大阪府 山口武のジャズギター教室 － オンライン・プロギターリスト養成講座のシステム構築

大阪府 ＡＷＡＷＡ － 本格的な板前料理をリーズナブルな価格で近隣住民にテイクアウト

大阪府 株式会社ＤＣＦ 3120901007483 ホームページによる外資系企業の集客及びリモート内見の普及

大阪府 有限会社西郷寿し 2120002078384 座敷活用のためのリフォームとテイクアウト周知のための施策実施

大阪府 マリキータ － こだわりエッグタルトお絵描きセットのＥＣ販売

大阪府 カンパニュラ － ふわふわ遊具レンタルサイト制作による販路開拓

大阪府 石川設備 － 外注依存から脱却！設備導入による自社完結システムの構築

大阪府 北裏デザイン事務所 － 「スタジオ型有馬オフィス」と「ＷＥＢサイト」の設置

大阪府 合同会社ビレア 8120003018061 ＨＰ制作とセルフホワイトニング参入による新規開拓

大阪府 ゴールドチキンポチャ － 配達に特化された非対面のチキン専門店を目指す

大阪府 中津　鮨　多田 － 新輝テイクアウト事業のためのホームページ製作

大阪府 株式会社スミス 7120001202816 ＩＴ投資による新規顧客の獲得とすきま時間の削減を実現

大阪府 Ｂａｋｅｒｙ　酒場　鉄Ｐａｎ － 創作鉄板料理を家庭で楽しむテイクアウト・宅配による新規顧客獲得

大阪府 スタートプランニング － ホームページ活用による新たな取組へスタート！

大阪府 株式会社なごみ 4120001127644 ＣＭＳ導入による新規介護利用者の創出

大阪府 ヒロプランニング － ＣＡＤ導入で業務効率化、非対面営業化、テレワーク化

大阪府 りんご屋 －
増加するヴィーガン（完全菜食主義）層やアスリートや身体づくりへの意識が
高い方に向

大阪府 血液循環療法　手らぴーナ － 新規ホームページにより血液循環療法の認知拡大と新規患者開拓

大阪府 オモニ美道 － 「ＥＣサイトでキムチ販売！」コロナ対策を考えた飲食店経営戦略

大阪府 株式会社エムプライム 2120001218222
感染防止対策の徹底と非接触型ビジネスモデルの販路開拓及びその向上の
取り組み

大阪府 Ｃｈｉｎｓｕｇｉ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － オンライン教室、レシピ動画配信などによる新規顧客獲得。

大阪府 金太郎 － 自社ＨＰを構築し、テイクアウト予約販売を行う。

大阪府 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｓｅｓａｍｏ － イタリア修行経験と地元の食材を活かした料理のネット販売
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大阪府 ほほえみ有限会社 3120902011237
問い合わせ窓口拡大と新規利用者獲得のためのＨＰ開設・リーフレット・車体
ステッカー

大阪府 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｃｉｎｑ － 超低温冷凍庫で生産性と新たな販売路線を、安全性をアピールで安心感を

大阪府 株式会社笑顔 6120901042676 非対面で注文＆受取ができるパン販売事業

大阪府 株式会社栄和住建 7120001155337 地元に深く働きかけるチラシ・ウェブ活用ハイブリット集客事業

大阪府 麺や佑 － 店内の滞在時間短縮・キャッシュレスによる感染防止・テイクアウトの起用

大阪府 株式会社なか尾 3120001111483 ウイズコロナに打ち勝つテイクアウト弁当事業の構築

大阪府 ｐａｔｒｉｃｋ－ｏｓａｋａ（パトリック大阪） － ショッピングカート付ＷＥＢサイト製作・基礎化粧品販売事業

大阪府 比井宏志 － 三密回避スタジオの構築及びオンライン事業の展開

大阪府 あみ焼き　みよし － 土鍋で炊いたこだわりのおにぎりテイクアウト事業で新規開拓

大阪府 ＢＡＲ　華音 － フードデリバリーによる非対面型ビジネスモデルで売上補填

大阪府 松田茶屋 － 女性に特化したリモートワーカー向け施設「松原茶屋」の創出

大阪府 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ＬＩＢＥＬＬＥ － ウイズコロナ時代のオリジナルネイルチップオンライン対面販売

大阪府 大衆酒場マルタカ － 外販向けの事業実施での販路拡大と安心安全の店内抗菌

大阪府 手羽先の羽 －
ご家庭で気軽に楽しめるモツ鍋セットの通信販売・テイクアウト・デリバリー販
売

大阪府 株式会社ハヤシ 2120001029644 作業効率とテイクアウトメニュー強化！

大阪府 株式会社土肥忠商店 8120001013114 オリジナルサイトによるＥＣ販売の強化事業

大阪府 ｍｕｓｉｃａ　ｌａｂ株式会社 1120001135674 ｗｉｔｈコロナの非面販売を前提としたビジネスモデルの展開

大阪府 株式会社Ｊ－ＳＰＯＲＴＳ 4120001145968 対面ヨガレッスンからオンラインヨガへの転換

大阪府 株式会社イオ・マーケティング 2120001186725 シダテラリウム販売事業のＥＣサイト構築

大阪府 株式会社敦和 2120001178086 弁当の開発・販売・持ち帰り／中華料理の開発・販売・持ち帰り

大阪府 株式会社Ｓｔｅｌｌａ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 4120001213056
ＷＥＢを活用し非対面でカウンセリングとサロン専売品の販売でお客様をきれ
いに

大阪府 株式会社ＮＩＥ．Ｅカレッジ 2120001123463 コロナ禍の企業ニーズに１２０％応えるオンライン研修の提供！

大阪府 株式会社ルアナル 1120001218297 商圏を広める為のＥＣサイトの製作とネット販売用商品の開発

大阪府 トータルボディケア　もみじ － 身体・心を健全にするプログラムの非対面事業

大阪府 ニュー深夜食堂くるみ － 西成区人気店のテイクアウトシステム導入による販路開拓

大阪府
谷中賀翔（プルデンシャル生命保険株式
会社）

－ オンラインセミナー実施による非対面集客事業

大阪府 株式会社ＨＹＣ 6120001142781 来客用の除菌空間構築と、非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 エンドライブ株式会社 5122001031593 オリジナル混ぜそば店のテイクアウト導入による新規顧客販路開拓

大阪府 株式会社フェミニン 1120101049956 ＥＣサイトを利用した化粧品とタオルのセット販売

大阪府 １００　Ｃａｒａｔ　Ｄａｎｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ － プロモーション動画の撮影とＨＰ・ＳＮＳを用いた活用

大阪府 だし自慢　うどん屋　柏本 － 接触回数を減らす「フードデリバリー」による売上補填

大阪府 Ｃｕｔ　Ｓａｌｏｎ　スリーエイト － コロナ対策換気システム

大阪府 ＳＵＮＮＹ　ＳＩＤＥ　サニーサイド － 美味しいお弁当で笑顔を取り戻す！テイクアウトで売り上げＵＰ！

大阪府 韓国すき焼きレインボー － 韓国すき焼き、手作りキムチのネット販売と店舗リニューアル
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大阪府 実の花 － テイクアウトをＰＲするためのグルメサイト更新による販路拡大

大阪府 栁澤拓哉 － 海外の観光客向けバーチャルツアー（オンラインツアー）

大阪府 合同会社アトリエカフエ 5120003013908 ホームページリニューアルによる非多面コミュニケーションの開始

大阪府 株式会社たんぽぽフードアップ 4120902006847 冷却器による生産性向上とＨＰ作成・チラシの配布での販路拡大

大阪府 株式会社アサヒ設備 5120901035350 ホームページによる非対面見積システムの構築

大阪府 マツワ建築設計 － 施主も納得！住宅のデザイン＆耐震構造の遠隔プレゼンテーション

大阪府 ＲＩＶＩＥＲＥ － 暗室を活用した新サービス開発とネットを通じた顧客獲得

大阪府 葉株式会社 3120001188753 ＷＥＢサイト＋オンラインリモート営業導入

大阪府 Ｈｅｒｂａｌ　Ｌｉｆｅ － 非対面でよもぎ蒸しサービスを提供する仕組み開発

大阪府 ＰＩＸＥＬ　ＰＯＷＥＲ － ＷＩＴＨコロナ時代のイベント支援サービスの開発・販路開拓

大阪府 ＪＡＺＺ　ＬＩＶＥ　ＢＡＲグラバー邸 － アーティストとファン交流ＷＥＢサイト制作による新規顧客獲得

大阪府 やきとりあっちゃん － 人気メニューのテイクアウトとお客様に安心感を与える店舗改修事業

大阪府 合同会社アヴァロン 4120003014766 接客環境を改善しＷＥＢによる新しいサービスを提供する。

大阪府 温もりＳｈｕｋｒ － お家でできる美Ｌｉｆｅ！のための商品企画・ネット販売構築。

大阪府 イレ株式会社 7120001220470 客同士の非対面で、ヘルシーな韓国料理のテイクアウト専門店を目指す！

大阪府 株式会社ＮＳＴ 8120001209174 ＨＰを構築、ネットで予約、３密をさける

大阪府 レディライクウーマン － 非対面で決済・サポートできる「婚活マッチングサイト」事業

大阪府 Ｙｏｇａ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓａｔｔｖｉｃ － 自宅で体を整える。オンラインジャマイカ流ヨガスタジオ事業。

大阪府 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｃｈｉｃｃｏ － イタリア飲食店における感染対策と非対人型モデルの構築

大阪府 ジェミニ株式会社 5122001031726 お部屋をきれいに！オンライン清掃コンサル！

大阪府 ひなた － オリジナルブランドの開発と、ＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社ＪＯＹ　ＵＰ 8120101048183 オンライン料理教室に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

大阪府 おうか鍼灸整骨院 － 鍼灸整骨院のオンライン相談サービスによる集客・新規顧客開拓

大阪府 溝口　愛 － メンタルヘルスを提供するオンラインサロンの構築

大阪府 クラリエ － ボディメンテナンス講座の非対面・オンライン化への転換

大阪府 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ＡｎｅＲａ － ＥＣサイトでの美容品販売

大阪府 フカトレ心斎橋 － オンラインで加圧トレーニングを行い健康をサポート

大阪府 龍馬亭 － ＥＣサイト開設による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｇｒｏｗｔｈ － ビデオ会議システムを活用したトレーニングレッスン実施事業

大阪府 五光電器工業 － 「金物を使用したオリジナル鞄」ＥＣサイトでの販路拡大計画

大阪府 株式会社南地花街復興プロジェクト 6120001218037 舞妓さんも配信する大阪伝統芸能の動画撮影スタジオの開設

大阪府 株式会社ユダハウス 2120101057066 郊外型のリモートワーカー向け施設の創出

大阪府 キャリアライフコンパス合同会社 5120003008098 Ｗｅｂ面談システムを利用した求職者に寄り添うコンサルティング

大阪府 有限会社テラカンパニー 5140002033087 ニューノーマル旅行スタイル新企画開発とネット改築で顧客獲得
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大阪府 株式会社プラント 6120101022784 オンライン代理店の独立支援

大阪府 コリアン酒場せじょん － 非接触型レジテーブルトップオーダー導入による安全・安心の提供

大阪府
アグライア・クリニカルアロマティックラボ
株式会社

8120001194037 外注業務の内製化と差別化商品の開発および販路拡大

大阪府 クリエイティブアイデア － 非対面でよもぎ蒸しサービスを提供する仕組み開発

大阪府 にわ・とりのすけ　富田店 － テイクアウトシステム導入によるテイクアウトの販路拡大

大阪府 有限会社ソノダ 8120002078569 新商品開発・ＥＣサイトによる販路開拓

大阪府 グローバルコンサルタンツ合同会社 9120903002758 ＥＣサイトを利用したドローンの販売事業

大阪府 Ｃｏｏｌ＆Ｐｒｅｔｔｙ － メディアミックス連動型ＥＣサイト構築による非対面販売の実現

大阪府 岡本牛乳店 － 新規顧客獲得のため新規にホームページとＥＣサイトを作成

大阪府 讃岐空間デザイン株式会社 9120101052498 飲食業に特化したオンラインによるデザインプロデュース

大阪府 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ．　ＭｕＫｕ － 新規顧客を常連にする！セルフヘッドスパ講座オンライン配信事業

大阪府 株式会社Ｐｉｅｎｏ　Ｄｉ　Ｖｉｔａ 6120001119292 ケーキのネット販売を目指した生産ライン効率化による販路開拓

大阪府 さくら － オンライン予約システム導入による非対面営業と新サービスで集客

大阪府 株式会社ジェイエスシー 2120001153213 非対面での商談機能を含むＨＰ改修・広告戦略による販路拡大

大阪府 炭火焼き　三平 － 非対面での商品販売設備の導入・ホームページ制作による販路開拓

大阪府 有限会社Ｐａｐｐａ 6120002058812 ＹｏｕＴｕｂｅを使った集客と有料オンラインサロンの開設

大阪府 ＢＬＯＣＫＳ株式会社 4120001165173 非対面型営業戦略

大阪府 大正技建株式会社 2120001027565 ＺＯＯＭを使った［オンライン商談］の告知ＬＰ制作とＷＥＢ活用

大阪府 炭火焼鶏と釜飯のｉｚａｋａｙａＣｏＣｏ － 店舗改装とテイクアウトサービス導入で新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ヤマト 2120001223222 非対面注文の設置とテイクアウト事業の強化

大阪府 大向鍼灸整骨院 － 非対面かつ自動で施術できる機器を使った健康増進事業

大阪府 株式会社カンベ 7122001001719 ホームページのリニューアル（スマートフォン対応に）

大阪府 株式会社ＢＥＬＩＥＶＥ 5120101056503 売上増加が期待できる住宅リフォームを訴求するホームページ運営

大阪府 合同会社田口商事 4120003012349 非対面営業強化と感染防止対策のための新事務所設立

大阪府 Ｎｉｇｈｔ　Ｓａｌｏｎ　アイリー － コロナに負けない！老舗バーの新たなチャレンジ！

大阪府 黒毛和牛焼肉　みかく屋 － 黒毛和牛焼肉店が届ける本格テイクアウト・デリバリー

大阪府 早田　税理士事務所 － 契約からサービスまで非対面で完結！新規客の獲得と業務効率化。

大阪府 株式会社お肉のカンパニー 6120001210547 精肉のテイクアウト販売による新型コロナウイルス影響対策

大阪府 サンライズパブリケーション株式会社 2120001064476 新規販路開拓の為の印刷加工機等の導入

大阪府 華泉 － 愛媛県産品を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 アンシャンテ － コロナで絶たれたお客販路を料理と改装で取り戻す

大阪府 Ｂｅｌｉｎｄａ － お客様の『可愛く輝く』を実現するオーガニックＥＣ通販事業

大阪府 行政書士西田事務所 － 「非対面型ビジネスモデルの導入」及び「顧客対象の全国化」

大阪府 ＡＬＢＡ － 自店ＨＰ、チラシ制作及びＥＣサイト導入による売上向上
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大阪府 ＴＥＡＭ　ＷＯＲＫ － パーソナルトレーナー養成と地域健康活動による業務拡大販路開拓

大阪府 株式会社ピアグレース 2120001173855 テイクアウト用のインスタ映えカフェスペースによる新規集客

大阪府 株式会社リコモーション 1120001008962 劇場主催によるオンライン配信公演及びテレワーク環境の整備

大阪府 ＴＡＮＩＹＡＭＡ　ＢＯＤＹ　ＤＥＳＩＧＮ － 健康コンサルティングの、オンライン販売開始

大阪府 呑み処ロケット － 外食と中食の２本柱への移行

大阪府 なにわのシンデレラ株式会社 9120001218496 ＶＲ内覧の実現と自社ＨＰのリニューアルによる集客力向上

大阪府 グッドマッサージ － 痛みやコリをセルフで解決、ヘッドマッサージで育毛促進

大阪府 Ｓｏｗｅｌｕ － ＨＰ作成とチャットボット・ＭＥＯによる新規顧客の開拓

大阪府 クロスト税理士法人 9120005020246 コロナ禍での経営改善予備企業への財務改善サービス

大阪府 ＦＩＯＲＥ － 髪の痛まないストレートパーマとハーブカラーの個別サロン施術

大阪府 株式会社ｓｔｙｌｅ　Ｋ 9120001220097 オンラインキャバクラの導入と来店に対する安心安全の周知活動

大阪府 株式会社キュア・ドクター 9120001186033 『リバウンドしないＯ脚矯正術』オンライン講座

大阪府 有限会社クオレ 6120002018634 自社ＨＰ立ち上げとＥＣサイトの機能充実による非対面営業の強化

大阪府 Ｔａｎｅ － 新生活様式下のネットを利用した販路開拓と非対面型サービス

大阪府 株式会社いちえ 2120001145227 唯一無二の味の開発とネット販売を通じての新規顧客獲得

大阪府 ＰＣＢデザイン － 撮影データ直販サイト及び受託撮影サービスのサイト構築

大阪府 Ｐｅｔチワワン － 非接触型引き渡しによる送迎サービスの周知強化

大阪府 ピーイング － コロナに負けない！卸売会社のあらたな挑戦！

大阪府 株式会社パーフェクトディフェンス 5120001136512 新規オンライン対応コンサルティング開発・販売による顧客獲得

大阪府 グランブルー株式会社 6120001219282 冷めてもおいしい串カツの開発とデリバリーによる新規顧客獲得

大阪府
セレクションアンドバリエーション株式会
社

5120002068671 非対面型営業・販売の為のウェブサイト構築

大阪府 株式会社ＳＡＮＫＩ 9120001122335 オンラインでの基礎化粧品販売と肌ケア方法Ｗｅｂ指導サービス

大阪府 キラリー久美子 － 気軽に出来る自宅エステ用のオンラインサロン構築

大阪府 ベロニカオオサカ － ＨＰ開による認知度向上とエステ事業・ＥＣサイトによる売上アップ

大阪府 株式会社Ｒｉｓｅ　ｗｏｒｋｓ　Ｌｔｄ 1120001231671 ｅラーニング・オンライン教室運営とホームページによる販路拡大

大阪府 割烹がはは － 「本格割烹料理屋の味をご自宅で」テイクアウト化による販売促進

大阪府 リラクゼーションサロンせんな － オンラインカウンセリングによる特別プランの提案

大阪府 Ｆｉｌｌ　Ｄｅｍａｎｄ － Ｗｅｂ制作事業の開拓とネットを使った非対面型ビジネスへの転換

大阪府 バー　バリハイ － 新商品開発によるテイクアウトを含めたカフェバーへの事業転換

大阪府 株式会社あるふぁ 9120001216665
ウイズコロナに対応した国内利用者向け、ビジネスマン応援プラン　テレワー
ク特化型の

大阪府 株式会社エーディエフ 4120001106763 ＶＲを用いた展示システムの構築とＷｅｂ展示会を活用した新規販路開拓

大阪府 合同会社美輝ラージュ 1120103001782 プレゼン力が身につく、オンラインプログラミング教室体験事業

大阪府 Ｒｅｐａｉｒ＆ｃｏａｔ － ホームページを活用した非対面での顧客対応と新事業の展開

大阪府 受験Ｌａｂ － 自粛期間で受けれなった授業の補填と受験対策事業
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大阪府 スタジオ　デルタ － スタンドソバサンカク裏なんば

大阪府 有限会社ライブワン 5030002078787 非対面設備を兼ね備えたスペースでの新しい動画制作サポート事業

大阪府 株式会社ユニバーサル建装 6122001026477 ウェブ面談システムの導入による業務効率化とＨＰによる販路開拓

大阪府 アートスタジオ万葉 － 押し花商品のネット販売における販路開拓と付属品の内製化

大阪府 松本　剛典 － 寝屋川市の活性化。無料オンライン集客動線セミナー事業。

大阪府 合同会社エクラージュ 8150003000909 エステシャンが届ける、オンラインホームケアアドバイス事業。

大阪府 大阪綜合法務事務所 － オンライン活用による相続自動車の売却サポートで新規顧客獲得

大阪府 株式会社日本住宅研究所 7120001142582 ネクストステージ、非対面型モデル転換

大阪府 Ｊ－Ｉｎｔｅｒ株式会社 8120901034556 ソーシャルディスタンスを保って安全安心テイクアイト

大阪府 株式会社ｓｆＤジャパン 4120901034023 カスタム部品のＥＣサイトによる新規顧客の開拓と非対面販売強化

大阪府 株式会社ＯｗｌＧｒｉｄ 4120001218781 売上回復の策！！Ｗｅｂ活用、チラシ活用、勤怠管理システム導入

大阪府 株式会社永華 6122001024712 オンラインを活用したペットショップの運営と、新規顧客の開拓

大阪府 株式会社ＲＩＳＥ 9120101054536 デリバリー事業とチラシ印刷・配布事業への挑戦

大阪府 海鮮居酒屋うお盛 － テイクアウトの開始及びトリックアート・ＬＩＮＥを使った集客

大阪府 Ｃ’Ｓケータリングサービス株式会社 1120101028431 社食宅配サービス「昼チョク」

大阪府 株式会社テムスコーポレーション 8120001110381 自社工場での機械組立事業と機械カスタム事業への挑戦

大阪府 株式会社プランクトン 8120101050437 職人が作るアイアン家具のネット直接販売推進事業

大阪府 株式会社ＡＲＡＴＡ 4120101060828 ＥＣサイト構築による工具等販売と空撮事業と特殊壁紙事業の創設

大阪府 ｎｉｎｅ　ｅｉｇｈｔ － ＨＰとＥＣサイト開設による全国販売と感染対策のための店作り

大阪府 ツアー美容室 － オンラインヘアサロンによるカット・カラーアドバイスと物販

大阪府 株式会社ゴッツインターナショナル 4120001190130 ＷＥＢ上でのビジネス転換でコロナに影響されないレンタカー事業

大阪府 日新フードサービス株式会社 9120001157942 毎日餃子が食べたくなる♪デリバリーの仕組み作りとその販路開拓

大阪府 アコード行政書士法務事務所 － ＷＥＢサイト開設とオンラインサービスによる新規顧客開拓

大阪府 炭火屋　一 － ホームページ利用した“炭火料理”テイクアイト・デリバリー事業

大阪府 ＧＡＲＮＥＴ － エステサロンのＷｅｂを活用した非対面対応と顧客拡大

大阪府 萬福フーズ株式会社 6120101061989 １、ＥＣサイト開設による販路拡大、販売数拡大事業

大阪府 モンディマンシェ － 花の非対面でのネットショップ販売を分かりやすく簡単購入

大阪府 株式会社ＨＡＫＵＤＡ． 8122001032390 自社製品の開発並びに自社ホームページ開設によるネット販売事業

大阪府 株式会社ナチュラルスタイル 4120001165883 新規顧客ルート開拓ならびに実費収入の拡大

大阪府 株式会社スマイル・スタース 7120101028509 ＥＣサイトでプロが選んだ清掃用品・除菌用品の販売

大阪府 ＳＫテック － ＳＫテック「個人向け防水工事部門」の立ち上げ

大阪府 ヨクスル株式会社 5120001179494 サブスクリプションで顧客が利用できるコンサルティングサービス

大阪府 オオタ株式会社 1122001033552 オンライン見積もりの導入とリーフレットによる販路開拓

大阪府 株式会社カルミネーション 4120001224598 ＷＥＢ活用によるオンライン販売への事業展開
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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。

大阪府 ｃｕｌｕｍｉ － ワンランク上のキレイが手に入る。、炭酸泉の導入とホームケア提案

大阪府 吟昇屋 － ホームページでの会社紹介と実績ＰＲによる信頼性向上と販路開拓

大阪府 ジェイシーエス有限会社 2120102013530 マネージメント事業　マーケティングリサーチ　ＥＣサイトにてネット通販

大阪府 株式会社和み 7120001199524 ダイエット事業のオンラインによる告知と提供の拡充

大阪府 株式会社大西東山造園 6120001076229 コロナ対策済み除草作業の提案力強化

大阪府 株式会社トーア 5120001194873 コロナＶＳ戦う中小企業

大阪府 まもる整骨院 － コロナ対策が整った集客事業

大阪府 旬家三山 － 日持ちメニューの開発及び原価率低減による売り上げ・利益向上

大阪府 Ｌｉｌｉｕｍ　ｄｅｓｉｇｎ －
希望のＤＴＰデザインを届けるＥＣサイト及びホームページ作成とチラシ配布
による宣伝

大阪府 スタジオＡｉｎａ － オンラインを中心とした自己開催レッスンの実施

大阪府 Ｈｅｒｂａｌ　Ｒｅｆｒｅｓｈ － よもぎ蒸しを顧客自身が行い三密を防ぐサロン店舗開発

大阪府 株式会社Ｋ．Ｓ．Ｊ 6120001189897 テイクアウト用の店舗窓口・注文サイト構築による販路開拓

大阪府 株式会社ネオテック 8120001052640 Ｗｅｂ商談システム等と製品紹介のパンフ・ＨＰによる販路拡大

大阪府 株式会社スタジオスピカ 8120001132392 ワンストップＥＣ構築を加速させる「ワンオペ撮影機構」導入

大阪府 株式会社アドフェッション 4120001115145 『新たな販路・新規顧客の開拓』

大阪府 旅するモデル － 完全非対面による商品イメージのスチール＆ムービー撮影

大阪府 栄和工業株式会社 2120001113968 抗菌環境事業のＰＲ動画制作と新サービス告知ＬＰ制作

大阪府 Ｈｉｔ　Ｒｏｌｅ株式会社 9120001218265 飲食店へのアルバイト採用をオンライン化し優秀な人材を獲得

大阪府 株式会社Ｈｅａｒｔｆｕｌ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 8120001173635 大阪から日本全国へ！販路拡大に向けた取り組み

大阪府 有限会社アーティス 6120002075758 みんなを笑顔に！ホームページを活用した新たな取組み

大阪府 株式会社武城 4120001190576 抗菌コーティング施工を含む多角経営で売上拡大

大阪府 有限会社おとや工房 6120002029870 オンラインＭＡでより身近なスタジオへ

大阪府 エヌ・ケイ・シー株式会社 2120001229194 ＥＣサイト活用による新規顧客獲得の取組み

大阪府 株式会社宝来商会 4120001098885 卸売業者の新たな挑戦！

大阪府 株式会社ｔｅｔｅ 9120901041857 ボタニカルＴＥＴＥで世界中の子供たちの髪を健やかに

大阪府 有限会社ジョイボックス 1120002042779 理美容室運営コンサル業とＥＣによる商品販売展開

大阪府 ｐｌａｉｓｉｒ － ホームページ作成による集客強化とＥＣ販売への取組

大阪府 初田電気株式会社 5120101056478 電材を業者と一般客にネット販売

大阪府 ＦｉｔＢｌｏｏｍ － トレーナー育成及びパーソナルトレーニングセッションのオンライン化

大阪府 株式会社サンワ・セキュリティー 2120001185017 自動標識機の導入による非対面警備とリモート面談の実施

大阪府 株式会社古川総合建設 2120101057363 業務の効率化と本格ＤＩＹをより身近に感じてもらおう

大阪府 井ノ阪本舗 － コロナ禍に対応する通販事業効率化とデータ活用分析による新展開

大阪府 今村工業 － 自社サービス商品ＥＣサイト構築による非対面事業導入

大阪府 久八ジェイピー株式会社 9120001141822 オンライン提案型営業によるサービス強化と付加価値向上
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大阪府 弓場通信代理店 － 非体面型での通信営業と契約、決済ができる仕組みづくり

大阪府 ＢＡＲ＆ＭＡＧＩＣ　くすめっと － テイクアウト用ＨＰ制作と設備改装による販路開拓

大阪府 八千代工業株式会社 9120901015555 得意先及び一般顧客の新規獲得

大阪府 アキ　ベリーダンススタジオ － オンラインレッスン事業の構築

大阪府 木村ＦＰ事務所 － コロナ禍での資産形成を攻めのアドバイスにより顧客増大

大阪府 レガサルト株式会社 9120001216541 テイクアウト・デリバリー・ＥＣ強化による果物カフェの売上向上

大阪府 株式会社春和 2122001030821 インターネットを最大限に活用した事業へ

大阪府 Ｈ－フィースト － ホームページ開設と顧客とのオンラインによる打ち合わせ

大阪府 マッスル居酒屋　ちょっと。 － 新たな宅配サービス　「　マッスル宅配　」　の　導入　と　宣　伝

大阪府 株式会社ＡＬＥＧＲＥ　ＳＯＬ 9120001141302 ＬＩＶＥ・リモート会議等の配信事業（自社動画配信サイト構築）

大阪府 株式会社ＲＡＭＵＳＥ 1120001230987 ＨＰのリニューアルと自社ＥＣサイト構築による販路拡大の取組

大阪府 合同会社企業団体支援機構 3120103003595 オンラインコミュニティを取り入れた非対面型サービスの提供と宣伝

大阪府 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 5120001221090 ＥＣサイトと設備拡充によるネイルサロンサービスの向上

大阪府 株式会社中尾建設 8120101055741 非対面でもイメージしやすい家づくり

大阪府 かりゆしナイト － オンラインＥＣサイト導入からサブスクリプションモデル構築事業

大阪府 チャクサルチキン － 感染症対策を講じた店舗活性化と定着による既存顧客確保と新規顧客開拓

大阪府 美容室ヤマナカ － 店舗販売商品のネットショップ化による非対面サービスの導入

大阪府 焼肉　ＯＮＬＹ・ＧＹＵ － 予約システムを備えたＨＰ作成と感染症を防ぐ排気ダクト設置改装

大阪府 北浜うらら － 接客型飲食店から旧市街公園と融合した持ち帰り食料販売店への移行

大阪府 串揚げ専門店　健串 － 串揚げ専門店健串の味を多くの方に届けるＨＰ作成

大阪府 合同会社アースチェンジ 6120003017783 非対面型で収益化を行う農作物販売事業

大阪府 有限会社クリブ 3120002055705 男性にも高い美意識を！サロンオーナーも使う美容用品

大阪府 株式会社佑建 4120001229746 自社サイトによるリフォーム受注件数アップと工事の生産性向上

大阪府 新羅合館 － 焼肉用食材のテイクアウト小売り事業

大阪府 合同会社ＳＫ　ＷＡＲＣ 8120103003632 ホームページ開設・オンライン相談会を通じた新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社ジラフネック 3010001174038 Ｗｅｂセミナー等推進事業

大阪府 巽千華 － 会員制オンラインサロンのオンラインダンスイベント・動画配信

大阪府 Ｌａ　Ｂｌｏｏｍ － アプリを活用したオンラインサービスによる集客・売上強化

大阪府 ＫＡＮＡＴＡ － ＨＰ開設と打ち合わせオンライン化による非対面ビジネスモデル移行

大阪府 合同会社ｓｅｒｉｏｕｓ 2120003016574 飲食店コンサルティングのオンライン提供

大阪府 春ちん商店 － 心と体を元気にするためのオンラインサロン開設＆会員募集

大阪府 川端　永耶 － 外国語対応ＨＰの作成と問い合わせシステムの導入で売上向上

大阪府 三井商会株式会社 8120101035330 ホームページの構築で新しい販路拡大と販売強化

大阪府 Ｋａｚｕ７ｇｒｏｕｐ株式会社 5120001202529 テイクアウト、デリバリー、ネットを通じた新規顧客獲得
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大阪府 スナックはなはな － ソーシャルディスタンスを確保できる予約ホームページ構築事業

大阪府 株式会社リ・ポール 1120001181272 植物工場産野菜の全国流通を担うＥＣサイト構築

大阪府 高田　亮介 － オンラインレッスンによる新規顧客開拓策

大阪府 株式会社日本ユナイテッドエネルギー 3120001173854 ＩＴツール活用による非対面営業と販路拡大の実施

大阪府 フジカワ電機株式会社 2120001047002 ポテンショメータ販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

大阪府 アルプスクラフト株式会社 1120101054824 ３Ｄスキャナー等導入による非対面効率製作体制構築事業

大阪府 株式会社エネイバー 9120001226202 企業の経費削減サービスのホームページによる新規販路開拓

大阪府 株式会社なおらい 2120001178037 販路の拡大とデリバリー販売で売上増大

大阪府 こきづ － 衛生面の見直しとデリバリー、テイクアウト環境の構築

大阪府 和み酒仁 － 非対面型ビジネスモデル転換、デリバリー、テイクアウト事業

大阪府 一福 － テイクアウト事業の開始およびネット販売による新規顧客開拓

大阪府 スナックＨＹ － オンラインバーで仲間づくり！ワイワイ楽しもう

大阪府 ｇｒｕｐｅｔｔｏ － 安全安心の自家焙煎珈琲豆及びオリジナルグッズの通信販売事業

大阪府 株式会社桃山社中 5120001179940 世界へ発信するオンラインで行う巫女さん養成講座。

大阪府 ｉｎｆｉｎｉ － 大手ホットペッパービューティー広告の強化とＥＣサイトの導入

大阪府 ピーチ － 新型コロナ対策とオンライン飲み会の開催

大阪府 レイチェルクラフト － オーダーメイド家具の見積シミュレータを中心としたＨＰ作成

大阪府 ＡＬＩ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ（アリーズキッチン） － テイクアウトの充実と徹底した感染防止対策で売上回復に挑戦

大阪府 ラピニャータ － インターネットを通じたオリジナル商品や食材の販売

大阪府 大石果実店 － 新商品の開発及びインターネット販売による販路開拓事業

大阪府 株式会社Ｋ’ｓプランニング 5120001210622 ＷＥＢを活用したマネー改善プログラムによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社アティレ 6120001189204 ＥＣショップを強化して、ウェブから新たな顧客を増やす

大阪府 有限会社前田金属製作所 2122002014781 溶接機を導入した一貫加工によるサプライチェーン強化と情報発信

大阪府 毘氏　亮彗 － ホームページによる新規顧客獲得とオンライン事業の開拓

大阪府 有限会社スポルトクオーレ 8120002081969 エアコン設置、ＨＰ改修・チラシ配布による新規顧客・売上増大

大阪府 株式会社Ｃ’ＲＥＡＬ 6120001208665 予約システムを備えたＨＰ作成と感染症を防ぐ店舗改装

大阪府 株式会社ウエオカ 4120001030311 ＷＥＢ商談システム導入のＨＰ作成と事務所改装事業

大阪府 株式会社ＳＹＵＳＹＵ 4120001193620 ライブストリーミング（配信）事業への本格的な参入

大阪府 株式会社マルミヤ 9120101007122 ・物件の（ＰＲ）ＷＥＢ広告化、従業員在宅勤務促進

大阪府 株式会社ＢＩＧ　ＤＩＰＰＥＲ 4120001140127 通信販売サイトとカタログ製作により自社販売力強化事業

大阪府 のえるぱん － 味園の異空間、フルーツカクテル＆ケーキバーお披露目戦略

大阪府 ふぐ御料理處でん － ホームページ活用によるテイクアウトへの取組

大阪府 河合・藤井法律事務所 － 特化型法律相談サイトの設置による新規顧客開拓

大阪府 株式会社ＣＨＥＲＩＳＨ 7120001174700 本格江戸前寿司をデリバリー・テイクアウトで家庭の食卓に！
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大阪府 Ｌｅ　Ｐｅｔｉｔ　Ｂｏｎｈｅｕｒ － オンラインレッスンでケーキ教室＆テイクアウトでパン販売

大阪府 株式会社美Ｌａｔａ　Ｂｌｉｓｓ 9120901043052 エステのオンラインサロン事業

大阪府 株式会社Ｃｅｎｔｒａｌ＆Ｍｉｓｓｉｏｎ 9120901039967 顧客獲得のためのＹｏｕＴｕｂｅやＺｏｏｍの動画プロモーション事業

大阪府 ネクストステージ － 「非対面型飲食物販売イベントの立上げと継続化」

大阪府 ガストロノミーアサバニー － 自宅で簡単に食べられる本格イタリア料理

大阪府 ｍｏｏ － 近隣の方に求められるお弁当を、なるべく非対面で提供、配達。

大阪府 株式会社ＦＩＶＥＳＴＡＲＦＯＯＤＳ 5122001027030 新型コロナウイルス感染症予防消毒設備導入とその周知徹底

大阪府 株式会社デリカ天寅 5120001010469 地域密着型デリバリー事業への挑戦！

大阪府 株式会社アスキー 9120001215931 安心と安全の新規障がい者獲得計画事業

大阪府 ツタエルスキル － 企業研修・キャリアコンサルティング・就活支援のオンライン化

大阪府 有限会社滝井特殊印刷 4122002002867 総合ＥＣサイト構築による技術紹介と非対面販売での新規顧客開拓

大阪府 ｎｏｗｈｅｒｅ．Ｒ － 店舗改善コンサルティング事業のホームページ開設

大阪府 合同会社ＣＯＵＮＴＲＵＧＧ 7120003018145 次世代アーティストの新たなステージとなるプラットホームの運営

大阪府 創作居酒屋４２８ － 炭炙り焼き等、専門性の高い商材の真空冷凍販売

大阪府 龍泉亭 － 国内産の食材を使用した点心の新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 森田税理士事務所 － オンライン見積システムを中心としたＨＰ作成で販路開拓

大阪府 田中　正太朗 － ネットワークを最大限に活用したオンラインでの配信制作事業

大阪府 Ｍｏｎｏｌｏｇｕｅ＆Ｆａｃ． － ＷＥＢプラットフォームでの芸術文化アーティストの動画配信事業

大阪府 ヘルスケアー岡本 － 【セッションやセミナーのオンライン化の促進】

大阪府 Ｂａｓｅ　Ｄｅｓｉｇｎ － よりステキな快適空間を作り、新規開拓のための革新的なネット広報活動

大阪府 株式会社ＳＡＫＡＳ 5120001211190 そばを食べる幸せを多くの方にお届けする非対面型販売推進計画

大阪府 有限会社ビィマインド 7120002082043 オンラインパパママ教室

大阪府 ハセガワ － 自社ホームページ作成と「モルタル造形ＤＩＹ」ＥＣサイト設立で販路拡大

大阪府 ソーダ － ＨＰリニューアルとチャットボットによる新規顧客の開拓

大阪府 株式会社アール 6120001213582 ランディングページとクラウドフォン導入による非対面営業転換

大阪府 Ａｒｉｅｓ株式会社 4120001214640 新ライフスタイルに合わせた飲食改革と物流貿易の市場開拓

大阪府 ジーワイジャパン株式会社 1120001144923 【弊社広告用ＥＣサイト制作、各事業の紹介コンテンツ制作】

大阪府 アリス薬局 － 妊活漢方サイトによるネット通販事業

大阪府 ＯＲＤＥＲ　ＭＡＤＥ　ＬＩＦＥ － 女性店員がサポートする、女性のオーダーメイドスーツ販売サイト

大阪府 株式会社３ＰＥＡＣＥ 1120001205270 イベント等のライブ配信による新しいイベント企画の提案事業

大阪府 株式会社イーテス 9120901032773 無訪問型営業＆ウェブセミナーに対応した営業システムの構築

大阪府 株式会社プライム 7120901033179 自宅において売上アップのシステムモデルの構築

大阪府 有限会社流楽 4120002069464 無料ｗｅｂコンサルティングサービスのＰＲ

大阪府 ＨＡ－ＬＩＦＥＪＡＰＡＮ株式会社 2120001142802 ＥＣサイトによるオンラインでの美容・健康商材販売事業

59 / 82 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

※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。

大阪府 株式会社パーソナルジムアドバンス 2120001214477 ＨＰで非対面型営業、クラウド電話でテレワーク及び接客

大阪府 浜寺整骨院 － コロナ対応！Ｙｏｕｔｕｂｅを活用した顧客フォローシステム構築

大阪府 株式会社ＳｋｉｌｌＭａｔｃｈｉｎｇ 1120001204280 オンライン面接とコンテンツマーケティングで新規求職者獲得

大阪府 桜通りはりきゅう整骨院 － ウィズコロナ時代の最新施術でおもてなし！

大阪府 ダブルアール株式会社 7120901038780 ＥＣサイト向け商品カタログページ制作事業の新規顧客開拓

大阪府 株式会社１０００パーセント 8011401018283 店舗改装のための外注と予約システム導入によるオンライン決済化

大阪府 田中　とも子 － 『ニューノーマル時代にこそ本当の笑顔を引き出す接客研修事業』

大阪府 Ｄｏｍｕｓ － テイクアウト型ビジネスの導入とそのメニュー作りと配布

大阪府 白墨丸 － ＬＩＮＥによるオンライン釣りレッスンの開設と集客の仕組化

大阪府 合同会社シェア 5120003014162 オンラインサロン開講による美容・まつ毛エクステ情報の配信

大阪府 さんと鍼灸整骨院 － ＷＥＢ問診の活用とパーソナルコンディショニングプラン

大阪府 吉元牛乳 － 牛乳屋さんがプロデュース！希少牛乳使用の安全・安心牛乳プリン

大阪府 株式会社グレイト 6122001002445 Ｗｉｔｈコロナ時代の店づくりと非対面型販売の取り組み強化。

大阪府 株式会社ピクニック社 6120001193404 自社媒体のＷＥＢ展開とデジタル広告プラットフォームの形成

大阪府 株式会社シゲゾー興産 7120001055719 ウーバーイーツデリバリーでの非対面モデルでの売り上げの確保

大阪府 有限会社いとう美容室 3120002006526 安心の訴求による顧客満足度向上とテレワーク環境構築

大阪府 八剣伝　国分駅前店 － 高齢者向け配食サービス事業

大阪府 ソフトプラティカ株式会社 7120001126957 タブレット端末を用いた非対面型遠隔面談による特定保健指導事業

大阪府 株式会社ニシダ 4120001021211 環境に優しいガチャガチャ５０ｍｍタマゴ型カプセル用の金型作成

大阪府 株式会社ナクロ 3120001000876
バーチャル工場見学を含むＷＥＢサイトの再構築で自社をＰＲして新規顧客
獲得

大阪府 ゆうプランド － エステティシャンための「エステティックサロン経営講座」

大阪府 Ｊトップ株式会社 6120101028831 デモ試験を無人で実施する為の全自動小型デモ試験機の開発

大阪府 株式会社ライフビューティープロダクツ 9120001112963 商品在庫の正規化と電子化で実現できる商品管理業務の生産性向上

大阪府 有限会社土井製作所 9120902019126 ３Ｄプリンタ等を活用した表札のネット販売による売上増大計画

大阪府 株式会社グライド 4120001204749 テレワーク環境の整備による生産性向上計画

大阪府 株式会社うどん棒 6120001139241 オリーブ牛すきうどんの商品開発とネット販売による顧客獲得事業

大阪府 横田慎一公認会計士事務所 － 継続契約の新規開拓と非対面型会計事務所への転換

大阪府 株式会社サニーフロンティア 8120901014054 学びを止めない！オンライン研修サービスＰＲで新規顧客の開拓

大阪府 芦谷社会保険労務士事務所 － 非対面型ビジネスの推進による労務相談体制の強化事業

大阪府 カボ － 採尿袋携帯用カバンの制作とネット販売による新市場への展開

大阪府 株式会社創食 9120001104564 テレワーク用基幹システムのクラウド化とオンライン販売

大阪府 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 3120001198174 宮崎の地鶏をご家庭で！ＥＣで、手軽に注文できる販路開拓

大阪府 株式会社Ａｎｉ－Ｍａｄｏｎｎａ 2120001107656 当社ｆｕｃｃａブランド強化に向けた広告宣伝とテレワーク体制構築

大阪府 株式会社Ｆ＆Ｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔ 6120001217468 自社ＥＣサイト構築による地域限定配達サービスの開始
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大阪府 株式会社ＩＳＳＥＩ 2120001130055 ＥＣサイトの開設による美容品販売の新規顧客獲得事業

大阪府 ヘアーショップグラム － 安心・安全・信頼の美容室で、ヘアケア商品を非対面で販売！

大阪府 有限会社玄武 5120002057352 自宅で受けられるリモートリハビリサービスによる顧客開拓

大阪府 丸徳タオル － 機能性タオル開発とオリジナル製品受注の非対面化による販路拡大

大阪府 西日本総合建設株式会社 4120901021558 見積作業の効率化と宣伝活動で個人住宅の施工の効率化と新規開拓

大阪府
キャリアマネジメントコンサルティング株
式会社

2120001107994 非対面で業務を遂行できるようサイトにシステムを導入する

大阪府
特定非営利活動法人さかい企業家応援
団

5120105003617 オンラインによる経営セミナー（Ｂｙ　ユーチューブ＆ズーム）

大阪府 株式会社平田映像製作所 1120001213496 ライブ配信事業の強化とネット上でのプロモーション事業

大阪府 株式会社ＳＪＪ 9120001097767 「小型リフティング機械」の改良実行とそれに伴う拡販推進

大阪府 株式会社バルク・ケミカルズ・ジャパン 1122001019808 通販機能を有するホームページ構築と複合的宣伝による新規顧客獲得

大阪府 株式会社九地良 7120001063093 自社ＥＣサイトの立ち上げによるネット通販事業の強化

大阪府 ＨｉＣＵＬＴＵＲＥ － 「ウィズコロナ」時代の郊外型シェアオフィスの開業

大阪府 株式会社ウエスト 8120001183353 介護サービス業界の感染症対策と機会損失防止のための取組

大阪府 株式会社ＩＮＳＨＯＣＫ 8120001228364 テイクアウトの体制整備とホームページとＳＮＳでのプロモーション

大阪府 宗教印刷株式会社 1120001023722 コロナ禍でも安定した製品供給するための設備導入計画

大阪府 幸真興業株式会社 2120001183945 空室情報をリアルタイムで提供するシステムによる顧客獲得事業

大阪府 トライズネットＨＤ株式会社 5120001182688 海外販売を目指したオンライン展示会への出店による新販路開拓

大阪府 株式会社ＦＰウェイズ 9120001154592 ＷＥＢ相談とＶＲ見学実施の告知活動拡充による新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社西川商店 8120001039489 オリジナルブランドの鞄の開発とＥＣサイトによる顧客獲得事業

大阪府 株式会社ビーウェル 2120001119544 「ＷＥＢページの改修兼ＨｕｂＳｐｏｔ（ＭＡツール）の導入」

大阪府 株式会社ラファニエロ 8120001224859 来店や採寸せずに購入できる高級既成スーツのネットショップ運営

大阪府 株式会社ＫＩＮＫＯＵ 7120001212278 オリジナル商品を非対面で販売するネットショップの運営

大阪府 株式会社瓢亭 9120001069502 ＥＣ販売強化のための製麺機導入計画

大阪府 ａｔ　ｅａｓｅ － 「Ｔｈｉｎｋｉｆｉｃ」によるオンライン講座専用プラットフォームの構築

大阪府 株式会社Ａ－ｃｌｅａｒ 5120001121571 介護業界における感染症対策と業務効率のためのテレワーク化

大阪府 有限会社三喜サービス 2120102004744 コンサルティングサービス事業の非対面型ビジネスへの転換

大阪府 緑昌園 － 新たな機材による新規顧客の獲得と非対面ビジネスモデル

大阪府 旭区清水整骨院 － 心理学を用いたオンラインサービス（ＺＯＮＥ入門）とグッズ販売

大阪府 ＬＩＦＥ　Ａｃｔｉｖｅ － コロナ対応トレーニングサービスの開発・提供で売上拡大

大阪府 ケイズ設計 － 意匠設計と構造設計の遠隔による打合せ新手法

大阪府 株式会社ａｌｉｅｎ 9120001201808 非接触検温を活用した顧客満足度向上と予約・売上の一元管理

大阪府 アイ・シー株式会社 6120001168050 チャットとＶＲ技術を活用したリモート商談システムの開発

大阪府 株式会社ミライン 4120001208130 オンライン商談とリモート見積による新たなビジネスモデルの構築

大阪府 株式会社ピラミッド 7120001169254 仕入先複数化と売上割合の均衡化（とオンライン環境の整備）
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大阪府 株式会社デバイスエージェンシー 9120001191363 ＥＣサイトとチャットボット活用によるオンライン受注の強化

大阪府 株式会社スマイルファクトリー 5120001193537 紙媒体とウェブ媒体の両面で取り組む販路開拓事業

大阪府 ザ・ブリッジ株式会社 3120001201672 バーをレンタルスペースとして非対面で運営できる体制の構築

大阪府 珈琲専門店　モンマルトル － テイクアウトの販売商品の充実などで売上向上

大阪府 コム・ラボ有限会社 9122002012135 環境対策衛生商品の開発及びその非対面型ビジネスの構築

大阪府 株式会社セラ・ルージュ 3120001066018 自社通販サイト、ＳＮＳを活用し一般ユーザーへの売上増大を図かる

大阪府 大東段ボール株式会社 9122001015584 梱包資材ネットショップによる販路拡大

大阪府 株式会社ロジエ 7120001176589 「オフィスで楽しめる大人の本格フレンチ」

大阪府 株式会社エムティシステム 1120901023053 動画レッスンを含むオンライン商品開発とウェブ販路開拓

大阪府 株式会社サンデザインワーク 7120001080155 テレワーク環境の整備とターゲティング広告による新規顧客獲得

大阪府 有限会社ビージェイ・スミレ 5120002019146 オンラインレッスンや動画配信の強化と生産性向上への取り組み

大阪府 酒蔵サポート合同会社 1120003013143 非対面コンサルティングが可能なシステム構築による新規顧客獲得

大阪府 合同会社ＭｅｒＭａｉｄ 4120003010807 ＥＣサイトを導入し光熱費削減効果がある高機能フィルム販売の取組

大阪府 株式会社Ｙｏｌｏ　Ｃｈａｒｍｅ． 7120001230313 オンラインサロンで心も体も元気に美しく♪新規顧客の開拓

大阪府 株式会社アルファアーツ 1120001117292
オンライン・バーチャル展示会テストサイト開発、リアル展示会ブースにおける
感染対策

大阪府 ＸＢ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ － 入門者に特化した総合情報サイトでサイクリングの魅力を発信

大阪府 宇久 － 非対面を考慮した新しいテイクアウト商品の開発と宣伝

大阪府 株式会社モノコム 6120001137947 ＥＣサイト構築によるＢｔｏＣ事業の取組み及び取引先依存からの脱却

兵庫県 Ｐａｓｓｉｏｎｉｓｔ － ＡｍａｚｏｎＥＣ物販新規立ち上げと販売事業

兵庫県 株式会社ＴＯＮＹ’Ｓ 2140001113256 「お客様がシェフ！」完全非対面業務で利益率ＵＰと幸せを提供

兵庫県 有限会社エイブル 2140002002887 地域顧客への送迎サービスと自社ネット販売による販路拡大事業

兵庫県 松陰塾　新長田校 － オンライン授業の広報活動で、生徒数と売上の増加を目指す

兵庫県 居酒屋しもさわ － コロナ対策と持続的発展のための店舗改修工事

兵庫県 尾上あゆみ － 「新規顧客」獲得に向けた、顧客認知度向上計画

兵庫県 中江物産株式会社 5140001009765 有事に負けない構造改革！／Ｗｅｂショップ事業一本立ち！

兵庫県 アサック株式会社 6140001028698 新商品「半畳システム書斎ＤＥＮＤＥＮ」を企画・販売

兵庫県 株式会社ＳＥＩシステム 7120001126370 遠隔支援機器（リモートイエロー）を使ったビジネスモデルの構築

兵庫県 垂水クリーニング － 地域のケーブルテレビの活用によるサービス向上と新顧客獲得事業

兵庫県 サトー・トップビジネスマシン株式会社 4140001017513 「テレオフィスの導入」によるｗｅｂ会議システムの構築

兵庫県 株式会社ブリランテ 1140001042381 非対面のオンラインレッスンに対応した新店舗開設による売上拡大

兵庫県 メンタルサポート神戸 － オンラインでのメンタル不調者の休業期間の長期化防止事業

兵庫県 Ｋｏｄｅｂｕｏｕ － アイアンガーヨガの知名度向上によるオンライン会員の新規獲得

兵庫県 ＰＥＲＦＯＲＭ － プロモーション動画、動画配信による新規顧客の開拓

兵庫県 株式会社ピュアトーン 9140001034132 非対面型ビジネスのデジタルツール活用による販路開拓
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兵庫県 有限会社ティ・エル・アイ 7140002019844 “リモート面談による在宅トレーニングコース”開設

兵庫県 株式会社カツミ堂 4140001006920 ＨＰ改修・ＥＣサイトの作成により新規顧客の獲得計画

兵庫県 リラクゼーションゆず － オンラインショッピング＆ｗｅｂ相談で肌・メイク悩みを解決！

兵庫県 株式会社ブライト 1140001032606 刷新ホームページによる非対面の相談窓口と見積もり対応

兵庫県 株式会社ベストフードシステム 3140001034030 訴求チラシを使った個人宅向けに特化した宅配による食肉販売事業

兵庫県 アイシー株式会社 3140001031143 非対面型ビジネスモデルを取り入れた、新しいダイビングショップ

兵庫県 有限会社マリーグレース 8140002016023 オンライン及び非対面型の感染防止ブライダルプロデュース

兵庫県 Ｌ’Ｅｘｑｕｉｓレクスキ － テイクアウト商品を製造・販売するための厨房・改装工事

兵庫県 ＨＢＭ　ＪＡＰＡＮ － ＳＮＳ活用による集客強化とオンラインサービスの提供を開始

兵庫県 株式会社平成珈琲 7140001111866 流行りに流されない“日本の珈琲”を神戸から全国へ届けよう

兵庫県 株式会社自遊空間 5140001116223 軽トラックに載せるシェルの新商品開発

兵庫県 神戸中国武術協会 － 換気設備導入による安全かつ安心できる太極拳講座の実施

兵庫県 ヨガスタジオロータス － 腰痛改善！ストレス発散！オンライン「リズムステップヨガ」

兵庫県 神港商会 － お客様と共にコロナ対策安全事業

兵庫県 ｄｅｓｉｇｎｅｄ　Ｍ － Ｗｅｂ販売用ＨＰの新設とジュエリー加工の内製化の為の機械導入

兵庫県 株式会社穂の夢 7140001097453 マイクロブリュワリー製品の製造・販売強化事業

兵庫県 ビストロスミモト － ＥＣサイトを利用した総菜とケーキの全国販売

兵庫県 ＣＩＰＨＥＲ　Ｈａｉｒ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ － 来店でもお得、自宅でもサロン仕上がり実感・保持プロジェクト

兵庫県 ＬＥ　ＭＡＲＲＯＮ － 出張販売による販路拡大と既存店舗の認知度を上げる

兵庫県 株式会社フタハト 8140001016783 ネット販売の開始と関連グッズの開発・販売による事業再開計画

兵庫県 萬葉庵 － おでん等の持ち帰り販売及びＳＮＳ・ＥＣサイトでのネット販売

兵庫県 トラットリア　バカンツァ － 有機野菜を使ったスープの調理　ネットを通じた新規顧客の獲得。

兵庫県 ＨＯＭＥ － オンライン指導開設と教室の感染防止対策に向けた取り組み

兵庫県 株式会社セラヴィ 7140002004020 新開発ニキビ治療器具のリモート営業による国内外への販路拡大

兵庫県 洋菓子のブリエブラン － ウイルス対策を施したエアコンで、小さな店内を安心空間に変える

兵庫県 ゆり美容室 － 素材美を追求し、ワンランク上のサービスで新規顧客獲得

兵庫県 株式会社あつみ事務所 7140001116634 ドローンを活用した非接触型サービスの構築

兵庫県 株式会社トップフーズ 9140001102046 デリバリーサービスを利用した宅配事業と予約サイトの立ち上げ

兵庫県 書道家アーティスト・井上　理白 － 東大寺初、オンライン型書道パフォーマンスによる、世界発信事業

兵庫県 アンメットリサーチ合同会社 4140003014392 非対面ビジネスとしての画像解析サービス

兵庫県 ユーテック工業 － 筐体外側熔接の内製化

兵庫県 株式会社日本学術サポート 4011001111525 オンライン心理学実験サービスと解析サーバによる非対面研究支援

兵庫県 新神戸米穀有限会社 2140002003217 「自動おにぎりマシン」導入による食品スーパー用おにぎりの販売

兵庫県 株式会社リトルスプラウト 3140001104626 テレワーク推進と「密」を避けるための電子黒板の導入
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兵庫県 五洋株式会社 3140001015006 ＭｙＢａｒｒｉｅｒ（触媒コーティング）の非対面営業の開始

兵庫県 株式会社丸政商事 3120001168763 世界最大卸サイトアリババ（中国版）日本語化及び買付モール開発

兵庫県 石坂貴司 － プロ選手帯同トレーナー経験を活かした対面短縮施術の治療院開業

兵庫県 着物リメイク工房　香賀登 － 着物や帯のリメイク商品の開発とＷＥＢ販売及びＷＥＢ教室開催

兵庫県 有限会社スパーク 1140002019453 ＷＥＢ活用及び店舗改修による販路拡大計画

兵庫県 株式会社Ｋ－Ｒｅｃｋｓ 8140001112888 新規ＨＰによる関西初の解体業者仲介サービスの立上げ計画

兵庫県 中国料理　悠悠 － デリバリー＆テイクアウトによる販路拡大。

兵庫県 イタリアン割烹　海 － コロナを乗り切るためのネット販売強化と店舗の感染症対策

兵庫県 龍宮道場 － 新規顧客獲得のため店内改装及びオンラインセルフ整体指導の開設

兵庫県 株式会社ＳＡＮコンサルティング 1140001038132 海外集客のために、バイリンガルスタッフを日本のリゾート地に

兵庫県 有限会社鉄木真 9140002007582 神戸牛ブランドを活用し、デリバリー事業新規参入により事業強化

兵庫県 有限会社兼一水産 7140002030537 明石淡路の味を全国に。自社ＥＣサイトで人気商品をネット販売。

兵庫県 のどか鍼灸整骨院 － オンライン予約やビデオ通話を利用した問診や運動指導の導入。

兵庫県 株式会社ベークショップルビー 8140001016800 健康志向食パンのＥＣ販売による販路拡大

兵庫県 Ｌｅ　ｓｏｉｎ～ルソアン～ － おうちでエステで「本物の美」を手にする、心繋がるエステサロン

兵庫県 株式会社黄微 1140001007120 ＥＣサイト掲載のホームページとメルマガの作成による顧客獲得

兵庫県 有限会社テックネットワン 9140002024537 キルギス産「白いはちみつ」と呼ばれる無添加蜂蜜の販売をする

兵庫県 ごはん家　梨川 － 生活様式の変化に対応できるテイクアウト商品の増産及び販売計画

兵庫県 株式会社パパコーポレーション 4140001026472 ＥＣサイトを活用して、ご家庭へ「美味しいという感動」を伝えたい！

兵庫県 有限会社ぽぷら 1140002019412 非対面ビジネスへの転換と習い事・学習塾付き民間学童保育の開業

兵庫県 有限会社瑞光産業 5140002017057 お客様のニーズに合わせてカスタマイズする出前サービス事業

兵庫県 スタジオアデム － ①自社製品の技術向上と納期の短縮　②顧客を拡大のための改装工事

兵庫県 株式会社中谷加工所 5140001101332 オンライン展示会による自社ブランド増加計画

兵庫県 ヤマサキギター音楽院 － オンラインライブ、セミナーおよびオンライン教材作成配信事業

兵庫県 株式会社ｔｉｐｐｓ 2140001107357 ホームページを更新し、非対面ネットを活用した効果

兵庫県 ｃｏｆｆｅｅ　ｕｐ！ － チャンピオンたちが教える、お家コーヒーのためのレッスン拡充。

兵庫県 三ツ輪 － 宅配による非対面での販売と商圏・購買層の拡大への取り組み

兵庫県 パーラーネムの木 － 非対面販売のお弁当のデリバリー事業

兵庫県 一等桧家株式会社 1140001025469 非対面で見積可能にする自社のＨＰの作成と情報発信計画

兵庫県 有限会社クリエイションエム 9140002008457 将来を見据えた感染対策による販売方法のリニューアル計画

兵庫県 株式会社Ｓｈｏｂｅｒ 6140001111099 永久交換保証が付いた世界初のリユースシューズサービス

兵庫県 株式会社Ｒｅｂｒｏ 8140001109629 サイト内へアプリケーションの実装による新規顧客の獲得

兵庫県 ＣＳＯ － サプライチェーン毀損に伴い代替商品を内製で開発

兵庫県 ＤＩＯＲ － スナックからおばんざいやへの業態の大幅な転換

64 / 82 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

※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。

兵庫県 珈琲たか － 炭火焙煎珈琲たかを《炭火焙煎珈琲テイクアウトたか変更作戦》

兵庫県 二天堂鍼灸院 － 集客向上のための運営サイトの強化と動画配信を行います。

兵庫県 マリッジコンサルティングつづり屋 － 非対面型ビジネス（ｗｅｂ集客）による会員確保

兵庫県 和み庵　篤屋 － お客様が安心して来店いただける環境作りをする為の店舗改装工事

兵庫県 株式会社須々木工務店 7140001059536 非対面型集客システムの構築による新規開拓事業

兵庫県 Ｓｕｐｒｅｍｅ － ホームページのリニューアルと安全・安心の新規施術導入

兵庫県 株式会社為国製作所 1140001107465 増産体制構築による産業用ロボット部品安定供給の取り組み

兵庫県 セカンドレザー － ＥＣサイト構築による売上向上計画

兵庫県 株式会社バンブー 8140001064626 自動販売機導入による新規顧客開拓事業

兵庫県 有限会社日笠 5140002053481 姫路の老舗ホテルから播磨の美味を皆様のご家庭へ！

兵庫県 株式会社よこぜき 7140001062192 予約管理システム導入によるネット上での相談予約と健康相談実施

兵庫県 串処あさひ － 安心安全な店内環境の整備をと飛沫感染予防の為の店内改装

兵庫県 磨き座継－ＨＥＲＩＴＡＧＥ－ － 「靴磨き」を文化へ！靴磨きを通して皮革の街である姫路を発信

兵庫県 ＬａｔｔｅＡｒｔ－Ｂａｒ　Ｚ．Ｅ．Ｒ．Ｏ － 【アフターコロナ・ｗｉｔｈコロナに向けた飲食店オペレーションの改革】

兵庫県 株式会社福寅 4140001067681 非対面型集客システムの構築による新規開拓事業

兵庫県 株式会社アーバン印刷 7140001057481 オンライン名刺受注システムおよびデータ入稿システム

兵庫県 有限会社ＦｅＦｅ 6140002053704 メイドインジャパンの「かわいい」商品のネット販売

兵庫県 ビューティハウスヴェール － 非対面水素吸入と予約システムを導入し免疫力・来客数・売上ＵＰ

兵庫県 株式会社ＴＳＵＫＡＭＯＴＯ 5140001116594 オンライン治療の開始で自宅でも美しく！

兵庫県 Ｌａ　Ｓｏｌ　ＨＡＩＲ － ＥＣサイト構築と炭酸装置導入による髪質改善サロン販路開拓事業

兵庫県 川飛本店 － テイクアウト事業の強化と自社ＨＰによる通販での新規顧客獲得

兵庫県 お好み焼・鉄板焼・居酒屋かずちゃん － テイクアウト事業実施の為の改装工事とＰＲ看板の作成

兵庫県 株式会社大貫堂印房 6140001064652 Ｗｅｂはがき印刷等受注システム導入による販路拡大

兵庫県 フォトスタジオＧＡＯＮ － Ｗｉｔｈコロナ時代における動画制作の新たな販路開拓

兵庫県 おもや － 国策　新しい生活様式の確立及びテイクアウトの販路開拓

兵庫県 ｔｏｗａ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ － プロの知識と技術を活かした“貸し切りセルフスタジオ”の提供！

兵庫県 有限会社孝ふく 6140002049479 増加する仕出し需要へ対応するための機械設備の投資と広報活動

兵庫県 福寿堂 － キッチンカー導入によるビジネスモデルの転換と新たな販路開拓

兵庫県 ＭＯＮＫＥＹ　ＢＲＥＡＤ － 感染リスクの軽減を図った店舗づくりを軸とした販路開拓戦略

兵庫県 株式会社ウッドライフ 4140001105029 自社製品「ものつくり」製造率１００％に向けてのスタート計画

兵庫県 岡本鋼業株式会社 7140001058166 ＨＰ作成によるＰＲ活動と鉄製品のネット販売による販路開拓

兵庫県 株式会社平井商店 1140001061200 非対面型ビジネス強化のためのネット通販ページの構築

兵庫県 姫路ばら園 － 自社のＥＣサイト構築及び既存のＨＰの改修を通した新規優良顧客獲得

兵庫県 ルーツ株式会社 6140001102668 ドライブスルー窓口設置による安心の提供と販路拡大
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兵庫県 Ｓｕｒａｂｈｉ － ネットショップＯＰＥＮと新商品・新サービスの開発で事業強化

兵庫県 お好み焼き松風 － 完全分離で安心・安全！他店に負けないコロナ対策で顧客獲得！

兵庫県 合同会社明星（焼肉明星） 4140003013064 テイクアウト・出前を本格導入し、家庭でも当店の味を提供

兵庫県 魚竹 －
通販サイトと真空調理機を活用した販路拡大並びに当店ブランド力の強化事
業

兵庫県 ＯＳＳ株式会社 3140001065983 カメラ付ドローンを使って高所の工事を効率よく行い新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ウッドギャラリー 2140001099990 安心な住環境は足元から、インターロッキング等の清掃で抗菌対策

兵庫県 野村ビジネスパートナーズ株式会社 6140001115372 リモートオペレーションシステム導入に伴うテレワーク環境づくり

兵庫県 Ｂａｃｋｆｌｉｐ － オンラインによる配信事業とガイドラインに沿ったコンサート開催

兵庫県 二宮鍼灸マッサージ院 － 非接触式治療器と決済システムの導入による販路開拓

兵庫県 有限会社アリス工芸社 1140002045805 住宅建築、ＣＡＤソフト導入による販路拡大とテレワーク環境整備

兵庫県 ゼロコン株式会社 6140001052888 インターネット販売による一般消費者への販路開拓事業

兵庫県 ＭＭＤＳ － 時代に即したオンライン配信サイトの製作とオリジナルグッズ販売

兵庫県 さがら － 鉄板料理店ももふくの感染防止策と“おひとり様”向け販路開拓

兵庫県 久保　茜 － オンラインボーカルレッスン事業の開始とレッスン教材のＷｅｂ販売

兵庫県 鮨　万よし － 接触削減、衛生環境整備で入りやすい寿司店を目指した販路開拓

兵庫県 有限会社ＭＡＩＤＯ 9140002044956 非接触型の画像診断による肩こり測定サービスの販路開拓事業

兵庫県 株式会社アトリエハウス 1140001096139 新規を呼ぶ！「フクマル道場」リニューアル大作戦での販路開拓

兵庫県 株式会社Ｅｉｄｅｒ 2140001111474 ホームページの刷新による社内体制強化及び新しい業務方法の確立

兵庫県 有限会社ひかり商店 6140002042252 ＢｔｏＢ、ＢｔｏＣへのオンラインサービス導入による販路開拓事業

兵庫県 街のお花屋さん　鳴尾花壇 － 花の法人向け福利厚生サービスのオンライン化対応による販路拡大

兵庫県 古民家創作料理風車の郷 － 尾浜うどんのＥＣ販売とテイクアウト及びデリバリー販売の展開

兵庫県 株式会社すまいる 3140001053823 遠隔事前調査・検温室とオンライン面会室でコロナ感染予防対策

兵庫県 ＢＯＬＯ － ＥＣ・実店舗、売上拡大と集客導線の確立

兵庫県 ｃａｆ　ｑｒｏｔｈ － 通販、テイクアウトＰＲ。店内ソーシャルディスタンス化事業

兵庫県 豊家 － キッチンカーで販路開拓！新商品の移動販売と商圏の拡大

兵庫県 Ａｖｅｎｔｕｒｉｎｅ － 美容・健康サービスのオンライン化・非対面化による新規顧客獲得

兵庫県 ｎｅｂｒａｓｋａ　ｌｅａｔｈｅｒ　ｗｏｒｋｓ － ハンドメイド雑貨のオンラインショップ開設による販路開拓事業

兵庫県 株式会社計装サービス 5140001077655 天井クレーンを設置して重量物塗装の内製化・短納期化を図る事業

兵庫県 上垣司法書士事務所 － ＨＰ刷新とＷＥＢ接客システムを利用した相続業務の販路拡大

兵庫県 ジュエリーサンパティックアルディ － ジュエリー等修理のためのレーザー溶接機導入による業務安定計画

兵庫県 スタジオキュート’ － お客様と繋がるホームページでもっと身近なスタジオに！

兵庫県 株式会社座古海産 9140001034891 自慢の海産物をネットを通じて全国へ新たな販路開拓を目指す！

兵庫県 エステティックサロン　ｉｒｏ－ｈａｎａ － ＥＣ事業の確率と、脱毛マシーンによる当店の価値の向上

兵庫県 アウリン英語教室 － オンラインと対面でのハイブリッドによる英会話レッスンの実現
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兵庫県 有限会社ヒカリ扇 5140002030167 新しい生活様式に対応した新しい非対面型ビジネスモデルの構築

兵庫県 エヌケイケイフーズ株式会社 1140001034602 検討中

兵庫県 レストランバーオータニ － 非対面セルフ化からはじまる　コロナチャンス

兵庫県 あおぞらサービス － コロナ予防非接触型入居者募集・案内システムの構築

兵庫県 ダイニングミュージックバーブルーマリン － ファミリー層獲得に向けた事業展開と宅配事業の開始

兵庫県 株式会社ＵＲＢＡＮＮＥＵＴＲＡＬ 4140001073812 ・ＥＣ、情報共有サイトによる非対面式インテリアサービス

兵庫県 株式会社ＦｕｎＬｉｆｅ 5140001110606 不動産業向け３Ｄパース動画作成事業と非対面営業

兵庫県 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｌａｎｋａ － テラス席の充実化とドライブスルー事業の開始

兵庫県 ベステック不動産販売株式会社 3140001074035 ３Ｄパース動画作成事業と非対面営業の実施

兵庫県 株式会社オー・スリー 1140001015817 惣菜製造販売に伴う非対面型ビジネスの販路拡大

兵庫県 きんぎょお菓子教室 － 教室を非対面型ビジネスモデルへ転換する非対面コンサルタント業

兵庫県 タイガースグッズ２代目ｋａｚｕ － ホームページを活用し、全国の野球ファンにグッズを非対面で販売

兵庫県 嶋田ＬＰガス株式会社 4140001102315 神戸営業所販売強化「あなたの町のガス屋さん」事業

兵庫県 株式会社アクティブライフ 8140001073817 不動産業向け３Ｄ動画作成事業への参入

兵庫県 王将フードサービスＦＣ伊丹店 － 地域に根ざしおいしいく安心な食事と空間をリーズナブルに提供

兵庫県 フィトンチッド － 店舗情報発信力の強化とオンラインサービス開設

兵庫県 株式会社ヒューネック 5140001080840 非対面による地下水・温泉採掘コンサルティング事業の拡大

兵庫県 アジアン雑貨ショップ　ラフエイジア － パーティセットレンタル部門のサイト導入と宣伝強化、店舗改修

兵庫県 竹千代 － 「テイクアウトへの転換！コロナに負けない新たな販路拡大事業」

兵庫県 Ｔｉｃｋ　Ｔａｃｋ － セルフエステ設備の導入及びネット・広告を通じた集客・販路拡大

兵庫県 合同会社Ｓａｋｕｒａ－Ｊｕ 9140003008571 通販によるジビエ（鹿肉）販売の仕組み作り

兵庫県 ごはんや凸 － お持ち帰り餃子の新商品販売による売り上げ拡大

兵庫県 ツリーフェイス － リモート営業環境の整備による非対面型旅行プラン提案の推進

兵庫県 墨屋銀助 － ＨＰ改良によるスマホ・タブレット対応化と新規個人客層の開拓

兵庫県 有限会社ユニテックス松原 7140002062134 コロナ禍における非対面型商品開発のためのソフト導入

兵庫県 株式会社斎藤商店 1140001075497 非対面ＷＥＢ展示会開催による顧客開拓と付加価値向上

兵庫県 串万 － ＨＰ開設とＳＮＳでの情報発信による若い女性客層開拓と店内環境の改善

兵庫県 有限会社井上鉄工所 6140002061558 工場見学のオンライン化による非対面営業への取組

兵庫県 食堂Ｏｇｇｉ － 真空パック包装機を導入し、新メニュー開発とテイクアウト商品の強化

兵庫県 一番 － 集客アップ「自宅で待っていれば楽しめる、出前で嗜む一番の味」

兵庫県 株式会社ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 2140001076528 Ｗｉｔｈコロナにおけるホームページ作成によるＥＣ販売強化事業

兵庫県 有限会社三創 6140002063109 新メニューの開発とオンラインショップでの販路拡大事業

兵庫県 備前焼松井宏之 － 海外市場ターゲットのＥＣサイト立ち上げと必要な新商品製作事業

兵庫県 ＳＡＫＵＲＡ　ｂａｓｅ． － テイクウトと店内飲食の動線を分けテイクウト販売強化作戦
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兵庫県 ヘアーメイクアポロ － コロナ禍を乗り越え、創業原点からの再スタートによる顧客開拓

兵庫県 有限会社ＨＵＴＴ 2140002031267 工務店による店舗開業支援事業展開のための非接触型営業の確立

兵庫県 株式会社三木章刃物本舗 7140001036626 ＥＣサイト開設による非接触販売力強化に伴う顧客開拓・収益確保

兵庫県 ｂｉｒｉｃａ（ビリカ） － 個人消費者向け商品の生産能力の強化とオンラインストアの開設

兵庫県 ダイニングスペースベルデ － 淡路島食材を使用したパスタソース・ピザのインターネット販売

兵庫県 Ｌ’ＩＳＯＬＥＴＴＡ合同会社 2140003013628 Ｗｉｔｈコロナ時代に適した個室環境整備によるお客様間接触の減少

兵庫県 有限会社新東 7140002068858 「新たな生活様式」に対応するフィットネススタジオ

兵庫県 ｍｏｏｓｈｕｌｅｅｋ（ムーシュリーク） － 店舗移動拡大による環境改善と販路拡大とＥＣサイト販売の強化

兵庫県 株式会社新島水産 6140001084840 ＥＣサイトの再構築による売上向上事業

兵庫県 平岡農園 － 味覚狩り観光農園のインターネット販路開拓事業

兵庫県 ＣＨＩＬＬＯＵＴ株式会社 8140002069178 「ゆったり・らくちん・あんしん」時代に適したキャンプ場の開発・販路拡大

兵庫県 岡本雅子ピアノ教室 － 全国から繋がる、オンラインで提供する高音質なピアノレッスン

兵庫県 有限会社クラフト 4140002045959 コロナ禍における生産ライン確保と、サプライチェーンの構築

兵庫県 西気屋靴店 － ＷＥＢによる靴修理・調整、販売システムの導入

兵庫県 本家串焼忠助 － テイクアウトによる販路拡充に伴う食材の安全の確保を図る

兵庫県 ＣＬＯＴＨ＋ＣＲＯＳＳ － 無観客インターネット配信ライブ・イベント配信事業

兵庫県 ザッカ＆ナチュラルカフェｃｈａｃｏ － テイクアウト事業の売上向上を目指した、集客と対応への対策

兵庫県 織食堂 － 真空包装機導入によるテイクアウトの拡充・販路開拓事業

兵庫県 高砂水引細工千和 － 遠方の顧客にも対応可能な非対面型オンライン事業の構築

兵庫県 Ｓ．柏修園 － 盆栽教室・盆栽カフェ開業準備事業計画

兵庫県 有限会社三喜屋 8140002037993 ＩＴ活用によるオリジナル着物等の販路開拓事業

兵庫県 有限会社キザワ 1140002037109 鍋料理等テイクアウト事業拡大による顧客開拓、収益改善

兵庫県 ＴＨＥこなもん道場たこ魂 － 国産無添加小麦を使用したオリジナルたこ焼き粉のネット販売事業

兵庫県 メディカルエステサナーレ － ＥＣ事業の確立と、脱毛マシーンによる当店の価値の向上

兵庫県 せと果 － イベント主体からの転換！非対面営業の強化と店舗の整備事業

兵庫県 路地裏のカフェＫＯＴＩ － 焙煎機導入による確実なコスト削減と販路開拓事業

兵庫県 自動車塗装のいなざわ － ホームページを利用した高精度カーボン加工・レジンテーブル販売

兵庫県 いろは食品 － 国産牛、豚肉を使用したテイクアウト、宅配による弁当・精肉販売

兵庫県 ｃｏｃｏｎｕｔｓ　ｈｏｕｓｅ高砂店 － ペット用品ＥＣサイトの制作と店舗ＰＲによる新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社エスエヌケイ 9140001038298 【バーチャルショールームよる非対面ビジネスモデルへの転換】

兵庫県 ＆ＭＩＫＩ － 設備投資によるサプライチェーン毀損への対応及び販路開拓

兵庫県 カタリモ － ネット販売を通じた販路拡大と厳選した材料で作る新商品開発

兵庫県 株式会社わらいや 6140001100424 自社ＥＣサイト構築とＨＰ改良による非対面ビジネスの強化

兵庫県 有限会社繁栄皮革工業所 5140002033467 ネット販売システム導入と『抗菌・抗ウイルスレザー』の開発
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兵庫県 有限会社頃安畳商店 5140002031883 非対面型ビジネスモデル導入による新たな顧客の開拓と持続的経営

兵庫県 株式会社大喜建設 4140001038385 非対面コンテンツ（ｗｅｂ見学会、ｙｏｕｔｕｂｅ等）強化事業

兵庫県 １×１． － メタトロン遠隔化とカウンセリングの完全オンライン化

兵庫県 株式会社おちあい 3140001042561 リモートカウンセリングや肌診断による化粧品のネット販売

兵庫県 株式会社平田重機 9140001045476 営業スタイルのＩＴ化による効率的な新規顧客獲得

兵庫県 株式会社美広社 4140001046264 ＨＰ開設における新規販路の開拓、リモートによる打合せ

兵庫県 鉄板イタリアンマーノ － キッチンカーでの移動販売

兵庫県 有限会社きりしま産業 5140002035595 オンライン販売の強化による新規顧客の獲得と売上アップ

兵庫県 有限会社大濵 9140002035402 加古川海苔の製造工程と魅力を紹介する動画の制作

兵庫県 ビューティーサロン　ムウ － 自動洗髪機の導入による売上回復と新サービスの提供

兵庫県 株式会社ハリマクリエイト 6140001110877 動画サービスを活用した新たな不動産探しのＨＰと店舗づくり

兵庫県 ｉｌｏｉｌｏ － お片付けサービスのオンライン化で多くの人や企業を幸せに

兵庫県 マテリカヘアーデザイン － ＥＣサイト構築及び商品開発による売上拡大とＰＲ動画作成

兵庫県 トシミ理容所 － お客様の３密を避ける非対面型癒し空間の構築

兵庫県 川福 － 新たなテイクアウト商品とソーシャルディスタンスの確保

兵庫県 自家焙煎コーヒー”ｕ”ｃａｆｅ － 試供品配布で風味を伝えるスペシャルティコーヒー通信販売事業

兵庫県 長谷川鎌製作所 － ＥＣサイトの充実強化による顧客への商品提供及びブランディング

兵庫県 志進塾 － 非対面映像授業の導入と教室拡大による安心安全な授業の提供

兵庫県 株式会社高瀬 7140001077389 動画配信システム導入、ＨＰ改修、ＰＲチラシ配布による売上規模拡大

兵庫県 シフォンケーキ専門店こっこ － キッチンカーでの販売機会創出と新メニューによる客単価向上計画

兵庫県 ヘアーサロン・ケイズ －
「三密」を排除し「コロナ感染」の不安を無くし、「ポストコロナ」に対応する為の
取り

兵庫県 お食事処いづみ － ＨＰ立ち上げＢ２Ｃとテイクアウト強化！コロナに負けない店造り

兵庫県 ＲｅＢｏｒＮ － 本気！換気！根気！（テイクアウトと感染対策で粘り抜く）

兵庫県 たまい税理士事務所 － リモート対応可能を周知するウェブサイト構築とチラシによる集客

兵庫県 まらねろ － コロナに負けず元気に営業！新規顧客の獲得

兵庫県 ＹＵＲＩ　ＣＯＦＦＥＥ － おでかけ珈琲のブランディングとＥＣサイトでの新規顧客獲得

兵庫県 ＬａＣａｍｐａｎｅｌｌａ（ラカンパネラ） － 『小さなサロンから世界の人へＷＥＢで届けるコンサート』

兵庫県 有限会社宝塚ハム工房 3140002064555 食肉加工品のネット販売及び上級グレード商品開発で事業構造変革

兵庫県 株式会社ナリゼン 2010401127298 自社開発システムによるテイクアウト売上確保プロジェクト

兵庫県 有限会社メゾンドール 5140002067498 非接触型での美容施術とネット環境を使った新たな運動環境の構築

兵庫県 矢落 － 『テイクアウト』と『ＥＣサイト』を活用した販路開拓

兵庫県 株式会社テクノアート 2120101008440 シュミレーターで商品イメージ確認！購入後押しで売上アップ！

兵庫県 株式会社北条 2140001105781 非対面型営業としてのオンラインカウンセリングの導入

兵庫県 株式会社ジャオディー 4140001072673 オンラインショップを開設し、セルフビューティーを応援！
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兵庫県 ＳＴＵＤＩＯ　ＴＲＩＡＤ － オンライン配信対応スタジオ開設とオンライン予約・決済の導入

兵庫県 ＥｒｍｉｏｎｉＪａｐａｎ有限会社 9140002024322 自社ＨＰとＳＮＳの「見える化」で販路開拓と売上アップ

兵庫県 株式会社エムディアイジャパン 8140001068156 内視鏡室における患者と医療従事者を非対面化する製品の開発

兵庫県 株式会社美全 1140002061001 インターネットを活用した外壁塗装の販路拡大戦略

兵庫県 住まい工房・雅 － ホームページの充実とオンラインを利用した非対面での販路開拓

兵庫県 ＰＥＲＦＥＣＴＩＯＮ － 頭皮改善メニューの導入で非対面販売拡大で施術以外の売上強化

兵庫県 有限会社ナルオカ 7140002002057 情報発信強化と非対面型営業による環境構築事業

兵庫県 ＢＩＳＴＰＩＡ － 地元ジビエを利活用し新メニュー開発とジビエ料理を広める

兵庫県 株式会社ココファースト 6140001095978 訪問先施設での非対面による入退出管理実現の為のシステム開発

兵庫県 中国料理珍 － テイクアウト周知による売上獲得

兵庫県 マカフィーヘアメイルズ － 【ＷＥＢを活用した集客とネット販売での在宅ケア商品の販売拡大】

兵庫県 ふうか － ご自宅でふうかの味を堪能！特製お好み焼きテイクアウト作戦

兵庫県 Ｊａｄｅｇｒｅｅｎ　ジェイドグリーン － ＨＰ、ＥＣサイトを充実させて新規顧客獲得と販路拡大を狙う

兵庫県 合同会社エンブレス 2140003014213 ホームページを活用した衛生商品認知度の向上と売上アップ

兵庫県 アサヒ印刷株式会社 7140001034480 高品質非対面営業システムを作ることによる販路開拓

兵庫県 合同会社ｊｏｕｅｒ 6140003013863 美容サービスを受けなくても楽しめるドリンクテイクアウト事業

兵庫県 山鶏 － ホームページの改修およびメディアへの掲載

兵庫県 ＡＫＡＮＮＯ合同会社 6140003014275 「安心して飲食できる店内外スペースの整備及びＷＥＢ販路の拡大」

兵庫県 株式会社ジョイント・ハピネス 7120001120935 安心して利用できるお店の改装とライブ配信による顧客獲得

兵庫県 こころ・からだ・すこやか体操企画 － 健康体操教室指導・セミナー等のオンライン化による販路開拓

兵庫県 スモキチ － テイクアウト＆デリバリーで安心した食事の時間を！

兵庫県 ｗｉｔｃｈ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ － ＨＰリニューアルで高級サロン化＆新製品のオンライン販売

兵庫県 エステティックサロンフルージュ － ３４年の看護師経験を活かし新たな非対面サービス事業の立上げ。

兵庫県 兵庫消火栓標識株式会社 9140001012328 アナログ看板からデジタルへ誘導をするＱＲコード付き消火栓標識事業

兵庫県 鮓　小桜 － 宅配サービスやケータリングを用いた顧客獲得ルートの拡充

兵庫県 廣尾建具店 － ネット販売参入と新たな販促ツール製作で売上向上へ！

兵庫県 株式会社サインカンパニー 7140001115066 動画を活用した非対面ホームページコンテンツで新規顧客獲得

兵庫県 ｓｔｉｌａｂｅｌｌ － 非対面の顧客開拓と拡販のためのネット集客手段の構築と実施

兵庫県 大森ジャズ教室 －
「ジャズのオンラインレッスンによるシニアの生涯教育事業及び子供の才能開
発」

兵庫県 リンネ － 新設ＥＣサイト・ＬＰ制作及び外部広告による新規顧客獲得事業

兵庫県 ｆｕｋｕｆｕｕ － オンライン授業の推進とネットを通じた新規生徒獲得

兵庫県 株式会社イノセンスマイル 7140001112187 Ｗｉｔｈコロナに向けたオンラインボイストレーニングの構築

兵庫県 株式会社西川東洋医学研究所 2140001054475 ネットによる温灸よもぎホットカイロの非対面販売事業

兵庫県 成田　奏 － オンライン稽古の実施、及びホームページを通じて活動状況を発信
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兵庫県 ＳＵＮＢＯＷ － 非対面の顧客開拓と拡販のためのネット集客手段の構築と実施

兵庫県 Ｍｙ　ｗｉｌｌ － オンラインサロンの開設による非対面型販路拡大計画

兵庫県 株式会社ファンワールド 7140002027120 商品情報・生産情報の非対面システムによる売上Ｖ字回復

兵庫県 株式会社高麗苑 4140001106794 コロナに負けない今まで以上のオンラインによる新しい取り組み

兵庫県 シロクマ座 － 売上向上を目指す自社製造への切替と販路拡大のための機械導入

兵庫県 ＶＩＶＡＣＥ － 感染防止対策及びオンラインによる非対面交流の実現

兵庫県 有限会社堂島広告 8140002060590 コロナ禍でのＢｔｏＣ獲得とオンライン化確立の新ＥＣサイト開店

兵庫県 株式会社オフィスビギン 2140001028652 新たに始めるオンライン就活塾の塾生募集計画

兵庫県 多味庵 － 自宅や職場での宴会デリバリー開始

兵庫県 有限会社スリーアップフーズ 2140002060753 入店～注文～精算まで非対面！新様式に対応した焼肉店の販路開拓

兵庫県 一級建築士事務所わびすき － 付加価値サービス構築で当社一生涯のファン作りと情報発信強化

兵庫県 美波（自営） － 非対面型の新しいダンスレッスンの構築と新規顧客の集客

兵庫県 岡﨑　昌士 － ＥＣサイト構築で、高級食材を全国の食通にお届け！売上アップ！

兵庫県
パーティーダイニング＆Ｂａｒ　ＯＮＥＰＩＥＣ
Ｅ

－ ソーシャルディンタンスを保ち安全な食事会やテイクアウトを！

兵庫県 サカエ薬局 － 新たな販路開拓による地域の在宅・一般医薬品需要の取込み事業

兵庫県 株式会社Ｓｈｏｅｍａｋｅｒｓ 9140001114231 ＥＣサイト構築によるオーダーメイド革靴の新規販路開拓

兵庫県 自習会テラスコーラ － オンライン新講座開発提供とそれに伴う新規顧客獲得

兵庫県 月輪 － おうちで外食！ごちそうオードブルによるテイクアウト事業

兵庫県 レストラン　長田の冨士 － テイクアウト等の非対面ビジネスの拡充及び店内感染予防の強化

兵庫県 永山建設 － 非対面での商談を前提とした近隣の方々への積極営業

兵庫県 にしのみやラーメン本家 － ・近隣住民及びオフィスへの宅配サービス開始による売上拡大事業

兵庫県 テテ － リモート施術及び新メニュー導入による販売促進・新規開拓

兵庫県 ＧＡＳＡＫＩＢＡＳＥ － 撮影スタジオを中心とした非対面販路拡大事業

兵庫県 株式会社イースランド 5140001117733 自社サイトでのトレーディングカード販売で対面から非対面へ

兵庫県 とりとん － 良質食材のテイクアウト商品を地域へ積極的に広報する販路開拓

兵庫県 株式会社クラカンパニー 4140001089239 非対面型で顧客満足とＷＥＢ活用で新規顧客獲得！

兵庫県 株式会社グランツリー 5140001033162 日本の良品を海外展開する自社ＥＣサイトの構築とプロモーション

兵庫県 喫茶八根有羅 － テイクアウトおよびデリバリー事業の開始による新サービス構築

兵庫県 株式会社Ｍｉｘｉｓｍ 4140001074835 体健康心元気に！こんな時こそ飲食店が皆様にできる精一杯の事を

兵庫県 株式会社Ａｑｕａ 8120001227168 非対面型接客を併用による店舗企画で顧客満足とキャスト満足を実現

兵庫県 ラマーノ － 自社加工によるコスト削減と『宝石リフォーム』ＰＲ事業

兵庫県 株式会社スパイク・プラス 8140001073123 ＶＲによる内見システムの構築とバーチャルストアの提案事業

兵庫県 佐藤理平 － ＷＥＢ、ＥＣサイトによる新規客の開拓とプロモーション

兵庫県 ｍ’ｓ　ｓｃｏｐｅ（エムズ　スコープ） － 非対面で制作する学習動画教材のＢｔｏＢ市場の販路拡大
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兵庫県 聖武会館北今津事務所 － 心身を鍛える空手のオンラインレッスン販路拡大事業

兵庫県 株式会社ファニチャーハウス 9140001046029 お問い合わせ～予約管理の自動化による非対面予約管理ＨＰの作成

兵庫県 株式会社ＢＲＩＺＥ 2140001113396 Ｅラーニング学習が可能な販路開拓目的を含むＨＰ作成

兵庫県 有限会社青椒 4140002057566 自宅で簡単に素材の味を楽しめるオリジナル調味料の販売強化

兵庫県 文化律灘合同会社 2140003005303 会議室やホールのＷｅｂ予約・決済システムの導入

兵庫県 ルモンド － お客様の笑顔のために世界で一つのジュエリー制作＆リフォーム

兵庫県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＲＯＣＣＯ － ネット販売導入での売上確保と新サービス導入での他店差別化計画

兵庫県 アールスリー有限会社 2140002038709 業務効率向上のための情報システムの構築

兵庫県 プロ棋士神吉七段の大逆転将棋倶楽部 － オンライン将棋講座とＥＣのグッズ販売による販路拡大

兵庫県 岡田鍼灸院 － ホームページと新店舗の開設による販路拡大と患者の獲得

兵庫県 株式会社サンエー 2140001095610 テイクアウト戦略による非対面型ビジネスモデルの構築

兵庫県 葛西社会保険労務士事務所 － ウィズコロナを見据えた、ＩＴ・Ｗｅｂでつながる社労士事業

兵庫県 ｅｍｉｎｎｙ － 自社ＨＰによる販路開拓・予約ツール・最新機器による業務効率化

兵庫県 株式会社シマヤ 1140001059384 農家さんが自信をもってお届け！美味しくお得なお米の通販サイト

兵庫県 Ｙ’ｓ整体 － 食事、柔軟、睡眠療法等をアドバイスするオンライン整体の開設

兵庫県 有限会社ワシクリーニング 5140002030035 まちのクリーニング屋がチャレンジする独自性のあるＥＣ通販

兵庫県 鍼灸さくら治療院 － 緑でデザインされた癒しの治療院と在宅患者をオンラインで結ぶ

兵庫県 カルドマーニ － 講座オンライン化による非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 有限会社和平建興 5120002018536 ウェブ営業のためのＩＴシステム導入及びテレワーク環境の整備

兵庫県 ねこのて運送 － 中小企業のバックヤードの効率を高める業務改善サービスの提供

兵庫県 株式会社丸八蒲鉾 9140001011073 ネット販売に特化した新ブランドの立上げ事業

兵庫県 合同会社縁創 8140003014819 ＷＥＢ会議システムを活用したオンライン婚活の新規販路開拓事業

兵庫県 ボイスヘアー池田 － ウェブを活用した集客及び在宅でケアー出来る商品のネット販売

兵庫県 株式会社布引 1140001010058 ガス回収機等を活用した新規事業参入による新たな売上獲得

兵庫県 Ｆｕｓｉｂｌｅ － テイクアウト用焼き菓子の生産向上に向けた設備投資

兵庫県 有限会社上野興産 9140002007013 ホームページへ誘導するキャンペーンＤＭチラシ配布

兵庫県 ＧＲＩＬＬ＆ＴＥＡプティポワ － 地域住民の需要に応えたメニューでテイクアウト事業を行う計画

兵庫県 ７丁目ギター教室 － オンラインレッスンのためのサイト・アプリ制作

兵庫県 株式会社ナチハマ 3140001044590 自社通販サイトで認知度アップ！ＳＮＳ活用で大量拡散通販事業

兵庫県 ごんママのキムチ － 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

兵庫県 Ｓ‐Ｌａｂ．Ｆｉｒｓｔ － オリジナル革製小物製品の非対面販売による新たな販路開拓事業

兵庫県 ＤａｎｃｅＳｔｕｄｉｏＶ‐ａＮ － 新型コロナ対策オンラインレッスン導入

兵庫県 マロニエ － 新商品で新たな顧客獲得と、ＥＣサイト構築による販路拡充

兵庫県 エスワイホームサービス合同会社 1140003007820 非対面でレンタル可能なシェアスタジオの構築
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兵庫県 Ｎａｔｕｒ　Ｆｉｔ － 店舗改装による完全個室化で既存顧客継続と新規顧客の獲得

兵庫県 Ｋａｇａｙａ　Ｌａｂ． － 女性に特化したカウンセリングの非対面型対応した販路拡大事業

兵庫県 有限会社クックロビン 8140002065094 ＨＰ作成とネット販売のための環境整備事業

兵庫県 ｅ－ｈｏｍｅｓ － エクステリア業者が、ＣＡＤを使って取組む非対面型営業への挑戦

兵庫県 ひじり庵 － 健康にこだわった弁当の販売、デリバリー

兵庫県 ＲＫクリエイト株式会社 8140001116204 イベント環境の整備とテイクアウトメニュー開発による客数増加

兵庫県 株式会社古材問屋 4140001072649 古民家・空家をサポートするオンライン相談窓口のシステム構築

兵庫県 株式会社ｈｅａｒｔ　ｆａｍｉｌｙ 1140001117101 非接触型室内運動施設へ転換

兵庫県 有限会社平山商店 1140002039047 外注作業の内製化と他社との差別化で新規販路開拓！

兵庫県 浦岡美穂スタジオ － ＨＰ開設とオンラインセッションでより多くの方々にカラダのサポート

兵庫県 丹波ささやま　はらだ農園 － オンライン・少人数型の女性向け家庭菜園・料理教室での販路開拓

兵庫県 株式会社ＨｉｇｈｏｎＬｉｆｅ 5140001072730 食べ物の力で笑顔に！地域密着のうなぎ店が始めるテイクアウト

兵庫県 株式会社バーナル 3140001070926 数値解析ソフトウェアを用いたオンライン耐震診断サービスの開始

兵庫県 株式会社エデュケア 6140001023154 ネットを活用した子ども達の可能性を伸ばす新しい学習カタチ

兵庫県 株式会社荒木商店 7140002028291 オンライン提案型サービスの開始と荷物引き渡し窓口の非対面化

兵庫県 小西商事 － 小豆島の名産品を全国に届けるＥＣサイトで販路拡大事業

兵庫県 株式会社オゾンインターナショナル 2140001055597 オンライン商談ショールームの開設による非対面型営業手法の確立

兵庫県 セリカクラブ － インターネットを活用した会員向けサービスの向上

兵庫県 株式会社Ｙ’ｓＰａｒｔｎｅｒｓ 1140001100379 ＩＴを活用した非対面学習による安心な学習環境の整備

兵庫県 株式会社フィール 8140001073841 高品質ジュエリーのＥＣサイトで新規販路拡大

兵庫県 有限会社ハヤマ塗装 7140002061045 人気秘伝のタレのインターネット販売

兵庫県 Ｈ＋Ｍアトリエ － ＷＥＢ動画による非対面営業でリノベーション住宅の顧客獲得！

兵庫県 株式会社ｒ－ｊｏｕｌｅ 8140001113416 冷凍湯種山食パン販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

兵庫県 芦屋楓鍼灸院 － ＥＣサイトの制作、オンラインコンテンツの提供と施術室の改装

兵庫県 竹本　有毅 － オンラインでのレッスンで新規開拓

兵庫県 ビジネスパートナー株式会社 4140001023164 非接触型の中古車販売システムの開発

兵庫県 ＹＵＫＯ － オンラインネイルサロンの開設とＳＮＳによる集客

兵庫県 岩崎　匡利士 － コンサルティングや広報商品を販売するＥＣサイトの構築

兵庫県 炭火やきとりいそこ － テイクアウトの強化による非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 古御門　幹人 － 非対面オンラインエンターテイメント配信によるソロライブ

兵庫県 マチ不動産株式会社 9140001027978 不動産業者に利用してもらえる貸倉庫専門ポータブルサイトの運営

兵庫県 セレナ － コロナ禍において、美によって幸せと喜びを伝える美容室の新構築

兵庫県 株式会社ウタツヤドライクリーニング工場 6140001047806 ［保管付き宅配クリーニング］のＹｏｕＴｕｂｅプロモーション

兵庫県 株式会社ナカノテック 1140001050418 大型金属部品の取扱い増加に対応するための作業効率改善の取組み

73 / 82 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

※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。

兵庫県 株式会社トラスティア 9140001112821 安価なリフォームパック販売に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

兵庫県 革鞄小物カンダミサコ －
プラン１：生産力向上による新規取引店の倍増計画　プラン２：ホームページ
の刷新によ

兵庫県 みち整体院 － オンラインによるダイエットレシピの配信

兵庫県 ミック株式会社 6120001174684 カルチャーサロンによるオンライン教室サービスの展開

兵庫県 オフィスソリューション株式会社 7140001090937 キャッシュレス決済を推進し非対面型ビジネスモデルを後押しする

兵庫県 オフィスオキ － ◆建物点検をコロナ対策で行い、テレワークで解説します。

兵庫県 坂塾 － 学習塾オンラインシステムの整備による生徒数の拡大と経営効率化

兵庫県 ＧＯＯＤ　ＰＩＣＴＵＲＥＳ　ＣＯＭＰＡＮＹ － 貸し切りプライベート撮影プランとオンラインレッスン

兵庫県 株式会社ＭＡＥＫＥＮ　ＰＲＯ 8140001052911 除染サービスのＰＲ強化による販路開拓

兵庫県 株式会社ペルラ 2140001109675 内・外両面で輝く女性になるためのオンラインカラーサポート事業

兵庫県 株式会社三心 4140001103379 販路拡大のための水産事業部の立ち上げとＥＣサイトを通じた売上確保

兵庫県 関西住建株式会社 2140001045342 テレワーク環境整備及びオリジナル看板作成による販路拡大事業

兵庫県 有限会社関西補聴器センター 4140002013412 オンラインサイトの開設の出張訪問サービスで販路開拓！

兵庫県 神戸かんねん整体 － オンライン治療で「根本改善」への貢献と事業の安定化を図る

兵庫県 うまこだ － ランチ時間帯有効利用、テイクアウト及びランチ提供。

兵庫県 株式会社スペランツァ 3140001053022 プレミアムコロッケのＥＣ販売で気軽に『お家でちょっと贅沢を』

兵庫県 有限会社ルッソ 8140002044206 鮮度保持庫の導入でザンギのチルド販売を可能に

兵庫県 だんらん処　真 － 店内でも自宅でも新鮮安全な食材の提供を！

兵庫県 Ｃｕｐｉｄ － 新規ＨＰで店内の混雑状況を可視化！集客強化で売上回復

兵庫県 ＰＲＥＳＳＮＡＩＬ＆ＥＹＥＬＡＳＨ － 自宅でネイルケアができるリモートネイルケアサービスの提供

兵庫県 ラングリッジ英語スクール － オンライン英検レッスンの提供と集客

兵庫県 株式会社東洋コンテナ商事 4140001090378 Ｗｅｂ媒体による特殊車両製造営業事業

兵庫県 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｋ 1140001072809 キッチンカー販売・レンタル用の新しい自社ＷＥＢサイト作製

兵庫県 行政書士中川事務所 － オンラインによる情報提供・セミナー・経営相談事業

兵庫県 株式会社アールコンシャス 2120901014893
阪神間就職応援サイト「サクラナビ（名称変更の可能性あり）」リニューアル事
業

兵庫県 Ｒｅｇａｌａ － ホームページ制作およびインターネット広告による販路拡大

兵庫県 有限会社福田システムサービス 9140002060136 ①ＷＥＢサイトを活用した非対面型営業スタイルの確立

兵庫県 有限会社日本インベスト 6140002042038 ＢｔｏＣ向けサイトのリニューアルによる売り上げ確保

兵庫県 Ｋ－ＳＡＫ － 非対面の同業支援、技術指導、人材育成プログラムの提要

兵庫県 ｎａｔｕｒａ　ｆｕｔｕｒａ － 新商品開発で事業ＰＲ、主力部門の作庭工事を増やす

兵庫県 冠 － 弊社のホームページを作り非対面でも販売対応をできるようにする

兵庫県 合同会社ルーフス 9140003010577 ＨＰリニューアルとオンライン指導体制の構築で新規顧客開拓

兵庫県 Ｖｅｒｍｉｌｌｉｏｎ － テイクアウト・デリバリーの新たな挑戦と販路開拓

兵庫県 合同会社Ａｄｙ－ｏｎｅ 4140003015424 非対面型ビジネスの構築による売上向上計画
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兵庫県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＥＩＮ － 本格的なエスプレッソコーヒーの持ち帰り事業の創設

兵庫県 ビオラホーム株式会社 4140001062666 ｗｅｂセミナー集客とその後の営業をｗｅｂで行うシステムの構築

兵庫県 株式会社はなせ 2140001050813 クレジットカード利用による接触機会を削減した決済仕組の導入

兵庫県 有限会社俵製本所 4140002014897 オンライン営業のためのＷＥＢサイト制作および加工事例紹介

兵庫県 株式会社電建 9140001083939 オンライン自動見積もりシステムの開発による新規販路開拓

兵庫県 ＭＩＺＯＣＯＯＬ － 非対面商談開始と新車激安サービス・関東地域進出で安定経営へ

兵庫県 有限会社Ｔ’ｓネットワーク 5140002026520 和とアットホームを基盤とした少人数の婚礼プロデュースと配信

兵庫県 寿 － お持ち帰りと近隣店舗への出前の強化

兵庫県 福井寛之税理士事務所 － 顧客と自社の成長、発展、三密対策を実現するオンラインへの投資

兵庫県 ＫＡＮ研究所 － セルフでお店もお家も抗菌コートしましょう

兵庫県 ＡＬＬ　ＦＯＲ　ＯＮＥ． － 非対面型オンラインスポーツトレーナー塾の創設

兵庫県 ＨＵ株式会社 3120101051480 ＨＵ新規販路開拓案

兵庫県 Ｇｒｏｗ　Ｗｉｔｈ － ＳＮＳを活用した非対面型ビジネスモデルでの顧客獲得事業

兵庫県 グリーンハウスひぐち － インターネットの受注・発送・自転車での近隣配達強化

兵庫県 かわうそ食堂株式会社 7140001098294 持ち帰り商品の販売拡大と、店員・来店客同士の非対面対応

兵庫県 Ｒｉｃｃａ － 自社ＨＰを活用した非対面型オンラインサロンサービスの確立

兵庫県 記帳代行赤松 － リモート・テレワーク導入で作業の三密回避、売上・販路拡大

兵庫県 エルパ － 新型コロナ共存スタイル

兵庫県 ＨＯＴ＆ＹＯＧＡｓｔｕｄｉｏＳＯＬ － 非対面型ヨガレッスンによる顧客離れの回避と新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社シェイズノート 8140001028473 地元地域の認知度アップ。オンラインプログラミング教室事業。

兵庫県 平尾電工株式会社 3140001050936 建設現場のリモート化による販路開拓及びリモート化事業の周知

兵庫県 株式会社イメージテック 2140001067725 インターネット写真販売　保護者向けお知らせ配信システムの開発

兵庫県 愛之助椅子工房 － 椅子修理専門ウエブサイト受注システム導入による販路開拓事業

兵庫県 株式会社神戸井相田牧場 6140001046337 繁殖用遠隔監視防犯システム導入による見回り作業レス装置の導入

兵庫県 藤輝織布有限会社 9140002062090 オリジナル商品開発とＷｅｂサイトによるＢｔｏＣ事業立上げ

兵庫県 株式会社燕英 4140001030094 ＨＰからの顧客獲得と非対面での営業活動の実現

兵庫県 株式会社海明 1140001083599 最新冷凍技術とＥＣサイトを活用した冷凍寿司の全国販促事業

兵庫県 耳つぼサロン明日葉 － コロナ禍でも生活習慣病対策。オンライン健康相談事業。

兵庫県 ＡＮＴＩＱＵＥ　ＲＯＳＥ － ジュニアアスリートの心とからだをサポートする看護事業

兵庫県 ふるさと経済研究所 － 非対面型「オンライン経営支援」サービスの提供とその販路開拓

兵庫県 株式会社Ｗ＆ＤＣ 7140001105249 スナックの「ドレスケーキ通販事業」進出による新市場開拓販

兵庫県 株式会社六甲かわら 2140001095726 新型の草刈り機、掃除機導入で施工作業時の密を解消し売上アップ

兵庫県 オリジナルバー　ＹＵ － 家でも楽しめるオンラインバーの開設

兵庫県 有限会社ピジョン 4140002067301 限定オリジナル商品の開発とネット販売を通じての売上向上
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兵庫県 ＭＳ８９ｆａｃｔｏｒｙ － オンライン接客による売上向上と切削工程の内製化による商品開発

兵庫県 株式会社ロングウィッシュ 9140001029487 オンライン接客・打合せ環境充実による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社パシャ 6140001100597 インターネット通販を活用した美容健康アイテムの販売

兵庫県 Ｆｉｌｌｔｅｃｈ株式会社 3140001113148 ピザのデリバリー事業（１スライス９９円の特大アメリカンピザ）

兵庫県 舟国際株式会社 6140001113392 弁当・料理の開発・テイクアウトによる拡販事業

兵庫県 ＳＡＫＥＤＩＮＩＮＧ狸ｇｏｔｅｎ － 新しい生活様式にあった営業と感染予防の為の店内環境改善計画

兵庫県 とまり木 － 生前整理や片づけ収納のオンライン化による販路開拓と業務改善

兵庫県 有限会社さかなでいっぱい 5140002024425 独自ルートで仕入れた魚のＥＣサイト販路開拓

兵庫県 ｎａｉｌｅｙｅｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ　Ｌｙｃｋａ － ＥＣ販売の開始とコロナ対策の徹底で安心・安全なサロン

兵庫県 ロクヨンカレー － 自宅に神戸名物カレー宅配　オンライン販売ＰＲ事業。

兵庫県 サノヒロ株式会社 9140001007988 サテライトオフィスの整備とオンライン集客の強化

兵庫県 株式会社ＹＵ＆Ｉ 7140001093510 新しい生活様式を生かした販路開拓

兵庫県 プティワインソムリエ － 女性ソムリエが案内する、オンラインワイナリー見学会事業。

兵庫県 Ｃａｖｅ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ － 体と環境に優しい次世代型住宅を紹介するホームページ新規作成

兵庫県 エステサロンＡｍｂｅｒ － 講座・レッスンのオンライン化・美容機器の導入による商品販売・販路拡大

兵庫県 株式会社ピアワン 5140001026109 野菜直売所のＥＣサイト化（非対面ビジネスへの取組）

兵庫県 株式会社宇久塗建 5140001113914 オンライン会議システムによる商談の非対面化とＨＰによる販路拡大

兵庫県 ＯＶＥＲ　ＴＨＡＮＫＳ． － 自社通販サイトによる美容商品の販売及び店内ディスプレイ

兵庫県 加藤　正次（個人事業主） － ・非対面化と遠隔管理の積極的な推進による賃貸経営力の強化

兵庫県 Ｍａｕｖｅ － 非接触・非対面型エステ講習のためのＥラーニングへの取組

兵庫県 ＭＯＫＵＢＡ’Ｓ　ＴＡＶＥＲＮ（木馬） － ベーカリー部門拡張と、オンライン上での顧客接点の構築

兵庫県 合同会社コウエイ 3140003011969 コンテナハウス事業の生産内製化と広報活動強化による販路拡販

兵庫県 ガル・ナリア株式会社 5140001115588 リフォーム事業に抗菌事業をプラスして新規顧客獲得

兵庫県 ペットハウス　ローズ － ＩＴ投資による販路の拡大

兵庫県 まるふくｃａｆｅ － イベント出店から新たな出店場所でのキッチンカー販売

兵庫県 エステサロンプリマ － マッサージ店が教える家庭でできるリラックスのオンラインサロン

兵庫県 浜口祐介税理士事務所 － ＩＴ投資による顧客の獲得、サービス向上と生産性向上の実現

兵庫県 株式会社宗和 5140001072945 コロナ禍を乗り越える！ＥＣサイト構築による販路開拓

兵庫県 株式会社モグ 4140001037024 コロナからの再出発！ＷＥＢサイトによる販路開拓及び販路拡大

兵庫県 株式会社Ｃｕｒｅ＆Ｃａｒｅ　ＴＯＭＩ 2140001106152 働く人のためのモチベーションアップカウンセラー事業の販路開拓

兵庫県 オフィスいろどり － オンライン講座・オンラインコンサルティングサービスの販売開始

兵庫県 ｏｆｆｉｃｅＭＹＵ － ＷＥＢ相談、研修、勉強会、動画コンテンツ発信で販路拡大

兵庫県 株式会社プラスホーム 9140001086413 アフターコロナに向けた販路開拓のためのホームページ制作

兵庫県 株式会社ＳＯＲＡ 9140001104488 高齢者向けトレーニング用品の開発と販売
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兵庫県 いきなりかっちゃん － 事前決済用ＥＣサイトの構築

兵庫県 Ｓｗｅｅｔｓ　Ｂｏｎ　Ｂｏｎｓ － ケーキのデリバリーと事前決済型ＥＣサイトの構築

兵庫県 ｕｎｆａｌｏ － 新メニューを開発し、テイクアウトとデリバリーを積極的に行う

兵庫県 ＴＡＴＡｄｅｓｉｇｎ － サブスクリプション型ＥＣサイト販売及び運営サポート業務

兵庫県 ｂｌｅｓｓ　ｙｏｕ（元：くにかね整体院） － 美容健康サロンの他との差別化とネットを通じた新規顧客獲得

兵庫県 ＣＲＡＦＴ　ＴＨＲＥＥ － ◆オンラインで家具を通してサステナブルな暮らしを提案

兵庫県 花鼓 － お弁当の新メニュー追加等による配送販売拡大事業

兵庫県 カトマンドゥカリー　ＰＵＪＡ宝塚店 － 非対面型オーダー機とロールスクリーンの導入による売上拡大

兵庫県 苦楽園エステート株式会社 6140001105935 オンラインサロンを通じた西宮七園に特化した有料セミナー開催

兵庫県 合同会社ａ　ｂｌｉｎｄ　ｓｐｏｔ 8140003014439 オンラインによるサービス提供と物販事業の始動

兵庫県 お好み焼き工房いさ － 近隣の方に一品メニューなども増やしなるべく非対面で提供

兵庫県 株式会社セカンド・ライブリフード 7140001116923 プレミアム本格冷凍ピッツアのネット販売促進の為の事業

兵庫県 株式会社ＩＭＵＡＮ 8140001108630
「自社ＨＰの改修とＷＥＢ活用による非対面ビジネスへのアフターコロナ対策
事業」

兵庫県 肴屋よし乃 － 地元の食材をメインにした料理のテイクアウト事業

兵庫県 株式会社ＳｅｒｅｎｄｉＰｉｔｙ 7140001057011 ハイフによるボディー改善をお手頃価格で行います

兵庫県 駅前はなれ（六甲駅前コインパーキング） － インターネット通販とデリバリーを通じた非対面型販路拡大

兵庫県 Ｍｅｉｔｅｎ株式会社 1140001117217 国内ＥＣモール出店、運営代行サービスを拡充し売上拡大を図る

兵庫県 株式会社リバリュー 4140001113262 中古販売の販路拡大、および納品代行サービス募集の非対面化

兵庫県 桜ｈａｎｄｓ － ◆ボディケアサロン　セルフ脱毛（非対面）

兵庫県 ドリーム － 広告代理店の非対面営業を可能にするためのＨＰ作成

兵庫県 加澤商会 － 古物商の非ビジネスモデルへの転換

兵庫県 現代やまとなでしこ塾 － オンラインによる新規カウンセリンサービスの立ち上げ

兵庫県 宝塚マリーアンジュ － テイクアウト、デリバリー、Ｗｅｂ販売を強化、売上拡大する事業

兵庫県 えびす食品 － 新発酵調味料で健康と美を提供する非対面型ビジネスモデル

兵庫県 リビングサトウ － ３密を回避した店舗環境整備と非対面型の管理販売システムの構築

兵庫県 藤井不動産 － ホームページによる非対面型顧客獲得とテレワーク環境の構築

兵庫県 株式会社瓢亭 3140001064936 自宅でも当店の味を楽しんで貰えることによる新たな販路拡大事業

兵庫県 株式会社関忠 2140001036390 海外向けのＥＣサイト構築でコロナの売上減を乗り越える

兵庫県 瀬戸内いより株式会社 1140001118066 国産無添加出汁「瀬戸内いより」の通販サイト構築による販路開拓

兵庫県 株式会社ユニオンエージェンシー 3140001037974 Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｔｏ　Ｔｈｅ　Ｗｏｒｌｄ　Ｆｒｏｍ　ＫＯＢＥ

兵庫県 ジュエリーМ － サイトに予約システムの導入とリニューアルで非対面営業を可能に

兵庫県 キムラキカク － キッチンカーとネットを活用した販路開拓と販売環境の整備

兵庫県 株式会社アトリエクーズ 8140001106411 既存の顧客離れの防止と新規販路開拓の取り組み

兵庫県 ＴＨＥ　ＣＬＡＳＳＩＣＳ － 店舗看板の取付とオンラインレッスンの導入
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兵庫県 クラップバイテトテ － 業務効率改善による非対面型モデルへの転換と集客・販促強化

兵庫県 株式会社アンカーラボ． 6140001093783 『コロナ禍でのスポーツ・音楽イベントの有料ライブ配信の環境構築』

兵庫県 合同会社グッドハル 9140003014396 予約システム含むホームページ制作でコロナ禍減益から再起を図る

兵庫県 株式会社有慶 9140001086594 ユーザーを救え！コロナ毀損対応のツール機能改修と新規販路開拓

兵庫県 ライフスター株式会社 7140001103021 ＨＰとオンラインセミナーを活用した新しい販路開拓の取り組み

兵庫県 ＥＭ － オンライン講義の開講と通信販売の開始

兵庫県 ｐｉｐｉｐａｎ － 感染防止対策と設備投資とＥＣサイトを通じたインターネット販売

兵庫県 大学進学塾　灘ゼミ － オンライン英会話の塾内導入と新規オンライン英会話サイトの構築

兵庫県 三ツ豆珈琲 － 大型焙煎機設置によるＥＣ事業・テイクアウト事業

兵庫県 Ｒ－ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ － リアルとオンラインの併用で繋ぐ新しいコミュニティを築く

兵庫県 株式会社ごとう製革所 1140001103704 ビジネスサイト構築によるＰＲ強化とオンライン商談での売上獲得

兵庫県
α六甲道整骨院鍼灸院　神戸六甲道漢
方堂

－ 非対面型オンライン施術・相談・運動指導による販路拡大事業

兵庫県 有限会社アイエヌインターナショナル 2140002012597 近隣住民向けの直販サービスの強化とネットを通じた新規顧客獲得

奈良県 株式会社グッドライフ 4150001022322 自宅でできるトレーニング動画による非対面顧客ビジネス

奈良県 よつばカフェ － カレーやサンドイッチなどの軽食と焼き菓子等のテイクアウト事業

奈良県 イタリア料理レプレ － テイクアウト事業の為の前菜とパンの商品開発とワイン販売の促進

奈良県 株式会社誠美堂 5150001001135 時代のニーズに応じた新商品の開発とネット販売を強化

奈良県
サスティナブルデザイン株式会社吉岡工
務店

7150001002908 オンラインでの建築イメージ共有による非対面型接客環境の構築

奈良県 Ｎａｒａ　Ｕｒｕｓｈｉ　Ｌａｃｑｕｅｒ　Ｗｏｒｋｓ － ＥＣサイト制作・ＨＰ改修及び、木地製作内製化の為の設備投資

奈良県 明和株式会社 6150001023054 炭焼きを活かして、家庭ではできない鶏の味を提供

奈良県
Ｍａｎｙｏｒｉａ　ｉｎｔ’ｌ（マニョリアインターナ
ショナル）

－ 非対面で調理理論を学び、料理が習得できるオンライン講座の提供

奈良県 岩谷　啓士郎 － レコーディングクオリティのライブ配信コンテンツ制作

奈良県 日本料理うえだ － 「テイクアウト強化」「店内接触機会低減」による新規顧客獲得

奈良県 武田　幸 － 奈良の仏教資源を活かした教育・自己啓発コンテンツの構築

奈良県 奈良ミュージックデザイン － 「無料コンサート開催における非対面型設備導入による販路拡大」

奈良県 株式会社ケーツーコミュニケーション 6150001000706
ｗｅｂチャネルへのユーザー流入を促す新商品・包材の開発及び、販促広報
施策の実施。

奈良県 大和整骨院 － ＷＥＢ問診・オンライン予約システム構築と水素発生装置の導入

奈良県 ｃｏｍｍｕｎｉｃｏ － テイクアウト商品の販売＆店内の感染予防対策による売上回復

奈良県 ぐっさんのビタミン鍼灸院／接骨院 － オンライン相談ができる環境を作って販路開拓

奈良県 シューズショップミルキーウェイ － 接客時間を減らし、顧客満足度を上げる為の、ＨＰや掲示物の充実化

奈良県 コネクション － サーフショップｗｉｔｈコロナ非対面型ビジネス強化と販売圏拡大

奈良県 マツダ建材株式会社 6150001010952 リモートワーク導入と非対面型ビジネスへの転換による販路拡大

奈良県 プティ・アルシェ － 自社サイト販売による非対面型ビジネスモデルへの転換

奈良県 有限会社アキラ 5150002003171 オンラインフィットネス指導計画推進事業
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奈良県 ｙｏｕ － 新たな生活様式に対応する感染予防対策を徹底した個室空間

奈良県 ギヤラリー　たちばな － 作家とタイアップしたオンライン個展を軸にネットギャラリー展開

奈良県 ＰＲＯＵＤ － スマートフォン対応の情報提供サイト制作を起点に新規顧客獲得

奈良県 株式会社アドスペース 8150001007872 屋外広告空き看板を検索できる看板ポータルサイトの作成

奈良県 ｈｕｅｒｔｏ（ウエルト） － 感染症対策の整った店舗でのレストラン営業

奈良県 とみお整骨院 － ＳＮＳ広告・通販に対応したホームページの構築で売上を回復する。

奈良県 石井　一石 － ＩＴを活用したコロナに負けない業務の確立と販路拡大

奈良県 さほ鍼灸接骨院＆ＭＴＧ － スポーツ外傷に特化するための治療機の導入とオンライン問診開始

奈良県 ミナト写真店 － 非対面型相談予約システムの構築及び三密を避ける接客・撮影

奈良県 シフクノカミ － 感染症に負けない安全安心な店づくり大作戦！！

奈良県 株式会社アイシスコーポレーション 2150001012028 巻爪ケアを起点にネットで非対面カウンセリングと通販サイト制作

奈良県 ドネードゥガトー － 自然素材の飴に合うお茶セットの開発とネット販売で売上アップ

奈良県 兆世産業　奈良営業所 － バーチャル霊園見学サイト開設とオンライン商談による販路開拓

奈良県 ＣＨＩＫＯ － ホームケア商品のネット販売による非対面ビジネスの実現

奈良県 精華スタジオ － オンライン見積もり開発と自宅オフィスのモデルルームで集客

奈良県
メンタル＆キャリアサポートＣＯＣＯＫＡＲ
Ａ

－ 「ネット活用で新規顧客の獲得と面談・講座のオンライン化の確立」

奈良県 ＬｉｌａｓＭｉｅｌ － ホームページを新設しオンラインレッスンとネット販売で売上獲得

奈良県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｌａｓｓｏ － テイクアウトで販路開拓－本格イタリアンを自宅で満喫－

奈良県 溝端昌史 － 非対面型ワンオペレーションによる「映像制作及び配信」新事業

奈良県 クラフト工房シックパパ － ドールハウス教室の非対面型オンライン教室への転換による商圏拡大

奈良県 合同会社ＢＥＥ 1150003001822 美容商品ＥＣサイトと安心オンライン予約で新規集客と認知度ＵＰ

奈良県 道馬軒写真館 － 老舗写真館が次の一手へ！セルフ記念撮影システムの導入

奈良県 中村　和哉 － ＩＴを活用した受注件数拡大と受注単価向上

奈良県 株式会社東武建設 2150001022448 チラシとＷＥＢでコロナ対策！非対面化の実現へ

奈良県 りらっくすサロン － 新型コロナウイルス感染予防対策と販売促進強化事業

奈良県 Ｔｈｅ　ｔｅｍｐｌｅ － 地域建築資産の維持への想い！宿屋が取り組む新たな挑戦

奈良県 ほね工房ひまわり － 施術・入金のオンライン化で感染者ゼロ！

奈良県 株式会社ラインシステム 1150001002888 自社ウェブサイトとＥＣサイトの再構築による非対面型事業の展開

奈良県 株式会社オランダ屋富雄 8150001023655 ソーシャルディスタンス強化・テイクアウト事業拡充での収益改善

奈良県 花鹿 － 【キャッシュレス決済の導入と弁当などテイクアウト商品の宣伝及び販売】

奈良県 Ｃａｆｅ＆ＤａｒｔｓＢａｒＴｏｐｇｕｎ － ＨＰ作成による情報発信力強化とＥＣサイト導入による新規の販路開拓

奈良県 川波奈七子 － オンラインを駆使しコロナの波を乗り切る演歌歌手の挑戦！

奈良県 名称株式会社インディーハーブス 6150001021636
オンラインカウンセリングによる環境対応型植物性カラー剤の非対面販売と
輸入にかかる

奈良県 株式会社ＷＵＣＡ 1150001023703 ドローン運営ノウハウをスマート農業推進に転換する販路拡大事業
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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。

奈良県 Ｅｒｄａｌ（エアダール） － ネット販売でも焼きたてのおいしさを届ける冷凍パンで売上向上

奈良県 株式会社インフィニ 6150001017551 インターネットの強みを最大限に生かした販路拡大事業

奈良県 株式会社池田 1150001000181 テイクアウトの販売力強化と非接触型感染防止対策の徹底

奈良県 共育システム研究所 －
自社講座（コネクション・プラクティス他）のオンライン開催を通じた新規顧客
の獲得

奈良県 ＮｅｔｉＮｅｔｉ － 和柄生地を使用した新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

奈良県 合同会社メイプルホーム 9150003002086 ＶＲホームページの活用による施設告知事業

奈良県 ポンテロッソ２ － じっくり味わう、ゆっくり楽しむ。スローフード・スローライフ

奈良県 株式会社ｋｉｎｏｔｏ 7150001022121 奈良県初！薪ストーブ販売のＥＣサイト構築事業

奈良県 魚菜庵なな郎 － テイクアウト・デリバリーを強化したホームページ、チラシ作成

奈良県 株式会社ＰＯＲＴＥＡＲＴＨ 3150001019105 当社サービスを訴求するホームページのリニューアル

奈良県 川口　弘人 － コロナの影響を受けない業務への転換と販路の拡大

奈良県 一心堂株式会社 6150001000210 ＥＣサイトを活用した新規顧客の獲得と既存客のＷＥＢ販売への誘導

奈良県 龍気堂　整骨院 － 非対応型カウンセリングと自宅セルフケアキットの開発とＰＲ活動

奈良県 石の伏見 － 納骨から供養まで非対面で完結型ビジネスの構築

奈良県 ＣＲＯＳＳ － 対面型英語教室からＷＥＢ教室への転換・情報発信による売上ＵＰ

奈良県 アトリエ彩河 － 非対面型リモート教室の開設による商圏拡大と売上アップ

奈良県 彩彩 － 受注生産型ギフトケーキ通販事業への事業転換による売上アップ

奈良県 株式会社ムジカ・フマーナ 7150001020307 奈良から世界へ！ＶＲで経済回復＆音楽再起プロジェクト

奈良県 綾戸　美空 － ＩＴ化の推進で新たな土木解体業者を目指します

奈良県 株式会社横田福栄堂 7150001002560 リブランディング用新ロゴ作成とＥＣサイトリニューアル

奈良県 グローバル　リコ － オンラインレッスンの動画やホームページによる魅力発信

奈良県 株式会社皇宝 4150001008610 ウイズコロナを味方につけた自社ＥＣサイト構築事業

奈良県 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＡＩＤ 9150001019165 過去の会社経営手法との決別！！コロナ対策の新たな経営手法

奈良県 有限会社ことほぎｌａｂ． 6150002001281 早朝利用の魅力発信と通販サイトによる販路拡大

奈良県 酒楽市橋 － 地域密着型・本格的居酒屋のランチテイクアウトによる販路拡大

奈良県 有限会社総務のコンビ・ニ 9150002002483 完全オンライン型メンタルヘルス相談窓口の開設による販路開拓

奈良県 ｃａｆｅ　Ｈａｃｋｂｅｒｒｙ － テイクアウト・ネット販売

奈良県 株式会社きらら西田きもの工芸 5150001004443 新規販路開拓のためのネット通販システムの構築と顧客誘導

奈良県 すぎた整骨院 － 顧客の安心と利便性を徹底して整骨院の販路拡大

奈良県 カウンセリングルーム沙羅 － 非対面型ビジネスの推進とネット広告による新規集客

奈良県 有限会社カエルスタジオミュージック 1150002002466 イベントの無観客配信ライブ化、及び動画配信スタジオの稼働

奈良県 活魚　日本海 － コロナ禍でも安心して食事を！全個室に空気清浄機設置

奈良県 泥谷産業株式会社 4150001005046 個人向けリノベーションサービスの新規立ち上げによるコロナ克服

奈良県 ユリコスモ － ＩＴ活用による新規獲得と新たな販路開拓
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奈良県 有限会社オーエムカンパニー 1150002004058 テイクアウト対応ホームページによる非対面ビジネスへの転換

奈良県 株式会社松嶋測量 8150001014670 非対面完結！見積機能・商談予約機能を搭載した新規ＨＰの構築

奈良県 中村印刷 － プロッタ機によるカッティングの内製化と提案型・新規顧客獲得事業

和歌山県 竹内美容店 － ＥＣサイト構築と、高齢者や妊婦さんが安心して通える店づくり！

和歌山県 株式会社ＢＢｃｏｍｐａｎｙ 8170001012499 新商品開発とＥコマース事業拡大戦略

和歌山県 株式会社クライス 4170001009912 和歌山のええもんをＥＣで全国に！魅力伝わる商品パッケージ開発

和歌山県 進学教室トーセミ － 地域の主婦や学生を対象としたオンラインスクールを開講！

和歌山県 有限会社ブライダル平北 8170002003233 オンライン結婚式周知ＨＰ制作と感染対策トイレへの改装で販路開拓

和歌山県 テラモト － ＥＣサイト運営と訪問販売事業の新たな取り組み

和歌山県 ＲＯＢＡＴＡえべっさん　和歌山 － テイクアウト・デリバリー事業への転換

和歌山県 有限会社岩倉クリーニング 8170002000404 ホームページのスマホ対応への切り替えと宅配便での集客拡大事業

和歌山県 クロス・エス － 和歌山初！壁紙職人と施主をつなぐウェブサイト作成！

和歌山県 オカダヤ － 《オカダヤ餃子をご家庭に！～テイクアウト＆ネット販売店》

和歌山県 株式会社和歌山新報社 8170001004265 テレワーク環境の整備で感染リスク防止とセキュリティ対策の強化

和歌山県 株式会社ベースオン 4170001005374 三密をさけた施術の案内と、無料施術キャンペーン

和歌山県 たけ整骨院 － マンツーマン指導から非対面の自己トレーニングへの転換

和歌山県 モイスティーヌ和歌山サロン － Ｗｅｂ上でも、丁寧な接客技術を活かせる！

和歌山県 ベルファン － オンライン室新設による非対面型の応援事業

和歌山県 肴みむら － 「みむら」の味をご家庭で～中食の需要開拓を目指して～

和歌山県 株式会社エヌケイステーション 9170002005360 カメラ撮影、ＶＲ、ドローン、等「ＰＶ・動画編集」事業

和歌山県 尾崎産業株式会社 6170001005637 自社専売新商品開発及び、自社サイト・ＥＣサイト制作による販促

和歌山県 まぶキッチン － お弁当の宅配販売対応、およびテイクアウトへの対応

和歌山県 Ｏｍａｍｅ － テイクアウト需要を確保するための設備投資及び販売促進の強化

和歌山県 藤田ブラシ製作所 － 完成品までの一貫生産を実現し、コロナの影響を克服する設備投資

和歌山県 田中合繊株式会社 5170001005745 サプライチェーン対策に向けた設備投資

和歌山県
うぶ毛ケア糸エステ和歌山ｈｏｓｈｉｈａｎａ
Ｓａｌｏｎ

－ ネット販売開始による新規顧客獲得

和歌山県 山福 － 現状打破！非対面３密を避ける新たな分野へ挑戦！

和歌山県 株式会社９６ＢＯＸ 2130001053932 対面撮影を極力減少する空撮・動画撮影事業の「パッケージ化」

和歌山県 ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥＳ＃２７ － 検査部門の内製化・精度向上によりコロナの影響を克服する

和歌山県 オクノ紙工有限会社 9170002006383 多種多様な紙箱サンプルを製作しＷＥＢ等を活用した新規顧客獲得

和歌山県 中常漆工芸株式会社 4170001005787 展示会出展・パッケージデザイン等開発による新規顧客開拓

和歌山県 木戸鈑金自動車 － 自動車補修用塗料のカラーセンサー調色設備の導入と販促

和歌山県 椿亭 － テイクアウト事業の本格参入

和歌山県 ボイジャーブルーイング株式会社 6170001013937 「家飲み」対応と新規テイクアウト商品の開発
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※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。

和歌山県 株式会社花清 5170001011875 自社ＥＣサイトでのインターネット販売による売上向上計画

和歌山県 有限会社ヒラショク 8170002011624 豆腐製造事業者の新事業展開・直販店舗新設による売上向上計画

和歌山県 松原恵苑書院 － 多目的スペースの設置による事業拡大計画

和歌山県 ビューティサロンＳｈｉｚｕｋａ － 高年齢顧客に向けたサービスの見直しと店舗改装

和歌山県 紀州新聞社 － タウンプラスを活用した新たな非対面ビジネスモデルの構築

和歌山県 個別指導Ａｘｉｓ紀伊御坊駅前校 － 非会員生に対して自習室を提供することによる新たな販路開拓

和歌山県 おはな接骨院 － リモートマンツーマントレーニング施設開設による販路開拓作戦

和歌山県 笑味や － ご当地グルメ「かく玉焼き」インターネット販売で新規顧客獲得

和歌山県 株式会社リバティハウス 1170001007951 バーチャル見学会とオンライン相談によるリモート販促強化事業

和歌山県 株式会社ちひろ 1170001002102 和歌山の四季の味をお届けします。自社ＥＣサイト販売事業

和歌山県 欧風料理Ｍｏｂｏ － 県内産柑橘を使った新商品開発とネットを通じた新規顧客の獲得

和歌山県 有限会社ワイズカンパニーギャル 7170002009289 ＥＣサイトで店舗への来店を促すきっかけづくりと街の復興に貢献

和歌山県 合同会社アイフィールド 8170003000535 時代に応じた国産仏壇仏具の開発とネット販売の強化

和歌山県 Ａｌｋａｎｅｔプライベートサロン － 施術サービスから販売サービスへ！ヘナカラー拡販事業！

和歌山県 梅のこさき － 長年の販売ノウハウを自社ＥＣサイトに！和歌山の名産を全国へ

和歌山県 岡本建装株式会社 9170001014841 エアー鉋専用ホームページの新規制作事業

和歌山県 馳走橋本 － 店内における備品の改修工事と非対面型ビジネスモデルへの転換

和歌山県 エムアンドエム・ワールド商会株式会社 4170001006281 非接触型自動ドアの導入で感染症対策と売り上げ回復の実現

和歌山県 梅光園ワールド商会株式会社 7170001002625 半自動充填機導入による外部委託している瓶詰作業の内製化

和歌山県 水茶都 － 名物カレーを手軽にお持ち帰りできるよう真空包装機を導入

和歌山県 ＳＡＫＥ　ＲＥＳＴ　布袋 － ライブ配信サービス導入による売上の向上

和歌山県 有限会社山雄 4170002005530 ホームページ開設による新規顧客開拓・ネット販売事業

和歌山県 にしの鍼灸整骨院 － リモートで行う、新たな治療スタイル！

和歌山県 地域活性化企画 － 完全非対面宿への転換と通信販売による売上拡大

和歌山県 ＨＵＧ － ＨＵＧオリジナルグッズ完成！　ＥＣショップオープン！

和歌山県 株式会社ＳＯＥ 3170001015432 安心安全の新メニューと空間づくり　新時代の居酒屋業態

和歌山県 株式会社東峰建設 5170001005778 リフォーム需要を取り込む最新設備導入・内製化によるコロナ対策

和歌山県 おいかわ整骨院 － 体質に合わせたダイエット事業オンラインによる告知と提供の拡充

和歌山県 しの友呉服店 － 京町屋でフォト撮影会☆

和歌山県 ｉ・ＨｅａｒｔＭｅｄｉｃａｌ株式会社 7170001012715 自社ホームページ、販路拡大のショップカート製作とＩＴ化

和歌山県 Ｓｈｎｉｙ　ｌｕｓｈ（シャイニーラッシュ） － ファスティング体質改善事業のオンラインによる告知と提供の拡充

和歌山県 うまいもん株式会社 5170001014721 当社商品をｗｅｂから購入するための通信販売サイトの構築
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